
（小説「ネット小説」その２）

３．

　マユミはそれから毎日のようにこのサイトをチェックし続けた。だが、ｓａｌとＲＥＩⅣの小説は一向に掲載されな

かった。前回のＲＥＩⅣの反撃によって、気づかれたと思ったｓａｌは撤退したのかも知れない。そう思い始めたマユ

ミだったが、ある日ついにｓａｌの第２弾を見出したのである。

真実の愛を求めて

第２話「迫り来る魔手」

ｂｙ　ｓａｌ

　一人の青年が、きょろきょろと周囲に気を配りながら、夜８時を過ぎたホテルのロビーを歩いている。スーツに身を

固めたその姿は会社帰りを思わせる。ただ、手にする花束が、彼が今この場にいる目的が、人と会うためであるという

ことを物語っていた。

その男、碇シンジは心臓を高鳴らせながら、エレベーターホールへ急いだ。その頭の中はこれから会う相手、緋柳ア

ヤカのことで一杯だった。最初に掛ける言葉、アヤカの態度、それに対する自分の反応、など無数のシミュレーション

が既にシンジの中で行われていた。

エレベーターの中でもシンジは夢想する。その中身は直接的な、アヤカの姿態についてのものになっていた。興奮が

高まっていくのを感じたシンジは、落ち着かなければと、一つ咳払いをして、目を瞑った。

１２階でエレベーターを降りたシンジは、ことさらにゆっくりとアヤカの待つ部屋へ歩いた。ここであせってしく

じってはならない。

部屋のドアをこつこつとノックする。中から「はい」とかすかに声が聞こえ、人が近づく気配がする。シンジの心臓

が大きく鼓動する。

ドアは勢い良く開け放たれ、緋柳アヤカの美貌と、均整の取れた肉体がシンジの前にあった。シンジはどうにか余裕

を見せてにこりとアヤカに笑いかけた。

「アヤカ、会いたかった」

「アタシもよ。シンジ」

　アヤカの行動はシンジの予想を越えていた。いきなり顔を近づけてシンジの頬にキスをしたのだ。アヤカの意外な積

極性がシンジを有頂天にした。

　二人は慌しく部屋の中に入った。数瞬、初々しい少年少女のように黙ったまま向き合った。二人共赤い顔をしてい

た。

「これ、気に入るかな？アヤカの好きな胡蝶蘭だけど」

「まあ、アタシの好みを覚えていてくれたのね。うれしい」

　シンジは花束を差し出し、アヤカは心から嬉しそうに受取った。しばし、その花を眺める。

　その間、シンジはアヤカの全身を眺めた。紫を基調としたワンピースに身を包んだその姿、豊かな金髪の髪とその下

の愛らしい容貌を、改めて美しいと思った。

　アヤカはその花束をテーブルの上に置いた。そこには２個のグラスと、氷の詰まった容器に入ったワインのボトルが

ある。ラベルに書かれた文字はフランス語らしく、シンジは意味が分からなかったが、文字面からボルドーだな、と当

たりをつけた。

「飲む？」

　アヤカは妖艶な眼差しをシンジに向けて言った。シンジはじっとアヤカを見つめて頷く。その時、喉はからからに乾

いていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　いきなりそういうシーンにしましたか。大人の恋だわねえ。この後、どこまで行くのかな。わくわくしちゃう。

　この不倫カップルはしばらくワインを飲みながら大人の会話をする。そのうち、互いの視線が絡まり、手を握り合

い……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　シンジとアヤカは互いの目を見つめ合った。言葉はとうに途切れ、握り合う手の力が強くなった。だんだんと顔と顔

が近づき、やがて密着した。唇と唇が接し、すぐにアヤカが舌を求めてきた。直ちにシンジはそれに応えた。シンジも



アヤカもすでに情欲に支配された獣に成り果てた。

　２分後、二人は折り重なるようにベッドに倒れこんだ。シンジは右手でアヤカの胸をまさぐりながらキスの雨を降ら

せた。アヤカはその手に自分の手を重ね、じっと欲望にけぶった目でシンジを見た。阿吽の呼吸でシンジは体を離し

た。アヤカは体を起こし、シンジに背を向けた。

「ファスナー……」と、かすかな声が言った。シンジは無言でアヤカの指示に従う。背中の肌が少し露になり、ブラ

ジャーの紐が見えた。シンジはごくりと生唾を飲み込む。

　アヤカは立ち上がり、一気にワンピースを脱ぎ捨てた。蝶をあしらった上下揃いの下着に身を包んだ半裸のアヤカが

シンジの眼前にいる。そうしてベッドに横たわりシンジを見つめるその目は、情熱を孕みつつシンジの官能を燃え上が

らせるのである。

＊

　シンジとアヤカは共に天井を眺め、先程まで繰り広げられた官能遊戯の余韻に浸っていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「肝心な所は省略う！？」

　マユミはどきどきしながら読み進んでいたのに、肩すかしをされて、がっかりしてしまった。

　まあ、官能小説じゃないんだから、いいけど。でも、一般小説でも普通もっと書くわよねえ。サービス精神てものが

ないわよ。

　こうしてシンジとアヤカは一線を踏み越え、不倫の泥沼にはまり込んで行くのだ。

　かつての青春の日々を取り戻したかのように、二人は甘い逢瀬を繰り返す。シンジにとっては、妻への裏切りという

苦い罪の意識を抱えてのものであったが。

　場面は変わって、碇レイが一人自宅にいる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　レイは食卓の椅子に腰掛け、頬杖を付きながら物思いに耽っている。

　……この頃夜の生活はご無沙汰。

　……昨日も疲れてるって言って抱いてくれなかった。

　……大丈夫かしら。シンジの体調が心配だわ。

　……私がしっかり彼の健康管理をしなきゃ。

　……そうだわ。今夜は精が付くようにニンニクラーメンにしましょう。私は勿論チャーシュー抜き。その分、シンジ

の方にはチャーシューを沢山乗せてあげるの。

　実の所、三日前もニンニクラーメンだったのである。レイは週に一度はニンニクラーメンを作っているのだ。シンジ

がそのことを言うと、「好きだから……」と一言だけ返した。シンジはそれ以上何も言えなかった。

　その時、リビングの電話が鳴った。レイはいそいそと受話器を取った。

「はい」

『あ、アヤカ。今日の約束だけど、３０分程遅くなるんで……』

　それは聞きなれたシンジの声に違いなかった。レイは思わず問い返した。

「シンジ？」

　一瞬間を置いて唐突に電話は切れた。

　レイは受話器を耳に当てたまま立ち尽くした。平穏に安定していたはずの世界が、いきなりぐらついたような感覚を

覚えていた。

　時が止まったかのように静止していたレイだったが、やがてくっくっと忍び笑いを洩らした。

「シンジったら、馬鹿みたい。間違えて掛けちゃったんだ……」

　碇シンジの額から汗が流れ落ちた。暑さのせいではない。その時シンジは冷房の効いたオフィスの廊下にいたから

だ。携帯電話を持つ手がぶるぶると震えた。パニックに陥りかけたが、必死に冷静さを取り戻そうとする。考えろ。考

えろ。考えろ……。うっかりミスから、自ら浮気をばらそうとしたのだ。何とか修復の途はないか、シンジは懸命に考

える。どうごまかすか。

しばらくして一つ深呼吸をし、再び自宅へ掛けた。だが、レイは中々出ない。呼び出し音が続く。シンジはごくりと



唾を飲み込んだ。

「ああ、レイ？僕だよ」

　やっとレイが出た。ことさらに声を明るくする。

「さっきはごめん！びっくりしただろ？アヤカに掛けるつもりで間違えちゃってさ。いやね、大したことじゃないん

だ。アヤカの会社ってうちのお得意さんでね。この前、転勤の挨拶に来た時はびっくりしたよ。懐かしかったなあ。

………うん。………うん。それで今日も商談で会うことになったってわけ。……何言ってんの。二人だけで会う筈ない

じゃない。……黙っててごめん。君に余計な心配を掛けるんじゃないかと思ってさ。そういうわけでなんでもないか

ら。ね、気にしないで。……ごめん、ほんとごめん。……今日は早く帰るよ。……うん、愛してるよ。じゃあね」

　シンジは携帯を切って目を瞑り、はぁっと息を吐いた。これでうまくごまかせたに違いない。だが、レイにアヤカの

存在を教えたのはあってはならないミスだった。これで浮気がばれる危険性は格段に増した。これからはもっともっと

慎重にやらなければと心に言い聞かすシンジであった。

　レイはかすかに微笑みを浮かべて受話器を戻した。どうやら単なる勘違いだったようだ。久しぶりに聞く愛の言葉も

嬉しかった。早く帰って来るのも楽しみだ。今宵はこの話をネタに盛り上がるだろう。

機嫌が戻ったレイは足取り軽く家事に戻る。シンジの背広をクリーニングに出すことにしていた。クローゼットを開

けて灰色の背広を取り出す。三日前までシンジが着ていたものだ。レイはその背広を掲げて染みがないかどうか調べ

る。

レイの手が止まった。その襟に挟まった異物が注意を引いた。

一本の髪の毛がある。特徴的なのはその色だった。レイはそれをつまみ出して観察した。それは１０センチほどの長

さがあり、明らかに女のものだ。

日本人のものではない赤みがかった金髪。あの女の色。

再度の衝撃がレイを襲った。

レイは全てを覚った。それをつまんだまま身じろぎもしなかった。やがて大粒の涙がぽとりと一つ床に落ちた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

おやおや。マユミは意外な展開の速さに唖然とした。もうばれちゃいましたか。こうなるとは思わなかったな。もっ

と甘いシーンが続くかと思ったのに、イタモノになったわよ。でも変ね。アスカが書くとしたら、浮気がばれないよう

に書くんじゃないかしら。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「ただいまあ」

　シンジの明るい声が碇家に響いた。夜の７時、シンジの帰宅としては異例の早さだ。

「いやあ、今朝はごめん。びっくりしただろ？」

　シンジは声をかけながらリビングに入った。その声はあくまで明るく、大きめに。

「おかえりなさい」

　レイも微笑んでシンジを迎えた。普段と変わらない態度だ。

「僕もレイの声が聞こえてあせった、あせった。パニック状態だったね。内容が内容だったし」

「……今日は早いのね」

「こんな日もあるよ。高田屋のケーキ、買ってきてあげたよ。好きだろ？」

　シンジはビニール袋に入った四角い箱を掲げて見せた。

「……嬉しいわ」

「後で食べようよ。で、今日のおかずは？」

「……オムライス。その前にお風呂に入って。今、作るから」

「オッケー」

　シンジは気分上々といった感じに見せつつ、着替えを始める。レイの一挙手一投足から、発覚の可能性を探るシンジ

だったが、これまでのところ特に異変は感じられない。凌ぎ切ったようにも思えるが、まだ油断は禁物と心を引き締め

る。

　風呂から上がったシンジはパジャマに着替えて食卓に着いた。食卓にはオムライスやスープなどの料理が並び、冷え

た缶ビールも置いてある。シンジは早速缶の飲み口を開けて、ごくごくと飲んだ。

「ぷはーっ。風呂上がりのビールはいつ飲んでも最高だねえ」

「そう。良かったわね」

　そう言いながらレイも食卓に着いた。平日では久々に取る二人揃っての夕食である。

「こうやって、休日でもないのに差し向かいで食べるのも久しぶりだね」



「……そうね」

「いつもこうだといいんだけど、そうもいかない。ごめんよ」

「……もう慣れてるから」

「で、アヤカのことだけど」シンジは自分からアヤカの事を話すことに決めていた。その方が自然だと判断したのだ。

「アヤカがうちの社に挨拶に来たときはびっくりしたなあ。彼女、股下電器に勤めてるのさ。で、もう課長代理って言

うんだから凄い。大したもんだね」

「……その通りね」

「すっかりキャリアウーマンって感じだよ。学生の頃の面影はまだ残ってるけどね。いい女になってたよ。あれから随

分経ったからねえ」

「……みんな歳を取ったわ」

「お互い話が弾んで、商談がスムーズに行ったよ。持つべきものは友達だね」

「……良かったわね」

　ここまでのところ、レイの態度は普段と変わらない。シンジの警戒心は徐々に薄れてきた。喉を通り過ぎるビールが

やたら美味く感じられた。後は寝室でレイを抱けば完璧と思っている。

「そんなわけで、僕とアヤカはこれからも会う機会はある訳だけど、心配しないで。あくまでも仕事上の付き合いなん

だからさ」

「……当然だわ」

　シンジとレイは夫婦の会話をしながら、夕食を片付けていく。すっかりリラックスしてしまったシンジは二本目の缶

ビールに手を付けた。

「アヤカ、まだ、例の髪留めをしてるの？」レイの方も今夜は口数多く、いろいろシンジに尋ねるのだ。

「ああ、あれかい？いや、さすがにあれはしてなかったな」

「そう。そう言えばあの人、胸に大きな黒子があるのよ。知ってる？」

「ああ、あれね。あれは目立つ……」

　ビールの缶が口元で止まった。心臓が早鐘のように鳴った。致命的なミスに気づいたのだ。表情は緊張に満ちたもの

に一変し、視線はレイから離れたところを彷徨った。

「どうしてそんなことが分かるの？」

　レイの口調には底知れない冷たさがあった。シンジを見つめる視線は怒りを孕んで鋭かった。

「確かにアヤカの胸には黒子がある。でも、それは普通にしていれば見えない位置にある。教えて、シンジ。いつどこ

でどうやって、それを見たの？」

　シンジの額から脂汗が流れた。視線は右に左に動いて落ち着かず、返事は一向に出てこなかった。

「……アヤカと寝たのね」

　レイの冷厳な断定に、シンジは追い詰められた。缶をテーブルに置き、居住まいを正してレイに向き直った。そして

テーブルに両手をついて深々と頭を下げた。

「すまないっ！レイ、許してくれっ！」

　シンジはテーブルに額を付けてレイの言葉を待った。シンジにとって、つらく長い時間だった。

「……アヤカが好きなの？」

　やがてレイの冷ややかな声が聞こえた。シンジの内面に葛藤が渦を巻いた。数刻、沈黙がその場を支配した。やがて

シンジはゆっくりと体を起こした。だが、レイの顔を見ることはできなかった。真実を告げることが辛かった。

「……僕はアヤカが好きだ……」

　がたん、と大きな音がし、シンジは驚いた。レイが急激に立ち上がったのだ。シンジはレイの顔を見て、恐怖に捉わ

れた。

　かつて一度も見たことがない怒りに満ちた顔つきだった。それはさながら幽鬼とも夜叉とも形容しうるものだった。

「……許さない……」

　シンジも立ち上がった。椅子が後ろに倒れ、また大きな音が立った。おびえながら、そのまま一歩後ろに下がった。

　レイはくるりと向きを変え、台所に向かった。流しに辿り着くと、荒い桶の中に手を入れた。

　レイが掴み出したものを見て、シンジは悲鳴を上げた。

　先の尖った切れ味の良い包丁。それをこちらに向けてレイが迫ってくる。

　身の危険を感じたシンジは出口に向かって後ずさった。

「……落ち着けよ、レイ。ね、話し合おうよ……」

「……シンジ、私を裏切った……」

　そう言うレイの顔はもはや別人のようだった。その顔を歪ませているのは明白な殺意に違いなかった。シンジはう

わっと叫び、玄関に突進した。サンダルを突っかけ、外へ飛び出した。エレベーターを待つなど問題外だ。非常階段を



無我夢中で駆け下り、マンションから出て、そのまま息が切れるまで走り続けた。

　立ち止まったシンジは膝に手をついてぜいぜいと息をした。おそるおそる自宅の方向を振り返った。住宅街の街路は

街灯の灯りに照らされて静かだった。シンジはそのまま闇の向こうに目をこらす。視線の先に何の変化もない。

おそらくレイは追うのを止めたのだろう。そう推測したシンジにようやく考えを巡らす余裕が生まれた。

文字通り着の身着のまま脱げ出してきた。どこかに行くにも財布がなければ身動きが取れない。携帯も置いてきたか

ら誰とも話せない。アヤカの家もここからは遠く、歩いて行ったら着くころにはとっくに日付が変わっているだろう。

シンジはその場を歩き回りながら懸命に考えた。悩み、躊躇いながら辿り着いた結論はマンションに戻ることだっ

た。シンジにはレイが本気で自分を刺すとは考えられなかった。腕時計を見る。あれから３０分は経った。もう落ち着

いた頃に違いない。

戻って謝ろう。土下座してもいい。謝って、謝って、分かってもらおう。既に心はアヤカにあること。すまないとは

思う。だが、このまま結婚生活を続けてもお互い不幸になるだけだ。これらのことを言葉を尽くして分かってもらお

う。

そう決意したシンジは今来た道を戻り始めた。足取りは重く、様々な思いがシンジの脳内で渦を巻いた。

　マンションに戻ったシンジは玄関にある操作盤の前に立ち、自分の部屋番号を押した。しかし、いくら待っても反応

はなかった。再度同じ手順を踏んだ。だが、返ってくるのは静寂のみ。出入り口のドアは固く閉ざされたままだ。シン

ジは次第にあせりを覚えてきた。レイは自分を締め出すつもりなのか？

　その時、顔見知りのおばさんがやって来た。シンジの部屋から一つおいて隣に住む気のいい女性だ。シンジはうっか

り鍵を持たずに外出したことにして中に入れさせてもらった。

　おばさんと別れて部屋の前に立ったシンジはドアノブに手を掛けた。それは何の抵抗もなく動いた。鍵は掛かってい

ない。

「レイ？」恐る恐る声を掛けながら、シンジはドアを開ける。

　内部は真っ暗だった。

　冷たい汗がシンジの背に流れた。向こうからいきなりレイが襲ってくるような予感に捉われた。それでもシンジは勇

気を奮い起こして中に踏み込んだ。

　腕を伸ばして壁のスイッチを探り、灯りを点けた。そろそろと廊下を進んだ。もう一度「レイ？」と呼んでみた。

　暗いリビングに立ったシンジは恐怖と戦わなければならなかった。レイが闇の中から突如迫ってくるような気がし

た。ようやく蛍光灯のボタンを探り当てた。リビングは明るくなったが、レイの姿はなかった。

　それからシンジは全ての部屋を調べた。レイはどこにもいない。

　シンジは途方に暮れてリビングのソファに沈み込んだ。レイは一体どこに行った？また多くのことを考えなければな

らなかった。結局その夜は一睡もせずレイの帰りを待ち続けた。

（続く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「なるほどねえ」

　ｓａｌの意図が見えてきた。レイを危ないキャラクターに仕立ててこき下ろし、自分を引き立てようというわけだ。

マユミはよくここまで知り合いを悪く書けるものだと呆れ返った。

　やり方が一層過激になったわ。レイの反応が見ものよね。早く次回をアップしないかな。

　マユミの願いはわずか３日後に叶った。「愛と自由への旅立ち」第２回の登場である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

愛と自由への旅立ち

第２回「交差する想い」

ｂｙ　ＲＥＩⅥ

　レイコはバークレイ商会の秘書室で、一人パソコンの前に座り、キーボードを叩いている。ワープロソフトで文書を

作っているのだが、指の動きは滞りがちで、普段のような速さではなかった。さっきから隣の社長室が気になってい

る。



　アスカが父親と会っているのだ。

　今から３０分程前、事前のアポイントもなく突如としてアスカが現れた。彼女が父の会社に来たことなどこれまで一

度もなかった。秘書室を通る途中、アスカはきっとレイコを睨みつけた。お茶を出しに行ったときも彼女が不機嫌なの

がありありとしていた。レイコはいやな予感がした。

『綾波君、ちょっと』インターホンから社長の声が出てきた。

「はい」

　レイコはすくみながらも立ち上がり、直ちに社長室に向かった。

「君は穂刈君とどういう関係なのかね？」

　バークレイは事務机から鋭い目つきをしながらレイコに問いかけた。レイコはその前に直立不動で突っ立っている。

アスカは応接セットから冷たくレイコを見ている。

「ご質問の趣旨が分かりませんが」レイコは無表情に答えた。

「君がこの前私の家に来たときに、君と穂刈君が会っているのを見た人がいるそうだ」

「確かに会いはしました。ですが、全くの偶然です」

「ほう、どんな話をした？」

「懐かしいとか、今どんなことをとか、ごく当たり前の話です。彼とは高校時代同級生でしたから」

「嘘だわ！」

　突如、アスカが叫んだ。怒りに燃えた目でレイコを睨んだ。

「ミツコはどう見てもシンゴがアンタに言い寄ってたって言ってるのよ。アンタ、途中で逃げ出したそうじゃない。シ

ンゴをかばわなくていいわ。正直に、ありのままを言いなさい！」

　レイコの心中に怒りが湧き上がった。アスカは元同級生だが、上役でもなんでもない。自分に命令できる立場ではな

いはずだ。だが表情は微塵も変えなかった。アスカの方は見向きもせず、上司に答えた。

「その人はどこから私たちを見ていたのですか？私たちの声が聞こえたのでしょうか？それからあの場所は灯りから離

れていました。そんな暗い場所にいた私たちの行動を正しく把握できるものでしょうか？」

　凛とした態度でレイコは反論した。それがアスカの怒りを助長した。アスカは立ち上がりレイコの間近に迫った。

「何ですって。この人形女！しゃあしゃあと良く言うわね！シンゴをかばおうってのね！ははあ、分かった。アンタま

だシンゴに気があるんだ。へぇえ」

「黙りなさい、アスカ。質問しているのは私だ」

　バークレイが不機嫌そうにアスカを制した。アスカは仕方なく口を噤み、腕を組んだ。

「では訊こう。君が走り去ったのは何故かね？」

「車の中に社長に届ける例のものを置き忘れたのに気づいたからです。慌てて車に取りに戻ったのです」

「ふむ、それなら辻褄があう」

　バークレイは納得顔になった。アスカはそれに不満を覚えた。

「ちょっと待ってよ、パパ。こいつら絶対怪しいって」

「待ちなさいアスカ。そう簡単に決め付けちゃいかん。人の一生を左右することだからね」

　いたって冷静にバークレイは答える。アスカは口を尖らせて黙りこんだが、やがて言った。

「とにかくこの女、早いとこクビにしてよ」

「なっ……」レイコはあまりの言葉に怒りを込めてアスカを睨んだ。アスカも今にも掴みかからんばかりにレイコを睨

み付けた。

「落ち着きなさい、アスカ！おまえに社の人事に口を挿む権利はない！」

　バークレイの一喝にもアスカは動じなかった。

「何さ、何さ！大体、パパがこの女を家に呼んだのが事の発端じゃないの！この女とシンゴとアタシが、昔どんな関係

だったか知ってるくせに！なんで、そんなことしたのよ！」

「それについてはさっきも謝っただろう」バークレイはうんざりという顔になった。

「綾波君、聞いての通りだ。もう君を家に呼ぶことはない。君も家に近づくな。いいね」

「勿論です」レイコは冷静に答えた。

「と、言うわけだ。アスカ。さ、もう行きなさい」

　アスカは目を血走らせて歯噛みしている。握り拳が震えている。

「分かったわよ、パパ。レイコ。行く前に一言言わせてもらうわ。シンゴはとっくにアタシのものよ。アンタに指一本

触れさせやしないから。いい、アタシはスターなの。今も伸び盛りのね。ゴシップもスキャンダルもごめんだわ。その

辺よっく頭に叩き込んどいて」

　それがあなたの本音なのね、アスカ。レイコは口元に微かな笑みを浮かべた。



「何よ、その顔は」

「別になんでもありません」

　ぱん、と甲高い音が部屋に響いた。瞬間、レイコの頬に痛みが走った。アスカの平手がレイコの頬を打ったのだ。

　アスカは鬼の形相でいる。レイコは身じろぎもせずその場に立っていた。バークレイはどん、と両手で机を叩いた。

「止めなさいっ！」

　バークレイの大音声がレイコに掴みかかろうとするアスカの動きを止めた。アスカは気まずそうに父の方を見た。

「今すぐ出ていけ。綾波君、君もだ」

「分かったわ」アスカはレイコを一睨みし、さっと向きを変えて出口に急いだ。レイコもその後に続いた。二人が部屋

から消え、社長室に静寂が戻った。バークレイは椅子の背凭れによしかかり、天井を見上げてふうと息を吐いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「やな女ぁ」

　マユミは苦笑いを浮かべてひとりごちた。アスカの悪い部分を拡大してるわ。それにしても面白い喧嘩よねぇ。

　場面は変わってレイコが一人寂しく暮らす夜のマンションである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　冷凍食品と白米だけの粗末な夕食を終えたレイコは、いつものようにソファに横になり文庫本を広げた。長年一人で

生きてきたレイコの数少ない趣味の一つが読書だった。彼女の目は活字を追っているが、その内容は今一つ頭に入って

来なかった。昼間のアヤカの件が閉じ込めても閉じ込めても溢れるように甦ってきて、レイコを苦しめる。綾波レイコ

の心は惑いと諦めの間を往復しながらいつまでも落ち着くことなく、遂に読むのを止めて本を投げ出した。

　脳裏に穂刈シンゴの顔が大写しになった。穂刈君、立派になった……。

　忽然と胸が詰まった。ふいに起こった胸の苦しみが何なのか、レイコはその意味がとうに分かっていた。私はやっぱ

り穂刈君を愛している……。

　その時、玄関のチャイムが鳴った。レイコはこんな夜中の訪問者に不審を抱きつつも立ち上がり、チェーンの掛かっ

たドアを開けた。

「はい」

「綾波……」

　シンゴだった。レイコは息を呑み、とっさにドアを閉めた。

　途端にシンゴはドアを叩きだした。どんどんという音と共にシンゴの叫び声がレイコの耳に届いた。

「開けてよ、綾波！お願いだから！少しだけ。少しでいいから話を聞いて！」

　レイコはドアに凭れ掛かって天を仰いだ。目尻に大粒の涙が浮かび、つぅっと頬に流れた。

「駄目よ。駄目なの！」

　レイコの悲痛な叫びにもシンゴは諦めなかった。

「頼む！そんな事言わないで！もう一度顔を見せて！」

　深夜、これらの声は近所中に響いているだろう。シンゴを静かにさせなければならなかった。やむなくレイコは指で

涙を拭い、もう一度ドアを開けた。

「止めて、穂刈君。夜なのよ。もう少し考えて」

「……ごめん。無我夢中で……」

　レイコは改めてシンゴの顔を見た。その顔の異常に気づいて目を見張った。「穂刈君、その顔……」

　シンゴの左瞼は紫色に晴れ上がっているのだ。

「ああ、これ？気にしないで。転んだんだ」

　転んだ？レイコはそれが言い訳にしか聞こえなかった。無言のままシンゴを見つめた。どうしても放っておくことは

できなかった。後から思えばシンゴを家に入れたいという、隠れた意識の現われに違いなかった。

「手当てしなきゃ。ちょっと待ってて」

　レイコは一旦ドアを閉め、チェーンをはずした。ドアを開け、シンゴを招き入れた。

「ごめんよ、綾波…。住所はいろんな手を使って調べさせてもらった」

　まずシンゴをソファに座らせ、救急箱を持ち出してきて、シンゴの前に座った。消毒薬を綿に染み込ませ、腫れた部

分に押し当てた。シンゴは一瞬顔を顰めたが、大人しく動かないでいる。軟膏を取り出し、そっと塗りつけた。

「アスカはどうしたの？今何をしてるの？」

　レイコが訊くと、シンゴは苦しげに答えた。「今夜は夜のロケなんだってさ。帰りは明日の昼だって」

　ガーゼを折り畳み、眉に押し当て、医療用のテープで固定した。冷蔵庫から氷を取り出し、ビニール袋に入れてシン

ゴに差し出した。

「これで冷やすといいわ」



「ありがとう、綾波。助かったよ」

　シンゴは袋を眉に押し当てた。冷たさが心地よい。

レイコは俯いてぽつりと言った。「……アスカの仕業ね」

「違うっ。転んだんだ」

　シンゴはきっぱりと否定した。その言葉に嘘は感じられなかった。レイコは推測の幅を広げ、別の答えを見つけた。

「バークレイさんでしょ」

　シンゴはしばらく無言でいたが、やがてうん、と頷いた。

「アスカには散々詰られたよ。でも、手は出さなかった。そのうち仕事に行く時間になって出ていった。その後、お義

父さんが家に来てね。コートを着てたから、帰宅してすぐだったんだろな。僕の顔を見るなり殴りつけてきた。娘を不

幸にしたら殺してやる、とか言ってた」

　レイコは聞きながら無言で救急箱を片付けた。シンゴに背を向けながら言った。

「もう帰って」

「いやだ！」

　シンゴは袋を放り出し、立ち上がり、レイコの後ろから両肩を掴んだ。

「綾波、聞いて。アスカとの結婚は間違いだった。あいつ、僕の前では猫をかぶっていたんだ。結婚した途端に本性を

現したんだ。僕はもう耐えられない！」

「そんな事言わないで！」

「僕は君とやり直したい。また君を愛してしまったんだ！」

「止めて！」

　それは涙声だった。レイコは両手に顔を埋め、肩を震わせた。

「……お願い、穂刈君。……私に構わないで……」

「どうして？そうか、もう僕を愛してないんだね」

「ああ、ちがう、ちがう！」レイコは涙でぐしゃぐしゃになった顔でシンジに振り向いた。

「……あなたが好き。……ずっとずっと愛してた。……一日もあなたのことを忘れたことなんかなかったわ」

「じゃあ、どうして？」

「駄目なの！……私……私……バークレイさんの女だから！！」

　世界がぐらりと揺れたような衝撃だった。シンゴは呆然としてその場に立ち尽くした。下の方から女の泣き声が聞こ

えて来た。それが床に突っ伏したレイコの声であることを理解するまでに一瞬の間があった。

　レイコは激しく泣き続けた。それをシンゴは眺めていることしかできなかった。長い間シンゴはそうしていた。その

うち、憐憫の情が湧き上がり、それが燃え立つ愛情に変化するのに時間はかからなかった。

「あやなみいっ」

　シンゴは床に膝を着いてレイコを抱き起こした。そのままきつく抱きしめ、二人は折り重なるように床に横たわっ

た。

「君が誰の女でも構うもんかっ。僕は奪ってやる。僕の女になれ！」

　情熱溢れるシンゴの言葉だった。二人は真っ直ぐに見つめあった。レイコの両腕がシンゴの背中に巻きつき、二人の

体はしっかりと密着した。レイコは涙に濡れながらシンゴに頬ずりした。

　どちらからともなく唇と唇が合わさり、二人は共にしびれるような感覚に浸りきった。シンゴの手がレイコの胸に置

かれた。レイコは何の抵抗も示さなかった。そっと顔を離したシンゴはレイコの紅い瞳をじっと見つめた。すでに涙は

収まっていた。シンゴはこれ以上はない真剣さで囁いた。

「綾波、僕のものになって」

　レイコの口元が緩み、仄かな微笑みが見えた。だが、それは一瞬のことにすぎなかった。シンゴを見つめるその顔か

ら何の表情もなくなった。その口から出たのは冷たい、落ち着き払った一言だった。

「もう放して。穂刈君」

　レイコはシンゴを抱いていた腕を解き、床に肘をついて起き上がろうとした。

　シンゴはレイコの言葉が信じられなかった。呆然としつつ体を脇にどけるしかなかった。

その場に座り込んだレイコは、着衣の乱れを直しながら、前を向いたまま言った。

「ありがとう、穂刈君。あなたの真心、とてもうれしかった。でも、駄目なの。私、バークレイさんを裏切ることはで

きない」

「どうしてさ！どうしてあいつなんかに支配されてるんだ！」

「私の母ね、とても重い難病に罹っているの。もう何年も入院したまま。治療にはとても高いお金が掛かるの。零細企

業の実家ではとても負担しきれないほどの額よ」

「それとあいつとどんな関係が？」



「バークレイさんが治療費を負担してくれているの」

「……そうだったのか」

「それだけじゃないわ。父が経営する会社は、バークレイ商会から莫大な額のお金を借りているの。もし融資を引き上

げられたらたちまち倒産してしまうわ。家族や従業員は皆路頭に迷うことになる」

「それじゃ、君は人身御供みたいじゃないか！」

　怒りに我を忘れてシンゴは叫んだ。レイコは自嘲的な笑みを浮かべてシンゴを見た。

「そうね。でもいいの。それが私の運命だと思っているから」

「君は、君はそれでいいのかい？」

　シンゴの顔は悲しげに歪んだ。レイコは静かな表情のままシンゴを見つめている。

「そうよ。私はそれでいいと思っている」

　シンゴには言うべき言葉もなくなった。胸の奥から湧き上がるものがあった。熱い涙が零れてきて頬を伝った。レイ

コの顔を見ていられず、俯いて涙を拭った。

「泣かないで、穂刈君」レイコの細い繊細な指がシンゴの手にからまった。「穂刈君、覚えてる？１０年前の、湖のほ

とりであったこと。私に初めて好きだって言ってくれた……。あのときは本当に嬉しくて、天に昇るような気持ちだっ

た。そして今日、あなたはまた私を愛してくれた。あなたからはもう十分幸せをもらったわ」

　そこでレイコは涙に暮れるシンゴの頬を両手で挟み、ちゅっと音を立てて口づけをした。

「ありがとう、穂刈君。今日の事は一生忘れない。私たち、結局一緒になれないけど、仕方のないことよ。運命だと

思って、アスカの所に帰って」

　シンゴは床にすわったまま下を向いた。レイコにかぶさった運命の重さに圧倒されていた。救ってやりたい、とシン

ゴは思う。だが、自分に何ができる？レイコを奪い取ったとして、自分にレイコを幸せにする力があるのか？熱情が急

速に冷えて、冷静にものを考えるシンゴは、自分の無力さをはっきりと自覚する。何よりレイコ自身にその気がなけれ

ばどうしようもない。

　のろのろとようやくシンゴは立ち上がった。「分かった。帰るよ」シンゴはレイコに背を向けて出口へと歩き出し

た。レイコはそんなシンゴの背中を見るのが辛く、その場に座ったまま視線を逸らしていた。

　もう少しで出口という所で、シンゴは突然立ち止まった。レイコの方を振り向いた。

「これだけは最後に言わせて」

　レイコはシンゴの力の入った物言いに、思わずシンゴと視線を合わせた。

「君が可哀想だ。神は本当に不公平だと思う。でもね、悪いけど、君の方も運命に流されすぎなんじゃないか？君には

何て言うか、それに抗おうとする力が感じられないんだ。両親のために犠牲になる。すごい崇高なことだよね。だけ

ど、自分の幸せを脇に置いたままで本当にいいの？もっともっと自分てものを大切にしなきゃいけないんじゃない？僕

は君が幸せになることを心の底から願っているから。こんな男がいることを覚えておいて。……ごめん、よく知りもし

ないのに生意気なことを言って。気を悪くしないで」

　言い終わったシンゴは玄関で自分の靴を履いた。もう一度レイコの顔を見つめた。

「今日はありがとう。じゃ、おやすみ」

「私こそありがとう……」

　と、レイコは小声で言った。シンゴは一瞬にこりと微笑みを見せてドアの外に消えた。レイコはそのまま今までシン

ゴがいた場所を見つめた。その頭の中では別れ際にシンゴが言った言葉が、何度も繰り返されていた。

（続く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　：

「泣かせるじゃない」

　読み終わったマユミは思わず感想を口にした。レイコ、健気だわねぇ。でもこうゆうの書くのってナルシストだわ

よ。『ああ、私ってなんて可哀想で健気な女なのかしらっ』てなとこね。次回あたり不治の病にでもなったら完璧だ

わ。

　アスカとレイの文学喧嘩はますます熱を帯びていくようである。マユミは次回への期待に心ときめかせながら、パソ

コンの電源を落とした。


