
「………………」

「レイ、お早う」

「……お早う」

　今日も碇家の朝が始まった。ワイシャツにネクタイのいでたちでリビングに現われたのは、碇家の亭主、碇シンジ

だ。とある商社に勤める２７歳のサラリーマンである。キッチンに立ち、聞こえるか聞こえないかの返事をしたのは同

い年の彼の妻、碇レイ。二人は三年前、熱烈な恋愛の末に結婚した。住まいは２ＬＤＫの賃貸マンション。子供のいな

い碇夫婦には十分な広さだ。リビングには眩しい朝の光が差し込んできている。シンジは食卓に着いた。

「今日もいい天気だねぇ」

「……………そうね」

「今朝のおかずは何？」

「……………ししゃも」

「そうかい。ししやもはいいね。カルシウムを取るには絶好の食べ物だよ」

「……ときんぴらごぼう」

「…あっ、まだあったのかい。一品かと思ったよ。ははははは」

「……………豆腐の味噌汁」

「それは定番だね。あ、そだ。テレビでもつけよっと」

「……と納豆」

シンジは返事もせずリモコンを取ってテレビをつけた。天気予報の時間だ。アナウンサーの単調な声が流れてくる。

レイはキッチンから料理をどんどん運んできた。テーブルに今朝の朝食が並び、レイもシンジの隣りに座った。

「いただきまーす」

「……いただきます」

「………………」

「………………」

「………………」

「………………」

　シンジはふいに口から納豆を吐き出した。「うひゃあ、これ、腐ってるよ！」

「……ごめんなさい。こういうときどんな顔したらいいかわからないの」

「普通にしてていいよ」

　シンジはごはんの上から納豆を取り除いて食事を再開した。二人は黙々と朝食を口に運んでいく。先に平らげたシン

ジはソファに座り、朝刊を広げ、見出しを目で追った。商社マンたるもの情報収集は欠かせない。プラズマテレビの

チャンネルを『朝ドバッ』に合わせた。司会のものみんたが効果音と共にシールを剥がしたところだ。

『秋田の殺人事件。遂に母親が自白。ひどいもんだねぇ。あたしゃ情けなくなってきた。母親失格ですよぉ。こういう

女は』

「ひどいもんだなぁ。レイもそう思うだろ？」シンジは画面を見つめながらレイに言った。

「………………」

「………………」

「………………」

「………………」

「……寝ていたわ」

　シンジはレイの方を向いて渋い顔を見せた。

「…あのね、君が朝弱いことは重々承知してるよ。だけど、亭主が出かけようとしてるときに寝なくてもいいんじゃな

い？」

「……ごめんなさい」

「っとにもう、頼むよ」

　レイは上の会話中、まったく表情を変えなかった。シンジにしてみれば慣れたことなのでどうと言うこともないが、

第三者が見たら異様に思うことだろう。シンジは画面の端に表示される時計を見て腰を上げた。７時５０分。そろそろ

出発の時間だ。洗面所に立ったシンジは歯ブラシを取りながら、もう一度鏡で自分の顔をチェックした。七三に分けた

髪は少しの乱れもない。だが、その中に異変があるのを彼は見つけた。白髪が二三本固まって生えている。顔を顰めて

一本引き抜き、じっと見つめた。

　無理もないよな。こんな生活じゃ。その毛をゴミ箱に捨てたシンジは、ふーっと大きくため息を吐き、歯ブラシを口

に入れた。



小説「ネット小説」

１．

　碇レイはキッチンの流し台の前に立ち、朝食に使った食器類を金属たわしでこすっている。傍の籠では既に洗い終

わった皿が光を反射していた。ふんふんと鼻歌を歌っている。最近の流行歌だ。その時インターホンが鳴る音が２ＬＤ

Ｋに響いた。レイは手を止め、インターホンに向かった。

　インターホンに付属のモニターには栗色の髪の女が映っている。霧島マナ。レイの女友達だ。

「あ、レイちゃん。あったしー。今、暇？ちょっといい？」

　どうぞ、とレイはボタンを押してマンション入り口を開錠した。専業主婦のレイに暇はたっぷりとある。先程もどう

暇つぶししようかと考えていたところだ。話し相手ができるのは有難かった。

「でもいいわねぇ。レイちゃん。いいダンナがいてさぁ、こんなにいいマンションに住んで。あたしも結婚したい

なぁ」

「あなたならその気になればすぐ見つかるでしょうに」

　マナとレイは食卓テーブルに着き、お茶を飲んでいる。食卓の中央には最中と饅頭が皿に載せて置いてある。

「そりゃ、男友達がいないわけじゃないのよ。だけどどれも帯に短し、襷に長しって感じ。モグ…この最中美味しい」

　マナが来れば大抵こんな話になる。独身のマナはフリーターで、レイは彼女が今何をやっているか判然としていな

い。

「モグモグ、洞木さんに頂いたの。あなたもそろそろ落ち着いた方がいいんじゃないの。もういい歳なんだし」

「そうだよねぇ。正直、ちょっとあせってきてるかなーなんてね」

「結婚するのが一番よ。景気も悪いようだし」

「そうねぇ。誰かいい男いないかなぁ。あ、それでさぁ、お宅、インターネットやってるよね？」

「ええ。色々と利用してるわ。それがどうかした？」

「ちょっとパソコン起動してみてくれない？」マナはやや声を暗くした。「実はね、あたし、ネットである事を発見し

ちゃったの。あまりいい事じゃないんだけど」

　マナはなにやら悩ましげな顔つきでいる。レイは不安になりマナに訊ねた。

「いい事じゃないって、何？」

「それは実際に見たほうがいいわ。お願い。動かして」

マナの態度は冗談事だと思えない。レイは心細く感じながら答えた。「いいわ」

　二人は良く整頓されたレイの私室に移動した。隅に机があり、その上にデスクトップ型のパソコンが載っている。レ

イはその前に座ってパソコンを立ち上げ、マナに振り返った。「どうぞ」

　レイに席を譲ってもらい、マナは早速ブラウザを起動した。検索ページに移り、ある語句を打ち込んでいく。

「これね、あたしが暇つぶしにネットサーフィンやってた時に偶然見つけたの。きっと驚くよ」

　と、マナが喋るうちにモニターにはあるホームページが映し出された。

　空色のバックに可愛い三毛猫の写真。横には大きく『ｍｉｋｅの　Ｓｔｏｒｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ』とある。これがこ

のサイトの名前だろう。その下にｍｉｋｅ氏の挨拶やこのサイトの意義、運営方針などが書かれている。レイは一通り

それを読んだ。それによるとここはｍｉｋｅ氏の小説や広く募集した投稿小説を発信するサイトということだ。

「小説のサイト？こんなのがあるのね。私、知らなかった」

「結構あるんだよー。人気アニメの登場人物を主人公にした小説のサイトもあるの。ファンフィクションとかサイドス

トーリーっていうやつ。『新兵器エヴァンケロヨン』のなんて、とっても一杯あるのよー。ここはオリジナル一本で

やってるところ」

「それと私とどういう関係が？」

「ちょっと見てて」

　マナはページの下の方にある「Ｓｔｏｒｙ」のボタンをクリックした。一瞬のうちにそのページに切り替わる。通信

環境はいいようだ。数多くの小説のタイトルと作者名が並んで表示された。上部にはさすがに管理人と言うべきであろ

う、ｍｉｋｅ氏の小説がずらりと並んでいる。マナは画面を下にスクロールさせた。投稿小説の一覧が現われてきた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

■ 間部瀬博士さん



ぜんざいの耐えられない甘さ

罪と罰と執行猶予

吐く芸

壁と共にテリーヌ

“荒らし”が謳歌

犬が西むきゃエデンは東

世界の中心でア、いいわと叫んだけもの

怒りの武闘

タガメを貯めたら金になる

■ ｓａｌさん

真実の愛を求めて　第１話

「これよ。この『真実の愛を求めて』」

　マナは小説の題名にカーソルを持ってきた。矢印が手に変わり、クリックした。モニターにたちまち多数の文字が表

示された。マナは無言で席を立ち、レイを座らせた。レイはどきどきしながらモニターの文字を読んだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

真実の愛を求めて

第１話「氷河期の家」

ｂｙ　ｓａｌ

「………………」

「レイ、お早う」

「……お早う」

　今日も碇家の朝が始まった。ワイシャツにネクタイのいでたちでリビングに現われたのは、碇家の亭主、碇シンジ

だ。とある商社に勤める２７歳のサラリーマンである。キッチンに立ち、聞こえるか聞こえないかの返事をしたのは彼

の妻、碇レイ。二人は三年前、熱烈な恋愛の末に結婚した。住まいは２ＬＤＫの賃貸マンション。子供のいない碇夫婦

には十分な広さだ。リビングには眩しい朝の光が差し込んできている。シンジは食卓に着いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「何、これ！？」普段、殆ど大声を出さないレイが、やや大きめに声を出した。驚くべきことにシンジとレイが実名で

小説に登場している。しかも年齢や生活環境まで実際と同じにしているではないか。

「ひどい…」

　レイは思わず呟き、小説を読み進めた。小説の中盤に差し掛かるころには額に青筋が立った。最後の方ではマウスを

持つ手がぶるぶると震えていた。

「こんなの私じゃないわ」

　全てを読んだレイはモニターを睨みながら、怒気を孕んだ口調で言った。傍に座って黙って様子を見ていたマナが気

の毒そうにレイの肩に手を置いた。

「あたしもこれはいくらなんでもひどいと思う」

「私、こんなに無口じゃないもの」

　レイは子供の頃はおそろしく無口で、『人形女』と陰口を叩かれることもしばしばあった。しかし、そのレイとて

しっかり成長しているのだ。今でも口数の多い方ではない。が、シンジと付き合うようになってからは意識して口数を

増やすようにしており、おとなしい部類には入るが、まずまず普通の女だ。

「点々が多すぎだよねー」

「人を馬鹿にしているわ」

　レイが頭にきているのはその点ばかりではない。あの思い出の名科白『どんな顔したらいいかわからないの』まで茶

化している。大体、この科白をシンジ以外の人間が知っているのはなぜだろう。少し考えてレイはあっ、とあることに

思い当たった。シンジとの結婚披露宴の時に二人のなれそめの言葉として紹介されていたのだ。恥ずかしいから止そ

うって言ったのに、シンジったら…。

　レイの言動を茶化しているのはこれらに止まらない。例えばじゃがいもの皮をむきながら、『人は腹痛を恐れて包丁

を使い、芽を削って生きてきたわ』…元々はずっと哲学的な科白だったのだ。

　元の科白を聞いたのはたった二人しかいない。すなわち碇シンジと惣流・アスカ・ラングレー。



　ｓ、ａ、ｌ。アスカの頭文字。あなた、最近テレビで見なくなったと思ったら、こんな事を…。

　アスカは高校入学直後からタレントにスカウトされ、以来、モデル、アイドルとして多忙な日々を送った。ＣＭ出演

も数多く一頃は『ＣＭの女王』とさえ呼ばれていたのだ。シャンプーのＣＭでは裸の背中を披露し、シンジの目を画面

に釘付けにしたものだった。初の水着写真集はこの手のものとしては異例の売上げを記録し、シンジもレイに内緒で一

冊買った。（後にレイの手によって密かに処分された）

　成人してからも１４歳で大学卒業という頭の良さを生かしてクイズ番組のレギュラー回答者となったり、映画『エ

ヴァンゲリオン対凶悪怪獣ゴメラ』のヒロインに抜擢されたりと、順風満帆のタレント人生を歩んでいたのだ。

　ところが好事魔多し、昨年写真週刊誌に妻子ある某プロデューサーとの不倫をすっぱ抜かれてから雲行きがおかしく

なってくる。出演依頼はがた減りし、徐々にテレビ界から姿を消して行った。こうして落ち目になったアスカに止めを

刺したのは乱闘事件である。たまたま一人夜の道を歩いていたアスカに、酔っ払いの男が付きまとった。最初は適当に

あしらっていたアスカだったが、あまりのしつこさにちょっと肩を押すと、男はすてんと転んでしまった。何すんだコ

ラアと掴みかかった男にアスカはとうとうブチ切れた。アンタバカァと一声叫び、得意の格闘技で相手を蹴るわ殴るわ

で全治二ヶ月の大怪我を負わせた。刑事事件にはならなかったものの、アスカは無期限の謹慎処分を食らい、テレビ界

からは完全に干された。『オールスター水泳大会』を最後にアスカの姿はお茶の間から消えた。

こうなると『水に落ちた犬は叩け』の格言通り、あることないこと週刊誌に書かれまくったのである。

『華麗なるアスカ女王様の日常　私はこうして下僕になった』

『あの女は我が家を破壊しました　涙で語るプロデューサーの妻』

『アスカ様は借金女王　元ＣＭ女王の家計は火の車』

『あの女の暴力は昔から　元付き人の激白』

『水面下で動くアスカ格闘家転向　デビュー戦はあのアケボノ？』

『惣流アスカのヘアヌード写真集出版？　噂の真相に迫る』

などなど。

――友達だと思っていたのに。

　レイは歯噛みしながらモニターを睨んだ。

　シンジとレイは中２の頃から周囲も認めるカップルで、アスカは二人の共通の友人として、ずっと良好な関係を保っ

てきた。だが、レイは知っている。アスカが密かにシンジに友情以上の想いを寄せていたことを。シンジとレイの関係

が殆ど公になったときアスカは『アンタたちって、やっぱりお似合いよねー』などと言ったが、校庭の隅で一人涙にく

れるアスカをレイは偶然目撃したことがある。高校に上がってからは、タレント活動が始まり、シンジたちと付き合う

時間は少なくなったが、それでも少ない暇を見つけては遊びまわっていたのだ。

　高校卒業後、アスカは本格的なプロのタレントとして八面六臂の活躍をした。進学したシンジとレイとは疎遠になっ

たが、結婚式にも出席したりして細々と関係は続いていた。ところが、昨年から落ち目になったアスカはしばしば碇夫

婦と付き合うようになり、碇家にも時々訪ねてきている。

　他意はない、と思っていた。単純に自分たちと友情を暖め、孤独を慰めたいのだと思っていた。

　実のところはそうではなかったのだ。アスカの目的はシンジにある。アスカの中にシンジへの想いがまだ残っている

ことが、この小説の中に歴然として現われている。

　レイは画面をスクロールしてもう一度読み返した。

　小説の中盤、レイとの関係に疲れたシンジは繁華街にあるコーヒーショップのテラスで一人物思いに耽る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　今日も僕はあの家に帰らなくちゃならない。シンジはぼんやりと視線を落とし、道行く人々の足元を眺めながら想い

に浸った。

『ただいま』と僕は言う。やや間を置いて『おかえりなさい』ぐったりと疲れた僕はソファに埋まる。レイは黙々と夕

飯の準備だ。重い沈黙。僕は心の中である賭けをする。この沈黙を破るのはどちらだと。レイだったら僕の勝ち、僕

だったらレイの勝ち。大抵はレイが勝つのさ。どうしても先にこの沈黙を破りたくなる。で、たわいもない世間話をひ

ねり出して、レイが『そうね』とか『そう、良かったわね』とか言うと安心するんだ。その頃僕には一層疲れが圧し掛

かってるって訳さ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「こんなのないわよ。私、シンジが帰って来たら優しくするもの」

「玄関でぶちゅーとか？」

「そこまでは…」



「するんでしょ？」

「……たまに」

「ごちそうさま」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　シンジは歩道の端に置かれたフラワーポットに咲き誇る花々をぼんやりと眺めている。シンジの目の前を多くの人々

が通りすぎて行く。革靴を履いた背広のズボンや、ハイヒールを履いた女性の足がシンジの視界を次々と横切ってい

く。そうして物思いに耽るシンジだったが、ふいにその想いは断ち切られた。一人の女性が突然足を止めたのだ。鮮や

かな赤いパンプスとその上に伸びる細く、しなやかな足。その足がシンジの方へ向きを変える。

「シンジ、シンジよね？」

　聞き覚えのある声が聞こえて来た。顔を上げたシンジは懐かしい人の貌を見た。

「アヤカ！」

　思わず叫んだシンジの方へ、女はつかつかと歩み寄って来た。すらりとした体をレモンイエローのワンピースに身を

包んだその姿は、まるでそこだけが海辺のリゾート地に変わったような感覚をシンジに持たせた。

彼女の名は緋柳アヤカ。シンジの幼馴染だ。５年前、レイとの結婚を決めたシンジの前から彼女は姿を消した。別れ

の時、気の強いアヤカが泣くのをシンジははっきりと目にしている。アヤカを悲しませたことにシンジは後ろめたさを

覚えたが、その時はレイへの愛が何物にも勝った。その時は。そのアヤカとこの日偶然に再会したのだ。

アヤカは誰もが心ときめく笑顔を見せてシンジの目の前に立った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「緋柳アヤカ…、自分だけ名前を変えたのね」

「惣流アスカじゃまずいもんね」

「それにしても自分を書くところだけは形容詞たっぷりじゃないの」

　例えば、テーブルを挟んでシンジと向かい合ったアヤカの描写はこうだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　アヤカは光沢のある亜麻色の長い髪を払った。輝く青い瞳がシンジを真っ直ぐに見つめた。その色は珊瑚礁の透明な

海にも似たマリンブルーだ。シンジは久しく忘れていたその瞳の美しさを再び目にする喜びに浸った。シンジの視線は

次第に下がり、その胸元に惹きつけられる。それは大き過ぎず、小さ過ぎず、優美な球形を形作り、中央の深い谷間と

合わせて理想的な女体美の一つとさえ言って良かった。

（以下１０行に亘りアヤカの肉体美が語られる）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　これに対しレイの描写は簡潔そのもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　レイの体は細く、特徴的なのはその髪と目で、髪は青く、目は赤い。容貌はまあ美人の部類に入ると言っていいだろ

う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　これだけである。

「ずいぶん差をつけてくれたわね」

「ちょっとあからさまね」

「まあ美人ってなによ」

「よくブスって書かなかったね」

　この後、小説は一流企業に勤めるキャリアウーマン・アヤカの現況が語られ、思い出話に浸る二人を描く。やがて時

が経ちアヤカが別れを告げる場面になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　アヤカは腕時計に目を走らせ、腰を浮かした。

「そろそろ行くわ。今日は楽しかった。元気でね」

「もう行っちゃうの？残念だな」

「仕方ないわ。お互いもう学生じゃないもの。レイによろしく」

　アヤカは小さく微笑みを浮かべ、シンジを見つめながら立ち上がった。

「じゃ、さよなら」

　アヤカはシンジに背を向けた。と、突然シンジはその背中に向けて言葉を放った。

「待って！アヤカ。ほんの少しだけ」



　アヤカは急に動作を止めて振り返った。シンジは何かを訴えるような真剣な眼差しでアヤカを見ていた。

「あの、アヤカ。ま、また会ってくれないかな？」

「……………」

「ご、ごめん。その、迷惑かも知れないけどまた会いたいなって…」

　アヤカは立ったまま黙ってシンジを見つめた。やがてもう一度座り直しシンジに向き合った。

「どう言う事？レイも混ぜてってこと？」

　シンジの顔は耳まで赤くなっていた。「いや、二人だけで…」

「アタシと不倫したいの？」

　アヤカは固い表情を見せて言い放った。シンジはアヤカから視線をそらし、ごくりと生唾を飲み込んだ。

「そこまでは…。ただ、もう一度昔みたいにデートできればって…」

「結婚生活はうまくいってないの？」

　シンジは目の前にあるコップの中の氷をじっと見つめ、頷いた。

　アヤカはふーっと大きくため息を吐き、気弱そうなシンジを睨んだ。

「あの時、アタシ、あなたに言ったわよね？不幸になるのは目に見えてるって」

「……確かに」

「自業自得よ。あなたはレイを選んだ。あの時あなたは大人の選択をした。だったら最後まで責任を取りなさい」

　シンジの表情にありありと失望の色が現れた。うなだれて完全に下を向き、しばらくそうしていたが、やがて顔を上

げてアヤカを見たシンジはむりやり笑顔を作った。

「そうだね、アヤカ。ごめん。変な事を言って。今言ったことは全て忘れてよ。ただ、これからも友達でいてよ。いい

だろ？」

「そうね」

「さて、僕もそろそろ行こう。引き止めてごめん」

　シンジは微笑してさばさばした態度で立ち上がり、伝票を取った。が、アヤカは座ったままだった。

「待って」

　今度はシンジが立ち止まる番だった。アヤカは誰もいない正面を向いたまま言った。

「いいわ」

「ん？」

　アヤカは振り返ってシンジを見た。真剣な眼差しがシンジの視線とぶつかった。

「アタシ、あなたともう一度付き合う。自分を偽りたくないわ。今日、あなたに会ってはっきり分かったの。アタシは

まだあなたが好きなんだって！」

　どん底から這い上がるどころか天まで昇ったような気分で、シンジは席に戻った。勿論満面の笑みを湛えていた。

「じゃ、さっきはどうしてあんなこと？」

　アヤカの口元には彼女の持つ最高の笑みが浮かんでいた。

「ふふ、ちょっとした罰よ。あれくらいで済んで良かったと思って」

　　　　　　　　　　　　　　　　：

　この後、二人は携帯の番号を交換し、次なる密会の約束を交わしたところで第１話の終わりとなる。

　モニターを見つめるレイの視線は厳しい。マナはそんなレイにかける言葉がなかなか思いつかない。

「掲示板を見てみましょう。何か書き込んでるかも知れない」

　レイはＢＢＳと書かれたボタンをクリックした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

〔１０５８〕投稿者　間部瀬博士　　２０２８．８．１２．　１７：３６

題　名　ごぶさたですぅー

最近は暑くてかないませんねー。うちも早くクーラーが欲しいよー（涙）。

暑さに参っている僕ですが、小説の方はとんとん拍子に進んでおります。

近日中にお目にかける予定ですのでご期待下さいねーｗ。

次回はナントナント、あの超大作のパロディーです！

首を長くして待っててくださいねーｗ。そんな人いないか（爆）。

　ＲＥＳ：投稿者　ｍｉｋｅ　　２０２８．８．１３．　００：１５



　おひさです。本当に最近の暑さは異常ですね。

先日はとうとう東京タワーが曲がってしまったそうですが、先行き心配です。

　＞近日中にお目にかける予定ですのでご期待下さいねーｗ

そうですか。次回こそまともな、読むに堪える小説であることを祈っています。

〔１０５７〕投稿者　ｓａｌ　　２０２８．８．７．　２０：０４

題　名　こんばんは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「猿だわ！」

「どれどれ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

みなさん、ｍｉｋｅさん、今晩は。ｓａｌと申します。

私のデビュー作、いかがでしたでしょうか。

小説を書くのは初めての経験で、拙い面も沢山あると思いますが、どうか暖かい目で見てやってください。

この作品の登場人物は私の友人達をモデルにして作りました。

あ、でも勿論私はアヤカではありませんし、不倫もしていません（笑）。

登場人物の性格づけを実在の人物に合わせたということです。

次回以降も頑張って書きますのでよろしくお願いしますね。

感想送ってくれたらうれしいです。

　ＲＥＳ：投稿者　ｍｉｋｅ　　２０２８．８．８．　１５：５９

　こちらでは初めまして。当サイトの管理人ｍｉｋｅです。

投稿ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

　＞小説を書くのは初めての経験で、拙い面も沢山あると思いますが、どうか暖かい目で見てやってください

　ほう、初めてですか。それにしてはなかなか良く出来ていると思いますよ。

頑張ってどうか最後まで続けてください。今後が楽しみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「やっぱりモデルがいると言ってる」

「完全に決まりね」

「アスカがこんなことを考えてたなんて…」レイはモニターを睨み据えて奥歯を噛んだ。

マナはこんなに怒ったレイを見たことがない。無理もないと思う。信じていた友人に裏切られたのだから。とりあえ

ず慰めの言葉をかける。

「ひどいよねー。女の嫉妬って怖いねー。でも、実際シンちゃんと浮気してるんじゃなくて、願望を書いただけだと思

うよ。とは言え、危険があることは確かね。あんな女とはさっさと絶好しちゃいなさいよ。もう碇家の敷居は跨がせな

い方がいいわ」

「そうね。あなたの言う通りだわ」

　レイは赤く怒りに燃えた視線をモニターに投げつけ、パソコンの電源を落とした。

　それからマナは半時間ほど、しきりにレイを慰めて帰った。

　残されたレイは家事が手に付かず、ソファに座りながらこの大事件について思いをめぐらす。

　おのれアスカ。どうしてやろうか。色々な報復手段が現れては消えた。うちに呼んで雑巾の絞り汁が入ったお茶でも

飲ませてやろうか。下剤もいいかも知れない。いっそ睡眠薬で眠らせて裸にし、恥ずかしい写真を取りまくり…。闇討

ちはどうかしら。アスカは強いから返り討ちに遭う危険性が高い。やはり搦め手から攻めたほうが…。

　どんどん思考が危ない方向に向かっているのに気づき、レイは頭を振った。私はそんなキャラクターになっちゃだ

め。

　そうして小一時間考え続けたレイにとんでもない案が浮かんだ。

　そうだわ。向こうが小説で来るならこちらも小説で返すべきよ。目には目を。小説には小説を。それが正当かつス

マートなやり方。

　なんと自分も小説を書いてアスカに反撃しようというのである。

でも小説と言ってもどんな筋にすればいいかしら。レイはじっくりと物思いに沈む。しばらくしてあるひらめきが生

まれた。



　アスカ、あなた、シンジと結婚したかったのね。いいわ。結婚させてあげる。ただし小説の中でね。

　漠然とだが、ストーリーがレイの頭の中に作られた。発端が生まれ、それが次第に発展し、クライマックスが形作ら

れる。細かい部分を検討し、一つ一つの場面がはっきりとした形になっていく。

すっかり筋が出来上がった時、お腹がぐうと鳴った。レイははっとして時計を見た。もう午後３時近い。空腹も忘れ

て考えに耽っていたのだ。

２．

　女が一人、パソコンの前に座った。夜の８時、食事を終えた女はいつもの余暇の過ごし方をする。この女、山岸マユ

ミはある出版社に勤める独身ＯＬ。二間のアパートで一人暮らしをしている。

　マユミは幼い頃から本が好きで、中学、高校とずっと図書委員を務めるほどの文学少女だった。大学時代は同人に参

加し、短編小説を何本か発表している。（あんなものを発表したのは若気の至りだった、と今では思っている）

　卒業後、趣味を生かして出版社に就職できたのはマユミにとって幸いだった。充実したＯＬ生活を送るマユミだが、

その大人しい性格が災いし、浮いた話は一つもない。

　そんなマユミがインターネットの世界でも小説サイトを好むのは当然のことだろう。今夜もマユミはお気に入りのサ

イトに入って行く。そこは『ｍｉｋｅのＳｔｏｒｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ』。ずっと前からマユミはここの小説が好きで、

よく出入りしている。だが、今夜の来訪にはいつもと違う趣があった。

　そこに一月ほど前に掲載された小説がマユミの心を痛めたのだ。

　ｓａｌ作『真実の愛を求めて』。なんと自分の知人が実名で登場している。

　そう、マユミは中２の時にシンジ達と同級生だったのだ。彼女自身シンジに淡い想いを抱いたのだったが、結局その

想いはシンジに伝わることはなかった。

その後今日に至るまで彼らとの交際は続いている。シンジとレイの挙式にも参列した。そうした和やかな関係が今後

も続くと思っていたのだが。

そこへこの小説である。作者の正体は歴然としている。すなわちアスカだ。

アスカ、碇君と不倫したいのね。そんなの良くないのに……。

友人として気を揉むマユミは、その小説の続きが気になり、今夜もこのサイトを閲覧する。

トップページには更新記録が最新のものを上にして、ずらりと書き込まれている。

２０２８．９．１０．　新規投稿　間部瀬博士さん　ライ麦畑で、つーか、ま、ええて　を公開しました。

２０２８．８．３１．　新規投稿　間部瀬博士さん　失われたポッキーを求めて　を公開しました。

２０２８．８．２５．　新規投稿　ＲＥＩⅣさん　愛と自由への旅立ち　第１回　を公開しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　何気なくこれらを見ていたマユミだったが、中の一行の名前に引き込まれた。

　ＲＥＩ。レイフォー？間部瀬はどうでもいいわ。この前はｓａｌ＝アスカ。次はレイって出来すぎじゃない？でも、

まさかレイが小説なんて。

　マユミは自分の推測の突飛さに思わず頬が緩んだ。

　この人の名前は初めて見るわね。どんなのを書く人なのかな。なんか甘ったるそうな題名ね。ｓａｌさんの続きはま

だないから、取敢えず読んでみようかしら。

愛と自由への旅立ち

　第１回「暑苦しい家」

ｂｙ　ＲＥＩⅣ

「バカシンゴ！何やってるのよ！これ、いつものやつと違うじゃないの！」

　長い金髪、青い目の女が叫んだ。彼女の名はアスカ・バークレイと言う。美貌のテレビタレント、アクション女優と

して大活躍している２７歳のハーフだ。彼女の目の前でうなだれているのは夫の穂刈シンゴ。アスカとは同い年のやや

内向的な青年である。姓が異なるのはアスカの希望で夫婦別姓としたためだ。

「ごめん、アスカ。五十六茶、売ってなかったんだよ。仕方なくあーらお茶にしたんだ」

　シンゴはすまなそうに頭を掻いた。だが、アスカの憤激はまだ収まらない。お茶の入ったコップをテーブルに戻し、

シンゴを睨んだ。

「一番近いスーパーで買物をすまそうとするからでしょうが！なんでヨークドーまで行かないのっ！」



「僕も忙しかったんだよ。ほら、ＵＢＳの磯山さんの接待もしなきゃならなかったし…」

「そんなの、言い訳にならないわ！暇なときに買い置きしておけば済む話でしょ！」

「ごめん。忘れてたんだ…」

　ソファに掛けていたアスカはコップを持って立ち上がった。ここ、バークレイ家の２０畳はある広いリビングをアス

カは早足で厨房に向かった。途中、シンゴに向かって鋭い一瞥を送った。

「これ、捨てるわ」

「あ、僕が別の飲み物を取ってくるよ」

「ほっといて。シンゴ、前にも言ったけど、アタシの仕事はとてもハードなものなの。専業主夫のアンタには分からな

いでしょうけどね。だからオフの時がとても大事なの。もっと気を使って頂戴。いいわね」

「ああ…」

　アスカはぷいっとそっぽを向いてまた歩き始める。そこへ、電話が鳴る音が響く。シンゴは早速その方へ駆け寄る。

「はい、バークレイです。あ、磯山さん。先日はどうも」

　横からいきなりアスカの手が伸びて、受話器を奪い取った。

「あら、磯山さん。お早うございまーす。こないだはどーもー。え、あれから？えへ、ユウコちゃんや山ちゃんたちと

カラオケー。え、まっさかー。そんなのないですよう。あははは。それはそうと、あの志村エリコ、なんとかなりませ

んかぁ？あの子、全然ダメ。科白はかむし、頭悪いし。しかも生意気。『アスカさん、何時引退するんですかー』なん

て言うんですよぉ。いつかシめてやらなきゃ。え、嘘々。なことするわけないでしょー。あははは。それで、用件は？

……明日１０時ね。いいですよう。磯山さんの頼みならいつでもオッケーですから。じゃ、そーゆーことで。どー

もー」

　アスカは無言で受話器をシンゴに返した。ついでにお茶の入ったコップも手渡した。

「そろそろ行くわ。今日はロケで帰りは遅くなるから。勝手に寝てて頂戴」

「この頃ずっとそうだね……」アスカはこの１週間ずっと朝帰りを続けている。

「仕方ないでしょ。日本中のみんながこのアスカ様を拝みたがってるんだから。期待に応えてやらなきゃね」

シンゴは暗めの表情でアスカに言った。「体を壊さないようにしてね」

「分かってるわよ！頼むからその辛気臭い顔やめてくんない？気分が滅入るから」

「ご、ごめん」

　シンゴは慌てて愛想笑いを浮かべた。アスカはふんっと言い捨てて玄関へ向かった。シンゴもその背後に付き従う。

「行ってらっしゃい」

　シンゴの言葉にアスカは無言のまま右手を上げ、ドアを開けて戸外に消えた。シンゴはアスカの姿が消えた後もしば

らくその場に佇み、無機的なドアの表面を眺めていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　マユミはぽかんと口を開けながらここまで読んだ。これ、書いたのやっぱりレイだわ。

　惣流アスカがここではアスカ・バークレイになっている。バークレイはラングレーのもじりに違いない。碇シンジは

穂刈シンゴだ。

　レイがなぜこんな小説を書くの？…あっ、そうか。アスカのあれに対抗しようとして…。あの小説の裏返しをしよう

と言うの？とすると、この先の展開は……。

　この後小説は穂刈シンゴの細々とした日常を描写していく。シンゴは主夫としてアスカを支え、開いた時間は翻訳の

アルバイトをしている。奔放に生きるアスカと、地味な裏方に徹するシンゴなのだが、夫婦の間には隙間風が吹いてい

るというわけだ。そしてマユミの予想通りの登場人物が現れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「はい、分かりました。今行きます」

　シンゴは受話器を置き、早速玄関に向かった。下駄箱に付いた鏡で自分の身なりをチェックした。

　突然の隣家の義父からの呼び出しであった。出張先で買った土産があるから取りに来いとのことだ。シンゴはサンダ

ルを履いて家の外に出た。

隣家と言っても、敷地は同じだ。バークレイ家は、市内でも一二を争う資産家で、１ヘクタールはあろうかという土

地に部屋が十いくつもある豪壮な屋敷を構えている。その敷地に２年前に建てたのが現在シンゴ達が住んでいるス

ウィートホームということだ。スープどころかお茶ですら冷めない距離に住んでいるのである。

シンゴは書斎に通された。窓際にある大机からアスカの父、スティーヴン・バークレイはおもむろに立ち上がった。

長身の義父はシンゴより頭一つ背が高い。その青い目で見下ろされると、シンゴは常に圧倒される気分になる。

「よお、シンゴ君。ご苦労さん。早速だがね、これがアスカへの土産だ」



滞日３０年になるスティーヴンは日本語がペラペラだ。彼は腕に一目で年代物と分かる少女の人形を抱えている。

アスカは幼い頃に母親を亡くしていた。そのせいもあってか、父バークレイ氏は娘アスカを非常に可愛がった。その

甘やかしがアスカの人格形成に影響を与えたのは間違いない。今回のような高価な土産もアスカにしてみれば毎度のこ

とだった。アスカはこの手の人形収集を趣味としていて、既に十指に余る数を保有していた。

「パリで買ったアンティ‐クドールだ。例によって高いぞ。大事にするようアスカに言いたまえ」

「はい、お義父さん。いつもありがとうございます」シンゴは慎重に人形を受取った。

「君にやるのではない。君が礼を言うな」

「いえ、その、アスカに成り代わって……」

「ふん、まあいい」

　バークレイ氏は机に戻り引き出しを開けた。

「アスカは忙しいからな。本来なら直接渡してあいつの喜ぶ顔が見たいんだが、顔を会わす暇がないから、あえて君に

頼んだ。ほら、君にはこれだ」氏は座ったままマカダミアナッツチョコレートの箱をシンゴに差し出した。

「これは君の好物だったな」

「え、ええ、そうなんです！いやあ、うれしいなぁ。ありがとうございます」

　シンゴは引き攣った笑みを浮かべてチョコの箱をうやうやしく受取った。

「ロスの空港で買ったものだ。こんなのですまんな」

「いえ、何を言うんですかあ。僕にはこれで十分ですよお」

　シンゴは卑屈にへらへらと愛想笑いをしている。バークレイ氏はそんなシンゴを見て冷笑を浮かべた。

「呼び出して悪かったな。じゃ、行きたまえ。私は忙しい」

「はい、それじゃどうもありがとうございましたあ」

　シンゴは何度もお辞儀をしながら後退りし、書斎を出た。

　シンゴは人形を大事そうに抱え、義父の家を出た。途端にはーっとため息が出た。どうもあの義父は苦手のようだ。

　自宅へ戻ろうとするシンゴの前に一台の車がやって来た。黒塗りのベンツだ。スティーヴンが経営するバークレイ商

会の社用車で、シンゴも見慣れたものだ。それが、車寄せに停まるのをなんとなくシンゴは見ていた。運転手と共に車

から降りた女にシンゴの注意は引かれた。

　その女の髪の色は蒼かったのだ。

　へえ、変わってらあ。あのカット、前にも見たような。

　女は車のドアを閉め、バークレイ家の入り口を見た。シンゴは彼女から５メートルほどの場所にいた。紺色のスーツ

に身を包んだすらりとした女の姿に、シンゴは息を呑んだ。

　あの赤みを帯びた目。シンゴの脳裏に急速に記憶が甦る。

「綾波？」

　思わず口をついて出てしまった。女ははっとしてシンゴの方を向いた。

　数瞬、沈黙したまま二人は見つめあった。やがて女は信じられないといった口調で言った。

「穂刈君？」

　シンゴは物も言わず、その女のすぐ前に歩み寄った。次に言うべき言葉が中々出てこなかった。それは綾波と呼ばれ

た女も同じだった。

　穂刈シンゴと綾波レイコはこうして再会を果たしたのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「やっぱり！」

　マユミはモニターの前で思わず呟いた。思った通りだ。

レイってばこう来たのね。と、なると後の展開はばればれよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「久しぶり…。こんな所で会うなんて意外だったよ」

「ええ……」

　シンゴとレイコは豪壮な屋敷の玄関前に佇み、実に１０年振りとなる会話を交わした。シンゴは伏目になったレイコ

の顔をまじまじと見つめた。時を経て、かつての少女がすっかり大人になっている。だが、その繊細な線で形作られた

容貌から受ける印象は少女時代とそう変わらない。むしろ、女として成熟したことによって一層輝きを増したようにも

感じられたのだ。

「……あの時、突然転校して行っちゃって……。今までどうしてたの？今何をしてるの？」

　レイコの表情が悲しげに曇ったが、それは一瞬の事だった。無表情にシンゴを見て言った。

「ごめんなさい、穂刈君。今、話してる暇はないの。仕事中だから」



　そう言うと、シンゴを振り切るように玄関に歩み寄り、インターホンを鳴らした。やや間を置いて、綾波です、とイ

ンターホンに向かって言い、ドアに手を掛けた。シンゴはその間、何も言えず見守るだけだった。

　レイコはドアを開けてシンゴの方に振り向いた。

「私ね、穂刈君、バークレイさんの秘書なの」

　シンゴは驚いて口をぽかんと開けてしまった。

「アスカと結婚したのね。遅くなったけど、おめでとう」

　その言葉を最後にレイコは屋内に消えた。その間際にレイコがかすかに微笑んだのを、シンゴは確かに見た。シンゴ

はその場に突っ立ったままバークレイ家の荘重な扉を見つめた。しばらくして「ありがとう」すら言えなかったことに

気づき、激しく後悔した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　マユミは無我夢中で読み進める。

この後は、シンゴの回想シーンになる。要約するとこうだ。二人は同じ高校に通い、相思相愛の仲になった。アスカ

は彼らの同級生だ。ところが、二人の恋に突然の終わりがやって来る。綾波レイコは２年生の夏休み中ふいに転校し、

シンゴの前から姿を消したのだ。シンゴは悲しみに沈み、無気力な毎日を過ごすが、その心の隙間を徐々に埋めていっ

たのがアスカなのだ。それから今日に至るというわけである。

レイコさん、悲劇のヒロインてことね。うーん。あの人には合ってるわ。

　この日からシンゴの心の生活は狂おしいものになる。義父がアスカにくれたフランス人形を見ては、レイコの事を思

い出す。高校時代の甘く懐かしい思い出が何度も何度も甦ってくる。初めてのキス。胸に触ろうとして拒否されたとき

の狼狽……。そのレイコが自分の身近にいる。

　シンゴは再びレイコに恋をしてしまった。

　しかし、今は人気タレント・アスカの夫である。許される恋ではない。シンゴは引き裂かれる思いに苦しみ惑うので

ある。

　まあ、そこは小説であるから、ちゃんとお約束通りに展開するのだ。

　場面は変わってバークレイ家のホームパーティである。この辺り、米国人のスティーヴンらしいところだ。タレント

のアスカが参加することも手伝ってバークレイ家は大賑わいだ。シンゴも刺身のツマのように参加している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　シンゴは壁際に突っ立ってちびちびとウィスキーの水割りを舐めた。バークレイ家のホールは人で一杯だが、その中

でもアスカの回りは人だかりが著しい。彼女は今、シンゴとは反対側の壁際の席に座り、十人あまりの男達を相手に芸

能界の裏話を聞かせている。ときどきどっと笑い声が起き、彼女の周囲は楽しげな雰囲気である。一方のシンゴはと言

えば話す相手もなく、寂しく回りを眺めやるばかりだ。

「シンゴ！シンゴ！」

　突然、アスカがシンゴを呼んだ。シンゴは弾かれたようにアスカの下に馳せ参じた。

「なんだい、アスカ？」

「アンタ、暇そうだから、用事を頼むわ。ほら、アタシの部屋に青い表紙のアルバムがあるでしょ？あれ、取って来

て」

「ああ、あれね。いいとも。ちょっと待ってて」

　こんなときも愛想笑いをたっぷり浮かべるシンゴである。長い間に身に付いた習性だ。

　シンゴは駆け足で自宅に戻り、アルバムを取って家を出た。本宅のホールに近いので、裏道を選んだ。石畳の道路が

隣まで続いている。先程まで酒の臭いと人いきれに浸かっていたシンゴには夜風が気持ち良かった。空は良く晴れ、満

月が煌々と光りながら中天に掛かっている。

　本宅まであと少しというところで、ふいにシンゴは足を止めた。

　バークレイ家の奥は広い庭になっており、池やプールまである。その庭の大半を占める芝生の中央に、佇んで月を見

上げる女がいる。

　シンゴは月の淡い光の中に立ち尽くす美しい女の姿に息を呑んだ。

　それは、数日前に再会を果たした綾波レイコだとすぐに分かった。

「綾波！」シンゴは今の自分の立場を忘れて声を掛けた。

　レイコははっとしてシンゴの方を振り向いた。目が大きく開かれ、ルビーのような紅い瞳がシンゴを射抜いた。

「穂刈君……」

　シンゴはすぐさまレイコに駆け寄り、二人は間近に向かい合った。



「綾波、会いたかった」

「…………」

　情熱を込めて語り掛けるシンゴだったが、レイコは視線を逸らし、何も言わない。

「驚いたよ。なんでここに？」

「……仕事なの。バークレイさんに届けるものあって。ここで待ってるように言われたの」

「すごい巡り会わせだね……」

　シンゴにはこれが単なる偶然ではなく、神の引き合わせのようにも感じられた。何かしら運命的なものが二人を結び

つけているのではないのか。

「あれからずっと君に会いたいと思っていたんだ。こうして話がしたかった」

「…………」

「ねえ、どうして転校しちゃったの？今までどこで、何をしてたの？」

「…………」

「綾波、何か言ってよ……」

「……ごめんなさい」

　レイコは顔を上げ、シンゴの目を正面から見つめた。

「私たち、こんな風に話していてはいけないわ。あなたは有名人の夫じゃないの」

　この瞬間、穂刈シンゴの頭の中にアスカは存在しなかった。打算も計算もない。レイコへの情だけが渦巻き、想いが

躊躇いもなく口をついて出た。

「構うもんか！僕はこの数日、どんなに君と会いたかったか。話したいことが沢山あるんだ。君の声を聞きたいん

だ！」

「何を言うのよ」

　レイコは悲しげに顔を歪め、シンゴに背を向けた。

「穂刈君、もう駄目なの。あなた、アスカの夫でしょ。アスカが悲しむようなことはしないで」

　シンゴはとうとうレイコの肩に手を掛けた。

「そんなことはどうでもいい。ねえ、こっちを向いて顔を見せて」

「……駄目よ。あなた、あっちに行かなきゃならないんでしょ。アスカが変に思うわ」

「……うん。じゃ、じゃ、もう一度どこかで会おう。頼むよ」

「駄目なの！」

　レイコは振り向き、シンゴを見た。その紅い目には大粒の涙が溜まっていた。

「私、もう、あなたの前に出られる体じゃない」

　言うなり、レイコはシンゴの手を振り切って駆け出した。急速にレイコはシンゴから遠ざかり、やがて木々の間に隠

れてしまった。一人残されたシンゴは、レイコの言葉の衝撃に打ちのめされ、呆然として立ち竦んでいた。

　アスカの友達で、同じ事務所に所属するタレントの洞木ミツコは、酔いの回った頭を冷やそうと庭に出て来た。後方

からは賑やかな笑い声やＢＧＭが聞こえてくる。庭園灯に照らされた豪勢な庭を感嘆しながら見回すミツコだったが、

そこで意外な情景を見つけて目を瞠った。

　穂刈シンゴが見慣れない女の肩を掴んで何かを必死に訴えている。

　あれ、アスカのダンナじゃない。誰よ、あの女。

　女はシンゴの手を払って、逃げるように去っていく。シンゴはその場で腕を差し伸べた姿勢のまま固まっている。

　あれえ、今のってあの女に言い寄ってたのよねえ。シンゴだっけ。中々発展家じゃない。ミツコの表情が次第に険し

くなった。親友の夫が不倫に走ろうとしている。ミツコの胸中に義憤が芽生えた。アスカを裏切るなんて許せないわ。

ただじゃ済まさないからね。ミツコは怒りを込めてシンゴを見つめた。

（続く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　マユミはううむと唸って、小説を閉じた。

　レイもやるわね。アスカを徹底的に性格ブスにしてるわ。アスカも当然これを読むんだろうな。アスカ、どう思うか

な。でも、こんなの良くないわよね。碇君に教えてやった方が……。

　マユミはしばらく考えて、頭を横に振った。

　こんな面白いことって滅多にないわ。当分、静観して楽しんじゃおっと！


