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第一話 青い石のついた耳飾りの男︵国 ？？？︶
のぞ

﹁なに︑あんた︒覗き？﹂
か

﹁水を一杯くれないか﹂
しんせいこく

うた

たま

この︑まったく噛み合っていない会話を交わした時が︑日本に住むただの会社員︑玉
の いずみ

あった ︱︱

野泉と︑神聖国ヨーク・ザイ最善最強の王と後に謳われることになる男との出会いで

いや

風呂はいい︒風呂は癒しだ︒
どんなに疲れて帰ってきても︑風呂に入ればその半分は忘れられる︒

ふ ぜいあふ

うるさい上司のお小言も︑満員電車の圧力も⁝⁝
ああ︑風呂は偉大だ︒
泉は自他ともに認める風呂好きである︒風情溢れる温泉や︑懐かしい気分を味わえる

せんとう

銭湯はもちろんのこと︑日々の自宅での入浴も愛している︒

よくそう

し たく

なが

だから︑自分の部屋は足の踏み場がないほど散らかっていても︑風呂の掃除だけは欠
かさない︒
みが

今日も帰宅するなり︑泉はいそいそと風呂の支度を始めた︒
ぬ

まずはぴかぴかに磨いた浴槽に︑湯を張る︒その様子をひとしきり眺めたあと︑脱衣
所に戻って衣服を脱いだ︒
み かん

真冬の今︑脱衣所の冷たい空気が身に染みる︒
と たん

泉はぶるりと体を震わせながら︑タオルと蜜柑︑読みかけの単行本を片手に︑浴室に
続くドアを開けた︒途端に暖かな湯気に包み込まれる︒

せっけん

オレンジ色の浴槽に︑淡い黄色の壁︒暖色を基調とした浴室は︑落ち着きや高級感に
たな

入って正面にはシャワーが設置されている︒その隣に棚があり︑石鹸やシャンプー︑

は欠けるが︑いかにも家庭的で温もりがあった︒

浴剤を入れた︒すると浴室に薔薇の香りが満ちる︒

ば ら

窓の桟に持ち込んだ物を置き︑手早くシャワーを浴びる︒それから買ったばかりの入

さん

ガラスの大きな窓があった︒

歯ブラシにコップなど︑細々としたものが置いてある︒左手が浴槽で︑奥の壁にはすり
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び こう

すうと息を吸い込めば︑甘い香りが鼻腔に広がる︒二度︑三度と深呼吸し︑泉は首を
かし

それでも︑好みの香りには違いない︒気を取り直し︑まだ冷たい体を湯船に沈めた︒

傾げた︒思ったより匂いが強かったのだ︒

よくそう

あず

ぴりぴりと肌を刺すような感覚が︑じんわりとなじんでいくのがたまらない︒
泉は浴槽に背を預けると︑すっかり温まった手足を伸ばし︑ほうと息をついた︒
住宅設備機器を取り扱う会社に入社して二年︒ようやく事務仕事に慣れてきたところ
だったのに︑最近ショールーム勤務へ異動になった︒よくも悪くもマイペースな性格の
ため︑接客は苦にならない︒しかし︑ほぼ立ちっぱなしなのが辛い︒
もともと三度の飯より風呂が好きな泉だが︑近ごろでは腰の痛みと足のむくみを緩和
するためにも︑入浴の時間はなにより大切なものとなっていた︒
浴室内は︑湯気で白く染まっていて︑さながら雲の中にいるようだった︒そんなふわ
ふわとした心地をしばし堪能したあと︑泉は単行本を手に取った︒冬場の一番の楽しみ
ページ

栞を挟んだ頁を開け︑泉は文字を目で追い始めた︒近頃読んでいるのはミステリー小

しおり はさ

はなんと言っても長風呂だ︒

ひたい

かわ

説ばかり︒主人公とともに謎を解いていく面白さにすっかりはまっていた︒

み かん

いくらも読み進めないうちに額に汗が浮かび︑喉の渇きを覚える︒そうすると次の楽

さん

しみが待っている︒本と一緒に持ち込んだ蜜柑だ︒
ひとふさ

泉はいったん本を窓の桟に置き︑蜜柑の皮をむいた︒それからまた本を手にし︑読み

うな

ながら蜜柑を一房とって口に運ぶ︒酸味と甘みのバランスが絶妙なそれを︑ごくりと呑
み込んだ時だった︒
ガラリ︒

めく

窓が開く音がしたかと思うと︑ゴオッという唸りを上げながら︑熱風が吹き込んで
あお

風に煽られて︑持っていた本の頁が︑ペラペラと捲れる︒

きた︒

のん き

︱︱ ああっ︑何頁まで読んだか覚えてないのに！
などと呑気なことを真っ先に考えたのは︑一種の現実逃避だったのかもしれない︒
しかし︑今起こっている現象からいつまでも目をそむけてはいられない︒
すき ま

のぞ

泉は音がしたほう ︱︱ 風呂場の北側に設けられた窓へ視線を移した︒
みずみず

濃紺の布を顔にぐるぐる巻き︑目だけを隙間から覗かせた人物が窓の外に立っていた︒

なが

み す

⁝⁝と最初︑泉は思ったが︑わずかに見える肌は張りがあり瑞々しい︒体
ちんにゅうしゃ

呆然とこの闖入者を眺めていると︑ぎょろりとした目が泉を見据えた︒

ぼうぜん

型からして︑きっと男だろう︒

ミイラ

!?
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とら

その目は︑まず︑じっくりと泉の顔を捉え︑次にゆっくりと下におりて︑胸の辺りで
一度止まり︑ さらに下へ⁝⁝︒そのあと︑ふたたび顔に戻ってきて︑目が合った︒
のぞ

泉はようやく思い至った︒ここは風呂場で自分は全裸だ︑と︒
﹁なに︑あんた︒覗き？﹂
﹁水を一杯くれないか﹂
﹁水？﹂
よくそう

﹁そうだ︑もう丸一日口にしていない︒一杯もらえると助かる﹂
低い声でつぶやいた男は︑浴槽に目をやり︑ごくりと喉を鳴らす︒

つ

そこには当然︑泉の体が沈んでいる︒男の今の行動は︑自分の裸を見てのものなのか︑
それとも本当にこの湯に対してのものなのか⁝⁝
いや︑たとえ男の言うように喉がカラカラなのだとしても︑人が浸かっている湯船の
水を飲もうとするなんて︑やっぱり変態に違いない︒
おお

ここは一つ︑
﹁キャー﹂とか﹁チカンー﹂とか叫ぶべきなのだろうか︒
男の顔を覆うものが︑程よく使い込まれた青い布ではなくて︑ストッキングや目出し
帽や︑フルフェイスのヘルメットなら︑間違いなく泉は叫んだだろう︒けれど男の持つ
独特の雰囲気が︑それを押しとどめた︒

﹁えーと︑水ね﹂
たな

みが

かといって︑湯船の湯を渡すことなんてできない︒
ふち

じゃぐち

ひね

けいべつ

まな ざ

泉は湯船から体を乗り出して︑棚に置いていた歯磨き用のコップを手に取る︒それか
一度かるくコップをゆすいでから︑冷たい水を注ぐ︒

ら︑浴槽の縁についている蛇口を捻って水を出した︒
コップの縁まで水を満たしたところで︑振り返った︒
男の視線は︑彼に背を向ける体勢だった泉の尻に向いていた︒
せきばら

︱︱ やっぱり叫ぼうかしら︒
ふ

さん

泉がごほんと咳払いをすると︑男ははっとした様子で顔を上げた︒軽蔑の眼差しを送
る泉と目が合い︑気まずげに視線を伏せる︒
泉は男に背を向けたまま窓に近寄った︒それから窓の桟に置いていた本を手に取り︑
胸を隠す︒その状態で男に向き直って立ち上がった︒
﹁どうぞ﹂

いや︑腕だけではない︒全身が布で覆われている︒その姿はまるで︑ラクダとともに

差し出された男の腕は︑やはり青い布で覆われていた︒

﹁すまん﹂
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砂漠を渡る遊牧民のようだった︒
い

た

なが

ほお

少しの間︑泉はしげしげと男の出で立ちを眺めていた︒そのうちに頬をなでる熱く乾
いた風に気付いて︑男の背後に目を向ける︒
﹁なにこれ﹂
こうりょう

泉は目を見開いて男のうしろに広がる風景に見入った︒
は

さえぎ

そこには︑一目で乾燥した大地だと分かる︑荒涼とした土地が広がっていた︒
はる

かなた

照りつける日差しは強く︑木は一本も生えておらず︑建物もない︒遮るものがない大
地は︑遥か彼方に地平線を浮かび上がらせている︒
父の転勤に母が同行したため︑泉は郊外の一戸建てに大学生の弟と二人で住んでいる︒
引っ越してきたばかりの頃は家よりも田畑が多かったこの辺りも︑今ではいっぱしの住
宅地になっていた︒人口の増加に伴い商業施設も整った︒ほどほどに都会で︑ほどほど
こう や

に田舎︒交通の便にやや難があるものの︑住みよいと言える環境だった︒

おお

間違っても︑今︑泉の目の前に広がっているような荒野が窓から見えるはずがない︒
﹁あのー？﹂
はし

こぼ

泉が恐る恐る声をかけた時︑男は口を覆っていた布を下げ一気に水をあおっていた︒

ぬぐ

唇の端から零れた水が︑肌を伝う︒

﹁なんだ？﹂
ぐいと腕で口元を拭う男︒
﹁そこ︑どこ？﹂
首を捻って答えた男は︑ずいっとコップを差し出した︒

ひね

﹁ザハーリャだが？﹂

そそ

﹁助かった︒申し訳ないが︑もう一杯もらえんか﹂
﹁はあ︑⁝⁝どうぞ﹂
こ

う ま

乞われるままにコップに水を注いでやると︑男はこれまた一気に飲み干した︒その姿
は︑まるで天上の美酒を飲んでいるかのように美味そうだった︒男が丸一日水を口にし
ていないというのは本当なのかもしれない︒
そうなん

﹁その︑ザハーリャってところで︑なにしてるの？﹂
﹁遭難していた﹂
﹁そうなんだ⁝⁝﹂
まな ざ

﹁うん︑ごめん︒言ってみたかっただけ﹂

冷ややかな眼差しで男は泉を見る︒

﹁笑えんぞ﹂
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泉は素直に謝った︒
﹁なにか入れ物ないの？ 水︑入れてあげるよ﹂
しぼ

﹁ああ︑助かる︒これに入れてくれるか﹂
男が差し出したのは︑くたりと萎んだ︑なめした皮のような袋だった︒
さん

受け取ると︑表面についていた細かな砂がはらはらと落ちて︑湯船に沈む︒
よくそう

ふち

じゃぐち

泉はその袋で胸を隠し︑本は窓の桟に置いた︒袋からこれ以上砂が落ちないように︑
そっと移動させ︑ふたたび浴槽の縁にある蛇口に向かう︒水を出して中をすすいでから
溜めていく︒
思ったよりも容量があり︑たっぷりと水が入った︒それを手に︑男を振り返った︒

かっしょく

今度は︑泉が男に冷ややかな視線を送る番だ︒男の視線はまたもや泉の尻に向けられ
ていた︒
﹁いや︒その⁝⁝つい︒すまん﹂

そうなん

横を向いて︑泉の裸を見ないようにしながら袋を受け取る男︒褐色の肌が︑ほんのり
と朱に染まっている︒
﹁いや︒もう今更だし︒ところで︑遭難中なのよね︒食べ物は？﹂
﹁ああ︑乾パンに干し肉︑果物の乾物もある︒食料は大丈夫だ﹂

かわ

あお

ものすごく喉が渇きそうな品ばかりだった︒水なしでは︑さぞかし辛かっただろう︒
﹁はあ︑じゃあ︑そろそろ窓閉めてもいい？ さっきから風に煽られて︑砂が入り込ん
でるんだけど﹂
窓にかけた泉の手を︑男が大きな手で掴んだ︒

つか

﹁あ︑ああ⁝⁝あっ︑ちょっと待ってくれ！﹂
﹁礼がしたい﹂
﹁いや︑いいよ︒水しかあげてないし﹂
﹁俺の故郷に﹃対価を払わずに得たものは己の足をすくう﹄という言葉があってな﹂
﹁あー︒ただより高いものはないってこと？﹂
﹁まあ︑そういうことだ﹂
︱︱でも礼って言われても︒

おお

あら

泉は男の姿をしげしげと見詰めた︒遭難中の人間から一体どんな礼をもらえるという
みずか

む ぞう さ

きりりと上がった意志の強そうな眉︒すっきりと通った鼻筋は男らしく︑無造作に

﹁あら︑男前﹂

男は︑自らの顔を覆う布を取り払う︒彫りの深い顔立ちが露わになった︒

のか︒
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ひとふさこぼ

ほお

ひっつめた髪が一房零れて︑頬にはらりと掛かっている︒
ほどこ

両耳には青い石がはめ込まれた耳飾りが揺れていた︒その繊細な細工を施した耳飾り

さん じ

みみざと

は︑野性味のあるこの男には︑どことなく不似合いだった︒
﹁それは光栄だ﹂
しわ

せいさい

と

としかさ

泉が思わず言った賛辞を耳聡く聞きつけた男は︑にやりと笑う︒すると皮肉っぽく上
もしれない︒

てのひら

たいそう

げられた口元に皺が寄る︒精彩に富んだ光を宿す目から受ける印象よりも︑年嵩なのか
﹁受け取ってくれ﹂
すず

男は左耳の飾りを外すと︑泉の手に載せた︒
それはシャランと涼しげな音をたてて泉の 掌 におさまる︒
﹁リプセリゼルの耳飾りだ﹂
泉はぎょっとして手の中の耳飾りを見た︒
ないから！ こっちがあげたのは水だよ？﹂

﹁は？ い︑いや︑いいよ︒なんかすっごい高そうだし︒そんな大層なものは受け取れ
﹁なにを言う︒その水が俺の命を救ったのだ︒対価としては︑まだ足りぬぐらいだ﹂
﹁そりゃあ︑そうかもしれないけど﹂

﹁交換は成った︒水浴びの邪魔をしてすまなかったな﹂
男は一方的に話を終わらせる︒
﹁じゃあ⁝⁝いただいとくわ︒あっ︑ちょっと待って！﹂
泉は窓を閉めようとした男を呼び止めた︒男は片眉を上げて﹁なんだ？﹂という顔を
する︒
そうなん

﹁水︑それで足りる？﹂
遭難中なら︑いくらあっても足りないのではないだろうか？

たな

﹁ああ︑もう砂漠は抜けたようだしな︒東の方角にはオアシス都市群がある︒歩き続け
ればいつかはそこにたどり着くだろう︒世話になった﹂
最後にまた︑あのにやりとした笑顔を残して男は窓を閉めた︒
よくそう

窓が閉まると︑風呂場はいつもの平穏を取り戻す︒
オレンジ色の浴槽︒白い床︒黄色い壁︒シャワーに鏡に︑入浴用品の置かれた棚には

返った︒

その中でただ一つ︑先ほどもらった耳飾りが異質な光を放っている︒泉は急に我に

見慣れたいつもの風呂場の風景︒

体を洗うためのスポンジが吊るされている︒
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︱︱ なんだったの︑今のは︒
つ
せいこう

泉はまじまじとフック型のピアスになっている耳飾りを眺めた︒見れば見るほど精巧

なが

手の中でシャランと音を立てる耳飾りが︑今起きたことは夢ではないと告げる︒
な造りだ︒金細工の台座にはめ込まれた青い石は︑深く複雑な色合いをしている︒どこ

ふち

は

べい

を取っても見惚れるほど美しい耳飾りだが︑一ケ所だけ強烈に違和感のある部分を見つ
あせ

けた︒フック部に付着した︑どす黒い汚れ⁝⁝
よくそう

それを見た瞬間︑なぜかじわじわと奇妙な焦りが足の先から這い上がってくる︒
ぬ

泉は︑耳飾りを浴槽の縁に叩きつけるようにして置くと︑湯船から上がった︒
体の水気を取るのもそこそこに︑服を着込み︑濡れた髪にタオルを巻きつける︒
こう や

それから︑玄関へと急いだ︒サンダルをひっかけ︑家の裏手にまわる︒
へい

そこには風呂場の窓があった︒周りの景色は荒野ではない︒飾り気のないブロック塀
じゃ り

と︑塀の上に顔を出す隣家の垣根があるだけだ︒
しんちょう

泉は蟻の子一匹見逃すまいと︑慎重に辺りを見回しながら歩を進める︒そうして風呂

あり

塀と家の間には砂利の敷き詰められた細い道が通っている︒

のぞ

場の前までやって来ると︑がらりと勢いよく窓を開けた︒
窓から中を覗くと︑浴室には︑湯気が満ちていた︒

かす

その見慣れた浴室内︑白く霞んだ視界の中に︑きらりと光る青い石を認めて︑泉はそ
の場にへたり込んだ︒腰が抜けていた︒
︱︱ なんなの︑これ⁝⁝
︻繋がった場所︼ザハーリャ
︻現れた人物︼青い石のついた耳飾りの男︵出身国 ？？？︶
︻泉が手に入れたアイテム︼リプセリゼルの耳飾り

第二話 テオ・ケー︵国 ヨーク・ザイ︶
さいし ょ う

ヨーク・ザイ国の宰相テオ・ケーは大きなお腹を揺らしながら︑落ち着きなく歩き

ねっ さ

おお

天高く日が昇るこの時間︑外は熱砂で覆い尽くされた地獄になる︒

にいた︒

視察を口実に城を出て︑すでに数日が経っている︒今︑彼は砂漠に張られた天幕の中

回っていた︒

風呂場女神

21

22

さえぎ

光を遮る分厚い布の中とはいえ︑ここもかなりの暑さだ︒

つや

じゅうたん

しかし︑テオ・ケーはもう長い間︑水を飲むのも忘れて︑絨毯の模様をなぞるように
足で円を描き続けていた︒
ひたい

︱︱ まだか︒まだ︑見つからんのか︒
おこ

額からは汗が流れ︑自慢の口ひげは乱れて艶を失っている︒
テオ・ケーは初代ヨーク・ザイ国王が国を興す前から彼の下について︑彼を助けて
きた︒
たぐいまれ

初代国王となった男の名は︑テヌーグという︒そのテヌーグが国を興した時︑テオ・

またた

ケーはまだ十代の若者であった︒しかし︑類稀な政治能力を見い出され︑二十代の半ば
さいしょう

で宰相に取り立てられることになる︒
ヨーク・ザイは周辺の部族を十数と︑小さな国を二つほど呑み込み︑瞬く間に砂の大
えいゆう

地ザハーリャのほとんどを支配する一大国家へとのし上がった︒

ふさわ

がんきょう

国王テヌーグは英雄だった︒少なくとも︑テオ・ケーやヨーク・ザイの多くの民に
とっては︒
あいしょう

彼は英雄に相応しい頑強な体と精神を持っていた︒そして︑七十一歳で四十八歳年下

つ

の愛妾の寝台の上で亡くなるまで︑ヨーク・ザイの強き国王であり続けた︒

よわい

しかし英雄の子が英雄とは限らない︒齢四十六でテヌーグのあとを継いだ息子イオウ
は︑ただただ優しい心根の持ち主だった︒町民の子として生まれたならば︑善良な人間
として幸せな一生を送れただろう︒だが︑不幸にもイオウはテヌーグの息子として生を

おろ

まんしん

ヨーク・ザイは短期間で大きくなったため︑未だ情勢が流動的な国である︒優しく善

受けた︒

しゃよう

良なだけの彼に国王が務まるはずもなく⁝⁝
さんじょう

結果︑数年で国は斜陽を迎える︒
かえり

ふ が い

なげ

それでもイオウが︑国の惨状に気付かぬような愚か者や︑王となったことに慢心して
やまい

国を顧みぬような男ならまだよかった︒けれども彼は己の不甲斐なさを嘆き︑重圧に耐
えかね︑見る見るやせ細り︑ついには病を得て︑半年前にこの世を去ってしまった︒
在位期間はたったの四年と数日︒イオウは五十歳になったばかりだった︒
も

さらに悪いことに︑イオウには息子がいなかった︒
ぼっぱつ

当然のように後継者は誰かということで揉め⁝⁝イオウの二人の娘婿や︑イオウの異

テオ・ケーは彼らの愚かさが信じられなかった︒

︱︱ 馬鹿どもがっ！

母弟達の間で争いが勃発しようとしていた︒今はまさにその前夜といってもいい︒

風呂場女神
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む

さん か

内乱などという事態になれば︑傘下におさめた部族や国の不満分子がヨーク・ザイに
きば

かたれる国の未来がはっきりと見えていた︒

牙を剥く︒独立を望む声は︑まだまだ根強く残っているのだ︒彼の目には散り散りに分

はしため

そんなある日︑テオ・ケーは昔︑自分が宮中から追い払った下働きの女のことを思い
出した︒
はら

洗濯場の端女であった彼女は十四歳のイオウと出会い︑あろうことか彼と関係を持っ
たのだ︒テオ・ケーが気付いた時には︑彼女はすでに子を孕んでいた︒身分の低い女と
しゅうぶん

あわ

の間にできた子供︒しかもイオウは成人もしていない︒

お

つ

醜聞が立つかもしれないことに慌てたテオ・ケーは女に金を与え︑城からたたき出
した︒
そして︑女は喜んで手切れ金を受け取り︑子供を堕ろして去った︱︱と︑イオウに告
げたのだ︒
だが︑本当は違う︒女は子を堕ろさなかった︒
とみ

かば

くだ

権力も富も望んでなどいない︒イオウにも誰にも迷惑をかけない︒愛する人の子供を︑
どうか産ませて欲しいと泣き叫んで腹を庇う女に︑テオ・ケーは手を下すことができな
かった︒

決して名乗り出ぬよう︑遠い地で暮らすように約束させ︑女を逃がした︒
その子がもし男児であったなら︑と︑テオ・ケーは考えたのだ︒
つ

自身が城から追放した女の子供だ︒虫がよすぎるのは分かっている︒しかし︑敬愛す
れていなかった︒

るテヌーグの血を継ぐ正統な後継者がいる可能性は︑他にない︒彼にはもう︑策が残さ
かくしてテオ・ケーは女の足取りを追い︑女が産んだ子供が男児であることをつきと
幸か不幸か︑女は十年前に亡くなっており︑イオウの血を継ぐ王子は︑砂漠を渡る隊

めた︒
商の一員として働いているという︒そこでテオ・ケーは秘密裏に兵を差し向けた︒
ところが︑どうだ︒
かいめつ

せっかく探し出した希望の光だったというのに︑兵が隊商を見つけた時︑彼らは盗賊
に襲われ壊滅状態︒その遺体は砂に埋もれつつあったのだ︒
知らせを受けた時︑テオ・ケーは絶望した︒自分の一族を引き連れて国外へ脱出する

出てくるのは壮年の男の遺体ばかりで︑三十五歳になっているはずの王子はついに見つ

そうねん

しかし︑いくら砂を掘り返しても︑イオウの息子らしき男の遺体は発見されなかった︒

算段をつけようとさえした︒

風呂場女神
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がら

からなかったのだ︒
テオ・ケーは柄にもなく神に感謝したくなった︒
つ

しかし︑情勢は予断を許さず︑時間は限られている︒その上︑彼を探す手掛かりは︑
リプセリゼル

イオウが女に授けた耳飾りのみ︒イオウの息子が︑母から受け継ぎ︑この十年間常に身

じゅうたん

せわ

につけていたという青石の耳飾り︒盗賊に奪われていなければ︑まだ彼の耳で揺れてい
るはずだ︒
もくとう

テオ・ケーは絨毯の上で忙しなく動かしていた足を止め祈った︒一心に祈った︒
目を閉じ黙祷を続けていた彼が︑その目を開いた時 ︱︱目の前に広がっていたのは︑
信じられない光景だった︒
かんべん

彼は己の目を疑った︒
﹁⁝⁝また？ 勘弁してよね﹂
そして次に耳を疑った︒
それは妙な︑とても妙な光景だった︒

﹁女⁝⁝なにをしている﹂

はちみつ

テオ・ケーが立っている場所の真正面︒天幕の内部の空間が四角く切り取られたよう

にぎ

に一変している︒まるで別世界に繋がっているかのようだ︒その向こうで︑蜂蜜色の肌

したた

そうなん

の女が︑裸同然の格好で泡の滴る薄紅色の物体を握り締めて立っていた︒
﹁なにって風呂掃除だけど﹂
あなた

﹁風呂掃除？ そこは風呂なのか？﹂
﹁遭難はしておらんが⁝⁝︒これは一体どういうことだ？ お前は妖術使いなのか？﹂

﹁そうよ︒風呂よ︒で︑貴方はなにしてるの？ 遭難中ってわけじゃなさそうね﹂
テオ・ケーは問いただす己の声が震えているのに気付いた︒
﹁馬鹿な！﹂
まなじり

﹁へ？ 妖術？ そんなの使えるわけないでしょ︒そっちがやったんじゃないの？﹂

ひる

思わず叫ぶと︑女がびくりと肩を震わせる︒
女は怯んだように見えたが︑しかし次の瞬間きっと 眦 を吊り上げた︒
﹁ちょっと！ 大声出さないでよ︒こっちだって訳が分からないんだから！ 昨夜は遭
い せい

難中の男が現れて︑今日はお腹の出た偉そうな親父だし︒どうなってんのよ⁝⁝﹂
あわ

威勢がよかったのは最初だけで︑みるみる声が弱々しくなってゆく︒困惑し︑眉を寄

ぬぐ

女は剥き出しの細い腕で顔を拭うと︑ぐっと唇を引き結んだ︒

む

﹁す︑すまん⁝⁝少々気が立っておってな︒悪かった﹂

せて今にも泣き出しそうな女に︑テオ・ケーは慌てた︒昔から︑女の涙に弱いのだ︒
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どうやら泣き出しはしないようだ︒テオ・ケーはほっと胸をなで下ろす︒
﹁しかし︑これは一体どうしたことだ⁝⁝﹂
えん じ いろ

見れば見るほど奇妙で不可思議な光景だった︒
臙脂色の天幕の中に︑ぽかりと現れた空間︒
しゃべ

ふうてい

彼の腰から︑頭上辺りまで広がっているそれは︑さながら空中に浮かんだ絵のよう︒

ずいぶん

ただし︑描かれた人物が動き︑喋る絵だ︒それも︑おかしな風体の女が︒
ほうふつ

テオ・ケーはまじまじと女を見つめた︒

おお

薄い色の肌は北の人間を彷彿とさせるが︑それにしては随分と顔つきがのっぺりとし
ている︒
ひも

む

身につけているものも︑大分おかしい︒淡い水色の布は︑女の胸から腰のみを覆い︑
肩には細い紐だけ︒足はと言えば太ももから下がすべて剥き出しになっている︒なのに︑
この女ときたら︑恥ずかしがりもせず平然としているのだ︒
あなた

女は不思議そうな顔でテオ・ケーを見た︒
﹁ねえ︑貴方もひょっとして水がほしいとか？﹂
な ぜ

﹁水？ 水は足りているが⁝⁝﹂
テオ・ケーは眉をひそめた︒何故︑女は自分が水に困っていると考えたのだろう︒し

かし

ばらく首を傾げて考え︑はっとする︒
﹁そなた︑以前にもこのようなことがあったのか？ 先ほど﹃また﹄と言ったな？﹂
そうなん

記憶に間違いがなければ︑女は先ほどそう言ったはずだ︒
女は以前にも似た体験をしている︒そして︑その人物は遭難中で水を欲していた︒
テオ・ケーは腹の底が跳ねるかのごとくざわつくのを感じた︒

彼は︑これまでの不信心を悔い改めた︒

く

妙な自信があった︒まるで細い糸に導かれているみたいだった︒
﹁え︑ええ︒してたけど﹂
やはり

︱︱ 神殿への寄付を大幅に増やそう！

﹁おお︑神よ！ 感謝いたします﹂

﹁いいけど⁝⁝﹂
の

ぞ

るような仕草をしたあと︑すっと目をそらした︒その様子にテオ・ケーは微かな不安を

かす

テオ・ケーは︑鼻息荒くまくしたてる︒すると女は身を仰け反らせ︑彼の興奮を宥め

なだ

﹁その者は⁝⁝その者はどんな人物だった！ 青い石のついた耳飾りをしていたのでは
ないか ﹂
!?

!!

﹁して︑その耳飾りは︑ どのような形をしていた？ 詳しく教えてくれ﹂
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覚える︒
﹁あの⁝⁝怒らないでもらいたいんだけど﹂
﹁ど︑どうした？﹂
たな

きさき

女はうしろを向くと壁にとりつけられた︑四角い棚の中に手を入れた︒そしてなにか
を取り出して︑そっとテオ・ケーに差し出した︒
﹁これは ﹂

切断され︑欠けてしまっている︒
﹁おお︑おお︑なんということだ﹂

!?

﹁真か ﹂

﹁無事よ︒遭難中ってわりには︑ぴんぴんしてたわ﹂

そうなん

テオ・ケーはごくりと唾を呑み込んだ︒

つば

﹁では︑この耳飾りをしていた者は無事なのか？﹂

ひざ

その話が真であれば︑テオ・ケーにとっては喜ばしいものだ︒

まこと

﹁消えた⁝⁝﹂

き

女は必死に弁解する︒到底信じられぬ話だが︑嘘をついているようには見えなかった︒

べんかい

た部分だけが！ あ︑
﹃何故だ ﹄とか言わないでよ︒私にだって分からないんだから﹂

な ぜ

﹁消えたのよ︒耳飾りを持ってお風呂から出ようとしたら︑石が半分！ 戸より外に出

テオ・ケーは継ぐべき言葉を失った︒

﹁⁝⁝は？﹂

としたら︑消えてしまうだなんて︑誰も思わないでしょ？﹂

とじゃないのよ︒私だってなにがなんだかさっぱりなんだから︒風呂場から持ち出そう

﹁あのー︒ごめんなさい︒まさか︑そこまで落ち込まれるとは思わなくて︒あの︑わざ

︱︱ヨーク・ザイの希望は失われた⁝⁝

テオ・ケーは王子の死を推知し︑がくりとその場に膝をつく︒

すい ち

相当な手練れに違いない︒そのような人間が盗賊団にいたとなれば⁝⁝

て だ

耳飾りの切り口は︑かつて見たことがないほど美しいものだった︒これを斬った者は

女から耳飾りを受け取ったテオ・ケーは瞑目した︒

めいもく

しかし︑どうしたことか︑その耳飾りについている石は本来の大きさの半分しかない︒

受け継がれた︑リプセリゼルの耳飾りに間違いなかった︒

つ

に贈り︑妃亡き後はイオウへ︑イオウから彼の愛する娘へ︑そして娘の産んだ子供へと

その耳飾りは︑まさしく捜し求めていたものだった︒テヌーグがイオウの母である妃

さが

テオ・ケーは目を見開く︒

!?

!?

30
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身を乗り出すと︑女は半歩身を引き︑黙ってうなずいた︒
﹁その者は？ 今︑どこに？﹂
﹁今どこにいるかは知らないけど︑昨夜いたところはザハーリャって言ってたわ︒確
こう や

か⁝⁝東にあるオアシスの都市群に行くとか︒そうそう︑砂漠は抜けたって聞いたわよ︒
砂がものすごく舞っていたけど︑砂漠ってよりは荒野って土地だった﹂
いくにち

砂漠を渡るのにラグーダは欠かせない︒ラグーダは乾燥に強く︑水を飲まずとも幾日

﹁ラグーダを連れていたか？﹂
も耐えうる︒当然︑隊商でも荷を運ばせていたようだが︑盗賊の襲撃があったらしい場

かいしゃく

所から離れたところで隊商のものらしきラグーダが数頭見つかっている︒果たして王子
のもとに残ったラグーダがいたのか⁝⁝
﹁ラグーダ？ なにそれ﹂
女の問いにテオ・ケーは答えなかった︒
女の反応を見て︑ラグーダはいなかったと解釈したのだ︒
しゃくねつ

おろ

テオ・ケーの頭の中には︑ザハーリャの地図が浮かんでいた︒ザハーリャは広い︒ラ
グーダも充分な水や食料もなく︑灼熱の日中に歩を進める愚か者は隊商にはいないだろ

こうえき ろ

あまた

う︒盗賊に襲われた場所から夜のみ歩いたとして︑男の足なら三︑四日で砂漠を抜ける

こ

はず︒そこから一日も経たずに主要交易路に出る︒数多の隊商が行きかう交易路で助け
む こ

を乞えば︑そろそろオアシス都市のどれかにたどり着いている頃に違いない︒
﹁女！ 礼を言うぞ︒そなたのおかげでこの国に暮らす無辜の民の命が救われるやもし
たい ぎ

れぬ︒いや救ってみせようぞ﹂
﹁は︑はあ⁝⁝それは大儀で︒えーと︑頑張ってください﹂
にぎ

女は困惑したように口元を引きつらせる︒
さいしょう

ゆず

テオ・ケーは手の中の耳飾りを握り締めると︑姿勢を改め︑女を見た︒
﹁私はヨーク・ザイ国が宰相︑テオ・ケーと申す︒この耳飾りを譲ってくれぬか﹂

がた

きん

やっと見つけた王子の手掛かり︒これを手放すと︑せっかく見つけた希望の光がまた

きょだく

消えてしまうような気がしてならなかった︒
﹁いいわよ﹂
あ

女はあっさり許諾する︒

振った︒

は がん

安 堵 か ら 思 わ ず 破 顔 し て テ オ・ ケ ー が 問 う︒ す る と 女 は 驚 い た よ う に 手 を 左 右 に

あん ど

う尽力しよう﹂

﹁有り難い！ して︑代わりになにを望む︒金か？ 宝石か？ そなたの望みに沿うよ
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ほお

﹁水と交換したやつだし︑お礼なんて別に⁝⁝﹂
言いかけた女はふと言葉を切り︑困り顔で頬をかいた︒
﹁あー⁝⁝﹃対価を払わずに得たものは己の足をすくう﹄んだっけ？﹂
ほが

同意を求められ︑テオ・ケーは返事に困った︒そんな彼の様子に気付くことなく︑女
は朗らかな笑みを浮かべて言った︒

あき

﹁うーん︑じゃあ︑その辺に転がってる石ころでお願いします﹂
﹁石？ 宝石ではなくてか？﹂
﹁そう︑石﹂
そうおう

テオ・ケーは感心するよりも呆れた︒なんと欲のない女なのか︒
﹁それでよいのか？ なんならそれ相応の地位で国に迎えても構わんぞ？﹂
あまりに無欲であると逆に気味が悪いものだ︒
こぼ

﹁え？ いらないわよ︒そんなもの﹂
テオ・ケーは目玉が零れ落ちんばかりに目を見開いた︒砂ばかりで決して豊かとはい

話すうちに︑肌の色が変わっているだけのどこにでもいる女のように思ってしまっ

扱いされたのだ︒

えないが︑今やヨーク・ザイは大国である︒そのヨーク・ザイの地位を﹁そんなもの﹂
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ようしゃ

ていたが︑やはり妖術使いなのかもしれない︒テオ・ケーは︑にわかに女が恐ろしく
なった︒
﹁す︑すぐに石を拾ってこよう︒少し待っておれ﹂
︱︱ 変な術をかけられぬうちに取り引きを終えよう︒
い ぶき

テオ・ケーは︑そそくさと天幕の外へ出た︒

てのひら

ふところ

女神シャワの息吹が生み出したと言われる真夏の巨大な太陽が︑容赦なく地表を焼い
ている︒

おおぎょう

テオ・ケーは 掌 に乗る大きさの石を一つ︑懐から取り出した布に包んで拾うと︑女
のもとへ戻った︒
﹁これでよいか？﹂
布をめくって石を見せる︒

あわ

赤茶けた光沢のある石を見て︑女は満足そうにうなずいた︒
﹁いいわ﹂
﹁待て！﹂

す で

やけど

無造作に手を伸ばした女に︑慌てて制止の声をかける︒すると︑女は大仰に腕を引い
てあとずさった︒

ひ いし

﹁な︑なに？﹂

ひね

めん く

﹁火石に素手で触れるとは何事か︒火傷しても知らぬぞ﹂
﹁火石？﹂
女は首を捻る︒テオ・ケーは面食らった︒なんと物を知らぬ妖術使いか︒そう言えば︑
先ほどはラグーダも分からぬ様子だったではないか︒
﹁真夏の陽に焼かれた石は火石となる︒そなたが今いる場所は風呂だと申していたな︒

じゃっかんあき

水を張り︑この石を沈めてみよ︒その大きさの湯船であれば︑この石一つでちょうどよ
へえ〜︑便利ねえ﹂

い湯加減となろう﹂
と たん

﹁それ本当

ばかりの存在であると思っていた妖術使いを少し身近に感じた︒

しかし妖術使いには︑妖術使いの事情があるのかもしれない︒と︑恐ろしく忌まわしい

い

﹁ガス代が浮くわ﹂とはどういう意味だろうか︒あまりの女の喜びように︑若干呆れる︒

途端に女の目が輝いた︒

!?

﹁あ︑ちょっと︑待って﹂

テオ・ケーは掌を合わせ礼の形をとる︒

﹁それでは︑そろそろ失礼する︒礼を申す︑妖術師殿﹂
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ひ いし

こわ ば

ところが︑急に引き留められ︑テオ・ケーの顔が強張った︒
やはり︑対価が火石では不充分だったのだろうか︒
おうおう

﹁ちょっとお聞きしたいんだけど﹂

ただ

妖術使いは往々にして情報を欲するという話を聞いたことがある︒どうやらそれは︑
まこと

真であったらしい︒
一体どんな機密を質されるのか︑テオ・ケーは気を引き締めた︒
﹁お探しの人って︑いつから耳飾りをつけているのかしら？﹂
﹁は？﹂
思わず間の抜けた声を出してしまった︒
﹁母君が亡くなった十年前より身につけていたと報告を受けておるが⁝⁝﹂
耳飾りをつけた時期など聞いてどうしようというのか︒
やはり妖術使いは︑自分達とは異なる存在なのだと︑テオ・ケーは身にしみて知った
のだった︒
︻繋がった場所︼砂漠に張られた天幕
︻現れた人物︼テオ・ケー︵出身国 ヨーク・ザイ︶

︻泉が手に入れたアイテム︼火石

第三話 セツケン︵国 トリート︶
泉は浮き立っていた︒ひょんなことから手に入れた石の使い勝手が︑思いのほかよ
湯船に水を張り︑テオ・ケーとかいう腹の出た男からもらった石を放り込む︒すると︑

かったのだ︒
ほんの数十秒ほどで水がよい湯加減に早変わりする︒しかも冷めない︒どれだけ時間が
経とうと常に適温を保ってくれる︒これだけ便利でガス代がいらないというのだから︑
得しちゃった︑と浮かれるのも無理からぬことだろう︒

風呂好きの泉には︑風呂場から持ち出せもしないあの耳飾りとは比べるべくもなかった︒

ちょ こ

そんなわけで今日も泉は石とともに風呂を楽しんでいた︒
ほう び

右手にはきんきんに冷えた日本酒の瓶︑左手にはお猪口︒翌日の予定が真っ白な夜の
ふと︑泉は足元に沈む石を見た︒湯を温める石があるなら︑逆に冷やす作用のある石

み︑己に許したご褒美だ︒
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もうそう

ちょ こ

もあったのではないのだろうか︒もし︑そんな石があれば︑風呂場に持ち込んだ冷酒を

すべ

いや

ひゃくやく

ちょう

いつでも最高の状態で楽しめそうだ︒そんな妄想をしながら︑泉はお猪口に口をつけた︒
ほ て

﹁くあ〜︒うまいっ﹂
火照った体の中を冷たい日本酒が滑り︑疲れた心と体を癒してくれる︒酒は百薬の長
とはよく言ったものだ︒ぷはっと息を吐くと︑冷やされた食道が︑次の瞬間ぽっと火が

ぎょうし

ついたように熱くなった︒その感覚を味わうと︑明日は自由だ︑と実感できる︒そんな
至福の時間を︑がらり︑という音が打ち破る︒
右手に持った瓶よりも冷たい風が︑風呂場に吹き込んだ︒
﹁⁝⁝嘘でしょう﹂
泉は窓に顔を向けて絶句した︒
まじな

つむ

窓の向こうに︑イエティがいたのだ︒イエティは驚いた顔をして︑泉を凝視している︒
りゅうちょう

﹁何者だ？ 呪い師か？﹂
あなた

イエティは流暢に言葉を紡いだ︒

さかびん

ぬ

﹁いや︑違うけど︒貴方こそ︑誰？ イエティ？ ビッグフット？ サスカッチ？ そ
れとも雪男？﹂
﹁なんだ︑それは﹂

うな

イエティが唸る︒泉は身を守るべく酒瓶を手に構えた︒
かぶ

そんな泉を横目で見ながら︑イエティは頭部に手を当てると︑ずるりと毛を脱いだ︒
おお

その光景に泉は目を見張る︒自前だとばかり思っていたが︑被り物であったらしい︒

そうなん

目と鼻と口以外を覆っていたその毛皮と︑ぼさぼさのひげのせいで︑イエティかそれに
かっしょく

類似した生物に見えた︒しかし訪問者は︑立派な人間の男だった︒
彫りの深い顔立ちだが︑肌の色は日本人の泉に似ている︒褐色の肌をしていた遭難中
だった男やテオ・ケーとは違う︒
﹁俺の名はセツケン︒呪い師殿の名は？﹂
﹁いや︑だから呪い師じゃないんだけど﹂と泉はもごもごと口の中でつぶやき︑セツケ
ンと名乗った男を見た︒口ひげのせいで老けて見えるが︑声の張りや何気ない仕草が

あきら

セツケンは興味深そうに浴室を見回していた︒それから泉に視線を戻し︑顔をしか

若々しい︒

い

﹁私は泉よ︒それで︑貴方も⁝⁝えーと︑なにかお困りかしら？ 遭難中とか︑人を探

セツケンに事情を説明するのは︑途方もない労力が要りそうだ︒泉は早々に諦めた︒

﹁禊の最中であられたか⁝⁝﹂

みそぎ さいちゅう

める︒
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しているとか﹂
泉はここ最近︑暇さえあれば︑風呂場で起こった奇妙な出来事について考えていた︒
そうなん

そうしてたどり着いた結論が︱︱ 自分は風呂場の窓が繋がる︑不思議な世界の神様から︑
にな

なにかしらの任務を押し付けられたのではないか︑あの遭難者を助け︑テオ・ケーと彼
を引き合わせるという役目を担っていたのではないか︑というものだった︒
ど きょう

ばくぜん

泉は無神論者だ︒神も仏も信じてはいないが︑正月には神社に行って手を合わせ︑法
事の際にはお坊さんの読経を聞き︑更に将来は教会で式を挙げるのだと漠然と考えてい
る︒神も仏もいはしないのだから︑これらは本人の気持ちの問題だ︒今でもその考えは
変わっていない︒なのに︑こんなことを考えるなんて︑自分でも矛盾しているとは思う︒
しかしそうでも思わないと︑起きたことの説明がつかないのだ︒

すき ま

ともあれ︑彼らが無事に会えたなら︑自分はもう用済みで︑不思議な世界ともお別れ

かし

だと思っていた︒風呂場の窓が不思議な世界に繋がることもないと⁝⁝
なのにこれだ︒
セツケンは首を傾げた︒
﹁遭難もしていないし︑人も探していないが﹂

ほ

た

あら︑違った︒泉も首を傾げる︒その時︑セツケンの背後で︑戸口の隙間から白い雪

がちらちらと入り込んでいるのに気付いた︒
見れば︑セツケンがいるのは山小屋というのもおこがましいような掘っ建て小屋だっ
い ろ り

おこ

た︒あまり厚みのなさそうな壁板を叩く風の音がうるさい︒室内でも毛皮に身を包まな

まき

ければならないほど冷え込んでいるのに︑中央にある囲炉裏らしきものには火が熾され
ていなかった︒
﹁もしかして︑火と薪がいる⁝⁝とか？﹂
た

セツケンはまた首を傾げた︒
﹁いや︑もう発とうと準備していた所だ﹂
これも違った︒セツケンは特に困っているわけではなさそうだ︒
やっぱり︑この窓が不思議な世界に繋がるのに︑理由などないのかもしれない︒
考えが外れて拍子抜けした泉は︑好奇心で尋ねる︒

ひょうし

﹁どこに行くの？﹂
セツケンはしばし押し黙った後︑低い声で﹁ザハーリャに﹂と答えた︒

﹁テオ・ケーに会いに行くんでしょう？﹂

泉は思わず湯船から立ち上がった︒

﹁︱︱ 分かったわ！﹂
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こわ ば

泉の言葉にセツケンの顔がみるみる強張る︒
﹁お前︑ヨーク・ザイの人間なのか﹂
む

﹁え⁝⁝え？ 違う︒違うわよ﹂
あわ

警戒心と敵意を剥き出しにするセツケンに︑泉は慌てた︒
そうなん

てっきりテオ・ケーの知り合いなのだと思った︒彼もテオ・ケーと同じく︑遭難して
いた耳飾りの男を探しているのかもしれない︑と︒
﹁テオ・ケーって名乗るおじさんに︑偶然会ったことがあるだけで︑知り合いって程で
もないわ︒ましてやヨーク・ザイとはなんの関係もないから﹂
セツケンの眉が上がる︒

﹁偶然会った？﹂
﹁そうそう︒砂漠の外れで遭難していた男の人に水を分けてあげたことがあって︒その
次の日︑テオ・ケーが現れて︑遭難していた人の話をしたらものすごく喜ばれて⁝⁝︒
その人のことを探していたみたいよ︒きっとテオ・ケーにとって大事な人だったんで
しょうね﹂
﹁テオ・ケーが探していた？ ⁝⁝探していた⁝⁝探していた⁝⁝﹂
セツケンは泉の話を何度も繰り返した︒

﹁あのー﹂
泉は恐る恐るセツケンに声をかける︒
﹁なにか問題でも？﹂
しかめっ面をしたセツケンに︑泉は首を横に振って答えた︒

﹁その男に︑テオ・ケーは会ったのか？﹂
﹁知らないわ︒その後は遭難していた人にも︑テオ・ケーにも会ってないもの﹂
でも⁝⁝と泉は言葉を続ける︒

えん

﹁東のオアシス都市群に向かうとか言ってたのを伝えたから︑うまくいけば今頃︑出会
えていると思う﹂
泉の言葉には自身の希望も含まれていた︒不思議な縁で出会い︑言葉を交わした相手
あお

だ︒元気に生きていてほしいし︑望む相手に会えていてほしい︒
い

く に

セツケンは天を仰いで目を閉じた︒口元が小さく震えている︒
泉は居たたまれなくなった︒
さま

セツケンにとって︑ヨーク・ザイは好ましくない相手らしい︒セツケンとヨーク・ザ
あご

長く瞑目していたセツケンは︑深く息を吐きながら顎を引いた︒

めいもく

イの関係はさっぱり分からないが︑今の彼の様は見ていて痛ましい︒
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﹁そうか︒テオ・ケーは探し当てたのか﹂
﹁よく分からないけど︑ごめんなさい﹂
な ぜ

泉は頭を下げる︒
﹁何故︑謝る﹂

あきら

あなた

﹁だって︑テオ・ケーが︑私が助けた相手に会うのは︑貴方にとってよくないことだっ
たんでしょう？﹂
まじな

や

あなた

セツケンは笑った︒なにかを諦めた笑顔だった︒
﹁呪い師殿が気に病むことはない︒貴女は人助けをしただけなのだろう﹂
こんきゅう

泉は言葉に詰まった︒自分は余計なことをしてしまったのかもしれない︒だが︑目の
前に困窮した人間が現れ︑自分に助けるすべがある時に︑見ぬ振りをするのは難しい︒
かぶ

﹁さて︑ザハーリャに用はなくなった︒俺は国へ帰る﹂
立ち上がったセツケンは︑毛皮を被った︒
ひも

セツケンは背にかけた荷物袋の紐を縛り直しつつ︑言いにくそうにつぶやく︒

﹁ところで ︱︱﹂
﹁さっきから丸見えだぞ﹂
﹁⁝⁝え？ ⁝⁝ぎゃあ！﹂

しゅうち

泉は両手で体を隠しながら︑湯船の中に勢いよくしゃがみ込んだ︒そんな風に羞恥混
あふ

じりに注意されると︑こちらも恥ずかしくなってしまう︒
かろ

さかびん

にぎ

ちょ こ

ざばりと湯が溢れ出る音に混じって︑パリンとなにかが割れる音がする︒
辛うじて右手で酒瓶は握っていたものの︑左手にあったお猪口がない︒
あわ

︱︱ 買ったばっかりなのに！
っちー﹂

泉は慌ててお猪口を探そうと体を起こした︒
﹁うあ

泉は情けない声で答える︒
け げん

﹁この︑赤い石か？﹂

セツケンは怪訝な顔をして身を乗り出し︑湯船の中を覗き込んだ︒

のぞ

﹁ああ︑うん︒大丈夫︒火石を踏んづけちゃったみたい⁝⁝﹂

ひ いし

体を隠すのも忘れて足の裏を冷やす泉に︑セツケンは気の毒そうに声をかけた︒

﹁どうした︒大丈夫か？﹂

急いでシャワーを捻って水を出す︒

ひね

すると今度は足の裏が火に触れたように熱くなり︑湯船から飛び出た︒

!?

﹁火石？﹂

風呂場女神

47

48

よくそう

ちょうだい

﹁そうよ︒浴槽に水を張ってこれを入れると︑あっという間にお湯になるのよ︒あー︑
その︑テオ・ケーにその辺に転がっている石を頂戴って言ったらくれてね﹂
きょうがく

﹁⁝⁝その辺に転がっている石が︑水を湯に変えるのか ﹂
セツケンは驚愕したようだ︒

ゆず

!?

あわ

もぐ

泉はたまらず湯船に潜る︒

ひょうせつそう

のぞ

ためいき

さいくん

つ

酒を隠されただけで泣くなんて︑情けない神もいたものだ︒

した涙が地に落ち︑そこから芽を出して発生した植物と言われている﹂

﹁これは氷雪草だ︒力と酒の神サウナーが︑秘蔵の酒を細君に隠され︑嘆き悲しんで流

なげ

セツケンはすぐに戻ってきた︒手にはつるんとした緑の葉を携えている︒根っこがつ

たずさ

戸を開けた瞬間︑びゅおっという音とともに雪と風が勢いよく吹き込んだ︒

そう言いおくと︑慌ただしく小屋の戸口へと向かう︒

﹁待っていてくれ﹂

セツケンはしばし考え込み︑ぽんと手を打った︒

﹁呪い師殿は酒を好むのか﹂

﹁そうそう︑この冷酒を冷やせたら嬉しいんだけど﹂

﹁氷石？﹂

﹁ねえ︑そこって寒い土地よね？ 火石ならぬ氷石とかないの？﹂

こおりいし

泉は深い深い溜息を吐いてから︑渋々セツケンに提案した︒

ちらちらと物欲しそうに火石を見詰める仕草が鬱陶しい︒

うっとう

きる品がないらしい︒なら 潔 く諦めてくれればいいのに⁝⁝

いさぎよ あきら

セツケンは荷物袋を背から下ろして中を覗き込み︑溜息を吐いた︒どうやら︑交換で

今は碌な手持ちがない﹂

ろく

﹁交換？ そうだな︑こんな素晴らしいものを︑ただでもらうわけにいかんな︒しかし︑

﹁いいわ⁝⁝︒なにと交換する？﹂

ああ︑やっぱり︒泉はうなだれた︒

﹁待ってくれ︑呪い師殿︒これを！ これを譲ってくれんか ﹂

まじな

と風呂の蓋を閉めて火石を隠そうとした︒その蓋を︑セツケンの大きな手が押さえる︒

ふた

泉は嫌な予感がして︑
﹁さ︑さーて︑そろそろ出ようかしら︑湯あたりしちゃった﹂

セツケンは目を輝かせて火石を見詰めている︒

﹁火石︒こんな素晴らしいものがザハーリャにはあるのか﹂

ひ いし

そりゃあ︑驚くよね︒私も驚いたし︒泉はうんうんとうなずく︒

!?

いているところを見ると︑地面から引っこ抜いてきたらしい︒
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いただき

人間味があると言えば聞こえはいいが︑ありすぎるのも困りものではないだろうか︒
セツケンは一枚︑葉を茎から切り離した︒

くき

﹁雪深い山の頂に自生しているんだが⁝⁝﹂
﹁この葉を︑酒に入れてみろ︒どんな悪酒も一晩で極上の美酒に変わるぞ﹂
おちい

ひ いし

たど

本当なのだろうか︒思わずセツケンの言葉を疑ってしまう︒そんな自分に気付いて泉
ツケンの話が火石が欲しくてついた嘘だとしても︑いいじゃないか︒

は軽く自己嫌悪に陥った︒この火石も︑元を辿ればただの水道水だったのだ︒たとえセ

しょうだく

﹁それでいいわ﹂
泉が承諾すると︑セツケンは踊りださんばかりに喜んだ︒
おおごと

﹁恩に着る！ これがあればトリートは救われるかもしれん﹂
泉はぎょっとした︒なにやらまた︑大事にかかわってしまったようだ︒火石をタオル
に包んで差し出し︑泉はそそくさと窓に手をかけた︒
まじな

め

﹁じゃあ︑私はこれで︒帰り道に気を付けてね﹂
﹁ああ︑呪い師殿も風邪を召されるなよ﹂
と たん

毛皮を着込み︑ふたたびイエティ姿に戻ったセツケン︒満面の笑みを浮かべる彼に向

た

かって手を振りながら窓を閉め⁝⁝途端にくしゃみが出た︒

ほ

︻繋がった場所︼雪山の掘っ建て小屋
ひょうせつそう

︻現れた人物︼セツケン︵出身国 トリート︶
︻泉が手に入れたアイテム︼氷雪草

第四話 セントール︵国 トリート︶
けんそう

屋敷は喧騒に包まれていた︒
せんそう

床板を踏み抜かんばかりの荒々しい足音︑食器が割れる音に︑戸惑った様子の家人達

セントールは背後を振り返った︒すると︑主君の姉であるユノハナ姫が青い顔でセン

﹁姫！ お急ぎください﹂

主君の叔父︑ヨクソウの暴挙に腹の底が焼けるような怒りを覚える︒

ぼうきょ

︱︱ まさか︑この非常時にことを起こすとは！

セントールは焦っていた︒

あせ

のどよめき︒蝉噪に混じって︑品のないだみ声が聞こえるたびに︑繋いだ指が震える︒

立ち読みサンプル
はここまで
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