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Abstract and comment by Hiroshi Sakagami   2018.4.11 

 

55冊’Rogue Lawyer’ by John Grisham (344 pages) Hodder & Stoughton Ltd 

(2015) 

私（セバスチャン・ラッド）は、法律学校を卒業し市の公共弁護事務所でパ

ートタイムで働いたのち、小さな非営利組織の犯罪弁護を担当したが、その会

社は倒産し、路上で生計を立てていた。私は、市から２時間のところにあるミ

ロという町で、二人の少女の殺人事件で、脳障害を持つ 18歳の中途退学者ガー

ディーの弁護士をしている。ガーディは死刑の判決を受けていた。私は、現在、

ミロから 25分のところにあるハンプトンのモテルで、運転手兼ボディーガード、

雑用係のパートナーと一緒に住んでいる。ガーディは、逮捕された。真っ黒に

染めた髪、首の上のピアス飾り、刺青、スチールのイアリング、冷たい青い目、

にやにやした笑い、罪人と思われても仕方ない。新聞では、「小児に性的な悪

戯をする凶悪はカルト集団のメンバー」と報じられて以来、ガーディは犯人扱

いされていた。ミロのどの法律事務所も非協力的であった。一般的には、若い

弁護士はもうからない事件を引き受けないので、私が引き受けるしかないと思

った。ガーディが殺人を犯した証拠がない。病理診断により、二人は溺死し、

頭部外傷が死因であった。池に落とされる前にレイプされたかは不明であった。

警察は、スマット（ニックネーム）をガーディと同じ拘置所に入れ、情報を集

め、ガーディを犯人と仕立て上げようとした。殺人裁判には最低二人の弁護士

がつく。私にはトロッツという弁護士がついた。ラットは夜変装して行動した。

タデオ・ダパラは 22 歳のキックボクサーであり、路上で育ち、めっぽう強い。

私は、ボクサーが壮絶な戦いを制して勝利した試合をコーナーで見ていた。ボ

クシングを観戦していた 25歳のがっしりした女性に呼ばれた。彼女から「私の

母のグリンナ・ロストンは、陪審員８であり、陪審員の間で議論はしていない」

ことを聞いた。どうもジャック・ビリーが怪しい。そこで、私は、友達に頼ん

で、ジャックと喧嘩させ、ビリーの額から血を採取させ、以前とっておいた少

女のくるぶしについた毛髪と一緒に DNA鑑定をお願いした。最終裁判の日がや

ってきた。ラット側の６人の目撃者は、依頼人のガーディは、殺人現場の近く

にはいないと証言した。これに対して検察官側の 24名は、嘘の証言をした。そ

こに、DNA鑑定の結果が届いた。ジャックが真犯人であることが分かった。ビ

リーは捕まり、ガーディは釈放された。 

リンク・スキャンロンは、裁判官夫妻を射殺した容疑のため死刑の判決を受

けた。威厳のある裁判所が爆破された。主にガソリンによるものだ。夕方、万
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全の警備を引いたにも関わらず、回廊、検察官のオフィス、事務室が狙われた。

リンクが関与する暴動が起こった。2 日前に前もって誰かが爆弾を仕掛けたよう

だ。リンク・スキャンロンは、ヘリコプターを使い、屋根から劇的に消えた。

リンクはどこへ行ったのか？ 

ダグラス・レンスコ夫妻（ダグラスとキャサリン）は、静かな郊外に住んで

いた。隣には、変り者が住み、その 10代の息子（ランス）は、レンスコ家のル

ーターを使って、麻薬をインターネットで仕入れ２年間売買していた。警察は、

オンラインで麻薬の一斉検挙を行い、ダグラスの IP アドレスに行き着いた。や

がて麻薬のエクスタシーの売買が分かってしまい、夜半に SWATチームの急襲

を受けることになった。寝ていた夫妻は銃声の音で目が覚めた。２匹の犬が死

亡していた。４人の警官がダグラス夫妻に 38発の銃弾を放ったようだ。誰が撃

ったかは不明である。妻も死亡し、重症を負ったダグラスと警察官のキースラ

ーは病院に運ばれた。ダグラスは容疑者にされてしまい、私が弁護士を務める

ことになった。侵入した警官が順に取り調べられ、共謀なビデオゲームの興味

を持つもの、飲酒運転の経験のあるもの、ガールフレンドに暴力をするような

連中であることが暴露された。ダグラスは、警察は、証拠もないままレンスコ

家に侵入し、そして発砲した。その銃弾が妻を射抜き、死亡させてしまったこ

とを述べた。判決が下された。ダグラスは無罪、警官は殺人罪になり、私は、

崩れそうなダグラスを抱きかかえていた。 

私（ラット）の息子のスターチャ・ウィットリーはリング脇でキックボクシ

ングを見ていた。タデオは、1ポイントでクラッシュに負けた。自分が勝ってい

ると信じていたタデオは、常軌を逸し、レフェリーのショーン・キングを殴り

殺してしまった。このままだと、タデオは、禁固 10~30 年になってしまう。 

約 1年前、若い女性（ジリアナ・ケンプ）は、入院中の友人を見舞いに行っ

た時、誘拐された。この時、ジリアナは妊娠 3カ月であった。ジリアナの父は

主任警察官であった。監視カメラでは、野球帽をかぶり眼鏡をかけた若い白人

が運転する青いフォード車が駐車場を出てゆくのが映っていた。このプレート

ナンバーが変えられていた盗難車は州立公園で見つかった。犯人は、ボーイフ

レンドがジリアナにプレゼントした金のネックレスを質屋に売っていたことが

判明し、アーチ・スリンガーが容疑者として浮上した。スリンガーには窃盗、

麻薬売買の経歴があった。取り調べをしていたラッド（私）が弁護士として依

頼され、引き受けることにした。アーチスリンガーが逃亡した。私の息子のス

ターチャがトイレに行っている間に消え、絶望感に捕らわれた。私の息子は誘

拐され、アーチスリンガーを探すためのおとりとして使われていることを知り

安心した。アーチ・スワンガーは。私の依頼人では決してなかった。彼は、私

にジリアナの死体が埋められていそうな場所を教えてくれた。しかし、そこに
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行って掘り起しても、死体はなかった。ケンプは、スワンガーが言っているこ

とが嘘だとわかり、私の息子スターチャーを開放してくれた。８名の SWAT チ

ームと警察主任は解雇された。タデオから刑務所によってくれと頼まれた。刑

務所を歩いていると、刑事リアドンにあった。彼は、殺された二人の写真を見

せた。トゥビー（ダニー・ファンゴ）とレーザー（アーサー・ロビリオ）であ

った。喉が切られていた。アーチ・スワンガーから電話があった。「会えない

か。ケンプの娘は生きている」。ジリアナは出産した。彼女は奴隷になり、ヘ

ロイン中毒になり、ストリッパーとして働いている。スワンガーの車で、ジリ

アナのいるアトランタ地区に向かった。クロニクルのオンライン版に、ジリア

ナ・ケンプが無事、救出された記事が載っていた。 

タデオの最終裁判では、陪審員から同情の声が上がったが、レフェリー殺害

のビデオ、それから、５年前にドローで負けた試合後に、興奮してレフェリー

に暴力をふるったこと映っているビデオが公開され、満場一致で、第二級殺人

の判決が言い渡された。タデオの家族は、私を必要としている。私はもううん

ざりだ。アーチ・スワンガーから慰めのメールが届いた。この町を出たい。戻

ってくるかは定かではない。 

 

 

54冊’Ashley Bell’ by Dean Koontz (560 pages) Bantam Books (2015) 

ビビ・ブレアは、母ナンシーと夫マーフィ―の間に生まれた１人娘であり、小

説を書くために生まれた申し子であった。手に違和感を感じ病院に連れて行か

れた。ＣＴ検査では結論が出ず、MRIと血液検査を受けたところ、大脳神経膠

腫と診断された。一年の命と言われた。母は、絶望感に襲われた。夫はやけっ

ばちになり、ハーフデッキにビールを持って行った。誰かを殴りたくなった。 

（病院で昏睡状態のビビは、記憶を行き来する。このあたりから、記憶に連

続性が見られなくなり、ストーリーラインがつかめなくなる。） 

ビビはぼんやり部屋を歩いたら、見知らぬ男の影を見た。左手が弱い。左足

を引きずって歩いた。幻想だろうか？ビビは抗癌剤の投与を受けた。脳への圧

迫があるため片頭痛がした。パクストン・ソープは、ダニー、ギブ、ペリーを

引き連れ、フレイミング・アスフォールを追跡中であった。ビビは誰かがドア

の血を拭き取るのを見た。 

 10歳の時、ビビは、ジャスパーという捨て犬のことを物語りにした。2,3週間

後、ゴールデンレトリーバーが来て、オアフと名付けた。やがて脳腫瘍は緩解

し、グリオーマが消えた。シャンドラ博士は、がんがあったという診断は間違

っていない。がんが消えた理由は不明である。一般的ではないが、他の腫瘍は

破壊され、吸収されて緩解が早いこともある。なぜ消えたか、がん研究者はし
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りたい。遺伝的なのか、身体の免疫能が高いのか、その原因が分かると多くの

患者を救える。朝４時、看護婦と病院の雑役が不振の素振りをみせた。SEALは、

テロリストのアブドゥッラー・ガザリーと一門を探している。婚約者のパック

スは、ビビが心配であった。ビビは両親から退院祝いと小説のお祝いをうけた。 

 40歳位のカリダ・バタフライというマッサージ師が雇われた。3年前（19歳）

のビビは、両親と暮らしていて 6編の小説を書いた。19 歳にしては注目すべき

作品であった。カリダはビビに、「癌から救われたのだから、誰か他人を救っ

てあげなさい」。パックスとダニーは、弾薬をつめ、アブドゥッラーの住家に

攻撃した。彼らの任務は、アル・カザーリを見つけ、写真を撮り、DNAサンプ

ルを採取することである。カリダの母は、拷問に会い、手足を切断されたこと

がある。捨て子のオアフは、血管血種になり 1~2週間の命であった。ビビはバ

ルビタールを大腿動脈に注射して安楽死させた。 

 

ビビは癌が治った代償に誰かを救わねばならない。アシュリー・ベルはきっ

と悪者グループに捕まっているに違いない。アシュリー・ベルとは一体だれな

のか？アシュリー・ベルを助けるため、ビビは、幼馴染みのポコにお願いして

父に内緒で中古車のホンダを借りた。カリダ・バタフライがマーフィーのとこ

ろに来てもう１年半になる。カリダの母のセーリアは、悪者達の拷問を受け、

手足を切断された。テーブルの上には 13歳のかわいい少女の写真が映っていた。

これがアシュリー・ベルであった。ビビには何か自分に似ている気がした。ア

シュリーを悪者から守らねばならない。チャビー・コイと聖黒合博士は、悪者

一味か？テレシュタットとアウシュヴィッツの生存者は、フォークナーあるは

ベルについて何か知っている。34歳になるテレジンから、パーティーに来れば

アシュリーに会えるのに。ビビは携帯を捨てた、ビビが見つけなければ、アシ

ュリー・ベルは死ぬだろう。 

ビビの母方の祖父グガンサー・オラフ・エリクソン（キャプテン）は、もと

米国海兵隊の退職者であった。キャプテンにはナンシーとイーデスの二人の娘

がいた。17年前、両親がコンサートに行っている間に、キッチンで祖父はビビ

の夕食を作った。テーブルの上にはアシュリー・ベルと綴られた文字が書かれ

ていた。コカ・コーラに薬を入れ、ビビに飲ませた。記憶に穴が開くと、一生

影響する。子供の生理的発達に影響する。 

 ビビは男にレイプされそうになったが、ナイフを振りかざして応戦し、撃退

した。ビビは手首の目の届かないところに、「Ashley Bell Will Live」という刺青

を入れた。14歳のビビは意識を失い、軍の飛行機で病院に運ばれたが、4日間

昏睡状態であった。その間、現実と夢想の間を彷徨っていた。幸い脳腫瘍は小

さく、脳内血流も十分であった。脳波は睡眠時のパターンを示していた。刺青
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の箇所が痒かった。キャプテンは、動脈瘤で死亡し、メモリートリックがなく

なり、ビビの陰の部分は消去した。 

 ビビは 22歳、アシュリーベルは、13歳であった。アシュリー・ベルの両親は、

ナチの親衛隊に殺された。ベルは逮捕された。ベルは、トバ・リンブレバウム、

別名、ハリーナ・バークの小説にでてくる登場人物で、脳腫瘍が専門の外科癌

研究者であった。アシュリー・ベルのブロンドの髪は黒くなり、目はビビと生

き写しになった。ビビは治癒することを確信した。 

 ４日間の昏睡から覚めたビビは、現実の世界に戻った。ビビの顔の傷は治り、

ビビは退院し皆に祝福された。ビーチボーイの歌を歌い、モンスターハンバー

ガーを頬張った。 

 難解な小説である。著者の内面的な葛藤を感じさせた。また、夢の中のさま

よいを巧みに描写しているともとれる。 

 

 

 

53冊’Country’ by Danielle Steel (325pages) Delacorte Press (2015) 

ステファニーは、弁護士をしている夫のビルが、同じ法律事務所にいる若い女

性と不倫するようになってから、夫婦関係は険悪になった。しかしビルは離婚

する気はなかった。長男のマイケル、長女のルイーズは就職し、次女のシャー

ロットも大学に通うようになり、ステファニーは、家に１人取り残された。ス

テファニー＆ビル夫妻、アリソン＆ブラッド夫妻、ジーン＆フレッド夫妻の６

名は、毎年恒例のカリフォルニア州スコーバレーのスキー場に出かけた。女性

軍は、初心者クラスの平坦なスロープを、男性軍は、上級者コースを滑った。

夕方になってもビルが帰って来ない。慌てて探しに出かけた。救助隊がビルの

遺体を担架の上に載せているのを目撃した。ビルは心臓発作で死んでしまった

のだ。 

 子供達を呼び寄せ、お葬式を何とか済ますことができた。スタファニーを励

ますために、友人たちは一緒にレストランや旅行に誘った。ステファニーは、

思い切って一人でラスベガスにドライブに出かけることにした。新しいホテル

に一泊し、歓楽街で賭け事に挑戦した。翌日、グランドキャニオンのトレッキ

ングを楽しんでいる時、チェイス・テイラーというカントリーミュージックの

大スターと出会った。演奏会のチケットを２枚もらったが、最初は断った。し

かし、何度か誘いを受けるうちに、特に時間を持て余しているステファニーは、

演奏会に行ってみることにした。チェイスの歌声は素晴らしかった。チェイス

は、楽団の皆から慕われていることを知り、少しずつ気を許すようになった。

チェイスの一団と、チェイスの生まれ故郷のテネシー州ナッシュビルでの演奏
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旅行について行った。アリソンやジーンに電話で、もう少し旅行を楽しむよう

に言われ、段々その気になってきた。娘達には、心配をかけない様に、ただ旅

行を楽しんでいるとだけ伝えておいた。ステファニーはアトランタにいる長男

のマイケルとガールフレンドのアマンダを呼んだ。贅沢嗜好のアマンダにうん

ざりしていたマイケルは、７歳年下のサンディーに一目ぼれしてしまった。サ

ンディーは、保護者であるチェイスの演奏のお手伝いをしていたが、ボーイフ

レンドのボビージョーからセクハラを受けていた。ステファニーは、ニューヨ

ークに住んでいる長女のルイーズに会いに行った。ルイーズは、父親の死後半

年も経たないうちにチェイスと恋仲になったスタファニーを許すことができず、

冷酷に応対された。サンディーは、アトランタにいるマイケルから誘われ、ベ

ースボールを見に行った。御互いに恋愛感情が生まれつつあった。マイケルは

アマンダと、サンディはボビージョーと縁を切ったため、マイケルとサンディ

は、恋人として交際するようになった。ステファニーは、ＮＹからのサンフラ

ンシスコへの帰途、食堂による最中に３名の男性にレイプされそうになったが、

覚えていた格闘技で二人を倒し、何とか無事に切り抜けた。サンフランシスコ

の実家に帰ったスタファニーは、大晦日の夜、マイケルとサンディーを招待し

た。サンディーはピアノを弾きながら歌い始めたら、急に雰囲気が和んだ。父

が浮気をしていたことを知ったルイーズは、母のステファニーを許すようにな

り、サンディーとも打ち解ける様になった。ステファニーとチェイス、マイケ

ルとサンディーには、これから新しい人生が待ち構えていた。Carpe diem (Seize 

the day).今この瞬間を楽しめ。 

 

 

52冊’Property of a noblewoman’ by Danielle Steel (322pages) Delacorte Press 

(2016) 

インターンの学生のジェーン・ウィロビーは、ハル・ベーカーのもとで銀行

の貸金庫係の支払い未納者に連絡をとっていた。92歳のマーガレット・ウォレ

ス・ピアソン・ジ・サンピネリの貸金庫には、手紙の束や宝石がしまったまま

で、借り賃の支払いも滞っているばかりでなく、生存しているかも不明であっ

た。ジェーンは宝石類の査定をお願いするために、クリスティッド美術品競売

店副社長の宝石部門担当者フィリップ・ロートンに、宝石類の写真を送った。

ジェーンは、2015 年に 91歳で死亡したマーガレットの死亡証明書に書かれてい

た住所を頼りにナーシングホームを訪れた。銀行からは毎月お金が引き落とさ

れていたが、友人・親戚もいなかった。また、遺書も残されていなかった。箱

は、ドリルで開けられた。検認後見裁判所に通告して相続人を探したが、いま

だ現れて来ない。 
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ジェーンは、金庫の中に何通かの手紙を見つけた。そこには、子どもの出産、

両親から受けた迫害、そして、イタリアの伯爵との結婚ことが書かれており、

マーガレットが書いたことは明白であった。マーガレットは、1924年に誕生し

た。まだ幼い頃、トミー・ボブコックと恋愛して妊娠した。生まれた赤ん坊は、

両親から認知してもらえず、イタリアに渡った。1942年、38歳年上のウンベル

ト伯爵と結婚した。やがてイタリアは連合国に降伏し、1960 年にマーガレット

はウンベルトと、子供を引き取るために、アメリカに一次帰国した。しかし、

子どもと対面させてもらえず、イタリアにもどることになった。1965年、ウン

ベルトはラケットボールをしている最中に発作で死亡した。ウンベルトは、全

ての財産をマーガレットに残した。マーガレットは、1974 年にナポリの家を売

り、20年間ローマで質素な生活をした。娘に男児が生まれたことを知ったのが

60歳頃であった。娘との再会は、不幸にするだけなので会わないと決心した。

遺書には、マーガレットが売った２つのリング以外は全ての宝石を娘に残すと

書いてあったが、そこには娘の名前は書いていなかった。 

ジェーンは、その頃、同じ司法試験を目指しているジョンと同棲していたが、

カラという女性と浮気をしていることを知り、別れることを決心した。マーガ

レットとの件でフィリップと接触する間に、徐々にその誠実さに惹かれ始めた。

フィリップ愛蔵のヨットで航海を楽しんだり、食事を共にしたりした。 

フィリップは、フランスに競売に行った。その帰途、ローマ、ナポリに立ち

寄り、マーガレットが住んでいた大邸宅に向かった。マーガレットは、夫の死

後、生計を立てるために。大邸宅は売ってしまったが、宝石だけは売らなかっ

た。 

フィリップの母のヴァレリーには、4歳年上の姉のウィニー（実際は伯母）と、

マーガレットという長姉がいたこと、その長姉がいなくなった時、ウィニーは

４歳であったという、でっち上げの話を両親（実際は、祖父母）から聞いてい

た。長姉の写真が残されていないこと、ウンベルト伯爵夫人の写真をみると自

分とそっくりであること、出生届には、ヴァレリーの両親の名前の欄には、マ

ーガレットの記述はなく、マーガレットの両親の名前にすり替わっていた。も

しかしたら、マーガレットが自分の実の母ではないか、という疑惑が湧いた。

それを立証するには、DNA鑑定が必要であった。そこで、ヴァレリーは、弁護

士を雇い、マーガレットの墓を掘り起こすことに成功した。DNA 鑑定の結果、

マーガレットはヴァレリーの実の母親であることが確認された。指名承認公聴

会では、ウィニーの娘の弁護士であるペニーが代理人となり、ヴァレリーの申

し立てが真実であること、マーガレットとトミーの間に生まれた娘がヴァレリ

ーであり、遺産の相続人であることが宣誓された。その後、宝石類は競売にか

けられた。ヴァレリーは、ウィニー、ペリーらと、ロング・アイランドにお墓
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参りをした。墓場の一区画を買い、そのカタログの上の表題に「貴婦人の肖像」

と記した。 

ヴァレリーは、トミー・ボブコックの死後、同名の親戚がいるに違いないと

思い、パソコンで検索したら、トミーと名乗る人物がリフォルニアに住んでい

ることを見つけた。マーガレットの父の兄のウォルター(94歳)、その息子のトミ

ー一家と出会い歓待された。ヴァレリーは、初めて新しい従弟（トミー）の存

在を知ったことになる。 

ヴァレリーは、両親が過ごした場所を訪問したく、イタリアへの巡礼の旅に

出た。昔の大邸宅には、サヴェリオ・サルバトーレという男性が住んでいた。

彼は、ヴァレリーを自分で運転する車に乗せ、マーガレットの辿った足跡を案

内した。ナポリ、ローマとホテルでの宿泊を繰り返すうちに、同じような境遇

にある二人は自然と愛し合うようになった。ヴァレリーは、ニューヨークでサ

ヴェリオを、一人息子であるフィリップと、ガールフレンドのジェーンに紹介

し、了解を得た。ジェーンは、大学を優等で卒業し、7月の司法試験に備えてい

た。ヴァレリーとサヴォリオ、フィリップとジェーン、それぞれのカップルに

はこれからの幸福な生活が待ち構えていた。 

 

 

51冊’Host’ by Robin Cook (406 pages) Putnam (2015) 

（第 30 作、第 21作、第 20 作と同様に、クック得意のメディカル・スリラー） 

プロローグ：37歳で亡くなったケート・ハーリーには、人身被害弁護士の夫

ロバートと、二人の息子がいた。残された手記には、「ケートは、友人夫妻と

食事に行った時、出血性の下痢を起こした。病院では、微熱、発疹、脱水症状

が認められ、単一クローン性高ガンマグロブリン血症と診断された。ロバート

は、妻が何故血清タンパク異常が専門ではないミドル・ヘルスケア病院に入院

させられたのか解せなかった。商売に利用されているのなら訴えてやる。」と

記されていた。 

カール・ヴェンデルメールは、スポーツ好きな若手の有望な弁護士であった。

前十字靭帯の修復のため整形外科に入院した。麻酔認定医のサンドラ・ウィル

コフが担当した。病院にはロシア国籍離脱者が多い。麻酔下で手術も終わり、

閉腹する時に、サンドラはカールの異変に気付いた。酸素濃度が低い、カール

は瞼を閉じ、瞳孔が拡張していた。脳皮質への酸素供給不足による足の過伸展

（足除皮質硬直）が起きたのだ。 

カールのガールフレンドのリン・パース（メイソン・ディクソン大学医学部

４年生）は、入院中のカールを見舞いに来た。しかし、カールを見つけられな

いため、スクラブに着替えて、病院内を探しまわった。集中治療室で無意識状
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態のカールを見つけた。麻酔記録には、酸欠による脳障害と書かれていた。マ

イケルの身内のアシャンティも同様な症状であること知った。リンは、カール

の部屋の引き出しに、婚約指輪を見つけて涙ぐむ。自分がカールを病院に行く

ように勧めなければ、こんなことにならなかった。 

マイケルは、シャピロ研究所から出てきたロシア人のヴラディーミル・マミ

クロフに近づいた。サイドシール製薬会社で働くコンピューター・プログラマ

ーであったヴラディーミルに、親戚の安否を確かめたいと告げたら、研究所に

入れてくれた。アシャンティーの麻酔記録は、カールのものとそっくりあり、

やはり多発性骨髄腫の治療を受けていた。スカーレット・モリソンも同じ症状

を示した。リンパ球の数が顕著に増加していた。これは多発性骨髄腫の特徴で

ある。これで類似症状を示した患者は、３人になった。 

こんな時に、リンとマイケルは、バスとトラックが正面衝突して、病院に救

急で運ばれてきた緊張性気胸症の患者を救命させたりもしていた。緊急治療室

の医師に評価された。 

リンとマイケルは、サンドラから、カールの手術前に、酸素のアラームが作

動し、T波に異常を認め、心臓への酸素供給不足が認められことを聞き出したが、

ベントン・ローデスに見つかってしまい、カールの事件については、外部に漏

らさない様に警告された。ベントンは、弁護士のボブ・ハートリーに電話して、

至急対策を講じた。 

ヒィヨドールとミシャは、ソビエトの特殊部隊のダルコ・レブドフとレオニ

ド・スビンと会い、シデラル製薬を支援するために送った。という情報をセル

ゲイ・ポルシンは得た。 

ジョシュ・フィンバーグは、ソヴィエト連邦の解体後、失業したロシアの研

究者を雇い成功した。ミドルトン・ヘルスケアはシデアル製薬との取引を指揮

し、会社の拡大を図った。ベントンは、ジョシュに、サンドラと、二人の学生

の処分について相談した。イングリッシュ学部長には、学生を呼び出し、「口

外すると退学させる」と脅迫するよう命じた。 

サンドラは駐車場にある車に乗るところを、二人のロシア人の男性に襲われ、

殺害されて、森の土中に埋められた。 

リンとマイケルは、シャピロ内のテレビで、ケイト/ロバート夫妻は、深夜、

ロシア人二人組に家宅侵入され、病院とセンターに関するドキュメントを全て

消去させられた後、家族全員殺害された。ケイトは、病院で血液異常と診断さ

れていた。 

カールがおそらく送られているシャピロ研究所では、倫理にもとる薬物試験

が行われていた。何故、ドロチズマブ（ヒトモノクローナル抗体; 抗腫瘍薬）が
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使用されたのか？退院した人の 1%が異常タンパク質を産生しており、0.1%が多

発性骨髄腫を発生していることと関係があるのではないだろうか。 

リンは、カールの部屋にいたが、深夜ロシア人に襲撃されたが、寸でのとこ

ろで、駆けつけたマイケに助けられた。リンは、講義を抜け出し、病院に行き、

サンドラを探したが、サンドラの姿が見当たらない。リンは、市内の図書館に

赴き、シャピロ研究所の図面を見せてもらった。それは、地上２階、地下３階

から成る建物で、２つの３階分の高さほどんのレクリエーションセンターを有

していた。昏睡状態の患者は、地下一階に収容されているものと思われた。リ

ンは、弁護士のカールの父に会いに行き、これまでのいきさつを語った。彼は、

FBIと CIAに捜査を依頼すると言った。 

レクリエーション・センターでは、植物状態の昏睡した患者皆が、ヘルメッ

トを着せられ、絶えず刺激を受け、退化しないように強制歩行させられていた。

その中にはカールもいたが、反応を示さずに歩き続きている。リンとマイケル

は、警備員に見つかってしまい、追われることになった。コンベーヤー・ベル

トを使って脱出を試みたが、コンベーヤー・ベルトを逆行させられて、追って

が肉薄してきた。リンは、換気口の中を伝わり、何とか、病院にもどることが

できた。マイケルの父に携帯で、緊急事態を伝えた。捕まったマイケルは、手

術室で、ベントンに麻酔薬を注射されそうであった。リンは得意の格闘技で医

師団を蹴飛ばし、警察が来るまでマイケルが注射をされないようにした。ミル

トン・ヘルスケアは破産し、病院とシャピロ研究所は正常に復帰した。 

 リンがマイケルを救出した記事が新聞に載った。卒業式では、アルファベッ

ト順に卒業証書がイングリッシュ学部長から渡される。首席のリン・パース、

次点のマイケル・ペンダーが順に証書をもらった時は、会場からの歓声が上が

った。しかし、そこには、レオニドとダルコもいたのだ。セルゲイは、「この

まま二人を自由に飛び立たせない」だろう。まだ、事件は継続する余韻を残し、

物語は終わる。 

 

50冊’Finders keepers’ by Stephen King (434 pages) Scribner (2015) 

（この小説は、前作 49冊と連動している。登場人物も重なる） 

1978年、まもなく 80歳の誕生日を迎えようとしたロススタインは、タイム誌

で以前天才と呼ばれていた。ロススタインは就眠中に、建築会社で働いていた

３人組に襲われた。金庫の鍵が開けられ、中にあったお金とノートブックが引

き出された。犯人の 1人モリス・ベラミーは、「ジミー・ゴールド（小説の主人

公）は、自分の好む性格に描かれてない。アメリカの絶望の象徴であり、生き

ている価値がない」と、銃口をロススタインに向けた、こめかみに銃弾を放ち、

射殺した。更に、二人の仲間を殺し、お金とノートブックを持ち去って逃亡し
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た。モリーは、18年間、ジョン・ロスステインの未発表の原稿の価値を追求し

てきた。４冊目のジミー・ゴールドの本を読みたかったが、警察に不信に思わ

れないように、ノートブックを土中に隠した。 

 

2009年、トーマス（トム）・ソバーズは、妻のリンダ、長男のピーター、長女(8

歳)のティーナと暮らしていた。トムは 10年間、トップセールスマンとして働い

ていたが、失業し、シティーセンターの職安で並んでいる時、霧の中、メルセ

デスが突っ込んできた（49冊に記載）。車と衝突したトーマスは骨折した。息子

のピートは森の中を散歩中に、木の下に、お金と黒いノートブックが入ったト

ランクが埋められているのを偶然見つけた。ピートは、現金の入った封筒を彼

の私室の壁の幅木の後ろの蜘蛛の巣のはったくぼみにしまい込んだ。苦しい家

計を救うため、4週間ごとに、学校のパソコンで宛名をうち、父宛に、毎月 500

ドル（年あたり 6000ドル）封筒（送り主名は未記入）を送り届けた。家族会議

が開かれたが、負債の返済のために使用してしまった。子供達には、このこと

は誰にも言うなといった。ティーナは、うすうすピートの仕業であることに気

づいていたが、兄の部屋に行けなくなるので秘密を守った。父もパートの仕事

が舞い込み、足も回復しつつあった。 

 

2010年 6月には、シティーセンターの犯人（ブレイディ、49冊に記載）も逮捕

された。ピートは、土の中のトランクから、ノートブックをスーツケースにい

れて家の屋根裏部屋に隠した。ノートブックにはジミー・ゴールドという人物

が出てきた。 

 

1979年、モリスは、泥酔し意識を失った時、ウェイトレスをしていたコラ・ア

ン・フーバーをレイプし、終身刑に服した。服役中のモリスは、女教師のトッ

ドから、ロススタインの「The Runner」の主人公ジェニー・ゴールドと性格が似

ているからと、読んでレポートを出すように言われた。以来、モリスは、ロス

スタインの小説を読むことが唯一の楽しみとなった。画鋲でドアにその一部を

コピーして貼ったが、後日、ピーターがそれを見て夢中になってしまった。ジ

ミー三部作についての学期末レポートは最高得点の評価をもらった。 

さて、レイプ被害者のコラ・アン・フーガ―は 70歳になり、末期癌に冒され

ていた。2014年、余命いくばくもない彼女から、モリスを仮釈放を認めるとい

う手紙が届いた。モリスは、35年ぶりに、刑務所から出獄した。モリスは、土

に埋めたトランクを掘り起こした。トランクは、意外に軽かった。中を見たら、

ノートブックが数冊しか残っていなかった。誰かが持ち出したのだ。 
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ピーターは、ジェームス・ホーキンスの偽名でロススタインのノートブック

を古書の買い取りをしているアンドルー・ハリディ（モリスの知り合い）に買

い取りを交渉した。アンドルーは、パソコンで検索してピーターの素性を調べ、

脅しをかけ有利に交渉を進めようとした。ピーターは、ノートブックの秘密が

ばれるのを警戒して、交渉から引き下がり、ノートブックを再び土中に埋葬し

た。 

ティナは、バーバラを介して、退職復帰した探偵カーミット・ウィリアム・

ホッジに、出所の不明なお金を毎月、父母宛てに届けられていることを告げた。

（前作 49作で、従妹のジェイニーをブレイディ―に殺された）ホリーは、「ピ

ーターは、お金をぬすんでいるのではなく、見つけたのだと」考えていた。 

モリスは、アンドルーのレアブックに出向き、ナイフを振りかざし「俺を忘

れたか？本を渡せ」と迫った。抵抗したアンドルーは、ナイフで切り付け、と

うとうアンドルーを殺してしまった。モリスは、アンドルーの家のパソコンか

ら、ピーターが日分の昔の家に住んでおり、アンドルーと本のことを交渉した

ことを嗅ぎつけた。モリスはモールで長い刃、のみのついたねじ回しを買い、

ピーターがレアブック店に来るのを待ち伏せした。ピーターが現れた。ピータ

ーは、モリスに本の隠し場所を教えろと脅されたが、それを拒んだため、二人

は格闘になった。ピストルを持っているモリス目がけて、ピーターは、火をつ

けたリッカー・デカンターを投げつけた。それがモリの方に当たりひるんだす

きにピーターは逃亡した。一方、お金の出所を知った母のリンダは、レアブッ

ク店を探り当てたが、モリスと鉢合わせになった。モリスに頭を打たれ、出欠

して意識が失いつつあった。ティーナは窓から逃げた時、足をくじき、モリス

につかまってしまった 

ホッジが駆けつけ、モリスの車をパンクさせ退路を断った。救急病院に収容

されたリンダ、ティーナいずれも無事に回復した。ピーターは、ロススタイン

を題材にした小説が評価された。最後に、ホッジは、前作の犯人役のブレイデ

ィを外傷性能疾患クリニックに見舞うところで物語は終わる。そういえば、モ

リスの行方は伏せたままたである。 

 

 

49冊 ‘Mr. Mercedes’ by Stephen King (437 pages) Scribner (2014) 

深い霧が立ち込める中、シティーセンターで仕事を探す人だかりを目がめて、

マルセデスが飛び込んできた。８名の死者、15名の負傷者を出し、盗んだ車を

運転した犯人は逃走した。挑戦状が 62歳の退職した探偵カーミット・ウィリア

ム・ホッジに届いた。その手紙には、良心の咎めもなく、人を苦しめ、手足を

バラバラにして、人を無差別に殺すことが喜びであることが書かれていた。ホ
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ッジは、相棒のペットと、黒人の見習いのジェロームを引きつれ、事件解決の

取り組むことになった。 

犯人のブレイディ・ハーツフィールドは、アル中の母デボラと生家に住んで

いた。父は、送電線の架線作業員であったが、作業中にバランスを崩し、送電

線に接触し、落下して死亡した。そして、8 歳の長男のブレイディ―と 3歳の次

男のフランキーが残された。フランキーは、リンゴのスライスを喉に詰まらせ

てしまい、緊急入院したが、脳に後遺症が残した知的障害者になってしまった。 

犯人に利用された高性能車のメルセデスは、オリビア・パターソンのもので

あった。大柄で神経質なオリビアは、投資会社で働くケント・トレノーニーと

結婚していたが、ケントは心臓発作で亡くなっていた。オリビアには、8歳年下

の妹のジェイニーがいた。 

ブレイディと母は、コンピューターシステムに不法侵入した。ブルーアンブ

レラ（青い傘）サイトのアイコンをクリックして標的と交信して、オリビアの

メルセデスがシティーセンターを出たころ、TVリモートを操作し、信号の赤を

緑に変えて事故を起こしたのだ。 

オリヴィア宛に、手紙が届いた。そこには、「私はメルセデスを盗み、人を引

き殺す事件を起こした。私が何故、こんなことをしたかを知って欲しい。私は、

継父が心臓発作で亡くなるまで性的迫害を受けたことを、母から口止めされて

いた。大学には行けず、アル中の母の世話をすることしかなかった。友達もな

く、進歩もなかった。誰かに仕返してやる。」と書かれていた。犯人の怒り、孤

独、欠点、性的混乱などが感じられた。オリヴィアは、自分の車が殺人の目的

で使われたことの責任をとり自殺した。 

ホッジは、44 歳のジェイニーに惚れてしまい、一夜を共にした。２人は自然

と愛し合うようになっていた。コンドに住んでいたジェイニーの母は、心臓発

作で亡くなった。ホッジは、葬式の手伝いをした。 

ブレイディの母は、アル中で、下唇を噛み出血、発狂して死んだ。ブレイデ

ィは、ブルーアンブレラにログインして、ホッジに「おれはお前を殺す」と送

信した。ブレイディは、ホッジの車の後部座席に爆弾を仕掛けた。葬儀の後、

ジェイニ―は、ホッジに従妹のホリーを別の車に一緒に乗せて話ができる様に

した。自分は、ホッジから車のキーをもらって運転しようとしたその時、後部

で爆発音がした。車の中には、千切れた腕が散乱していた。ジェニーは、ホッ

ジの犠牲になり即死した。 

ホッジは、ブレイディに、「俺は、まだ死んでいない、お前を殺してやる」と

脅した。ブレイディは、モテルに居所を変えた。ブレディーの住処には、異臭

が漂っていた。青い絹のパジャマ姿の母デボラの死体がベッドの下に横たわっ

ていた。地階に行くと、多数のコンピュータが並んでいた。ブラディは、爆薬
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を持ち出していた。コンピューターの画面には、メールで芸術劇場で開催され

るロック・コンサートの案内が届いていた。多分、ブレーディは、甚大の殺傷

効果を生むように、身体障害者席をめがけて爆破をしかけるに違いない。ホッ

ジは、ジェローム、ハリーを引き連れ劇場に急行した。ハリーは、車椅子に乗

っているブラディを見つけ、編んだソックスをブラディの禿げ頭目がけ投げつ

けた。再度ソックスは命中し、ブラディは、頭から出血し、足を引きずるよう

にして退出した。 

パタソーン家の遺産相続も話が着いた。ホリーとジェロームは、市長から名

誉勲章のメダル、そして 10年間無料でバスの乗車、美術館の入館ができる権利

を与えられた。ホッジは、保釈保証人より、行方をくらました債務者の追跡人

のパートを依頼された。家でのパソコン作業はホリーが手伝うそうである。 

夏を感じさせる秋の美しい日、ホッジは、ジェイニーのことを思い、涙ぐむ。

皆で祝杯を挙げた。杯した。 

一方、「外傷性能損傷」クリニックに入院中の、ブラディは、17 月後になり、

ようやく看護婦に話しかけられるようになった。「頭痛がする。母を呼んでくれ」。 

 

 

 

48冊 “Precious gifts” by Danielle Steel (318 pages) Delacorte Press (2016) 

ティミー・パーカーは、29歳の 183 cm の大柄な女性で、ニューヨークのホー

ムレスに簡易住宅を斡旋する事業団体で仕事をしていた。母のヴェロニカと 28

歳年上の父ポールの間に生まれた長女である。パーカーには、サンドイッチ販

売店で働いている 28歳のジュリエッタ（NY在住）と、26歳のウェイトレスを

しながら女優を夢見るジョイ（ＬＡ在住）の二人の妹がいた。ポールの度重な

る浮気に業を煮やしたヴェロニカは、ポールと離婚した。父の親友の弁護士ア

ーノルドからポールの訃報が届く。フランスにいるヴェロニカは葬儀のまとめ

役になり、３人の娘と、ポールと前妻との間にできたバーティにも連絡をした。

ヴェロニカは裕福な家に生まれ、フランスに古い屋敷と遺産を受け継いでいた。

ヴェロニカは、家系に恥じない葬儀をと、金銭に糸目をつけず葬儀を無事に終

わらせた。しかし、バーティは許嫁を、3人の腹違いの妹達には紹介しようとも

せず気まずい雰囲気が漂っていた。参列者の多くは、ただの飲食とシャンパン

が目当てであったことは空しかった。アーノルドの事務所に、ポールの遺言を

聞くために、家族全員集まった。長女ティミーには、ホームレスの人たちのた

めの避難所の建設費用を、次女のジュリエッタには、サンドウィッチ店の拡張

に必要な人件費を、三女のジョイには、ウェイトレスのアルバイトをせずに、

女優になるのに必要な２年間のレッスン料を遺贈する。サン＝ポール＝ド＝ヴ
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ァンス近郊の宮殿を、3人の娘達と、そして、愛人のエリザベス・マルニエとの

間にできた娘のソフィー(23歳)の４人に均等割する。ソフィーの存在は、今の今

まで誰も知らされていなかった。バーティに対しては、これまで、十分過ぎる

金銭的サポートをしてきたので遺産はなかった。バーティ―は、こんなバカげ

た遺言書はないと言い残しで、出て行ってしまった。さらに、遺言書には、ヴ

ェロニカに対しては、絵画を復活さることを勧めた上で、ハネムーン時代に買

ったベッリーニの絵画を遺贈すると記されていた。  

ヴェロニカは３人の娘たちをレストランに誘い、今後の打ち合わせをした。

ポールは自分のことしか考えていない。ソフィーの存在は気懸りであった。ポ

ールは宮殿の維持費で苦労していた。いっそのこと売却した方がよいのではな

いか？バーティは、弁護士を雇い、最も多額の遺産金をもらったティミーから

分け前をもらうとするだろう。とにかく、遺産相続のことでマルニエ家の母子

にあって相談することだ。 

ヴェロニカは、アーノルドからベッリーニの絵画の写真のコピーをもらい、

フランスに立った。途中ローマに立ち寄った。物思いに耽って歩いていたら、

誰かが自分を押すような気がした。寸でのところでフェラリーとぶつかりそう

になり、多膝を打ち、多少の出血で済んだ。車を運転していたロシアの大富豪

のニコライ・ペトロヴィッチは心配して医者を呼び診察をさせたが、特に異常

は見つからず軽症で済んだ。「あなたは、死なないようにできている。生きてい

るのであるから、もっと人生を楽しまなくちゃ」。カメラマンのアイダン・スミ

スが自分を押して車との衝突から救ってくれたのだ。アイダンは、ヴェロニカ

に一目ぼれし、一緒にフィレンツェ、シエナ、ベニスをドライブして回った。

聖グレゴリオ礼拝堂の修道僧のトマソに図書館を案内してもらいベッリーニの

絵が贋作かどうか調べてもらうことにした。アイダンは、ヴェロニカとコンゴ

ラの船旅を楽しんでいた。橋の下をくぐる時、船頭の歌声にのせてキスをした。

アイダンは、ヴェロニカの娘たちが来る前に、ドイツに立った。それから間も

なくして、ヴェロニカと娘たちは、ニコライから 450フィートの巨大ヨットで

の夕食に招待された。アイダンからメールが届き、その話をしたら、アイダン

は、ニコライに対して嫉妬心を抱くようになった。 

ヴェロニカ、ティミーとジュリエッタは、マルニエ家を訪ね、宮殿売却する

ことに対する同意を得ることできた。車で宮殿を見に行った。ジュリエッタは、

宮殿が欲しくなった。ジュリエッタは、30代中ごろの魅力的な建築士兼請負人

ジーン・ピエールに宮殿の改造に必要な費用を弾き出してもらった。そのうち

二人は親密になり、母からお金を借り、サンドイッチ販売店を売り、宮殿の中

にキッチンを構えるようと懸命であった。ティミーは、バーティ対策に大柄な

弁護士ブライアンを雇っていた。一時険悪な関係になったが、仲直りして一丸
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となって戦えば、バーティの起こした訴訟に勝てると励まし合った。そんな矢

先、バーティは、有価証券詐欺で逮捕され、問題はすんなり解決した。２人は

今、助け合ってホームレス対策に取り込もうとしている。ジョイには、魅力的

なマネージャーが付くことになり、女優への道を順調に歩み始めている。ソフ

ィーも娘達と会えたことを嬉しく思っている。 

ヴェロニカは、ニコライから自画像の作成を頼まれ、完成真近かという時に、

画材点に絵具を買いに向かう途中、自転車にはねられ、手首とくるぶしを骨折

した。娘達は忙しく、お見舞いに来てくれないことをアイダンにメールしたら、

アイダンはひょっこり、ヴェロニカの看病に来てくれた。そして、自画像は完

成して、ニコライに送ることになった。ヴェロニカのアパートのベットにアイ

ダンが寝ていた時、娘達に見つかってしまい、アイダンとの関係を問い糺され

たが、やがて少しずつ母と娘の関係も改善に向かいつつあった。そんな折、ト

マソから絵の歴史についての情報が届いた。その聖母マリアと子供の風景を描

いた絵は、ジャポコ・ベッリーニの息子のジョバンニ・ベッリーニの作であっ

た。1940年に、フランスの銀行家のフランソワ・ベルガー‐コーヘンがその絵

を所有していた。しかし、両親、４人の妹、兄はナチスドイツに殺され、全て

を失ってしまった。強制収容所にいた当時 18歳のフランスソワだけは、アメリ

カ兵に助け出され、１歳年下の妻と結婚した。ベルガー‐コーヘンと名乗る人

物は、パリに３名いることを突き止めた。順番に電話して行ったら、最初の２

名は、女性である点、若すぎる点で除外された。最後のひとりは、30代の孫娘

のアンリエット・ヴィリアーと一緒に住んでいる男性であることが解り、直接

会いに行くことにした。老人は、確かにその絵を持っていたが、第二次世界戦

争の時に、絵も家屋と一緒に全て失ったことを話してくれた。ヴェロニカは、

亡くなった夫からもらった絵を、所有者に戻したい気持ちを伝えたところ、老

人は、感余って泣き出してしまった。これこそが、ポールからの大切な送りも

のであった。 

 

47冊 “Cometh the Hour”(The Clifton Chronicles, Book 6) by Jeffrey Archer (691 

pages) Thorndike Press (2016) 

 

自殺したフィッシャーが残した手紙には、レディー・バージニアがエンマ・

クリフトンの会社を破壊することのみを考えていること、ジャイルズ・バーリ

ントンの私生活における女性の遍歴が記されていた。フィッシャーの手紙が証

拠として提出された結果、バージニアは敗訴し、エンマは勝利した。 

ハリー・クリフトンはシベリアの強制収容所からアナトリー・ババコフを釈

放させることに専念した。ハリーの努力もあり、ババコフは、その功績で、ノ
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ーベル文学賞を受賞することになった。しかし、ババコフは、授賞式に向かう

途中で急死した。ハリーは、ババコフの代わりに、受賞の挨拶文を一睡もせず、

書き上げた。ハリーの挨拶文は、実に感動的であった。 

セバスチャン・クリフトンは、ファージングス銀行の取締役会長になった。

セバスチャンは、美しいインド人の女性プリアと出会い、恋に陥る。しかし、

両親の反対にあい、二人はイギリスに飛行機で駆け落ちをすることを思い立っ

た。しかし、母親が手を回して、空港で、二人の脱出を阻止しようとした。ボ

ディーガードの銃弾により、プリアは落命した。プリマの死の痛手からまだ回

復していないセバスチャンに対して、祖母のメイシー・クリフトンは死ぬ間際

に、「サマンサとジェシカに連絡をとるように」と書かれた手紙を残した。セバ

スチャンは、お金をもってワシントン DC に出かけた。サマンサの夫のマイケル

が健在であると思い、サマンサとジェシカと会うことができなかった。トムキ

ンズ校長と、学校の壁に欠けられたジェシカの描いた絵６枚を全て買う契約を

した。最も高額な絵のタイトルは、「私の父」と題する作品であったが、その作

品には顔が書かれていなかった。ジェシカは、競売にかけられていたその絵の

買い手が誰であるかを知った。ジェシカは、そこに、セバスチャンの顔を書い

た。トムキンズは他界したため、セバスチャンとサマンサは、ローマで結婚式

を挙げた。ジェシカは、10年前に二人の間にできた娘であることをサマンサが

打ち明けた。 

ハキムは、ヒースロー空港に向かうナイジェリア航空の機内で、眠っている

間に、13gのヘロインの入っている袋をカバンの中に入れさせられた。そのため

に、容疑をかけられ、逮捕された。しかし、マッサージ師のマイ・リンの協力

が盗聴器をとりつけ、黒幕がスチュワーデスを買収して、ハキムのバックの中

に、ヘロインを入れさせたという情報を入手した。その結果、ハキムは無罪で

あることが立証され、釈放された。 

レディー・バージニアは、サイラス・Ｔ・グラント IIIに近づいて、何とか金

銭上の問題を解決しようとした。バージニアは、サイラスの子を妊娠したと偽

った。そのため、医師を騙して、緊急出産により、モリスから帝王切開で出産

した子をもらった。しかし、バージニアは、依然として皆から冷遇されている

ようである。 

ジャイルズは、当面補欠選挙への出馬をあきらめることした。ジャイルズは、

通訳として働いていたカリンに対して恋愛感情をいだくようになった。カレン

から父親のペゲリーを紹介された。ジャイルズは、カレンにプロポーズした。

しかし、カリンが、東ドイツの秘密警察（シュタージ）であり、ペゲリーは、

実父ではなく、継父であること、さらには、カリンは、ペゲリーの指示で、イ

ギリスに入り込み、破壊しようとたくらんでいることをまだ知らない。カリン



18 

 

は、ジャイルズへの愛と、秘密警察の仕事への忠誠との板挟みになっていた。

ようやくジャイルズへの愛に傾き、結婚の約束をすることを決め、二人は幸せ

な時を過ごしていた。しかし、ペゲリーに、カレンの気持ちがシュタージュか

ら離れてしまったことを見抜かれ、射殺されてしまうところで、物語(1970~1978)

は終わる。 

 

次号に続く。 

 

 

46冊 “Mighttier Than The Sword”(The Clifton Chronicles, Book 5) by Jeffrey 

Archer (677 pages) Thorndike Press (2015) 

 

前号（第４冊）では、マルチネスは手下に、エンマとアリーの客室に時限爆弾

を潜ませた菊の鉢を置かせ、暗殺を企てた場面で終わっていた。 

 

今回は、この場面から再開される。爆発予定時刻の 3:00 直前に、ハリーは時限

爆弾を海に投げ、事なきを得た。海中で爆発音が響いたが、ハリーはほとんど

の船客は気付かなかった。ハリーは事を大げさにしないため、付近の海軍の砲

弾の演習であるとごまかした。 

 

ハリーは、PEN 会議でアナトリー・ハバコフの釈放を演説したが、政府からは

冷たくあしらわれた。ハバコフの投獄に抗議した。 

 

ジャイルズは、国際会議の通訳者のカリンに引かれ、一夜を過ごした。しかし、

その密会の写真を撮られ、新聞沙汰になってしまった。カリンの父とも会い、

より一層、カリンとの愛に目覚める。ジャイルズは、労働党でこれまで７回の

選挙で当選したが、今回の選挙では敗れ、失意の余り、東ドイツに発つが、検

問所でハリーのアナトリー・ハバコフの釈放を支持すると答えたため、西ドイ

ツの戻ることになり、カリンとの再会はできなかった。ジャイルズは補欠選挙

の準備中である。 

 

セバスチャンは、アメリカにいる許嫁のサマンサに会うため、父とアメリカに

渡る。しかし、そこで見たのは、サマンサが、結婚して 5歳の子供を連れてい

たことである。セバスチャンは、ジャイカの描いた絵を全て買い取り、イギリ

スに帰国した。サマンサの夫は心臓発作で意識がなくなり、復活の見込みがな

い。セバスチャンは、サマンサが気の毒とばかり、秘密にお金を寄附した。 
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ハリーは、ハバコフの書いたスターリンに関する扇動的な書物 Uncle Joeのコピ

ーを持ち帰るためレニングラードに旅立った。ハバコフの妻の情報を頼りに、

そこの古本屋で、ハバコフが隠していた Uncle Joeをみつけ、何とか買うことが

できた。しかし、空港の検閲に引っかかり捕まってしまう。 

 

会長の選出の投票が行われた。セバスチャンが、車のガス切れのため、投票に

マニア合わなくなったことと、相手側の約束違反のために、エンマは、１票差

で、選挙に敗れ、会長の座を、メロウに譲ることになった。 

 

しかし、エンマは、不満に思い、裁判を起こした。バージニアは、ジャイルズ

との離婚後、バーリントンの株式の 7.5%を買い、役員会の席を得てからは、会

社を潰そうと考えた。アレックス・フィッシャーは、株式の仲買人であったが、

バージニアに議員を推薦された。フィッシャーは、エンマの承諾なく、会社の

株を買い、売り飛ばしていた。フィッシャーは、商取引で偽証犯罪を犯し、役

員会のメンバーである会社で株を売買した。また、会長であったエンマに情報

を伝えて承諾をもらわないまま単独行動を起こしたことが暴露され、辞任を勧

められた。思い悩んだフィッシャーはまだ判決が出ないまま、書斎で、一通の

手紙を残して、ピストルで自殺した。 

 

ハリーは、5年前に、国際会議にイギリス代表でキーノートスピーチをしたこと

がある国際的有名人である。ハリーは、法廷に出頭したアナトリー・ハバノフ

に合った。ハバノフは、モスクワ外国研究所を卒業後、学校で英語の教師をし

ていた。ハリーは 12年の禁固を命じられたが、しかし、告白をすれば、ソビエ

トおよび関係国には今後入国しないならば、禁固を解くと言われ、以下の告白

をした。「ハバノフは、クラスで一番の成績であったため、クレムリンで仕事を

もらえた。何度かスターリンに合い、学位を取得した。ハバノフのスターリン

について書いた本は真実であり、作り事ではない」。 

 

ヒースロー空港で、ハリーはエンマの出迎えを受けた。ハリーは執筆を続ける。

「スターリンは、フルシショフを含む３名により絞殺された。フルシショフは、

他の 2名を排除し、自ら首相に躍り出る」。ハリーは、アメリカに行き、Uncle Joe

を出版し、ハバコフ夫人に夫のメッセージを伝えたいと考えている。 

 

公判の結果が読み上げられた。9 名承諾、3 名不承諾であった。一名足りない。

エンマは、フィッシャーの残した手紙を読み上げることを提案した。議長のト
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レフィールドが内ポケットに手を入れたが、手紙が見つからない。会場ではバ

ージニアがほくそ笑んでいた。また、トレフィールドもバージニアに目で合図

して、ほくそ笑んでいた。（二人は内通しているようである。） 

 

次号に続く。 

 

 

45冊 “See me” by Nicholas Sparks (486 pages) Grand Central Publishing (2015) 

コリンは格闘技の選手で、路上の喧嘩で何度か刑務所に押し込められて経験が

る。コリンは、雷雨の中、タイヤがパンクして警告灯を点滅して立ち往生して

いるマリアを見つけ、救いの手を投げかけようとした。しかし、マリアは、コ

リンの痛々しい傷跡や刺青を見て、恐怖心から一旦は辞退したが、そのうち会

話をするうちに、誠実さが感じられ、コリンの善意を快く受け入れた。タイヤ

の取り換えに時間を取られてしまい、マリアは、法律事務所の上司のケンに怒

られた。マリアは、その後、ケンに執拗に言い寄られた。ケンのセクハラに悩

む女性３名と図って会社を辞めると脅したら、ケンも諦めたようである。 

マリアは、妹のセレナに誘われバーに飲みに行ったら、偶然そこに、コリン

がバーテンとして働いているのを見つけた。セレナとコリンは大学の同級生で

あった。マリアはコリンに次第に好意を抱くようになる。二人は、ビーチでお

互いの身の上話をするうちに、恋愛に陥る。マリアは、メキシコ人の両親をも

ち、子どもの頃は差別されて育った。マリアは、家にコリンを招待した。母は

メキシコ料理で歓待したが、父からは、交際の承諾を得ることができなかった。 

マリアは、何者かに追跡されていた。バーに飲みに行ったとき、野球帽をか

ぶった男からカクテルといやがらせの言葉の書置きをもらった。一体誰なのか。

そんな折、朝元気であった愛犬が突然死する。誰かに殺されたのか？ストーカ

ーの追跡はめっきり減ってきたが、車がまたパンクしていた。いったい誰の仕

業なのか？死んだ妹のことの恨みをもっているレスターではないだろうか？し

かし、タイヤがパンクした時は、レスターは、被害妄想で病院にいた。誰か共

謀者がいたのか？ 

探偵のマルゴリスは、レスラーがマリアの i フォンを持って逃げているので、

それを頼りに追跡した。マルゴリスは首と内臓を撃たれ、出血多量で意識を失

いつつあり、病院に担架で運ばれた。その後奇跡的に退院したが、自分が誰に

撃たれたのか分からない。レスラーは、捕まり、手錠を掛けられて刑務所に入

れられた。 

レスラー・マニング一家は、妹の死、母の自殺と悲惨な過去を持つ。マリア

に同じ苦しみを味わせたい、といった復讐なのか？セレナは学位審査のインタ
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ビューに出かけたまま、消息を絶ってしまった。川端の廃屋からセレナの声が

聞こえた。セレナは手を椅子に縛られ身動きできないでいた。ガソリンで建物

に火をつけられた。コリンは、椅子に手を縛られてたままのセレナを、火の海

から救助し、戸の外に出た。その瞬間、マニングは、車を運転してコリンとセ

レナを引き殺そうと突っ込んできた。その矢先、エバンとリリーの運転する車

が突如現れ、突進してきた。マニングの車は、製氷室に衝突して大破して死亡

が確認された。その後、レスラーは自殺した。レスラーと父の２人ともが死ん

でしまったので、誰が悪質ないたずらをしたのかを確かめることはできない。    

エバンとリリーの結婚式に出席したコリンとマリアは愛と確かめ会うところ

で物語は終わる。 

 

 

“Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage” by Haruki Murakami  

translated from the Japanese by Philop Gabriel (298 paged) Vintage 

（浦安キャンパスメディアセンター未所蔵） 

名古屋の高校生時代の５人の旧友は何時もグループで行動していた。その内４

人は、名前に色を意味する言葉が入っていた。赤と青の二人の男子高生、黒と

白の二人の女子高生。しかし、主人公の Tukuru Tazaki だけには入っていなかっ

た。Tsukuruは、大学２年の時に４人から絶好を言い渡され、東京のエンジニア

の専門学校を卒業後、駅の設計の仕事をしていた。皆、それぞれ 30代の中ごろ

になっていた。Tsukuruは、最近肉体関係を持ったガールフレンドの Sara から、

絶交させられた理由を聞きに名古屋にいってみたらと言われた。Tsukuruはまず、

名古屋で働いている赤と青に合った。彼らは、Tsukuruをレイプされ流産させた

ものと思っていた。Tsukuruは、絶交させられた原因を探るために、予め連絡も

せず、フィンランドで生活している白に会いに行った。白は、陶芸教室でフィ

ンランド人と結婚し二人の娘をもうけ、夏季休暇をヘルシンキ郊外のシベリウ

ス生誕地のハメーンリンナの湖畔で過ごしていた。白から、Tsukuruのことが好

きであったこと聞かされ思わず白を抱擁してしまう。黒は、白が Tsukuruに対し

て好意を抱いていることを知り、嫉妬心を抱いたらしい。黒は、次第に精神的

に不安定になり、謎の死を遂げるに至る。Tsukuruは、日本に帰国したが、自分

は何のために生きているはっきりしない。Saraには新しい中年の恋人ができて

いた。焦りを感じた Tsukuruは、真夜中に Sara電話してプロポーズした。三日

後に Saraから返事をもらえる約束をした。その間、黒に電話したが不通であっ

た。白からも繰り返し電話が届いていたが、それに出ようともしなかった。白

からの答えを聞く前に物語は終わってしまう。また、黒殺害の犯人も以前不明

である。 
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村上春樹の英語バージョンは大変読みやすい。 

 

“1Q84 (The Complete Trilogy)” by Haruki Murakami (1319 pages) Vintage 

（浦安キャンパスメディアセンター未所蔵） 

Masami Aomame と Tengo Kawanaは、小学生時代(10歳)の幼馴染であったが、

Aomameの転向により離れ離れになってしまう。20年が歳月が経ち、1984年 4

月を迎えていた。その時、2人は 2つの月がある 1Q84年という異次元の世界に

入り込んでいた。塾で数学を教えていた Tengo は、編集者の Komatsu 氏から小

説家としての才能を見込まれ、失語症の Eriko Fukaga (Fuka-Eri)（「さきがけ」と

いう宗教団体のリーダーの娘）の書いた小説の書き直しを依頼された。一旦は

倫理的な理由から辞退したものの、やむなく引き受けることになってしまった。

その小説は、期せずして芥川賞を取ることになる。Fuka-Eri が、受賞インタビュ

ーで自然な受け答えができるように、Tengo は特訓した。そして、何とかボロが

でずにインタビィーを終えることができた。しかし、Fuka-Eri は、責任を感じて

か、山梨に逃亡した。やがて、Fuka-Eriは、Tengo のアパートに泊まりこみ、誘

惑して、肉体関係を結んでしまう。 

一方、スポーツインストラクターの Aomame は、尊敬する老夫人の Ogataか

ら、女性を DV で苦しめる男たちを暗殺する仕事を引き受けていた。そして、

レイプ魔の「さきがけ」のリーダーの暗殺を依頼された。Aomame は、リーダー

と 2人だけになるタイミングを伺っていた。リーダーをマッサージして気持ち

よくした後、アイスピックを首の後ろの急所に刺して、予定通り暗殺に成功し

た。Aomama は、追ってから逃れるために、老夫人の手配した家に身を隠した。

Aomameは、自分が妊娠していることに気付いた。しかし、相手が誰であるか思

い当たらなかった。自分は、Tengoの子を宿していること確信した（常識では考

えられないが）。追手に捕まらないうちに、Tengo に会わなけらばならない。 

Tengo は、千葉のサナトリウムに入院中の父が亡くなる間、何度は見舞いに行

ったりして、家を空けていた。何度か父を見舞いに行った時は、3 人の看護婦か

ら誘惑されたが、Aomameのことを思い浮かべ、相手にすることはなかった。 

２つの月が現れた 12月の夜、Aomameは、Tengo と再会し、20年ぶりの再会

を果たした。そして、1984年の世界に戻ったところで物語は終わる。 

 

この村上春樹の 3部作は、2014年の 4月から 12月までの 10カ月間のストーリ

ーで、物語は流れるように進んで行きます。Jay Rubin と Philip Gabriel により英

訳されたものは大変、読みやすいものでした。村上春樹も英文に翻訳されるの

を意識して書いたようにも思えました。 
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‘Last song’ by Nicholas Sparks (463 pages) Grand Central Publishing Hachette 

Bok Group 2009 

（浦安キャンパスメディアセンター未所蔵） 

スティーブは、かつてジュリアードの先生をしていたピアニストであり、カー

ネギーでピアノを演奏したこともあった。キムと結婚し、娘のベロニカ "ロニー

"と息子のヨナをもうけた。ロニーが幼少の頃は、父のスティーブと娘のロニー

は、ピアノの前で楽しい時間を過ごしてきたものだった。ピアノだけが生き甲

斐であったスティーブは、年に 40 週間も演奏旅行に出かけ家を空けることが多

くなった。愛想をつかしたキムは、帰宅しなくなり、別の男性と交際し、結婚

生活はやがて破局を迎えた。キムは離婚後、スティーブは、ニューヨーク市か

らノースカロライナ州ウィルミントンに住居を移した。 

ロニーは 17歳になり、反抗期を迎え、父を避けるようになっていた。ピアノ

を弾くこともやめてしまった。3年間も父と話もしていなかった。ロニーは弟の

ヨナを連れて、海辺近くの父のバンガローで夏休みを過ごした。バンガローに

居づらいロニーは、海岸で知り合った青年ウィルと次第に親しくなる。ロニー

は、家の外にある亀の巣がアライグマが狙れないかと不安になり、水族館でボ

ランティアをしているウイルに相談することになった。ウイルは、ロニーに好

意を持ち始め、二人は恋に陥る。ロニーは、ウイルの妹の結婚式にも招待され

た。しかし、悪漢のマルクスの放火で結婚式が台無しなり、ロニーは濡れ衣を

着せられてしまった。ウィルの母からも冷たい目で見られるようになり、ウイ

ルとの恋も終息したかに見えた。運悪く、ロニーは、友人のブレイズが万引き

したものをバックに入れられ、容疑者として裁判所に出廷しなければならなく

なった。ロニーは、益々父に辛く当たるようになり、父から届いていた手紙も

未開封のままであった。 

スティーブは、体調を崩し、転移性の肺がんと診断された。抗がん剤は効か

ず、痛み止めで何とか維持していた。ロニーはピアノで父のために歌をうたう。

キムは夫にさよならを最後にもう一度言いに到着した。スティーブからの手紙

が送り届けられてきた。手紙には、スティーブのロニーに対する愛情が記され

ていた。ロニーは号泣して自分が父親にしてきたことを嘆いた。ロニーは、バ

ンガローに留まり、父の介護と食事の世話をした。しかし、父の健康は、日に

日に衰えて行き、食事もろくに食べられないため、みるみる痩せて行き、やが

て息を引き取った。父の葬儀には、ウイルの父親も来ていた。ブレイズが来て、

マルクスの悪戯と万引きをしたのは自分であることを白状し、ロニーは嫌疑か

らようやく逃れることができた。ロニーは、父の遺志を継ぎ、母親の住むニュ
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ーヨークにある大学いで音楽を勉強することにした。ウィルは、彼女を追っか

ける様にして、やはりニューヨークにあるコロンビア大学に行くことにした。 

 

 

44冊 “Never Go back” by Lee Child (400 pages) Delacorte Press (2013) 

Jack Reacherは、サウスダコタから、ワシントン D.C.近郊北東バージニアの以

前司令官として勤務していたオフィスに向かっていた。現在司令官を務めてい

る声の美しい Susan Turnerに会うためであった。しかし、到着してみると、Susan

ではなく、男性の Morgan大佐が椅子に座っていた。Reacher は、Morgan大佐か

ら、「16年前に、Mr. Juam Rodriguez を頭を殴り殺したのはお前か？もう一度、

軍隊に戻れ！」と怒鳴られた。Morgan は Susan の居場所を教えてくれなかった。

おまけに、Reacher は、Romeoと Juliet により見張られていた。Reacherは、Susan

が、昨日司令官を解雇され、アフガニスタンに向かったが、消息を絶っている

という情報を入手した。Reacherには Samantha Dayton という 14歳になる娘がお

り、弁護士を雇い、母親の Candice Dayton を探していた。Reacher は Samantha

の母を知らない。Reacherは、ペンタゴンにいる Morgan 大佐に、アフガニスタ

ンでは行方不明者が２名もいるのに何故応援しないのかと、問い詰めたが逆に、

御前は、この件に関わるなと言われてしまった。その夜、Reacher の住んでいる

モテルの部屋は、4人の男に捜査されていた。 

Reacherは、刑務所にいる Turnerを探しあて、車を盗んで一緒に脱走した。ヒ

ッチハイクをして、アパラチアン山脈を越してウェストバージニアへ向かう途

中で山火事がみえ捜査網に引っかかりそうなので、車からおろしてもらった。

廃屋に入り込み、車を盗んで逃走した。モテルで Reacher と Turner は、自然に

愛し合い、セックスをした。ピッツバーグへは大型トヨタトラックで向かった。

２人が名前を変えて LA行きの飛行機に乗ろうとしていることを Julietと Romeo

は知った。 

Emal Zadranは、7年前にアメリカ製の MOABs、Drones や手榴弾などの武器

をタリバンに売っていた。その後行方をくらませていた。 

Reacherは、簡易食堂で、少女が入るのを目撃した。少女は Reacherをずっと

見ていた。Reacher は少女と一緒に食事した。少女の名前は、Sam Daytonと言っ

た。ようやく自分の娘と会えたのだ。少女は Reacher を父であるとは知らない。 

Romeoは Gabriel Montague であり、Juliet は Capulet であることがわかった。 

Reacherは、Shrago を打ちのめした。Scullyは 7年前に、補助幕僚副長として

アレキサンドリアにいた。4年前、ジョージタウンのウィスコンシン通りに、

Dove Cottageという男性専用会員制クラブがオープンした。この建物は、以前、

桂冠詩人のWilliam Wordsworth が 8 年間住んでおり、その後、作家の Thomas De 
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Quincyが 11年住んでいたものだ。Morgan は、Bragにおり、Shrago を中心とし

たチームを作った。Turnerと Reacher は、タクシーで Dove Cottage に行き、しば

らく潜んで様子を伺っていたが、中からみな陽気で安らいだ様子で出てくるの

を知り、いかがわしい場所ではなさそうであった。その時、中から、２発の銃

声がした。続いて、ユニフォームを着た給仕や、オペレーターが館の中から出

てきた。2階では、60才台の ScullyとMontagueがこめかみに銃を撃ち死亡して

いた。 

Montagueは Zadran と高性能の武器を取引し、Dove Cottage は、莫大な会員の

料金を獲得し、4年間は大金を稼いでいた。この会員制のクラブには、Turnerの

弁護士の John James Temple 大佐、Reacherの弁護士の Helen Sullivan 少佐、Tracy 

Edmonds 大尉などもいることも明るみにでた。 

Turnerは、彼女のホームである昔のオフィスに戻った。Turnerは Reacherと車

に乗せ、食事に誘った。お別れのキスをして、Turnerは赤い車に乗り去って行

った。Reacherは、携帯電話を捨て、北方方面行きのバス停のベンチで一人腰を

下ろしていた。 

 

 

 

43冊 “Sycamore Row” by John Grisham (447 pages) Doubleday (2013) 

末期肺がんの Seth Hubbard は、首を吊って自殺する前日に、第１の遺書を修

正した第２の遺書を作成していた。Seth には、これまで少なくとも二人の妻が

いたが、争いの種になるのを恐れて、家族には遺書のことを教えていなかった。

35歳の新進気鋭の法律家である Jake Briganceは、Carlaと 7歳の Hannaとともに

生活していた。Jake のところに、修正された遺書が送られてきた。そこには、

遺産の 90%を、5児の母である 47 歳の黒人の家政婦である Letetia Delores Tayber 

Langに、5%を Seth の弟の Ancil F. Hubbard に、残りの 5%を Irish Road Christian 

Church に寄付すると記されていた。Seth の息子の Herschel Hubbard と、娘の

Ramona Hubbard Dafoe、孫達には一銭も贈与しないと記されてあった。これに対

して、昨年の第１の遺書には、Hearchel と Ramonaがそれぞれ 40%づつ、15%を

子供達、残りの 5%は Irish Road Christian Church が受け取ることが記載されてい

た。 

第１の遺書と第２の遺書のいずれが正当なものか、Judge Atlee のもとで裁判

が行われた。Littie 側の弁護士には Jake が、Herchel と Ramona 側の弁護士には

Wade Lanierが就いた。Littieの娘の Portia Lang (24 歳)は、Jakeの法律事務所で週

50ドルで働くことになった。突然悲劇が襲う。Littieの夫の Simeon Lang は飲酒

運転で、対向車を正面衝突し、２人を死亡させたため、刑務所に入れられた。
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しかし、その父親との和解が成立して Jake はホットした。Littlie は夫の Simeon

と別れたかった。その間、Wadeは、Seth の自殺前日の身体の状態やセクハラの

前歴、また、Lettie が、公文書の捏造歴がないか否か調べていた。 

Lettieは Portia とシカゴに住む Boads Rinds に会い、Lettie の祖母が Seth の父の

Cleonに 80エーカーの土地を譲渡したことを知る。Lucien は、Seth の弟の Ancil 

F. Hubbardを探しに行った。Ancil は、名前を Lonny Clark と変えていた。Lonny

は、頭蓋負傷・脳内感染により病院で、麻薬性鎮痛薬の点滴を受けていた。意

識朦朧としていた Lonny に、Lucine が面会した。Seth の遺産金の一部が Ancil

に譲渡されること、Lettieの祖母と Seth の父の Cleonの間の関係について知りた

いと伝えたところ、Lonnyは、自分が Ancil であることを白状した。 

とうとう、公判の日がやってきた。Jake，Lanier それぞれ 12 名の陪審員を選

んだ。Wadeは、公判間際に、娘を黒人にレイプされて、黒人に対して恨みをも

っているMr. Doleyを陪審員に加えていた。Jake側に十分な対策を検討する時間

を与えないのは狡猾である。Jake 側は、Seth の遺書の正当性を切々と説いて一

時は優勢を築いた。しかし、Wadeが、Sethは、朦朧としていた精神状態では第

２番目の遺書を書けないこと、また、Littie とのセクハラ、Lettie の遺書の作文

の可能性があることを指摘した後、形勢は逆転してしまった。ところが、そこ

に、Ancil の告白のビデオが届いたのだ。一同は、固唾を飲んで、１時間に及ぶ

ビデオに見入った。それは、「Hubbard 家と Rinds 家は、犬猿の仲であり、土地

問題で常に争っていた。Seth と Ancil は、家の近くの Sycamore で、Seth の父の

Cleon Hubbardが数名で、Letticeの祖父の Sylvester Rinds を、絞首刑にしている

現場を目撃してしまった。そして、Rinds 家の 80エーカーの土地が、ほとんど、

無償で、Hubbard家に移譲された。Rinds 家の人々は、Ford Countyから追い払わ

れたこと」ことを明らかにした。Seth は、自殺して、財産を Rinds 家に譲渡する

ことにより、謝罪したかったのだ。このビデオのお蔭で Jake 側は再逆転を果た

した。 

裁判後、Atlee裁判長は、皆が満足するように配分を提案し、Jakeにその執行

を依頼した。そして、Sycamoreで Ancil が Lettie一家に再会して物語は終わる。 

 

 

42冊 ”Personal” A Jack Reacher Novel by Lee Child (353 pages) Delacorte Press 

(2014) 

ジャック・リーチャーは、軍隊警察から退役していたが、国防総省と CIA から

再度呼び止められた。機関紙アーミー・タイムズに、自分の名前が出ているの

に気付いた。そこには、ジャック・リーチャーよ、リック・シューメーカーに

連絡しろ、と書かれていた。そこで、リック・シューメーカーに連絡を取り合
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うことにした。 

飛行機で特殊部隊本部のある Fort Braggへ向かう。国務省で働く 20代のブロン

ドの女性キャシー・ナイスの出迎えを受けた。オーディー軍司令官に説明を受

けた。彼とは、20年ぶりの再会であった。パリでフランスの大統領が、1400 ヤ

ード（＝3/4 マイル）遠方から狙撃され、防弾ガラスの遮られて、命を取り留め

た。狙撃者は相当な腕前である。射撃の名人のジョン・コットは、15 年牢屋に

入れられていたが、出獄し、G8サミットに狙いを定めていた。コットを止めら

れるのは、以前コットを倒したリーチャーを置いてほかにはない。リーチャー

は一人で挑みたかったが、抗うつ薬が必要な新人アナリストのケーシー・ナイ

スとチームを組むことになった。コットは、アーカンサスに戻ったが、その後

消息を絶った。リーチャーはケーシー・ナイスとともに、コットの家を訪れた

が、家にはいなかった。岩を登り、ちょうど 1400ヤード離れたところに銃の薬

莢が見つかった。 

 

リーチャーの母は、パリで生まれたが、ヘビースモーカーであり、60 歳で肺が

んでパリで死んだ。リーチャーは、自分の銀星章とともに墓に埋めた。 

 

射撃の名人には、ジョン・コット以外にも、ウイリアム・カーソン(48)、ヒョー

ドル・ダッセフ(52)、ロザン（イスラエル人）(50)などいるが、一体が狙撃した

のだろうか？ 

 

そのうち、ヘンキンが 1600ヤード離れた位置から射殺された。コットは、リー

チャーを撃つはずであった、銃航路が変わって、ヘンキンを射てしまったので

ないのか？ 

 

リーチャーは。ナイスを連れてイギリスに渡る。無事空港のパスポートの検問

を通過し、予め予約されていたホテルへ向かった。警察のトラックを奪い、ロ

ムフォードへ向かった。 

しかし、彼らには、冷酷な盗賊、セルビア人の凶悪犯、裏切り、逮捕など、つ

らい試練が待ち構えていた。間一髪。リーチャーは、かつて救援することに失

敗した女性のことが頭から離れなった。それをもう一度繰り返してはいけない。

ナイスを殺すようになってはならない。リーチャーは、ナイスと親密にならな

いように努めるが、殺人者は、 

 

41冊 Sandra Brown の French Silk (403 pages) Warner Books 

登場人物： 
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キャシディー：アシスタント地区首席検察官 

オーリンズ・パリッシュ：地区首席検察官 

ジャクソン・ワイルド：福音書記官 

アリエル・ワイルド：ジャクソン・ワイルドの妻 

ジョシュア：ジャクソン・ワイルドの継子 

ハワード・グレン：刑事、探偵 

クレア・ローラン：フレンチ・シルクの創設者 

ヤスミン：フレンチ・シルクのカタログのモデル 

 アリスター・ピートリー：国会議員 

アンドレ・フィリピ：ニューオーリンズのフェアマントホテルの夜のマネージ

ャー 

 

何者かの男女が５歳のクレア・ローランを誘拐しようとしていた。母のマリー・

キャサリンが、花瓶を持って男のこめかみに打撃を与えて防ごうとしていた。

クレアは、眠りからさめた。という、プロローグで物語は始まる。 

 

ジャクソン・ワイルドの死体が発見された。ジャクソン・ワイルドは、ポルノ

グラフィー撲滅運動、アメリカからの猥褻撲滅運動で熱狂的な支援を得ていた。

そして、フレンチシルクの肌着のカタログを非難し攻撃していた。クレア・ロ

ーレンツは、フレンチシルクの創設者であり、ワイルドのことを良く思ってい

なかった。キャシディーは、地区検察官オーリンズ・パリッシュのアシスタン

トであり、この事件を担当することになった。ホテルの戸をこじ開けられた形

跡はないので、信頼できる人の犯行と思われた。胸、心臓、睾丸に３発射貫か

れており、やりすぎかとも思えた。おそらく女性からの恨みを買った可能性が

あった。 

 

 妻のアリエル・ワイルドは、オーケストラをバックに歌を歌う。ヤスミンと妻

子のいるアリスター・ピートリーは不倫関係である。ジャクソン・ワイルドの

テネシーでの埋葬、葬式はまるでカーニバルのようであった。 

 

クレアの母は、異性の遍歴、クレアを身ごもった時、アルジェで、中絶を考え

たが、思いとどまり、放浪癖、クレアを出産した。ジャクソン・ワイルドが殺

害された時、クレアは母を迎えに、フェアモントホテルに行った。 

クレアとアンドレ・フィリピは、聖心アカデミーの学生（７～１２年生）であ

った。アンドレ―の母は、紳士たちと関係、そのうちの一人がアンドレの父 

アンドレはクレアに母がフェアモントホテルにいることを告げた。ワイルドの
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死を知らせなかったのは、母を保護するためであった。 

 

アリエルは、ジャクソン・ワイルドと結婚して、貧乏な生活から脱出すること

ができた。キャシディーはデモの抗議からクレアを守った。クレアは嘘をつい

ているのか？ジャクソン・ワイルドの言葉を聞き、胸が重くなり外出した。ヤ

スミンはワイルドの愛人であった。しかし、殺人の日、ヤスミンはニューヨー

クにいたと言うし、クレアは自分の車を運転していたと言う。一体本当なのか？

アリエルは妊娠した。それは、ジャクソンの子ではなく、多分ジョシュアの子

であろう。ジャクソン・ワイルドが殺された夜、クレアは、マリー・キャサリ

ンを連れ出すために、フェアモントホテルにいた。ヤスミンは、女司祭に会い

に行き、救いを求めた。「国会議員のアリスター・ペトリーを懲らしめてやりた

い」。 

 

アリエルは、妊娠していた。中絶し、流産させ、同情をねらおうとしていた。

ヤスミンの自殺、ジャクソン・ワイルド殺害に使用した銃は同じものであった。

殺害のあった夜、ヤスミンは、ニューオーリンズにいたことを全く知らなかっ

た。ヤスミンは、ベッドの中で、所持していた銃をなくした。銃はヤスミンの

バックの中から見つかった。クレアの車のカーペットのファイバーが、ワイル

ドが殺された現場に落ちていた。クレアは、ワイルドは自分の父親であること

を告白した。クレアの母のマリー・キャサリンは、説教師であったワイルド・

ジャック・コリンズに一目惚れし、恋愛して、彼の子（クレア）を宿す。マリ

ー・キャサリンは、2100 ドルを持参金として持って来て、二人は駆け落ちをす

る。しかし、彼の住処を訪れたが、持参を持ったまま逃亡した後だった。ワイ

ルドは、旅行中、多くの女性を騙し、非嫡出の子供を産ませたに違いない。ワ

イルス・ジャック・コリンズは、後年、ジャック・ワイルドと名前を変えた。

ジャック・ワイルドは、ジョシュアの母に言い寄った。ジョシュアは、アリエ

ルと関係を持つということで復讐したのだろうか？ 

 

クレアは、ヤスミンの財布の中から銃を盗み、マリー・キャサリンのドレスを

着て、そっとホテルを出て、寝室に忍びこみ、別途で寝ているワイルドを、３

発で殺した。その後、銃をヤスミンの財布のもどした。ワイルドは、自分の子

供であるクレアによって殺されたのだろうか？しかし、キャシディーの告発は

嘘であり、ジャクソン・ワイルドを殺してはいなかった。真犯人は、議員であ

るアリスター・ペトリーであった。ペトリーの妻のベルはお金持ちであった。

ペトリーはそれを利用して、ワイルドを買収したのだ。ペトリーはワイルドを

恐喝した。ジュシュアは、彼の父のワイルドは、罪の許し引き換えに賄賂を受
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け取った。ペトリーはベルと結婚し、会社の社長に就任した。ベルの由緒ある

家々の会社は、テレビ伝道師に 10万ドル以上支払ったのだろうか？ワイルドは、

ペトリーがヤスミンと不倫をしていることを知っており、それを公にすると恐

喝した。ペトリーは、ジャクソン・ワイルドが嫌いであった。投票に勝つため

に利用しただけである。ペトリーはヤスミンの銃に近づき、その後、その銃で

ワイルドを殺害したのだ。ペトリーが、夜 23:00 から翌朝 7:00 の間、フェアモ

ントホテルでヤスミンと一夜過ごした、という証拠は、アンドレ・フィリピー

の目撃により得られた。クレアは、殺人は、母を守るためであると、殺人を取

り消した。 

 

キャシディーは、クレアに求婚し、受理され、物語はハッピィーエンドで終わ

る。 

 

40冊 James Rollins の’The 6th extinction’ (426 pages) William Morrow 

カリフォルニア州東部のモノ湖は、ヨセミテ国立公園とボティエ州立歴史公

園の間に位置する、76 万年前にできた塩水湖である湖の生命は、冬塩耐性藻の

異常発生で始まり、春は青くなるがやがて塩水湖に棲息するブライン シュリ

ンプが藻を食べてしまうため青さがなくなる。燕、カイツブリ、アホサギ、カ

モメはブライン シュリンプを食べ、ミサゴが石灰堆積物に住む変わった生態

系を持っている。あたりはガスに包まれていた。神経ガスと有機リン製剤の神

経毒のサキントキシンであり、猛毒であった。 

リモート軍事研究ステーションの研究施設から 911 の連絡が入り、北方に向

かうよう指示された。動物の死体が横亘っていた。植物も枯れ、土地は完全に

無菌であり疫病が広がっていた。極限環境微生物で毒性環境で生育できる生物

を探していた。 

南極の表面は凍っているが、数マイル下は、地熱の影響で暖かい。ペルム紀

―三畳紀、ほどんどの海洋生物 2/3 の地上の生物が絶滅、そこで XNAの種が根

付き生育した。ここでは太陽は要らない。化学合成により生きている。化学合

成独立栄養生物バクテリアは、局部的地熱由来の硫化水素とメタンで生育する。

ここでの生物は地上とは違う、DNAの代わりに XNA（Xeno=alien、ヒ素とリン

鉄、天然と合成生物学のハイブリッド）を使う。DNA の糖部分をヒ素とリン鉄

で置換、ユニークな生物体、非常に突然変異を起こしやすい。６度目の大量一

斉絶滅に抵抗するため XNA を RNA に取り込ませれば可能であるが、しかし危

険性がある。 

世界中の絶滅を止める手段を講じるために、司令官グレーピアースとシグマ

は、南極の冷凍した過去数千年の歴史の秘密から、ブラジルのジャングルの奥
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深くに埋もれた謎に、シグマは、これまでの最大の課題に直面するだろう。  

 

 

39冊 Sandra Brownの’Deadline’ (410 pages) Grand Central Publishing (2013) 

海兵隊大尉のジェレミー・ウェッソンは、FBIから指名手配中のテロリストのフ

ローラ・スティメルとカール・ウィンガートとの間に生まれた息子である。ジ

ェレミーは、アメリア・ウェッソンと結婚して、長男のハンターと次男のグラ

ントの二人の息子をもうけた。しかし、ジェレミーは、アフガニスタンでの戦

役を契機に、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に陥り、ウィラード・ストロン

グの妻のダーレーンと不倫をして、とうとうアメリアと離婚することになって

しまった。ハンターの誕生パーティに来ていた、ジェレミー、ストロング夫妻

は、アルコールですっかり酔っており、アメリアは不穏な雰囲気を察知し、警

察を呼んだ。しかし、警察が来る前に二人は、立ち去っていた。その後、ウィ

ラードと２回目に会った日を最後に、ダーリーンとジェレミーが行方不明にな

った。ダーリーンの小物がウィラードの不法は犬の消化管から見つかり、ダー

リーンとジェイミーは殺されたのではないかと疑われたが、依然として死体が

見つかっていない。ウィラードは、アメリアの家に、ダーリーンを殺した銃を

持ってやってきた。ウィラードは銃をアメリアに突き付けた。子供達は、女校

長とともに来た。ウィラードは、家から出て行った。 

アメリア・ウェッソン（旧姓）・ノランは、故アメリカ下院議員のビークマン・

デイビス・ノランの娘であり、レム・ジャクソンという弁護士を雇って、被告

人のウィラードに対して裁判を起こした。ウイラードには弁護士のグリーソン

がついている。ジャーナリストのドーソン・スコットは、FBI筋からの要請があ

り、裁判所の観覧席でアメリアの陳述を聞いていた。ドーソンは、一年余りア

フガニスタンの戦争圏内にいた、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に悩まれて

いた。 

フローラ・スティメルの日記(1978.1.23)には、カールとの逃亡者生活から離れ

正常な生活がしたい。ジェレミーを抱いてカールと別れたことが記されていた。 

アメリアは、子供達とビーチで、小守のステファニー・エレイン・デマルク

を連れて、次回の裁判までの楽しいひと時を過ごしていた。気づいたら、父が

くれたダイアモンドがちりばめた腕時計がないのに気づいた。それを、隣に住

んでいるドーソンが届けてくれた。ドーソンは、アメリアに恋していた。嵐の

夜、アメリアの家は、電気が切れ、真っ暗になり、ステファニーは近くの村ま

で、バッテリーを買いに、アメリアの車で向かった。そこに、雨に濡れたドー

ソンがやって来て、自分の家で一夜を明かすことを提案する。ステファニーは、

後頭部を強打され頭蓋骨破壊により殺されていた。ドーソンは、死亡推定時刻
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にステファニーと会話していることが目撃され容疑者になってしまった。ステ

ファニ―の彼氏は、もしかしたら、15 カ月前に失踪したジェレミーが変装した

者であり、ステファニーがアメリアのレインコートを借りてきていたので、ア

メリアと間違って、ステファニーを殺してしまったのではないか？ドーソンは、

レイ・ディルから袋一杯の麻薬を買っていた。 

ジェレミーは、ウィラードが意識のない時に、ウィラードの積荷から散弾銃

を取り出し、ダーリーンを殺し、一旦犬の檻に入れ、沼に捨てた。ステファニ

ーが来ていたレインコートからジェレミーの指紋が検出された。ジェレミーが

まだ生きており、アメリアと間違ってステファニーを殺したことが明らかにな

った。ジェレミーは、厚い髭で被い、犬の檻に入れた頭皮を切った部分を隠す

ために帽子をかぶり、アメリアを殺し、２人の息子を取り戻すために 15カ月隠

れていた。ドーソンが、ステファニーの荷物を車に積み終わり、別れた隙を見

計らい、アメリアと間違い、丸頭ハンマーの一撃で、ステファニーを殺してし

まった。ステファニーの殺人現場近くには、所有者登録のないボートが乗り捨

ててあった。カール・ウィンガードは、忠実でないアメリアを征服したいと思

っていた。ジェレミーは、アメリアと復縁しかかるが、カールが許さない。フ

ローラは、教会に夜盗を行い、カールの支持者のベトナム戦争退役者からボー

トをもらい、メリーランドからフロリダに逃亡した。FBI捜査官のゲーリー・ヘ

ッドリーは、何年もフローラとカールを追跡している。カールは、ヘッドリー

に捕まるのが怖い。カールは深手を負い、外傷センターに運ばれる。ドーソン

の出生の秘密は、カール、アメリア、ヘッドリーしか知らない。ウィラードは、

殺人の容疑がかけられており、手錠、足枷をされていた。ヘッドリーはカール

に撃たれるが病院に運ばれた。アメリアは無傷であった。ジェレミーは、警察

に撃たれた。カールはジェレミーが死んでしまった後は、誰も慕ってくれる人

がいない。カールは病棟で治療中、いつも野球帽をかぶり頭皮を隠していた。

ヘッドリーはドーソンの名親であった。カールはそっと病室を抜け出し、花束

を持って、アメリアとドーソンがいる部屋に忍び込んだ。カールは、銃を持ち、

アメリアの背後に回り、アメリアのこめかみに銃を突きつけた。カールの銃が

ドーソンを外れ、窓ガラスを内向いた瞬間に、ヘッドリーから連絡を受け待ち

構えていた SWAT チームがカールを狙撃して侵入した。 

瀕死のカールから、ドーソンは、自分の出生に関する驚くべき事実を知る。

カールは、フローラに別の男の子を産ませた男の鳴き声が大きいため、床の穴

に捨てた。実は、この子供こそがドーソンであったのだ。ドーソンは、ジェレ

ミーの弟であり、ジェレミーとアメリアの間にできたハンターとグラントの叔

父ということになる。しかし、ドーソンの父が誰であるかは、ドーソンも知ら

ない。多分、フローラの日記に書いてあるのだろう。ドーソンは、アメリアと
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幸せに暮らすだろう。子供達が大人になったら、家系について話すことだろう。 

 

38冊 James Patterson and Michael White の’Private Down Under’  (345 pages) 

Grand Central Publishing (2014). 

財政官のジャック・モルガンは、シドニーに犯罪捜査機関であるプライベート

の支部をおいた。ジャックは、私立探偵の私（クレイグ・ギスト）を雇い、パ

ートナーとして魅力的で有能なジャスティン・スミスを付けてくれた。私は、

プライベート シドニーをまかされたのだ。ジャスティンには、姉妹のグレタ

がおり、夫ブレット・ソログッドとの間に、ニッキ（8 歳）とサージ（10 歳）

がいた。 

 最初の殺人が起こった。起業パーティの席上で、頭を覆った死体がうつ伏せ

に横たわっていた。10 歳後半から 20 歳前半の男性で、背中を銃の傷、右の大腿

部はナイフでめった刺しされていた。犠牲者のホー・チャン(19 歳)には、ID が

なく、目がくり抜かれていた。ホー・チャンの父親からお金をいくら使っても

よいから犯人を捕まえて欲しいと頼まれた。 

 DNA 鑑定で、3 人の血液が見つかり、アンチモンが検出された。入墨は、中

国人の入墨師が使用するので 3 人組のギャングの可能性が浮上した。この情報

を従妹の検査官のタルボットにメールした。 

私は、8歳の頃、コカイン常用者の母を路上で亡くしている。私は、オースト

リアの叔父のベン・タルボットに預けられた。ベンの息子のマークには嫌われ

ていた。18 歳の時、私は法律を学ぶため、１年 UCLA のカレッジに留学した。

イースタの時、マークとベッキーは婚約した。しかし、マークは、私がベッキ

ーに好意を持ち、誘惑しているものと思い、婚約は破談してしまった。それか

ら、9年後、私は、ベッキーと結婚し、3歳の息子のキャルと、バリ島で贅沢な

休日を楽しんでいた。しかし、幸福な生活はいつまでも続かなかった。妻のベ

ッキーは首を切られ殺された。更に、私の息子のキャルも殺され、片方の目が

送られてきた。 

やがて、２つ目の殺人が起こった。グレタ・ソログッドの親友のステイシー・

フリーウッド（39 歳）が、背中を深く刺され、車内で殺されていた。下着が脱

がされ、足を開かされ、膣にオーストリア 50ドル札が押し込まれていた。計画

された犯行と思われた。夫のデービッド・フリーウッドに質問したが、ステイ

シーとは幸福な夫婦生活を行っており、浮気もしておらず、何故殺されたか、

わからない、と言う 

ジュリー・オコナーとブルース・フリムメールは同棲していた。子供が欲し

かった。手術に失敗して一生子供が授からない体になってから、二人は喧嘩す

るようになった。ブルースはアパートを出て行った。ジュリーの父は、母がボ
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ーイフレンドと浮気している時、強盗に襲われ 34歳で命を落としている。ジュ

リーは、ブルースを殺害する計画を立てた。インターネットで、サブリナとい

う名でブルースにメールし、燃え尽きた家に呼び出し、ブルースの頭をハンマ

ーでたたいて殺してしまった。 

メアリーは、中国人のバーテンダーが働くレストランに行った。二人の仲の

良い兄弟の一人は、リン・サングという名前であった。メアリーはトイレに入

る振りをして、建物の外側を見たら、倉庫があった。メアリーは二人に襲われ

たが、撃退した。 

ジュリーは気分が悪かった。連続殺人の噂が流れていた。注意しなければな

らないと自分に言い聞かせた。ジュリーは、セスミン・トレンツ・シックの車

の後ろに乗り込み、ナイフを突きつけ、車を出すように言った。 

シートの血液は、ホー・チャンと一致した。それ以外に、窃盗の配管工、マ

ネージャーの妻のベッシ・グリフィン、そして二人のアジア系男性の血液が検

出された。 

ジュリーは、グレタの二人の子供（ニッキとサージ）のベビーシッターにな

りすました。ソロフット家は、グレタの誕生日を 100 名の人と祝うため、ボン

ディビーチのレストランを借り切ってパーティを催すため、ジュリーを雇った

のだ。しかし、夜半、ジェリーは子供を寝かせたと早合点して、家を物色して、

赤のドレスと靴を履こうしている時、ニッキに見つかってしまった。誰にも言

うなと短剣を突きつけた。 

また、殺人が起こった。3人の男の子の母であるヤスミン・トレントの死体（41

歳）が上がった。顔はタバコで焼かれ、背中には切り傷、スカートはまくれ、

膣には 50ドル札が入れられていた。 

男女共学に通うアンソニー・ヒラリーは、女友達のカレンとあばら家で愛し

合った後、トイレで悲鳴を上げた。一週間後、カレンの死体が発見さて、膣に

50ドル札が詰められていた。 

ダーレーンは、フォーカスというソフトで、顔の分析をした。二人の男の DNA

が検出されたが、指紋はなかった。犠牲者は、3 週間行方不明になっていた 38

歳のジェニファー・グランガーであった。車の走行距離から、ヤスミン・トレ

ンドの死体発見場所から 31マイルしか離れていないことがわかった。ダーレー

ンは、、ジェニファー・グランガ－が発見された場所に行き、その家の庭から、

死後 2~3 ヶ月経ったいた男の死体を発掘した。首についていた毛は、エルスペ

ス・ロンンバートの死体についていた毛と同一であった。Y 染色体がないこと

から、犯人は、女性であることが判明した。 

ジェリーは、父を亡くし、11 歳の誕生日には、母から何ももらえなかった。

母から虐待を受け、その仕返しをした。 
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私は、ホーの子供を誘拐したリンを追い、銃撃戦の末、リンを殺し、ダンを

助けた。 

家のトイレで二人の死体が上がった。一人はフリムメール、もう一人は、ク

ランガーであった。ジュリー・オコナーは、フリムメールの前妻であった。ジ

ュリーは、サイレンの音を聞きつけ、火を放ち、脱出した。ジュリーは変装し、

次の殺人を企画して、スクラップブックにその名前を記録する。 

ダーレーンは、スクラップブックの紙の細部をササ―という機器で解析し、

次の被害者は、「グラタ トログッド」であることを見つけた。私が駆け付けた

時には、グレタは、パースレイベイの何マイルも砂浜が続くビーチをジョギン

グしていた。ジュリーがナイフをグレタに突き付けたその瞬間、マークは、部

下とともに突進して、ジュリーと格闘した。私は、腹部に痛みを感じ、崩れ落

ちた。その時、ピストルの音がして、重たい身体が私に覆いかぶさった。私意

識を失っていた。私は夢を見ていた。 

目が覚め、私は病院に運ばれ、マークから奇跡的に救助されたことを聞き。

マークと仲直りした。ジュリーは貧困生活を強いられ、裕福な遊び呆けている

奥様連に対して異常な敵対心を抱き、連続殺人を犯したのだ。ジュリーは収容

所に収容されて物語は終了する。 

 

37冊目、James Patterson and David Ellis の‘Invisible’ (401 pages) Little Brown 

(2014) 

私（エミー・ジーン・ドッカリ―、35 歳）は、8 カ月前に、双子の妹のマーサ

をアリゾナ州ペオリアで不審な火災により失った。私は、結婚 3 カ月前にブッ

クスと別れていた。私は、放火事件のアシスタントとして事件の取り調べを許

された。 

 

アメリカ全土で、１年間に 54件の火災が発生したが、これらには、全て共通点

があった。いずれも毎回一人の犠牲者に限られ、犯行場所は、ベットルームで、

しかも火元であった。最初の 4カ月間の 32件は、全てアメリカの中西部以外の

端で起こり、後半の 4カ月間の 22件は中西部で起こり、二つのクラスターに分

かれていた。同一の犯人の仕業であると思われた。火災で証拠を消したのだろ

う。先ず、犯人が住む場所を探ることから始めた。犯人は思い付きのまま人を

殺しているようだ。仮性現場では、アラームがセットされていなかった。エア

コンがついていたが、窓が開いていた。寝室以外に蝋燭はなかった。火を加速

するものはなかった。正当な理由がない限り、解答はでない。犯人は、精神病

者であり、殺人後、膣内にナイフを入れたり、舌を取り出してベッドの下の屑

箱にしまったり、犠牲者に最大級の苦痛を与えた。 
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犠牲者のジョエル・スワンソン(23歳)とカーチス・ヴァレンタインの遺体を発掘

して調べたところ、思わぬ事実が判明した。彼らの肺と喉から、タイヤの焦げ

たものから発生する二酸化硫黄(SO2)が検出されたのだ。また、両肘、両膝、両

手首の皮膚を切り刻み、骨を取り出していた。犯人は、相当な医学的な知識と

経験を持ち、おそらく別の場所で殺人を起こし、火災による事故死に見せかけ

ようとしたと思われた。 

 

 犯人は、フットボールスタジアムのある場所で殺人を行った。日曜日以外は

殺していないので、多分フットボールを見に行っているのだろう。しかし、最

近になり、１回につき１人の殺人のパターンが崩れ、１度の６人殺したり、４

人殺したりするようになった。次に来ることが予想されるデトロイトのフォー

ドスタジアムで、多数の警官を配置して待ち構えていた。私は、6000 人の観客

の中から、30~40 歳で中肉中背の白人を必死に探し、とうとう犯人と思われる人

物と対峙した。連絡しようとした、その時、突然、数か所で火薬の爆発が起こ

り、逃げ惑う観客に阻まれ、犯人を逃がしてしまった。駐車場では、ペンシル

バニア州のナンバーの車が３台停めてあった。ライセンスプレートから身元を

調べ、とうとう、ウィンストン・グラハムが容疑者として浮上した。ウィンス

トン・グラハムの農家を取り囲んだ。爆破物検出機のケビンが反応を示した途

端、爆破が起こった。バーに仕掛けてあったレコーダーにより、グラハムは、

37 歳のバーテンダーのマリー・ラニーと恋中になっていることが解った。マリ

ーの母は、出産で死に、父親１人で育てられ、2011 年には父を亡くしている。

しかし、マリーの家に行ってみると、バットで頭を強打されて血を流している

マリ－が床に倒れていた。奇妙なことに、バットで強打したのに、マリーは殺

されてはいなかった。グラハムが躊躇して、決定打を放たかったためだろうか？

グラハムは、全国指名手配されてから日記をつけはじめているが、それは、も

し捕まったら、説明するためなのだろうか？マリーは退院し、一緒に犯人捜査

に乗り出す。 

 

しかし、ウィンストン・グラハムは１年前に死んでいることが発覚した。我々

の犯人は、グラハムを殺し、グラハムの家を中心に活動していたのだ。とうと

う、マリーが犯人であることが明らかになった。私はマリーと解剖用メスを振

りかざし、死闘を繰り返した。私は、深手を負ったが、やむを得ず犯人を正当

防衛で殺した。事件は解決し、妹の敵を討つことができた。病院には、ブック

がお見舞いに来てくれ、仲直りした。 
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36冊目、Dan Brownの Lost Symbol (509 pages) Doubleday (2014)  

ピーター・ソロモン(58歳)は、フリーメイソンに設定された上位階級の中でも最

高位の人物であった。ピーターは、父親を癌でなくし、母親を強盗未遂者に銃

殺され、認知心理学者（Noetic scientist）のキャサリン(50 歳)以外に身内はいな

い。一人息子のザカリーがいたが、父親からの遺産をあてにして、薬物乱用、

放蕩生活を繰り返し手挙句の果てに刑務所に入れたが、ピーターは憤慨して刑

務所からの出獄を助けなかった。キャサリンは、同じ建物内にあるノエティッ

ク・サイエンスの研究室のリーダーであり、ピーターにより教育を受け、古代

の失われた知識を再復活させることを使命としていた。キャサリンは、「十分な

数の人々が同じことを考え始めた時、その考えが結集して蓄積し、実際の力を

発揮する。」と考えている。 

ハーバード大学宗教象徴学教授ロバート・ラングドン（46 歳）は、旧友のピ

ーターの秘書と名乗るものから、急遽講義を依頼され、ピーターから預かって

もの（秘密のピラミッド）を持って、ワシントン DC の米連邦議会議事堂に向か

った。ワシントン議事堂は 180 フィートの高さがあり、その天井は、4664 平方

フィートのアメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンのフレスコ画が、1865

年にコンスタンチノ・ブルミディにより描かれている。この最大のフレスコ画

は、ジョージ・ワシントンの神格化と呼ばれている。しかし、議事堂に行って

みると、学生は一人もいず、ピータ‐にも会えず、ラングドンは途方に暮れた。

ただ、ドームの天井を指し示すピ－ターの切断された右手首が見つかった。マ

ラークという全身刺青の男は、ソロモンを誘拐して、その命と引き換えにラン

グドンに議事堂に隠された「古の神秘」を解読させ、アメリカ建国の父たちが

ワシントン D.C.に隠した秘密を手に入れようとしていたのだ。 

ラングドンは現場に現れた CIA 保安局局長のイノウエ・サトウ（真珠湾攻撃

後、日本人捕虜収容所で生まれ、戦争の恐怖を忘れないでいた）に拘束された。

サトウから全ての指先には、「神秘の手」として知られているアイコンが刺青さ

れていること、そして、「神秘の手」は、何世紀もの間、少数のエリートのみに

しか知らされていない保護された秘密の知識を受け取るという招待状であるこ

と、この秘密の手は、秘密の入口を通過して、キリスト教普及以前の古代の秘

密の知識を獲得するための正式な招待であること、そして、ピーターが信じて

いる秘密が、ここに隠されていることを聞いた。サトウによれば、マラークの

解き明かそうとしている古の神秘は国家機密であるという。マラークはそのキ

ャサリンの実験データを狙い、彼女に魔の手を伸ばす。キャサリンは間一髪逃

げ出し、連邦議会議事堂に向かい、ラングドンと落ち合う。ラングドンはキャ

サリンと共に、秘密を解き明かしながらピーター・ソロモンを探し始める。ピ

ーターの指には、SBB XIII という記号が記されていた。これは、地下の SUB 
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Basement 13 であると判断され、そこに向かった。一方、助手のトリッシュは、

ピーターの秘書と名乗る男を案内して地下へ進む。男は、トリッシュから、キ

ーカードを奪い、個人識別番号を聞き出した。トリッシュが引っ掻いた後には、

刺青が見えた。いったいこの男は誰だ！刺青の男は、トリッシュの顔をエタノ

ールの中に入れて殺し、水槽の中の巨大イカの餌食にした。キャサリンはトリ

ッシュに連絡が取れず、心配になり地下を捜索中に刺青の男に見つかり、追い

詰められた。キーカードの入った実験着を破られキーカードを奪われ、のど元

をつかまれたが、振り切り、車で逃走した。しかし、再度、刺青の男に見つか

り、注射針を刺され、出血状態にされた。 

 

ラングドンは解読を続けていた。ピラミッドの上に、16 文字が記されていた。

石の箱に、AD1514 年と明記されていた。ドイツルネッサンス最大の画家、版画

画家のアルブレヒト・デューラーは、1514 年にメランコリアを制作している。

また、下記の 16 個の魔法の正方形（縦、横、斜め、済の４つの正方形の合計は、

全て 34になる）に見つけた。あてはめ、順番に読んで行くと、 

16  3   2  13 

5  10  11   8 

9   6   7   12 

4  15  14   1 

 

Jeova Sactus Unus に変換された。これは、One true Godを意味する。 

 

ラングドンは、コリン・ギャロウェー師に導かれて石の箱の中に、指先を入れ

て探ると、何かあるのを感じた。それは、箱の底に丸いシンボルを見つけた。

33°回すと、石の箱は解体して、十字架に変化した。 

 

刺青の男、マラークは、10年前にキャサリンの母エザベルを殺している。なぜ、

刺青の男は、ピータファミリーを殺すのか？それは、この刺青の男こそ、ステ

ロイドの投与で人相が変わったピーターの一人息子のザカリーであったのだ。

ザカリーは、ピーターから、キャサリンは無事救出されたこと、また、ピータ

ーはザカリーのことを愛するが故に刑務所にやったことを話した。ザカリーは

今初めて、自分は、父親から愛されていたことを知り、今まで全て誤解であっ

たことに気付く。すると、ザカリーの身体で化学反応が起こり、溶解し、全て

の痛みが消えた。変容が起こったのだ。困惑、迷い、躊躇、奈落へ落ちて行く。

この世から消えて行く。 
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ピラミッドのベースには、彫り刻まれた正方形の 64文字があった。フランクリ

ンの 64個の正方形の序列を用いて、部分的な解読を試みると、Laus Deo、Praise 

God!と出た。 

 

古では、神は無限の人類の能力であったが、古代のシンボルは今日まで、失わ

れていた。太陽の光は 3300 ポンドの冠石を包み込み、人類の心は啓発される。

毎朝、光は記念碑を下り、天国は地球に向かって動き、神は人間に繋がる。夕

方は逆の営みがある。太陽は西に沈み、光は地球から発し、天に戻る。そして

新しい日を迎える。 

 

キャサリンの実験室は再開し、キャサリンとラングドンは、希望を取り戻す。 

 

 

 

 

35冊目、August 6, 2015 

James Patterson and Maxine Paetroの Unlucky 13 (384 pages) Little Brown (2014)  

 

今回の小説は、The Women's Murder Club(婦人殺人クラブ）の第 13作にあたりま

す。作者のジェームス・パターソンは、Newsweek7.21.2015（表紙タイトル：チ

ャイナ・リスク）の 62~63 頁（ベストセラーの書き方教えます、に紹介されて

おります。この物語は、宿敵マーッキィの再来と解決、ハンバーガー爆破事件、

船旅でのテロリストよる乗っ取り事件、が同時に進行します。 

 

以下が、あらすじです。 

 

サンフランシスコ市金門橋で、赤いジープに乗っていた 2 人の大学院生が、内

臓に仕掛けられた爆弾により、殺された。被害者は、音楽を専攻するララ・ト

ゥリンブルと、心理学を専攻するポスドクのディビッド・カッツであった。捜

査官の私（リンジー・ボクサー）は、4名からなる婦人殺人クラブ（クレア、シ

ンディー、ユキ、リンジー）に属していた。クレアは、３回の母を経験したア

フリカ―アメリカ混血のグループの中心的存在である。リポーターのシンディ

ーは、検査官のリッチー・コンクリンと撚りを戻して婚約した。ユキ・カステ

ラノは、離婚を終えた新警部補のジャクソン・ブラディと結婚する予定であっ

た。私には、夫のジョー・モリナリとの間に、ジュリーという生後６カ月の一

人娘がいる。 
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 マッケンジー・モラレスには、既に他界した連続殺人犯のランドルフ・フィ

ッシュとの間にベンという男の子がいる。モラレスは、既に３人を射殺した経

歴を持つ。モラレスは、FBIから指名手配中の逃亡者である。以前モラレスが負

傷を負い車椅子で運ばれた時、リーッチーが傍らにいたこともあった。そのモ

ラレスが、ミシガン湖畔のクリーブランド町にあるフィッシュの父の家の近く

で目撃された。 

 シンディーは、クロニクルの編集長のヘンリー・タイラーの承諾をもらい、

タイラーとともにクリーブランドに向かった。土曜の午前 10:30 頃、ブラディ―

からの電話でリンジーは、目覚めた。子供のいる中年の白人女性が、爆死した

のだ。あと、45 分で、ユキの結婚式が始まるのに、リンジーは現場に向かった。 

 マッキーは、顔を隠してシカゴの中心的ビジネス街の銀行に入り込み、黒人

の出納係から数千ドルを掻っ攫って逃げた。ジャクソン・ブラディーとユキ夫

妻は、10 日間のアラスカへ新婚旅行に出かけていた。ジープ内で即死した二人

は、顆粒状の爆発剤の入ったチャックの精肉の過程で入ったバーガーを食べて

いたことが分かった。私は、ヤンセングが経営するチャックの精肉工場を訪れ。

全ての従業員に質問したところ、誰もカプセルを入れていないことが判明した。

さらに、被害者が出た。バーガー店の駐車場で、チャックの肉を使った朝食バ

ーガーを食べた男性が、胃内爆発で即死したのだ。再び、ヤンセングを訪ねた

ところ、爆破者に脅迫の迷惑メールを受け取り、騒ぎを大きくしたくないので、

要求額、現金 50000 ドルを、ランチボックスに入れ、生ごみブリキ缶の中に入

れ、犯人に手渡していたことを白状した。 

 シンディーは、マッキィーらしき人物が、シカゴの銀行で強奪したこと、フ

ィッシュの家には爆弾が仕掛けられていることを知る。路肩に女性の死体が見

つかり、左のこめかみを銃で撃ち抜かれていた。マッキィーの手口に似ていた。

チャックのHQに、犯人から今度は10万ドル要求があった。シンディは、MacBook

で検索し、マッキィーの母は、サンフランシスコで孫（マッキィーの子供）の

面倒をみていること、そして、マッキィーは、サンフランシスコに向かってい

ることを知る。マッキィーは、17 時間のドライブでサンフランシスコの母の家

に着くと、そこに、シンディーの運転手の車があるのを知る。 

 新婚のユキはブラディとアラスカへ船旅に出かけていた。ユキからビデオが

届き、テロリストグループにより船を乗っ取られたことを知る。首謀者は、10

万ドルから 500 万ドルを渡さないと、乗客の命が危険であることを知らせた。

その後、しばらく、テロリストグループにより乗客の何人かが射殺された。ブ

ラディーはラゾロフと助け合い、犯人グループの銃を奪い反撃し、犯人グルー

プの勢いは弱まっていった。救援部隊の到着により、乗客は救助された。ブラ

ディーは骨の損傷、ユキは体調不良で、病院に運ばれた。 
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 ケルナーによる顔のスキャナー分析により、ハンバーガー店に頻繁に立ち寄

っている冷凍トラックの運転手がであることが分かった。その写真をヤンセン

グの秘書に見せたところ、、ウェルター・ブレナーであることが判明した。私と

コンクリンは、ウィエルナーの家を訪ねた。そこで、ウェルナーと異母兄弟の

ドンナ・ティンコを銃撃戦の末、取り押さえることができた。ティンコに、殺

人の動機を訊いたところ、彼女の犠牲者、警察、チャックの執行部、FBIそして

私に対して恨みから犯行を犯したことを自供した。 

 マッキィーは指名手配された。シンディーと私は、銃撃戦の末、正当防衛に

より、宿敵のマッキィーを銃殺され、一連の殺人事件の幕が下ろされた。シン

ディーは、負傷を負い、病院に運ばれたが、そこでユキたちと再会した。それ

ぞれのカップルがそろい、無事を確かめて、物語は終わる。 

 

34冊目、July 24, 2015 

Dean Koontzの The City (Bantam Books)(398 pages) (2014)  

 

60 年代のアメリカ、音楽的な才能に恵まれた少年が、人生の不思議と忍び寄る

危険に遭遇する。主人公のジョナーは、1957 年 6月 15日に、母シルビアと父テ

ィルトンの間に生まれた。曾祖父は、理髪師、曾祖母は美容師であった。祖母

は脳梗塞で 52歳で死亡した。ジョナーは、ピアノ弾きの祖父のテディーからピ

アノの手ほどきを受け、将来は、祖父を超えるピアニストとを夢見る。シルビ

アは、ティルトンに愛想を尽かして離婚して、ジョナーを連れて祖父テディ―

の家に移った。シルビアはナイトクラブでシンガーとして働いたため、ジョナ

ーの養育は、ロレンゾ夫人に任せられた。ロレンゾ氏は心臓発作で死亡した。

ジョナーは、パール嬢という名の超自然的な指導者（The City)に出会い、庇護さ

れ、育て上げられる。The Cityは、真剣であり、楽天的であり、郷愁をそそり、

勇気を与え、怖く、そして神秘的である。私は、The Cityに憑りつかれ、殺され

た夢を見るが、翌朝、目覚め、生きていたことに気付いた。ジョナーの周囲に

は危険な人達のグループが現れ、一連の悪夢の後、まだ見ぬ敵に遭遇する。ジ

ョナーは 9 歳の時、フィオーナ・キャシディーが死ぬ夢を見た。なんと、キャ

シディーは、ジョナーと同じアパアパートに住んでいた。ジョナーはこの不思

議な女性に興味を持ち始ちはじめ、危険を犯して、屋根裏から彼女の部屋の様

子を伺った。彼女の正体を突き止めるため、同じアパートの 5 階に住む吉岡氏

を、母の作ったクッキーを持参して訪問した。キャシディーは精神病質者であ

るのか？キャシディーには、二卵性双生児の弟がおり、幼少の時、一酸化窒素

による窒息死で両親を失っており孤児院で育てられていることを知る。益々不

可解かことがわかり始め、それに、ジョナーの父ティルトンが関わっているこ
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とが明らかになった。ジョナーは絶望を感じ始めるころ、The city（パール）が

現れ、「何事が起ころうとも、災害が積もって不幸になろうとも、やがて全ては

良い方向に向かうだろう」と悟らされる。これで、ジョナーは、前進し運命と

対峙できた。 

 

著者は、同じことの繰り返しには満足しておらず、常に新境地を探索している。 

 

 

第 33冊目、June 28, 2014 

Danielle Steel の First Sight (Delacorte Press)(373 pages) (2013)  

 

48 歳のティミー・オニールは、ヨーロッパに支社を持つ既製服を取り扱う巨大

複合企業の社長であり。アシスタントとして、32 歳のマーケティング部長のデ

ービッドと、38 歳の編集担当のジェイドをアシスタントとして従え、精力的に

働いていた。ティミーは、５年間の結婚生活後、4歳の長男マークを脳腫瘍で亡

くし、子供が欲しかった両性愛者のデレックと、すぐ離婚した。現在、独身の

ザックと付き合っているが、それは独身の寂しさを紛らわすだけの関係である。

ティミーは、ジェイドとデービットを連れて、バリに出張したが、急に気分が

悪くなり、内科医のジーン・チャールズ・バーニヤ教授をよび、虫垂炎の疑い

があるので、至急病院で MRI検査を受けるべきだと言われたが、仕事を中止す

るわけにゆかず、頑固に断った。ショーは大成功し、パーティも無事終わり、

先にティミーとデービットをニューヨークに返し、一人、パリ最後の夜を過ご

したホテルで、夜中、へその周辺に再び激痛が走り、たまらずジーン・チャー

ルズに電話し、病院に運ばれた。予想通り、虫垂炎と診断され、虫垂が破裂し

毒素が流出した。手術は成功したがティミーは、「天涯孤独なヒト」であった。

ティミーは、ジーン・チャールズと親しくなるが、彼には、二人の娘（17 歳の

ジュリアンナと 15 歳のソフィー）、一人の息子（医学部 1 年生のザビエル）が

おり、結婚にまでは踏み込めない。パリを去る日が近くなる頃、ジーン・チャ

ールズの妻との夫婦仲がうまくいっていないことを知る。 

 

ホノルルでザックと過ごしたが、自分はザックに利用されていることを知り、

ザックと別れることを決意する。ティミーは、聖セリリア孤児院に行き、ブレ

イクが薬物乱用で刑務所に入れられた母親に虐待され預けられていることを知

る。ティミーはマークと境遇が似ているブレークに愛情を覚え、養子として引

き取りたいと思った。しかし、裁判の末、祖父母が、ブレイクを引き取り、シ

カゴに連れて帰ることになった。ティミーは、落ち込んで行く。 
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ティミーは、パリでショーを行うために再び出張する。ディナーにジーン・チ

ャールズを招待する。そして、2人は激しく愛し合い、ティミーは妊娠した。し

かし、ジーン・チャールズには告げていない。しかし、ジーン・チャールズの

妻が悪性腫瘍に侵され、妻の治療、子供たちとの養育のため、逢う機会がなく

なり、2人は疎遠になってしまう。 

 

ティミーは、５歳の時、大晦日の日、父親の飲酒運転により車が大破し、両親

は行方不明になり、聖クレア孤児院に預けられた。両親はまだ健在なのか、自

分の両親はどんな人なのか知りたくなった。両親の居場所をジェイドに頼みネ

ットで検索してもらったところ、アイルランドの首都であるダブリンにいるこ

とを突き止め、逢いに行った。父親は結核で死亡し、65 歳になる母は、2 人の

子供とひっそり生活していた。ティミーは、父親がホームレスの麻薬常用者で

あり、母が掃除婦として働いていたことを聞き、生活の困窮のためティミーを

置き去りにしたことを聞いた。ティミーは母のことが気の毒になり、ついに許

した。帰路、パリのショーのために立ち寄った。リハーサルの最中、舞台から

転落し床に落ちた。容体が急変した。デービットは機転を利かし、ジーン・チ

ャールズに緊急の連絡をとり、病院には運んだ。検査の結果、骨折はしたが、

胎児には異常はないことを知りほっとする。ジーン・チャールズは、離婚を決

意し、指輪を外していた。ティミーは、妊娠６カ月であり、おなかの胎児はジ

ーン・チャールズであることを告げた。ティミーは、ジーン・チャールズから

プロポーズされ、アクセプトするところで物語は終わる。 

 

 

第 32冊目 June 7, 2015 

Danielle Steel の A perfect life (306 page) Delacorte Press (2014) 

 

米下院議員のパトリック・ホルデンが UCLA の学生に向けた講義をしている最

中、ヒステリーな学生に胸と首を討たれ瀕死の重傷を負う。47 歳のブレイズ・

マッカーシーは、その光景を収めたビデオを、ニューヨークテレビ局のオフィ

スで見ていた。ブレーズは、23 歳の時 TV 局で気象情報を担当していたが、カ

メラマンのビルと恋に落ち結婚した。戦争を取材していたビルは狙撃兵に打た

れ死亡する。その後、22 歳年上のベンチャー資本家のハリーに求愛されて結婚

したが、ハリーには前妻との間に４人の子供がいたが、ブレーズとの間にサリ

マが生まれる。ハリーの女癖の悪さに耐え兼ね、ブレーズは離婚を決意し、サ

リマを引き取る。フレーズはその後、野球選手、政治家と恋愛遍歴を重ね、41
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歳の時に、妻子あるニュースアンカーのアンドリューと不倫に陥る。娘のサリ

マは 3 歳の時に、１型糖尿病を患い 8 歳で網膜剥離により失明した。サリマの

世話は、未婚の若い女性のアビーがしていたが、髄膜炎で病死した。学校の感

染予防のため一時閉鎖された。19 歳になったサリマの養育を担当したのは、ブ

レーズとは 15歳年下（32歳）の男性のサイモンであった。サイモンは、自慢の

料理をこしらえ、サリマの歌が上手なことを見抜き、一緒にその才能を伸ばそ

うとする。サイモンは、ブレーズに出会う前に、３人の子供と夫のいるメガン

と恋愛していた。ブレーズの会社では、30 歳のザック・オースチンが社長に就

任し、若いスージーを登用して、ブレーズを追い払おうとする。トップに立つ

人は、決して完全ではない生涯において、孤独である。学生に銃撃されたパト

リックは意識を回復させることなく、死亡した。ブレーズは、パトリックの葬

式に参列し、現代の若者が、経済、環境、雇用採用の機会の減少に伴い、危機

に瀕していることを意識する。ブレーズは、会社で受けた仕打ちや悩みなどを

サイモンにぶつけ、次第に二人は好意を持ち始める。２人が夜愛し合っている

間、朝寝坊した時、サリマが部屋から現れないので、不安になって部屋をのぞ

いてみると、インスリン注入ができず意識を失っていたのだ。幸い、緊急で病

院運ばれため、一命を取り留めた。これが契機となり、サリマ、ブレーズ、サ

イモンの絆がさらに深まった。気を許した夜、二人は、ピルを飲まず、コンド

ームを填めずセックスにしてしまった。スージーは、大統領夫人とのテレビイ

ンタビューに打ってでたのはよかったが、質問の内容が大統領一家の不倫・同

棲愛に関するといった個人的でお粗末なものであったため、大統領夫人は憤慨

してスタジオから出て行ったしまった。その結果、スージ－は TV局から辞職す

ることになり、ブレーズの競争相手は当分いなくなった。サイモンは、不倫の

中にあったメガンから、夫と離婚したので結婚しないかと誘われ、ブレーズへ

の愛とメガンへの愛の板挟みにあう。結局、サイモンは、メガンと合うことを

選び、ブレーズと別れる方を選択した。サイモンの代理として、29 歳の女性の

ベッキーをサリマの養育係として採用する。ベッキーは料理が下手であったが、

サリマから習い１つずつ物して行き、ベーキー、サリマ、ブレーズの三人は少

しずつ絆を形成しつつあった。ブレーズは、体調の不調を訴え、医者に診断し

てもらったところ、妊娠していることが分かった。いろいろ迷ったが、妊娠中

絶しないで、産む決心をする。サリマの歌のコンテストには必ず出席すると約

束したブレーズではあったが、仕事先のパリからの飛行便の遅れがあり、約束

の時間に間に合わなくなった。しかし、ブレーズは機転を利かせ、アメリカの

大統領との会談が予約されているといった嘘を言い、ニューヨーク空港に着陸

後、税関の通過を待たずに直行した。サリマのリサイタルが始まる前にかろう

じて間に合うことができた。ブレーズが戻ったのに気付かないサリマは不安そ
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うであった。ブレーズは、ステージの前に進み、「母はここにいますよ」と叫ぶ。

母の存在に気付いたサリマは俄然頑張り、優勝した。サリマの優勝を祝いため

に、サイモンは駆けつけた。そこで、サイモンは、ベッキーと別れたことを伝

えた。その時、ブレーズはサイモンの子供を宿していることを告白した。やが

て、男児のエドモンドが生まれ、サイモンの母からも同意が得られ、目立たく、

２人は結婚することになる。ブレーズが 100歳の時、サイモンは、まだ 85歳で

ある。愛に年はない。L'amour n'a pas d'age (=Love has no age). 

 

第 31冊目 May 23, 2015 

Danielle Steel の'Winners' (334 pages) Delacorte Press (2013)を読了 

 

ビル・トーマスの一人娘のリリーは、子供の頃からスキーが好きで、オリンピ

ック選手になるべく優秀なコーチのジェーソンに鍛えられていた。視界が悪い

悪天候の中、リリーはジェーソンと無人の雪山にリフトに乗り出かける。ダイ

ナマイトが何度か炸裂し、突然、リフトのケーブルが故障し、二人はリフトか

ら放り投げられる。リリーは深い雪中に落下したたため、一命を取り留めたが、

意識はなく、病院に搬送された。一方ジェーソンは、運悪く峡谷に転落し即死

した。リリーは、病院に搬送され、神経外科医のジェシー・マシューズ(43 歳）

が処置することになった。ジェシーには、夫の麻酔科医のトムとの間に生まれ

た長男のクリス(18歳）、次男のアダム(11歳）、三男のジミー(6 歳）、長女のヘザ

ー(15歳）の４人の子供がいた。ジェシーは、夜、リリーの処置を担当した。リ

リーは、低温、脊椎損傷と判定され、緊急手術を受けることになる。 

ジェシーの懸命な努力により、リリーは、足の機能は回復できないが、身体

のその他の部分は完全回復した。ジェシーが、深夜リリーの手術をしていた頃、

ティムの運転した車が、突っ込んできた車を避けようとして、凍った雪の上で

スリップして、スポットライトに衝突した。ティムは即死、後部座席に同乗し

ていたジミーは軽傷であった。留守電から、この悲劇を知ったジェシーは愕然

とする。 

リリーは、足の機能を失うが、それ以外の機能は使うことができるという診

断結果であった。山は、リフト事故の原因が明らかになるまで封鎖され、立ち

入り禁止となった。ビルは何としても、リリーの足を復帰させたかった。リリ

ーそして看護婦のジェニファーを連れて、ロンドン、チューリヒ、ニューヨー

ク、ボストンに出発し、４人の神経外科の権威から、治療の可能性を尋ねた。

しかし、足の復帰の可能性は低いことと聞かされ絶望する。 

ビルの大学時代の友人のジョーは、ニューヨークで財政マネージャーの仕事

をしていた。ジョーは仏教の尼を目指すカレンとの不和による離婚後、生きる
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意欲を失っていた。ピストル自殺をしようとしたその瞬間、電話がなった。ビ

ルから、リリーの事故、４人の神経外科の先生との面会、そして久しぶりにニ

ューヨークで会いたいという内容であた。この電話は、ジョーに自殺を思いと

どまらせた。 

リリーは退院し、リハビリを受けた後、高校に復帰する。最初は疎外感を味

わったが、友達と徐々に仲を取り戻しつつあった。 

ビルは、ジョーの漠然として思いつきにヒントを得て、10~12歳以上の脊髄損

傷の児童を対照としたリハビリ病院「リリーポッド」の設立を企画する。ジェ

シーはビルから経営をお願いされたが、地元を離れたくないので、癌を患い、

離婚歴のある大学時代の友人のキャロルを紹介した。ビルは、キャロルの才能

を見抜き、組織に参加するよう説得する。 

ジェシーは、ビルから、新築の快適な家を提供するから、リリーポッドの医

療管理者になってくれないかと頼まれた。家の経費のやりくりに悩むジェシー

は、とうとうビルの誘いに屈し、医療管理者として働くことをなった。子供た

ちもデンバーに移り住むことを最初は嫌がっていたが、次第にデンバーでの生

活になじんで行った。 

リリーは、パラリンピックのダウンヒル滑走で銀メダルをとり、皆から祝福

された。真夏には、リリーポッドの開設式が挙行され、地域の医師、上層部の

人たち、理学療法士、看護婦、校長、建築家など多数の招待者が参列した。入

口には、モネのユリ（リリー）の油絵、お隣には、テディーの絵、その近くに

は、”勝利者のサークル”と呼ばれている黒い花崗岩の壁があり、そこには、寄

贈者の名前が記されており、スポーツ大会でのメダル獲得者の名前も記される

こと予定であった。リリーポッドではジェシー、キャロル、ジョーが協力して

経営にあたり、脊髄損傷の患者が次々に担ぎ込まれてきて、軌道に乗り始めた。

リリーはクリスと、キャロルはジョーと、そして最後にジェシーとビルは恋に

陥り、皆勝利者となって物語は終わる。 

 

第 30冊目 May 11, 2015 

Robin Cook の‘Cell’ (402 pages) Putnam (2014) 

 

George は、ロスアンゼルス大学メディカルセンター放射線科の研修医４年生で

あった。Georgeには、ステージ３の進行性卵巣がんに罹ったフィアンセの Kasey

がいた。Kaseyは、突然精神状態がおかしくなり、急死する。その頃、病院では、

iDoc が話題であった。iDoc は患者のの皮下の埋め込まれ、患者に対して適切な

診断、治療方針を指示するスマートフォンである。経営者の Thorn、Thorn の姻

戚であり Georgeの上司である Clayton、Georgeの大学時代からの友人の Paula が
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講演会で iDocのアピールをした。そのためか、益々、iDocが広まりつつあった。

しかし、その後、Georgeの周囲の患者が次々に死亡した。その全ての患者が iDoc

を使用していたことに不審を抱き、George は捜査に乗り出す。アパートの隣人

であるに患者の DeAngelis が車を運転してメディカルセンターに向かう途中で、

精神状態がおかしくなった。突然自分の腹をナイフで切り付け、iDoc を取り出

した。しかし、その車は、メディカルセンターに激突し、DeAngelis は即死した。

DeAngelis の死体が大学に安置されている間に、Clayton と George が iDocを探そ

うとしたが見つからなかった。DeAngelis の葬儀に参列した George は、スキを

狙い棺の蓋を開け、腹に埋め込まれていた iDocを探しんた。しかし、iDocはな

かった。Georgeは棺を封じる直前に見つかってしまい逃走する。Gerogenは、廃

棄車処理場で、車内に iDocがあることを確認し、持ち帰る。George のアパート

に、何者か忍び込み、監視カメラ、盗聴器を設置したため、George の行動を常

時監視されることとなる。その隠しカメラにGeorgeの友人のZeeが写っていた。

Zeeは iDocを調べ結果、死亡する 1７分前に、2箇所の（ロサンゼルス、メリー

ランド）のプロクシサーバーから停止コマンドを上書きされていた可能性があ

ることが分かった。George はついに逮捕され、一夜刑務所の放り込まれた。裁

判を受け、交渉の末 5 万ドルの保釈金を支払いことにより出獄できた。Zee は、

真相を確かめるため、ロスのプロクシサーバーに向かう途中、謎の交通事故に

より死亡したことを新聞記事により知る。George には誰も協力者がいない。

Georgeは、Paula に電話し、これまでのいきさつを説明し、捜査に協力を依頼し、

OKをもらう。人目を忍びながら、Paula の家に車でむかった。Paulaの家で一夜

を過ごし、これまでの経過を説明して理解してもらえた。アルコールの勢いも

あり、２人は愛し合う。しかし、Georgeは GST で追跡されていた。明け方、爆

発音で二人は目覚める。正面玄関のドアが開けられ、何者かが侵入者した。二

人は、捕まってしまい、目隠しされたまま、ロスのプロクシサーバーのある丘

に運ばれた。個別の部屋で一夜を明かし、朝食後、会議室に案内され、そこで

二人は、Thorn、Clayton、Langley から、iDoc による事故は、外部サーバーから

の停止コマンドによるものではなく、iDoc 自身の試行錯誤的処理機能によるこ

と、また、これまで 18 名の患者を死亡させたことを聞く。Paula と George は、

メディアには情報を流さないという約束で解放された。Paula の家で楽しい時を

過ごしたが、Paula は、Georgeと意見が合わなかった。Paula は、Thornの提案を

飲む方向で考えていたが、George は、事件を公開することを考えていた。Paula

は、Rohypnol(フルニトラゼパム、睡眠導入剤)の入ったワインを飲ませ、Gorge

を眠らせた。その間に、Paulaは Thorn に電話して、Georgeの車をアパートに運

び、Georgeを捕まえるよう指示した。Dr. Paul Caldwell に、無記名の手紙が届い

た。手書きの字体から Georgeからであることが分かった。「一週間以内に私から
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便りがない場合は、記された場所に連絡を頼む」と書かれていた。 

 

ここで物語は終わる。 

 

 

 

第 29冊目 April 24, 2015 

Danielle Steel の’Power Play’ (Delacorte Press) 

 

二人の男女の CEO の仕事、家庭生活、恋愛における葛藤を描いた小説である。

ハーバード大学卒のエリートのフィオナ・カールソンは、カリフォルニア州パ

ロ アルトにある巨大ハイテク企業 National Technology Advancement (NTA)の女

性 CEOである。フィオナには、夫デーヴィドと離婚後、娘のアリッサ、息子の

マークのシングルマザーとして、仕事に専念していた。社内では、役員会議委

員長のハーティング・ウィリアムスと権力争いに悩んでいた。社内の機密情報

がマスコミに垂れ流されていることが発覚し、フィオナは、FBIに捜査を依頼し

た。その結果、意外にも、この漏洩事件には、ハーディングが関与しているこ

と、またハーティングは若い女性と不倫関係にあることが解り、役員会議を開

いて、ハーディングを解雇することができ、ようやく、会社を意のままに動か

せる体制になった。フィオナは仕事に生きていた。 

マーシャル・ウェストンは、マリーン郡にあるアメリカ国内で２番目の巨大

企業 United Paper International (UPI)において、有能な CEO として認められていた。

マーシャルは、献身的な妻ライザ、長男のトム、二男のジョン、娘のリンジー

と幸せな生活を送っていた。しかし、マーシャルは、女癖が悪く、乳癌患者の

メガン・ウィラーからはセクハラで訴えられていた。これは、会社のバックア

ップにより、示談に持ち込み、裁判沙汰にならず解決できた。しかし、マーシ

ャルは、8年間、毎週末、アシュリーと不倫を続けており、二人の間に２人の女

の子がいることが発覚した。アシュリーからは、結婚を依頼されていた。マー

シャルは二人の女性との間に板挟みになり、なかなか対応策が浮かばない。そ

んな中、アシュリーは、幼馴染みのジェフと再会し、二人の間に愛情が芽生え

た。試案の挙句、マーシャルは、ライザと離婚し、アシュリーと結婚すること

に決心した。しかし、アシュリーからは、マーシャルは会社に対する保身が最

重要であり、自分に対する愛情はないことを悟り、マーシャルから疎遠になっ

て行く。 

マーシャルは、二人の女性（ライザ、アシュリー）から拒否されたことにな

る。マーシャルは、ボストンにある会社からリクルートされ、UPIを辞めること
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になる。ボストンに向かう機内、ファースト・クラスの隣りあわせになった女

性と親しくなり、彼女とデートをするようになり、ボストンでの新生活が楽し

みになる。フィオナは、新しいボーイフレンドができ、また、娘のアリッサと

ジョンとの仲が復活し、ようやく落ち着いた生活ができるようになる。ライザ

一家は、３人の子供達と新居に向かった。アシュリーはジェフからプロポーズ

を受け、ビーチ近くの新居に構える夢を語りつつ、小説は終わる。 

 

どの様な生活であり、愛情のある夫婦生活が最も大切であることを、考えさせ

られました。 

 

 

第 28冊目 April 9, 2015 

Stephen King の‘11/22/63’(Scriner 2011) 849pages 

 

第 35 代アメリカ合衆国大統領ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ（John 

Fitzgerald Kennedy、1917 年 5月 29日生まれ）は、在任中の 1963年 11月 22日

にテキサス州ダラス市で暗殺された。スティーヴン・キングは、想像を働かし、

その当時に戻り、歴史を変えて、ケネディー暗殺を防ぐことができるか挑戦す

る。 

ジェイク・エッピンは、メーン州リスボンフォールズの 35歳の英語の先生で

あった。彼は学生達に、自分の人生を変えるような出来事について書かせた。

その中の１つが彼の注意を引いた。それは、50 年前に、ハリー・ダニングの父

（フランク）が帰宅し、ハリ－の母、妹、弟を大ハンマーで殺したことが生々

しく記されていた。このエッセイがジェイクにとり重大な転機となり、1963年

のアメリカで起きた事件に向かわせる。ジェイクの友達で、地方で簡易食堂を

営むアルは、ヘビースモーカーで肺がんになり瀕死の状態であった。アルは、

ジェイクに、ノートを見せた。最初は読みやすかったが、意識が朦朧とした状

態になってからは、段々不文章が不明瞭になっていったが、意は解すことでき

た。そこには、「ケネディーを助けろ、マーチン・ルターを助けろ、人種暴動を

止めろ」と書かれていた。ジェイクはアルに感化され、ケネディ大統領暗殺を

防ぐ使命を持つ。ジェイクは、ジョージ・アンバーソンと名前を変え、1958年

にダラスに向かう。先ず、小手試しに、ジェイクは、フランクと銃撃戦の末、

フランクを銃殺し、死者の数を２名まで減らすことができ、幸先良いスタート

を切る。1963年になり、容疑者のケネディ大統領暗殺の容疑者の主犯であるオ

ズワルドの住むアパートの下の階に住み込み様子を伺っていた。ネネディー大

統領が車で凱旋している時（ランチタイム）、銃で狙いを定めているオズワルド
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に、ジェイクは声をかけ、注意をそらした。そのお蔭で、ケネディー暗殺を防

ぐことができたが、恋人のサディーが銃で撃たれてしまう。 

その後、オズワルドは、ダラスの郡の刑務所にいれられ、カルーセルクラブ

経営者のジャック・ルリーにより、犯罪裁判にかけられないまま、告白の機会

を与えられないまま、腹部を撃ち抜かれて殺された。ケネディー大統領の暗殺

者は、オズワルドの可能性が高いが、いまだ不明である。 

 

 

 

第 27冊目 February 20, 2015 

Nicholas Sparks の‘The Longest Ride’(Grand Central Publishing 2013) 471 

pages 

 

二つの独立したカップルの話が進行して行くが、最後に運命的なつながりが待

っている。91 歳のイラ レビンソンは、9 年前に妻のルースを亡くして以来、

体力の衰えを感じるようになっていた。車を運転中にガードレールに衝突して

土手に乗りあげてしまった。記憶喪失に陥り、出血した手でハンドルを握った

まま身動きできない。死んだ妻の顔が思いだされ、ここから過去への回想に入

る。イラとルースは、ユダヤ教会の集会所で、第二次世界大戦前に知りあい、

結婚する。イラは戦争中に空軍に参加し被弾して病院に収容される。おたふく

かぜの感染により生殖機能を失ってしまう。戦後、二人は再会し、結婚生活に

戻る。イラは、男性服飾小売商人として、ルースは学校の先生として働いてい

た。ルースは、暴力を振う問題児のダニエル マッカラムの教育を抱えこむこ

とになる。ダニエルは、ルースが好きになり、日に日に性格が改善されて行く。

ルースもダニエルを自分の子供として引き取り、育てたいと思うまでになる。

しかし、ダニエルは不登校になり、消息を絶ってしまい、この夢は潰えること

になる。ルースは、絵画の蒐集に興味を持つようになり、ピカソの青の時代な

どの著名な画家の作品を次々購入しては、家の壁に掛け始める。幸福な生活は、

しばらく続いたが、ルースが心臓発作でなくなり、イラは一人住まいの生活の

なってしまう。精神的に落ち込んでいた時、一人の訪問者があった。ダニエル

の妻が、ダニエルが描いたルースの肖像画を届けに来たのだ。イラはルースの

肖像画が大そう気に入り、壁にかけた。イラはこの絵を見る度に、ルースを思

い出しては涙ぐむ。イラは、自分の死後、ルースの絵画を競売にかけることを、

代理人のサンダースに指示する。 

ソフィア ダンコは、美術館で仕事を将来の夢みる大学生である。ソフィア

は、牧場を経営する母の手伝いをして、ロデオ（カウボーイの乗牛）で生計を
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立てているルークという若い青年に引かれる。ルークは、獰猛な牛の Big Ugly 

Critterに振り落とされ、頭蓋骨破損の瀕死の重傷を負い病院の集中治療室に運ば

れ、何とか命を引き留めた。しかし、生計を立てるためには、この危険なロデ

オをやめることができず、ソフィアに愛想を尽かされる。 

ルークとソフィアが車を運転中、土手に大破している車を見つける。途切れ

途切れの声でイラは、手紙を探すように指示する。その手紙には、ルースに対

する愛情が書かれていた。イラは病院に運ばれたが、翌日死亡する。ルークと

ソフィアは、ピカソなどの著名な絵画の競売の記事が目に留まり、競売に行っ

てみることにした。なんとそれは、イラの所蔵している絵画の競売であった。

最初に、ダニエルが描いた妻の絵画がせりが始まったが、小学生が描いた稚拙

な絵画であったために、買値が 1000 ドル、900 ドル、と下がって行っても誰も

買おうとしない。400 ドルまで下がった段階で、ルークは買うことにした。その

後、イラの遺言が発表された。「このルースの肖像画を買った人に、ルースが蒐

集した絵画の全てを引き渡す」。イラにとり、ルースは全てであった。イラはル

ークの人生を変えた。 

イラとルースは、サンダースを雇い、絵画の輸送、多量の絵画に対する税金

の支払いの手続きを依頼し、将来の夢を語り合い、物語は終わる。 

 

イラとルースの純粋な愛情には、感動いたしました。 

良い本を読む機会を与えていただき有難うございました。 

 

 

第 26冊目 February 2, 2015 

Dean Koontz の‘Deeply Odd’(Bantam Books 2013) 471 pages  

 

まだ起こっていない犯罪が、決して起こらないと確信をもてるか？それが、不

安を抱えている人と話し合い、正義と平和を見つける手助けをする若いオッ

ド・トーマスが直面している問題である。この小説では、オッドを必要として

いるのは生きている人々である。３人のあどけない子供（8歳の男児 Jessie Payton、

6歳の妹 Jasmine Payton、10歳の姉 Jordan）を含む 17名の子供は、精神異常者の

犯人により誘拐された。見知らぬ男が駐車場でオッドを射殺しようとした。オ

ッドは誰が犯人であるかを知っている。オッドが介在しない限り、子供たちは、

火刑もしくは断頭により処刑される。オッドは、得体のしれない老女と、車で

危険地域へ乗り込む。守衛に見つからないように、荒廃した産業用建物（工場）

の中に入ると陳列棚には切断された頭が並んでいた。さらに、犯人グループを

追い求め、防弾チョッキを着ていたおかげで、銃撃戦に勝利した。アルフレッ
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ド・ヒッチコックの亡霊と、見込みのない味方の協力のお蔭で、17 名の子供た

ちを、無事救い出す。 

 

私にとり、Dean Koontz は初めての作家ですが、内面描写のうまさには、素晴ら

しいものがあります。感銘をうけました。 

 

 

第 25冊目  October 24, 2014 

Jeffrey Archerの Not a penny more, not penny less (Pan Books 2013) 336 pages 

 

伯爵継承者、ハーリー通りの医者、ボンド街の美術品業者とオクフフォード大

学教授の４名は、いかがわしい取引の帝王であるハービー・メットカーフェか

ら、油田の富鉱帯の株を買うと儲かるという話を、信じて株をたくさん購入し

た。ハービーは株化が急騰した瞬間を見計らって全て売却したため、株価が急

落してしまった。４人は、だまされ、一夜にして多量のお金（合計 100 万ドル

相当）を搾取された。４人は団結して、ハービーから損失したお金を取り返そ

うと、モンテカルロのカシノから、神聖なオクスフォード大学敷地までハービ

ーを尾行した。途中、ハービーに、プロスティグミンを飲ませ、意識を失わせ、

入院させた。拳大の胆石を除く手術をするとだまし、治療費を巻き取った。ハ

ービーが回復した頃、ハーバード大学の学位授与式に参列させて、寄附金をか

すめる取ることに成功した。途中、４人の内の一人が、アンナという女性に恋

をし、彼女にいろいろと悩みを相談をする。そして、二人の仲は結婚する段階

まで進展する。アンナから父親を紹介され、驚く。父親は、なんとハービーで

あった。おそらく、ハービーもうすうす娘から状況を説明されていたのであろ

う、花束の代金を支払ってやり、きっかり（正確には、1.24 ドル足りないが）、

清算した。 

 

 

第 24冊目  September 30, 2014 

Patricia Cornwell の Dust (Little, Brown 2013) 495 pages (及び Patricia Cornwell の紹

介、by James Kidd) 

 

アメリカ歴史上最悪の大量殺人を解決した、主任検視官ケイ・スカルペッタは

疲弊した身体を癒すため、家で療養していた。それもつかの間、また仕事を依

頼された。22 歳の女性大学院生ゲイル・シップトンの死体が、MIT の安全なゲ

ートの中の、運動場の端の泥濘の中に発見されたのだ。予備的な検査により、
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死体は細かい塵で覆われていることがわかった。紫外線をかざすと、死体全体

に、高濃度の蛍光性の粉が、鼻、歯、鼻腔、死体全体から、また、肺からは、

ライクラの繊維が検出された、このような殺人の手口の類似性から、ワシント

ン D.C.の一連の殺人事件とリンクしていることが想定された。スカルペッタは、

違法製造された麻薬幻覚剤、組織された犯罪、贈収賄の闇に引きずりこまれる。

ダニエル・メルサは、ポルノグラフィックに夢中になる歪曲した性格を持ち、

中国の研究所から入手した麻薬幻覚剤(MDPV)常用者である。ダニエルはサーカ

ス興業でアメリカ各地を巡回する間に、９人乗りサバーバンの後部座席で、窒

息による殺人を繰りかえしていた。車中では、死体から検出されたライクラの

靴下が見つかり、逮捕され、バージニアの刑務所に送還された。また、死体の

DNA プロファールを書き換えて、罪を他人にかぶせていたエド・ブランビーが

逮捕され、事件は解決した。 

 

巻末に、James Kidd によるパトリシア・コーンウェルについての解説がついて

おりました。その要約は以下の通りです。 

パトリシア・コーンウェルは、現在、57歳。1984年、バージニア検死官。1990

年に種々賞を受賞。ヒーローのスカルペッタのナレーションに重きをおいた。

2005年、Dr. Staci Gruber と結婚（小説では、数年後、スカルペッタとベントン・

ウェスリーが結婚）、試着しなれば派手な買い物をしない完璧主義であり注意深

い。2003年までは、スカルペッタの明晰な大局観、2003 年以降は、第三人称の

ナレーションを重要視する。連続犯人に対しても３次元的にとらえ、悪いこと

を行っているので、社会から排除すべきであるが、好感・共感が持てないわけ

でもない。一番よいのは殺してしまうことだ。財産のないものは、金持ちとは

違う。財産のないものは刑務所に入れられると、金持ちよりも死刑を受けやす

い。犯人は、最後にならないとわからない。スカルペッタは、コーンウェルの

心であり、姪のルーシーは、コーンウェル自身である。スカルペッタの部下の

マリーは、スカルペッタをレイプしようしたが、そのことをスカルペッタは理

解しようとした。小説では、夫のベントンは、一旦死んだことになっているが、

ベントンがいないと寂しいので、長期にわたる小説の作成を考慮し、再登場さ

せた。この今回の小説 Dust において、スカルペッタは、政府の退廃を怒り、関

係者を容赦しない。この様な勇ましい姿は過去の小説では描かれてこなかった。

法律に外れたことはしない。I work really hard and I refuse to sit on my laurels.  I 

will always have moved on to something else.  That is the competitor in me.  I keep 

running to the next thing. （現在の栄誉に満足しない。いつも別のものに向かって

動いてきた。私の中には、競争相手がいる。私は、次のものに向かって走り続

ける。） 
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第 23冊目 September 3, 2014 

Patricia Cornwell の The Bone Red (Little, Putnam 2012) 463 pages  

 

カナダ北西部のアルバータ州パイプストン支流のキャンプ場を拠点に、48 歳の

女性の古生物学者エンマ・シュベルトは、恐竜の骨層を発掘していた。8 月 23

日夜 11:00 頃、キャンプ場の樹木地帯で目撃されたのが最後に、彼女は消息を絶

つ。彼女が紛失した iPhone が紛失から、ローガン空港の無線ネットワーク経由

で、ちぎれた耳の jpg写真と、消息を絶つ 2日前に、ワピティ川の骨層にジェッ

トボートで旅行している姿が写っているビデオが、2000 マイル離れたボストン

の検視官ケイ・スカルペッタの受信機に届いた。後、何故そんなものが送り届

けられたかわからなかった。また、この耳はエンマのものかどうかと不明であ

った。不思議なことに、家族、知人は、エンマが失踪したことを知らない。 

 

その後、６ヶ月の間に、この地域で、ペギー・スタントン、ミルトレット・ロ

ットが失踪するという事件が相次いで発生する。殺人者は、成熟した女性を狙

っており、残酷な殺人の仕方の共通性から、スカルペッタは事件に関連性があ

ることに気付く。河原では、オサガメがロブスター捕獲船にぶつかり、引き揚

げられたが、その海面下から女性の死体が見つかった。オサガメが釣り糸に引

っ掛かり、ヒレに巻きついた釣り糸に死体も一緒に運ばれたものと思われた。

スカルペッタは、夫の秘書と浮気に孤立感を味わいながら、非情な殺人者の追

跡を続ける。ペギーが運転していた車のカーペットから、線維性の赤い木片が

検出された。やがて、エンマの死体が、パイプグリーク・キャンプ場から 5 マ

イル以内の地点で発見された。 

 

スカルペッタは、銀色のジープに乗った男（アル・ガルブレイス）に、頭部に

打たれ気を失う。さらに、車中でさるぐつわをされ、オサガメと同様に、ネッ

トでくるまれた。この男は、エンマを同様に殺したに違いない。アルが油断し

ているすきに、スカルペッタはさるぐつわをはずし、アルを逮捕した。アルの

母親は脳卒中により認知障害になっており、ガールスカウトの顧問公文書保管

係をしていた。アルは取り調べを受け、ゴミ袋、ビール瓶、ネコのエサ袋、爆

発した家の木片の繊維、ペギーの死体、ペギーに支払った小切手、そして車の

バックミラーかアルの諮問が見つかり、全ての殺人にアルが関与していた疑い

が濃厚になった。さらに、水辺の家には、母の所持品が隠されており、引出の

中から、ペギーの衣服、イルトレットのネグリジェが見つかった。ロブスター
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捕獲船の塗料が、オサガメに付着しており、フジツボの塗料と一致した。その

ボートは、ペギーが回収された地域でオサガメに遭遇したものと思われた。そ

して、エンマの携帯をとり、通報したのだろう。しかし、何故、ミルトレット

の死体が犯人のフリーザーの中に凍った状態で保管されていたか不明である。

たぶん、夫が関与しているのだろう。以上、最後の１０ベージでようやくこと

に真相に触れました。 

 

 

 

第 22冊目  August 8, 2014 

Patricia Cornwell の Red Mist (Little, Brown 2011) 498 pages 

 

女性検屍官ケイ・スカーペッタは、重警備のジョージアにある女性刑務所

(GPFW)で囚人のキャサリーン・ローラに合うことになった。キャサリーンは、

有罪の判決を受けた性犯罪者であり、冷酷な殺人者の母であった。キャサリー

ンは、年下の男子と性交し、サヴァンナ総合病院で一卵性双生児のドーンとロ

ベルタを出産する。この２人は幼少のころ、離れ離れになり、ドーンは材料科

学、ロベルタは薬学の大学院に進む。ドーンはジャック・フィーリングを殺し

収容所に入れられていた。キャサリーン、ジャイム、そしてドーンが何者かに

より殺された。スカーペッタは、9 年前に起こったサヴァンナ家の殺人事件と、

これらの続殺人にパターンの類似性を見い出し、共通の犯人の可能性が想定し

た。新技術のエピジェネティック変化（メチル化、ヒストンのアセチル化）解

析を駆使して本格的操作に乗り出す。キャサリーン、ジャイムの胃内容物を調

べた結果、ボツリヌス毒素が検出された。宅配便で毒素入り寿司が運ばれてき

た時、その時隠しカメラに、ウインドブレーカーを着た女性の姿が写っていた。

ロベルタは、刑務所薬剤師として、通常の致死量の２倍量の毒殺していたこと

が判明した。スカーペッタは、ヴァンナ家の事故現場を訪れた。ウインドブレ

ーカーを着たロベルタが夫と二人で生活していた。スカーペッタの推察は、以

下のとおりである。ロベルタは、調剤室を抜け出し、サヴァンナ家の人々を殺

害し、血痕のついた衣服を風呂場におり、調剤室に戻った。これは、あくまで

推測である。物語は、逮捕する場面もなく終わる。 

 

 

 

 

第 21冊目  July 13, 2014 
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Robin Cook の Death Benefit (Putnam 2011) 418 pages 

これは、第 20冊目(Robin Cook の Nano)の前作にあたり、主人公のピアの過去を

知ることができます。 

 

ピア・グラズダニ（アルバニアとイタリアの混血）は、父親と叔父から虐待さ

れ、警察により、６歳から、養育院に連れて行かれ、そこで育てられた。コロ

ンビア大学４年生になったピアは、内科を選択科目に選ぶ。彼女の指導者であ

るトビアス・ロスマンは、山本博士の強力な実験支援により、ノーベル賞およ

びラスカー賞を受賞しており、その後、再生医療の研究を精力的に推進してい

た。ロスマンは、非社交的であり周囲から嫌われ、また、妬まれてもいた。ピ

アは、ロスマンが養育院への返済金を立て替えてくれたので、修道女にならず

に、研究に没頭するようになる。そんな中、突然、ロスマンと山本は眩暈を訴

え病院に運ばれた。病院内部では、サルモネラ菌による感染であると判断し、

第３世代セフェム系抗菌薬よりも効果のあるクロラムフェニコールを投薬した。

しかし、病状はよくならず、投薬から数日で二人は死亡した。ピアは、急死の

原因が何であるかを探ろうとしたが、病院の警備員は、協力もせず、逆に妨害・

恐喝され、死因がサルモネラ菌の感染以外にあるのではないかと疑うようにな

る。夜、ガイガーカウンターを持って研究室に忍び込んだところ、ロスマンと

山本博士が飲んだコップからポリニウムの放射能が検出された。さらに確証を

得るため、病理解剖室のスタッフにお願いして、ホルマリン付けのロスマンの

死体の小腸の標本を見せてもらった。思った通り、針が振り切れるほどの高濃

度のポロニウムの放射能が検出された。ロスマンは毒殺されたに違いない！ 

 

ラッセルとエドモントは、ロスマンと山本が、再生技術の特許をコントールす

る会社を設立することを快く思っていなかった。エドモンドは、アルマニア人

のブタにお願いして３人の手下に、ロスマンを殺させた。ピアは、寮に戻る途

中３人の手下につかまり、麻酔薬で眠らされ連れ去られた。ピアの父親のブリ

ムは、ブタとも兄弟である。ブリムは、ピアと 15年ぶり再会を果たし、ピアが

実の娘であることを確認した。ブタは、ブリムに娘の命を助けるから、娘に調

査は打ち切り、手を引くよう、説得をお願いした。ピアは、自分自身で捜査を

続けていてもそれほど成果が上がらないだろうし、警察が捜査をしてくれるも

のと判断して同意した。最後は、エドモンドとラッセルが射殺されて物語は終

わる。 

 

 

第 20冊目、June 23, 2014 
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Robin Cook の Nano (Putnam, 2012) p436 

 

女医のピア グラザニは、指導者が殺され、疎遠になっていた父から逃れるた

め、ニューヨークを離れて、コロラド州にあるナノ研究所に勤務していた。ピ

アは、ジョギンギ中に、中国人の男性が心停止状態で倒れているところに遭遇

した。必死の心肺蘇生を繰り返し、この男性は呼吸を再開したので、近くの病

院に搬送した。ポール医師が診察をし、体温の正常値にもどり、心電図は正常

であったが、念のために血液を採取して精密検査をしようとしていた矢先、ピ

アの上司のホウィットニーと二人の中国人の警備員が病院に押し入り、強制的

に患者を連れ去った。ピアは、不審に思い、ナノ研究所で何が作られているの

かを探ることを決意した。所長のバーマンは妻子があるが、ピアに夢中であっ

た。ピアは、ポールからもらった睡眠薬をウィスキーにいれ、バーマンを眠ら

している間に、バーマンの家を捜索したが、収穫はなかった。しかし、研究所

の別棟で何か秘密の作業が行われているようであった。別棟に入り込むために

は、そこで勤務している従業員の目が登録されているＩＤカードをモニターに

認識させる必要である。ピアは、危険を覚悟で、２度目にバーマンの家に行き、

バーマンを酔わせたすきにバーマンの顔写真を撮ることできた。別棟に乗り込

んだ時目撃したものは、人体実験に使用されている死体であった。しかし、バ

ーマンを認識するシグナルが真夜中に２度点滅し、ホウィットニーに不審に思

われ、ピアは捕まった。この研究所では、赤血球よりも効率的に酸素を運搬す

る 4 μm 程度の大きさの respirocyteを開発中であった。これは、たとえ心臓が停

止しても数時間脳に酸素を提供できる。バーマンの母親はアルツハイマー病で

あり、この respirocyte を病気の治療にも使おうとしていた。ピアを救出しよう

と、ポール、そして、ピアの大学時代の友人のロバートもともに必死になるが、

なかなかピアの居場所をつかめない。そこで、ピアの父の協力を得て、ピアが

ロンドンにいることを知る。オリンピック競技場では、バーマンは、中国人の

ジミー、ホウィットニーと、女子の 10000 メートル決勝を観戦していた。予想

どおり、respirocyte を投与された中国人の女性選手が優勝した。しかし、この

respirocyteは、ジミーとホウィットニーが共謀してナノ研究所から盗んだ技術に

より、中国で製造されたものであること、そして、お金の譲渡もなく知的財産、

施設が全て、中国側に持ち去られたことを知る。一人、残されたバーマンは、

飛行機で帰路に発つが、途中発生したメキシコ湾流に呑まれ、飛行機は爆発し、

消息を絶つ。大変、スリルのある小説でした。現在、酸化チタンのナノ粒子が

炎症を増悪する研究をしているので大変興味深く読みました。 
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第 19冊目、June 4, 2014 

Dan Brown の Inferno (Random House, 2013) p463 

 

ハーバード大学で象徴学教授のロバート・ランドンは、深夜フィレンツェの病

院で目覚める。頭部を損傷され、36 時間前からの記憶が曖昧になっていた。負

傷いたランドンは、何者からに狙われており、付添の医師の一人が射殺され、

女医のシエナに命からがら救われ、彼女のアパートに身を潜めていた。ランド

ンは、何故、自分は、追われる立場にあるのかわからなかった。しかし、記憶

が徐々に回復し、ビデオテープによりランドンは、陳列ケースから、ダンテの

デスマスクを取り出し、その裏側を見ていたことを知る。そのデスマスクの裏

には、７文字が記されており、マルサス主義者（過剰な人口を増やさない主義）

のゾブリスト博士が遺伝子工学技術で作成した不妊ウイルスの入った袋の在り

処が記されていた。エリザベス・シンスキー博士は、ランドンを使って、ウイ

ルスの隠し場所を特定させるはずであった。その袋は、イスタンブール市の貯

水槽にあることが解り、ランドンとシエナは、その袋が崩壊してウイルスが拡

散する前に、袋を回収しようとした。しかし、駆け付けた時には、既に、袋は

崩壊しており、ウイルスは空気中に飽和した状態になっていた。その時、水槽

のある地下では、リストのダンテ交響曲が流れており、脱出を急ぐ人だかりで

混乱を極めた。このウイルスは、ヒトを殺すことはないが、全世界の人口の 1/3

が不妊になるように設計されていた。シエナは、自殺したデブリストの初恋の

女性であり、医師の射殺はトリックであり、ランドンからデスマスクを取り戻

すために芝居を打っていたことが明るみにでた。既にウイルスが蔓延し、その

拡散は防止できない状態であった。シエナは、デブリストを尊敬しており、デ

ブリストの思想を信奉いていたが、新スキー博士とともに、ジュネーブで開催

される対策委員会に向かった。物語は、不妊ウイルスに対する撃退ウイルスの

作成が成功したか否かは、明らかにはせずに終わる。フィレンツェやイスタン

ブールの歴史的建造物の描写、ダンテのベアトリーチェに対する愛など、ほか

にも興味が尽きない作品でした。 

 

 

 

第 18冊目、May 10, 2014 

Jeffrey Archerの Be Careful What You Wish For (Macmillan)  

The Clifton Chronicles Volume Four 

 

自動車事故で、亡くなったのは、セバスチャンではなく、密輸業者のマルチネ
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スの息子のブルーノでした。マルチネスは、フィッシャーを利用して、クリフ

トン家への復讐を誓います。養子のジェシカは、バージニアより出生の秘密を

聞かされ自殺に追い込まれます。しかし、マルチネルやフィッシャーの執念深

い陰謀に苦しめられても、エンマは、ロス・ブキャナンの後任としてバーリン

トン船舶会社の議長の席を継ぎ、ジャイルズは、家族一致の応援により、議員

選挙に勝ち、欧州担当大臣に任命されます。そして、イギリス王女陛下を招い

てのバッキンガム号の就航記念式典を行い、エンマとハリー夫妻、息子のセバ

スチャンと婚約者のサム、ジャイルスは、ニューヨークへの処女航海に発ち、

全て順調に進行しておりました。しかし、マルチネスは手下に、彼らの客室に

時限爆弾を潜ませた菊の鉢を置かせ暗殺を企てます。そして、爆発予定時刻の

3:00 に、爆発音が響いたところで、物語は終わります。 

次号 5 巻は、2015 年に発行予定だそうです。彼らの運命は全く分からず、ア

ーチャーの構想にゆだねるのみです。アーチャーは、素晴らしいストーリーテ

ラーです。 

 

 

第 17冊目、April 7, 2014 

Lee Child の A Wanted Man (Delacorte Press) 

 

主人公の Jack Reacher は、ヒッチハイクを乗り継いで、バージニアに行こうとし

ていた。二人の男性（Alan Kingと Don McQueen）と後部座席の女性 Delfuenso

（一人娘 Lucy の母）が乗っている車が拾ってくれた。しかし、乗ってみると、

Delfuenso は終始沈黙を守っており、なんとなく、不自然な雰囲気が漂う中、

Reacher は Delfuenso から手話で、この車は自分の車であり、King と MaQueen

に盗まれたものであること、彼らは銃を持っていることを、伝えられた。この

２人は、燃料庫で殺人を犯した指名手配中の男であり、Reacherを拾ったことは、

指名手配の疑いの逃れ、逃走するために利用したことを知る。Lucyが誘拐され、

また、切断された腕が見つかり、Delfuenso が殺されたと思われた。Reacher は

Sorensen と一緒に捜査を開始した。Alan は、King を射殺し、Sorenson も流れ弾

に当たり死亡する。Lucyと Delfuenso は無事救助され、Reacher は、Kingを倒し、

物語は終わる。 

 

 

 

第 16冊目、March 4, 2014 
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John Grisham の The Racketeer (Belfry Holding, Inc) 

 

アメリカの歴史において、これまで、５人の現役連邦政府の裁判官しか殺され

ていない。レイモンド フォーセット判事が第５番目の犠牲者になった。連邦

政府の捕虜収容所にいた前弁護士のマルコーム バニスターは、誰が、何故、

フォーセット裁判官を殺したかを知っていた。フォーセット裁判官と若い愛人

の秘書が人里離れた湖畔のバンガローで殺され、金庫から純金が盗まれた。こ

の 10億円相当の純金は、フォーセットが関与した、金鉱の開発に絡む裁判で報

酬してもらったものであった。バニスターは、誰が殺したかを教える代わりに

出獄させてもらえるかと相談にもちかけた。バニスターの相棒のクインを犯人

にしたてて、出獄できた。そして、名前をマックス リード ボールドウィン

に代え、整形して逃亡した。ボールドウィンは、真犯人のナタンに接近し、純

金のありかを聞き出した。そして、恋人のクインの妹のバネッサに、ナタンが

盗んで裏庭に隠した棺の中から純金を掘り出し、トラックで運び出す。やがて、

ボールドウィンが純金の塊を手にしていることがわかり、怪しまれるが、ナタ

ンが真犯人であることを陳述して、容疑から逃れた。最後は、バニスター、恋

人のバネッサ、兄のクインは、純金で楽しい旅に出るところで物語は終わりま

す。 

 

 

第 15冊目、February 4, 2014 

（James Patterson の Alex Cross, Run)(Little, Brown and Company) 

 

形成外科のエリジャー・クリームは手術の腕の良さ、そして、未成年のストリ

ーッパー、麻薬、フリーセックスの夜のモデルを紹介する「産業パーティ」で

名が通っている。刑事アレックス・クロスにより豪華の夜会が台無しなってし

まい、クリームの楽しみは潰されてしまった。クリームは刑務所に送り込まれ

ないよういろいろと手を尽くす。しかし、アレックスは、この件にばかり、こ

だわっている時間はなかった。美しい女性が車の中で死体で見つかり、一房の

髪が冷酷にも毟り取られていた。第２の犠牲者は、６階の窓から吊るされた状

態で見つかり、腹にナイフによる裂傷があった。第３の切断死体が見つかった。

これらの連続殺人の噂は、ワシントン DC 中に広まり、狂乱状態に陥ってしまう。

アレックスは、連続殺人事件を解決しなければならないという重圧を感じるが、

自分が誰かに調査されていることには気付かなかった。その後、連続殺人事件

が次々と起こり、依然として犯人像が浮かび上がってこない。しかし、検死の
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結果、これらの連続殺人は、クリームが使用した手術用のナイフによるもので

あることが判明し、クリームが重要人物に浮上した。クリームは家庭不和に悩

まされていた。クリームは、妻を暗殺をするため、鬘をかぶって変装して、高

速バスでに乗り込み、妻のいるロッドアイランドの豪邸へと向かう。そこで、

妻を殺害し、次に娘を殺そうとするが、アレックスに取り押さえられた。アレ

ックスから逃走中、螺旋階段から落下して、脊髄を折ってしいし車椅子で病院

に運ばれた。これで事件は解決したかに見えたが、そうではなかった。アレッ

クスの養子のアバが依然行方不明であったが、焼死死体で見つかったのた。ア

レックスは犯人のガイディスと死闘を繰り広げ、妻ブリ－の一撃により九死に

一生を得た。ガイディスの死で事件はようやく解決した。 

 

 

第 14冊目、January 12, 2014 

James Patterson and Mark Sullivan の Private Berlin 

 

ドイツの最強の犯罪捜査組織本部である Private Berlin の一員であるクリスが、

犯罪捜査中に行方不明になる。同じく、Private Berlin の一員であり、クリスの昔

の婚約者であったマチルダは、クリスの捜索に向かう。そのうち、畜殺場（食

肉処理場）でクリスの死体が、多くの女性の頭蓋骨とともに発見される。犠牲

者は、すべて、以前、クリスが預けられていた孤児院にいた者たちであった。

フォークの父は、この畜殺場を 1960~1970 年代に国のために経営していた。フ

ォークの母は、ドイツの国立オペラのメークアップアーティストであった。フ

ォークは優秀な学生であったが母の投獄後、気が変になり、動物を殺すことに

快感を覚えるようになる。東ドイツ秘密警察長のミエルケは、フォークを兵卒

の名簿に載せ、殺人者として鍛えた。ベルリンの壁の崩壊後、フォークは、仮

面をかぶり、偽名を使い、姿を晦ました。マチルダは、逃走中のフォークを見

つけ、死闘の末、逮捕した。大変息のつまるクライマックスです。 

 

 

 

第 13冊目、December 27, 2013 

James Patterson and Maxine PaetroのThe twelfth of never、Little, Brown and Company 
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タイトルの The twelfth of never は、1950 年代の、男性の女性への愛をうたった

ラブソングである。主人公の女刑事のリンジーは、ジョーとの間に、娘ジェリ

ーを授かり、幸せな時を過ごしていた。そんな時に、サンフランシスコ市で、

３つの殺人事件が起こる。一風変わったイギリス人の教授は、共謀な殺人事件

が起こる悪夢を見る。彼が殺されてから、それが現実の殺人事件であることが

わかる。次に、サンフランシスコ４９マーのプロフットボール選手の女友達が、

車中で殺されているのが発見され、その選手が容疑者であると思われた。死体

が安置所から消えてしまう。警察の上司からの要望で、生後１週間のジュリー

が、病理医が誤って、単核症を悪性リンパ腫と診断され、気が動転したまま、

事件の解決に乗り出す。やがて、死体が発見され、交通事故で脳震盪を起こし

た真犯人が逮捕される。この犯人は、入院中、逃走してしまう、ところで、物

語は終わる。起伏に富んだサスペンスでした。 

 

第 12冊目 December 16, 2013 

Danielle Steel の The Sins of the Mother、Delacorte Press, 2012 

 

オリビアは妻子ある男性と母モリベルの間に生まれた、パワフルな女性事業家

である。夫ジョーとの間に４人の子供（兄のフィリップ、姉のエリザベス、弟

のジョン、そして妹のカサンドラ）を儲ける。しかし、フィリップは、派手な

暮らしを好むアマンダの機嫌とりに苦しみ、エリザベスもソフィーとキャロル

の２人の娘を授かるが、夫のジャスパーと離婚し、ジョンとサラの間にできた

アレックスはホモであり、末娘のカサンドラは結婚をしない、など、それぞれ

の家庭生活はしっくりしない。また、子供たちは、オリビアの生活に不審を抱

きはじめ、オリビア家に不和が生じる。オリビアは、夫の死とともに、家族の

絆をもとに戻すことを考え、一家全員の地中海旅行を企画する。寄港地での水

泳、釣り、ショッピング、楽しいディナーなど夢のような休暇を満喫し、オリ

ビア家に漂っていた不和は解消し信頼関係を取り戻した。その後、フィリップ

は、アマンダとの離婚が成立しないうちからテイラーと、エリザベスはアンド

リューと、カサンドラはダニーという新しい恋人ができる。祖母のモリベルの

死後、家族は再度集まり、家族の皆が同じ過ちを犯してきたことに気付く。フ

ィリップはアマンダと離婚し、テイラーと正式に交際する。ピーターは正式に

離婚する。カサンドラは、ダニーとの間にできた子を無事出産する。オリヴビ

アとピーター、カサンドラとダニーは同時に結婚式を挙げる場面で、物語は終

了する。家族愛の大切さを考えさせられる小説でした。 
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第 11冊目  November 27, 2013 

Danielle Steel の Friends forever 

 

幼稚園の最初の日に５人(Original Big Five)、Gabby, Billy, Izzie, Andy, Sean は、出

会います。それぞれ、両親の離婚や、再婚などで悩みながら、スポーツ、医学、

芸術の分野で能力を発揮して行きます。しかし、Sean の兄の Kevin が薬の売買

で取引業者に殺されのを皮切りに、Gabby は交通事故死、Billy は家出の不和に

より麻薬の過量摂取で死亡、医学部に進んだ Andyは、脳膜炎から子供を救えな

ったことから自殺と次から次へと不幸が訪れます。Sean も、自分で志願した FBI

の任務中、胸と足に５発銃弾を浴び、瀕死の状態で病院に担ぎ込まれ、やっと

命は取り留めることができました。最後に残った Seanと Izzie (Isabel が正式名)

は、Sean が FBI の仕事を辞めることにより、二人睦まじく結ばれて幕を閉じま

す。友人愛を描いた良い作品でした。 

 

 

 

第 10冊目  November 11, 2013 

Danielle Steel の Until the end of time 

この作品は、２つの物語から成り立っております。 

第一話は、Bill と Jennyというタイトルです。 

ファッションの仕事に多忙な Jennyと、神学校を卒業し職を探している夫の Bill

は、New Yorkで生活しております。Jennyは仕事のし過ぎのためか流産します。

Wyomingに移り、Bill は牧師の職を得、Jennyも夫の仕事を手伝い幸福な生活が

始まりますが、また、流産してしまいます。そんな時、夫から暴力的迫害を受

けている妊娠中の 14 歳の Lucy から子供を養子をもらうことになります。しか

し、Bill は夜の騎行中に、峡谷のクレバスに落ち死亡し、その四日後には、Jenny

も大型トラックと正面衝突して死亡します。Lucyは子供を産み、Jennyとなずけ

て前半の物語は終わります。 

 

第二話は、Robert and Lillibet というタイトルです。 

後半は、話が、前半の 1975 年から、一気に 2013 年に飛びます。Lillibet は、母

親から読書の喜びを教わり、小説家になりたいと思っておりました。Lillibet の

小説が New York で編集をしている Robert の目にとまり、出版をするよう依頼さ
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れます。しかし、アーミッシュの Lillibet は、父親から他州に行くことを禁止さ

れているにも関わらず、１週間の日程で Robert に会いに行き、編集を完了させ

ます。そして、また、古巣に戻りますが、父親から追放され、行く所を失いま

す。New Yorkに車で戻る途中に、運転手が酒気帯び運転のため、トラックの正

面衝突にあい、意識不明のまま病院に運ばれます。Bill の手厚い看護、父親も呼

び戻され、Lillibet は、夢うつつの時、無意識に Lucyと叫び、やがて、回復しま

す。父親は、Bill と Lillibet の結婚を認め、物語は happy end を迎えます。この二

つの物語は、永遠の愛情で結ばれております。 

 

 

 

第 9冊目  October 27, 2013 

Jeffrey Archer作の Clifton chronicleの第３作目にあたる”Best Kept Secret”  

ハリーとエンマは、二人の父親が同じである可能性を否定できないまま、正式

に結婚します。また、二人の間に生まれたセバスチャン以外には子供を作らな

いことを誓約させられ、エンマの父が愛人に作らせたみなしごのジェシカを養

子として引き取ることを決意します。エンマの兄のジャイルズは、遺産相続者

になり、議員の地位を得ます。しかし、ジャイルズは、私利私欲の強い妻のバ

ージニアとの間に深い亀裂を生じます。離婚の手続きが完了する間際で、ジャ

イルズは二回目の議員の選挙を迎えます。バージニアは、クリフトンに敵対す

るフィッシャー少佐と共謀して、対抗馬を立てて、夫のジャイルズの選挙運動

を妨害します。選挙は、セバスチャンやジェシカの協力も加算され、４票差で

ジャイズルがかろうじて勝利をものにし、２期目の議員生活を送ることができ

るようになります。バージニアはジャイルズと正式に離婚します。セバスチャ

ンは、17 歳にまで成長しますが、学校をさぼり家出中に、密輸業者のマルチネ

スにつかまり、利用されそうになりますが、無事父親のハリーに救出されます。

しかし、クリフトン家の成功をねたむグループにより、連れ出され、交通事故

を装った事故で殺され、第３作は幕を閉じます。 

物語は、まだこの段階で 1957 年です。2020 年にまでこの物語は、続くので、

まだ Clifton chronicle は続きます。とりあえず、第４作目は、来年の 3月に、"Be 

careful what you wish for" として発売されるそうです。このシリーズが５作で終

わるか、それ以上続きかは著者も分からないそうです。 

 

 

第 8冊目 October 15, 2013 
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Jeffrey Archer作の Clifton chronicle は、バーリントン家とクリフトン家の間の恋

愛、遺産相続に関する３部作からなる小説です。今回は、第２作にあたる The sins 

of the fatherを読了いたしました。 

第一作では、バーリントン家のエンマとクリフトン家のハリーは、恋に陥り、

結婚式までたどり着きます。しかし、結婚式の時に、ハリーは、エンマの父（ヒ

ューゴ）とハリーの母親（メーシー）の間にできた子供であることが明らかに

なり、結婚式がご破算になります。ヒューゴーはいたたまれず逃亡し、ハリー

も英国から船で脱出しますが、ドイツ軍の魚雷攻撃を受け、船は沈没し、かろ

うじてアメリカにたどり着きます。ここで第一作は閉じられます。 

第二作では、ハリーが無事であることを確認するために、エンマはアメリカ

に渡ります。エンマは、ニューヨークで大変話題になっている小説を読んでみ

ようと思い立ちます。著者はハリーではありませんでしたが、内容は、ハリー

と、自分が主人公であることは明白でした。エンマは、ハリーがまだ生きてい

ることを確信します。最後は、ニューヨークに住む叔母の力を借りてハリーの

消息を知ります。ヒューゴの長男であるジャイルズは、ドイツ軍と戦っており、

アイゼンハワーの終戦の勧誘をドイツの将軍に伝え、戦争を終結させるのに貢

献し、戦功十字勲章をいただきます。ヒューゴは愛人に刺殺され、愛人との間

にできた娘の消息も分かぬまま終戦を迎えます。ジャイルズ、ハリーは無事イ

ギリスに帰国し、一緒に生活するようになります。遺産相続の公開議論が行わ

れ、ジャイルズとハリーのいずれが遺産相続者になるか、投票が行われました。

その結果、同数で引き分けになり、エンマの祖父にあたる議長の投票によりい

ずれかが相続者になるはずでしたが、議長の容体が急変し、次の日まで延長、

というところで幕を閉じます。 

決着は、第三作にて明らかにされます。大変スリリングな小説を読む機会を

与えていただき有難うございました。 

 

 

第 7冊目  October 1, 2013 

Sandra Brown の Low Pressure 

主人公の作家のベラミーは、18 年前に自分の姉のスーザンが何者かにより惨殺

されたことを題材にした小説を書いた。その本が出版されると、その内容が余

りにリアルで迫真に迫るものたあるため、瞬く間にベストセラーになってしま

った。と同時に、事件に関わった人たちに多くの憶測を生むことになった。ベ

ラミー自身も、殺人犯と間違えらえて狙われてしまう。最後の２０頁前後で、

最も身近な人物が真犯人であることがあきらかになり、本人の自殺により幕を
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閉じる。最期のクライマックスでは、死闘が繰り広げられますが、デントの暖

かい愛情に包まれて、余韻を残して終わります。 

 

 

 

第 6冊目 September 7, 2013 

James Patterson の Second honeymoon 

カリブ海でハネムーンに来たカップルの殺害事件が起こります。FBI 捜査員の

John O'Hara（主人公）は殺された息子の父親からから捜査を頼まれますが、ハ

ネムーンのカップルを標的とした連続殺人事件（事件Ａ）が続きます。これと

並行して、John O'Hara という名前の持つヒトをねらった連続殺人が起こります

（事件Ｂ）。事件 Aは、３組のカップルが被害に合い、犯人の自殺により解決い

たします。事件Ｂの犯人(Ned)は、妹が John O'Haraにより殺されたと思い込んで

おります。John O'Hara は、妹のお墓の前で、Ned と死闘の末、犯人を射止めま

す。 

 

 

第 5冊目 August 26, 2013 

James Patterson and Jill Dembowski 著の Witch & Wizard: The KISS 

Witch & Wizard シリーズものです。登場人物のほとんどが魔法使いです。多くの

人たちが暴君に洗脳され、獰猛なユキヒョウが警護する山中に囚われていまし

た。魔法使いの兄妹(Whit と Wisty）が、魔力を武器に暴君と戦い、彼らを救出

し、平和を取り戻すという内容です。 

 

 

第 4冊目 August 16, 2013 

Danielle Steel の Betrayal を読了いたしました。 

女性の若き、魅力的な映画監督のタリーには、二人のパートナーがいます。ア

シスタントのブリジットと、映画製作のパートナーであり恋人のハンターです。

タリーは、公認会計士のヴィクターから、彼女のクレジットカードが何者かに

よって、引き落とされていることを告げられます。ブリジットは、ハンターが

犯人であることを告げます。そこで、タリーは、元 FBI のメグに、ジムに身辺

捜査を依頼したところ、ハンターに新しい恋人ができ、妊娠していることを聞
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かされます。二人の側近に裏切らり、タリーは精神的に追い詰められます。メ

グはタリーにＦＢＩのジムを紹介し、さらなる調査をお願いすること勧めます。

ジムのおかげで、犯人はブリジットであることが分かりました。ブリジットと

の裁判争いに勝ち、また、オスカー賞も獲得し、最後は、ジムと再婚するとい

うハッピーエンドで物語は終わります。大変感動的な小説でした。 

 

 

 

3冊目 August 9, 2013 

Middle school: How I survived Bullies, Broccoli, and Snake Hill by James Patterson 

を完読いたしました。 

中学校シリーズの第４作目にあたります。キャンプでの生活のことや、初恋な

どを、面白く描いております。主人公は、前作に登場した Rafe で、その妹の

Gerogiaも登場します。 

 

 

第 2刷目 August 3, 2013 

Middle School: My brother is a big, fat liar by James Patterson)(277 頁） 

この本は、James Patterson の中学校シリーズの第 3作目と思われます。 

主人公のジョージア（女性）の中学校生活が面白おかしく描かれております。

ジョージアには、brother（兄か弟かは不明）の Rafeがいるのですが、学校の成

績については強い対抗意識があるようです。後半の方で、ジョージアは、母か

ら養子として育てられたことを知り、一次感傷的になり休戦しますが、また、

戦いが開始されます。 

 

 

第 1冊目 July 29, 2013 

John Grisham 著の Calio Joe 

若いバッターのポープであった Joe Castle は、Warren Tracyが投げた死球を頭に

受けてしまい、意識を失い入院、一命は取り留めたももの、野球人生をあきら

める結果になってしまいました。Warren は、Joeに対する敵意のため、Joeに謝

罪することもありませんでした。その後、Warrenは、不治の癌に侵され余命い

くばくもなくなった時、Waren の息子の Paul（主人公）の忠告により、Paul と
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ともに Joeに謝罪に行きます。Joeから許しをもらい、Waren は間もなく息を引

き取る、というような内容でした。後半の、和解する場面は感動的でした。 

 


