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〜執筆後記〜

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ワシントン
にて国際機関に勤務、執筆活動に励む。商工会月報に『ポトマックの煌めき』（2011年）、『ワシントン・スクラン
ブル』（2012年）、『キャピタルの恋』（2013年）、『DCダブル・クッキング』（2014年）及び『ワシントニアン・イン・
ラブ』（2015年）を連載。『DRESSシャンパン色の恋』（幻冬舎）で単行本デビュー、『乱舞・あなたの腕の中で』
（ディスカヴァー・トゥエンティーワン社）を出版。『絆』『皇居端恋物語』『LOVE電撃結婚』『あの夏』『マイ・シン
デレラ』『ディナー・クラブ』『婚活狂騒曲』等を電子出版。写真エッセイのブログ『恋愛小説作家「愛川耀」のネ
コ日記』でワシントンの楽しみ方をご紹介しています。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、こんにちは、愛川耀（あいかわあき）です。商工会月報に昨年連載した『ワシントニアン・イ
ン・ラブ』全十話を別冊にまとめていただけるとのことで、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連載恋愛小説を、とのお話を2010年末に幹事様か
ら承り、2011年より全10話完結の連載小説の掲載を始めました。『ワシントニアン・イン・ラブ』で五
年目となります。

連載小説第一作『ポトマックの煌めき』はキャリア女性を主人公とする物語；第二作『ワシントン・
スクランブル』は若い女性に魅せられた単身赴任中年男性の夢と現実（夫婦愛）；第三作『キャピ
タルの恋』は話題のシェールガス事業に絡めた商社駐在員事務所を舞台とする職場恋愛：第四作
『DCダブル・クッキング』は二十年振りに出逢った大学時代の同窓生の恋がテーマです。第二作目
からは季節感をお楽しみいただくべく各話の舞台を月報の季節と合わせて執筆しました。

作家といたしましては毎年趣向の違う小説をご紹介したいと考えております。第五作目の昨年は
テレビドラマ等で話題となった「不倫」をテーマに、若い留学生に心惹かれる駐在員妻（永井真弓）、
そして単身赴任医師に恋するバツイチキャリア女性（金子彩花）の恋模様を、二人の友情を交えな
がら描きました。しかし、自分の配偶者に不倫はされたくないものです（笑）。小説はフィクションです
ので、あくまでもラブストーリーとしてお楽しみくださいませ。本作も挿し絵として綺麗なカラー写真を
掲載いたしましたので、合わせてワシントンの美しい四季を満喫していただけたら幸いです。

恋愛小説作家としてお陰さまで長編小説を二作、『DRESSシャンパン色の恋』（幻冬舎）、そして
『乱舞・あなたの腕の中で』（ディスカヴァー・トゥエンティーワン社）を上梓いたしました。最近は本を
読まない若い方々が増えたとのこと、スマホで読める短編及び長編連載小説を電子出版し、読者
の拡大に努めております。今後ともご支援を宜しくお願い申し上げます。

さてワシントン駐在も二十数年に及び、このたび日本へ帰国しフルタイムで作家活動を行うことに
いたしました。ワシントン生活を綴るブログを始めてからデジカメを持ち歩いてワシントンの街を散
策、カントリーサイドやワイナリーにも足を伸ばし、「取材」と称して食べ歩きを楽しみました。仕事の
関係で世界各地を訪れましたが、自然豊かなワシントンは世界でも有数の美しい街だと思います
ので、帰国後もワシントンの宣伝に努めたいと思っております。

今後ともワシントン商工会と皆様のご繁栄をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年1月　愛川耀

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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〜第一話　オペラな午後〜

ワシントンは美しい街だと思う。

ケネディーセンターのテラスから、紅葉が晩秋の陽光
に煌めくルーズベルト島、そしてジョージタウン大学のシ
ンボル、ゴシック様式の尖塔を見渡して、永井真弓は感
動の溜息を洩らした。由緒あるヨーロッパの都市を想わ
せる、絵になる景観だ。

センターに視線を戻すと、カップルで睦まじくテラスに
集う人々が眼に入り、真弓はもう一度溜息をついた。一
人でオペラを聴きに来たことが、急にわびしく感じられ
る。

ワシントン駐在になった夫、敏志とともにこの街にやっ
て来たのは九月、ちょうど三十五歳の誕生日を迎えた日
だった。内外の出張が多い夫は家を留守にすることが多く、片言の英語での買い物や右側通行の
運転にまだ馴れない真弓には、毎日戸惑うことばかりだ。

ワシントンナショナルオペラが「ラ・ボエーム」を公演すると聞き、チケットを購入し楽しみにしてい
たところ、アトランタへの出張が入った夫は来られなくなってしまった。一人で突っ立っているのが不
意に気恥ずかしくなり、真弓は賑やかな人々から逃げるように、広大なテラスをジョージタウンの方
角に向けて歩き出した。十一月の風は冷たく、煽られた髪が眼にかかる。

髪を掻きあげて再び前方を眺めた時、テラスの右端に、その男がいた。

派手なオレンジ色のダウンを着て背がひょろりと高い男は、申し合わせたようにこちらを振り向い
た。東アジア系の顔つきの若い男で、日本人かもしれない。いや、ワシントンには日本人が少ない
と聞いているから、韓国人か中国人だろうか。その男から眼が離せなくなったのは、彼が甘いマス
クに笑みに似た表情を浮かべたからだった。

引き返すべきではないだろうか、と真弓は一瞬迷う。これではまるで彼に向かって歩み寄ってい
ると誤解されかねない。しかし男はジョージタウンが一番良く見晴らせるテラスの最端に陣取ってお
り、自分はそこへ向かおうとしているだけ。彼がいようと、いまいと。

男まで数メートルのところで真弓は立ち止まり、バッグからデジカメを取り出しジョージタウンの方
角に向けた。レンズを望遠にして、ジョージタウン大学の時計塔に焦点を合わせる。男がこちらを眺
めているらしいことが気配でわかり、鼓動が不必要に速まった。

何か言葉をかけるべきだろうか。シャッターを切りながら、真弓が定番の英語の挨拶を胸の中で
練習していたところ、思いがけず日本語が耳に飛び込んできた。

「晩秋のジョージタウンって、綺麗ですよね」

戸惑って、真弓がカメラから顔を上げると、男はニヤリと微笑んだ。髪に半ば隠れた涼しげな瞳
が、いやに魅惑的な男だ。

「・・綺麗、ですね」

合槌を打ちながら、真弓は眼を逸らしてポトマック河の静謐な煌めきを見つめた。落ち着け、と自
分に言い聞かせながら。

男が再び口を開いた。

「オペラを観に来たんですか？」
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「そうです」と応えながら、一人で？　と問われなかったことに安堵する。主人が急用で来られなく
なったので、と付け加えるべきだろうか。でもそんな言い訳を、この赤の他人の前でする必要はない
はず。

「ラ・ボエーム、オペラの名作ですよね」

並んでポトマック河を眺めながら男が吐き、真弓がうなずくと、彼が苦笑した。

「とか言って、実は僕、オペラって初めてなんです。行けなくなったとかで友人からチケットを譲っ
てもらったから、じゃあオペラなるものを一度観賞してみようか、と思って」

男の笑顔につられて真弓も微笑した。幼児教育を専攻した音大時代には声楽も学び、新婚旅行
で訪れたニューヨークでメトロポリタンのオペラを観たりしたが、ずい分昔のことだ。

「実は私も、オペラはすごく久し振りなんです」

喋りながら、この若い男は学生に違いない、と真弓は判断した。そういえば、音大時代に憧れて
いた指揮科の先輩に面影が良く似ている。

テラスに集っていた観客達がセンター内に戻る姿が見え、どうやら開演時間が近いようだった。並
んでオペラハウスに向かいながら、男に尋ねられた。

「僕は一番後ろの安席なんですけれど、どちらの席ですか？」

ふと、彼を誘ってみたくなった。敏志が予約してくれたのはオーケストラの前から九列目の席で、
せっかくの高いチケットを無駄にする必要はないではないか。

「あの、・・友人が来られなくなったので、もしよかったらこのチケット、前の方の席ですので、お使
いになります？」

真弓がバッグからチケットを二枚取り出して一枚を差し出すと、男は嬉しそうに瞳を輝やかせた。

「本当に、いいんですか？」

もちろん、と真弓は彼にチケットを手渡した。

混み合う人々を縫って席に向かいながら、背の高い彼が寄り添ってエスコートしてくれる。さり気
なく腰に回された男の腕を感じて、真弓の胸が思わずときめいた。

席に着くと、男が自己紹介をした。三田村翔。勤めていたIT会社を辞めて自費留学し、ジョージタ
ウン大学の経営大学院で学んでいるとのことだった。

たぶん、私より十歳以上、若い。

真弓は脳裏にしっかりとその事実を刻みつける。問われて名前だけ告げてから、真弓はプログラ
ムを捲りオペラ初心者の翔に教えた。

「第一幕で歌われる、私の名はミミ、っていう曲が有名なの。本名は違うけれど、みんなが私をそ
う呼ぶ、っていう歌」

「じゃ、僕は真弓さんのことをミミって呼ぼうかな」

見知らぬ男に突然ファーストネームで呼ばれ、真弓の心臓が思わずどきりと音を立てた。見上げ
ると、真紅の天井には豪華なシャンデリア。照明が消えオーケストラが序曲を奏ではじめ、オペラの
幕が開くと共に、真弓は幻想的な恋の世界に魅せられていた。

「それで、どうしたってわけ？」

久し振りに逢った金子彩花に尋ねられ、真弓は口ごもった。

彩花とはボランティアで参加した有志オーケストラの後援会で知り合った。アメリカ人の夫がいる
彼女は在米十数年になるそうで、不動産斡旋の仕事をしている。五歳ほど年上で、ワシントンに来
て間もない真弓にとっては、いろいろ教えてもらえるし、友達付き合いができる唯一の知人だ。

「どうした、って、それだけです。ドタキャンした主人の代わりに素敵なイケメンの彼と一緒にオペラ
を観て、大いに楽しかった、っていう話」

カフェ・ポールに集う若者達を眺め渡して、真弓は軽い溜息をついた。確かにそれだけで、それも
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去年の話なのに、まだ彼のことを度々思い返したりする。幕間に彼がシャンパンを奢ってくれて二
人でオペラの感動を囁き合ったことや、終演後メトロ駅まで律儀に見送ってくれた彼が手を差し出し
て、さようならの握手をしてくれたこと。

「相手は学生なんでしょ？　それに真弓ちゃんは人妻なんだから、ま、それぐらいにしておいた方
がいいかもね。なんか高校生の初恋みたいで、ちょっと可愛いけどね」

彩花にからかわれて真弓は苦笑した。確かに結婚十年、三十代も半ばを越えたアラフォーの女
が若い男にのぼせるのは、大人げなくて滑稽かもしれない。

しかしそう考えたとたん、真弓は自分が翔に惹かれていることを悟ったのだった。

週末のジョージタウンには人々が溢れている。ショー
ウィンドウにはバレンタインのディスプレー、赤いハート
型のボックスやチョコレート、真紅のバラの花が眼につ
く。

ブティックを眺めて歩きながら、思わず溜息がこぼれそ
うになる。

夫の敏志はこの週末も出張だそうで、どうやらバレン
タインの日など忘れているらしい。隣に住むレイチェルに
よると、アメリカではバレンタインにご主人が奥さんに愛
の証としてチョコやバラの花を贈るとのこと、羨ましい限
りだ。

しかし考えてみると、もともと友達付き合いに始まりノリで結婚した自分達には熱愛の日々などな
かったわけで、今更愛だの何だのと言われたところで、かえって面倒臭いだけかもしれない。

カフェに描かれた赤いハートから眼を逸らしたところ、走る車の間を縫って通りの向かい側から近
づいて来る男の姿が眼に飛び込んだ。オレンジ色のダウンを羽織った翔だった。

「やっぱり、真弓さんだ。あなたじゃないかな、と察しをつけて道を渡って来たんです」

息を弾ませながらそう言うと、翔は愉しそうに問いかけてきた。

「今日は、待ち合わせか何かですか？」

「いえ、別に。ただ、ブラブラと・・」

「じゃ、映画を観に行きませんか？」

「映画？」

真弓が突然の誘いに驚くと、翔が笑った。

「高尚なオペラは行くけれど、シネマはいや、ってこと？」

「そういうわけじゃ・・。ええ、行きましょう！」

忘れられない彼氏に偶然再会できた嬉しさが、遅ればせながら胸に込み上げてくる。そして、そ
の彼に映画に誘われたのだ。まるで恋愛ドラマのような展開。

いや、自分は三十路の人妻で女子学生ではないのだから、浮足立ったりしてはダメなはず。

そう自分に言い聞かせながらも、真弓は微笑を抑えることができなかった。
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〜第二話　単身赴任の男〜

ベセスタの家具付き賃貸マンションの窓から、枯れた
街路樹、そして閑静な住宅街に連なる木立が見晴らせ
た。ところどころに艶やかなピンクの彩りが見えるのはレ
ッドバッドの花だ。あともう少しすれば、新緑が芽吹き本
格的な春が訪れるに違いない。

金子彩花は離婚調停を頼んだ法律事務所を出る際
の、ビルの不機嫌な顔を思い返した。弁護士費用が相
当かかったが、やっとこれで夫との協議離婚が成立し、
ベセスタにある家はキープできることになった。秘書とね
んごろになった彼に離婚の責任があり、向こうの方が多
く稼いでいるのだから、妻なる自分がそれなりの財産分
与を受けるのは当然だ。

彩花はマスターベッドルームを検分している顧客に関心を戻す。

この世には二種類の人間がいる。決断が速い人と遅い人。医者だという五十歳ぐらいの日本人
男性はなかなかマンションを決めてくれず、朝から付き合っているのだが、これで七件目の物件だ
った。しかし、ここが嫌だとはっきりモノを言う男だから、必ずしも優柔不断ということではないらし
い。気難しいだけかもしれない。

「窓がちょっと小さい気がします」

ベッドルームから戻って来た男が気真面目な顔で述べ、彩花は内心溜息を洩らしたが、営業用の
微笑で応じた。

「古い造りのマンションは確かに窓が小さめですが、その代わり間取りが広いのです。最近できた
マンションはツーベッドルームでも千平方スクウェアそこそこだったりしますけれど、ここは千四百以
上、お値段もお手頃です。バルコニー、ご覧になってみませんか？」

彩花がバルコニーに続くガラス戸を開けると、彼が大人しく続いた。

淡い整髪料の香りに、ふと再びビルの面影が脳裏をよぎる。いや、もう二度と思い返したくない顔
だ。

「ほら、向こうに立っている新しいマンション、あれはコンドミニアムですが、バルコニーもないデザ
インです」

彩花は手摺に手をかけた男の薬指に結婚指輪がはめられていることに気づく。

「奥様のために物件の動画を撮られるお客様も多いですよ」

この際奥方にでも即決してもらいたいものだ、と彩花が提案すると、男が振り向いてはにかむよう
な笑みを浮かべた。

「いや、単身赴任ですから、その必要はありません。いいでしょう、ここに決めます」

客がやっと決断してくれたことに安堵し、そしてそれまで無表情だった男が浮かべた微笑にふと
魅せられて、彩花は口を滑らした。

「それはお大変ですね。ここは一応家具が整っていますけれど、寝具とか購入される必要のある
物がおありでしたら、お店をご紹介します」

賃貸契約書にサインをしてもらい、先ほどもらった名刺を再び取り出して名前を確認する。高倉敦。
日本の医大病院からジョージタウン大学病院に、交換医師として一年間赴任するとのことだった。
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サインを終えた敦は彩花を振り向くと、不器用な口振
りで話しかけてきた。

「金子さんさえ宜しければ、それでしたら、買い物に付
き合っていただけますかね。シーツとかタオルとか、い
や、どこに買いに行ったらいいのか、皆目見当がつかな
くて・・」

敦はいかにも困ったという表情を浮かべて頭をかい
た。熟年男にしてはいやにボーイッシュな表情が可愛ら
しくさえ思え、彩花は微笑を返した。

「それでしたら、近くにデパートがありますから、これか
らご案内いたしましょうか？」

「そうしていただけると、本当に助かります」

敦は嬉しそうに応じ、彩花は彼のショッピングに付き合うことになったのだった。

「彩花さん、それで？」と今度は彩花が真弓に尋ねられる番だった。

ベセスダのカフェ、ル・クォテディエンには歩行者天国となっている街路に張り出したテーブル席
があり、春めいた陽気に誘われ、戸外に座ることにしたのだった。

「ショッピングに付き合ってあげた、それだけよ。私、このところずっと離婚の調停でキリキリしてい
たでしょう？　やっと片づいた、と思ったら嬉しくなって、客にも大サービスしてあげよう、っていう優
しい気分になれたわけ」

「でも、どの客にも時間外サービスするわけじゃないわけでしょ？　ショッピングに付き合ってあげ
るなんて、なんかあやしい」

からかわれているのかもしれないけれど、彩花は鷹揚に笑ってみせた。

アメリカ人の前夫は財布を握っており、買い物でも決定権を持ちたがったので、敦とのショッピン
グは正直言って新鮮だった。ベッドのシーツに無難な白を勧めたところ、病院のベッドみたいで白だ
けはゴメンこうむると敦が応じ、二人で笑い合った。まかせる、と決定を委ねてくれたので、淡いトル
コブルーのシーツにペーズリー柄の洒落たベッドカバーを選び、バスタオルやバスマットの色も合
わせた。

バスルームの水回りには洒落た銀のメタリック小物。これも病院みたいだと敦に言われたが、最
近のモダンなホテルはこういうインテリアだと彩花が提言すると、素直に承諾してくれた。あたかも
二人の新居のインテリアを選ぶような楽しさが、そこにはあった。

「ねえ、彩花さん、伴侶以外の異性とオペラや映画に行ったりしたら、マズイかしら」

真弓の真剣な声音に、彩花は追憶から我に返った。

「別に、いいと思うけれど。映画とかショッピングとか、無害じゃない」

答えながらも、アメリカ人だったらきっとそうは言わないだろう、と彩花は思う。夫や妻以外の異性
と二人きりで時間を過ごす、というのは浮気に他ならない。

しかしそんなことを口にして、どうやら若い彼氏の登場に浮足立っているらしい真弓を責める気に
はなれなかった。それにこの自分だって、妻がいる男とのショッピングに、図らずも心を踊らされた
のだから。

「そうよね、無害に決まっているわよね。何しろ相手は大学院生。向こうはこんなオバサンに関心
なんて持つはずないし。・・これって、友情みたいなものかな」

どこか心もとない真弓の声に、彩花はつい励ましたくなる。

「そう自嘲する必要ないじゃない。真弓ちゃんは美人だから、案外向こうは本気かもよ？」
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オープンサンドをいじくり回していた真弓が顔を赤らめたのがわかった。ひょっとして彼女は案外
本気なのかもしれない。

彩花はテーブルの上に身を乗り出し、不倫の被害者として一応説教しておくことにした。

「あのさ、言っておくけれど、浮気とかって結構バレるものなの。ビルにしたって、本人はうまく隠し
ているつもりだったらしいけれど、私はずい分前から気づいていた」

真弓の顔が不安に翳った。

「彩花さんは、どうしてご主人の不貞に気づいたわけ？」

急に愛想が良くなったビルの顔を思い起こす。顧客の要請で夜間や週末の営業が増えても、文
句を言わず笑顔で送り出してくれるようになった。なるべく外出してくれ、みたいな無言の奨励に、
気づかない妻がいるはずはない。

彩花は真弓を見つめて諭した。

「一緒にいる時間が減ったり、いやにご機嫌だったり、って一番クサイわね」

彩花の言葉に、真弓が吹き出した。

「それだったら、うちはバレないと思う。だって、東京にいた時以上に、主人は最近忙しくしている
もの。結構出張が多いみたいだし、週末はゴルフに出かけていくし」

ふと、真弓の夫も不倫でもしているのだろうか、と彩花は勘繰ったが、黙っていた。

それに、と彩花は自分に言い聞かせる。もう不倫の修羅場はこりごりで、せっかく独身に戻り自由
の身となったわけだから、妻子ある男と付き合おうなどと、間違っても考えてはいない。それほどバ
カじゃない。

敦の照れ臭そうな微笑が一瞬瞼をよぎったが、彩花は急いでその面影をかき消した。

しばらくして真弓から電話があった。

「やっぱり彩花さんに聞いてもらいたくなって、お電話しちゃった」

真弓によると、その翔という大学院生と電話番号を交換し、もう一度映画を一緒に観たのだけれ
ど、彼からそれ以来連絡がないという。

「ほら私、映画の英語がまだよく聴き取れないし、それで感想とかうまく喋れなくて。一緒に話して
いてもツマラナイ女だ、って思われちゃったのかしら。・・もう誘ってもらえないのかな、と思ったら、
不意に悲しくなっちゃって」

電話の向こうの真弓は涙声で、彩花は心配になる。駐在員の夫と共にワシントンに移り住んだも
のの、英語やこちらでの生活に馴れなくて、ノイローゼ寸前になった奥方を何人か知っているから
だ。

「真弓ちゃん、彼氏は大学院生なんでしょう？　MBAだったら勉強が忙しくて映画どころじゃない
んじゃないの？　それに英語なんてケーブルのドラマを一日かけっ放しにしていればそのうち自然
に身に着くから、何も心配することないって」

真弓との電話を終えてから、彩花は自分の胸の裡にあるわだかまりに気づいた。

こちらとしても、敦があの後連絡してこないことが、気にならないと言えば嘘になる。彼は顧客でマ
ンションは見つかったのだから、もう不動産エージェントに用などないことは、わかり過ぎるほどわ
かっている。

しかしショッピングまで付き合ったのだし、ひょっとして連絡してくれるかも、と心の片隅で密かに
期待していたことは、否めない。真弓の嘆きを聞いて、胸の奥に仕舞われていた秘めやかな失望を
思い起こさせられた気がした。

携帯が鳴っている。機械的に応答すると、まさしく敦からだった。
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〜第三話　桜の季節〜

駐在員夫人仲間に桜並木が美しいと教えられて、真
弓はケンウッドの住宅街を訪れた。

私道に車を停めさせてもらい、街路樹の桜がピンク色
の美しいアーチを形作っている小道を歩く。両側にはそ
れぞれ趣の異なる邸宅が立ち並び、子供達がホームメ
ードのレモネードやクッキーを花見客に振る舞って小遣
い稼ぎをしていた。兄らしい男の子にまとわりついてい
る、お人形みたいに可愛い小さな女の子。

頭上から舞い落ちる桜の花びらに歓喜の眼差しを向
けながら、真弓は不意に淋しさを憶えた。結婚したから
には子供が欲しいとは思っていたものの、自分達夫婦
はまだ子供に恵まれない。

不妊というより、どうやら夫の敏志は妻たる自分に性的関心を失ったように思える。今時セックス
レスなんて珍しくない、と女友達に慰められたけれど、もう三十代も半ばで妊娠するには高齢になり
つつあるので、そろそろ敏志と真面目に話し合わなければいけないはずだ。いったい子供を作る気
があるのかどうか、と。

ふと、若い翔の面影を思い浮かべていた。いつも笑みを湛えている優しげな眦。女の子みたいに
整った形良いセクシーな唇。柔和なマスクには不釣り合いにも感じられるがっしりとした男らしい体
躯。今より十歳若かったら、間違いなく彼に恋していたに違いない。

それに学生時代だったら、好きな男子学生に電話するぐらい、難なくできたはず。真弓は思いつ
いてスマホを取り出し、メモリーに入れた翔の電話番号をプッシュした。

いや、いったい何を考えているのだろう。

思い直し、慌てて電話を切ったのだった。十歳も年下の若い男の子に電話するなんて、人妻がや
るべきことではない、ということぐらいわかっている。桜を見上げて、真弓は一人で苦笑した。

だから彼から折り返しのメールをもらった時は、驚いた。

「真弓さん、お元気ですか？　レポート書きに追われていました。日曜日にまたデートしません
か？　翔」

デート、という文字に思わず胸が躍る。だとすると、一緒に映画を観たのもデートだったと考えて
いいのだろうか。

嬉しい想いと同時に、結婚している事実を彼に打ち明けていないことが苦く思い起こされた。しか
し、出逢った日には結婚指輪をはめていたのだし、向こうだってそれとなく気づいているのではなか
ろうか。彼みたいに若い独身男性が十も年上の女に興味を持つとは考えがたく、きっとからかわれ
ているだけだ。

夫の敏志が日曜日はゴルフコンペだと語っていたことを思い出し、真弓は軽いノリで返信を打った。

「翔さん、喜んで伺います。どこで待ち合わせましょうか？　真弓」

送信して間もなく、翔から返事が来た。動物園へ行こうとの誘いだった。

マジ、動物園？　小学生じゃあるまいし、と笑いながらも、大の男からの可愛げのあるデートの提
案に心が動かされている。動物達はまさか英語を喋るわけではないだろうから、映画を一緒に観て
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英語で筋を理解するのに四苦八苦するより嬉しい誘いだ。

OK、と短く折り返しながら、真弓は両腕を天高く掲げて万歳をしたい気分になった。

待ち合わせたメトロ駅で翔を待ちながら、真弓は落ち着かない。ジーンズにチェックのワークシャ
ツ、ダウンのベスト、という若向きな恰好は、年甲斐もなくイタイと思われてしまうのでは、との不安
を拭えないからだ。

向こうから背の高い男性が歩いて来て、それが翔だということが、遠くからでもわかった。こちらに
気づいて大きく手を振って微笑してくれた彼に、真弓も元気いっぱいに手を振り返し、それと同時に
懸念が吹き飛んでいた。

「今日は真弓さん、アメリカンガール風だね」

近づいた彼に友達風にタメ口で言われて、何だか嬉しくなる。

動物園の門を入ると、彼が何気なく手を握ってくれた。思わず心臓が高鳴ったのが自分でもわか
った。こんなトキメキを感じるのは、いったい何年振りだろう。

真弓は照れ臭さを誤魔化すために尋ねた。

「やっぱり、パンダから見る？」

翔が振り向いて笑いかけた。

「そうしたいと思っていたけれど、図星で当てられると、他の動物から見よう、って言いたくなる」

「それって、相当ひねくれているんじゃない？」

真弓がからかうと翔が抗弁した。

「だって、デートしているんだから、女の子を驚かしたいじゃない」

彼の言い方が少年っぽくて真弓はつい笑った。女の子、か。そういう年ではないけれど、素晴らし
い春の陽気に煽られて、学生気分を真似て思い切りエンジョイしたくなる。

結局、動物園のスター、人気のジャイアントパンダは後回しにして、レッサーパンダから見ることに
した。アライグマに似た縞柄の尻尾が可愛いレッサーパンダは、どこか翔に似ている。真弓がそう
言うと、彼が言い返してきた。

「いや、このパンダ、真弓さんにそっくりだよ」

「いったい、どこがよ」

真弓が口をとがらせると、翔が笑った。

「小顔で愛嬌があって、可愛いところ」

失礼ね、と膨れてみせたけれど、本当のところは嬉しかったのだ。幾つになっても、可愛い、と男
に言われて怒る女はいない。年下だとしても、好きな男には、可愛い女だと思われたいものだ。

そう考えたところで、真弓は慌てて自分を戒めた。いったい、何を考えているのだろう。若い翔との
関係は友達みたいなもの。既婚者の自分は絶対それを忘れてはいけないはす。

「じゃ真弓さん、次は、ジャイアントパンダ、見に行こう」

真弓がうなずくと、翔に手を引っ張られた。駆け出した彼に遅れまいとついて行きながら、真弓の
胸が弾んだ。走るのなんて、久し振りだった。長身で大股の彼に手を取られて動物園の中をパンダ
ハウスに向けて一緒に駆ける。植え込みにはチューリップの花が咲き、あたかもおとぎの国を二人
で旅している気さえした。

昨晩のトンカツの残りを入れておむすびを握りながら、真弓は鼻歌でも歌いたい気分だ。一汁三
菜。和食が好きな敏志のために和朝食を用意する。彼が好きなカツオ節を入れた卵焼き。朝食用
に焼いた鮭の塩焼きも、一切れランチボックスに詰めることにしよう。
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敏志はワシントンに赴任してしばらくは昼食を外食で
すませてくれていたが、こちらはサンドイッチ屋ぐらいし
かないそうで、ランチのアポがない日には弁当を作るこ
とになった。弁当を用意する手間から解放されると期待
していた真弓は内心がっかりしたが、今朝はその弁当作
りさえ楽しく感じられる。

いったい一人暮らしの翔は毎日何を食べているのだろ
う。アメリカの外食ばかりでは身体に悪そうだから、お弁
当でも作って持って行ってあげたいところだ。

そう考えたところで、真弓は我に返って頭を振った。

いけない、いけない。そういう家庭の匂いを持ちこむよ
うな女は重たくて男に嫌われる、って何かの雑誌で読んだはず。

着替えた敏志がキッチンに入って来たので、真弓は朝食をテーブルに並べた。

「ところで、さ来週から本社にしばらく出張だ、って言ったっけ？」

椅子に腰かけた敏志に告げられて、真弓は彼の顔を見つめた。

「言ってないわよ。それって、初耳だけれど」

「あ、そう。でも、今言ったよな」

味噌汁に箸をつけはじめた敏志に、嫌みの一言も返したくなる。

「で、私はここでお留守番、っていうわけ？」

敏志は顔を上げると、なだめるような声を出した。

「こっちに来たばかりなんだから、まだ、日本に帰らなくてもいいだろう？　俺は仕事で一時帰国す
るだけだしさ。友達も、できたんだろう？」

一瞬翔の面影を想い浮かべ、真弓は急いでその映像を押しやった。

「友達、って言ったって、そんなにいないわよ。あなたがいないと、重いミネラルウォーターの買い
出しとか、できないじゃない。それに、高速に乗るのだって、まだ一人じゃ不安だし」

「水ぐらい、この週末に買っておいてやるよ。ま、運転は気をつけて。高速に乗らなくたって、普通
の道を走ればどこでも行けるさ」

何やらスマホでネットを読みはじめた敏志を真弓は睨んだ。

別にいないと困るというわけではないけれど、日本への出張に合わせて妻も一時帰国させてやろ
う、と思いついてくれない夫に、腹を立てていないと言えば嘘になる。

真弓が電話でグチると、彩花に笑われた。

「男の甲斐性の問題じゃなくて、家計の問題でしょう？　昔に比べて航空運賃は倍になっているん
ですもの。家計の大蔵省たる奥様のご判断次第だけれどね」

彩花に言われて、真弓も納得せざるを得ない。

それに、と彩花が付け加えた。

「真弓ちゃん、絶好の機会じゃない。旦那は東京、思い切り羽を伸ばして遊べるわよ」

彩花が暗示したのは、翔とのことに相違なかった。
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〜第四話　内緒のデート〜

陽が透けて見える青々しい若葉に彩られた木立が美
しい。この前まで単色の枯れ木林だった雑木林はここ数
週間であっと言う間に美しく色づき、ヴァージニアの州
木、花水木が白い花を咲き誇らせている。ワシントンは
四季折々が美しい街だけれど、とりわけ新緑の季節は、
息を呑むように色鮮やかだ。

ジョージワシントン・メモリアルパークウェイを車で走り
ながら、彩花は気分が浮き立っていることに気づいた。
気が滅入るような長い冬がやっと終わって春が訪れ、ど
うやら既に初夏を感じさせる気配に包まれている。そし
て、気分が昂揚しているのはパークウェイの新緑のせい
だけではないことに、彩花は薄々自分でも気づいていた。

先日、初めて敦と食事に行った。

誘われたのは三月だったが、緊急のオペが入ったとかで予定が先延ばしになり、彩花の方にも
はずせない商談が急に舞い込んだり、結局四月も末になって食事の約束が実現したのだった。

場所は選んで欲しいと頼まれ、敦が勤務するジョージタウン大学病院に近いところを、とジョージ
タウンにある老舗フランス料理店、ショーミエにテーブルを予約した。中央に暖炉を設えたスキーロ
ッジのごときアットホームな内装と、ボリュームのある美味しい料理が気に入っている。

東京の一流レストランに馴れた人にはどうかと懸念したが、顔を突き合わせて話すようなこじんま
りとした雰囲気を敦は楽しんでくれた。

「これは、・・密談するのに適していそうな店ですね」

敦の軽口に、彩花は微笑で応じた。

「ワシントンは小さな村社会ですから、レストランで密談、って無理な話なんですよ。この店にも著
名なＴＶキャスターとかが顔を出します。で、みんな知らんぷりをしながらも、シッカリ見ていたりす
る。だから、内緒のデート、なんてナシなわけです」

敦は笑うと、ワインを飲んでから続けた。

「金子さんは、当地の有名人らしいですね。駐在員の方々に聞いたら、どうやらみんな家探しでお
世話になったそうだ。ここであなたとデートなんかしていると、ひょっとしてご主人のお知り合いにで
も見つかってしまうかな」

口許に温厚な笑みをたたえてあたりを見廻している敦の横顔を、彩花は見つめた。

こちらが既婚者であると彼が思っているらしいことに、或る意味では安堵している。離婚した事実
を敢えて明かす必要などない上に、向こうは妻帯者なのだから、伴侶がいる女を演じ続ける方が彼
と気楽に話せるような気がした。

彩花は綺麗に並べられた鴨肉を切りながら、軽口を叩いた。

「商談で食事をする、ってありでしょう？　別にやましいことなどないわけですから、こうして堂々と
食事をご一緒したって、誰もとやかく言いません」

敦はテーブルに身を乗り出して、ふと不安げな表情を浮かべた。

「それは、褒められたことには、ならないですよね」
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「そうかしら」

彩花が意味深な笑みを向けると、敦が照れたみたいに苦笑したのだった。

彼がいったいどういう男なのか、実のところ彩花は図りかねている。食事に誘ってくれたのだか
ら、真面目なカタブツということではなさそうだが、手も握ってくれなかったぐらいだから、遊び馴れ
ている男ではないらしい。いや、モーションをかけてこなかったのは、魅力ある女だと思われていな
いだけ？　

そう自覚して、彩花は肩をすくめた。こちらとしては敦のことを、話が楽しくて、食事の相手として
はなかなかイイ男だと思っている。

車のハンドルを切り急カーブを高速で突進しながら、彩花は別れ際の名残惜しそうな敦の面影を
思い起こし、胸の中で言い直した。

なかなか以上にイイ男、には違いない。

どうしても相談したいことがあると真弓に請われて、彩
花はボランティアの会合の後、二人でココ・サラでお茶を
することにした。ダウンタウンにある、クラブのごとき洒
落たインテリアのカフェレストランで、手作りチョコレート
が美味しい。

バナナチョコクレープを頼むとすぐに、真弓に切り出さ
れた。

「私、・・見ちゃったんです」

「見たって、何を？」

このところ美食がたたって体重が増えたことを気にして
いる彩花は、スイーツはパスしてカプチーノを啜る。

「彼が女の子とジョージタウンを一緒に歩いているところを、です」

どうやら相談事とは、また例の彼氏の話らしい。

「真弓ちゃんの彼氏はジョージタウン大学で勉強しているんでしょ？　だったら、クラスメイトとかと
一緒に歩いていたって、別に不思議はないんじゃない？」

真弓を慰めるべく、彩花はそう反応してみせた。

「でも、仲良さそうに、並んでお喋りしていたんですよ。いかにもお似合いのカップルみたいな感じ
で・・」

彩花は身を乗り出して、説教を試みる。

「あのね、真弓ちゃんの彼氏は大学院生で、大学院生には院生の生活がある、と思わない？　ク
ラスにだって女の子はいっぱいいるだろうし、教授だって女性かもしれない。それをいちいち気にし
たって、仕方ないじゃない。疲れるだけよ」

運ばれて来たクレープにフォークをつけずに、真弓は暗い顔をしていた。

「彩花さんがおっしゃること、頭ではわかるんですけれど、こう、胸の中でスッキリしないというか、
無視できないんですよね」

「それはさ、自信がない、ってわけでしょ？　向こうは十歳も若いんだから、年上の、それも人妻の
自分に本気になるはずはない。そう思っているわけでしょ」

キツイ言葉かもしれないが、彩花は言い切る。その方が真弓のためになると思うからだ。

真弓は困ったような表情を浮かべ顔を上げた。

「それが・・結婚している、って彼に伝えていないんです。最初は結婚指輪はめていたのだけれ
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ど、・・最近は、彼に逢う時は右手にはめ直している。・・何て言うか、地のまま、ありのままの自分を
好きになってもらいたいな、と思えて」

彩花は眉をひそめて真弓を見た。

「それ、違うんじゃないかな。結婚している女、っていうのがありのままなわけでしょ？　旦那がい
るから時間の制約があるけれど、夫婦しているからしがらみがあるけれど、それでも好き？　って迫
るならそれはそれでいいけれど、独身しています、みたいに思わせて男の子を騙すのは、良くない
と思うよ」

「別に騙しているわけじゃ・・」

真弓が喉を詰まらせたので、彩花は声音をやわらげた。

「私はね、真弓ちゃんに無用に傷ついて欲しくないわけ。不倫なら不倫らしくなさいよ。あなたには
夫たる人物がいるんだから、その引け目をしっかり自覚さえすれば、若い彼氏が他の女の子と一緒
に歩いているところを目撃したぐらいで、眼くじら立てたり、嫉妬しないですむよ、きっと」

彩花の言葉に、真弓は大きく嘆息した。

「そうなんですよね。こっちは結婚しているのだから、相手に何も言えない。そんな風に頭では理
解しているんですけれど、でも、・・落ち込むわけです」

ひょっとしてこれは相当重症だ、と彩花は心配になりはじめた。

旦那にバレないように他の男といちゃつく、という「昼顔」的不倫を楽しむ妻達のことはTVドラマに
もなったけれど、真弓にはその器用さがないようだ。それに、絶対に家庭を壊さない、という優先順
位、断固たる覚悟が欠如している。

ふと、別れたビルの顔と修羅場を思い起こし、彩花は慌ててその映像をぬぐい去った。

すると、今度は敦の顔が瞼に浮かんだ。別れ際に、また、お逢いできますか、とはにかみながら
誘ってくれた彼。そしてその背後に、彼の妻なる女性のシルエットが思い浮かぶような気がする。

彩花は両手で髪をかき上げながら、真弓に対してというより、自分に向かって吐いた。

「あのね、不倫には、向いている人とそうでない人がいると思う。相手に本気になっちゃダメだ、 
って自分に言い聞かせられないんだったら、もうその人と逢うの、やめにすべきよ。一緒にいて楽し
いから、ってデートするぶんには害がないけれど、彼氏のすべてを独占したい、みたいに思うんだっ
たら、やめておいた方がいい」

真弓はしばらく無言だったが、クレープを食べはじめ、それから顔を上げて笑顔を形づくった。

「彩花さんがおっしゃる通りですよね。こっちは夫の金で暮らしている主婦なわけですから、素敵
な彼氏だからって、本気になったりしたらヤバイですよね。離婚沙汰になったりしたらワシントンにも
いられなくなっちゃうし・・。わかりました、充分注意します」

軽く舌を出して見せた真弓に安心して、彩花は冷めたカプチーノを飲み干した。

しばらくして、敦から連絡があった。医師仲間に洒落たレストランを紹介してもらったので、是非ま
た食事を一緒に、との誘いだ。彩花は即刻OKし、真弓に吐いた台詞を胸の中で呪文のごとく繰り
返した。

彼氏のすべてを独占したい、なんて思わないこと、と。
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〜第五話　ピアノレッスン〜

マクリーンに借りている家の裏は雑木林だ。新緑が生

い茂る林から時おり小鳥の鳴き声が聴こえ、リスが芝生

の庭を駆け抜けて行ったりする。ダウンタウンに半時間

で通える通勤圏だとはいえ、あたかも軽井沢の別荘暮ら

しを満喫しているかに錯覚する。

テラスのテーブルに朝食の用意を整えながら、真弓は

思わずハミングしたくなった。

今週で翔の試験やレポート書きはすべて終了するそう

で、またデートしましょう、と誘われているのだ。

何でわざわざ外でメシを食べるのか、と敏志に怪訝な

顔を向けられたが、せっかくのワシントン暮らしなのだからテラスで朝ご飯にしよう、と真弓は言い

張った。

「朝っぱらから、凄い量だな」

着替えてテラスに降りて来た敏志は、テーブルに並んだ朝食を見て驚いていた。

「昨日レイチェルに教わったファームマーケットに行ってみたの」

マーケットで新鮮な野菜や肉をたくさん買い込んで来たので、今朝は根菜と鶏の煮物をどっさり

作り、ベーコンと青菜がたっぷりの味噌汁、それに大根の葉を炊き込んだご飯を用意した。夫を喜

ばせるためというより、買った食材をどう調理しようか考えるのが楽しかった、というあたりが本音だ

が、敏志がご機嫌でいてくれるに越したことはない。

黙々と煮物を食べていた敏志が、ふと洩らした。

「それにしても、真弓は最近元気じゃないか。こっちの暮らしにようやく馴れた、ってことかな」

真弓は夫の湯呑に茶を注ぎながら、慌てて答える。

「ワシントンに来てから九カ月ですもの。この私だって、そりゃ馴れるわよ。結構メトロでいろんなと

ころへ行けるし、車の運転にも自信がついたわ」

「そう、それは良かった」

そう言いながら敏志は忙しく箸を使い、いつもと同じくスマホに眼を通しはじめた。若葉が美しい

雑木林を共に眺めようともしない夫にいささか失望を憶えつつ、真弓は差し出された茶碗におかわ

りの大根飯をよそった。

この機を捉えて、敏志に相談するというより宣言してみる。

「あのね、私、またピアノを教えてみようかと思うんだ」

口に出してみると、是非そうすべきだ、と自分でも思えてきた。音大時代、そして結婚前にピアノ

教室で教師を務めた経験がある。家計の足しにというより、いざという時のために手に職をつける

べきでは、と漠然と考えはじめたのだ。それは、離婚にでもなった場合を考えて、といえなくもない。

スマホから顔を上げるでもなく敏志が折り返した。

「でも、うちにはピアノ、ないじゃないか」

「そうなのよね。で、先ずはお隣のレイチェルに頼まれたから、彼女の教会のお友達に教えようと
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思って。お婆さんらしいんだけれど、ご自宅にピアノがあるそうなの」

「いいんじゃない。ヒマつぶしになるだろう」

専業主婦だからってそんなにヒマじゃないわよ、と出かかった言葉を真弓は抑えた。ピアノの出張

教授をする、というのは外に出る恰好の口実に成り得るし、ここは敏志の了承を得られたことを素

直に喜ぶべきだ。

「はい、あなた、お茶」

真弓は満面の笑みで夫を送り出した。

レイチェルの友人の家までは車で10分ほどだった。教

えられた住所をナビに入れて訪ねると、高級住宅が軒を

並べる道の一番奥にその瀟洒な邸宅があった。昔ピア

ノを少しやったことがある婦人だと聞いていたので中級

向けの教本を持参してみたが、結婚して以来実家でし

かピアノに触れていない真弓は緊張する。

「You must be Mayumi! Please come in!」
玄関で迎えてくれたのは白髪を綺麗にセットした70歳

ぐらいの小柄な老婦人だった。

ハウ・ドゥ・ユ・ドゥーと手を伸べると、握手の代わりに

軽く抱き締められ頬にキスされた。婦人は一人住まいだとのこと。ガラス戸から庭が見晴らせる立

派なリビングに通されてソファーに座り、婦人がキッチンに消えた折に、真弓は部屋を眺め渡した。

窓際にはスタインベックのグランドピアノ。壁紙はレトロな花柄で油絵が飾られ、チェストの上には

写真立てがいくつも並び、床にはペルシャ絨毯。マホガニー色の家具やランプもクラシックなデザイ

ンで、旧い佇まいのホテルを想わせる。

銀の盆に紅茶セットをのせた婦人がキッチンから現われ何か喋ったが、真弓はイマイチ良く聴き

取れず緊張した。拙い英語でピアノのレッスンができるだろうか。

「・・で、いつからワシントンへ？」

真弓はなんとか自己紹介をし、婦人がどのレベルのレッスンを求めているのか聞き出すことにした。

「この年になるともう長くないと思うから、このピアノ、使ってあげなきゃ可哀想かと思って。これ、

亡くなった主人が残してくれたんです」

　長く連れ添ったご主人の形見だろうか、と真弓が想像していると、三度目の夫だったと説明され

た。世の中には三度も結婚する人がいるという事実に驚いている真弓に、婦人はチェストの上の写

真を説明してくれた。

「最初の主人とは二人目の主人と出逢った時に離婚したの。あの頃は不倫や離婚が珍しかった

から大騒ぎされたわ。それが、その二番目の主人が浮気したので、別れてやった。そうして三人目

の主人に出逢ったのだけれど、呆気なく死んでしまって。で、今では子供達の写真と一緒に三人の

夫の写真をチェストに仲良く並べています」

婦人は真弓に向き直ると、老いた瞳でウィンクしてみせた。

「弾いてみたい曲があるので、レイチェルに、先生を探して、って頼んだのよ」

婦人は立ち上がると、ピアノサイドに置いてあるチェストから楽譜を持って来た。ドビュッシーだ。

彼女によると最後の夫が好きだった曲だそうで、先日借りたDVD映画のダンスシーンで聴いて、急

に自分でも弾いてみたくなったそうだ。どの映画かと尋ねると、婦人は少女のように頬を赤らめた。
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「孫娘に教えられて『トワイライト』を観たの。エドワード、私のタイプで、すっかりハマってしまったわ」

真弓がピアノを教えていることを伝えると、待ち合わせた翔に感心された。

「ピアノを教えられる、ってスゴイですね。僕なんか、音楽はからきしダメだな」

六月の陽射しは強く、真弓の肌は既に汗ばんでいる。いや、汗が出るのは夏のような気温のせい

だけではない。今日はこれから彼のアパートへ行くことになっているのだ。煮物をいっぱい作ったの

で届けたい、と電話したところ、翔がフォギーボトムのメトロ駅まで迎えに来てくれた。

「ここなんだ。狭いけれど、どうぞ」

翔が住むアパートは日本式に言うとペンシルビルのような造りで、彼が借りているワンルームの

ステュディオは十階にあった。ベッドがどんと置かれているのが、見ずにいようとしても、どうしても

眼に入ってしまう。

勧められるままに、キッチンの横に置かれたカフェテーブルの椅子に腰かけたが、どうも落ち着か

ない。

「真弓さんが煮物を持って来てくれる、って言うから、メシを炊いておいたんだ」

キッチンで何やら準備してくれているらしい翔の後ろ姿に、真弓はつい声をかけた。

「あの、お勉強中だったんじゃない？　用事もあるし、これを届けたら帰ろうと思っていたから・・」

翔は振り向くと怪訝な顔をした。

「せっかく来てくれたんだから、メシぐらい一緒しましょうよ。まだ時間、あるでしょ？」

「それは・・」言いながら、手の掌が汗ばんでくる。ひょっとして翔は、こちらが人妻だということに気

づいていないのかもしれない。

「あっ、お手伝いします」

彼をキッチンに立たせて座っているのは居心地が悪く、真弓はつい立ち上がった。味噌汁を作っ

てあげようかと思ったが、所帯じみたことをすると胡散臭がられるかも、と思い直す。いや、煮物を

作るなんて、重たい女だと既に思われているかもしれない。

茶碗はないらしく、翔が戸棚から出してくれたカラフルなブルーとオレンジのボールにご飯をよそう

ことにする。箸でタッパーから煮物を食べようとした翔を制して、真弓は戸棚に並んでいたイエロー

の大皿に煮物を取り出した。

「へえ、やっぱり真弓さんって女性的な人だな」

嬉しそうに軽口を叩いていた翔は、煮物をかみ締めて親指を突き出した。

「これ、滅茶ウマイ！　こういう料理、すごく久し振りですよ」

どうやらお世辞でなく気に入ってくれたらしく、もの凄い勢いで煮物とご飯をかき込んで食べている

翔を見ながら、真弓は安堵する。喜んでもらえたことが素直に嬉しい。

食べないの？　と言われて真弓も箸を持った。そろそろ四時になるはずで、五時には家に帰って

夕食の支度をしなくては、とふと思い起こす。

　大学院の夏休みの課題の話をしていた翔が、嬉しそうに語り出した。

「夏休みのインターン先、やっと決まりました。日本企業のレップです」

「へえ、よかったわね。で、どこ？」

翔の答に真弓の背筋が冷たくなった。なんと、夫の敏志が勤務する駐在員事務所ではないか。
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〜第六話　バケーション〜

「それで、寝たの？」

彩花の直截な問いに、真弓は声をひそめた。

「まさか」

「まさか、って、じゃあ、何のためにわざわざ彼のアパ
ートに出かけたのよ」

真弓が相談したいことがあると電話してきたので、彩
花はアポの合間を縫ってタイソンズにあるカフェ・デラッ
クスに出向いた。フレンチを気取った洒落たビストロだ。

いつもは嬉々としてデザートを注文する真弓は、カフェ
ラテを前に眉をひそめた。

「実は、大変なことになっちゃって。で、彩花さんに助言してもらいたくて・・」

真弓の話によると、例の大学院生の若い彼氏が彼女の夫が勤めるオフィスで夏のインターンをす
ることになったそうだ。

彩花は店自慢の大きなストロベリーコブラーに豪快にスプーンを突き刺した。

「よかったじゃない。MBAも最近は過剰生産でインターン職を見つけられない子もいるらしいか
ら、駐在員事務所にせよ働けるだけ幸せよ。なにしろ夏休みとはいえ、CV（履歴書）に穴を開ける
のはマズイからね」

「でも主人の会社なんですよ。いったいどうしたら・・」

「関係ないじゃない。真弓ちゃんが会社に出勤しているわけじゃないんだから。オフィス内の不倫
でバレたらヤバイって場合に比べたら、どうってことないでしょ？」

真弓はしばらく思案していたが、やっと薄笑いを浮かべた。

「そう言われてみるとそうですね。・・でも、主人と私が同じ苗字だ、って気づかれるんじゃないか
な」

真弓の台詞に、彩花はコブラーの皿から顔を上げた。

「あきれた。まだ彼に、所帯持ちだ、って告白していないの？」

真弓は戸惑った顔で首を振った。

「言わなきゃ、とは思っているんですけれど、彼と一緒にいるのが楽しくて・・。で、告白したらもう
逢ってもらえないかも、とか思うと、・・言う勇気が出なくなってしまって」

「それって、最後には自分が傷つくことになると思うよ。人妻だと知って去って行く男だったら、そ
れはそれ、バイバイすべきじゃないかな」

彩花の忠告に顔をしかめると、真弓は反対側からコブラーを食べはじめた。

「彩花さんに言われなくても、自分でもわかっているんですけれどね。今度逢ったら正直に言お
う、って覚悟して出かけるんですけれど・・」

「ま、相手を騙すのは、やっぱりいけないよ。でも真弓ちゃんの彼氏も相当鈍感みたいだから、あ
ら、気づかなかったの？　とか、さり気なく言っておいたら？　こうやって二人でデザートをシェアしな
がら舌出す、とかね」

「それって使えそうですね」
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真弓が嬉しそうに応えてくれたので、彩花は内心ほっとした。まったくの他人事とは言えないし、
人に説教出来るほどの人間ではない。離婚したことは打ち明けたが、敦が既婚者であると知りなが
ら、この自分も彼の誘いにのって一緒にアラバマへ旅行しようとしているのだから。

医学界の集まりが開かれたのはアラバマのリゾート地で、会議場があるホテルにはゴルフ場や広
大なプールが付属していた。近くにはポルシェに試乗できるドライビングコースもあり、全世界から
ポルシェファンを集めているそうだ。

彩花にとってアラバマは初めての地だったので、敦から誘いを受けた際に興味を惹かれた。無
論、二人で一緒に泊る、という提案が、場所はどこであれ最大の魅力だった。単身赴任者と離婚者
だからワシントンでだって泊りができるわけだが、なぜかこれまで誘ってくれなかった。その彼が一
緒に行こうと言ってくれたのは、進展に違いない。

「真夏に灼熱の地アラバマに行く、っていうのもちょっと気がひけるけれど、よかったら一緒に、ど
う？」

敦に誘われて、彩花は即断したのだった。

ノースリーブのドレスを着て片手にシャンパン、もう一方の手は彼に握られている。ホテルの庭で
夕刻に開かれた豪奢な歓迎レセプションに集いながら、彩花は皮肉めいた声で敦に囁いた。

「奥さんでもない女性と堂々と一緒に歩いたりして、具合悪くないかしら」

敦は振り向くと、苦笑した。

「ハワイやフロリダならともかく、わざわざ日本からアラバマの学会に出向いて来る医者はいない
さ。いたとしても、日本で夫人同伴の催しなんてそうそうないから面識もないし、きっと君が僕の奥さ
んだろう、って思われるだけさ」

ふと、敦は日本でも妻の手を握って散歩したりするのだろうかと想像し、一瞬いやな気分に襲わ
れる。どうやら自分は、まだ出逢ったことのない彼の妻に嫉妬しているらしい。

不快な気分を振り切り、彩花は敦に微笑した。

「それだったら、奥さんを演じてあげる。主人がお世話になっておりまして、とか言えばいいわけで
しょ？」

「お手柔らかに」

茶目っけのある声でそう言うと、敦が腰に手を当てそれらしくエスコートしてくれた。

庭の樹には豆電球のイルミネーションが煌めき、バンドのジャズ演奏が流れてくる。客はすべて
医者だそうで、見廻すと、金髪の夫人を伴っている男性が多かった。

トロフィーワイフということだろうか、と彩花は憶測する。医者として成功し、貧しい医学生時代を
支えてくれた糟糠のワイフと別れ若い金髪娘と結婚する。莫大な慰謝料を支払う資力さえあれば、
アメリカではそういう話も多い。

だとすると、中年のバツイチ女と浮気している敦など、
可愛いものかもしれない。

彩花は敦に寄り添って星が瞬く美しい空を見上げた。
ついこの前まで夫の浮気に疲労困憊していた自分が、
今はとてつもない幸せを手に入れたように思える。そ
れはまったくの錯覚だとしても、少なくともこの週末だけ
は、束の間の幸せにどっぷり浸かり難しい問題から眼を
逸らしていたい。

「やけに嬉しそうだね」
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敦に耳許で囁かれ、彩花は満面の笑みで応えた。

「嬉しいんですもの。あなたと一緒にこうしていられることが」

敦は更に声をひそめて、付け加えた。

「ディナーを終えたら、一刻も早く二人で部屋に戻ることにしよう」

思わず胸がときめいて、彩花は共犯者のごとく彼に親密な目配せを返した。

オフィスに使用している自宅の書斎から庭を眺めながら、彩花はまたしても自分の顔がにやけて
いるらしいことに気づいた。このところ、アラバマで敦と過ごした数日を思い起こしては、一人で幸福
感に浸っているのだ。

こそこそする必要もなく、二人で一緒にレセプションやディナーに出向き、リゾートホテルの豪華な
部屋で抱き合い、ベッドの上でルームサービスの朝食を食べた。現実で、しかし現実ではないよう
な甘い時を一緒に過ごせたのだった。

二匹のリスがじゃれあいながら庭を横切るのが見えた。

しかし、と彩花は考えざるを得ない。

しかし敦は妻帯者だ。ワシントンには一年間の予定で来ているそうだから、あと半年もすれば日
本へ、妻のもとへ帰る男である。間違ってもそんな人を本気で好きになってはいけない、と自制する
たびに、どうやら彼のことが本気で好きになったらしい自分に気づき、不安になる。

いい歳をして・・、と自分を嘲笑ってしまえばいいわけだけれど、彼に逢いたい、という想いを抑え
切れずにいる。

ワシントンに戻ったらしばらく忙しくなる、と敦は語っていた。病院の仕事でという意味らしかった
が、それでも連絡がないことに落胆している事実を否めない。素晴らしい時を一緒に過ごした相手
にメールぐらいくれてもいいのでは、とボヤきたくなるのだ。

突然スマホが鳴り、彩花は勇んでバッグから電話を取り出した。

発信者は敦ではなく真弓で落胆したが、受信する。

「彩花さん、今、いいかしら？」律儀な真弓の声が、いつにも増して緊張を帯びている。

「いったい、今度はどうしたの？」

「私、・・彼と別れました」

電話の向こうですすり泣いているらしい真弓に、彩花は声を和らげた。

「真弓ちゃん、落ち着いてちょうだい。そうだ、美味しいスイーツ、食べに行きましょう。そこでじっく
り話を聞く。その方が、いいでしょ？」

落ち合う場所を決めて電話を切ってから、彩花は無性に不安になった。あれほど彼氏に首ったけ
だった真弓がどうやら覚悟を決めたらしいが、彼女の精神状態は大丈夫だろうか。

「本気になる人に、不倫は絶対向かない」以前真弓に吐いた言葉がそのまま自分に跳ね返ってく
るように思え、彩花は軽く身震いした。

敦の、彼の声が聴きたい。

彩花は思わず敦の携帯に電話をかけた。きっと手術中とか講義の最中に違いないけれど、声を
聴きたいという想いだけでも届けたくなったのだ。

「高倉でございますが、どちら様でしょうか」

驚いたことに、電話の向こうから聴こえてきたのは女性の声だった。
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〜第七話　逢いたかった人〜

ファッションセンターにあるリッツカールトンホテルのラウンジは落

ち着いた佇まいで、暖炉を囲んで邸宅の居間のようにソファーが並

んでいるのが居心地良い。

この前彩花とお茶をしたのは確か七月のことだった。翔に別れる

と宣言した時だから、今でもよく憶えている。胸に淡い痛みを感じた

が、真弓はそれを呑み込み、向こうからやって来た彩花に手を振っ

た。

「真弓ちゃん、ご無沙汰。元気そうじゃない」

「彩花さんこそ。なんか、スッキリ痩せられた、って感じ」

真弓がお世辞でなくそう言うと、テーブルの向かい側に腰かけた

彩花は肩をすくめた。

「それ、あるかもね。恋の悩みがダイエットに一番効くかも」

「だったら、私みたいなの、困るじゃないですか。彼と別れてから、悲しくてスイーツ食べまくり。二

キロぐらい太っちゃいました」

「真弓ちゃんはもとが細過ぎたんだから、それぐらいがちょうどよ」

真弓は苦笑した。高校生時代に過食症になりかけて、食べた物を吐き痩せこけたり、という苦い

経験があった。あの頃に比べたら精神的に逞しくなったわけで、体重が多少増えたぐらいで失恋の

痛手が収まってくれているのは、健全ではある。

注文したキャロットケーキが白い皿にのり、フレンチ料理のような洒落たアレンジで運ばれて来た。

「それにしても、人間って不思議ですよね。自分の気持ちの中であれだけ盛り上がっていたのに、

彼にもう逢わない、って覚悟を決めたら、それはそれで毎日が前と同じように淡々と過ぎて行く。悲

しくて淋しいけれど、絶望しているわけでもなくって。もしかしてあれは夢だったのかな、とか思うわ

けです」

真弓が言うと、ケーキを食べはじめていた彩花が振り向いた。

「真弓ちゃん、エライわ。そうやってきちんとケジメをつけたんだから」

「ケジメ、ですかねえ」

苦笑しながら、真弓は翔の顔を思い起こす。

もう逢わないと告げた時の、驚愕に似た彼の表情。結局、結婚しているからとは伝えられなかっ

た。インターンも夏の課題もと忙しい彼の勉強を妨げたくないし、他に好きな人ができたから、と嘘

をついたのだ。いや、結婚している身だから、まったくの嘘とは言えないかもしれない。

彼と別れてから数日は茫然自失していた。リンカーンセンターで笑いかけてくれた彼、手を繋いで

くれた彼。煮物を美味しいと喜んでくれた彼。

思い起こすたびに涙しているうちに、気づいたのだ。彼の面影を忘れ去らない限り、この苦しさか

らは逃れられないことを。未練たらしく彼との逢瀬を思い返すからこそ、胸が痛むのだ、と。

彼はもう日本に帰ったとでも自分に思い込ませ、楽しい想い出のすべてに蓋をすることを決意し

た。彼の携帯の連絡先も、間違って衝動的に連絡したりすることがないように、泣く泣くメモリーから

消去した。
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それでも今だって、ひょっとして彼から連絡がないかな、と心の奥で期待している未練たらしい自

分を、否めない。

「ケジメというより、嫌われちゃったってことです。やっぱり年上の女性と出歩くより同じ年頃の女の

子と遊ぶ方が面白いでしょうし。うん、最初から、向こうは別に私に本気だったわけではないだろう

し、こっちだって、ちょっと若い子をからかっただけかも」

自分を誤魔化していると気づいたが、真弓は言い切った。

彩花は一瞬同情に似た表情を浮かべたが、すぐいつもの快活な調子に戻った。

「ま、男のことより、先ずは経済力を鍛えることね。いざとなったら食べて行ける稼ぎでもあれば、

自由度は増すわよ」

「ええ。彩花さんの紹介のお陰でピアノレッスンの生徒

も増えました。まだ家計の足し程度だけれど、いざとなっ

たら好きな人と家を出る覚悟ができるぐらい稼げたら、

嬉しいですよね」

真弓が冗談を吐くと、彩花に笑われた。

「真弓ちゃん、今時は、好きな人を養うぐらいの経済力

を目指さなくちゃ。また学生とかニートとか、稼ぎのない

男を好きになるかもしれないじゃない」

「もう若い子はいいです」

真弓が口を尖らせると、彩花に茶化された。

「そうね。次に恋する際には、経済力がある旦那さんみたいな男性が、いいかもね」

「でも彼氏の携帯に奥さんが出た、っていう彩花さんの話も、恐怖ですよね」

この前彩花に聞いた話を思い出す。夏休みだからと子供を連れて夫の赴任先に遊びに来た妻

が、たまたま家に置き忘れられていた携帯に出たそうだ。自分だったら動揺してしまうに違いない

が、賢い彩花は不動産の案件を切り出して事なきを得たらしい。

「私も真弓ちゃんみたいに、ちゃんとケジメをつけるべきかもね」

そう言いながら、彩花は苦笑していた。

洗濯機から洗い物を取り出してタオルや下着を乾燥機に入れ、ワイシャツやＴシャツをハンガーに

かけてゲストバスルームに並べていたところ、玄関のチャイムが鳴った。

隣に住むレイチェルだろうかとドアを開けると、驚いたことに、翔が立っていた。

「真弓さん、元気、だった？」

夢にまで見た、逢いたかった人が眼の前に立っている！

思わず涙がこみあげてきそうになったが、真弓は茫然とした頭を必死で巡らした。

「いったい、・・どうしてここがわかったの？」

「永井さんに、聞いた」

翔は両手をズボンのポケットに突っ込み、いつものような飄々とした表情でそう語った。永井さん

というのは、夫である敏志のことに違いない。いったいどういう言い訳をすればいいのかわからず、

真弓はしどろもどろで応じるばかり。

「あの・・ゴメンナサイ。あの・・」

翔は一歩近づいて来ると、真弓を見つめた。

「真弓さんはもしかして結婚でもしているのかな、って僕だって薄々感じていましたよ。夕方になる
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といそいそと帰っちゃうしね。でも、それが問題だとは、別に思わなかった。一緒にいて楽しければ、

それで充分かな、と」

どこかで飼い犬の鳴き声が聴こえ、真弓は翔を玄関先に立たせていることに気づいた。隣人のレ

イチェルにでも見られると具合が悪いので、翔を家に招き入れることにする。

「とりあえず、入ってちょうだい」

真弓が背を向けて廊下を歩き出したとたん、後ろから力強く抱き締められていた。

思わず胸がドキリとし、次の瞬間には彼に包まれている歓びのあまり、それまでのぎこちない緊

張が甘く抜け落ちて行く。

ギュっと抱き締められたまま、翔に耳許で囁かれた。

「真弓さんにもう逢わないって言われて、僕、気づいたんです。君が誰か他の男のものだ、って、

やっぱ耐えられない、ってね」

彼の力強い抱擁。

真弓は眼をつむる。これが夢だったら、ずっと醒めないで欲しい。

しかし、現実は無慈悲であるし、人妻だという事実から逃れることはできないはずだ。

真弓は意を決して翔に向き直った。

「黙っていて、ゴメンナサイ。私、実は結婚しているの。だから・・」

「だから？」

答える暇も与えられず真弓の唇は翔にふさがれていた。

これ、ヤバイんじゃないか、と頭の片隅で思ったものの、どうやら自分は翔の情熱的なキスに応じ

ている。それも彼と同じ熱心さで、無我夢中に。

「僕が嫌いになったわけじゃない、って信じてもいいですか」

掠れた声で翔に尋ねられ、真弓は陶酔に閉じていた眼を開いた。

逢いたかった男。その彼が苦痛に似た表情を浮かべ眉をひそめている。とっさに、彼を喜ばすた

めには何だってしてあげたい、と思った。

真弓は黙って彼の手を引っ張ってベッドルームに向かった。ベッドの上に押し倒されて、再び固く

眼をつむる。たぶん、これは夢なのだ。彼と別れてからふさいでいた心を慰めてやろう、と神様が施

しを授けてくれたに違いない。

うっすらと眼を開けると、隣で翔が安らかな寝顔を見せていた。彼の腕はまだ肩を抱いていてくれ

る。どうやら夢ではなかったことに安堵して真弓が翔の頬に顔を寄せると、彼が眼醒めた。

「これから、どうする？」

真弓が茶化して尋ねると、翔が微笑を返した。

「そうだな、先ずはここを出て晩飯でも食べに行きましょうか」

どうやら彼は敏志が出張中であることを知っているらしい。

「いいわよ。でも、その前にシーツを洗濯機に放り込まなくちゃ」

「そういうこと言うと、所帯じみてきますよ」

翔が軽口を叩いたので真弓も折り返した。

「所帯じみている女、それが私の素顔なの」

と、玄関のチャイムが鳴り、二人はベッドの上で顔を見合わせたのだった。
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〜第八話　不倫のルール〜

ワシントンの夏は長いが、十月に入るとさすがに秋めいて広葉

樹が色づきはじめ、時おり寒い風が吹きつけるようになった。春と

秋が短い街の、長い夏と長い冬。ひょっとして自分の人生も熟した

実りの季節はあっという間に過ぎ去り、早々に厳しく長い老年の時

期を迎えるのだろうか。

「いえ、五掛けかな。四十代なんて、まだ人生の夏ですよ」

真弓に励まされて彩花は苦笑した。このところガラにもなくメラ

ンコリーな気分に陥っているのは、秋という季節のせいかもしれな

い。

彩花はパンプキンカプチーノを手に真弓に応じた。

「だったら真弓ちゃんはまだティーンズってことね。人生の春、夢

いっぱいの時期」

真弓はかすかに眉をひそめると小声になった。

「私、・・発情しちゃったみたいなんです。彼のことが、・・忘れられない」

例の彼氏とベッドインしたことは彼女から打ち明けられていた。

「お隣の人に彼氏が訪ねて来たところを見られちゃったんでしょ？　家に男を招き入れるみたいな

大胆なことは、やめておいた方がいいと思うよ」

彩花が諭すと、真弓は膨れ面をした。

「招き入れたわけじゃありません。彼が勝手に来たんです。もちろんそのお陰でまた復縁したわけ

ですけれど」

彩花はつい説教したくなる。

「あのね、不倫っていうのは、やるんだったら、絶対伴侶に知られちゃいけないの。自宅でベッドイ

ンなんて、やっぱりルール違反だと思う。家には不倫を持ちこまない」

「それは、・・彩花さんは前のご主人の不倫の経験からしてそうおっしゃるんですか。それとも現在

進行形の不倫のお話？」

真弓の茶化した口調がつい憎らしくなる。確かに自分には、エラそうな説教をする資格はないに

違いない。彩花は真面目な顔で真弓に向き合った。

「同士として忠告しているの。私は、相手の家庭を壊したりしないつもり。だから、奥さんに悟られ

たりしないよう注意する」

真弓はしばし視線を泳がし、独白するように語った。

「私は、・・私は・・覚悟しているんです」

「何の？」

彩花が問いかけると、真弓が真剣な顔つきで振り向いた。

「もし主人か翔を選べと言われたら、・・私、翔を選びます」

そんな無茶なことを言わず頭を冷やした方がいい、と諭したいところだったが、彩花は押し黙っ

た。熱愛中の人間に何を言っても聞く耳を持たないだろうから、無駄である。離婚するのにどれほど
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のエネルギーがいるか、不倫の修羅場がどんなものかは、経験したものにしかわからないに違いな

い。好きな人ができたからといって、夫や妻とはそう簡単に別れられるものではないのが世の中だ。

土曜日に敦と夕食を約束していたところ、昨晩から風邪気味で、今日は大事をとって解熱剤を飲

み家で寝ている、と連絡があった。幸い午後のアポは三時で終えたので、彩花は見舞いに行ってあ

げようと思い立った。

ベセスダのマンションに行くのは、この物件を彼に紹介して以来初めてである。夏休みには東京

から家族が遊びに来ていたということだったし、レストランでの食事の後は彩花の家へ行くのが暗

黙の了解のようになっていた。

ドアを開けてくれた敦はパジャマ姿で、髪に寝癖がついていた。額に手を当ててみると、それほ

ど熱はなさそうだった。

「医者の不養生ね。さあ、お粥でも作りますから、大人しくベッドで寝ていてください」

彩花が告げると敦が苦笑した。

「粥は確かレトルトが冷蔵庫にあるから、温めてくれるだけでいいよ」

レトルト食品は彼の妻が買い出したに違いないと思えて、彩花は応じた。 
「せっかく来たのだから、ちゃんとお米で作ってあげる。病人の恋人を看病する、という楽しみを奪

わないで欲しいものだわ」

「それじゃ、お言葉に甘えることにするかな」

敦が寝室に消えたのを確かめてから、彩花はキッチンに立った。

流しの下に米びつ、キッチンのカウンターには調味料が効率的に並べられ、炊飯器の内蓋も綺

麗に洗われていた。男の一人住まいとは思えないほど整頓されたキッチンには、見知らぬ彼の妻

の影がいやでも漂っている。彩花はふと調味料を並べ変え自分の存在を顕示したい衝動に駆られ

たが、やめておいた。

炊飯器にといだ米と六倍の水、それにダシの素とカツオ節のパックを入れて粥の調理時間にセ

ットした。

冷蔵庫を覗いてみると、漬物やつくだ煮といった日本食品がたくさんストックされていた。これも

彼の妻が日本から持って来たに相違ない。詳しいことは聞いていないが、彼の妻は専業主婦で仕

事はしていないようだった。そうだとすると、料理は上手いのだろうか。彩花はつい好奇心をそそら

れて冷凍庫を開けてみた。

野菜の煮物、炒飯、魚の南蛮漬け、温めるだけのハンバーグ。冷凍庫の中にストックされた密封

容器を次々と手にしながら、思わず溜息が洩れる。それぞれの容器には、食品の名前が几帳面な

字で書かれたメモ用紙が入っていた。　

彼の妻が甲斐甲斐しくキッチンに立つ姿を想像してしまいそうで、彩花は慌てて冷凍庫のドアを

閉めたのだった。

先日電話で耳にしてしまった彼女の声を思い起こす。たぶん敦と同じぐらいの年代の女性で、疑

心暗鬼をもろに示すような尖った声だった。即興で、賃貸物件を探している同僚がいらっしゃるとご

主人に伺ったので折り返した、と弁明したが、納得してもらえたか否かは定かでない。

彩花が粥と梅干しを盆にのせて寝室に運ぶと、敦は目覚めていて、上半身をベッドの上に起こした。

「病院みたいだな」

彩花はベッドの傍に椅子を引いて座り、軽口を叩いた。

「アメリカの病院じゃお粥なんて美味しいものは出ないわよ。それも彩花特製のお粥、高くつきま

すよ」
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よほどお腹が空いていたのか、敦は粥をすごい速さで平らげた。

「おかわり、持って来ましょうか？」

「いいよ、それより、こっちに来たら」

敦が身体をずらして掛け布団の端を持ち上げたので、彩花は一瞬迷ったが、彼の隣に大人しく

滑り込んだ。

「これで私が風邪で寝込んだら、あなたのせいだわ」

「そうしたら、診断して看病してあげるさ」

病人に熱っぽい身体で抱き締められ、彼のベッドでそういうことをすべきではない、と頭の片隅で

警鐘が鳴っていたが、彩花はつい熱心な愛撫に応えていた。

その電話を受けたのは、ハロウィンも近い十月末の

ことだった。

こちらの名前を述べても返答がない。テレマーケティ

ングに違いない、と電話を切った。

しばらくしてまた電話がかかってきたので応答する

と、やはり相手は電話の向こうで無言だった。テレマー

ケティングは国内番号からが多いが、二回の発信者は

同じで、見たことのない長い番号だ。ふと、これは日本

の携帯番号ではないだろうか、と気づいた。

再び電話が鳴ったので、彩花は意図して日本語で丁

重に応答した。

「リバティー不動産の金子でございます。ご用件を承ります」

相手はしばらく無言だったが、それから電話が切られた。

いったい何のいたずら電話だろうかと考えて、彩花は思い当り敦に電話をした。

「今いいかしら。ちょっと聞きたいことがあって」

「どうした？　風邪でもひいたか？」

敦はいつもと変わらない調子だった。

「ねえ、もしかして、・・あなたの奥様、またワシントンにいらっしゃったの？」

電話の向こうで彼が一瞬押し黙ったのが手に取るようにわかった。

「いや、それが、・・友人と一緒にニューヨークに行くことになったとかで、ついでだからワシントン

に寄って行く、とかでね」

「もしかして奥方の携帯番号って・・」

彩花が先ほどの発信者の電話番号を伝えると、敦は驚いているようだった。間違いない、無言

電話はきっと彼の妻だ。

気を遣わせるつもりはなかったが、彩花は敦に伝えた。

「あのね、私の番号、あなたの携帯から消去しておいた方がいいと思うの」

「えっ？」どうやら彼にはわかっていないらしいので、彩花は繰り返した。

「送信と着信から私の番号、全部消しておいてちょうだい。あなた、前にも家に携帯を置き忘れた

りしたじゃない」

「大丈夫さ、今度はそんなヘマはしないよ」

「でも、奥方は、・・感づいていらっしゃるかもしれない」
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〜第九話　晩秋の獣道〜

十月末のハロウィンに続き十一月は感謝祭の季節で、ワシントン
の街はオレンジ色のパンプキンに彩られる。

真弓がナビに従って車を進めると、パンプキンと黄色い菊の花が
綺麗に飾られた旧い煉瓦造りの家が見えて来た。どうやらここが
彩花の家らしい。これまではカフェやレストランで落ち合っていたの
で、彼女の家を訪ねるのは初めてだった。

「すごい豪邸ですね！」

天窓のある高い吹き抜けと広いエントランスホールに真弓が感嘆
すると、彩花が満足げに微笑した。

「離婚の慰謝料に勝ち取った家、ということかもね」

リビングに通され品の良い調度品を見渡していると、彩花が紅茶
を運んで来てくれた。イングリッシュローズの茶碗セットだ。

「で、彩花さん、大人しくしている、って、何かあったんですか？」

彩花は口許に笑みを湛えていたが、何やら表情が萎れている気がする。

「真弓ちゃんに説教めいた口を吐いたくせに、その私が失敗をしでかしたの。彼を見舞いに行っ
て、つい彼のベッドで寝ちゃった。週末だったから朝まで一緒にいたけれど、これでも注意したの
よ。物の位置を何一つ変えない、絶対忘れ物をしない。ベッドのシーツやバスタオルだって洗濯機
に入れておいた」

では何が起きたのだろうと真弓がいぶかっていると、彩花が続けた。

「それが、ベッドの下に長い髪の毛が落ちていた、っていうわけ。彼は、きっとメイドだろう、とか言
い訳したらしいけれど、ま、奥さんは何か感づいたみたい。で、しばらくワシントンに残って亭主を見
張るつもりらしい」

真弓は彩花を励まそうと口を開いた。

「でも、外で逢うぶんには、大丈夫なんじゃないですか？」

「問題はね」彩花は視線を庭に泳がせた。

「問題は、・・私としたことが、どうやら彼を本気で好きになってしまったらしい、ということなの」

彩花は向き直ると、続けた。

「これは不倫に過ぎなくて一時のトキメキ、遊びにするはずだったのに、・・どうしても彼のことを思
い浮かべてしまう。そして、正々堂々と彼の傍にいられる妻という女性に、私としたことが嫉妬してし
まうわけ」

真弓は彩花の言葉を胸で反芻した。彼女のように賢い人でも恋にハマるということがあるのだろう
か。

「きっと彩花さんの方が彼に愛されているに決まっていますよ・・」

「だから？」

問われて、真弓は言葉に詰まった。

彩花は独り言のように続けた。

「愛する人とは一緒にいたいと想う。それだから修羅場になるわけ。私がまさしくその立場だった
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から言うけれど、長年連れ添った夫を寝取られるのって、妻としては決して許せないわけ。存在を
否定されたみたいなものだから、夫を愛しているとかいないとかとは次元が違う闘いになる。で、今
度は正反対の立場。まさしく相手の妻が登場したことによって恋心に火がついた感じ。私だって矛
盾に気づいているわよ。どうにかしなきゃ、って、頭ではわかっている」

いつもは強気な彩花が眼を伏せ、そんな様子がぞくりとするほど艶っぽく見えた。

男性はどうなのだろう。恋敵の登場が無用に心を煽ったりするのだろうか。

真弓が夕食の片付けをしていると、敏志に声をかけられた。

「感謝祭に会社の連中を家に招こうかと思うんだけれど、いいかな」

食器洗い機に茶碗を並べながら、真弓は無造作に答えた。

「いいわよ、レイチェルに七面鳥のローストの仕方を教わったから。で、何人ぐらいになるの？」

「そうだな、・・四人。あっ、そうだ、インターンしてくれた三田村君も呼んでやろうか」

唐突に翔の名前が出たので、真弓は慌てた。

「な、なんで、インターンの人まで呼ぶわけ？」

「でもこの前うちに遊びに来た、って真弓も言っていたじゃないか」

「ああ、あれね。あれは、・・あなたがいると思って訪ねて来たみたいだったわよ。せっかくだからお
茶して帰っていただいた」

彼と初めて抱き合ったあの日、レイチェルがマーケットで買った野菜を届けてくれたのだ。男が訪
ねて来たところを見ていたらしい彼女に問われて、夫の会社の人だと答えたのだが、後で敏志にま
でイケメンが来たとお喋りされ、インターンの子だったと夫に明かすハメになった。翔を家に招くの
は、どう考えてもマズイ。

「あなた、うちのテーブルは六人掛けだから、お客様は四人にしておきましょうよ」

どうやら敏志は納得してくれたらしく、真弓は密かに安堵の溜息をついた。

蛇口から水を勢い良く流してキッチンのシンクを洗いながら、リビングのソファーに座ってケーブル
ニュースを観ている夫の横顔を伺う。ひょっとして、彼は妻の不貞に薄々気づいているだろうか。

いや、弁当や夕食の支度に手抜きはしていないし、敏志が家にいる週末は出ないように注意して
いるのだから、気づかれるはずは、ない。

　

翔に紅葉を堪能しようと誘われて、真弓は弁当を持って車を出し
た。感謝祭に焼いた七面鳥の残りを冷凍してあったのでバゲットに
挟んでサンドを作り、コーヒーも保温ポットに入れて用意した。彼と
ピクニックに行くと考えるだけで嬉しさに胸が疼く。

ヴァージニア州側のグレートフォールズへの道は細くて曲がりく
ねっている。ジョージタウンで翔を乗せて真弓が真剣に車のハンド
ルを握っていると、彼に笑われた。

「真弓さんの真剣な表情、好きだな」

「精神集中しているのよ。これ、いろは坂みたい」

「帰りは僕が運転しますよ。この見事な紅葉を楽しまないのはもっ
たいない」

言われて周囲を見渡すと、黄褐色に紅葉した両側の樹木が陽光
を受けて黄金色に輝いていた。光が躍る美しい晩秋に好きな人と
二人車を走らせる。これ以上幸せな瞬間があるだろうか。このいろは坂がずっと続くことを祈りたく
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なる。目的地まで到達しない旅に、彼と二人で旅立ちたくなる。

グレートフォールズはメリーランド州側から見たことがあったが、ヴァージニア州側は広い公園の
ようになっており、平日のお昼時だからか見物客も少ないようだった。車を停めて、翔と手を繋いで
展望地点に向かう。薄手のダウンジャケットを羽織って来たが、それでも寒いぐらいに空気は深々
と冷え込んでいた。

奇岩怪石の間を轟きながら流れ落ちる蒼いポトマック河。大渓流の景観が眼の前に広がってい
る。

「素晴らしい雄大な眺め！　対岸の紅葉もとっても綺麗ね」

真弓が興奮すると、横に立った翔がうなずいた。

「街からちょっとのところにこんな見事な自然があるって、信じられないな。なんか、大旅行をして
いる気分にならない？」

振り向いた翔に真弓は眼差しで同感だと答えた。

「あっ、見て！　あんなところでカヌーを操っている人がいる。大丈夫かしら」

真弓が木の葉のように小さく見える黄色いカヌーを指差すと、翔が応じた。

「うまく操っているけど、危なっかしいね。ポトマック河って表面は穏やかだけれど、グレートフォー
ルズのあたりは水面下で水流が渦巻いていて、一度引き摺りこまれると水泳の名手でも浮き上が
れない、って読んだよ。カヌーの名手でも危険な目に遭ったそうだ」

翔の言葉を聞きながら、私達は急流の荒波に揉まれているカヌーみたいなものかもしれない、と
真弓は思う。怒涛のような恋に捉われて翻弄され、転落しないようにと器用に一生懸命に舵を取る
しかない。いったいそんなことが、できるだろうか。

どうしたの？　と問われて、真弓は、何でもない、と唇に微笑を形づくった。

三つの展望地点を越えると、岩山の間を縫う細い小道があった。掲示されている地図によると、ト
レイルはポトマック河に沿っているらしい。

「よし、このトレイルを進んで、どこかピクニックにいい場所を見つけよう」

翔がランチを入れたトートバッグを持ってくれたので、真弓は彼の後に続いた。大きな岩がごろご
ろしており、足場を見つけるのが難しい箇所もある。

「これって、ゴートトレイルだそうだけれど、山羊に歩けるのかしら」

真弓が大きな岩と格闘しながら尋ねると、翔が振り向いて手を差し伸べてくれた。

「山羊って岩をぴょんぴょん跳ね上がって登れるらしいよ。ま、山羊はともかく、獣道って感じだね」

けもの道。

何だか自分達の行く末を暗示しているようで、少し怖くなる。いや、怖れることなど何もない。前を
行く翔の背中をしっかり見つめて、一緒に歩けばいいのだ。

少し行ったところに見晴らしの良い大きな岩があり、そこで大渓流と対岸の色づいた樹木を眺め
ながらランチを広げた。若い翔の食べっ振りはいつも見ているだけで頼もしくなる。

食後のコーヒーを飲んだところで翔が真面目な顔で振り向いた。

「真弓さん、僕はマスターを取得して就職したら、君と一緒になりたいと思う。・・考えてくれます
か？」
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〜最終話　ハッピーエンドの予感〜

クリスマスに彩られたワシントンは美しい。長年住み慣れた街で
も、クリスマスの華やかなイルミネーションや街角のツリーに素直に
感動する。去年は離婚騒動で最悪だったが、今年は敦という素晴ら
しい恋人が現われた。妻帯者だから問題は山積みであるが、その
挑戦さえもが愛しく感じられるのだ。

「彩花は楽観的な人なんだな」

自宅での夕食に招いた敦に軽口を叩かれて、彩花はわざと眉を
ひそめてみせた。

「楽観的なんじゃなくて、現実的なだけ。あなたは結婚している。私
は、既婚者の男と付き合うなんて時間の無駄、と割り切るほど強くな
いけれど、あなたに離婚を迫るほどバカでもないわ」

手にしていたワインのグラスをテーブルに置くと、敦が真剣な眼差
しを向けた。

「ジョージタウン大学病院から赴任を一年間延長してくれと要請されて、僕はOKだと即答した。ど
うしてだか、わかる？」

彩花は嬉しいニュースに内心喜んだが、とがめる口調で応じた。

「私があなたの妻だったら、そういうことは承諾する前に妻の了解を得て欲しい、って考えると思う」

敦の顔に動揺が見られた。

「君は僕があと数カ月でワシントンを去ってもいい、って思っているわけかい？」

彩花は微笑するとテーブルに置かれた彼の手に自分の手を重ねた。

「そんなふうに思うわけ、ないじゃない。ただね、物事には順序や手続きがあると思うの。あなたの
結婚に無用な波風は立たせたくない」

敦は苦笑し、彩花の手が握り締められた。

「もう充分に波風は立っているさ。女房にさとられた、ってことじゃないが、僕の気持ちの問題だ。
僕は女房と別れて君と暮らしたいと思っている。・・人生なんてあっという間だ。もう五十だから、そろ
そろ残りの人生は世間のしがらみや束縛から逃れて、自分の好きなように生きたい、と思うわけだ」

彼の言葉に心が共鳴して震えたが、彩花は茶化した。

「それってやんちゃな子供みたいで、ずいぶん自分勝手な言い草ね」

「自分勝手さ。今まで、家族のために、と考えて頑張ってきた。娘ももう大学生で一人前だ。女房
だって、そろそろ自分の人生を生きたい、って思っているかもしれない。彼女とは・・追々話し合うよ」

敦の顔色が心なしか翳った。たとえ家屋敷を妻に譲ったところで、離婚の話がそうすんなり進む
わけがないことぐらい、覚悟しているに違いない。有名大学病院の医師の妻、という他人に羨まれ
る肩書をすんなり捨ててくれる女が、どこにいるだろうか。しかし彩花は意図して明るい声を出した。

「さあ、面倒な話は後回しにして、今日は乾杯しましょう！ 凄い豪邸が売れたの。コミッションだけ
で半年は遊んで暮らせるわ」

「じゃあ、君に養ってもらうことにするかな」
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敦のジョークに、彩花は笑って答えた。

「いいわよ。好きな男を養うぐらいの覚悟がないと、不倫なんてできないわ」

暖かい火がちろちろと燃える大理石の暖炉、インテリアショップやアンティークの店を訪ね歩いて
集めたお気に入りの調度品。でもそれが何だと言うのだろう。愛する人が消えてしまったら、この団
欒の温かさは一挙に醒めてしまう。もしも愛を金で買えるぐらいだったら、ことは簡単だ。

彩花は敦の手を取って暖炉前のクッションに誘った。抱き締められたくて、身体の奥が熱く疼いて
いる。キャンドルの灯りの中で、せめて今宵は二人だけの一時を楽しみたかった。

クリスマスも近づいた頃、真弓から久し振りに電話があった。ホリデーの華やぎを楽しもうというこ
とで、ウィラード・インターコンチネンタル・ホテルに出向くことにする。

「素敵なクリスマスツリーですね！ 大感激！」

クラシックな内装のロビーに飾られた豪華なツリーに、真弓は子供のように喜んでいた。着飾った
子供達をツリーの前に立たせて親がシャッターを切っている。写真を撮り合う友人らしき人々、ベル
ボーイに撮影を頼んでいるカップル達。喜びに輝いている顔を眺めているだけで元気がもらえる気
がする。

ラウンジのソファーに座ってコーヒーを注文した。

「で、どうして旦那だけ正月帰省するわけ？」

真弓から聞かされて彩花が尋ねると、真弓が舌を出した。

「故郷のお義母様の具合が悪いとかで、私も一緒に帰ろうかって言ったんですけれど、旅費もか
かるし一人でいい、って言い張るから」

「それって、ちょっとあやしくない？」

彩花が茶化すと、真弓は戸惑った顔をした。

「あやしい、って・・主人が嘘をついているってこと？」

「あくまでも想像よ。うちの元の旦那も、フロリダの義父の容態が心配だから様子を見に行く、とか
言って女と旅行していた。ま、そういう男もいる、っていうこと」

真弓はしばらく思案していたが、笑って肩をすくめた。

「前に彩花さんに言われましたよね。お相手の奥さんに嫉妬を感じる、って。私、仮に主人に誰か
がいるとしても、別に何も感じないんです。感謝祭に彼の会社の人達を家に招いて、主人は若い女
の子達と嬉しそうにお喋りしていましたけれど、別に何とも思わなかった。でも前に、翔が女の子と
仲良さそうに歩いていただけでショックを受けた。これって、やっぱり私達夫婦はもうお終いってこと
でしょ？」

「お終いだと思っているのは真弓ちゃんの方で、ご主人はそう思っていないと思うよ。日本の男は
浮気はしても離婚はしない、って何かで読んだ」

コーヒーを啜りながら彩花が言うと、真弓が眉をひそめた。

「それは、彩花さんのお相手も浮気のつもりで離婚は考えない、っていうことですか？」

カップを見つめながら、彩花は一人でほくそ笑んだ。

「離婚する、って言ってくれているわ。でもね・・」

彩花は顔を上げて真弓を見つめた。

「離婚するって覚悟したところでそう簡単に離婚できないのが現実で、不倫するからにはそれを忘
れちゃダメだと思うわけ。妻と離婚する、と宣言してくれただけで、その誠実さが私には嬉しいわ。だ
から実現できるかどうかは、二の次かもしれない」

彩花の答えが不服らしく、真弓に問い詰められた。
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「でもそれじゃあハッピーエンドにならないじゃないですか。彩花さんは彼と一緒に暮らしたいので
しょう？　だったら離婚してもらわないと、幸せになれないじゃないですか」

真弓の言葉を彩花は胸の奥で噛み締める。

ハッピーエンド。しかし、いったい誰にとってのハッピーエンドだというのだろうか。

「思うのだけれど、私達が惨めなのは、不倫の鉄則を破ったからよ。不倫しているという事実を忘
れて本気で恋に落ちた。すべての悲劇はそこからはじまるわけ」

「どういうことですか？」

問われて、彩花はロビーの柱に巻かれた艶やかなクリスマスのデ
コレーションを見つめた。イルミネーションが煌めき、あたかもファン
タジーの世界に佇んでいるように思える。

「二人だけの甘い世界では互いの存在にときめいて幸せになれ
る。でも一歩外へ出ると、不倫に傷つく人が見えてくる。皆から祝福
されてめでたし、めでたし、とは決してならないわけ。伴侶に隠し通
して不倫を不倫で密かに楽しむのと、離婚して一緒になろうというの
は、違う。だからテレビドラマや小説でも、不倫の二人は引き裂かれ
ると決まっているじゃない。二人が自分達だけ幸せになるのは許せ
ない、って思う人が世間には多いからよ」

彩花の言葉に真弓は溜息らしきものをこぼした。

「結局、自分が主人公になれるかどうか、ってことですよね。私だ
って妻という立場しかなかったら夫の勝手を許さないかもしれない。
でもドラマの恋にハマっている妻達は主人公に感情移入するじゃないですか。・・応援して欲しくなり
ますよ」

「身勝手な他人の幸せなんて、誰も応援できないものよ」

真弓がしょげた表情を見せたので、彩花はブッシュ・ド・ノエルのケーキを勧めた。

「で、真弓ちゃんは彼氏とうまく行っているの？」

真弓は瞳を輝かせ、そんな彼女はとても綺麗に見えた。最初に出逢った頃に比べ、もともと透明
度の高い肌の艶が増し、眉や口紅も丁寧に描かれ、女っぷりが増したことは間違いない。妻の変
化に気づかないとしたら、彼女の夫は相当鈍感だと言わざるを得ない。

「翔は、大学院を終えたら日本で就職するから一緒になろう、って言ってくれています。私、ネット
でピアノ教室とかの教師職、調べてみたんです。教員免許も持っているから、音楽の先生とか、幼
稚園の先生も。先ずは、一人で食べて行けるように準備しよう、と思って。でも彩花さんがおっしゃっ
ていたみたいに、男を養うってとこまでできるかどうか・・」

彩花は決意らしきものを見せている真弓を讃えた。

「真弓ちゃんはエライわ。あなたが本気だってことは、私にもわかる」

本気だから幸せになれるとは限らないのが現実だ。しかし、自分の人生なのだから、自分で決断
し、この手で幸せを勝ち取るしか術はない。

携帯に敦から電話があった。

「君にプレゼントでもと思ったけれど、何がいいのかまったく思い浮ばなくて。一緒にクリスマスショ
ッピングにでも行かない？」

「喜んで」と折り返して電話を終え、彩花は真弓に目配せした。胸が幸福感にふさがれていること
に気づく。今年は素敵なクリスマスになる予感があった。（了）
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