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月－第 12 話

月
――隣に眠る者がいる、これは幸いなことだ
１号の静かな寝息を聞きながら、俺はふとそんなことを心の中
で呟いた。
◇
俺と１号の二人が未知の危険な土地に放り出されて以来、探索
や戦闘など様々なことで必死な状態が続いていた。余計な事を考
ろう不安や恐怖を意識せずにいられる。

える余裕が無い。それは俺には却って幸いだった。本来感じるだ
空腹は常につらかったが普段から鍛えていた甲斐があり、体力
はまだ持っていて動けた。
時折、敵の気配が消えた隙を見付けてキャンプ――といっても、

気配や雰囲気の変化に瞼は反応する。これもスキルだ。得物は決
目覚めてしまった時。眠りにつくまでの小さな安堵を得た隙間

して離さない。

これまでの経緯、現状、兄について、１号について。答えのあ

のような時間に、俺は様々なことを考えてしまう。
るものはそれを再確認するように。そしていくら考えようと答え
の無いものはそれなりに、思考はめぐった。
兄の起動したアケローンの河について、俺にその原理や詳しい
ことはわからなかったが、どういったものなのかは教えられてい
た。その機能の一つとして、エデンから地球へ即座に到達するこ
とが出来るものだと。
そして万が一の可能性として、目的地に辿り着けない場合はど
うなるかも。
兄のやることに間違いなどある筈がない。とすれば、何かしら
の予期せぬ事態が起きたとしか考えられない。外的要因、いわば

その万が一という状況に陥っている現在。

事故だ。

生き残って帰るために、動かず何もしないでいるわけにはいか

もっぱら野宿だが――をすると、だいたいは疲労が一気に噴き出
しでも休んで回復しなければいけない。俺が今までの経験で身に

闇の中で視界に入る者。

たら、それはどんなに恐ろしいことだろう。

それ だけ の時間 をた った 一人で 過ご すこ とにな って いた とし

ない。数日かもしれない、数年かもしれない、一生かもしれない。

り合わせでいながら、これらを行わなければならない。

なかった。現状を把握し、帰るための手段を探す。常に危険と隣

してあっという間に眠りに落ちる。緊張を解ける状況となれば少

ただ、キャンプ中に目を覚ますことは何度もある。何かしらの

付けたスキルだ。

あまりにも何もかも不明で手探りだった。
だから俺たちの探検は非常にオーソドック スなも のに なっ た。
気になった場所を記録をつけながら調べて進んで行き、得体の
その地に自生する植物から、生きていくために必要なものを得て

知れない敵に襲われれば応戦する。倒した敵から、またある時は

に映しながら。

俺の横で静かに眠っている、その姿を正視するでもなく瞳の端

１号のことを思う。

林の近辺について探索を始めてある程度の日数が経過したが、

命をつないだ。

降り注ぐ強烈な太陽光から、ここが地球だという可能性を考え

未だ帰還のための目ぼしい成果は得られていない。

まだ信用など出来ない。今は俺と協力すると言っているが、兄
については何も言わない。復讐をやめる気など無いのだろう。俺

他

の星にも生物はいるし、恒星と惑星という似たような構造なら宇

たが、確証はなかった。そもそもあの光の元は太陽なのか？

ていかれる環境ではなかった。

たどったが、林の端でその先へ進めなくなった。とても人の生き

て連れて行くように１号に言った。渋々ながらも１号は来た道を

少し前、この地に投げ出された時、最初にいた場所を調べたく

――不覚にも俺は命を助けられた。

も打算だろう。そのおかげで俺は命拾いをしているが。

協力は自らの復讐を成就させるための手段で、理性というより

のことはともかく兄を狙っている、やはり危険だ。

実な情報が欲しかった。時間的な位置については、それを推し量

宙にいくらでもあった。希望と推測だけで判断など出来ない。確
ることの出来るような文化にすら触れられていない。
こんなにどうしようもない状況は初めてだ。
軍の仕事で危険なことはいくらでもあった。それについては運
帰る場所も帰り方も常に把握していた。それが当然だった。自

と、自らの力次第だった。

ていた俺だ――が遥か先まで続いていて、その果ては見えなかっ

そこから続く足跡と、何かを引き摺った跡――おそらく気絶し

今がいつで、ここがどこなのか、何もわからない。

た。この過酷な状況の中を、自分を連れて進んで来たのだ。

分の居場所がわからないということなど今まで無かった。
こんな状況で、どれだけの時間を過ごすことになるのかわから
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なんであっさりと殺せる時に殺さなかったんだ、チャンスだっ
怪生 物な らケダ モノ らし く後先 など 考え ずに己 の欲 望の まま

ただろうに。

――――結局自分だって１号を仕留めていない。ここに辿り着

に動けばいいものを、中途半端に人間らしいそぶりをする。

ま

いたのが俺ひとりだってなんとかしただろう。何をこんな奴の言
るで言い訳だな――

いなりになって一緒にいるんだ。理性に基づいた判断だと？
思考が感情的になっていくのに気付き、それを払うように頭を
振る。
危険な存在だ、殺すよう命じられている、大義名分だってある。
個人的に積年の恨みもある。
でも命の恩人なんだ。
よくわからなくなってくる。
そのまましばらく頭の中で考えがせめぎ合ったが、不意に途切
うだった。

れて真っ白になった。まるで頭も体も空っぽになってしまったよ
自分 の中 へ向か って いた 意識が 解放 され て体外 の刺 激を 知覚
する。
音が入ってくる。夜の森のざわめきと、眠る１号の息の音。

ろうか。
答えは無い、わからない。今はただひたすらそれを願って信じ
ることしか出来ない。
何故はぐれてしまったのか。

単純な気持ちで思う。
隣に眠る者がいる、これは幸いなことだ。
同じ言葉を話して、意思の疎通が出来る相手がいる。
俺の言葉、行動、それらを受け止めて記憶し、時には返してく
る。
愚痴でも不満でも怒りでも、なんでもいい。
生き残り帰還するための算段や作戦、推測を話し相談する、な
自分 の言 葉と存 在が ただ 広い空 に飲 み込 まれて 消え るこ とな

んでもいい。

人の形をした怪生物のはずなのに――――

く、鏡の前にいるように自覚できる。

ふと、思考の中に再び兄の姿が現れる。
正直なところ考えるのがつらかった。色々と考えてぐちゃぐち
ゃになって収拾がつかなくなり、つらさばかりが残る。
ここ へ来 てから 兄に つい て思う たび にそ うなる こと がわ かっ
ているのに、思考が動き出せば止めようが無かった。
兄は無事だろうか、怪我を負ったり危険な目に遭ってはいない
地球に到達できているだろうか、時間のズレは生じていないだ

だろうか。

奇跡的なことなのではないか。望まない縁ではあったが、命を繋
いでいられるのは事実だ。
ひとり――と心の中でその言葉を反芻する。言葉に兄の面影が
兄のことをいつも想っていた。

重なる。
求めて欲しくて、自分へも同じ気持ちを向けて欲しくて、我が

あの時、強い力で兄に体ごと引かれて共に河に飛び込んだ。俺
となど出来ないと知っても尚、自らの失態の ようで 悔や まれ た。

俺は、一人になんてされなかった。

の兄でいてくれたじゃないか。

と一緒にいてくれた。いつでも待っていてくれた。いつでも自分

兄は俺を遠ざけること無く、いつも傍にいさせてくれた。ずっ

でも、遠く離れた今になって思う。

っていた。

兄のことを想うと幸せなのに、常につらくさみしい気持ちが伴

ない。気持ちが返らないと思って、俺は悲しかった。

どれだけ必死になっても兄は求めてくれない、何も言ってくれ

儘ばかり言った。甘えて、随分勝手なこともした。

はしっかりとその手を握っていたのに。あの空間で意識を保つこ
兄と離れた事がさみしく、悲しく、恐ろしい。
胸が締め付けられ、苦しくなってくる。
痛い、息が苦しい。
無事を願う気持ちと、傍にいられない自らのつらさがどちらも
主張した。
心はひどく乱れたが、やはり心配する気持ちが勝った。
改めてアケローンの河について考えて、少しでも兄が無事であ
り困難だった。およそ理解できるものではない。まして制御する

ることの判断材料を得ようとしたけれど、俺の知識では限りがあ

あんなに近くにいたのに、俺は勝手にさみしがって――

本当はたくさん返されていたんだ。

そんな河での事故。

など常人の域を超えていなければ、兄の他に は無理 なの だろ う。

先程 の１ 号につ いて 考え ていた こと から 帰結し たよ うで 少し
過去の自らの気持ちを否定するつもりは無い、さみしいと感じ

だけ複雑な気持ちがしたが、あまり気に留めずに流した。

今、自分が生き長らえているのは奇跡的なことなのかもしれな
い。所在はどうであったとしてもだ。
そして一人ではなく、同じ時と場所に１号もいる。これは更に
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ていたのは事実だから。
でも――――
（兄さんの気持ちを気付けなくてごめん、兄さん………）
そう思った途端、涙がこみ上げてきてあっさりと両眼から零れ
感情が昂ぶり過ぎてしまったのだろうか。でも痛みではなかっ

落ちた。

への感謝の念だった。

た。悲しみでもさみしさでもなかった。心を満たしていたのは兄

そんな風に思いたくないという気持ちが阻んだが、既に心は形
どうしてこんな気持ちになったのか解らない。

を成していた。
涙は止まらない。
涙は感情を増幅させ、感情が涙を更に呼ぶ。この繰り返しに翻
弄されて涙がとめどなくあふれた。
ただ涙が流れるだけでなく、声が出そうになった。
１号がすぐ近くにいるから、必死に抑えた。絶対に気付かれた
ある程度の安全を確認してキャンプ地を選んでいるとはいえ、

くない。

声を抑えても息が乱れた。

対処出来るだろうか。俺はその場から離れられなかった。

深夜に １号 の傍を 離れ ては 自分と １号 の身 に危険 が迫 った 時に

息の音さえ漏らすまいと、息を殺し、最後には息を何度も止め

ありがたい、という気持ちで涙があふれる。

（兄さん、………ありがとう…………ありがとう……）
今まで本当にひとりになったことなど無かったのだ。

なんとしても帰還して、再び兄に会う。今度こそ、ずっと傍に

俺は決意を新たにした。

しばらくして心身の落ち着きを取り戻すと、意識が冴えた。

た気がした。

ひとしきり泣いておさまった後、心がほんの少しだけ軽くなっ

苦しかったが、涙と一緒に大量の感情が流れた。

た。

涙がこぼれる。
そして今も。
更に涙がこぼれる。
滲んだ視界に眠る１号の姿を捉えて、また涙がこぼれる。
（１号……）
本当のひとりがどんなものか想像できない。
（１号…………あり…が……）
心の中ですら、最後まで言い切ることは出来なかった。言葉を
脳内で形にすることが。

いる。
たとえ時空が隔たっていたとしても、絶対 に乗り 越え てや る。
泣き言はもう言いたくない。また心が言い出すかもしれないけ
願わなければ、望まなければ、何も始まらないのだから。

れど、この気持ちを忘れずにいたい。
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地球塔
ペガサスの姿になった雪と二人で地球塔を昇る。共に歩き、時
には背に跨がって。
最初の頃こそ馬上でバランスの取れなかったオレは、落ちない

始末していった。
姿が変わっても雪は同じように戦える。彼なりにどうにかしよ
うと考えてのことだろう。改めて雪の強さを思い知った。
蹄の手ではもう使えないだろうと思いながらも、貴重な武器だ
からと、雪の鎖と銃を持ってきていて良かった。
雪に凄いな、やったな、と声を掛けた。返る言葉は無いけれど

ずっと口にしたままでは煩わしく不便だろう。オレが肩に掛けて

雪がこうして鎖を使えるならば、戦いが有利になる。しかし、

構わない、夢中だった。

いるから、好きな時に使うといい。そう雪へ言ったが、鎖をくわ

よう雪の首にしがみついてばかりだったが、時が経つに連れて慣
くれた。

れた。雪も分かってか、オレが慣れるまでは駆けずに歩いていて

離した。オレの肩に掛けて見せながら根気強く言い聞かせる。雪

オレはもう一度伝えながら鎖を引くと、雪はやっと口を開いて

えたままだった。

はオレの顔と肩を交互に見ながら話を聞いていた。

闇に蠢く有象無象のモノ達に出来るだけ襲われないよう、気配
が少ない時はまだ良かった。オレは暗黒剣を手に、雪はその体躯

雪は人の言葉を喋れない、ベガのようには。個体差なんだろう。

だが。

後に、オレの言ったとおりに鎖を使ってくれるようになったの

を潜めて昇っていたが、全て避けられるわけではない。相手の数

ある時、集団の敵に取り囲まれてピンチに陥った。オレは多数

と角を駆使して戦っていた。

計っていると、突然雪がオレの腰に括り着けていた鎖をくわえた。
最後に聞いた雪の言葉は忘れられない。

を相手にするのは得意じゃない。どいつから沈めるかと間合いを

パーティーから外れた当初、オレも雪もダメージが大きかった。
元は居住区だったらしい一室を見付けて、そこに篭ってしばらく

達に打ち付けた。技のキレは鮮やかで、人間だった頃と少しも変
息を潜めていた。そんな頃。

すぐに解いて雪に委ねると、雪はそれを振るって周りじゅうの敵

えいるようだった。ダメージを受けて怯んだ敵達を、後は二人で

わりはなかった。いや、体重と力の増した分、威力が上がってさ

だろうが、怒って振り払ったり蹴飛ばそうとしたり、そんなこと

雪はそれを嫌がることはなかった。文句は言おうにも言えない
はしなかった。人間だった頃には考えられないことだった。まる

次第にメタモルフォーゼし、もう人とは呼べない姿になってい
た雪が必死に、喉から掠れた声を振り絞って言った。

ようだと感じている。

それから――実を言うと、雪が馬になったことが、自分と同じ

映える。立ち姿も動く様も、とても凛々しく格好良い。

光り輝くような毛並みの白馬だ。その中で鮮やかな目の赤がよく

雪の今の姿も気に入っている。大きな翼と真っ直ぐな角を持ち、

オレ自身のためにも、早く皆のところへ追いつきたい。

以前よりも親密になった。雪の気持ちに応えて、仲間達のため、

嬉しい。

の後は苦しむ様子も見せず、状態は至って良好だ。これが何より

メタモルフォーゼを乗り越えて無事に生き延びてくれた。変異

ペガサスの雪のことを、オレは好きだ。

多少接し方が変わっても、彼は雪だった。

てを見ていたから、違和感も信じられない事も無かった。

雪がこんな姿になって、気性にも変化が起きて。その経過の全

で元は人などではなく、生まれた時から獣だったかのように。

『１号……頼むっ……にいさ……』
その後、雪の発する声は言葉になっていなかった。鳴き声に変
わっていった。
自分だって大変なのに、雪は本当にシキのことしか頭に無いよ
うだ。
頼むと言われて、それに応える義理はあまり感じなかったが約
束したことだ。雪といる限りは守ろうと思う。
話すことが出来れば良かったけれど、雪の態度や表情、雰囲気
たせいか、感情が素直に表現されているようだった。

から、なんとなく気持ちは分かるようになっていった。獣になっ
一方、オレの言葉は理解されていないのではないかと思うこと
があった。
でも雪は一人でどこかへ行ってしまう事もなく、ずっと歩調を
合わせてくれていた。多分オレの言葉は全てではなくとも伝わっ
お互い、言いたい事の全ては伝わらないけれど。

ているんだろう。オレはそう思った。

雪も人間だったのに、人ならざるものになった。

元々人間だったオレは意図しない形で怪生物にされた。

話し掛けながら体に触れるようになった。普通の動物とコミュニ

オレと雪は同じなんだと思った。

少しでも意志を伝えたいと思って、雪に呼び掛け、促す時は、
ケーションをとる時のように。
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もしかしたら、雪がそんな目に遭って『いい気味だ』などと思
が、なんとなく。オレは頷いていた。
雪は更に頭を下げてきた。オレの腕を潜って、左の脇腹を舐め

見た目は派手な傷痕が残っていた。一月程前、ｌｕｋａを助ける

「雪……」

られた。

――こんな話を聞いたら、雪は怒るだろうか。

ために雪に撃たれた大きな傷だが、雪の所為ではないし、オレは

いけれど、そういう気持ちは混じっていなけ ればい いと 思っ た。

う気持ちも、オレの中にあるのだろうか。自分ではよくわからな

オレの少し前を行く雪の足取りに疲れが見え始めていた。オレ
誰も責める気は無かった。

そこは皮膚組織が盛り上がって、周りと少し色が変わっていた。

いた。大分進んで仲間達との距離を縮められたと思う。それと引

も今は自分の足で昇っているが、雪はさっきオレを乗せて駆けて

オレは雪の耳や頭を撫で続けた。

心配そうに揺れる赤い瞳を見ながら、少しでも安心させようと

「シキが置いていった薬とカプセルのお陰だよ」

既に完治して痛みも無い。以前の通り自由に動ける。

「もう大丈夫だ、なんともない……」

「雪、そろそろ休もう」

き換えに多くの力を使い消耗している筈だ。休ませたい。
声を掛けると雪は立ち止まって振り返る。
休める場所を見繕わなくては。
でもその前に。敵の気配が感じられなかったので、階段を数歩
昇って雪の傍に行った。
雪の首に腕を回し、顔を埋めて白いたてがみを撫でる。
「今日もよくがんばったな……」
雪のことが好きだよ、一緒にいてくれて良かった――
そう思いながら何度も手を滑らせて、雪の背を撫でた。
雪は頭を少し下げて、鼻先でオレの髪を掬いながら静かに喉を
鳴らした。
雪の言いたいことは分からず、何に答えるというわけではない
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「うん……」

記憶の湖、後

テント樹林－記憶の湖、後

テント樹林
昼下がり、戦闘パーティーに参加していなかった俺は月のテン
ト樹林にいた。他のベンチの奴らも近くにいる。探索をして食料
俺はというと、林の外れで見付けた大きな岩の上に寝っ転がっ

を集めたり、休んだり、思い思いに過ごしている。

人間に戻ってからそう経っていないというのに。
林の中は心地良かった。敵が襲って来ることさえなければいい。
澄んだ空気で肺が満たされ、揺らぐ光の中にいると眠気に誘われ
何かあれば俺は勝手に目が覚めるし、近くに１号もいる。少し

た。
の間なら良いだろうと目を瞑り、体の力を抜いた。

涼しい。まずそう感じた。光は無い。

◇

重にも厚く重なって、直接の光は落ちてこない。小さな安全地帯

ていた。ちょうどこの辺りは緑が深く、天高くテント樹の葉が幾
涼しいのは風だ。寒いほどではないけれど、さっきまでの方が
ここはテント樹林で、俺は眠って。

快かった。
徐々に覚醒していく。

枝葉が風に揺れて、視界の輝度が上がっては落ち着くことを繰り

になっていた。それでも木陰とは思えない程、周囲は明るかった。

強烈な太陽光線に焼かれ光を弾いて、辺りは真っ白に見えた。そ

返していた。視線を少しずらすと、白く乾いた剥き出しの地面が
そう 思っ てよう やく 瞼を 上げ

た。１号が訝しそうな顔で俺を見ている。

脳の中で記憶が次々に閃き出し、その場で立ち尽くしてしまっ

だった。

名残惜しい気持ちがして、そんな風に思ってしまうことがいや

て感じられた。

他人の体温が離れると、肌に当たる風はいっそう涼しさを増し

俺は１号の体を押しやり、横へ退いた。

声を掛けると振り向いてこちらを見上げてくる。

「１号、いたんなら起こせよ」

を眺めているようだった。

岩の影にピンクの髪が覗いた。岩に背を預けて地面に座り、夕日

思ったより長く眠ってしまった。上半身だけ起こしてみると、

眠る前、白と青と緑だった視界は夕焼けの 色に変 わっ てい た。

た。

どれ だけ 時間が 経っ たん だ？

今日パーティーに参加していないのは、外 されて いた から だ。

んな光景を、俺はただ眺めていた。
『今度のダンジョンは自分たちの方が得意だから』、そう言っ
てベガ達はパーティーを組んで行ってしまった。
俺は戦えないわけじゃなかった。動いている方が良いくらいだ
った。
多分――休めってことなんだろう。
気を使わせていると思う。記憶の湖に辿りついて、ベガだって

「ああ、雪。そろそろかと思っていたんだ」
風が少しずつ冷えてきていた。林の中の方に戻らないと寒さで
やられるだろう。
そうだと答える代わりのように１号は立ち上がった。岩のすぐ

「もうすぐ暮れるぞ。戻らねえと」

「雪、降りて来い」

下から声を掛けてくる。

さっき１号と体が触れて、そのぬくもりや感触を体が覚えてい
て反応した。おぼろげだった記憶が再びの体験によって鮮明にな
地球塔の片隅でメタモルフォーゼに苦しんでいた時、回復しつ

っていく。

ような気がする。あの時、何としてでも生き残ると必死で自らを

つある１号が俺の身を案じてずっと撫でて、励ましてくれていた
奮い立たせ、気力を保たせていた。けれど自分ひとりだけの力じ

前脚ってなんだよ、腕

１号の目の前に飛び降りた。普通に着地した筈が、体が前に傾

「言われなくても」

あ……ああ、わりぃ。……ん？

「雪、前脚を着こうとしたな」

いで俺は１号に抱き留められた。
「は？

ゃなかった。俺に触れる１号の手はきっと支えになっていた。

だ、腕！」
「そうだな、もう戻ったんだもんな」

のだと認識してしまっていたんだ。

１号と触れるほどの距離を、俺はもう――自分にとって良いも

は、嬉しいと感じていた。

った。ただ近くにいる生きた者のぬくもりを、馬になっていた俺

きく変わっていたせいか、１号をひどく重いと感じることはなか

て空を翔け、休む時にはよく寄り添って眠った。俺の体がより大

旅と戦いを再開してからもずっと一緒だった。１号を背に乗せ

「情けねぇ、まだ感覚を取り戻せてねぇなんて……」
「馬の時の癖、よく出るのか？」
「いや……戻ってからはそんなには……」
はたと気付く、１号に支えられたままだ。もう自分の足で立っ
ているから、腕を添えられている程度だが。
そう気付くと同時に居心地の良さを感じてしまい、それを追う
様に気まずい気持ちが流れた。
「離せ」
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俺の中に潜む記憶はこれが全てじゃないんだろう。きっとまだ
歯痒かった。俺は、触れ合って嬉しいと思う相手は兄さんだけ

残ってる。思い出したいものから思い出したくないものまで。

兄はもう――――

でよかった。他には要らない。
それでもやはり、他に欲しくなんかない。
しばらく俺を待っていた様子の１号はそう言って、林の中央へ

「行くぞ」

それでいい。

向けて歩き出した。

１号 と― ―これ から は気 を揉む よう なこ とには なら ない だろ

俺はまだ動かずにその場にいた。

それでいいんだ。元通り。

う。いくらあいつだって人間と馬の区別ぐらい付けるだろう。
風は徐々に冷える。このままこうしていても仕方が無い。適当
に戻らなくては。そう思いながら、もう少しこのままでいたい気
ない。

持ちもあった。外気の冷たさが人肌を忘れさせてくれるかも知れ
ピンクと白の影は遠ざかって小さくなりつつあった。それなの
俺は後から行くから、先に行けばい

に、引き返してきた。周りより明るくやけに目立つ。
なんで戻ってくるんだ！
いだろう！

ダンジョン
１号は俺達に敵意を向けなくなった、穏やかになった。他の仲
先代皇帝、ジスロフに遭ってさえ、冷静だった。

間に対するのと同じように。

そう思う間に１号はすぐ目の前まで来ていた。
不機嫌さをわざと表情に出しながら１号に問う。

「なんで戻った？」
「雪こそなんで来ない？ 調子が悪いのか？」
「別に……」
心配なんて必要ない、俺は子供じゃないんだ。
不意に１号の腕が上がり俺の額辺りに近付いた。触れられると
思って、俺は反射的に身を引いて避けた。
いやじゃないけどいやだ。どう言えばいい。

「どうしたんだ……」
考えかけたがわざわざ言うことが面倒になり、１号の横を擦り
抜け、歩き出した。
チラリと顔だけ振り返ってみれば、今度は１号が立ち止まった

「俺も戻る、それでいいだろう？」

「早く来い、１号！」

ままだ。
何か考える風だったが、いつもの表情に戻って１号もこちらへ
向かって歩き始めた。それを確認して、ほっとした心地になって
いた。

かはわからない。
俺が知らないあいつがいるのは事実だけれど――研究所から、

ただ、後者については思い当たる節がいくらでもある。

間。

俺の目の届くところからいなくなっていた、僅かで長くもある時
詳しくは聞いていないが、そこに何があったかを知らなくとも、
俺が知るだけでも十分過ぎた。
あいつが心の内に抱え続ける闇と、どう折り合いを付けて生き
ているのか、そしてこれからどう生きていくのか、気になってい

でも――
戦いの場で時折 「それ」を目にする。

た。

わかりはしないんだ。

今はナカヨクしているが、この先何が起きてどうなるかなんて、

などと想像をした。

――いつかまた、それが俺に向けられることもあるのだろうか、

奴が暗黒剣を振るうと、その軌跡に闇が生まれる。強い力に、
思わず目を奪われる。
陽のあるうちは、その場だけ光が吸いこまれたように闇色にな
る。暗い空間の中を一筋のスポットライトで照らした状態から明
夜の闇の中でさえ、闇が濃くなって見えることもある。

暗反転させたような、そんな感じだ。
その闇に時としてひきこまれ、時としておぞましい。
無意識なのか覗かせる闇に、まだ奴の中に深い闇が在ることを
普段の振る舞いではそれを見せないでいても、闇は奴を表して

感じさせられる。

すべてとは言わないが、奴の一部であることは確かだろう。

いる。
それが、生まれもってのものなのか、後から備わったものなの
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地球のとある森
ある夜のキャンプにて。

なども交えて手を動かしていると、あまり時間の経過が気になる
今日はどれだけ歩いたとか、収穫があった、晩飯うまかったな、

ことなく片付いていった。

やがてきれいになった食器でカゴが満たされ、二人は気分良く

などと他愛のない話をしながら、食器を拭いていく。

を解き、中に手を差し入れる。ごそごそとあさって取り出した釣

布巾を絞る雪の横で、１号は腰に括り付けてきた細長い袋の口

作業を終わらせた。

準備を始めて大勢で夕食をとった。使い終わった調理器具と食器

移動中のことだった。敵襲の恐れがあまり無い地域で、日暮前に

「雪、釣りをしていかないか？」

竿二本の内、片方を雪に差し出した。

戦闘パーティーと控えのメンバー揃って、ダンジョン外の森を

た。

足元近くの湖面から、餌を求めて集まった魚たちの背びれが覗

「バケツもあるし、皿洗いで魚が寄ってきてる」

釣りか、悪くないな」

「なーんか腰に引っ掛けて来てると思ったら竿だったか。……夜

類が山になる。近くの小さな湖にまとめて洗いに行くことになっ
有事に備えて、基本的に一人でテントから離れて行動しないよ
う仲間達の間で決めている。
この晩は雪と１号の二人が担当することになった。

「まぁいいけど、戻るのがあんまり遅くならない方がいいんじゃ

いていた。

既に陽は沈んでいた。大きなカゴとバケツに食器を入れて、ラ
えない。キャンプから離れて焚火の灯が届かなくなると、周りじ
「そうだな、竿が折れるか適当な時間までにしよう、今日持って

ねえか？」

ンタンを手に夜道を歩く。月の無い空は、薄曇りで星もあまり見

「暗いな……」
１号 が少 し高い 位置 に上 げて見 せた のは 六尺の マー ザン 竿だ

きたのはこれだから」

ゅうが真っ暗になった。
雪は前方を照らしたが、小さな光は周囲の闇をより一層深くさ

「なるほど。いいぜ、それで行こう」

った。アタリは多いが、折れやすい。

せた。
水場に辿り着くとすぐに作業に取り掛かった。

「やったな、雪」

いつものことながら結構な量があったが、二人掛かりで、雑談

雪は竿を受け取り、二人並んで腰を下ろす。

「ああ、やっぱり釣りは楽しいな」
笑顔で応えたのも束の間、次に糸を垂らして強い引きがきたと

灯りは釣りの邪魔にならぬよう、手元がなんとか見える程度に

「あーあ、もうお終いか。……かまわねえからおまえはのんびり

思ったら、あっさりと竿が折れてしまった。

して、水面から遠ざけて置いた。
針に餌を付ける。

りしゃべらずに淡々と釣っていたが、やがてぽつりぽつりと喋り

１号も既に何匹か小魚を釣り上げていた。雪とは対称的にあま

「ああ……」

釣ってろよ」

湖に向けて竿を軽く振ると、キリリリ……と糸が引き出される
針と餌がポチャンと水に沈んで音が止む。暫し待つ。

音が鳴る。
手元で引きを感じたら相手（魚）の動きを窺いながらリールを
巻く。

「雪……」

出した。

１号の竿がツンツン……と引かれる。視線を水面の糸に集中さ

「なんだよ突然に」

「少し前に……ルインとピアーの子供の頃の話を聞いたんだ」

「ん？」

同じ作業の繰り返しだが楽しい。

「よ

二人交互に、或いは近いタイミングで糸と魚の撥ねる水音を鳴
雪はいくつかアタリがあった。

らす。
「きたきたっ……！」 「あ、バレた！ チクショウ」

し、一匹目！」 「また食い逃げかよ！」 そんなふうにちょこ

「ｌｕｋａの話もだいぶ前に聞いた。ベガのことも少しだけど、

せて、リールを巻きながら会話を続けた。

だ」

雪と一緒に聞いたよな。それで雪の話も聞いてみたいと思ったん

何匹目かに独特な引きがきた。フワフワと上下しつつ、ポン…

ちょこと呟きながら楽しんでいた。

「この動きはもしかして……あれなんじゃねえか……！」

「ふぅ ん… …今日 に限 って 釣りに 誘っ たの は話を しよ うっ てこ

向けに寝転んだ。両手を組んで頭の下に敷く。

座ってぼんやりと湖を見ていた雪は、上半身を後ろに倒して仰

…ポン……と軽く跳ねるような動きが雪の手に伝わる。
期待を膨らませ、弾む動きに合わせて少しずつリールを巻いて
こんなところでかかると思わなかったぜ」

いくと、水面から鮮やかな青のチュルホロが姿を現した。
「おわっ！
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「子供 の頃 っつっ ても なぁ ……何 を話 せば いいん だか …… つま

にかく知らないことも多そうだから、雪の話を聞かせてくれ」
んねえ話や恥ずかしい思い出なんかわざわざ話したくねえし」

とか」
「そんなところだ。釣りが楽しいというのもあるけどな……っと、
好きだって言ってたけれ

釣れた」
ど、いつ頃からのことなんだ？」

「う……ん、例えば……蛇のことは？

自分の過去を思い出したりは

「……にしてもな、おまえが他人（ひと）の子供の頃の話なんか
聞いて、その……楽しいのかよ？
雪はパッと目を輝かせる。
「蛇は けっ こう小 さい 時か ら好き だぜ ！

……」
たかなぁ、物心ついた時には夢中でさ、動物園に連れていかれた

なんで 知っ たん だっ

そこまで言って雪は口を噤む。

「飼い始めたのは？」

時も蛇の前に張り付いてたもんだ」

１号は釣れた魚を針から外し、バケツに入れて雪の方へ振り返
「オレから聞いたんだ、気にしなくていい」

る。

かって から ……父 さん に買 っても らっ たの は学校 に上 がる 前だ

「ペットショップに蛇がいることを知ってな、飼えるんだってわ

「話を聞くのは楽しい。知り合う前のことを少しずつ知ることが
てきたカピとバラ……元気にしてるといいな……」

ったか後だったか、そんな頃だ。本当にかわいいんだ。家に置い

雪も顔だけを１号の方へ向ける。

「そっか…………。確かにな、今集まってる奴らの人生、色々だ

１号は相槌を打って続きを促す。

り運動が好きだった」

「ああそれなら、普通に通ってたな。どっちかっていうと勉強よ

「そうだといいな。学校はどうだった？」

出来る。驚くような話も多いしな」

１号は次の餌を針につける。

よなぁ」
「でも俺の子供の頃は、おまえ見てたから知ってるだろう」
「研究所ではな。それ以外は知らない」
運動だけは兄さんより得意な唯一の科目だった」

「成績はまぁまぁか、当然兄さんみたいには行かなかったけど、
「学校が終わってからはどうしてた？」

竿を湖に向けて振る。
「う……俺だっておまえの全部は知らねえよ、第一おまえはいつ
「放課 後か ？

「ああ、一人であんまりうろつくと叱られたしな、他の怪生物や

え ーっ と… …本当 に小 さい 頃は周 りの ガキ たち

「それは自分でもよくわからない……今はオレのことはいい。と

までが子供の頃だったんだか」

と走り回って遊んで、もう少し大きくなってからは運動部で打ち

戻される。だから兄さんと一緒。兄さんが用事で出る時は行き先
全部に着いて行ける訳じゃないから一人で留守番。一人でしょう

研究室 を見 ようっ てう ろう ろして ると 捕ま って兄 さん のと こに

がなくてさ、おまえのことも見てた…………なんだかなー、結局

込んで たこ ともあ った けど ……基 本的 に終 わった ら研 究所 にダ
雪が次第に話に意識を集中させて行く中、１号は手を休める事

ッシュだ」
なく釣りを続けていた。時折雪へ顔を向けて頷き、言葉を掛ける。

「構わない。知らないこともあって楽しい。続けてくれ」
「……俺の記憶って研究所のことが多いんだよな、特に小さい頃

研究所の話ばっかりじゃねえか」

は。そうだ、おまえを初めて見た時のこと、覚えてるぜ。あの頃

「夕方や夜にいることが多かったな。そういうことか」

て厳しかった」

から行きたかったけど、兄さんも父さんも学校はちゃんと行けっ

なのに息が出来るのかって兄さんに聞いちまった」

はまだ何にもわかってなくてさ、人間だと思ってたから、水の中

「そうそう、日中に顔を出してたのは休日ぐらいか。俺は毎日朝

「雪は 研究 員じゃ ない のに 、そん なに 入り 浸って いた のは シキ

「なんだよ、うるさいか？」

「雪の話はシキのことばっかりだ、とても楽しそうに話すな」

１号は竿を手に、微かな笑みを浮かべる。

の」
１号が言い切る前に雪は言葉を被せた。

「いや……聞いてて楽しくなるくらいだ。そういう話を聞いてい

「兄さんの傍にいたかったから……」
夜空を見上げて言葉を途切らせる。

「兄さん以上に忙しかったぜ。周りじゅうからひっぱりだこだし、

「ああ」

「聞こえて……マジか？」

「ちなみにあの時の雪の話は聞こえていた」

雪は返答に困って、黙って１号の顔をまじまじと見てしまった。

るのも良いが、オレのことも出てくると、やっぱり嬉しくなる」

沈黙は１号がリールを巻く音によって破られた。
「兄さんはさ、俺の育ての親だったから」

本人た ちも 研究第 一っ て感 じでさ …… 兄さ んもそ うい うと ころ

「知ってたか……なんか今更だけど、ああー……」

「雪の父さんと母さんは？」

「昔、まだ小さい雪を見た時はシキと一緒のことが多かったな。

雪は少しだけ顔を赤くさせた。

があったし、血筋だよなぁ」
たまに一人で水槽の前にいることもあったような気がするが」
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「その後も」
わからないけれど、色々教えられたことが良かった。知りたいっ

「子供の頃にか……そうだな、あれは子供の頃と言っていいのか

問い掛けてから、雪の視線は少しだけ下がった。

「なんでそんなに覚えてんだよ……」
との会話も出来る」

ていう欲求が満たされた。今だって役立ってるぞ、読み書きも人

「じゃぁ……その後の兄さんとの会話も……？」

「他にも、シキのいない時にこっそりと甘いものを食べていたこ

先程１号が雪の子供時代を楽しげに語った様子から、冗談を言

い出だ」

「どうだろうな、もう忘れた。それから雪と会ったことも良い思

とか、不満に思わなかったのか？」

「そう 感じ るか… …そ れに しても 当時 は無 理矢理 やら され てる

ととか」
「や、やめろっ」
雪は思わず片腕で顔を覆う。
「いいじゃないか、とても幸せそうな顔だったぞ」
そんな風に言葉を掛ける１号の表情も穏やかで優しかった。
湖に向き直り、もう少し魚を寄せようと撒き餌をした。
しまい、躊躇ったものの尋ねた。

っているのではなさそうだと雪は感じた。その意図が気になって
「……どんなところが？」

「研究員以外の人間を間近で見ることは殆ど無かったんだ。まし

「よく表情が変わって面白かったし、好奇心からだったんだろう

てや子供なんて雪くらいだ、印象にも残る」
「わかった、研究所の話をした俺が悪かった。この話はもうやめ

１号の声音には、今の雪も面白く微笑ましいというような響き

「雪が聞いたんじゃないか」

しいからやめろ」

「あー …… 思い出 しち まう じゃね えか …… 懐かし いけ ど恥 ずか

雪は唸りながら目頭を手でおさえた。

が、話し掛けてきたり色々と食べさせてくれたりしたな」

だ」
雪は会話をやめて、再び１号の立てる釣りの音だけが断続的に
鳴っていた。
しばらくの時間が経ち、バケツの中は釣った魚で満たされてき
た。
そろそろ終わりにする頃合いかと、雪は身を起こす。

「俺も若かったんだ……」

が含まれていた。

「１号、おまえはさ……」
「なんだ？」

「過去には戻れねぇけどさ」

「何か良い思い出ってあるのか？」

幼い日の雪にとって１号は友達であり、玩具や動物のような存

「おま えは これか ら良 い思 い出っ てや つを 作って …… 行け ると

雪の声に１号は振り返る。

うなものとして捉えるか定まっていなかった。兄の真似をして、

在でもあった。シキの説明をなかなか理解出来ず、相手をどのよ

「俺か？ いや、俺はもう……」

「……雪もだぞ」
「人に言っておいて自分はしないというのはおかしい」

いいな……」

「……ちぇっ、偉そうに。一応検討してやるよ」

だこともあった。悪意からではなかったが、随分な扱いをしてい
る程の印象だったというのだろうか。

たものだと雪は思う。それにしてもわざわざ名前を上げて言われ

「オレは良いことはもうあった、仲間が出来た。今もある」

ほんの まま ごと程 度だ が生 態観察 や実 験紛 いのこ とを して 遊ん

「まぁ …… 俺のこ とは 置い とかせ ても らう として …… …… 一緒

リールを巻いていく。竿が大きくしなる。キリ、キリリ……と不

沈み込もうとする。１号は竿を握る手に力をこめて、緊張しつつ

赤くなり焦る雪の横で、１号にアタリが来た。ぐいっと力強く

「ばっ……ばか言うな……じゃなくて、いや……」

「今こうして雪と話していられる、オレはうれしい」

雪はきょとんとして１号の表情を窺う。

に旅することにならなかったら、今そんな風に思ってねえだろ」
１号は一瞬首を傾げたが、すぐに湖面に視線を戻した。

「それは……」
「そうかもしれないけれど、わからないな」
「他は……うーん…………すぐに思い付かない、あまり印象的な

「…………他には？」
ものは無いな」

先程確認したけれど改めてと、雪はバケツを見下ろした。

「持っていかれたな……まぁ今日は良く釣った方だろう」

雪はランタンで１号の手元を照らし、顔を近付けて覗き込んだ。

「今日はここまでだな」

１号は糸の先を手繰り寄せて呟く。

いない糸が空を舞った。

規則に音が続き、突如竿が跳ね上がった。続いて先に何も付いて

雪は１号の過去を思い目を閉じる。

「そうか……それくらいしか……」
「あの頃はいいとしても……その後は色々あったよな……」
「ああ……」
１号が短く応え、それ以上は二人とも口に出さなかった。
再び沈黙が流れ、１号にアタリも来ないままじわじわと時が過
ぎる。
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「雪、オレンジ色だ」
話題の繋がりがわからず、視線を上げる。
「何が？」
「髪の色」
「ああ……これのせいか」
ランタンを軽く持ち上げて見せる。雪の髪が小さな炎の色に染
「オレの髪はどうだ？」

まっていた。

雪は灯りを１号の髪に近付ける。

「いつも通りだけど……」
「こうしてみるとオレンジだ」
「雪と同じ色か？」
「鏡が無いからわかんねえよ」
「鏡……あ、湖はどうだろう。雪、こっちに来てみてくれ」
岸の際に膝をつき、身を乗りだして水面を覗き込む。
１号は雪と肩を並べて二人の頭の間にラン タンを 持ち 上げ た。
「うーん、揺れて見えにくいな」
「でもだいたいの色は分かるぞ、……雪の方が少し明るくて黄色
「まぁ若干の差だな、殆ど同じだろう」

に近いか」

１号は嬉しそうな表情を浮かべた。

「１号……今度はおまえの話を聞かせろよ。脱走していた頃のこ
雪は水面に写る影に視線を落としたまま、 １号の 言葉 を待 つ。

ととか」

ゆっくりと身を起こし、雪は１号に向けて意思を籠めた声で言

「話したことが無かったな……機会があれば話そう」
った。
雪の声に目を見張り、１号も顔を上げた。その表情はすぐに柔

「機会は『あれば』じゃない、作るんだ」

「……それじゃぁ、また夜釣りをしよう」

和なものになった。
返る言葉に雪は胸をつまらせた。
「ああ……」
どうにかした返事はそっけないものだったが、心の内は満たさ
れていた。
二人は立ち上がり、来た時よりも増えた荷物を手にして帰りの
道を歩き出した。
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「同じか……」

第 50 話

冥界－第 50 話

冥界
ペガサスから人間の姿に戻ることが出来て、それから――
俺は何度も迷った。この戦いの意味を見失いかけたこともある。

かは分かっていた。それでもメタモルフォーゼして知能や記憶、
人の意識などを失っていなければ俺は兄の側に付いた。そう出来
なかったことが悔やまれてならない。
兄のためなら、他人なんかどうなってもよかったんだ。
変異細胞に冒された時、俺は「定め」だなんて陳腐な言葉をよ
くも口にしたもんだ。そんなもんくそくらえだ。言葉一つで片付

いと思ったからだ。軍人としての責務、そして自分自身のために

由は色々あったけれど、一番は冥界の侵略を止めなければいけな

から。

奴らが悪いんじゃない。巡り合わせと――結局、俺のせいなんだ

仲間だ。思っただけだ、もう今更だ、そんな馬鹿な真似はしない。

が、ただの八つ当たりに過ぎなかった。そもそもベガのかつての

小人共は全滅すればいい。それくらいに恨む気持ちも生まれた

くようなものじゃなかった。俺を変えた、俺の人生も変えられた。

もその道を選んだ。兄の生きたこの世界を奪われてたまるもんか。

それでもパーティーから抜けることも無く戦い続けたのは、理

投げ出そうと思えばいつだってそう出来たはずだ。

俺の家族も、他の奴らだって生きているんだ。そんな憤りがあっ
いくら現実から目を背けたいと望んでも、過去の事実は変えよ
感傷に浸る余裕を与えてくれなかったのは、交戦中という状況

うが無かった。前に進むしかない。
と、共に戦う者たちの存在だった。幸か不幸か一人になれなかっ

決意を明確にするまで多少時間が掛かった。それまでの間、心

た。想い出まで、奪われたくなかった。

て、戦い続けていた。兄を失ってそんなふうにしていられる自分

が定まらない上に強烈な精神的打撃に参りながらも戦って、戦っ

と気を引き締めろと、自らを戒めた。

心に隙が生じているのを感じた。こんなんじゃいけない、もっ

ったのだから。次第に無力感に覆われていった。

兄はもういない、どうしようもない。俺が守ることが出来なか

はない。

自らの死に繋がる事だ、恐ろしさや寂しさがあってもおかしく

に至っていた。

も目的とそれに対する行動を共にした彼らを、仲間だと認識する

な、或いは大きな出来事に少しずつ心が埋められていた。何より

今となっては前者だと言うべきなんだろう。様々な交流や些細

た。

慣れた職業柄かと思うと、悔しさと諦めの気持ちが綯い交ぜにな

に呆れ、安堵し、時には腹立たしい気持ちにもなった。人の死に

自らの行いによる業、その因果が自分の身に帰るよりも最も苦

った。

兄の した ことが ルイ ン達 の側か ら見 れば どう受 け止 めら れる

痛を味わう形で帰ってきたというのだろうか。

とにかく目の前のことに集中して、戦争を終わらせることだけ
て気が緩みかけたが、勝ったと言ってもここはまだ敵地だ。必要

を考えてなんとかやってきた。それもとうとう終わった。安堵し

作業は大して難しいものではなかった。着々と進んで行く中で、

な程度の緊張感を維持して事後処理にあたっていた。

これやが巡り始めていた。

俺の頭 の中 ではつ い数 時間 前は欠 片も 考え ていな かっ たあ れや
一番大きなこと。俺はまだ生きている。
これからどうやって生きていくかなどと考える。とりあえずエ
どうなるかなんて分からなかった。

デンに帰って白蛇の隊に復帰するか、それは出来るのか。
確かなことは、兄のことを何度でも思い出す。今まで与えてく
れた沢山の愛情を思い出すたびに、心の支えとなるだろう。
他の奴らの事も時々考えたり、仕事仲間や誰かと付き合いも続
くだろう。
そして俺は脳ガンを抱えたままだ。
本当に死ぬかも知れない。
その時はその時さ、兄さんの所に行かれるんだ。伝えたいこと
がたくさんあるんだ――
そうやって意識を希望の方向へ持って行こうとしたけれど。
本当は足元に何も無くなって、ただただ暗い無限の空間が広が
っているような気分になる。
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30 時間－第 50 話

時間
冥界の美奈枢と小鬼を倒し、囚われのプリンス達を取り戻し、
全てが終わったはずだった。
いや、終わってしまった――

動揺した。自らの感情を全く制御出来ないことに加えて、今に
一方で、自らの心の有り様に酔いそうなほどの興奮を覚える自

なって何故、と。
分もいた。恨み、憎しみ、それによる害意。心の奔流に溺れそう
でとても苦しいのに、かつての思いを果たすことを――奴の心臓
に剣を突き立てる自分の姿を――想像すると思いの外、胸が熱く

周り から オレは 若干 様子 がおか しい よう に見ら れた かも 知れ

感情に翻弄され戸惑っている間に、事後処 理が始 まっ てい た。

滾った。

ない。誰にも気取られぬよう、疲労に参っているフリをしながら、

長きに渡る戦いに勝利した。極度の疲労と解けないままの緊張
生き残ることが出来た。そして戦いの日々からやっと解放される。

が残る中、一時はその事実に高揚した。常界を守ることが出来た、
控えめに仲間達と行動を共にした。

その感情が続けばどんなに良かったか。

日中の内に、仲間達の何人かは故郷やいるべき場所へ帰るとい

いた。

向けずにいられる。少しずつ落ち着いて、考える余裕も出てきて

れた。為すべきことがあればそれに集中し、自らの内側に意識を

は尚も激しい憎悪を抱いたままだったが、行動は気を逸らせてく

医療処置等、ある程度まで終えるのに丸一日以上を要した。オレ

戦争集結に於ける冥界での必要な処理、プリンス達の保護及び

そんな風に歓喜した。
喜びは一瞬で通り過ぎ、代わりに別のものがオレの胸を埋め尽
くした。
つい先程まで、ここのところしばらくの間は意識することの無
かった感情。
ジスロフへの激しい憎悪が沸き上がり、瞬く間に胸の内が黒く
赤くドロドロとした色に染め上げられた。それはまさに衝動で、
オレは感情を制御することが出来なかった。沸き上がるその瞬

今にも突き動かされそうになった。

要素もあったのではないだろうか。

戦争――に集中していたおかげで、目を向けずにいられたという

恨みの感情は意識して抑えていた。それに加えて、他の事――

もしや、と思いがよぎる。

後までは、これ程までに心が暴れることはなかった。

それでも旅を続けていて、戦争の決着をつけた最後の戦いの直

以外の事に構っていられなかった、と。

かという状況でほとんど余裕を無くしていたからだろうか。それ

あの時は十二天達に追われ、戦いは熾烈を極め、生きるか死ぬ

それとも――

意もおさめられるのだと思った。

なく、自分を抑えられた。雪達を許せたように、ジスロフへの殺

めた。現に彼と相対して、その場で仇を討つという行動に走る事

気持ちは完全に消えたわけではなかったけれど、消えるよう努

やめたかった。

した。

ジスロフを恨むのをやめた、仲間達の目の前でオレはそう口に

た。だから、仲間が全員揃ってのキャンプは、おそらく今晩で最

うことを口にしていた。この一行としての旅の終わりを告げてい

なかった。

間も、埋め尽くされた後も、それを退けることがどうしても出来

期となるのだろうと思っていた。
夜の食事の少し前くらいに、オレは雪から声を掛けられた。
顔色が悪いぞ、珍しい」

隠していたつもりだが、顔や態度に出てしまっていたか。

「どうした、１号？

オレはそんな風にはぐらかして答えた。

「疲れが出たみたいだ、少し一人で休みたい」
「そう か… …やっ と戦 争が 終わっ たん だも んな… …ゆ っく り休
めよ」
雪なりに納得したようで、それ以上何かを聞かれる事は無かっ
た。
オレは出来るだけ一人になろうとしていた。さっきまで雪はベ
ガと話しながら作業をしていた。それなのにオレの状態に気付い
ぐ。

てわざわざ声を掛けてくれた。その気持ちがうれしい。心が和ら
けれど胸の中では暗い感情が渦巻き続けて いて、 苦し かっ た。

今、戦争が終わって最も大きな為すべき事を失って、心の内に
ある闇が強烈に主張している。おそらく消えたり小さくなったり

雪との短い会話の後、食事中もその後もずっと考えていた。
何故いま自分はこんな状態になっているのか。

していたわけではなかったのだろう。復讐という欲望はオレの中
なくなってしまった。

に確実に残っていたんだ。執念だろうか、それを意識せざるをえ

夜も更けて皆がテントに入り横になる。同じように横になりは
したけれど、思考は続いた。
無理にでも目を瞑る。心を落ち着かせ、過去を思い起こす。
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細身で低い背格好。宵闇の中でも見える髪の色、服の色。すぐ
にｌｕｋａだと分かった。先に出ていたんだろう、多分オレのよ

ひとたび箍が外れると、強く抑え込もうとしていた反動か、感
うに眠れなくて。
それとなく近付いて二人になった。

さばっていくのを止めるものがもう無かった。堰き止めるものが
ｌｕｋａはオレの顔を一度見上げて、すぐ に視線 を落 とし た。

情は手に負えない程爆発的に膨れ上がった。オレの中で勝手にの

心と体を占めてしまった。

無く大きく開いた空間だ、格好の餌食じゃないか。闇は瞬く間に
オレから話し掛けようか、そう考え始めたところでｌｕｋａは
言った。

なんて単純なんだろう、オレは――
『中断は終わりよ』
たった一言にオレは言葉を失った。

こんな感情は戻って来て欲しくなかった。

何の中断か聞くまでも無かった。今までの彼女の様子を見てい

とてつもなくやりきれない気持ちになった。
薄暗闇の中で横になっていることに耐えられなくなる。

しの間戦争のために共に過ごしたけれど、何も特別な感情は起き

ジスロフへは、今となっては殺意以外に向ける感情が無い。少

が中途半端だった。

オレはただ背中を見送るしか出来なかった。

へ姿を消してしまった。

ｌｕｋａは表情を変えないまま、「私、もう行くね」と闇の中

ろうとせず、気まずい沈黙が流れた。

オレは掛ける言葉が見付からなかった。ｌｕｋａもそれ以上喋

がら拒絶の意が見えた気がした。

表情も無い。感情を読み取らせないその雰囲気に、ほんの僅かな

いつものように優しい笑顔や悲しむ顔を見せるでもなく、何の

ｌｕｋａの表情は固かった。

伝えられてしまった。

て、わかっていたことではある。しかし本人の口からはっきりと

目を開けても見えるのは低い布の壁だけ。気がおかしくなりそ
だめだ――

うだ。
出来るだけ物音を立てないように身を起こし、そっとテントを
抜け出した。
外に出てみると、冥界の夜空の下は決して気持ちの良いもので
はなかったが、息をすると少しだけ胸が楽になる気がした。別に
がひどかったのかも知れない。歩くだけでも体の中で滞っていた

テントの中の空気が薄かったというわけでもないだろうが、緊張

行く宛ては特に無かった。こうしてゆっくりとでも動いていら

ものが流れ出してくれるようだった。

テントから少し離れた場所まで来て、人の気配があった。

れれば良いと思った。

一人になり、ｌｕｋａの言葉を改めて反芻する。
旅の中で何度もｌｕｋａへ掛けた言葉は、残念ながら彼女の心

ただ、殺意も抑えられていた。実際はこの有様だが。

なかった。他の仲間達に抱いたような親愛の情は持てなかった。

まで届かなかったのだろう。
いや、今の自分はどうだろう。

ることが苦しくて、目を背けたくて、何故などと思ってしまうん

自分のことだけじゃない、ｌｕｋａの思いも。現実を受け止め

こんな分析のようなことをして、何になるだろう。

――ふと我に返る。

の表層に上っていなかったということだ。

みで苦しみ続け、オレはジスロフへの殺意が自分で認識する意識

ここでｌｕｋａとオレが違っていたのは、ｌｕｋａは雪への恨

った。

ろうか。恨み、憎しみしかなかった。それ以上には何も思えなか

ｌｕ ｋａ も雪に 対し て同 じよう な気 持ち だった ので はな いだ

激しい憎悪で内側から身も心も焼き尽くされそうだ。こんな自
この旅の途中でオレが雪への復讐をやめたことに対して、ｌｕ

分の言葉では彼女に届くはずもなかったのか――

オレに裏切られたような気持ちだったのかも知れない。

ｋａは辛そうな顔を見せていた。かつて共に復讐の誓いを立てた
どうしてオレは雪を許すことが出来て、ｌｕｋａは出来なかっ
たか。
オレだって全てを許せたわけじゃないけれど、仲間でいること
の方が意味も価値も大きかった、それを望んだ。
ｌｕｋａの雪に対する感情は、オレのジスロフに対する気持ち

るべきなのに――冷静さも頭も足りない。方法など思い浮かびも

だ。少しでも自分の希望を叶える為にはどうすれば良いかを考え

に近いと思う。
雪と和解できたのは――憎しみきれなかったのは、過去の縁や

よがりな願望だったかも知れないけれど。

オレはｌｕｋａの気持ちが変わることを期待していた。ひとり

とは容易じゃない。身を持って知っているから、よく分かる。

余りにも強く凝り固まった思い、執念のようなものは変えるこ

せずに、もどかしいばかりだ。

友好的な感情に加えて、あくまでも一番の恨みの根源はジスロフ
ジスロフは既にいなく、仇を討てなかった。オレの研究を続け

だったからだ。

員達に恨みの矛先を向けるしかなかった。

させたジスマ、それに荷担した白川家の面々を始めとする研究所
雪は白川家の人間だったけれど、研究者ではなかった。雪だけ
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それでｌｕｋａの心を苦しめるものが減り、ｌｕｋａも雪も傷
でも、ｌｕｋａは選択した。

つけ合うことなく生きていてくれたら良いと。
復讐は憎しみの連鎖だ。仇にも家族や近しい人間がいて、彼ら
の恨みを買う。何より復讐という名の元に殺人を犯す。それを果
たしたｌｕｋａのことを、彼女の仲間はどう思う？ オレだって
多くとも、それを受け入れる覚悟を彼女はしたんだ。

今まで通りに接することは出来ないだろう。どんなに失うものが
彼女は復讐を実行に移すだろう。
今のオレは彼女の行動を阻止できるとしても、意志は止められ
彼女を思い、我が身を振り返り、胸の痛みが増した。

ない。

とも知れなかったし、その結果がどんなものになるかなど、わか
らなかった。先のことを具体的に考えるには不透明で、強い思い
も欠けていた。
ただ漠然と、これからも仲間と過ごせたら良いと、淡い夢のよ
うなものを抱いていた。
たとえこの先、皆離れて違う道を生きるとしても、彼ら彼女ら
脱走して以来オレは一人で生きてきた。どうしてこんな気持ち

は仲間だ。その思いは変わらない。そうわかっているのに。

――雪とｌｕｋａの顔が思い浮かぶ。

を抱くようになったんだろう。
二人の名をそっと心の中で呼ぶ。
ｌｕｋａのことが好きだ。雪が好きだ。
ただ共に過ごし、生きていきたい。

この二人と一緒にいたいと、一番にそう思った。
オレはこれからどうするんだろう。
しかしどちらの傍にいようとも、手放しの幸福は見込めないだ

んて考えてもいなかった。

ｌｕｋａと出会い、雪と仲間になり、共に旅をする日が来るな

況が重なり合った上に辛うじて成り立っていたことだ。

今までオレとこの二人が一緒にいられたこと自体が、様々な状

ろう。

激しい復讐心で考えが及ばなくなっていたけれど、心が殺意で
猛りながらも、温かい陽射しのような気持ち がまだ 残っ てい た。
この旅において、先のことはあまり考えていなかった。念頭に
あったのは、戦いに勝ち戦争を終わらせることだった。仲間達と
共に生き残りたかった。戦時下という状態は好ましくなかったが、
仲間といられることはうれしかった。満たされる思いがした。

オレがこの先も二人と共にいられる、そんな未来はあったのだ

その縁は本当に不思議で得難くて、幸せだった。

しても果たさなければならない事が無かった。戦いはいつ終わる

あっさりと返り討ちにあうか、よくて相討ちか。

昨日までは復讐をやめるつもりでいた。戦いを終えてからどう

ろうか。

遂させ、生き延びて、新たに自分の人生を手に入れることを考え

シキ達を殺そうとしていた時とは訳が違う。あの頃は目的を完

地球塔、月やその他の星。

き方か展望はなくとも、生きている未来を思い描いていた。その

ていた。恨みを晴らし、過去を清算して決別する。どのような生

或いは別の道か。
どこという場所は無い、どこででも。

今のような状態で悩み続けるよりはよくなるかも知れない。

みようと思った。

もう夜も遅い。一晩眠って、明日改めて自らの心の声を聞いて

これからどうするか、答えは出ない。

だ。

今日は短い時間の間に心が激しく動き、色々と考え過ぎたよう

脳がそれ以上の思考を拒絶する、限界だった。

共に脱力した。

突然視界がぐらりと歪んだ。ひどく気持ちの悪い目眩の感覚と

思えた。今も消えてくれることを望んでいるのに。

積年 の思 いだが 霧散 して も良か った んだ ――昨 日ま では そう

とうの昔に出来ている。

それでも、たとえ果たせず倒れるとしても、一矢報いる覚悟は

悪過ぎる。

今はそれが出来ない。時間が許さないなど些細な事だ。相手が

会を窺った。

ために時間も掛けた。己を鍛え、必要な術を身に付け、慎重に機

答えは出ない。ただ強いて言うならば、どこへというよりも誰
けれど――

かと。
夢の小さな果てを見て、目を閉じる。
どうするか、何を選ぶか。じきに空は白んでくるだろう。
パーティーの解散はジスロフとも別れることであり、焦る気持
ちが生まれていた。
二人のことが気掛かりだが、気を抜けば心が闇に覆い尽くされ
そうになる。
そんなことを思う内にもう、激しい憎悪で胸の中が燃え上がる。
どうしようも無いほどの破壊衝動が起きて、そのやり場も無く、
この衝動に身を任せて復讐を選ぶとして、それは果たせるもの

ますます苦しくなる。

ろうか。

なのか。ジスロフに刃を向けて、仇を討ち息の根を止められるだ
奴は強い。暴君の名は伊達ではなかった。性格はともかくとし
て、戦う強さ、権力、時に圧倒されるような身に纏う空気、どれ
も類を見ない強さが備わっている。
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テントに戻り横になると、すぐに意識は深い闇に落ちていった。

翌朝を迎えて。
眠りから覚めても、結局オレの中の殺意は 消えて いな かっ た。
昨日のようにオレの中で暴れはしなかったが、よりいっそう重

いかけてみた。だが生き残る可能性の低さに、虚しさを感じるだ
オレの中で復讐を止める理由が失われていく。肯定する根拠ば

けだった。

心の中がただ暗く、冷えていた。

かりが積もっていく。
食事を摂ったが、その味も覚えていない。
心はひたすらに重く深く沈んでいった。抗い、引き止めようとし

キャンプを撤収して荷物をまとめて、その作業に加わりながら、

まっていた。それは肉体までも埋め尽くし、自分そのものとなっ

さを増して心の底の奥深くまで染み渡り、黒く硬い石のように固

別れ際、雪はオレにこれからどうするのかと聞いてくれた。

彼等に感謝の気持ちや再会を望んでいることを伝えた。

仲間達への思いも変わらずに残っていた。

今しか無い、逃せないんだ。

容易に近付く事が出来なくなる。どれ程リスクが高いとしても、

ジスロフに近付くにはこれが最後の機会となるだろう。今後は

当に残酷だ、決して待ってはくれない。

やがて一同が解散する時間が訪れた。時の流れというものは本

ゆっくりと握った手と指を開き、肘を伸ばし て深く 息を 吐い た。

は見え難い。せめてそこで止まってくれ、体に現れてくれるなと、

どんな思いを抱こうとそれはオレの胸の内のことだ。他人から

腕や体が強張り、力み過ぎて何度も震えた。

たけれど、出来なかった。

眠って多少頭も冷えたのか、昨日気が付かなかったことを考え

ているようだった。動かすことも別れることも出来ない。

ていた。

られるようになった。昨日はあまりにも心がぐちゃぐちゃになっ
思い至ったのは重要と思える事だった。
帝国もジスロフも健在だ、治める者が変わらなければ国も変わ
れからも沢山の者が踏み躙られ、酷い目に遭わされるだろう。

らない。圧政によって両親や自分や他の多くの者達のように、こ
そして復讐を誓い、永い時の間ずっと胸に抱いてきたのに、諦
めるのはあまりにも悔しい。
たとえ復讐を捨てる魅力的な道があったとしても、そちらを選
べばオレは一生後悔するんじゃないだろうか。
仲間達 に合 わせ る顔

心の動きに逆らう手立てを探って、そう自分に問

仮に 復讐 を果た した とし てその 先は ？
があるのか？

それに対する明確な答えは持たなかったが、明確な意思はあっ
ベガが雪と一緒に帝国に行くという事を聞いて、少し安心した。

た。
ｌｕ ｋａ はキン グス ター でかつ ての 仲間 と再会 でき るだ ろう
か。ただ、そうなることを願った。
最後まで迷いがあった。
これ まで にどれ ほど 想像 したか 分か らな い父母 の無 念を 再び
なぞり、自らの心に重ね合わせようとした。オレひとりだけの思
いじゃ ない ――そ う自 分に 言い聞 かせ てジ スロフ の元 へ向 かう
ことを選んだ。
――ｌｕｋａ、雪
また会えるならば、会いたい。
どんな未来が待っていようとも、必ず会いに行く。
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帝国宇宙船内個室
もうすぐ出航の時間だ。船はこれから帝国へ向かう、やっと帰
れるんだ。
ゆったりとした時間の流れを味わいながら、大きめのシートに
身を沈めていた。
今はやることが無い、ぽっかりと時間が空いてしまった。船が
動き出せば行動をしているという感覚で落ち着くが、何もせずた
はまだ早いし、そこまで疲れも残っていない。

だ時間が流れるというのは面白みが無い。しかも一人だ。眠るに
暇つぶしというわけでもないが、昨日と今日の事を振り返って
みた。
夕べ は１ 号の様 子が おか しかっ た。 気に なって 聞い てみ たら
「疲れている」と言っていた。今までの経緯を考えればそれも仕
方が無いと思った。
その後、１号は夜中に寝床を抜け出して一人でどこかへ行って
いた。
暫く して から周 りの 奴ら を起こ さな いよ うに静 かに 戻っ てき
たようだけれど、俺とベガは気が付いてた。知っていた、それだ

いう話だ。ベガと、それから――
１号は本当に来るんだよな。
ｌｕｋａと一緒に行くんじゃなくて帝国に、寧ろあいつの身の
奴がどう扱われるかはまだわからないけど、もし帝国の意向で

上だと危険かもしれないのに。

説明して奴の自由を保証できるよう努めよう。自分にそこまでの

実験体に逆戻りのような流れになったら俺は、知る限りのことを

今までみたいにつるんでいられたら、きっと楽しいだろう。

権限があるかなんて分からないけれど、そん な気持 ちに なっ た。
でも俺は――
いつかはわからないけれど、脳ガンによる 死の可 能性 があ る。
自分の体のことだから、なんとなくわかるんだ。
誰に看取られるんだろうな、親父かな。
もしかしたらベガか、それとも１号か。
その時がきたら、あいつらどんな顔をするんだろうな。
涙の一つでも流してくれるのかな――
そんな風に、感傷的なことを妙に軽やかな気持ちで考えていた。
ふと時計に目をやると、丁度時間になっていた。
船が出る。

けのことだ。特に声を掛けることもなかった。眠れなかったんだ
今朝は、昨日よりマシな顔をしていた。

ろう。
ただ、やっぱり俺は気掛かりというか引っ掛かりがあったんだ。
昨日の様子や、普段とは僅かに違う表情に。
だから俺は今後のことを聞いたのかもしれない。
１号は 「後から行く」と言った。
俺は、口には出さなかったけれど心が弾んだ。
そんな風に別れたのがさっきだ。その時にベガも帝国に来るこ
とになって、俺は更に嬉しくなった。
これからは状況によるところもあるけれど、ベガと一緒で同僚
になる、悪くない。いや、それどころか俺は――旅の間ずっと思
るんだ。

っていたように、ベガの力になれるかも知れない。その機会があ
と、その前に家に帰って、父さんに会って――父さんにも色々
話さないといけないな。一体何から話すか、帝国へ戻るまでの間
視界が暗くなる。瞼が勝手に下りていた。心が痛みで覆われそ

にじっくりと考えようと思う。
うな気配がしたので、押し止めた。必要なのは後悔じゃなくてこ
れからどうするか。頭で解っていても人間そう上手く行くものじ
さっきまでは何を考えていたか――そうだ、帝国に戻ったらと

ゃない。けれど意識する事はきっと大事なんだろう。
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でも、俺はあの時の言葉を聞いて嬉しかったんだ！
抑揚の無い声を聞いて、ふっと怒りが醒めた。

「そう……かもしれないな」
もし かし たらこ いつ は誰 かを恨 まず には 自分を 保て なか った
それだけの生い立ちを振り返ると不憫だった。

のかもしれないと。
しかし、とかぶりを振って、共に戦い旅をした日々を思い出す。

晴れることの無い曇り空の下、会いたくない奴に出会った。
こんなところで、こんなにすぐに再会なん てした くな かっ た。

「俺は兄さんを探してるんだ」

おま えが ここに いる のは おか

思い当たらない、という顔をしている。鈍い奴だ。

「約束、……もう忘れたか？」

「え……？」

「さてと、またおまえと二人旅か……」

真実はどうであれ、目の前にあるものは現実だった。

供では違うってことなのだろうか。

なるほどな。特殊な遺伝子を持っているといっても、本人と子

レには使い方がわからなかった」

返ってきた答えはこんなものだ。「その力はあるらしいが、オ

しいだろう」

「そう いえ ば転生 はど うし た？

もう一つ、思い出したことがあって尋ねた。

苦しくも満たされていた日々のことを。

俺はエデンで会うことを秘かに楽しみにしていたのに。

そ れはお まえ の憎 しみ

そう だっ たなら 単純 に嬉 しいと いう 気持 ちでい られ ただ ろう
に。
ふ ざける な！

奴の話を聞いて、俺は言ってやった。
「両親 がな んだっ て？

そのことを責めている訳じゃないが怒りはあった。

だ……おまえが捨て切れなかったんだ！」
「恨むのをやめた」「生きる意味を見つけた」という、あの言
葉は何だったんだと。
その時はそれがこいつの本心だったのかも知れない。そうでな
ければ必死に自分に言い聞かせていたのか、本当のところはわか
言葉に偽りが無かったとしても、気持ちは変わっていくものだ

らない。

俺が勝手に期待して都合良く解釈しただけなんだよな、家族や

と、当然のこととして解ってはいた。
自分のしたことは棚に上げて。
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「あ……」

やっと気付いたか。

「そうか……うん、一緒に行こう。出来ればオレは帰る方法も探

「勿論だ」

それぞれのお話にテーマがあるので触れておきます。
-月
―― 一人じゃないということ／感謝
小人たちと遭遇するまでもう少し時間が掛かったという if になっています
地球塔
――コミュニケーションの変化／同じだと思ったこと
推敲でご協力いただいた匿名さんのｱｲﾃﾞｨｱを元に書かせていただきました
テント樹林
――人は不幸には忍耐強いのに、幸福にはとても弱い
ダンジョン
――興味と仄かな疑念
地球のとある森
――闇の中の小さな火／子供の頃の話と今
冥界
――戦い続けた理由／脳ガンその１
30 時間
――優先順位とタスクのお話／感情に左右されやすいか否か
１号と luka の特性の違いでもあります
帝国宇宙船内個室
――喜びによる見落とし／脳ガンその２
□□□
――あの世
『約束』は 18 話の地球に辿り着いた雪と１号のやりとりより
-……テーマというより要約ですね。

したい」

原作で明らかにされていない部分は、様々な可能性があると思います。
例えば１号とジスロフがパーティーを組んで仲良くなっていたとか。はたまた
１号の復讐計画はずっと維持されたままであったとか。或いはジスロフの側から
見た場合は？ 全然違った印象になりますよね。
雪と１号の関係だって多様に形がありましょう。私も色々なパターンを想像し
ます。
この本は私の夢というか妄想に妄想を重ねたものでございます。
多くの可能性の中の、一つの形としてご覧いただけると幸いです。

踏み出したその先を見渡すと、青い地平線の果てまで無数の幽

お手にとっていただき、どうもありがとうございます。
この本は第 50 話の１号のお話を書きたくて作りました。
以前から温めていた物でして、今年もＡＭプチオンリーという機会が得られた
ため、ようやく形にすることができました。
前半の雪の話は過去に web で公開したものを改訂して収録しています。

かな光が漂っていた。

後書き

今までも、これからも、雪や１号や、ＲＳのことが大好きです。
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