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作者紹介：東京生まれ。東京大学卒。スタンフォードMBA（経営学修士）。外資系投資銀行を経て
現在ワシントンにて勤務、執筆活動に励む。商工会月報に『ポトマックの煌めき』を連載（2011年）、
東日本大震災を機に喪失と希望を描く純愛小説『絆』を電子出版（2012年）。ワシントンの楽しみ方
を写真エッセーのブログ『恋愛小説作家「愛川耀」のネコ日記』でご紹介しています。お勧めのレス
トランやワイナリー、お楽しみスポットの情報、簡単料理のレシピ等、ご参考いただけますと幸いで
す。（http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome）

皆様、こんにちわ、愛川耀（あいかわあき）です。商工会幹事様から昨年月報に連載した『ワシン
トン・スクランブル』全10話を別冊におまとめいただけるとのお話を伺い大変感謝しております。

商工会月報にご当地ワシントンを舞台にした小説を一昨年より連載させていただいております。
自分が読みたい恋愛小説、を主として女性読者向けに執筆しておりますので、一昨年はキャリア女
性を主人公とする『ポトマックの煌めき』を連載しました。さて二年目はどういう小説にしようかと頭を
捻りまして、オジ様の会員が多い商工会ですので、中年男性を主人公に設定したプロットを考案い
たしました。

単身赴任の方々も多く見受けられるワシントンですので、主人公の新庄透は某日本企業の駐在
員事務所長を勤める単身赴任者、という設定です。読者の方々に夢（！）をお届けするのが恋愛小
説ですので、主人公は魅惑的な若い日本人女性、黒木アリサに出逢います。えっ、奥様方からお
叱りの声が聞こえそうですね（笑）。ご心配なく、連載の途中から透の妻幸子が日本での勤めを辞
め新たに学業に励む為にワシントンに合流。ネタばれになりますのでこれ以上の説明は割愛します
が、『ワシントン・スクランブル』は魅惑的な女性に惹かれる男心とワシントンという新たな地で久々
に見詰め合う夫婦の愛を描いた小説です。

登場人物の背景や性格を決め大まかな筋立てを考案し、あとはその登場人物達に喋らせる、と
いうのが愛川耀流の小説執筆法。映像を想い浮かべ、映画を撮影するように文章に起こしていき
ます。小説にはモデルがいるのか、とのご質問をよく受けますが、全てフィクションですとお断りして
おきましょう。作家は中年男性の心理を想像で（？）自由自在に描きました（笑）。連載小説ですか
ら毎回続きが読みたくなるよう、読者がハラハラする場面で各話が終わるべくプロットを構築しまし
た。全10話で原稿用紙換算計120枚という短い小説に山場を毎回入れましたので、急ぎ足の小説
になった感は否めませんが、お忙しい読者の方々の為のエンターテイメント小説、ということでお許
し下さい。

ワシントンを舞台とするご当地小説ですので、今回も各話に皆様にお馴染みの場所や洒落たレ
ストランを実名で挿入しました。レストラン等の詳細にご関心がございましたら、著者のワシントン生
活を綴るブログに探訪記事を載せてありますのでご参照下さいませ。

読者の方々にハラハラ・ドキドキ、登場人物に感情移入して楽しんでいただける小説を目指して
おります。『ワシントン・スクランブル』を読んで、ワシントンを舞台にした恋、を疑似体験していただ
けましたら嬉しい限りです。今年の月報連載小説は『キャピタルの恋』、そして今春には幻冬舎より
小説『DRESS－シャンパン色の恋』を単行本出版する予定です。これからも宜しくご支援をお願い
申し上げます。

〜執筆後記〜

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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〜第一話　バレンタイン〜

二月になってワシントンに雪が降った。

窓の外は一面の銀世界で、樹木は綿帽子を被ったかのごとく
純白に装い、朝陽を受けて煌めいている。新庄透はパジャマを
着たままベッドルームの窓際に立ち、しばし戸外の美しい雪景
色を堪能した。

このところ寝付けない晩が続いており、昨夜はメラトニンを二
錠、ワインと共に飲み下してベッドに入ったのだが、眠ろうと力
むほどに眼が冴えて、やっと浅い眠りにおちたのは明け方であ
った。睡眠不足のためか頭が鉛を埋め込まれたように重い。

幸い今日は日曜日なので再びベッドに潜り込んでもよいのだ
が、一階へ降りて朝一番のコーヒーを飲み眠気を覚ますことに
する。

東亜興産がワシントン駐在員事務所所長宅に借り受けている
家はベセスダの奥まった住宅街に在り、ベッドルームが四つも
ある二階建てだ。キッチンだけを見渡しても東京のマンションが
すっぽり入るぐらい大きく、昨年の秋にこちらへ単身赴任してか
らまだこの広さに馴れない。パーティーにでも使うのか備え付け
のコーヒーメーカーは十人用で、大きなマシンでささやかに一人分のコーヒーを淹れるというのは味
気無いものである。

コーヒーの香りが冷えたキッチンに少し温かみを添え、透はマグカップを手にスリッパを突っ掛け
たまま裏口からテラスへ出た。痛いほどの冷気に頭が冴えてくる。

頭上には真っ青な冬空、テラスに降り積もった雪は白銀に輝いている。もう何年もスキーに行って
いないことを思い出した。最後に滑ったのは何時だったろうか。妻の幸子はスキーをしないので結
婚してから出掛けた憶えはなく、スキー場とはたぶん二十年近くご無沙汰しているはずだ。

透はまたもや溜息をついている自分に気づく。来月の誕生日には四十五歳になる。四捨五入す
れば早くも五十、そして数年後には本当に五十歳を迎えるというわけだ。今まで歳のことなど考え
たことはなかったのだが、どうも最近、気になる。あくせく働いて来て、ふと立ち止まったらもうそん
な歳になっていたということが、正直言って解せない。

純白の清らかな雪景色を眺めながら苦いコーヒーを啜り、透はもう一度溜息を洩らした。

「それって、ホームシック、ってことですよ。きっと新庄さんは侘しい単身赴任でメゲているんだ。
ま、酒でも飲んで元気を出しましょう」

同情と冷やかし半々の声音で田辺が紹興酒をグラスに注ぎ足した。今宵集ったのはワシントンへ
来てから懇意になった駐在員仲間で、毎月一回、Kストリートにある四川料理の店シチュアン・パビ
リオンで情報交換を兼ねた夕食会を開いている。大使館に勤務する田辺は家族を伴って赴任して
いるが、透を含めた他の三人は単身赴任者だ。

「単身赴任が侘しいとは聞き捨てならないな。途上国じゃあるまいしワシントンにはメシでもゴルフ
場でも何でも揃っている。女房子供から解放されて晴れて自由の身、こんな楽しいことはないじゃな
いか」

快活な声で応じたのは単身赴任が通算十二年間にも及ぶ商社マンの篠原で透とは大学時代の
同期でもある。赴任先では必ず現地妻を調達する、と豪語している男だ。
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「篠原さんは単身に馴れているからそう言うけれど、初めての単身赴任ってのはキツイものがあり
ますよね。赴任当初は新たな地での馴れない仕事に気が紛れるが、数カ月経って現地に落ち着い
た頃が危ないんです。新庄さんが不眠になったってのもきっとそれだな」

いかにも辛そうな麻婆豆腐を嬉々として食べながら相沢が言い添えた。彼はメーカーに勤めてお
り、単身赴任はデュッセルドルフに次ぎ二回目だとのことで透より幾つか若い。

最近不眠症気味であるとつい口を滑らせたことを後悔し、透は弁明を試みた。

「いや、女房がいないのは大いに結構で、単身赴任がどうこうということでもないんだ。もともと、う
ちの女房は出版社の仕事が忙しくて擦れ違いみたいな生活をしていたわけだし。・・・しかし、眠れ
ないっていうのは応えますね」

「歳だよ、歳」

篠原がペパリ―シュリンプに箸を伸ばしながら断言し、皆が苦笑した。

「篠原さんみたいな元気旺盛な人がそう言うと、いやに真実味がありますね」と田辺。

「人間、皆歳を取る。だからって淡々と時を過ごしていたらますます老けるだけだ。ま、新庄、先ず
は若いガールフレンドでも作って青春したらどう？せっかく単身赴任しているのだから、ここは大い
に羽根を伸ばさなきゃいけないよ」

　いったい何処でそんなガールフレンドを見つけるのか、と相沢が半ば本気で問い質して爆笑を
買い、透も一緒に笑いながら、実は篠原が吐いた、歳、という言葉に内心びくりとしたのだった。

週末にジョージタウンを訪れた透は、ディーン＆デルカに立
ち寄りコーヒー豆を買い足した。店に付属しているカフェは高天
井で、優美な曲線を描く鉄骨の柱はヨーロッパの駅舎を想わせ
る。ついでにカフェラテでも飲んでから帰ろうとしたところ、カフェ
の中央にバレンタインデーのチョコレートが色鮮やかに陳列さ
れているのに気づいた。

これが日本だと義理チョコだ、お返しだとややこしいのだが、
米国人秘書のスーザンによると、こちらのバレンタインは男性
が女性にチョコレートや花を贈ったりする日らしい。

ふと、妻の幸子はどうしているだろうか、と思い起こす。メール
の遣り取りはあるものの、ここ二週間ほどは電話をしておらず
声を聴いていない。これはマズイだろうかと多少反省するが、わ
ざわざ電話するほどの理由は無いし、急用でもあれば向こうが
連絡して来るに違いない。幸子の会社は夜が遅いうえ彼女は
朝が苦手なので、十四時間の時差は結構不都合だ。先日雪が
降った朝にでも電話を掛けて話題を提供しておけばよかった、
と今になって思い付き、遅きに失した機会に苦笑した。

「I love chocolate!」
若い女性の声に愕いて振り向くと、隣にカラフルな毛糸の帽子を被った東洋人の女の子がいた。

チョコレートを真剣に眺めている横顔は切れ長の瞳を濃いアイラインで引き立たせ、戸外の寒さの
ためか頬を薄っすらと紅く染めている。透き通るように白い顔肌は陶器のごとくすべらかで、皺一つ
ない。

　不躾な視線に気付いたのか、彼女はくるりと首をねじ向け、咎めるかに睨んだ。見知らぬ若い
女性に身竦められて透が唖然としていると、彼女は可笑しそうに吹き出した。

「チョコレート、買ってくれますか？」

「えっ？」

「日本語、わかりますよね」
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いったいどういうことなのか不意を突かれて釈然としなかったが、透はまるで呪文にかけられたか
のごとく、気づくと無意識にチノパンツの尻に入れた財布を探っていた。

目許が涼しげで整った顔立ちの子だ。彼女が真面目な顔付きで言い足した。

「私、お財布を持って来るのを忘れたとか、そういうことじゃないんです」

「じゃ、どういうことなんだ？」

「バレンタインってチョコをプレゼントしてもらう日でしょう？」

彼女の言うことはもっともだが、こちらには初対面の彼女にプレゼントしなければいけない理由な
どないはずだ。しかし裡なる疑問はさておき、純粋な、という形容詞を進呈したくなる清らかな顔に
魅せられて、透は思わず彼女に尋ねた。

「で、どのチョコレートが欲しいわけ？」

「そうね、これかしら」

女の子がチョコレートの詰まった一番大きなバスケットを持ち上げてみせたので、透はさすがに面
食らう。その狼狽振りに気を良くしたのか、彼女はニヤリと笑みを浮かべるとバスケットを棚に戻し、
毛糸の手袋をした両手で赤い小さな箱を大事そうに摘まんだ。

「やっぱり、これにしておきます」

カフェのレジに二人で並びながら、透は狐に摘ままれたような想いだ。ひょっとしてこれが、めぐり
逢い、というものだろうか、と半ば冗談半ば本気で考える。

カフェラテを飲みに来たことを思い出し、試しに女の子を誘ってみることにした。

「残念！これから約束があるんです」とつれない返事が返ってきた。

とすると、いったい俺は何なんだ。当惑しながら透がレジでカフェラテを注文しチョコレートの代金
を支払うと、彼女はいかにも嬉しそうにチョコを受け取った。

「サンキューです。じゃ、これで失礼します」

ぺこりとお辞儀をすると女の子はあっという間に身を翻して尻を向け、ジーンズにロングブーツを
履いた長い脚で闊歩しながらジョージタウンの雑踏に消えたのだった。

いったい何なんだ、これは・・・。

カフェの椅子に座ってラテを飲みながら透はもう一度胸の裡で繰り返す。少なくともこの奇妙な遭
遇は幸子に電話をする際のネタぐらいにはなってくれるだろう、と苦笑した。

　

東亜興産のワシントン駐在員事務所には所長の透の他に本社から出向している安藤、それに現
地採用の日本人スタッフが二人いる。その一人、川口春香がチョコらしき包みを手に透の部屋にや
って来た。来月出産だとのことで大きなお腹を労わるように片手を添えている。有能なスタッフであ
る彼女に産休を取られるのは事務所にとって痛いところだ。

手渡されたバレンタインの義理チョコに透が礼を述べると、春香が続けた。

「私の産休中にテンプで働いてもらう黒木さん、今日引き継ぎで来てもらいましたのでご紹介しま
す」

春香の手招きで部屋に入って来た女性を見て透は愕いた。

まさしくジョージタウンでチョコレートをせがんだ女の子だったからだ。
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〜第二話　春の訪れ〜

その黒木アリサという若い女性は真っ直ぐな長い黒髪を後ろできちんと纏めており、地味なグレ
ーのセーターに黒いパンツで今日はいかにもオフィス勤めに相応しい恰好をしていた。お辞儀をし
て顔を上げた彼女はこちらに気づいたとの素振りを見せず、透はひょっとして勘違いだったかと自
分の眼を疑う。

しかし、見つめられた相手をどぎまぎさせる真っ直ぐな眼差し、黒眼がちの綺麗な瞳は、間違いな
く先日ジョージタウンで出逢った女の子のものだ。

それともそんな風に想いたいだけだろうか。

「えーと、チョコレートとか、好き？」

春香から受け取ったテンプスタッフの人事ファイルを開きながら透がそれとなく尋ねると、怪訝な
顔をしている春香の隣でアリサが薄く笑った。

「嫌いです。食べると太りますから」

とすると、やはり顔形が似ているだけで人違いに過ぎないのかもしれない。

春香から仕事内容を宜しく承ってくれと頼み、透がファイルに視線を戻そうとすると、部屋を退出し
かけていたアリサはこちらを振り向き、囁くかに小声で付け加えた。

「他人からプレゼントされれば、話は別ですけれど」

不可思議な言葉を残した彼女の後ろ姿を眼で追いながら、透は困惑する。

黒木アリサ。履歴書によるとアメリカの大学を卒業したらしいが聴いたことがない大学だ。職歴に
は日本企業のニューヨーク駐在員事務所やら、NGOらしき団体名が幾つか記されており、どれも
半年間ほどのテンプ経験のようだった。

二十五歳。透達夫婦には子供がいないが、早婚だったらまさに自分の子供であってもおかしくな
い歳だ。何だかすべてが急に滑稽に想えてきて、透は一人苦笑した。

街路樹はまだ枯れた裸の梢を覗かせているが、三月
ともなると木蓮の花が次々と咲き始めて街に艶やかな
桃色の彩りが加わり、風にも甘やかな春の息吹が感じら
れる。

透は所長室の机に飾られた紫のチューリップを愛でな
がら、何となくウキウキした気分に浸っていた。隣の部
屋から書類を持って来たアリサはやはり薄紫色のセータ
ーを着ており、直接尋ねたことはないが、毎週月曜日に
机の上の一輪挿しに花を飾ってくれているのは秘書の
スーザンではなくアリサであるという気がしている。何故
なら彼女は月曜日には必ず花と同系色の服を着ている
からで、単なる偶然とは思えない。

先週頼んでおいた環境関連法案に関する議会動向を纏めた資料に眼を通しながら、このオフィス
に馴れたかどうかを尋ねてみた。

「テンプは即戦力を問われているので、無論もう馴れました」

そういうものかと透が苦笑すると、何時も無表情な顔ばかり覗かせていたアリサが珍しく笑みを零
した。頑なな雪が溶けたような春色の柔らかい笑み。
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いや、これまでも安藤や現地採用スタッフの堺らとは明るくお喋りしているようだったから、所長に
対してだけ澄ました表情を装っているということも有り得る、と透は勘繰る。或いは、年代が離れて
いるから、という単純な理由かもしれない。

アリサが草稿したレポートにしかつめらしい顔を繕って短いコ
メントを与えながら、透は頭の片隅で妙に浮き足だっている気
分の昂揚に気づく。顔を上げたりしたら相手にそれを感づかれ
そうなので、ワープロで打たれた書面にひたすら目を遣り続け
た。

「それでどうしたってわけ？」

出張でワシントンを訪れている中高時代以来の友人桂木は
面白そうにこちらを振り向くと、透に話を促した。マンダリンオリ
エンタル・ホテルのバーは薄暗い洒落た照明で、男同士で来る
より女性と一緒にグラスを傾けるのに適していることは間違い
ない。

「どうした、ってことでもないんだが、何だか春めいた気分なん
だ。いや、誤解しないでくれ。別に何もないんだが、狭いオフィス
に若い女の子がいるというだけで、どうも気分がフワフワするわ
けだ。全く意味も無く、ね」

東京の本社には若い女の子などたくさん働いていたわけだから、それがどうして今になってアリ
サという一人の女性の存在でこうも気分が昂ぶっているのか、透は自分でも内心図りかねている。

「お前みたいな堅物がそういう口を利く、ってところからして心配なものがあるな。やっぱ単身赴任
が相当応えて、それで欲求不満なんじゃないか」

「変なことを言わないでくれよ。そういうことじゃない。違うんだ。もっとこう、純粋な気持ちなんだ。
何て言うか、観賞しているだけで嬉しい、みたいな・・」

言いながら、透はふと遥か遠い昔の自分を思い出す。中高一貫教育の私立校で脇目も降らずに
受験勉強ばかりしていた頃、そして希望していた大学に入学し構内で女子学生を眼にした時のフワ
っと和らいだ雰囲気。晴れやかな顔の女の子達が皆眩しく見えたものだった。

桂木は手にしたウィスキーのグラスを揺すって氷の軽い音を響かせると薄笑いした。

「じゃ、それは解放感ってやつじゃないか？本社の激務から解放され、奥方の眼からも逃れてホ
ッと一息。中年男の心の洗濯、ってわけだ。しかし、そういうのが一番危ないのさ。俺の人生はこれ
でいいのか、なんて余計なことを考えたりする。恋がしたい、なんて青臭い想いに捉われたりするや
つもいる」

桂木の言葉に愕いて、透は即座に首を振った。

「まさか」

まさか年甲斐も無く、と続けようとして、透はふと言葉を濁す。何を隠そう、最近寝付きが悪くなっ
たのはまさに桂木が指摘した面もあるからだ。

このまま人生を終えてもよいのだろうか。

唐突ではあるが、曖昧模糊としたこの問い掛けがふと胸を過ぎり脳裏を離れないのは確かだ。長
い付き合いの友人に、ふと心の裡を打ち明けたくなる。

「まさか、だが、一理あるな。このところなかなか眠れないことがあるんだ。今の生活の何が不満
ということではないが、歳を取ることに対しての朧げな不安みたいなものが湧いて来て、ベッドに入
ってさて寝ようとすると、いろいろ考えてしまうんだ」



JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

8

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
号外 〜Vol.8〜

「それはヒマだからいけないんだ。時間があり過ぎると人間、迷いが出る」

　桂木の診断に笑いながらも、確かにその通りかもしれない、と透は思い当たる。駐在員事務所
の仕事は情報収集がメインなので、胃に穴が開きかねないほど切迫した緊張感に苛まれ営業部門
で東奔西走していた日々に比べると、こちらでの業務は緩慢で単調だ。仕事であって仕事でない、
虚業、と呼んでいいかもしれない。

「ま、新庄、オフィスに可愛い子がいるんだったら、観賞なんてジジ臭いことは言わないで積極的
に出たらいいじゃないか。でもセクハラにだけは気をつけろよ」

桂木の軽口に透は苦笑せざるを得ない。

「冗談じゃないよ。それほどヒマじゃないし、第一、二十も年下の女の子に下手な関心を持つほど
莫迦でもないさ。それこそオジン臭いぜ」

言いながら、透は思わずアリサの顔を思い浮かべる。

笑顔よりツンと澄ました表情が似合う切れ長な瞳。

もし自分が若くて独身だったらあの娘に惚れたかもしれない。

ふとそんな妄想をして、透は慌てて彼女の面影を脳裏から振り払った。

駐在員事務所は応接室も兼ねる大きな所長室とその並びにスタッフが仕事をする部屋、ミーティ
ングルーム、そして秘書が座っている受付、という小さな所帯だ。会合への出席が多い仕事なので
日中何度も事務所を出入りするわけで、その都度スタッフルームに眼を遣ってアリサの存在を確認
するのが透の習慣になりつつあった。

彼女は顔を上げて、行ってらっしゃい、と言ってくれることもあるし、こちらに気づかないのかパソ
コンに向かって忙しそうにキーを叩き続けている日もある。事務的で無表情な顔を振り向けるだけ
の時もあるし、お帰りなさい、と微笑で迎えてくれることもある。

たかがスタッフ一人の話だ、と理性的に振る舞おうとは試みるものの、そう想えば想うほどに、実
は彼女の存在が気になって仕方が無いのだった。

「あれ、今日は黒木さんは休み？」

部屋にアリサの姿が見えないので透が出掛け際に思わず尋ねると、会合に一緒に出席すべく席
を立った安藤が答えた。

「彼女、今日は休暇を取っています」

そうか、と頷いてはみたものの、心の何処かで落胆していることを否めない。毎日それとなく彼女
の様子を垣間見ることに馴れていたので、その姿が見えないといささか不安なのだ。そう気づいた
途端に、透は自分でも心配になった。

「所長、どうかしましたか？」

いや、例のロビイストの件だが、と誤魔化して安藤と話を続けながらも、アリサの面影が透の脳裏
から離れない。

本社への連絡があり晩遅くまでパソコンに向かいオフィスに残っていたところ、所長室の扉を軽く
ノックする音に気づいた。オープンドアポリシーで部屋のドアはいつも半開きにしてある。きっと仕事
熱心な安藤だろうと推測し、入って、と透が無造作に応答すると、扉を開けて顔を覗かせたのは愕
いたことにアリサだった。

テンプのスタッフには残業をさせない方針なのに、どうして彼女がこんな夜中にオフィスにいるの
だろうか。こちらの動揺に感づいたのかアリサはフッと笑みを洩らすと、後ろ手にドアをぴったりと音
をさせて閉め、ゆっくりとデスクに近づいて来た。

何事だろう、と透の鼓動がわけもなく高鳴る。
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〜第三話　花吹雪〜

深夜の密室にアリサと二人きり、これは相当ヤバイのではないだろうか。

そう思いつつも、透は彼女から眼を逸らすことができない。いや、アリサがあの切れ長な瞳でこち
らを真っ直ぐに見つめているので、まるで呪縛にかかったごとくその魅惑的な眼差しに捉われてい
るのだ。

「えーと、何か用かな？」

所長らしい応対を試みてみるが声が上擦っていることが自分でも手に取るようにわかる。

「これ、お持ちしました」

アリサはデスクの前に立つと、後ろ手に隠し持っていた白いハンカチの包みをデスクの上に置い
た。いったいどういうことなのか、透には事態が呑み込めない。彼女はこちらの狼狽振りを愉しんで
いるかのようにニヤリと笑った。

「開けてみて下さい」

言われるままにハンカチの包みを解いてみると、中から出て来たのはタッパー容器だった。中に
は白いモノが入っている。

「お豆腐です。私が作りました」

アリサが頭上で宣言し、見上げると、彼女は涼しそうな顔で自慢気に微笑した。こちらに向けられ
たふくよかな唇は妖艶と呼べるぐらいだ。

「豆腐を手作りとは、スゴイな」

タッパーをしげしげと眺めながら、しかしどうしてまた、と透が疑問に感じていると、こちらの胸の
裡を読んだかにアリサが続けた。

「今日はホワイトデーですから、新庄さんにお礼しなくちゃ、と思って」

嬉しそうに語るアリサに視線を戻すと、若い娘らしい笑みがそこにあった。

ホワイトデーということは、彼女はやはりジョージタウンで話しかけて来た女の子と同一人物だっ
たのだ。秘密を共有しているような甘酸っぱい親近感が湧いてくる。

透が話し掛けようとすると、間が悪いことに本社かららしい電話が鳴り、アリサはくるりとこちらに
背を向けて部屋を退出した。

ワシントンには和食屋が少ないのが難点である。日本料理のレストランは幾らでもあるのだが、
大半がアメリカ人向けの店で今一つピンと来ない。日本人の板前がいる店でカウンターに座り、板
さんと世間話でもしながらゆっくり酒を飲み刺身を摘まみたい晩もある。

「豆腐ってどうやって作るの？」

透は馴染みの店でビールを飲みながら、カウンターの向こうに声を掛けた。吉さんと呼ばれる板
前はアメリカに来てから十年になるそうだ。

「大豆とにがりです。大豆をふやかして生呉にし、火にかけて豆乳を作り、にがりを入れるんです」

「へえ、結構手間がかかるんだな」

サーモンの刺身に箸を付けながら、透は先日アリサからもらった豆腐の味を思い起こす。醤油を
少したらしてそのまま食べたのだが、大袈裟でなく今まで食べたどの豆腐より美味しかった。それと
も彼女の手作りなのでそう思うのだろうか。

「この前自家製の豆腐をもらったんだけれど、豆腐作りって流行っているのかな？」
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「最近の日本の事情はよくわかりませんが、たまに帰ると手作り豆腐を出す店が増えた気はしま
すね。アメリカでは健康ブームで自然食品が引き続き流行っていますし。豆腐料理の本っていうの
がこちらで出版されるくらいですから」

食べると太るからチョコは嫌いだ、と宣言したアリサの顔を思い起す。どう見ても今時な感じの女
の子が甲斐甲斐しく豆腐作りに精を出す様子を、そっと覗いてみたくなる。

豆腐の礼をどう伝えたらよいものか迷い、事務所の連中の前でそう述べるわけにもいかないの
で、透は彼女宛てに短いメールを送ったのだった。｢ハンカチ、返して下さいね｣とアリサから返メー
ルが来た。綺麗に洗ったタッパーの中にチョコレートを詰めてハンカチと共に手渡すと、今度は「と
てもサンキューです！」とのメール。何だか中学生のメールの遣り取りみたいだと自嘲しつつも、そ
んな他愛の無いことで心密かにウキウキしている自分が嬉しくもある。

いや、本当はこの関係を進展させたいと望んではいるのだ。チョコレートを贈り返すよりも寿司屋
にでも誘い出せばよかった、と今になって後悔している。何か巧いきっかけを掴めないものだろう
か。

「そう言えば、いよいよ桜祭りの季節ですね」

板前の吉さんの声に、透は我に帰った。

桜祭り。美しい桜が咲き誇る、ワシントンが一番綺麗な季節だ。

今年は花見をするぞ、と透がミーティングで宣言すると
事務所の皆が顔を見合わせて笑った。昼休みにタイダ
ルベイスンまで花見に行くことが決定し、堺とアリサが準
備を担当することになった。会社の付き合いなど厭だと
煙たがられるかと内心懸念したのだが、アリサも乗り気
のようだ。年次の近い安藤や同年代の堺と一緒にいる
時には普通の明るい女の子として振る舞っているかに
見えるのは、こちらの僻みかもしれない。

当日タイダルベイスンに到着すると、芝生にはシートを
広げてピクニックをしている人々が既に大勢いた。桜は
週末が満開との予報でまだ八分咲きだったが、ピンクに
塗り潰した霞のような彩りは十分美しい。

秘書のスーザンが「ワンダフル！」を連発して瞳を輝かせた。数千本に及ぶベイスンの桜は百年
前に東京都が寄贈したもので、日本人としてはアメリカ人に喜ばれると美しい桜並木が誇らしく感じ
られる。

石灯篭の近くに陣取って、堺がどこからか調達してきた茣蓙を何枚か並べた。ランチはブラスチッ
ク容器入りの寿司折、緑茶ボトルや煎餅も持参の宴会だ。タイダルベイスンがあるモールは酒類持
ち込み禁止なのが残念ではあるが、勤務中の昼食時に酒を飲むわけにはいかないから、純粋に
花を愛でるだけの花見もこれはこれでいい。

請われて中央に座った透は隣に腰を下ろしたスーザンに日本の花見の慣習を説明しながら、茣
蓙の端に座っているアリサを時おり盗み見た。彼女の傍で胡坐をかいているのは堺。確か二十八
歳になった独身の青年で、当たり前の話かもしれないが歳恰好が近い二人は似合いのカップルに
さえ見える。何の話をしているのかよく聴こえないが堺の言葉にアリサが吹き出した。

桜色のニットを着たアリサの、花が零れるような可憐な笑み。

ふと胸が騒いで透は思わず眼を逸らした。

食後の運動も兼ねてということで、皆でしばらくタイダルベイスンの桜並木を観賞しながら歩くこと
になった。桜は樹齢を重ねたごつごつした幹や枝を池の上にも張り出しており、オフィスの昼休みに
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訪れているらしきスーツ姿の人々もいれば、観光客らしい多様な人種も集っていて聴き馴れない外
国語が耳に届く。

水音に池を見遣ると、オシドリが並んで泳いでいた。

「あれって、一人仲間外れで可哀想ですね」

声に気付いて振り向くと、アリサが真後ろに立って池を見つめていた。池にはツガイのオシドリと、
そしてオス鳥が一羽。

「さあ、はぐれたのかな」

透が何気なく呟くと、アリサはこちらをじっと見つめて、言った。

「私だったら他の相手を探しますけど。手当たりしだい、近くにいる相手を」

いったいどういう意味だろうと透が考えていると、彼女が続けた。

「新庄さん、単身赴任でしょう？ご飯とか、どうしていらっしゃるんですか？」

「ま、それは適当に・・」

チャンスだ、と胸の裡が高鳴っているのだが、どういう誘い方をしたらよいのか考えがまとまらず
に透は焦る。間違った誘いでもしようものなら、アリサに肘鉄を食らうばかりか事務所内の笑い草に
なりかねない。いや、セクハラだと受け取られたりしたら大事だ。

透が言い淀んでいると、アリサが笑った。

「今度、ご飯でも奢って下さい」

そう言うと、アリサはさっさと透を抜いて歩き出し、前を歩いて
いたスーザンと堺に合流した。彼女の引き締まった体躯を後ろ
から眺めながら、透は彼女の台詞を思い起こす。

ご飯でも奢って下さい、ということは、これは彼女の方から誘
われた、と受け取ってよいのだろうか。そう考えると、急に元気
が湧いて来た。鳥の羽音に気づいて池を見ると、今しがた飛ん
で来たらしいメス鳥が悠然と羽を繕い、先ほどのオス鳥の隣に
スイスイと泳いで行った。

アリサの気が変わる前に、と透は彼女を食事に誘う決意を固
めた。しかし彼女にだけ声を掛けるのはどうも見え透いている
ので、先ず同じく単身赴任者の安藤を誘って夕飯を食べ、セミ
ナーに同伴した堺にも食事を奢った。

アリサを誘ったのは金曜日の夜、オフィスにも近いイタ飯レス
トランへ行くことにする。

その日は朝から何となく落ち着かなかった。若造じゃあるまいし、それに部下とメシを一緒に食べ
に行くだけだ、と自分に言い聞かせてはみるのだが、胸が勝手に逸る。

さあ、そろそろ約束の時間だ、という頃に携帯電話が鳴った。東京にいる妻の幸子からだ。どうせ
短い要件に違いない、と透が応答すると、電話の向こうで緊迫した声がした。

「あなた、大変なことになったの！」

http://blogs.yahoo.co.jp/ 
aikawaakihome
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〜第四話　新緑の香り〜

まさにこれからデートだという晩に、妻からの緊急電話。

こんな不幸な巡り合わせがあるものだろうか。

「大変って、いったい何が大変なんだ？」

「お義母様が家で転んで救急車で病院へ運ばれたの。今連絡があって・・」

透は二男で七十五歳になった母親は父の死後一人で暮らしている。幸子の話によると気丈な母
は自分で救急車を呼んだらしいが、脊髄を傷めた可能性があるらしい。

「兄貴はどうしたんだ？」

「お義兄様達はゴールデンウィークでハワイに行っているそうよ。お義母様から連絡先のホテル
の名前を伺ったの。あなたの方で連絡してみてくれない？」

長引いた電話を終えて時計を見ると、アリサと約束した七時を既に過ぎていた。日本は朝の八時
でハワイは既に深夜の一時ぐらいだ。幸子はこれから病院へ向かい、主治医に話を聞いてから折
り返すと言う。母の容体が心配でないわけはなく、アリサとデートに行ったところで、食事を中断して
幸子と兄と電話で連絡し合わないわけにはいかない。

透は覚悟を決めるとレストランで落ち合う約束をしていたアリサの携帯に電話をした。

事情を説明し会食はキャンセルしたいと申し出たところ、電話の向こうでしばらくの沈黙があった。

「聴いている？」不安になって透が尋ねる。

「ええ。それはお大変ですね。わかりました」

「本当にすまない。レインチェックで、今度仕切り直すということで」

透が詫びを入れると、電話の向こうでアリサが笑った。

「ドタキャン、高くつきますよ。今度があれば、ですけれど」

彼女特有の皮肉かもしれないが、今度があれば、という台詞が気に掛かる。ドタキャンを撤回して
彼女が待つレストランへ向かいたいという気持ちがもたげたが、大の男が一度キャンセルを宣言し
た手前そうもいくまい。

「じゃ、今度必ず」透が念を入れると、アリサが無言で電話を切った。待ちぼうけを食わされた上に
約束を反故にされて怒っているに違いない。

幸い母の怪我は脊髄に軽いひびが入っただけで神経には異常が無く、コルセットを付けて病院に
一カ月ほど入院すれば元通り回復するとのことだった。

「ひびが反対に入っていたら神経を損傷して歩けなくなっていたかもしれないんですって。お義母
様、ラッキーだったわ」

電話の向こうで幸子が安堵の声を洩らした。このところ母の入院の件で妻と電話で話すことが多
くなった。病気の親の介護とか親の急病や死去、最近同年代の仲間うちではそんな話題も増えて
おり、それを自覚する度にアリサとの年齢差を意識しないわけにはいかない。何しろ向こうは親が
まだ自分達と同年代に相違ないのだから。

新緑の青葉が揺らぐ街路樹を見上げながら、透は思わず溜息を洩らす。

アリサとのデートの仕切り直しを目論みたいところだが、不運にも東京からの出張者だとかニュー
ヨークへの緊急な出張が重なってしまった。ドタキャンを繰り返すわけにはいかないので、予定を組
む際には慎重にならざるを得ない。

ひょっとしてこれは見えざる神の企みだろうか、と疑いたくなる。あの娘とデートなどしたら引けなく
なる可能性もあるぞ、と暗黙に忠告されているのだろうか。
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いや、そんな風に考える度にアリサに惹かれている自分に気づく。まだロクな会話も交わしていな
いのに、彼女の存在そのものに魅せられているのだ。本人のことをよく知らずに悶々と妄想を重ね
るより、一緒に食事でもしてじっくり彼女を観察し、歳の差をしっかり確認して諦める方が懸命に思
えてきた。

ヴァージニア州側のグレートフォールズにあるオーベルジ
ュ・ド・フランスは当地でも有名な老舗のフランス料理店だ。
五月の新緑を愛でるのに向いた店は、と知人に尋ねて教え
てもらった。ここでプロポーズする人もいるそうで、雰囲気の
良い店らしい。

週末に逢うことを了承してもらい、透は車でジョージタウン
に住むアリサを迎えに行った。何処へ行くんですか、と尋ね
る彼女に、この前のお詫びに素敵な店だ、と胸を張る。

レストランの表玄関は一見山小屋風で、赤い窓枠が初夏
の緑に映えていた。案内された戸外のテラス席には庭樹と
花が並び、奥には洒落た東屋が立ち、若葉が生い茂る木立
と広い芝生の庭に囲まれている。リゾート地のレストランのような趣だ。

アリサは、綺麗！と喜んでくれ、彼女が振り向けてくれた笑顔に呼応して、透の胸に甘酸っぱい
想いが湧いた。軽やかなシフォンのワンピースを着た姿を眼にするだけで胸がときめき、そんな単
純な反応を示す自分が嬉しくもある。

ロゼのシャンパンを抜いて、待ちに待った二人のディナーが始まった。

差し障りのない話題を、ということで仕事に関連した話を透が持ち出すと、アリサはフレンチパテ
を切りながらこちらを睨んだ。

「私、週末は仕事のことを考えないようにしています」

「それもそうだな」透は慌てて同調する。しかし、生い立ちや家族など個人的なことを尋ねると嫌が
られるかもしれないし、映画とか音楽の話題は若い子と話が合うはずがないので憚られる。

「で、新庄さんの奥さんって、どういう方なんですか」

突然の質問に透はびくりとし、急に左手の結婚指輪が気になり手を引っ込めた。

「どうって、普通の女房だ。うちは共稼ぎで出版社に勤めている」

「キャリアなのね。で、お料理とかお上手ですか？」

「いや、料理はからきし駄目だね」

もうこの話は終わりにしたくて透が手短に答えると、アリサは得意な顔をした。

「私、こう見えても料理って好きなんです。祖母からいろいろ教えてもらいました」

どうやらアリサの両親は彼女が小さい時に離婚したらしく、働きに出た母親に代って祖母に育てら
れたらしい。父親のことは良く憶えていない、と彼女は語り、何時もは気丈にさえ感じられるアリサ
がふと垣間見せた淋し気な表情に透の胸が勝手に呼応する。しかし次の瞬間には、彼女は再びケ
ロっとした表情で好きな食べ物について熱心に語っているのだった。

二人で何の話をしたか、よく思い出せない。ワインのグラスを空け、ロブスターのソテーに舌鼓を
打ちつつ、実は彼女の表情に見惚れてばかりいた。どう見ても現代っ子にしか見えないアリサが、
祖母の影響なのか結構古風な考え方をするということを発見したのは密かな喜びで、食事中は二
十歳の年齢差を無視していられた。

デザートのスフレを分け合って食べながら、さてこの後どうしようか、と透は悩む。

無論彼女をジョージタウンへ送り届ければいいわけだが、それだけにしたくない下心が無いと言
ったらウソになる。



JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

14

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
号外 〜Vol.8〜

いや、これは飽くまでも部下に食事を奢るという話だったのだから、それ以上なんて難しいことを
考えるわけにはいくまい。アリサの美しい顔を眺めているだけで十分に満ち足りた時を過ごせたの
だし、初めてのデートなのだから、急いては事を仕損じる、だ。

食事を終えてアパートの前まで送り届けると、彼女は、ありがとうございます、とお辞儀をした。

「じゃ、会社で」透が尤もらしい顔付きで言うと、アリサは車を降りてから振り向いた。

「新庄さん、またデートしましょう」

ダウンタウンのベックはベルギービールを700種類以
上置いているモダンなバーだ。フレンチレストラン、マル
セルと同列の経営だそうで料理も美味しい。

「どうもそれは昔風に言うとメッシー君という役割だな」

透がアリサとのデートの経緯を打ち明けると、商社マ
ンの友人篠原はグラスを傾けながら冷やかした。確かに
その通りかもしれない、と透も自嘲の笑みを浮かべる。

｢俺はそれでもいいと思っている。一人でメシを食うの
はやはり侘しいものがあるから、それだったら若い綺麗
な子と食べに行く方が余程いい｣

そう自分を納得させたいばかりに、声が少し力んだ。

「それはそうだ。バンコクに駐在していた時に、夕食デートをしてもらう契約で現地の女の子に金
を払っていた単身赴任者がいたな。ご飯を作ってもらって一緒に食べる契約っていうのもあるらし
い」

「おいおい、そういう途上国の話と一緒にしないでくれよ。こっちは自分の力量で女の子とメシを食
べているんだからな」

透が不愉快さを声に滲ませると、篠原が笑った。

「だからさ、何も夕食デートと決めつける必要はないじゃないか。その娘に本気で惚れているんだ
ったら、彼女にすべく積極的にアプローチしたらいい」

どうやら単身赴任馴れしている篠原にはそういう彼女がいるらしい。しかし透は若くして幸子と結
婚し、自慢ではないが妻以外の女性と付き合ったことがない。その一線を踏み越えていいものかど
うか迷っているわけで、いや、それ以前の問題として、アリサのような若い女性がこちらを振り向い
てくれるという自信は、まったく無かった。

今のうち、だぞ。篠原の声が耳に残っている。老いぼれる前に・・。

　

ベッドで悶々と考えていると、枕元の携帯電話が鳴った。発信者は妻の幸子だ。

「こんな遅くに、何なんだ？」

透がいささか無関心な声音でそう言うと、幸子は思い掛けない提案をした。

「ねえ、私、そっちへ行こうと思うの」

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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〜第五話　初夏の兆し〜

妻がワシントンへ来るというのは寝耳に水の話だ。

「来るって、遊びに来るってこと？」

透が問い質すと、電話の向こうで幸子は即答した。

「違うわ。ワシントンで暮らす、っていう意味」

「でも出版社の仕事があるじゃないか。どうするつもり？」

「会社、辞めたの」

突然の妻の告白に透は戸惑いを禁じ得ない。幸子が
勤めているのは大手の出版社で、これまでは忙しいとこ
ぼしながらも嬉々として働いていたはずだ。

「何だ、それ。リストラにでも遭ったのか？」

幸子はしばし沈黙してから言葉を継いだ。

「それもあるわね。出版不況だから会社の業績もイマ
イチで、早期退職のパッケージを出して志望者を募って
いるの。私、いろいろ考えたけれど、応募したわ」

聞いていない、と苦情を垂れそうになってから、透は危
うくその言葉を呑み込んだ。幸子の職場がどうなってい
るのか今まで無関心だったのは事実で、たとえ相談され
たところで答えに窮したに違いないのだから。

幸子によるとこれからはフリーで編集の仕事を続けたいそうで、良い機会なのでアメリカの大学で
ジャーナリズムを学びたいという。

「先ずはサマースクールにでも通って英語を勉強し直すことにする」

嬉しそうな声でそう告げると幸子は電話を切った。

携帯を枕元のサイドテーブルに戻しながら、透は内心焦っている自分に気づく。それは妻に来ら
れたのではアリサとの関係はどうなるのか、という身勝手な懸念だ。だからと言え、会社はもう辞め
てしまったという幸子に来るなとは言えない。言いたいと思ったところで、納得させる理由など考え
付かないのだ。

アリサとコトを起こすなら妻がいない今しかない、とけしかける内なる声と共に、これこそが神の思
し召しで、やはり自分は不倫などできる器ではなかったのだ、という安堵に似た想いもある。

しかし、だ。しかしこのまま一生を終えていいのだろうか。

妻以外の女性も知らず、恋の情熱を取り戻すこともせずに、淡々と歳を重ね老いゆくだけというこ
とで、本当にいいのだろうか。

一介のサラリーマンの人生だ。死の床で人生を振り返った際に、偉業を成し遂げたという勲章の
如き功績が世に残るわけではあるまい。

熱い想いを今手にしないで、いったい何のために生きたと言えるだろうか。

眼を瞑ると瞼にアリサの顔が浮かぶ。切れ長で冷やかな瞳。こちらの胸の裡を読み通すかの真
っ直ぐな眼差し。ふっくらとした肉感的な唇。情熱的な女に違いないと感じさせるすべてを兼ね備え
た彼女の面影が、瞼に焼き付いて離れない。

透は思わずしっかり眼を開けて深い溜息を洩らした。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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ロビイストのオフィスでの会合にアリサを伴った透は、彼女と
共に近くの連邦議事堂図書館に初めて立ち寄った。ワシントン
に来たからには一度は訪れるべきだ、と彼女に強く勧められた
からだ。図書館はヨーロッパの美術館の如き優美な大理石の
造りで、天井の色鮮やかな壁画はエルメスのスカーフを想わせ
る。ロビーに立つブロンズの女神像はきりりと口許を引き締め、
どこかアリサに面影が似ていた。

「ところでデートの約束、どうなっています？」

アリサの突然の質問に、透は彼女を見て苦笑する他はない。

「いや、このところ立て込んでしまっていて、すまなかった」

立て込んでいたというのは言い訳に過ぎず、夕食の時間が作
れないほど忙しいわけではなかったが、この一週間ほど透とし
ても思い悩んでいたのだった。

それにしても、ひたりとこちらを見つめている瞳はなんと魅惑
的だろう。今、この荘厳な殿堂には彼女と自分しか存在してい
ないように感じる。

女神の不思議な力に助けられたかのように、透は思わず口にしていた。

「今度は君のうちで手料理をご馳走になるっていうのはどうだろう。もちろん材料費でも酒代でも
何でも支払うよ」

透の申し出をしばらく反芻した後で、アリサが意味ありげにニヤリとした。

「それってグッドアイデアですね。じゃ今度の土曜日の晩、どうでしょう」

快くオーケーしてもらうと、今度は透の方がいささか気後れする。

妻のいる男が、妻が来月にもワシントンへ来る男が、若き女性の家へ乗り込んでもよいのだろう
か。しかし、乗りかかった船だ。家へ招いてくれるということは、向こうもこちらにそれなりの好意を
寄せているに違いない。

自信を持て！　透は胸の裡で自分に言い聞かせながら微笑した。

「土曜日だね。楽しみにしているよ」

二人で図書館のロビーを後にしながらも早まった胸の動悸は収まらない。

いよいよだ。しっかりしろ！透は幸運の女神像を振り返りながら、自分を鼓舞する。

前日の金曜日の夜は興奮のあまりよく寝付けなかった。

コトが順調に運べば、明日はもしかしたら彼女を抱くことができるかもしれない。そう想像するだけ
で、自ずと神経が昂ぶってくる。

いったいどうやって彼女を誘ったらウンと言ってもらえるだろうか。下心など見せたらしっぺ返しを
食らうだろうか。まさか後でセクハラだとか訴えられたりしないだろうな。

考えれば考えるほど不安が募る。しかしアリサの面影を思い起こすと小心な不安など吹っ飛んで
しまう。万が一これが原因で会社をクビになるとしても、たとえそんな危険を冒すとしても、今彼女を
手に入れずにどうする。

男には、動かなければいけない時、というものがあるのだ。

眼が冴え切ってしまったので仕方無くメラトニンを三錠口にしたが、結局まどろむばかりで深い眠
りに陥ちることができなかった。

土曜日は朝から仲間と約束していたゴルフに出掛けたが、一向に精神集中できる局面ではなか
ったのでスコアは散々で、ずいぶん負けた。いつもなら悔しい思いをするところだけれど、プレイが
終わると約束があるからと急いで自宅へ戻り、シャワーで汗をしっかり洗い流して身繕いをした。
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バスルームの洗面所で丹念に歯を磨きながら、鏡に映っている思い詰めた中年男の顔を見て我
ながら可笑しくなる。真面目一筋でやって来た凡庸な男が四十五歳にして二十歳も年下の女の子
に恋なぞをしているのだ。いや、この顔付きは歳こそ食ってしまったが昔の自分にダブっている。

ふと幸子との旧い記憶が蘇りそうになり、透は慌ててコップの水で口を濯いだ。

車に乗り込んでエンジンを掛けると、さあ行くぞ、という闘志に似た期待が盛り上がってきた。思い
付いてジョージタウンでディーン＆デルカへ立ち寄り、ワインと花を買って持って行くことにする。

アリサが住んでいるのは旧いアパートだ。客用の駐車場は無いとのことだったので、路面駐車で
きる場所を探して近くをぐるぐる廻るハメになった。毎回これだと彼女の家へ通うのは大変だなと考
えつつ、今夜を契機に付き合いに発展するのでは、と今後の展開を楽観視している己の自信に元
気づけられる。何事もすべて自信が肝要だ。

アパートはオートロックなので呼び鈴を押して正面玄関のドアを開けてもらい、彼女の部屋へと向
かう。ゴルフの疲れもあるのか、二階まで階段を登ると胸の動悸が早まった。

ギンガムの可愛いエプロンを掛けたアリサがドアを開けて迎え入れてくれ、透がワインと花を差し
出すと、彼女は感謝を述べながら嬉しそうな顔を見せた。この笑顔が見られるならば何でもプレゼ
ントしたい、と想わずにはいられない。

通されたのはスチューディオと呼ばれるワンルームの部屋だ。二人掛けの小さな白木のダイニン
グセットの後ろに紺色のカバーを掛けたベッドが見え、透は思わず緊張する。

透をダイニングの椅子に案内すると、アリサは狭いオープンキッチンから料理を盛り付けた皿を
次々と運んで来た。野菜の煮浸しに豆腐とワカメのハンバーグ、海老とネギの春巻きに炒飯。料理
を解説するアリサの声が耳に心地良い。

「スゴイな、これはご馳走だ」

透は思わず感嘆の声を上げ、勧められるままに料理に箸を付け、グラスのワインを煽った。好き
になった子が料理も上手だというのは何と幸運なことだろう。　 

「この前の豆腐も美味かったが、このハンバーグも実に美味しい。豆腐でハンバーグ、とは初めて
だ」

透が感心するとアリサは得意気な顔をした。

「豆腐バーグは材料が大豆だから健康にいいんです。ダイエットにも最適だし」

「でも君は細いからダイエットなんて心配しなくてもいいじゃないか」

「うちは太る家系だから、若い時から気を付けることにしているんです。だからチョコも絶対自分で
は買わない、って決めました。ブタになったら男の子に嫌われちゃう」

なるほど、そう言うことだったのか。

男の子、という台詞は聞かなかった振りをして、透は炒飯をかきこんだ。

他愛の無いお喋りをし彼女の美しい顔を拝みながらの食事は楽しかった。デザートには豆腐で作
ったチーズケーキなるものが登場し、これも透にとっては初体験だ。アリサはあまり酒を飲まず、持
って来たワインは透がほとんど一人で飲んでいたようなもので、お腹いっぱいご馳走になったせい
か、何だか急に眠気を憶えた。柄にもなく酔ったのだろうか。

キッチンで食後のお茶を用意してくれているアリサの後ろ姿がやけに揺れて見える。

透は半ば陶酔した面持ちで席を立つと、彼女に近付き後ろから抱き締めた。
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〜第六話　熱い夏〜

アリサを後ろから抱き締めたところまでは憶えているのだが、不覚にもその後の記憶がまったく無
い。

気づいてみると見馴れない狭いシングルベッドの片端に寝ており、部屋には陽光が降り注いでい
た。いったいどうしたのか、と二日酔いの鈍通に痺れている頭を回転させ、アリサの家に招かれて
夕食をご馳走になったことを思い出した。

とすると、ここは彼女のアパート？

ふと薄い羽根布団を捲って自分の姿を確認すると、ワイシャツは跡かたも無く消えてランニングシ
ャツ一枚だ。ズボンも、無い。

「新庄さん、目覚められました？」

明るい声とともにこちらに顔を覗かせたのは、長いＴシャツのような寝巻を着たアリサだった。

「あの、・・昨夜は泊っちゃったのかな」

自分の声が阿呆に聴こえる。彼女のベッドに寝ているのだからここに泊ったのは明らかなのだ
が、知りたかったのは彼女を抱いたのかどうかということだった。背後から彼女を抱き締めた後の
記憶がまったく無いというのは相当ヤバイ。

「まさか、憶えていないんですか？」

アリサが眉間に皺を寄せて悲痛な顔をしたので、透はシマッタと反省した。

「いや、もちろん憶えているさ。・・ちょっとワインを飲み過ぎたらしい。こういうことは滅多に、いや、
今までまったく無かったんだが。そうか、もしかしたらメラトニンのせいかな」

一昨晩、気分が昂揚するあまり寝付けなくて、試しにメラトニンを三錠も飲んだことが苦く思い起こ
される。

「それって、ひょっとして回春剤ですか？」

「違うよ。睡眠薬の一種だ」

慌てて否定してはみたものの、睡眠ホルモンであるメラトニンを回春剤と名打っている広告も目に
した憶えがあった。

手首にしていたはずの時計が見当たらない。時計まではずしたからには、どうやら昨晩彼女を抱
いたに相違なかった。憶えている、と宣言した手前、重ねて尋ねてみることは憚られる。

「今、何時なのかな」

「九時になるところです。朝ご飯を用意しますから、シャワーでも浴びて下さい」

そう言うと、彼女はバスタオルを持って来てくれた。Ｔシャツの上からでもわかる形の良い胸の膨
らみ。はたして、昨晩この手であの胸に触れたのだろうか。記憶がまったく欠如しているのは滑稽を
超えて悲劇だ。

促されて下着のままバスルームへ向かいながら、あまりの情けなさに透は下唇を噛む。これほど
恋焦がれてやっと彼女の家へ辿り着き、巧くコトに及んだらしいのに、その甘美な記憶の片鱗も無
いのだから。いったい彼女はベッドでどういう表情を見せてくれたのだろうか。できることなら昨夜ま
で時間を巻き戻したい。

熱いシャワーを浴び、アリサが纏めておいてくれた服を来てバスルームを出ると、狭い部屋には
コーヒーの香りが漂っていた。

日曜日の朝はパン食だそうで、コーヒーを飲みながらイングリッシュ・マフィンとカリカリに焼いたベ
ーコンと目玉焼き、というアメリカンな朝食を食べる。それにしても、後朝の珈琲、と洒落ないのはこ
ちらの記憶が抜け落ちているからだ。
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「新庄さん、私もう会社を辞めますから」

アリサの台詞に愕いて透は思わず顔を上げた。

「ほら、川口さんが戻って来るでしょう？」

「あっ、そうだったね」

川口春香は四カ月の産休を申請しており、七月には職場復帰す
ることを思い出す。アリサは短期の契約社員なので、春香が戻っ
てくれば彼女のポストは無い。

「私がいないと、淋しい？」

テーブルの向こうからアリサがこちらをじっと見つめた。輝くばか
りの綺麗な顔。この女を昨晩抱いたのだと思うと、憶えが無いにせ
よ恍惚とした気分になる。

しかし契約は契約で、予算の制約もあり社員を増やすわけには
いかない。

「君が会社を去っても、またこうして逢えるかな」

透が苦渋の決断でそう述べると、アリサはニヤリと笑った。

「別に会社に残して欲しいなんて言っていませんからご心配なく。今度友達と一緒にジョージタウ
ンに自然食品の店を開くんです。新庄さんも立ち寄って下さい」

店を出すというアリサの話に透が愕いていると、彼女はテーブルの上に置いた手を伸ばしてこち
らの手に重ねた。

「私、一度親密になった人にはとことんのめり込むタチなんです。覚悟してね」

七月になって妻の幸子がワシントンに遣って来た。

ダレス空港に迎えに出向きながら、透は車の中でそれとなく落ち着かない。出店準備が忙しいの
で落ち着いたら電話すると言っていたアリサとは、あれ以来音信不通だ。幸子が来てから連絡され
ても困るのだが、アリサの面影を思い起こす度に実は身体が疼いている。今度こそは正気で彼女
を抱き締めたい、とまるで眠っていたオスの本性を揺り起こされたかのようで自分でも戸惑う。

空港に向かう高速道路の左右には鬱蒼とした雑木林が広がり、頭上には灼熱の太陽。ワシント
ンは長い夏の真っ盛りだ。

赴任して以来日本へ帰国していないので、幸子と顔を合わせるのは久し振りだった。

到着ロビーに現れたショートヘアーの女性がこちらに手を振り、それが妻だと気づいた。髪を切っ
たからか前とは雰囲気が変わり、若返った、と言ってもいいかもしれない。

「そりゃそうよ。亭主の世話をしないで済むから毎日楽チンだったし、学生に戻るのですもの、少し
は若々しくしなくちゃ」

幸子は当たり前のことを聞かないで、という風に小鼻をツンと上向かせると、大きなスーツケース
を二つ乗せたカートを透に押し付けた。周囲ではカップルらしき男女が抱き合って再会を祝していた
りするが、無論日本人はそんなことはしない。

はたしてアリサが到着ロビーに現れたら自分は人前でも彼女をしっかり抱き締めるだろうか。透
はふとそんなことを考えていた。

あれ以来アリサから連絡が無いことが気に掛かる。ひょっとして気づかぬ間にこの前の晩に失態
を演じており、それで結果としてはフラれたのだろうか、と透は内心不安だ。こちらから電話すれば
済むことだが、店の開店準備で忙しいと宣言した彼女のことだから、連絡などしたら煙たがられる
かもしれず、どうにも動きづらい。その上幸子のことがある。もはや単身赴任では無くなり自由が効
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かなくなった四十男だ。

その幸子はというと、東京では疲労困憊した顔で帰宅するとハイヒールを脱ぎ棄ててベッドに倒
れ込んでいたものだが、そんなオジン風生活から一転して、何やら嬉々としてサマースクールの勉
強に精を出している。グループ学習だとのことで深夜に帰宅する日も多く、或る意味では単身赴任
の生活に大きな変化が起きたとは言えない毎日だ。

透は部下の堺を誘いジョージタウンのクライズで夕食を食べ
ることにした。観光客も多い典型的なアメリカンレストランで、バ
ーガーが美味しい。オフィスの近くにもレストランが何軒もある
が、アリサが住む街、彼女と出逢った街へ出向きたくなったの
だ。

「大学院で勉強とは、奥さんもおエライですね」

「エライというより身勝手だよ。亭主を放り出して勉強、だから
な」

多少の照れもあって透はそう力説した。本当は幸子が勉強で
家を空けてくれるのは望ましいのだが、ここは可哀想な亭主の
役を演じておいた方が得策である。　

堺を誘い出したのは、もしかして彼がアリサの近況を知ってい
るかも知れない、と思ってのことだった。

「さあ、黒木さんはあれ以来連絡して来ませんけれど。アメリ
カ人の友達と自然食品の店をオープンするって言っていました
よ。確かに自然食品はブームですよね」

「それって、どういう友達なのかな」

フレンチフライを手で摘まみながら、さり気ない風を装って堺に尋ねる。

「さあ、ボーイフレンド、ってことじゃないですか？」

「おい、本当なのか？」

透はつい語気を強めてしまい、慌ててワインのグラスに口をつけて誤魔化した。

「いえ、単なる勘ですよ。前に街で見かけた時に外人男と手を繋いで一緒に歩いていました。綺
麗な子だから、廻りに男友達がたくさんいそうじゃないですか」

堺は軽口を叩いたに過ぎないのだろうけれど、透の胸に重石のようなものが詰まった。

夕食を終えて彼と別れてから、透はしばし夜のジョージタウンを彷徨う。アリサのように魅力的な
女性に男の影が無いのは確かに有り得ない事態だ。しかし、彼女は大切な休日を費やして自分の
ために料理してくれたではないか。一緒に歩いているからと言って、その男がボーイフレンドと決ま
っているわけではないはずだ。自分達は一晩を一緒に過ごした仲なのだ。そこまで考えて、透は記
憶が欠如したあの晩を思い起こし地団太を踏みたくなる。永久に消えない失態だ。

ついアリサの住むアパートに足を向けたところ、薄暗い道の反対側をいかにも睦まじそうに寄り添
って並んで歩いているカップルに気づいた。背の高い大柄な白人の男と小柄な東洋人の女性。

そしてその女性の顔を見て透は愕いた。なんと、妻の幸子だったからだ。
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〜第七話　夏の名残り〜

見間違えだろうか。

透はもう一度道路の反対側を並んで歩いているカップルに眼を凝らした。街燈の灯りは薄暗いの
で顔は良く見えないが、ジーンズを履いている女性が来ている白いＴシャツには見覚えがあった。「
いい歳をして、何がキティーちゃんだ」と先日貶したばかりのＴシャツで、仄暗い灯りに銀のスパンコ
ールが煌めいている。短すぎるほどのショートヘアーもまさに幸子だ。

相手の男はというと黒いＴシャツを着た、見るからにアメリカンな金髪の学生で、遠目で見ても彼
が二十歳を幾つも超えていないことが推察された。男はしきりに何か喋っており、二人が立ち止ま
った。男が街燈に片手を当てて、大柄な体躯で幸子に蔽い被さっているように見える。

よしてくれよ、と頭に血が上って透が道を渡ろうとしたところ、二人は何も無かったかのようにまた
歩きはじめた。幸子が通っているジョージタウン大学はキャンパスが繁華街の外れにあり、どうやら
二人はそちらに向かって歩いているようだった。

唖然とした面持ちで小さくなる二人の影を見送る。

冗談じゃない。吐き捨てるようにそう言うと、透は踵を返して車を停めた場所に向かった。アリサ
のことは念頭から消え、今一番の問題は妻の幸子であるように思えた。

ベセスダの家に向かって車を走らせながら、ムカつきが胸に込み上げてくる。

何が勉強だ、外人男といちゃついているだけじゃないか。

面と向かって幸子にそう吐く勇気は無いので、透は車の中で独り言。

それもあんな若造と。息子と言っていい歳だぞ。少しは体裁も考えろよ。

そこまで気炎を吐いてから、透は幸子を非難する言葉がすべて自分にも当てはまることに気づか
ざるを得ない。親子ほど年の離れたアリサに惚れ込んでいる自分も自分だ。

いや、俺の場合は違う。俺は本気で彼女に惹かれているのだから、これは純粋な愛情なんだ。

赤信号で急ブレーキを掛けて車を停め、透はハンドルの上で頭を垂れた。

アリサへの愛は本物だと思いたいが、それだったら何で幸子が男と一緒にいたことでこんなにキ
レているんだ？妻にボーイフレンドでもできれば、一番好都合のはずじゃないか。

その問いに自分でも答えが出せずに悶々とする。

後続の車がけたたましくホーンを鳴らしたので、透は我に帰って車を急発進させた。

幸子がワシントンに来ていることを知った田辺夫妻から一緒に食事でもとの誘いがあり、透は妻
を同伴してマクリーンにある彼の家へ向かった。

九月に入って大学院の講義を取りはじめた幸子はますます忙しくなったようで、家にも課題を持ち
帰って勉強している。アリサからは相変わらず連絡の来ない日々が続き、透は夏バテのせいもある
のか消耗していた。

「だいたい料理ができない女と結婚したのが間違いだったな」と透が嘯くと、「あら、料理なんて俺
がやるから好きな仕事を続けてくれ、ってあなたは言ったじゃない」と幸子に切り返された。確かに
そんな風に口走った憶えが無くもなく、若気の至りだったわけだ。

大使館の田辺が住んでいるのは公使公邸だそうで、最近流行りのダボハゼのように大きな家で
はなく旧い造りで小ぢんまりと落ち着いている。

夕刻ともなると昼間の暑さも収まり、戸外に張り出したテラスで食事をすることになった。ワシント
ンは六月から七月に掛けては蒸し暑いが、九月ともなると湿気は少なくなりドライな残暑が続く。
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「今夜は特製バーベキューをご馳走するよ。韓国大使館のやつに教わった秘伝のタレに浸けたん
だ」

　田辺がＴシャツにショートパンツというカジュアルな姿でテラスの端に置かれたバーベキューコン
ロの傍に立ち、次から次へと牛肉や野菜を焼いている。アメリカでは肉を焼くのは男の仕事と決ま
っているようで、どの家に招かれても見掛ける光景だ。

　幸子は初めて逢った田辺の細君と気が合ったようで、サラダの皿を運んだり手伝いをしながら
お喋りに熱中している。

「ワシントンには韓国系のスーパーが多いから、焼き肉用の肉は簡単に手に入るんですよ。野菜
もホールフーズより新鮮だしお安いから、うちはまとめて買い出すの。ほら、アメリカのスーパーに
は大きな米茄子ばかりだけれど、こういう日本サイズの茄子もあるし」

　田辺の奥さんの話に相槌を打ちながら、幸子は教わった店の名をメモしていた。

「野菜っていうのはこうして蓋をして蒸し焼きにすると早く火が通る。旨味も出るしね」

　透はビール瓶を持って田辺の脇に立ち、彼の蘊蓄に耳を傾けながら共にビールを傾けた。焼き
肉のタレは梨の摩り下ろしを入れて甘味を加えるとのことだ。

　テラスは木立に囲まれた庭に面しており、夕闇が迫って来るとホタルの灯りが樹木の合間にキ
ラキラと垣間見えた。

「わー、すごく綺麗！」

　東京から来たばかりの幸子はホタルの輝きに感激しているようだった。透の社宅の庭にもホタ
ルはいるのだが、そう言えば幸子が来てから二人で庭を散歩することなどなかったことに、今にな
って気づく。

　テラスのテーブルを挟んで田辺夫妻が並んで腰掛け、透と幸子が反対側に座って食事が始ま
った。田辺が自慢していた通り、焼き肉がすごく美味い。巷の韓国料理店ではタレが甘過ぎる傾向
があるのだが、田辺家の焼き肉は絶品だ。お世辞では無く本当にそう思いながら透は焼き肉を頬
張った。

「こっちの食べ物はどれも甘いからな。ああいう料理ばかり食べているとそれこそメタボ過剰、肥
満になるよ」

　田辺の言葉に幸子が頷いた。

「そうですよね。ケーキやクッキーにしても、あの激甘って馴れれば美味しいのでしょうけれど、ど
うも苦手」

「そうそう、新庄さんはジョージタウンの大学へ通っていらっしゃるんでしょう？あそこに自然食品
のお店が最近オープンしたのよ。お豆腐やおから入りクッキーまで揃っていて、感激しちゃったわ」

　田辺夫人の言葉に透はぎくりとする。それはアリサの店に違いないと思えたからだ。

「自然食品って魅力ですね。ジョージタウンの何処にあるのかしら」

　幸子が尋ね、田辺夫人が場所を説明した。透もその住所を頭にメモりながら、店がオープンした
のなら何故アリサが教えてくれなかったのだろうかと訝る。いや、落胆した、と白状すべきかもしれ
ない。

　日本でいったら豪邸と呼べる邸宅。まるで別荘地を訪れているかの緑が生い茂る雑木林に囲ま
れ、広々とした芝生の庭を眺めながら友人夫婦と食事をする。他人が見たら羨むような生活だ。い
ったい自分は何が不満だというのだろうか。

「で、例の不眠症は奥さん登場で解決しましたか？」

　田辺が冗談めいた口調で尋ね、透は隣に座っている幸子が怪訝な顔でこちらを振り向いたこと
に気づく。

「いや、まあ。とにかく疲れて寝るのが一番というわけで忙しくしていますよ」
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「そう、それが一番だな。また今度、ゴルフをご一緒しましょう」

　田辺が笑いながら皆のグラスに冷えた白ワインを注ぎ足した。

　帰りの車の中で、案の定幸子に問い質された。

「不眠症、ってどういうこと？　そんな話、してくれなかったじゃない」

　ワシントンへ来てから幸子は深夜まで勉強するからとゲストルームで寝泊まりしているので寝室
は別だ。下手な心配をされると困るので透は快活な調子で答えた。

「たいしたことじゃないんだ。ちょっと仕事で揉め事があったりして一時よく寝付けなくて、それをこ
ぼしたら田辺さん達にホームシックだとかからかわれたのさ」

「ふーん、あなたも大変なんだ。で、寝られるようになったの？」

「ああ。ほら、メラトニンとか、あるじゃない。あれを飲むとすっきり眠れる」

　透は再びアリサの家での苦い失態を思い返す。それまでちっとも効果が無かったメラトニンがあ
の晩に限って効き過ぎるほど効いたのだ。

「そうなの。メラトニンってそんなに効くの」

　幸子は自分に言い聞かせるような調子でそう言った。透はもしかして彼女も不眠症なのだろうか
と案じたが、幸子が黙ったので運転に集中する。

　街燈も無い暗い夜道。道路の反射鏡だけを頼りに導かれるままに車を走らせながら、ふと、幸
子と二人で暗闇の中、路頭に迷っているような気がした。

　ジョージタウンに開いた自然食品の店、という話が念
頭から離れず、透は昼休みに思い切って出向いてみる
ことにした。田辺の奥さんが教えてくれたその店はウィス
コンシン通りを横道へ少し入った処にあった。クリーム色
に塗られたタウンハウスの一階で、表には濃緑色のキャ
ンバス地の日除けが出ている洒落た店だ。

　透はガラス窓から中を覗き込みながら深呼吸をす
る。もしかしたら、ここにアリサがいるのだ。外からは彼
女の姿が確認できなかったので、勇気を奮い起してガラ
ス扉を押した。

　店には食材を並べた棚が並び、正面にはガラスのシ
ョーケースがあり、窓際には小さなカフェのコーナーも付属している。レジに立っていたのは外人の
女の子で、アリサがいるかどうかを尋ねると、店員らしき若い子はレジの奥に向かって、「アリサ！」
と声を掛けた。

透の胸が高鳴る。彼女はやっぱりここにいるのだ。

　レジの奥から顔を出したアリサはしかめつらを見せ、進み出て来て透の腕を掴み有無を言わせ
ず店の外へと連れ出してから、やっと口を開いた。

「私、妊娠したの」
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〜第八話　紅葉の街で〜

妊娠した。

透は脳天をガツンと殴られたような衝撃を受けた。

まさか。いや、有り得る。何しろあの晩はまったく記憶が無いのだから。

透は二コリともしていないアリサの顔を見つめる。切れ長の瞳の彼女は怒ると更に美しく見えた。

「それ、本当？」自分でも恥ずかしくなるような上擦った声だ。

アリサは答える代わりに頷いてみせた。もう怒ってはいないようだが、口許に軽い笑みさえ湛えて
淋し気だ。思わず彼女を抱き締めたくなったものの、透の身体は金縛りに遭ったように動かない。

「どうして、もっと早く教えてくれなかったんだ」

喋りながら、透は落ち着かなくてはと自分に言い聞かせる。落ち着いて考えなくてはいけないは
ずだ。しかし気が動転するばかりで、頭がフル回転しない。

「新庄さん、喜んでくれないの？」

アリサは探るような眼差しをこちらに向けると、形の整ったふっくらとした唇に冷ややかな笑みを
浮かべた。勝利の笑み。ふとそんな印象を受ける。

「・・もちろん。いや、とにかく愕いてしまって・・」

どう答えたら正解なのだろう。透は困惑のあまりアリサの顔を見つめるばかりだ。

アリサは可笑しそうにフッと笑みを零し、クルリと背を向けて店に戻ろうとした。

「ちょっと待てよ！」

透が腕を掴もうとするとアリサはその手を振り払い、店のドアを押しながら、告げた。

「考えがまとまったら、またお逢いしましょう」

道に一人残された透は茫然としてしばらくそこに突っ立っていた。

妊娠した、俺の子供を。

裏道とはいえ通行人は多く、透は押し流されるようにして道を下りウィスコンシン通りへ出る。若い
人達がいる。老いたカップルが歩いている。ベビーカーを押した母親。お揃いのTシャツを着た子供
達。

鋭い眩暈に襲われて、思わず街燈を掴んで身体を支えた。

何ということだ。俺の子供。・・信じられない。

「Are you all right?」

学生のような若い男に声を掛けられ、透はやっと我に帰った。心配そうな顔でこちらを覗き込んで
いる男に大丈夫だからと礼を述べ、背筋を伸ばして歩き出す。

とにかく事態を整理してゆっくり考える必要があった。動転したからとはいえ、大の男が無様な恰
好を他人に曝け出すわけにはいかない。

街路樹の葉が陽を受けて煌めいている。紅葉はまだだ。

眠れない夜が続いている。考えれば考えるほど事態は深刻で、要は決断を迫られているのだ。ア
リサと子供を取るか、それとも幸子との結婚生活を守るか。それも、何時までも決断を先延ばしに
するわけにはいかない。この一瞬もアリサのお腹の中の子供は大きくなっているのだから。

「ねえ、来月の感謝祭の休暇、何処かへ遠出しない？」

ポスト紙のトラベル版から顔を上げて幸子が尋ねた。テラスからは雑木林が見渡せる。樹木に絡
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むツタの葉が赤味を帯びはじめ、そろそろ紅葉の美しい季節が
巡って来る。

「悪い、感謝祭には仲間とゴルフ合宿に行く約束をしているん
だ」

「何よ、それ」

思った通り幸子は不機嫌な表情を浮かべてマグカップのコー
ヒーを啜った。週末の土曜日、朝食と昼食を兼ねたブランチは
自宅のテラスで食べることにしている。幸子がそうしたいと言っ
たからだ。確かに戸外で食べる食事は美味しく、家にいながら
樹木に囲まれたリゾート気分を楽しめるのは素晴らしい。

しかし、休暇のような穏やかなこの生活が何時まで持つのだ
ろうか。

「あのさ、実は・・」

「あらたまって、何？」

幸子が新聞から顔を上げてこちらを見た。見馴れた顔のはず
だが、こうして妻の顔を真っ直ぐ見つめることなどあまり無かったので、見知らぬ女の顔に見える。
自分の女房のことを褒めるのは照れ臭いが、幸子は歳を取っても綺麗な女だ。彼女が大学を卒業
するのと同時に結婚した。待ち切れなかったからだ。他の男には取られたくなかったからだった。

「あのさ、俺達、やっぱり子供を作った方が良かったかな、とか。最近ちょっとそんな風に思うわ
け」

幸子はテーブルに眼を伏せるとしばらく沈黙した。その沈黙に理由があるのは透が一番良く知っ
ている。不妊治療をしてみようと言い張る幸子に頑固に反対したのはこの自分なのだから。

「もういいじゃない。あなたは自然に任せよう、とか言ったじゃない。子供がいないならいないで二
人で家族すればいい話だから、って」

幸子はこちらを見ずに庭に向かってそう吐いた。透はふと涙ぐみそうになる。確かにそう考えてい
たはずだ。子供の教育費だとか子育てに力を注がないですむ分、二人で思い切り楽しめばいいは
ずだ、と。

子供はできないと言われていた自分に子供ができた。別に子供はいなくてもいいと考えていた自
分に子供ができた。

透の頭はまだ混乱していたが、子供には親としての責任がある、という一点に関しては覚悟が決
まっていた。アリサの子供は自分の子として育てる。

そうだとすると、幸子との結婚生活には終止符を打たなければいけなくなるわけだ。道理としては
明らかなのだが、全ては自分の身勝手の結果なので、これをどう幸子に言い出すか、いまだに悩
んでいる。

いや問題は、アリサのことを愛してはいるが、それがはたして夫婦愛に繋がる愛なのかどうか、
実は自分でも定かでない。

野に咲く美しい花を気紛れに手折った、それに近い想いに過ぎないとも思える。

「ねえ、ここは庭も広いし、犬でも飼うことにしない？」

半ば冗談のような口調で幸子が話しかけて来た。

「犬ね、それもいいかもしれないな」

また今日も言いそびれてしまった。自嘲の念に捉われながら透も庭を眺め渡す。

何時までも結論を先延ばしにするわけにはいかない。

http://blogs.yahoo.co.jp/ 
aikawaakihome
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透は決意を固めて夜半にアリサのアパートを訪ねた。この時間だったらもうジョージタウンの店は
閉まっているし彼女は帰宅しているはずだった。

玄関の呼び鈴を押す指が心なしか震えている。アリサにどう話すのか、頭の中で何度もリハーサ
ルした。迷いは、無い。

「Who is it?」

しばらくするとインターフォンに応答したのは男だった。愕きのあまり、透は口を噤む。まさか彼女
の家に男がいるとは。

透は覚悟を決めて、アリサはいるかと英語で尋ね、誰だと訊かれて、新庄だと答える。

しばらくしてインターフォンからアリサの声が漏れて来た。

「どうしたんですか、こんな夜に？」

彼女の問いには答えず、透は思わず尋ねていた。

「今の男はいったい誰なの？」

「スティーブ、友達です」

透は一瞬迷ってから、勇気を奮い起して口にした。

「大事な話があるんだ。入れてくれる？」

アリサは溜息のような声を出すと、躊躇いがちな声で伝えた。

「じゃ、今降りて行きますから、そこで待っていて」

どうしてアパートに入れてもらえないのか訝ったが、透は言われた通り外で待つことにする。十月
も末になると空気がひやりと冷たい。風に頬を弄られながら、透
は自然にまで自分が咎められていることを知る。好きになったり
してはいけない女を好きになった、その一点において。

しばらくすると辛子色のセーターを着たアリサが降りて来た。
今夜は髪をまとめておらす、黒い髪が風に煽られて扇のように
広がる。

嬉しそうにこちらに駆け寄って来ると、アリサは透の腕に自分
に腕を絡めた。

「ねえ、ちょっとお散歩しましょう」

「その恰好で寒くないのかい？」

透はジーンズを履いているアリサの腹の部分につい眼を遣
る。あそこに俺の子供がいる。毎日すこしずつ大きくなってこの
世に産み落とされる日を待っているのだ。

煉瓦を敷き詰めた舗道を淡い街燈の灯りに照らされながらア
リサと共に歩いた。

幸せか、と尋ねられたら、幸せだ、と答えられるだろうか。ふとそんな自問をして、透は立ち止まる
とアリサを見つめた。

「お腹の子供のことだけれど・・」

透は一瞬迷う。何かが間違っている、という気がしないでもない。
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〜第九話　サンクスギビング〜

「お腹の子供のことだけれど、俺は責任を取るよ」

透はアリサの眼を見ながら精一杯の誠意を込めてそう言った。彼女と子供を取る決意をしたのだ
から、今になってその決意を翻してはならないはずだ。

もう後戻りはできない。透の首筋にひやりと秋の風が吹き付ける。

アリサは熱い眼差しで透を見返すと、次の瞬間にはマドンナのごとき笑みを浮かべた。

「新庄さんってすごくイイ人ですね」

「イイ人って当たり前だろう。男として、当然だ」

透が断言すると、不意に彼女の眼に涙が煌めいた。強がっていた顔が涙に崩れ、アリサは透の
胸に抱き付くと声を上げて子供のように泣き出したのだった。

透は彼女をしっかり抱き締める。一人で悩んでいたに違いないアリサが不憫で、そして愛しくて、
思わず腕に力が籠った。他のことなどどうでもいい。もう彼女を手放したりしない。これから一生守っ
てやるのだ。

アリサを抱き締めながらも、透は既視感に捉われる。前にこれとそっくりの場面があったはずだ。
そう、幸子を抱き締めて、これから一生彼女の傍にいる、と約束したはずだ。もう絶対君を手放さな
い、と。

しばらく透の胸で泣きじゃくっていたアリサは、鼻を啜りながら顔を上げた。

「ゴメンナサイ、恥ずかしいところをお見せしちゃって」

「いいじゃないか。泣きたいだけ泣いてくれよ」

「もう大丈夫です」

アリサは指先で涙を拭うと笑顔を見せ、そして告げたのだった。

「でもお腹の子供、あなたの子供じゃありません」

頭を鈍器でガツンと殴られたような衝撃だ。いったい何だ、それ？

愕きのあまり透が言葉を喪っていると、アリサが申し訳なさそうな顔をした。

「ボーイフレンドの子供なんです」

新たな衝撃に、透は言葉も出ない。考えをまとめなくてはと思うのだが混乱の極致だ。

「しかし・・」

アリサは透の手を握り締めると、声に笑いを滲ませて語った。

「新庄さんたら、せっかくうちへ遊びに来たのにあの晩バタンキューと寝込んじゃったじゃないですか」

ということは、彼女を抱いていないということ？

困惑した透の胸の裡の問いに答えるかに、アリサが頷いた。

「中絶しよう、って彼が言ったんです。それで私、頭に来ちゃって。そうしたら新庄さんが店に訪ね
ていらっしゃったから、ついこぼしてしまったの」

本来だったら騙されたことを怒るべきかもしれないが、透はアリサでなくそのボーイフレンドに怒り
の矛先を向けた。

「そんなヒドイ話ってないぜ。そんな男とは別れてしまえよ」

アリサは首を横に振った。別れられない、と彼女は言っているのだ。

「じゃあ・・」と透は言葉を継ぐ。

「じゃあ、俺がそのボーイフレンドに話をつけてやるよ。子供はちゃんと育てろ、ってね」

アリサは美しい瞳に再び涙を湛えると、透の首にギュッと抱き付いた。
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「で、どうしたんだ、その後」

大笑いした後、篠原が透に尋ねた。

感謝祭は四連休なので男四人、ゴルフ合宿でマートル
ビーチに来ている。三日間で五ラウンドを終え、明日は
もう一ラウンドしてからワシントンへ帰る予定だ。もともと
は単身赴任者仲間で、との話だったが、透は幸子を置
いて来たのでいささか後ろめたい。

他の二人は明日のラウンドとワシントンまでの長距離
ドライブに備えてもう部屋に戻ったが、透は篠原と打ち
上げも兼ねてホテルのバーで一杯飲んでいた。

「どうしたも、何も。要するに俺は道化役だった、ってこ
とだ」

「で、そのアメリカ男に説教を垂れてやったわけか」

透はその場面を思い出して苦笑いをする。まさか彼女に惹かれている中年男として登場するわけ
にもいかないので、彼女の元上司として、男ならキチンとしろ、と言ってやったのだ。こういう時には
年長ということが多少は役立つ。

幸い彼女のボーイフレンドも子供を育てるという選択支を考えていなかったわけではないらしく、
アリサが中絶なんて言うなら日本へ帰って子供を産んで育てると宣言したこともあり、結局は彼も覚
悟を決めたようだった。

「でも、勉強になったよ」　

ビールを飲みながら透が溜息をつくと、何がだ、と篠原が尋ねた。

「俺はお前と違う、っていうことさ。最後の恋がしたい、なんて足掻いてみたわけだし、幸運にも素
敵な女性に巡り逢ったわけだが、しかし、こちらの覚悟が足りない。今の結婚を手放してまで他の
女に走りたい、っていう覚悟が、さ」

「新庄、いいか？その考え方が間違っているんだ。何も結婚と彼女を両天秤にかける必要はな
い。女房は女房、彼女は彼女だ。女に惚れる度に離婚していたんじゃ、身体が幾つあってももたん
ぞ」

確かに彼みたいに器用な男にはそれができるのかもしれないが、自分には無理だ、と透は悟る。
別に浮気に憧れているわけではない。常に本気でいたいのだ。

透はアリサの面影を、そして彼女の彼氏の澄んだ青い瞳を思い起こす。悪いヤツじゃない。ただ、
人生の行く先に怯えているだけだ。もし自分が若かったらあの男からアリサを奪い取りたいと思った
だろうか。それだけ本気だっただろうか。

「おい、明日は早いラウンドだから、もう寝ようぜ」

篠原に促されて二人はバーを離れた。
深夜に家へ辿り着いてみると、休日だというのに幸子は留守だった。

暗い家に帰るのは馴れっこになっているが、玄関を開けた時にどこかよそよそしい空気を感じる。
ゴルフバッグと荷物を片付け、透はキッチンへ向かった。

コーヒーを淹れようとして、キッチンのカウンターに幸子からの書き置きがあるのに気づいた。

「クラスの仲間のところに泊るので、急用があったら携帯にお電話下さい」

こちらは合宿に出掛けていたので幸子の外出にとやかく言う資格はないが、それでも透は不機嫌
になった。帰って来た時にお帰りなさいと言う声が聞ける家庭を築くべきだった、と今になって後悔
する。これまでも出版社に勤務し締め切りに追われる幸子の方が帰宅が遅いことは多く、振り返っ
てみると夫婦でバラバラな人生を歩んでいたように感じる。

たぶん東京にいたらそれが不思議でも何でもなかったはずだが、ワシントンでの単身赴任を経

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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て、或る意味では考える時間を有り余るほど与えられ、今のままではいけないという気になってい
る。だが、どうしたらいいのか、答えが出ない。

透はコーヒーをマグカップに入れ、溜息を洩らした。今夜はゴルフ疲れもあり、たぶんぐっすり眠
れるであろうことだけが救いだ。

いつもと同じ月曜日だった。少なくとも透にはそう思え
た。

それで、昼食を一緒に食べよう、と妻の幸子から携帯
のメッセージを受け取った時にも、それじゃあジョージタ
ウンで、と折り返して何気なく場所を指定したのだ。

ジョージタウンのキーブリッジに近いところ、ウィスコ
ンシン通りの裏にヨーロッパ風のカフェ・レオポルドがあ
る。透がタクシーで到着すると、幸子は既に来ており中
庭のテーブルで外人の女性と喋り込んでいた。

「あなた、クラスで一緒のベッツィー。ここで偶然一緒に
なったの。彼がうちのハズよ」

そのベッツィーという女性は、はじめまして、と挨拶すると透が気まり悪くなるぐらいこちらの顔をじ
っと眺めた。幸子から大学院のクラスには新卒だけではなく就職経験のある年長者も多いと聞いて
いたが、三十代後半という歳恰好の女性だ。

彼女は少し躊躇いがちに透に尋ねた。

「どこかでお目にかかりました？」

まったくその記憶は無いので、いえ、と透は即答する。

外人女性が数人遣って来て、どうやらそのグループがベッツィーの待ち人らしく、彼らは揃ってレ
ストランの中に入っていった。

「彼女はボーイフレンドに浮気されて、今荒れているところなの。昨晩もさんざん聞かされちゃった
わ。なんでも相手は日本人の女の子なんですって。ワシントンって、日本人の学生って結構多いわ
よね」

幸子はメニューを見てマッシュルームのタルトを注文し、透はサーモンを頼んだ。

天気の良い日で太陽が燦々と降り注いでいるが、十一月ともなると戸外は少し冷える。

「ここ、ちょっと寒くないかい？」

「いいわよ。こっちの方が中よりムードがあるじゃない。ちょっとデートしている雰囲気」

幸子が中庭の噴水を眺めて嬉しそうに言った。確かにデートに違いなく、そういえば妻と一緒に外
出して洒落たレストランで食事することなど、もう何年もなかった。

「気に入ってもらえて嬉しいよ」

透は珍しく本音を吐いた。

今日は幸子が早めに帰れると言っていたのでそろそろオフィスを出ようかと考えていた矢先に、そ
の電話はかかって来た。幸子からだった。

「あなた、いったい全体どういうことなのか、ちゃんと説明してちょうだい！」

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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〜第十話　クリスマスプレゼント〜

電話の声は妻の幸子だ。怒りを滲ませているというより、怯えている声だった。

「何の話だ？」

昼間はご機嫌だった幸子が怒っている理由がわからず、透は戸惑う。

「ベッツィーに今聞いたの。あなたが日本人の女の子と道で抱き合って彼女のアパートに消えたっ
て。本当なの？」

まったく思い掛けないところから攻撃を受けた、という思いだ。透は咄嗟に否定する。

「莫迦だな、そんなはず、ないじゃないか。この俺が？冗談だろう」

前に何かで読んだのだ。浮気が発覚した時には必ず否定しろ、と。

しばらくの沈黙の後に、幸子が少しは冷静さを取り戻した声で続けた。

「でも彼女は、誓ってその男はあなただって言っているわ」

いったいベッツィーという女はどこに隠れて見ていたのだろう。いや、通りに人がいるかどうかな
ど、あの時はアリサ以外の誰にも一切無関心だったから、たとえすぐ隣に立たれていたとしても気
づかなかったかもしれない。

「そんな戯言を本気にするなよ。アメリカ人には日本人の男なんてどれも同じに見えるだけだよ」

やれやれ、という声音で透は嘯く。

「そう」

短く言ったまま、幸子は無言だ。俺を信じろよ、と出掛かった言葉を透は呑み込んだ。

「私、課題が入ったから、今夜は遅くなる。彼女のところに又泊めてもらうかもしれない」

一方的にそう宣言すると、幸子は電話を切った。

携帯を握り締めたまま、ヤバイことになった、と透は額に汗をかく。

いや、否定し続ければいいだけのことだ。少なくとも自分はアリサとコトを起こしたわけではなかっ
たし、これは浮気であって浮気ではないのだ。美しい若い女性にちょっと惹かれた、ただそれだけ
のことだ。

アリサの面影を思い起こそうとして、透は妻幸子の先ほどの笑顔を思い浮かべてしまった。幸子
に去られたら、と考えると、正直言って怖い。事実がバレる前に、何でもなかったのだ、と正直に告
白して謝っておいた方が良いのだろうか。

いや、そんな莫迦なことをして無用な波風を起こす必要はないはずだ。

　透は深い溜息を突くとオフィスを出て待つ人のいない自宅へ向かった。

ワシントンの街はクリスマスの飾り付けで華やいでい
る。

幸子はあれから何もなかったような顔をして自宅と大
学を往復しており、透も毎日を平穏に過ごしていた。だ
から、アリサから突然電話をもらって逢いたいと言われ
た時には内心焦った。しかし、是非お話したいことがあ
るので、とせがまれて断るわけにはいかないし、透とし
ても声を聴いた途端に彼女の顔が無性に見たくなった。

待ち合わせに指定したのはダウンタウンにあるウィラ
ード・ホテルのカフェだ。今度こそ幸子やその友人と絶対
蜂合わせしたくはない。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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カフェに着くとアリサは既にテーブルに座っており、こちらに元気良く手を振ってくれた。見覚えの
ある毛糸のキャップに、透の胸が少し熱く痺れる。

「赤ちゃん、元気か？」

アリサの大きなお腹に気づいて透は躊躇いがちに声を掛けた。

「ええ。元気に育っています」

この子は自分の子供だ、と思っていた日々があったのだ。そう思い返すと、懐かしさというより急
に歳を感じた。娘のような歳のアリサが子供を産む。自分もそういう歳なのだ。

妊婦のアリサにはジュースを自分にはワインを注文し、生ハムの盛り合わせやサラダをつまみに
頼んだ。

「で、話って？」

「言うべきかどうか迷ったんですけれど、二週間ほど前に奥さんが店に見えました」

突然の話に、透は飲んでいたワインを思わず気管支に入れそうになり、むせた。

二週間ほど前というと、カフェ・レオポルドでランチを食べ幸子がオフィスに電話をして来た頃だ。
どういう話をしたのか、聞きたいようで聞きたくない。

「すまない。君に迷惑を掛けちゃったかな」

狼狽を隠せない男の声に、我ながら情けなくなった。

「迷惑なはずないですよ。新庄さんの奥さんに店でたくさん買い物していただきました。学校のお友
達にも紹介して下さって、大助かり」

いったいどうなってんだ、と透は困惑する。しかし知りたいのはただ一点、幸子に不倫がバレてい
るのかどうかということだけだ。

「で、幸子は君に何を言いに行ったの？」

透の質問には答えずに、アリサは身を乗り出して茶目っ気のある顔をこちらに向けた。

「すごい綺麗な奥さんですね。新庄さんのこと、見直しました」

「大人をからかうもんじゃないよ」

照れ隠しもあり透は怒った声を出す。

「奥さんは私のことを偵察にいらしたみたいです。名前を尋ねたら新庄っておっしゃったから、もしか
して東亜興産の、ってお尋ねしたの」

面白がっているのかアリサは窺うような視線でこちらを見た。透は手に冷や汗をかく。

やはりそうだったのだ。そしてアリサは俺たちの関係を妻にバラしたのだろうか。

「奥さんはお友達に頼まれて私のことをチェックしに来たみたいだった。スティーブの元彼女が奥さ
んのお友達なの。これって奇縁ですよね」

なんだ、そうだったのか、と透は思わず安堵の吐息を洩らした。その友人とはこの前逢ったベッツ
ィーという女性に違いない。しかし、安堵したのも束の間で、アリサが続けた。

「だから私、新庄さんのおかげでスティーブが子供を産むことを認めてくれた、って新庄さんのこと
持ち上げておきました」

透の背筋に冷たいものが走った。

ということは自分がアリサと関係があることはバレバレなわけだ。勘の良い幸子のことだから、ア
リサと抱き合っていたのを否定した嘘も割れているに違いなかった。

「どうかしました？」

アリサが心配そうな顔でこちらを覗き込んでいる。

「いや、何でもないよ」

どういう顔をして幸子に顔を合わせようか悩んでいる透の傍で、アリサが続けた。

「奥さんがね、元気な子供を産んでね、って励ましてくれたんです。私、奥さんの友達からボーイフ
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レンドを奪った悪い女だし、この際彼と別れようかどうかまだ迷っているぐらいですけれど、子供が
一番でクヨクヨすると体境に悪いから、って言われて」

そこまで言うとアリサは手を伸ばして透の手を握った。

「私、日本へ帰って子供を産むことにしました。すべてはそれから考えよう、と思って」

「それは、よかったね」

透はアリサの手にもう片方の手を添えて彼女の手を包んだ。男と別れるかもしれない、との先ほ
どの台詞が耳で響いたが、その残響を消すように透はアリサに微笑した。

今年のクリスマスは盛大にやろう、と透が提案すると、幸子
は訝った顔付きでこちらを見た。先ずはクリスマスツリーだ。人
工のツリーで十分じゃない、と幸子は言ったのだが、透はどう
しても本物のモミの香りがするツリーを家に飾りたくなった。幸
子と一緒に近くのツリーファームに出掛けて枝振りの良いモミ
の木を選び、車の上に括りつけて持ち帰り、二人で両端を掴ん
で重いツリーを家に運び入れる。

ツリーのオーナメントをどうするか、は幸子に選ばせた。イン
テリア雑誌を好んで読む彼女の方が趣味が良い。透がモミに
丹念に豆電球を巻き付け二人でオーナメントを飾り付けるとホ
テルにあるような豪華なツリーが完成した。

せっかくツリーを綺麗に飾ったからと友人夫妻や単身赴任仲
間を集めてパーティーを催すことにする。所長宅に備え付けの
家具がイマイチ気に入らない幸子はクッションやクロスを買い
揃えて、応急処置よ、と笑っていた。

料理はケータリングでいい、と透は思ったが、メインはやっぱ
り作らなくちゃ、と幸子は言い張る。一番失敗の無い料理、ということでローズトビーフを用意した。
これを薄く切って皿に並べると大輪の薔薇のような華やかさだ。タレはおろしマスタード醤油。野菜
も蒸したり焼いたり、手間を掛けなくても一応豪勢な皿が並び、スパークリングワインと赤ワインを
ケースで買って皆にもてなした。

さてクリスマスイブだ。透はプレゼントの交換などしない家に育ったのだが、幸子の家はクリスマ
スだ、誕生日だ、とギフトを交換する家族で、結婚当初はクリスマスに何か贈り物をすることにして
いたものだ。一緒に買い物に行き互いにプレゼントを買いっこするわけだが、二人とも忙しくて近年
はギフトの交換を省略していた。今年は透にちょっと考えがある。

イブはレストランも混んでいるから、と家で食事をすることにして、透はキッチンでステーキを焼い
ている。玄関の呼び鈴が鳴ったので、隣でサラダを作っている幸子に応対してくれるよう頼んだ。

玄関が開く音、そして犬の鳴き声。

「あなた！」

幸子の嬉しそうな声に透は玄関ロビーに立つ妻に近づき、戸口に置かれたバスケットの中から首
に紅いリボンを結んだ子犬を抱き上げた。

「気に入ってもらえたかな」

もちろんよ、と幸子は夫の腕から受け取った子犬をしっかり抱き締めて頬ずりした。（了）　

【執筆後記】　ワシントンは単身赴任者の多い街、夢多き（？）男性読者の方々のために小説『ワシントン・ス
クランブル』を執筆いたしました。一年間のご愛読をどうも有り難うございました。 愛川耀

http://blogs.yahoo.co.jp/ 
aikawaakihome
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