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第一話 「白竜アイスナー ①『旅立ち』」

１

「昔々、この国が無数の国に別れて争っていた頃……。

争いは、国中のあらゆる場所に広がったのじゃ。

人々は互いに憎み、殺し合い、強い者が弱い者を自由にし、それが新たな憎しみを生み

出す……。

この戦いは、誰もが勝利せずに、終わるかと思われた。そう、この世界が無くなるとい

う終わり方で……。

人々は、憎しみの中で、絶望するしかなかった。

しかし、ある時、天空から舞い降りた五人の巨人が、次々と戦いを続けようとする国々

を滅ぼし……、

そして、現在のこの国が出来上がった。

そして、五人の巨人は、この国々の五つの場所で長い眠りに就いたという……」

「へえ、すごーい。ねえねえ、お婆ちゃん、それで、その場所ってどこなの？」

ルイ＝ヒューズは、興味で緑色の目を輝かせて、卜師であり、彼女の住むディト村の語

りべであるセタに訊ねた。

「さあの、伝説はここで終わりなんじゃよ」

セタはゆっくりとした口調で、ルイに言ってやった。

「なーんだ、つまんないなあ」

ルイは、少しがっかりしたように空を仰ぎ見た。鉛色の空だった。いつ雨が降り出して

も、おかしくない天気だった。ルイは、それでも空を見上げている。空から舞い下りた五

人の巨人の様子を想像しているのだろうか。その視界を、二羽の鳩が横切って行く。

（私も空を飛べたらなあ……）

ルイは、空を飛べる鳥が羨ましかった。自由に空を飛び回り、遠くまで見渡し、風を感

じてみたかった。

「お婆ちゃん、ありがと。また、面白い話、聞かせてね」

ルイは、セタに礼を言って、彼女の前を辞した。長い青色の髪が風に舞う。

ルイ＝ヒューズは、篭を背負って、村の裏手にある山に向かった。彼女の役目である山

菜採りの為である。山菜採りは、彼女がずっと行なっている役目だ。

ルイは利発で活発な少女である。家で料理や裁縫などをやっているより、外で男の子達

に交じって、チャンバラをやっている方が好きな少女だった。この時、彼女は一〇歳だっ

た。

「さぁーて、お婆ちゃんの所で時間を取りすぎちゃったから急がなくちゃ」

山に入って、たっぷりと山菜を採ったルイは、山道を小走りで家路を急いだ。

途中、一ヶ所だけ、崖になっている部分が五〇メートル程あり、その部分は道が細くな

っている。普段、ルイも歩いて進むところだったが、今日は、急いでいる事もあって、少

し小走りでそこを通り抜けようとした。

「わぁっ!!」
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器用にバランスをとって走っていたが、しかし、無理をしたのが悪かったのか、突然、

彼女の足元が崩れた。

「きゃああああっ」

ルイの悲鳴が崖の下に落ちて行き、そして、途切れた……。

「う……ん」

ルイが目覚めたのは、自宅のベッドの上だった。途端に、母親のリラが彼女に抱き付い

た。

「もう、心配したんだから」

泣きだしそうな声で、何度も何度も彼女にそう言った。

その日、ルイが夜になっても帰って来ないので、リラは、語りべのセタの所に行き、ル

イの行方を卜って貰い 彼女の卜は良く当たる事で有名だった 、村の青年団にも頼

んでルイが向かった山に捜しに行き、そして、崖の下に倒れていたルイを発見したのであ

る。奇跡的に、掠り傷が幾つかある程度だった。

「あれほど気を付けなさいって言っていたでしょう」

「お母ちゃん、ごめんなさい」

ルイは、素直に誤るしかなかった。母を泣かしては気まずいし、山菜採りも兄に代わら

れてしまうかもしれない。

結局、ルイは父親のジルからもきつく注意されただけで、山菜採りを続けさせて貰

えた。兄は兄で、色々と忙しい事のである。兄のルークは、父親と共に鍛冶の仕事を行な

っており、丁度、彼の仕事の技術の習得も軌道に乗りつつあった。他の事に時間をとられ

る程、暇ではなかったのである。
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２

九年が過ぎた。

十九歳になったルイは、美しく育ち、村の青年の一人と婚約をしていた。しかし相変わ

らず、男っぽいところは変わっておらず、チャンバラ、そして師事して鍛えた剣の腕前は、

村でも三本指に入る程である。逆に、料理はある程度出来るようになってはいたが、裁縫

などは全く駄目であった。村の女性が十七には結婚しているというのに、十九にもなる彼

女がまだ婚約中だというのも、その辺りが原因かもしれなかった。

「私より強い男の所にしか、お嫁に行かないわ」

周囲の友人達が結婚の相手の話で盛り上がっている時に、このような事を言っていたル

イだから、こんな事になっているのかもしれなかった。現に、今彼女が婚約しているリー

ンという青年だって、親が半ば無理矢理決めた相手である。気立てはいいし、性格も思遣

があって優しい。結婚相手としてみれば申し分無い、といっても過言ではない相手だと、

彼女自身も思っている。しかし、彼女にとって最大（？）の条件である「自分より強い」

という点だけは、いただけない相手のようであった。

リーンは、どちらかというと平和主義者のようなところがあり、争いは好まないおっと

りとした性格だった。多くの本を読み、博学で、真理を模索している哲学者のようなとこ

ろがあり、彼の周囲だけ周囲から時間が切り離されて流れているような青年である。武術

に関しては、それでもそこそこに出来てしまうところが変な所ではあるが、彼女には遠く

及ばないようだ。彼女がリーンとの結婚に踏み切れないでいたのも、その点に理由の一つ

があった。

そして、もう一つ。彼女が今すぐ結婚する気になれない、そして、誰にも言っていない

理由があった。これは相手の問題ではなく、彼女自身の事である。もっとも、先に述べた

理由だって、彼女の我侭だといってしまえば、それまでである。その理由とは、四年前の

出来事だった……。

四年前、このディト村の周囲も治安が悪くなった事がある。あちこちに野党が出没して

いたのである。ディト村は、強力な自警団を組織していた事もあって、村とその周囲の僅

かな地域だけは一応の治安が保たれていたが、そこから出てしまえば、いつ野盗に襲われ

るか判らないような状態であった。

十五歳のルイは、久しぶりに山に山菜採りに向かっていた。最近は治安が悪くなってい

るので、山菜採りに行く機会は自然と減っていたのだが、旬を迎えている物があったので、

反対する親を説き伏せて久しぶりに採りに行ったのだった。

だが、その途中、最悪の事態が起こった。正確には起こり掛けた。ルイは、野盗に襲わ

れたのである。場所は、ルイが五年前に滑落した崖だった。

が、そこへ一人の青年が現われた。彼は、あっという間に、野盗達を叩きのめしてしま

った。ルイは、その時の青年の顔を憶えていないが、その時の彼の言葉が彼女の頭から離

れなかった。ルイを護ってくれた青年と少しの間は話す事が出来、その時の彼の言葉だっ

た。

「空を飛びたい？
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そうだねぇ、空を飛ぶ方法は一つだけあるよ。ただし、君がそのまま飛ぶんじゃないけ

どね」

結局その青年は、それ以上何も言わなかった。名前も言ってくれなかった。ただ、「ま

た会える？」という問いに対しては、「君が空を飛べるようになれば、会えると思う」と

答えたきりだった。

その言葉が、彼女の頭から離れなかったのが、彼女に結婚を躊躇わせている理由であっ

た。結婚しなければ、まだ自由に動く事が出来、空を飛べるようになれるかもしれないが、

結婚してしまえば、村の習慣と現実に押し潰されてしまうであろう事は目に見えていた。

「ねえ、リーン。どうして私と婚約したの？」

ある日、ディト村の中央にある公園の芝の上にリーンと並んで座りながら、ルイ＝ヒュ

ーズは婚約者に訊ねた。ルイとリーンは、仕事が休みならば、こうして定期的にはよく会

っている。

ルイは現在、師事した剣の道場で師範代を行なっている。村で三本指に入ると自他共に

認める剣の腕前だから、仕事に支障は無い。偶に別の村からやって来る道場破りも、彼女

が適当にあしらっていた。それだけの腕前があるのだ。

一方、リーンは、七年前この村に流れ着いた孤児であった。歳に似合わずしっかりした

少年で、家族の居なかったセタの許で暮らす事になった。セタの家には、そこらの都市顔

負けの蔵書があり、リーン少年は、武術の簡単な訓練とセタの生活の世話をしながらも、

それらの本を殆ど二年程度で読破してしまった。彼の博学の基がこれである。現在、彼は

村の学校の教師を初めとして、色々な仕事をしている。医者、セタの手伝いという形の万

相談事など、その博学ぶりを活かした仕事をしている。そんな彼の博学は、実践を伴って

いるから説得力があった。だが、彼は直接権力者の利益になるような事だけはしなかった。

どこか牧歌的なところがあるが、芯はしっかりとしているリーンである。

そんな二人が婚約したのは、一年前であった。

「他にもっと素敵な娘、居るでしょ？」

「そうだね。好きになっちゃったんだろうね、きっと」

リーンはずり落ち掛けて眼鏡を直しながら、答えた。この銀色の瞳に曲のある金髪を持

つ青年は、自分を第三者の目から見て分析する癖がある。そして、赤面するような事を平

気で言ってしまうところもある。で、その口調は、例によって、おっとりとしている。

こう言われてしまうと、ルイも次の言葉が続かない。

「僕はいつまでも待っているから」

と、リーンは、鼻にずり落ち掛けた眼鏡を指先で元に戻しながら、聞いているルイの方

が頬が熱くなるような事も平気で言ってしまう。彼は気取っているつもりは全く無いのだ

が、端から見ればそう見えてしまうのだから、困ったものである。

ルイは、そんな彼が嫌いではなかった。出会った頃はそのおっとりし過ぎている性格に

反発を覚えていたルイも、それでも何度か会っている内にそれも気にならなくなっていた。

むしろ好きになっている自分に気付く事もあったが、どうしても、四年前のあの青年の言

葉が気になってしまって、一線を超えられないのである。そして、彼には心の中で謝るし

かなかった。ルイは、どうしても自分の夢を追い掛けたかったのである。
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「ねえ、山に行こうよ」

ルイは、話題を変えた。これ以上、この事を話していても、進展は見られないだろう。

それに、ここで日向ぼっこをしていても、どうしても暇だ。都市にあるような若者向けの

娯楽など皆無に等しい辺境であるし、ルイもリーンも、ディト村にある僅かな若者向けの

娯楽という物が得意ではないし、好きではなかった。自然の中で体を動かしている方がず

っと楽しい、と思っている二人は、やはりどこか似ているのかもしれなかった。

「山に行って、山菜を採ろうよ。料理して上げる」

料理の腕前は、そこそこになっている自信があるルイである。とくに、山菜料理は得意

中の得意のつもりだった。

「うん、いいね。行こうか」

リーンも、落ち着いたというか、のんびりした口調で、ルイの意見に合意する。何か主

体性の感じられないようなリーンだったが、譲れない一線だけは頑として譲らない青年な

のである。とにかく、彼の合意で決まりだった。二人は並んで、村の裏にあるいつもの山

に向かった。リーンの方がルイより一五センチばかり背が高い。

だが、この山菜採りが二人にとって、大きな運命の別れ目となるのだった……。

この頃のディト村の周囲の状況を簡単に述べておこう。

最近は、三ヵ月ほど前から再び物騒になってきている。村を訪れる旅人からの情報では、

何やら武骨な鎧を付けたような機甲兵を中心とした兵団がこの村の周囲をうろついている

という。

機甲兵とは、古の伝説に出てきた五人の巨人を模して作られた全高一〇メートル前後の

人型の機動兵器である。どんな動力で動いているのかは、機甲兵を製造している魔術師の

組合の秘密となっているが、この魔術師の組合という組織が、これ又謎の多い組織なのだ

が、いずれ語られよう。

操縦の方法としては、操縦者の意志で動く。念じる力が強い者程、機甲兵は自由に動い

てくれるらしい。だから、魔術師といった職業の人々がその操縦者になる事が多いという。

その謎の固まりのような機甲兵の形態であるが、古の伝説の五人の巨人の形を基にした

と言われているが、五人の巨人の形については伝説でも述べられていないから、初期の物

は人々の憧れが形になったのような形だったが、技術的な問題から、それほどスマートな

物にはならず、かなり不恰好な物になってしまったらしい。それでも、人間の数倍のマン

パワーを持つので、作業用としては広く使われるようになっていた。絶対的に数が少ない

ので、主に都市部周辺でしか使われていなかった。

しかし、いつの頃からか、それが軍事用に使われるようになっていた。その力を利用す

る事を思い付いた権力者が、機甲兵サイズの武器を作らせて、それを戦場に投入し始めた

のである。初期の頃は機動性もパワーも大した事が無かったが、やがて技術の発展に伴っ

て、純軍事用の機甲兵は装甲、機動性、パワー、武装、索敵能力等が付与・強化され、ス

タイルもより戦闘的な物に変わって行った。

そのような物が、こんな辺境のディト村の近くにまで来ているのである。

また、機甲兵と共に歩兵も数多くやって来ていた。彼等は、まるで何かを捜しているか

のように、ディト村とその周辺を調査していた。
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そのような物騒な物が、外敵の侵入の危険性の少ないこのディト村の近くまでやって来

ているというのである。唯一の幸わいは、機甲兵が動く気配を全く見せないという事だけ

である。だが、それもいつ動きだすかは判らない……。

それにしても、機甲兵を伴うような大兵団が、こんな辺境のディト村にやって来て、一

体、何を調査し、何を探しているのであろうか。

村人達は不安を隠せなかったが、いくら自警団が強いからといったって、生身の人間が

機甲兵と闘って勝てるものではない。村人は、不安の中で日々を過ごさなければならなか

った。

だが、誰もがもしやと考え、しかし、その考えを否定出来ないような出来事が、現実に

なろうとしていた……。

「私ね、小さかった頃、この崖から落っこちた事があるんだ」

ルイは、山菜を入れた篭を担いで歩きながら、隣を歩くリーンに話し掛けた。

「 ……。

よく助かったものだね。こんな所から落ちて」

リーンは、崖下を覗き込んで、感心したような呆れたような、それでいて緊張感が感じ

られないおっとりとした口調で、ルイに訊ねる。そして、ずり落ちそうになっている眼鏡

を元に戻した。彼の視力が低い訳ではなく、着けている眼鏡のレンズは平面レンズである。

ルイがそんな物を着けている理由を訊ねると、「うーん、何となく、かな」と例の口調で

答えるのである。それ以上、何も言わないが、事実、それだけの理由なのだろう。

「なんか、掠り傷だけだったんだって。村の人達も奇跡が起きたって言ってたよ。

でも、私自身、その事について、良く憶えていないんだよね」

ルイは、後頭部で手を組んで、大きく伸びをしながら言う。

その言葉を聞いた時に、リーンの表情が一瞬固くなったのを、ルイは気が付かなかった。

「でも、こうして生きているんだから、ま、いいか」

能天気に笑うルイだったが、その時、村の方で、どーんという何やら重いものを落とし

たような音がした。

「何？」

ルイが村の方向に視線をやるのと、兵士が山道を駆け登って来るのとが、同時だった。

全員殺気立っている。

彼等は、ルイ達の姿を認めると、何かを斬ったのだろうか、血糊の付いた剣でいきなり

斬り掛かって来た。

「わっ」

ルイは、その凶刃から間一髪で逃れる。

「ちょっと、何するのよっ」

ルイは兵士達を怒鳴り付けたが、兵士達は彼女の言葉など全く意に介さなかった。それ

どころか、リーンやルイ達に次々と斬り掛かって来たのである。

ルイもリーンも必死にそれから逃れる。幸わい逃れる事が出来た。攻撃が全く単調なの

である。それでも、多勢に無勢である。いつかは逃げ切れなくなるのは目に見えていた。

そして、それがそれほど遠くないという事も。
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「駄目だ、ルイ、彼等は正気を保っていない。とにかく逃げよう」

流石に、緊迫した声と口調のリーンは、ルイの手を取って、兵士と逆の方向に走りだそ

うとしたが、その行く手にも、いつの間にか兵士が回り込んで、道を塞いでいた。

「どうしよう、って怯えていても…… 限が無いよね」

開き直ったルイは斬り掛かって来た兵士の剣を避けざまに、その兵士の腹部に膝蹴を叩

き込み、剣を奪い、柄で首筋を殴り付けた。その一撃で兵士は昏倒する。やる事が過激な

ルイ＝ヒューズであった。

「リーンっ」

ルイが振り向くと、彼も又、兵士から剣を奪い取り、更に既に三人を地面に斬り伏せて

いた。

「え……」

ルイには、自分の見ている光景が信じられなかった。リーンは、斬り掛かって来た兵士

の剣を余裕を持って間一髪で躱すと、鋭く、そして流れるような動きで兵士を斬り伏せた

のである。それは、ルイが知るリーンの動きではなかった。彼女が知るリーンの剣の腕な

ど、遥かに凌駕している動きだった。剣の腕には自信のあるルイとて及ばないであろう。

何の迷いも無く兵士を斬り伏せていくリーンの姿には、穏やかでおっとりしている平和主

義者の顔など、どこにも感じられなかった。

結局、ルイも初めて人を斬る事になったが、殆どの兵士はリーンによって斃されて

しまった。

「リー、ン……」

ルイは、震える声で、婚約者の名前を呼んだ。震えが止まらなかった。初めて人を斬っ

てしまった感覚が、手に残っている。硬直して刃に侵入を拒む筋肉を切り裂く感覚、骨の

固い感覚、初めて空気に触れた弾力のある内蔵が、一瞬の抵抗を示した後に切り裂かれ、

硬直していく感覚、そして、目の前で血を吹き出して倒れる兵士の姿……。いくら止むを

得なかったとはいえ、自分は人を斬ってしまった。その事実だけは、拭えない。

しかし、リーンは、兵士を斬ったのに、表面上は平然としていた。少なくとも、ルイに

はそう見えた。平和主義が服を着て歩いているような青年が、争いを好まなかった青年が、

何の迷いも無く兵士を斬ったのである。しかもその攻撃は寸分違わず急所を狙っていた…

…。

リーンは右手に持っていた剣をその場に捨てた。乾いた金属音が、闘いの終わった後の

静寂の中に響いた。

「わ、私……、私……」

何か言おうとしたが、声が震えるだけで、殆ど何も言えなかった。 リーンが彼女の許

にやって来て、震える彼女の手から、剣を放させてくれた。ルイは、緊張で、剣を放す事

すら忘れていたのである。

「僕は、君を護るためなら、何だってしてみせるよ……」

リーンの言葉は、落着き払っていた。動揺している様子など、全く感じられなかった。

「リーン……」

ルイは、リーンの中には彼女が知らない得体の知れない部分がある事を感じながらも、

彼の胸に飛び込みたいという感情を抑えられなかった。
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「リーン！」

ルイは、泣き叫ぶようにリーンの胸に飛び込んだ。自分が必要な人はこの人なのだと、

改めて実感していた。

「大丈夫だよ、大丈夫だから」

リーンは、ルイの肩を抱いて、静かに話した。おっとりとしたような雰囲気は全く感じ

られなかった。

暫らくの間、ルイはリーンの腕の中で肩を震わしていたが、漸く落ち着きを取り戻そう

とした時、リーンはルイに対して口を開いた。

「村に戻ろう。心配だよ」

「 ！」

元のおっとりしたリーンの言葉でルイは漸く我に復った。彼女が村の方を振り向くと、

直接の様子は見えなかったが、煙が上がっているのが見えた。

「父さん、母さん 」

ルイは言葉を詰まらせた。一体何が起こっているの？ 父さんは？ 母さんは？ 兄さ

んは？ セタ婆ちゃんは？ 友達は？ 皆は大丈夫なの？ 無事なの？

「リーン、戻ろう」

「うん」

二人が頷き合って、村の方に走り出したとした時、二人の頭上を巨大な人影が飛んで行

った。まず一体、それに続いて数体……。

「!?」
「 機甲兵……。まさか……」

ルイは初めて見る巨大な機甲兵の姿に言葉を詰まらせ、リーンは最も懸念していた事が

現実になってしまった危惧を強めざるを得なかった。

脚を止めて上空を見上げている二人の眼前に一体の機甲兵が降りて来た。急降下であっ

た。明らかに二人を狙っていた。

「伏せて！」

リーンが背後に向けて、彼女を押さえ付けるように地面に押し倒した。

「きゃあっ!!」
ルイの悲鳴の上に、多くの土砂が降り注いだ。

直前まで彼女等が居た場所を機甲兵の脚の一撃が抉り取っていた。崖を抉り取り、僅か

な幅しかなかった山道を完全に破壊した。機甲兵はそのまま崖下の落ちて行った。

「ルイ、大丈夫？」

「うん……」

閉じていた目を開いたルイの頬に、何か液体が落ちた。

「 ！ リーンっ!!」
彼女は叫び声を上げた。リーンの額から血が流れ出していたのである。土砂や岩が当た

ったのだろうか。

「大丈夫……」

リーンは、彼女の上から退こうと腕を突いた時、顔を顰めて彼女の上に倒れてしまった。

右腕に痛みが走り、力が入らなかった。
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「リーン、しっかりして」

ルイが、自分を護ってくれた青年を支えて、起き上がらせた。

「腕が……折れたようですね」

リーンは、右腕を押さえて、呻くように言った。彼の額には脂汗が浮かんでいた。

「道が……」

ルイは、機甲兵が急降下して来た場所を見て呟いた。もう、人が通れるような道は残っ

ていなかった。

「どうしよう……」

「回り道をして戻るしかないようだね……」

動揺と焦燥を隠せないルイとは対照に、リーンは場違いな程おっとりした口調だった。

こんな事態でも、おっとりしているのがリーンという青年だった。

「ルイ、悪いけど、肩を貸して。脚もやられているみたいだ……」

立ち上がったルイに、リーンは言って、ルイに肩を借りて立ち上がった。付け加えると、

彼の着けていた眼鏡も、どこかに失われてしまっていた。石か岩の下敷きになってしまっ

たのだろう。

「大丈夫……？」

「大丈夫だよ。済まないけど、行こうか」

リーンに促されて、ルイは歩き始める。彼女は、リーンのおかげで殆ど無傷だった。一

方リーンは、ルイに肩を借りて、脚を引きずりながら、歩いて行く。

「ごめんなさい。私が山菜を採りに行こうなんて言わなければこんな事にならなかったの

に……」

ルイはリーンに肩を貸して歩きながら、リーンに謝った。あんな事を提案しなければ、

リーンはこんな怪我をする事は無かったのに。しかも、リーンは私を護るために……。

「気にしなくていいよ。好きな人を護るくらい出来なくちゃね」

リーンは、又も気取った言葉を言うが、もちろん、彼は全く気取ったつもりは無い。

「ありがとう……、リーン」

ルイは、彼の心遣いに感謝する以外、何も言えなかった。言いたい事はあった。だが、

それを言ってしまえば、彼女は夢を捨てなければならなくなる。だが、元々が実現の可能

性など皆無の夢である。それに、今はそんな夢より、リーンの方がずっと大切だった。

しかし、暫しの躊躇の後、ルイはその事を言う事にした。

「リーン、こんな時に言って良い事かどうか……」

歩みを止めて まだ殆ど、進んでいなかった 、肩を貸している青年の方に顔だけ

向けて言う。

「なんだい？」

リーンは、興味深そうに、それでもおっとりとした口調で聞く。

「婚約して、そろそろ一年になるよね……。村に戻ったら、結婚しようよ……」

「セタ婆さんから聞いたよ」

リーンは、ルイの言葉に答えずに、別の事を言った。言っておかなければならなかった。

「空を飛びたいんだってね。だったら、空を飛んでみなくちゃ」

リーンは淡々と言葉を繋いでいく。
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「……その夢を捨てても良いのかい？」

リーンの言葉に、ルイは頷く。躊躇っている様子は無かった。

「私、空を飛びたかった。でも、そんな夢みたいな事より、貴方の方がずっと大切だと思

うの。

だって、怪我をしてまで、私を護ってくれたんだもの……」

「ルイ……」

リーンは、半ば嬉しく、半ば悲しかった。空を飛びたいという夢を追おうとしているル

イが最も輝いて見え、そんな所に彼は惹かれたのである。だが、ルイはその夢より彼自身

を選んだのである……。複雑な心境にならざるを得なかった。

「まずは……」

村に戻ろう……。そう言おうとした時、二人の眼前の崖に機甲兵が着地した。地面が揺

れ、二人はバランスを崩し、その場に倒れてしまう。

機甲兵の着地した場所は、機甲兵の重みに耐え切れずに崩れるが、機甲兵はその場に浮

遊していた。

「浮遊まで出来るようになっているのか……」

リーンは、ルイに支えられて起き上がりながら、空中に浮遊している機甲兵を見て呟い

た。

飛行可能な機甲兵は、以前にも数は少ないが開発されていた事は知っていた。が、飛行

とは言うものの、ジャンプして数十メートルの距離を飛ぶ事しか出来なかった。空中で停

止するなどという器用な真似は出来ない筈だった。

しかし現実に、眼前の機甲兵は空中で浮遊し、彼等を見下ろしているのである。

「空を飛んでいる……。

あの人が言っていた事はこういう事だったの ？」

ルイは、機甲兵を見て呟いた。だが、このような物に乗って空を飛びたいとは思えなか

った。

二人の背後、崩れた崖の下からも先ほど墜落した（？）機甲兵がゆっくりと上昇して来

て、姿を現した。別の機甲兵も降下して来て、空中で停止し、二人を取り囲んだ。その数、

五機。先程、二人の上空を飛行していった物が戻って来たのだった。それぞれが手に巨大

な武器を持っていた。人間が使う武器をそのまま大型化しただけの物だが、それだけに、

その破壊力も大きい。

「一体、どうするつもりなのよ」

「余り歓迎出来そうな状況ではないようだね」

リーンは、場違いな程、落ち着いている。何か手立てがあるのか、それとも只単に癖が

出ているのか おそらくは、後者であろう。

「逃げようにも、逃げられないよ。前も後も塞がれちゃってるし、道も無くなっちゃった

よ」

ルイは、泣きそうな声を上げてしまっていた。道場で剣の師範代をしている流石のルイ

であっても、機甲兵相手に抵抗できるはずもないだろう。今の彼女達に、この場から逃れ

られる手立てがあるようには思われなかった。

機甲兵の一体が、剣を振りかぶり、振り降ろした。
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「リーン！」

ルイは彼の身体を押し倒すように、崖の方に避けた。そちらの方にしか避けられなかっ

たのだ。

二人より山の側に機甲兵の剣が突き刺さった。地面が砕け、崖に亀裂が走る。

「うっ？」

「リーンっ」

ルイがリーンにしがみ付いた。

直後、崖に走った亀裂は、更に広がり、二人を道連れに崩れて行った。

二人が崖の下に消えていった時、閃光が走った。

機甲兵に動揺が走る。

しかし、それきり何も起こらなかった。

動揺の走った機甲兵が落ち着きを取り戻し、頷き合って、先程閃光が走った崖の下に降

りてみようとした。ひょっとしたら、彼等が捜していた物がこの場に眠っているのかもし

れなかった。

だが、彼等が行動を起こそうとした時、事態が動いた。再び、閃光が走ったのである。

更に崖に新たな亀裂が走り、そこから光が洩れ出した。崖を含むこの山の一体が、内側か

らの何物かの圧力に押し上げられるように膨れ上がり、そして、爆ぜるように巻き上げら

れた。その直径は、数十メートルに渡って抉られていた。

その中心に何者かが居た 。
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３

リーンにしがみ付いたルイは、崖の下に落ちて行った。後ほんの数秒で、ルイもリーン

も崖の下の地面に叩き付けられ、身体がばらばらに砕けるであろう。

ルイは自分の運命を受け入れるしかなかった。もう、どうする事も出来ないのだ……。

（今日、こんな所へ来なければ、こんな目に遭わなかっただろうに……。

リーン、ごめんなさい。こんな所に連れてきたばっかりに、貴方まで……）

酷く冷静なルイだった。

しかし、彼等の身体が地面に叩き付けられる直前、崖の一部が崩れて、閃光が走り、二

人の身体を包み込んだ。

その閃光に包まれて二人の落下が止まり、閃光が収まった時、二人の身体は、その場か

ら消滅していた 。

目覚めよ、我に選ばれし者よ……

ルイに、何者かの低く重い声が聞こえた。その声は、聴覚によって認識されるものでは

なく、頭の中に直接響く声だった。

「誰……」

その声でルイが目を覚ました。そして彼女は、自分が暗闇の中に居る事を認識した。隣

には、リーンが意識を失って横たわっている。

「リーンっ」

ルイは彼の身体を揺すったが、リーンは全く反応を示さなかった。

今、その者は眠っている。起こそうとしても無駄だ

再び、ルイの頭の中に先程の声が響いた。

ルイがその方向に振り向くと、この空間の中に淡く白い光を放っている物体があった。

「貴方、なの……」

我が名はアイスナー。“白竜”アイスナー

ルイの言葉にその物体は答える。

ルイは、目を凝らしてその物体を見てみた。よくよく見てみると、その物体は、一対の

大きな翼を持つ巨大な人型の物らしく、片膝を突いている姿勢のようだった。

「私は……」

判っている、ルイ＝ヒューズ。

そして、リーン＝リクタス＝ローウェンフェルド

相手が自分の名前だけではなく、リーンの名前までも呼んだのを聞いて、ルイはリーン

の方を振り向いた。

リーンは、目を醒ましたのだろうか、無事な左腕で身体を支えて起き上がり、アイスナ

ーと名乗った巨人の方を見上げていた。

ルイ＝ヒューズよ。久しぶりだな

「久しぶり……？ 以前に会った事がありましたか……？」

ルイには、この眼前の巨大な人型の物に「久しぶり」などと言われる憶えは無かった。

そうか……、では、お前の記憶を戻そう

その声で、ルイの脳裏に九年前の出来事が浮かび上がった。
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崖から落ちた一〇才の自分。気が付いた時は、自分の家のベッドの上に居た。その間の

記憶が全く無かったのだが、その抜け落ちていた記憶が、今、蘇る……。

崖にぶつかりながら転げ落ちたルイは、傷だらけになって地面に叩き付けられた。体中

の至る所に傷が出来、頭蓋骨や脛骨を初めとして体中の骨が折れていた。放っておけば、

僅かな時間で死亡するのは目に見えていた。即死しなかっただけでも奇跡に近い程の怪我

である。

その身体を光が包み込んだ。そして、その光が消えた時、傷だらけの彼女の身体は消滅

していた。

少女よ

重い声がルイの頭に響く。

少女よ

「誰……？」

ルイは怯えた声を発した。声は、彼女を怯えさせるには十分な迫力を持っていた。

純粋な心を持つ少女よ。今、お前は死のうとしている

声の主の放った身も蓋もない内容は、まだ一〇才の少女には酷な事だった。ルイは、数

か月前、仲の良かった友人を病気で亡くしたのである。いつも二人で空を飛ぶ夢を話し合

っていた仲だった。その子は身体が弱く、病気がちだったのだが、少し前にひいた風邪を

拗らせてしまい、肺炎を患ってしまったのだ。抗生物質があれば、救かったかもしれなか

ったが、辺境の村ではそのような物は無かったし、仮にあったとしても、物凄く高価で、

とても一般人に手が出せる物ではなかった。そして、殆ど治療を施す術も無く、数日で、

彼女は死んだ……。

その事実は、ルイを悲しみの底に叩き込んだ。何日も塞ぎ込み、漸く元に戻ったのが、

つい先日なのである。それが、今度はルイ自身に降り掛かろうとしているのだ。

「私、死にたくない」

救かる方法はある

重苦しい声は、出来る限り優しくルイに話し掛けた。

私は、今、眠りに就いている。しかし、近々目覚めなければならない。そのためには、

純粋な心が必要なのだ。私はお前からその心を貰いたい

「それで、救かるの？」

救ける

「救けて 」

ルイは、救かりたい一心でそう言った。一〇才の子どもに事の善悪を見抜けといっても、

無理な事かもしれない。しかも、生死の瀬戸際に立っているのである。

契約は成立した

その声と共に、ルイの身体は光に包まれた。

又、会う事があるやも知れぬ……。ありがとう、ルイ＝ヒューズ よ。お前の優しい

心、忘れはしない……

ルイは、再び薄れて行く意識の中で、そんな声を聞いた気がした。
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そして、四年前に出会った「君が空を飛べるようになれば、会えると思う」と言ってく

れた青年の顔が浮かんだ……。

「九年前、私を救けてくれた……」

私は、お前の優しい心によって、目覚めた。

ディト村が先程の機甲兵達に襲われている。抵抗する術を持っているのは、お前と私

だけだ。

今一度、お前に訊ねたい。村を救いたいか？

「救けたいわ。大切な人を誰も失いたくはない。お願い、方法を教えて」

ルイは、アイスナーと名乗った巨人に叫ぶように言った。

ただし、それによって、お前の運命は大きく変わる事になる。それでも良いか、ルイ

＝ヒューズよ？

「お願い、教えて」

ルイは、速答した。もう居ても立ってもいられなかった。今、何か出来るなら、何でも

しなければならないと思っていた。

ならば、私の許に来い

アイスナーの言葉と同時に、彼の右手が彼女の前に差し出された。その掌に乗れという

のだ。

「リーン……」

ルイは、その手に乗るのを一瞬躊躇って、大切な婚約者に振り向いた。もしかしたら、

これっきり会えなくなってしまうかもしれない。そんな不安が彼女の脳裏を過った。

「ルイ、行ってらっしゃい」

リーンは、微笑んで、そう言った。何もかも知っているような表情をしていた。

「君の人生だよ。君が選ぶのが一番良いと思う。夢を追っている時の君が、一番輝いてい

ると思うよ。僕は、そんな君が好きなんだ。空を飛ぶんだろう？」

リーンは、これから何かが起こるか判っているようだった。

「リーン、ありがとう」

ルイはそう言うと、差し出されたアイスナーの掌に乗った。

アイスナーの手がルイを彼の胸の位置に持って行く。その胸の装甲が開いた。内部がど

うなっているのか、彼女には判らなかった。周囲が暗闇だから、仕方が無いだろう。だが、

見えていたら、少しは躊躇していたかもしれない。

ルイ、そこに入りなさい

ルイは、一瞬躊躇ったが、意を決して、暗闇の中に飛び込んだ。彼女を追うように、胸

の装甲が閉じる。

今から私とお前は、一つになる

アイスナーの声がルイの脳裏に響いた瞬間、彼女の意識は真っ白になった。そして、彼

女の意識が鮮明になった時、こちらを見上げているリーンの姿が見えた。

「リーン」

ルイを手を差し出そうとした。腕は動いた。しかし、それは自分の手ではなかった。白

い装甲に包まれた、先程自分が乗ったアイスナーの手だった。
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ルイ＝ヒューズ、今から私はお前の意志によって動く

アイスナーの声が響いた。

ルイは、その声を確認するかのように、自分の手を見た。握ってみる。開いてみる。手

首を返してみる。指の一本一本まで、自分の思い通りに動いた。

さあ、行こうか

アイスナーの声が響く。心なしか、声に変化が生じているようだったが、現在のルイに

はそれに気付くだけの余裕は無かった。

「リーン、乗って」

ルイは、リーンに右手を差し伸べた。リーンは、ルイの手に乗る。

まずここから出る。任せてくれるか

「お願い」

アイスナーの精神とルイの精神が同調する。

それでは

アイスナーの意志が響いた瞬間、その身体から閃光が発した。それは物理的な圧力とな

って、周囲の岩盤を破壊していく。機甲兵が見た閃光は、これだったのである。

彼女等の周囲が抉れるように吹き飛んだ。

その中心に居たのは、アイスナーと同調した、ルイであった。

「何だ……、あれは」

機甲兵の操縦者達は閃光が収まった時、その中心に居た人型の物体を見て、驚愕を隠せ

なかった。全身に真珠色の白い装甲を纏った機甲兵のようであった。今までの機甲兵に無

いようなスマートで流れるようなフォルムをしている。背には、二対の巨大な翼があり、

左腕には巨大な盾があった。

その全体のフォルムや色は、芸術品のように美しかった。神々しさすら感じさせる。現

在の技術での製造は殆ど不可能のような形態である。もし、人によって作られたのならば、

戦闘用としてだけに発達したような機甲兵とは根本的な設計思想が違っているようだっ

た。

「リーン、村に戻るよ」

ルイは、リーンに言って、上空に逃れていた機甲兵達を見上げた。

「リーン、左手に移って」

ルイは、左手を右手に添えて、リーンが移動するのを待った。

その前に、一発殴ってからにする！

そして、リーンが移動したのを確認すると、ルイ＝アイスナーの身体は、突然、上昇し

た。

ええいっ

ルイは、盾から一機の機甲兵にぶつかって行った。そして、相手がバランスを崩したと

ころへ、その顔面に右の拳を叩き込む。顔面の装甲を砕かれた機甲兵は、あっけなく墜落

して行った。残りの機甲兵の内の二機が墜落して行った機甲兵を追い、後の二機はアイス

ナーと対峙した。

やりぃ
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しかし、ルイはそれ以上、事を構えるつもりは無かった。ディト村に戻る方が重要だっ

た。

「リーン、行くよ」

ルイが左手を開いてみると、リーンは、その中で気を失っていた。強烈なＧのせいであ

る。

「あ、ごめんなさい 」

ルイが謝るが、リーンは気を失ったままだった。

とにかく、戻らなくっちゃ

ルイは、今度は、静かに飛行した。機甲兵は追って来なかった。彼等も墜落していった

仲間の方が気になったのだろう。

彼女は、今、初めて鳥の視点を体験した。それは感動出来る物であったが、ディト村の

惨状が視えた時、そのような感慨を感じてはいられなくなった。

ディト村は、現在、一〇メートル程の石の城壁によって囲まれている。西をリルネラ湖

という湖、残りの三方を険しい山脈という天然の要害によって護られていたこの村は、か

つてはそのような事は無かったのだが、ここ数年の治安の悪化によって、独自に警戒を強

めなければならなかったのである。

惨劇は、村の北側の見張りの塔が、突然、破壊された事によって、口火を切って落とさ

れた。リルネラ湖を除く三方の内、北と東から、突然、機甲兵が攻め込んで来たのである。

機甲兵は、巨大な火炎放射器を持っており、それで村を焼き払い始めた。村は北と東の

地区はあっという間に炎に愛撫される。

村人達の抵抗はあったが、いくら自警団を組織していたとはいえ、生身の人間が、機甲

兵に勝てる筈が無かった。村は焼かれ、城壁は破壊され、機甲兵が村の外に撤退した直後

に、破壊された城壁から歩兵が雪崩込んでくるに至って、村の中は、戦場さながらの大乱

戦になった。

だが、村の中は複雑に入り組んでいる。村の自警団は、ゲリラ戦に持ち込んで、能く抵

抗していたが、それでも圧倒的な物量を誇る歩兵と、更に圧倒的な破壊力を誇る機甲兵の

前には、撤退を繰り返さなければならず、結果としては時間稼ぎにしかならなかった。

だが、自警団には、それが目的だった。その時間稼ぎの間に、村人の殆どはリルネラ湖

に逃れていたのである。それでも、犠牲者は、かなりの数が出ていた。

ディト村に攻め込んだ国軍の司令官はオルディという四〇歳近い男だった。性格は好戦

的で、残虐であり、権力は自分の利益の為だけに使う物だと考える男だった。そして、機

甲兵の操縦者でもあった。人望その他は三流以下だが、機甲兵の操縦技術だけは一流であ

り、その戦果も華々しい。自らを「英雄、色を好む」と公言して憚らないような女好きで

あり、現に、今回のディト村への攻撃の最中に若い女性を捕虜にして、強姦するという軍

規違反も甚だしい事を平気で行なっていた。その女囚も殺してしまえば、証拠は残らない。

何しろ、命令が命令なのである。

そんな彼の受けていた命令は、このディト村の付近で眠っているという「白竜」という
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存在の捜索・捕獲と、その目撃者の抹殺。そのための手段は、如何なる方法も認められる

という物だった。

そんな彼が村人を殺すのに何の遠慮もする訳が無かった。「白竜」の存在位置の大凡の

見当が付くと、ディト村に攻め込ませたのであるが、戦果は彼の予想ほど芳しくはなかっ

た。

「湖に逃げただと？ 機甲兵の第三部隊を行かせろ！ 皆殺しにしてしまえ！」

部下から戦果を聞いたオルディは、その部下を怒鳴り付けた。倫理感など、片鱗も持っ

ていないような発言だった。今回、派兵された部下の中にも、彼に対して不満を持つ者も、

歩兵部隊を中心として、決して少なくなかった……。

さて、第三部隊とは、飛行可能の機甲兵の部隊であって、五機で編成されている。しか

し、その五機は「白竜」捕獲に向けてこの場を離れていた。

しかもその時、彼等の言う「白竜」は既に目覚めて、その操縦者を選んでしまっていた

のである。

それがアイスナーであり、ルイであった。

「村が、燃えてる……」

ルイは、村のあちこちから煙が上がっているのを見て、呟いた。

「皆は……」

リルネラ湖の方に視線をやると、大きな筏が浮かんでいるのが見えた。ディト村の人々

が作り上げた「方舟」である。その周囲には、無数の小舟が浮かんでいた。村人は、自警

団の抵抗の間に、ここに逃れていたのである。

「方舟」は、元々養殖用の筏として偽装していた物を集合させた物であり、非常時には、

それらを一つに集めて、繋ぎ合わせる事で、巨大に浮島になるという物なのである。五〇

〇人に満たないディト村の村人全員が十日間暮らせる食糧の備蓄はあるし、いざとなった

らリルネラ湖から釣り上げることもできる。水は、無論リルネラ湖の水を使うことができ

る。オルディの軍も、養殖用の筏と高を括っており、何も手を出さなかったのが幸わいし

た。

皆、無事みたい……

ルイは安心して、「方舟」付近にゆっくりと降下した。

「セタお婆ちゃん」

ルイは「方舟」に居るであろう語りべのセタを呼んだ。

「何じゃ」

果たして、セタは無事だった。彼女は、目の前の謎の機甲兵のような物を見ても、全く

恐れる様子が無かった。

「リーンをお願いします」

ルイは、そう言うと、左手の中でまだ目を回しているリーンを方舟の縁の辺りに差し出

した。

ルイ、後ろだ

アイスナーの声が響く。

ルイは、リーンを「方舟」の上に横たえると、ゆっくりと浮上しながら、盾に仕込んで
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あった剣を抜いた。そして、上空から突っ込んで来る四機の機甲兵を迎え撃つべく、物凄

い速度で上昇して行った。

「ルイなのかの……」

セタは、意識を失っているリーンを介抱しながら、白い機甲兵とは全く雰囲気の違う人

型の巨人を見送った。

「本当に、空を飛びおったか……」

「やああああっ!!」
ルイの気合いと共に、アイスナーは四機の機甲兵の真中に突入し、一機の機甲兵に盾か

ら突っ込む。アイスナーの速度は、機甲兵の反応速度を遥かに上回っていた。そして、バ

ランスを崩した機甲兵の背後に回り込み、その不細工な形の翼を掴むと、力任せに引き千

切ってしまった。更にアイスナーは、翼を引き千切った機甲兵の腕を取り、そのまま機甲

兵を振り回し、他の機甲兵を殴り付ける。無茶苦茶な攻撃ではあるが、効果は十分過ぎる

くらいある。

「こっちへ、来い!!」
ルイ＝アイスナーは、ディト村の方に向かう。

バランスを崩していた機甲兵も、ルイを追って来てくれた。

村がこんなに……

ルイは、アイスナーの目を通して見た村の惨状を見て、言葉を詰まらせた。ディト村は、

城壁の北と東の部分の大半が崩され、更に東の地区の建物の大半が焼け崩れて、無残な黒

い姿を晒していた。

私の家、大丈夫かしら……

ルイは自分の家や家族の事が心配になったが、村の中で機甲兵が家々を焼き払っている

のを見て、我を忘れた。

「やめてぇっ！」

ルイは叫び声を上げて、村の建物を破壊しようとしていた機甲兵の前に着地した。

突然、目の前に今まで見た事の無い巨大な翼を持つ白い機甲兵が着地したのを見て、機

甲兵の間に動揺が走った。

「村を焼かないでっ」

叫ぶ以上に、行動の方がずっと早いルイ＝ヒューズだった。アイスナーは、ルイの意志

に従って機甲兵に斬り掛かり、一刀の下に両断する。それが戦闘開始の合図だったが、純

粋な性能だけを比較してみれば、この場に居る機甲兵ではアイスナーの足元にも及ばない。

ただ、ルイがまだアイスナーに慣れていないので、それが性能の差を僅かだが、埋める事

になった。

それでも、性能の差は大き過ぎた。アイスナーの鋭い攻撃の前に、一機、又一機と、機

甲兵は破壊されて行く。

アイスナーは、斬り掛かられた剣を左腕に装着されている盾で受け止めると、力任せに

押し返す。そこへ、盾を持たない右側から斬り掛かられたが、右肩の三枚重ねになってい

る装甲で受け止め、そのまま力任せに回転するように弾き飛ばし、その勢いを利用して手

に持っていた剣で機甲兵を腰の部分で真っ二つにした。そして、返す刀で先ほど押し返し
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た機甲兵の首に剣を突き刺す。

ルイは躊躇しなかった。村を破壊しようとしている相手を許す事は出来なかった。それ

に、相手は生身の人間ではなく、機甲兵なのである。容赦せずに剣を突き立てる事が出来

た。

剣を引き抜くと、機能を停止した機甲兵はゆっくりと崩れ落ちた。

それで、現在のこの村に居た機甲兵七機は、完全に機能を停止し、破壊された。

後は空中の機甲兵四機だけである。

その四機の機甲兵は、アイスナーに対して攻撃を仕掛けるかどうか迷っているようだっ

た。何しろ、相手は自分達の性能を遥かに上回っており、操縦者の技術だけでは、その差

は埋められない程の物なのである。

しかし、躊躇している間に、地上の七機の機甲兵は完全に破壊されてしまっていた。時

間的には僅かな時間である。それだけ、あの化物のような白い機甲兵は素早い動きをして

いたのである。

リーンは、アイスナーを機甲兵に向かって上昇し、彼等の眼前で停止した。

「二度とこの村にやって来るなあっ!!」
ルイは、機甲兵に斬り掛かる。しかし、わざと外していた。

「帰っちゃってよっ!!」
ルイは、更に斬り掛かるが、これも外した。

しかし、四機の機甲兵は、この白い機甲兵に乗っているのが素人だと見て、逃げようと

はせずに、逆に斬り掛かってきたのである。

！

アイスナーは、機甲兵の剣を盾で受け止め、弾き返し、その腕を斬り落とした。更に別

の一機の、剣を持っていた両腕を肩口から斬り落とす。寸分の狂いも無い、正確な攻撃だ

った。流石は、ルイの動きのイメージをほぼ完璧にトレースするアイスナーであった。

「もう、帰ってよっ!!」
アイスナーは、更に一機の右腕を斬り落とした。

これだけ一方的にやられて、漸く機甲兵はアイスナーの前から退いて行った。とはいう

が、実の所、アイスナーの動きが素早過ぎて、逃げる暇すら与えられなかったのである。

ふう……

ルイは、それ以上追おうとはしなかった。そして、大きく息を吐いた。

大丈夫か、ルイ

久しぶりアイスナーがルイに言葉を掛ける。

大丈夫だけど、疲れたわ……。

村の人の所に戻りたいんだけど、良い？

構わないよ。

判っているだろうが、近くには機甲兵は見当らない

そうみたいね……

今、ルイの全神経は、アイスナーのそれと完全に同調している。アイスナーが見聞きし

た事の全ては、神経系を流れる刺激の速度の時間差だけを以て、ルイに伝えられているの
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である。

ルイは、アイスナーを「方舟」に向かわせた。

「こら、目を覚まさんか」

セタは、バケツで汲んだ水をリーンの顔にぶっかけた。

「ぶはっ」

リーンは、それで目を覚ました。

「漸く目を覚ましたか。男がいつまで寝ているのじゃ」

目を覚ますや否や、セタの厳しい叱責だった。

「面目無いです……」

リーンは、頭を掻いて苦笑いをするしかなかった。

「やはり、ルイだな」

「やはり、そうかの」

ルイが師範代を務めている道場の師範のゴウトの言葉に、セタが確認を取るように相槌

を打つ。

「あの太刀筋は、ルイ＝ヒューズの物だ。あいつに剣技を教えた俺が言うのだから、間違

いは無い」

ゴウトは、自信を持って胸を張って断言する。顔の下半分が髭に覆われた偉丈夫である。

がっちりした体付きは、「村一の豪の者」と言われるだけのことはある。

「あれ、ルイですよ」

リーンは、セタとゴウトに告げる。

「僕が、彼女があの中に入るのを見ましたから」

時間の流れが彼の周囲だけ切り離されているかのような口調で、リーンは述べる。

「お、戻って来るぞ」

ゴウトがそう呟いて、村人のがその方向を見る。やがて、万人注視の中で、アイスナー

は「方舟」の甲板に当たる部分に胸部を合わせるように静かに着水した。

「ルイ」

リーンが声を掛けると同時に、アイスナーの胸の装甲が開いて、ルイ＝ヒューズが姿を

現した。

「リーン！」

ルイは、アイスナーから出て来ると同時に、皆が見ているのも構わずに、リーンの胸に

飛び込んだ。リーンは、そんな彼女の小柄な身体をしっかりと受け止めたてくれた……。

「ルイ、お疲れ様……」

「ただいま……、リーン」

ルイは、彼の胸に額を当てて、呟いた。

それからルイは、村人の質問攻めにあう事になった。その内容は彼女自身に何が起こっ

たのか、ということに集中していた。

「何ぃ、謎の機甲兵だとっ？」

オルディは、命からがら帰った機甲兵の操縦者の報告を聞いて、声を荒げた。だが、オ
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ルディは決して無能な男ではない。その報告で、彼はその「謎の機甲兵」が彼等が捜索し

ていた「白竜」であると直感した。

「私が出る。動けるジート、エアストムの修理を急げ。アルシドの準備だ！ 機甲兵を全

て準備しろ！」

そして、一晩が明けた後、オルディ率いる機甲兵八機がディト村に向けて出撃した。

その内訳は、オルディ等指揮官の専用機である機甲兵アルシド。これは従来の機甲兵を

チューンナップした物であり、その性能は従来の機甲兵を遥かに凌駕しているが、操縦も

格段に難しくなっている。又、そのシルエットも、武骨な物ではあるが、精錬された感が

ある物になっていた。地上戦専用の機甲兵のジートから発展した機体であるが、飛行能力

を付加されている等、全くの別の機体といっても構わなかった。

それに付き従う地上戦専用の機甲兵ジートが五機、更に飛行可能な機甲兵エアストムが

二体だった。エアストムの二機は、アイスナーによって破壊された五機の内、使える部品

を組み合わせて、何とか急拵えで修理した物である。元々がブロック構造の機甲兵だから、

若干の重量の増加はあるが、ブロックの交換によって短時間での修理が可能なのである。

合計八機の機甲兵が、ディト村に向かった。

「うーん」

ルイは、朝日の中で大きく伸びをする。

「お早よう、アイスナー」

ルイは、白い身体を着水し、「方舟」に寄り添うように立っているか浮いているかして

いるアイスナーに呼び掛けた。前日の出来事を完全に受け入れているようだった。目の前

のアイスナーを見つめる視線に迷いはない。

お早よう、ルイ＝ヒューズ

アイスナーの声が、ルイの頭の中に響いた。昨日響いたような重苦しい声ではなかった。

四年前、ルイを野盗から救けてくれた謎の青年の声に似ていた。

昨晩は、質問攻めにあってヘロヘロになったルイであったが、リーンの適確な説明や、

村人の信頼も熱いセタやゴウトの説得もあって、ルイもアイスナーの存在も、村人の大多

数は理解し、認めてくれた。何より、村を護る事の出来る唯一の手段が彼女等だという現

実が、村人達に合理的な判断をさせていた。

ルイ、敵だ。機甲兵が八機、ディト村に向かって来ている

「ルイ」

いつのまにか、リーンがこの場に来ていた。心配そうな口調と声だった。

「リーン、私、もう躊躇わない。村を護ってみせるわ。貴方が私を護ってくれたみたいに。

あいつらを全力で叩きのめして来る」

ルイの力強い宣言に、リーンは静かな笑みとともに頷いただけだった。その表情から、

彼の心を推し量る事は出来なかった。

「アイスナー、私と一緒に戦って」

ルイが、彼の胸元に近付くと、それを合図にしたかのように、アイスナーの胸部の装甲

が開いた。その内側には空洞があったが、その壁は筋肉のような組織で構成されているよ

うだった。昨日は暗闇だったので良く判らなかったが、改めて見てみると、慣れるには少
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し時間が掛かりそうな印象を受けたルイだった。

それでもルイは躊躇せずにアイスナーの中に飛び込むと、胸の装甲が閉じた。

ルイは背後の壁に寄り掛かるが、不快な感触はしなかった。むしろ、大きな「存在」に

抱かれているような安心感さえ感じられる。

「ねえ、アイスナー。昨日はとても疲れたんだけど、もっと疲れない方法は無いの？」

ルイは、昨日の晩、村人の質問攻めの中でもうつらうつらとしていたのだ。それだけ、

アイスナーと一緒になって戦うのが疲れるのである。そんな状態が戦いの度に続いていて

は、長時間の戦闘には耐えられないのは、目に見えていた。

……、一つだけ、ある

やや躊躇った後、アイスナーは答えた。

「それ、出来る？」

出来るが、お前の運命は、本当に変わってしまうぞ

？

人間の身体に張り巡らされている、身体を動かす信号を流す組織があるが、それを神

経という。

それは、判るか？

「リーンから聞いて、少しだけ」

そのような物があるという事だけを理解していれば良い。

私にもその神経という物がある。

昨日は、私とお前の神経を同調させた

「昨日、私の思った通りに貴方は動いたけど、その事？」

そうだ。

だが、それだけでは、お前の意志は完全に私の肉体を支配出来ていない。だから、普

通に身体を動かす以上に疲れたと、考えれば良いだろう。

それで、ここからが本題だが、お前の意志が完全に私を支配する方法がある

「だったらその方法を……」

ルイはアイスナーを急かすように言うが、それをアイスナーが遮った。もう機甲兵はそ

こまで来ている。残された時間はない。

まあ待て。

その方法はまだ言わないが、それをしてしまったら、お前は私と 共に行動しなけれ

ばならなくなる。神経系を同調させただけなら、まだお前は私と縁を切る事が出来るが、

それも出来なくなる。

それでもいいのか？

アイスナーの言葉に、ルイは返答を躊躇った。本当に、二度とリーンと会えなくなって

しまうかもしれない。

「……リーンとは、又、会える？」

ルイは、今、彼女にとって最も重要だと思われる事を訊いた。

私が再び眠りに就く事になれば、私とお前の肉体的な縁は切れるから、会おうと思え

ば、会えるだろう……。私が眠りに就く。どのような結果として、そうなるかは、私にも

判らない
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「判ったわ」

ルイは呟く。可能性は、十分にあるという事だった。

「お願い、村の皆やリーンを護りたいの。そのためなら、出来る限りの事はしたいの」

後悔は、しないな

「何もせずに後悔するよりは、何かして後悔した方がいいから……」

ルイは、ちょっと照れたようにアイスナーに告げた。自分でも、こんな事が言えるとは

思わなかった。

判った。私はお前に会えて、お前の純粋な心を貰う事が出来て、本当に幸運だったと

思う……。

では、やるぞ

アイスナーの言葉が途切れると同時に、ルイの居る空間に何かしらの液体が溢れ出て来

た。それはあっという間に彼女の身体を飲み込んでしまう。液体は当然、口から体内に侵

入してくる。

「 ！」

ルイが何かを言おうとした時、彼女の意識は、昨日と同様に真っ白になり……、 再

び彼女の意識が戻った時、アイスナーの視界を通して見える景色を見ていた。だが、見え

ている印象が違った。昨日の場合は何かのレンズを通してみているような印象だったが、

今日は自分の目で見ているようだった。アイスナーの肉体との一体感は、昨日よりずっと

上回っている。

私とお前の肉体は、今、完全に融合した。後は、お前の意志次第で、私はどのように

でも動く

アイスナー、連中を追い払おう

「リーン、必ず戻るから。待っててね」

アイスナーの口の辺りからルイの声が聞こえる その声を聞いたリーンは、静かに頷

いただけだった。

（いよいよ事態が動き始めたか……）

リーンはある決断を下さなければならなかった。それは、彼が生まれついて背負うべき

運命だった。ローウェンフェルドの名を持つ者として……。

リーンの頷く様子を見て、ルイは静かに上昇した。そして、巨大な翼を広げ、背中の巨

大な鰭を立てると、ディト村に向かって飛翔した。

「ルイ、頑張って来なさい。僕は待っているから……」

リーンは蒼空に飛翔していくルイ＝アイスナーの姿を見送って、おっとりとした口調で

呟いた。ルイは完全にアイスナーと融合した。後は彼女次第なのである。リーン＝リクタ

ス＝ローウェンフェルドは、アイスナーが目覚めた以上、自分の運命に従って、彼の役目

を果たさなければならなかった。

「儂も、隠居は終わる事になるかもしれないの……」

セタが、リーンの隣にやって来て、呟いた。

「“黄金竜”ローウェンフェルドが目覚めてしまったのだから、こうなる事は判っていた

のだけれど……」



- 24 -

「そうじゃな……」

リーンとセタは頷き合った。
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ルイ＝アイスナーは、オルディの機甲兵アルシド率いる機甲兵一団の前に着地した。デ

ィト村の東に広がっている空地である。アイスナーとアルシド等の一団は三〇メートル程

の距離をおいて、対峙していた。

「ここから先は行かせないわ」

ルイは、盾から剣を引き抜いて、構える。アイスナーは、完全にルイの肉体となってい

た。ルイの意のままに、彼女の思っている通りに、寸分違わず動いた。昨日感じていた僅

かな違和感は、今は全く感じられない。

「お前が“白竜”か。色々と部下がお世話になったようだが……」

オルディの意志に従ってアルシドも剣を抜く。五機のジートと二機のエアストムも剣を

抜き放った。

「相手にとって不足は無しっ」

アルシドがアイスナーに斬り掛かる。

アイスナーは、それを後ろに退いて躱した。一瞬前まで彼女が居た場所をアルシドの剣

が斬り裂いて行く。

「早いわ……」

ルイは間合いを取りながら、剣を構え直した。彼女には、飛行可能な機甲兵と地上戦専

用らしい機甲兵が、彼女を取り囲むように広がるのが見えた。

「行けぇっ」

アイスナーは、隊長機らしい機甲兵 アルシド に斬り掛かった。剣と剣が激しく

ぶつかり合う。力比べになるかと思いきや、アイスナーは、すぐに離れて、空中に移動し

た。それをアルシドが追って来る。

アルシドが追い付くかと思われた瞬間、アイスナーは、その数倍の速度で移動して間合

いを取り、そこから更に移動してアルシドの背後に回り込んでいた。機甲兵に出来る動き

ではなかった。もし動けたとしても、操縦者の身体が保たないだろう。アイスナーと完全

に融合しているルイだからこそ出来た荒業だった。

「ええいっ」

アイスナーが鋭い動きで剣を突き出した。アルシドが盾で弾き返そうとしたが、アイス

ナーの剣は、その盾を貫き、左腕の付根を断っていた。左腕が落ちはしなかったが、何本

かの腱で繋がっているだけになった。もはや動くまい。

「ぬおおっ」

オルディは、左肩に走った痛みに、叫び声を上げてしまっていた。このような痛みは初

めてだった。初めて味わわされた痛み、そして、屈辱……。

「おおうっ」

オルディの意志に従って、アルシドがアイスナーに突進して斬り掛かる。

しかし、アイスナーはそれを軽々と避け、又は盾で押し返す。アイスナーとルイの前で

は、機甲兵など、全くの無力だった。

こいつ……

しつこいっ
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ルイの怒りとアイスナーの意志が合致して、アルシドの右腕を切り落とし、更に三つ又

に別れた盾を相手の首に叩き込み、首を引き千切ってしまった。

アルシドは地面に叩き付けられるように墜落した。それきり全く動かない。完全に機能

を停止していた。

アイスナーの動きは、エアストムやジートでは捉える事が出来なかった。

アイスナーはジートが作っている円の中心に着地する。その次の瞬間には、一体の機甲

兵の眼前にまで移動していた。そして、その顔面を掴むと、地面に叩き付けるように倒し

た。顔面の装甲が砕けて、更に頭部が潰れた。嫌な音が響き、何かの液体が飛び散る。そ

れきり、そのジートは動かなくなる。

アイスナーは急激に上昇した。そこへエアストムが突っ込んで来た。アイスナーの背後

から斬り掛かろうとしたのだが、その時には、アイスナーはその場には居ない。しかも、

そのエアストムは背後からの衝撃を受けて、地面に叩き付けられ、頭部を踏み潰されてし

まった。それで、その飛行可能な機甲兵は機能を停止した。

機甲兵も、一応は魔法の技術が作り出した疑似生命体であり、頭脳のような物を持って

いる。ここに操縦者との同調を初めとする機甲兵の全ての機能が集中している、コックピ

ットのある胸部と並んで最も重要な部分だった。ここを破壊されれば、機甲兵は、疑似生

命体としての機能も全て停止するのである。

しかし、果たしてルイはその事を知っていたのだろうか。答は否である。だが、アイス

ナーと融合したルイは、彼が記憶として持っていた情報の多くを受け取っている。その中

には、何故か機甲兵に関する情報も含まれていた。

だが、アイスナーは太古の昔に眠りに就いたのではなかったのか？ 眠りには就いた。

しかし、情報は収拾していたらしい……、ということなのか？

戦闘は一方的だった。ルイ＝アイスナーと機甲兵との性能の差があり過ぎる。機甲兵が

どれだけ と言っても元々の数が少ない 束になって掛かって行こうと、アイスナー

に簡単に躱され、逆に腕を切断され、頭部を潰され、首を引き千切られ、そして機能を停

止してしまう。

もはや戦闘と呼べる物ではなかった。一方的な虐殺に近い。

数分の内に、残りの全ての機甲兵が、その機能を停止させられてしまった。

ルイは、更に機甲兵の胸の装甲を引き剥がし、操縦者を引き摺り出した。全ての機甲兵

から引き摺り出したが、全員、生きていた。放っておけば、操縦者は全ての機能が停止し

た機甲兵から出られずに、何らかの形の死を迎えていただろう。

「指揮官は貴方ね」

ルイは一番豪華そうな機甲兵 アルシドから引き摺りだした操縦者 オルディに

訊ねる。その声には、怒りがこもっていた。しかし、怒りに任せて殺す事は出来なかった。

昨日、彼女は生身の人を斬っている。その感覚が忘れられなかった。そして、その感覚は、

彼女にとって恐怖だった。

それでも、剣を突き付けているのは、恫喝である。こうでもしなければ、答えてはくれ

ないだろう。

「そうだ」

オルディは、憮然と答えた。そして、逆に訊ね返すところなど、彼の傲慢さが表れてい
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た。

「貴様、女か」

まるで遠慮の感じられない質問に対して、

「……そうよ」

ルイは、不快な物を感じたが、一応答えてから、質問を続けた。アイスナー越しだけに、

迫力がある。

「何で、こんな事をするの？ 何で村を襲ったの？

一体何が目的なの？

誰の意志なの？」

矢継ぎ早にルイは訊ねるが、しかし、オルディは答えようとしなかった。答えるつもり

も無さそうだった。

「答えて！」

ルイが声を荒げる。

「答えるつもりは無ぇな」

オルディは嫌らしい笑いを刻み付けて、ルイの言葉に答える。それが、ルイの怒りに火

を点けた。

「だったら、この場で全員殺すわよ。貴方達が村を焼き、村の皆を殺したように！」

ルイは、自分の怒りを自制するのに苦労しなければならなかった。それでも怒鳴ってし

まう。だが出来るだろうか。

「判ったよ、言やぁいいんだろ？」

さしものオルディも、ルイが本気だと感じたらしく、

「お前だよ。お前の捜索と捕獲が目的だったのさ」

オルディは、如何にも面倒臭そうに答えた。

「誰だかは言えねぇよ。ただ、命令には、どんな手段を使っても良いってな」

それだけ言うと、オルディは気が触れたように笑いだした。

「だからやってやったのさ 合法的にな」

「何がおかしいのよっ」

ルイが声を荒げる。もし、あの人を斬る感覚と感触を味わっていなければ、彼女はオル

ディを殺していただろう。

「殺せるものなら殺してみなよ。生身の人間が斬れるかぁ？ お前によぉ？」

オルディは、ルイの声の状態から、彼女が実戦に関しては素人であるという事を見抜い

ていた。人を斬った事が無いような素人が、「殺す」などと言ったところで、何か出来る

わけではないと見抜いていたのである。

「……いいわ、帰して上げる。

でも、二度と姿を見せたりしないで」

ルイの怒りに震えた声が発せられた。

「早く行って！ 走って！」

ルイの声に促されるかのように、オルディ達一行は、この場を去って行った。オルディ

など、走りもせずに歩いていくだけだったが、ルイはそれ以上、何も出来なかった。だか

ら、彼女は戦いの素人だと見抜かれたのである。
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あいつ……

ルイは、あの男の背後から斬り付けてやろうと、何度も思ったが、それを思い止まった。

それより、今はこの場にある機甲兵を何とかしなければならなかった。この場に放置して

おいて、先程の連中が回収に来たら厄介だし、村に持って帰ったって、修理出来る者は居

ないだろう。置いてあったって邪魔なだけだし、それこそ、何かの因縁を付けられる原因

にもなりかねない。結局は、修理が不可能な程に破壊するしかなかった。

ルイは、右手に意識を集中する。すると、右手の掌の上に光球が出現した。アイスナー

の能力の一つを、彼女は試そうというのである。

「むんっ」

その光球を掌ごと機甲兵に叩き付ける。大爆発が起こり、その機甲兵はバラバラに砕け

散った。それぞれの破片が炎を上げている。ルイはその行為を何度か繰り返して、この場

にある機甲兵を全て焼き尽くした。

そのような爆発の中でも、アイスナーの装甲には傷一つ、焦げ目一つ付いていなかった。

真珠のような微妙な輝きは、一切損なわれてはいない。人間が造れる材質の装甲ではなか

った……。

「これで、おしまい……」

ルイは呟き、この場を後にして、「方舟」に向かった。これが過ちだった。彼女は、オ

ルディ達の駐屯地を叩いておくべきだったのである。それをしなかったのが、彼女が素人

である証拠であり、それが、後で悲劇を齎らすのだった……。
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その日の夕方までには、村人達はディト村に戻っていた。これから破壊された村を再建

しなければならなかった。

人的被害は、死者五四人、行方不明者六人だった。

物的被害は、建築物全体の三割が焼失し、二割が破壊されていた。村の半分が被害にあ

っていた事になる。又、城壁の北と東の部分の大半は破壊されている。

それらの被害の中には、ルイの両親と兄も含まれていた。彼女は一瞬にして、孤児にな

ってしまったのである。又、彼女の家も破壊されていたのである。

ルイは、悲しみにくれている暇も無く、この村を発たなければならなくなっていた。あ

の機甲兵の操縦者の言葉が事実なら、彼等の狙いはルイとアイスナーである。村にトラブ

ルを齎らすような存在は、出ていった方が良いと考えたのである。それに、アイスナーも

「気になる事があるから、それを調べたい。一緒に来てくれ」と言ったので、ルイはこの

村を発つ事にしたのである。リーンとは暫らく会えなくなるが、それは覚悟していた事だ

った。

出発は、翌日という事に決定した。

ルイは、アイスナーを使って村の中の瓦礫を出来る限り整理した。その中には、村の中

で破壊した機甲兵の残骸や、もう誰も住む事の無い自分の家も含まれている。機甲兵は、

ディト村の外の空地で改めて徹底的に破壊した。

瓦礫の大半を処分したルイは、自分の家の残骸の中から自分が持っていく物を選び出し、

荷袋に詰めて、ルイはセタの家に向かった。リーンも、ここに住んでいるのである。

月が、この村の混乱とは全く関係を持ちたがらないように白く輝いていた。

「ルイ……」

突然のルイの訪問に、蝋燭の灯りの中で歴史の書物を読んでいたリーンは、若干の驚愕

を隠せなかった。こんな時でも本を読んでしまうリーンは、実はかなりの神経の図太さを

持っているのかもしれなかった。

「どうしたのです？」

「私の家、崩れちゃったし、家族の皆も居なくなっちゃったし……」

ルイの言葉には、悲しみという物が全く感じられなかった。劇画の世界の出来事を見て、

その場面を淡々と述べているかのようだった。

「今晩、寝る所が無いの。部屋の隅でいいから貸して」

ルイはそう言うと、リーンの返事を待たずに、荷物を床の上に置いて、その場に座り込

んでしまった。そして、時を置かずして、静かな寝息を発て始めた。

リーンは、そんな彼女の様子を見て、部屋から出て行って、毛布を持って来て、彼女に

掛けてやった。その時、彼女の頬に涙の跡が残っているのを、リーンは見ていた。

ルイは、泣けるだけ泣いて、涙が枯れるまで泣いて、それからリーンの場所にやって来

たのだった……。

「じゃあ、リーン。私、行くから」

翌朝、ルイは、片膝を突いて彼女の所に腕を差し出しているアイスナーを背後に、婚約
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者に言った。アイスナーは、ルイの家の周囲を整理した後に残った空地で彼女を待ってい

た。

「必ず帰ってくるんだ。僕は、いつまでも待っているから」

リーンが、静かに微笑んで言った。彼女を止めるという意志は無いらしい。彼女の運命

は既に動き始めてしまっている。リーンがどう頑張ったところで、事態が変化させる事は

出来ないのである。後は彼女次第だった。

「うん、待ってて。必ず帰ってくるから」

ルイが、それだけ言ってアイスナーの掌に乗ろうとした時、彼女の剣の師匠のゴウトが

やって来た。その後に、彼の道場の弟子やルイの友人が続いて来た。リーンとセタだけの

見送りが、いきなり大人数の見送りになってしまった。

「おう、間に合って良かった。

黙って出て行こうなんて、水臭いじゃないか」

ゴウトが、豪快な声で言う。この声が、しんみりとした出発に賑やかさを加えてくれた。

「師匠……。でも、私のせいで村がこんなに……」

「なぁーにを馬鹿な事を言ってやがる。いいか、今回の出来事は、お前のせいなんかじゃ

ねえよ。なあ」

ゴウトが一緒にやって来た弟子やルイの友人達に合意を求めると、全員が頷き、更に口

々にルイを励ましてくれた。

「そうよ、今回の事は悲しい事だけど、貴方のせいじゃないわ」

「元気で行って来て」

「ちゃんと戻って来てね」

これは、ルイの幼なじみの友人達だった。この中には、家族を失った者も居る。それで

も、ディト村の人々は強かった。

「師範代、必ず戻って来て下さい」

「我々も、師範と一緒に頑張って村を護ります。だから、安心して行って来て下さい」

ルイに剣を教わった弟子達である。まだ若者ばかりだった。

「皆……、ありがとう」

ルイは、深々と頭を下げた。

「ほれ、持って行け」

ゴウトは、一振りの剣と何かしらの荷物の入った袋をルイに投げ渡した。

「俺達からの細やかな贈り物だ。少しは役に立つ物だろう」

「師匠、ありがとうございます」

ルイは、投げ渡された荷物を抱えながら、再びお辞儀をした。

だが、この時、彼女等の様子を建物の陰から見ている者が居た。オルディである。彼は、

ルイに見逃されたものの、そのプライドはズタズタに引き裂かれていた。あのような屈辱

は初めてだった。彼は、駐屯地に戻ると、腹癒に捕虜にしたディト村の若い娘 行方不

明になった者のである を犯した後に惨殺した。そして、昨晩の内に、ディト村の中に

潜り込んでいたのだった。あの白い機甲兵はすぐに見付かった。こいつを見張っていれば、

必ず、あの声の主である小娘は見付かるはずだ……。

今、彼の手には刃渡り四〇センチ程度の剣が握られていた。あの小娘を絶対に殺すつも
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りだった。あの白い機甲兵の傍に居る小娘が昨日の娘だという事は、声と様子で判ってい

た。

オルディは、建物の陰に隠れながら、ルイ達の一団に近付き、隠れて近付く限界まで近

付いた時、ルイに向かって突進した。

「 ！」

感慨に耽っていたルイは、咄嗟に反応出来なかった。

「ルイ！」

だが、オルディの前に立ち塞がったのは、ゴウトだった。だが、彼も咄嗟の事だった。

手に武器は無かった。それに、オルディの腕も並ではなかった。

時間が止まった。

ゴウトの左の脇腹から、血の付いた剣が生えていた。

「おうっ……ぐ……」

脇腹から剣を引き抜かれたゴウトが呻き声を上げて倒れる。

悲鳴が上がった。

オルディはそれに目もくれず、右手に持った剣を引き、ルイに斬り掛かった。彼女とオ

ルディの間に、遮る存在は何も無かった。リーンやセタは彼女の後ろに居た。

アイスナー！

ルイが心の中で叫んだ瞬間、オルディの身体は、巨大な剣に串刺しにされていた。アイ

スナーが右手に持っている剣であった。彼女の叫びに反応して、左手の盾に仕込まれてい

た剣を一瞬の内に引き抜き、オルディを突いたのであろうか。だが、その余りもの衝撃の

前に、オルディの肉体は四散していた。

オルディの剣は、ルイの寸前で止まる形となっていたのだった……。

「師匠！」

ルイが倒れたゴウトに駆け寄り、その体を起こした。左の脇腹が鮮血でベッタリと濡れ

ていた。

「師匠！」

弟子達も駆け寄って、呼び掛ける。

「師匠！」

「大丈夫……だ。馬鹿者が。だから、お前は甘いというのだ……。

もっとも、それがお前の魅力なのだろうが……な」

「喋らないで、師匠」

ゴウト師匠の刺のある言葉も、ルイが聞けるのは、これで最後になってしまうのだろう

か。

「傷の大きさも判らんか。修業が足りんぞ……。

なに、この程度の傷は掠り傷だ……」

とはいえ、どう見たって、この傷は致命傷になる。

「判っているから、心配しているんです」とルイが言おうとした時、

「ゴウトさん、早く治療をした方がいいですよ。でなければ、飲んだお酒がそのまま腹か

ら流れ出てしまいますよ」

リーンがゴウトの傷を見て、落ちそうになっている眼鏡 昨日の混乱の中で失くして
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しまったが、これは新しい物である を元の位置に戻しながら、そう診断した。本当に

おっとりとしている口調である。

「大丈夫、この人なら、命に別状はありません。私が処置します。安心して行ってらっし

ゃい」

ルイの傍で、リーンはにっこりと笑って、告げる。先日の圧倒的な剣の技を見せた時の

雰囲気など、全く感じられなかった。彼の博学ぶりは想像を絶するものがあるらしい。そ

の上、実践が可能だときている。

彼の言葉を聞いて、ルイは大きく溜息を吐いた。一安心の溜息だった。それでも、自分

を止めてくれるどころか「行け」と言うリーンを少し恨めしく思ってしまったルイだった。

だが、それを口に出すルイではなかった。

「でも、どうするの？」

「まあ、見ていて下さい」

ルイの質問に、リーンは、表情は真面目だがおっとりとした口調で応じる。本当に、端

から見れば気取っているとしか見えないのだが、本人はそのつもりは無く、いたって真面

目である。

リーンは、右手をゴウトの左の脇腹の傷口に翳した。そして、何やら口篭もるような低

い声を発する。ルイを初めとして、この場に居る殆どの者には、理解不能な言葉だった。

すると、リーンの右手が輝きだした。その光を受けて、ゴウトの傷が見る見る内に治癒し

て行く。

この場に居合わせた者から驚きのどよめきが溢れた。

「治りました」

リーンがそう述べると、ゴウトが驚きの声を上げた。脇腹に触ってみるが……。

「……痛かねぇ。お前、一体、何をやったんだ？」

「簡単な、『治癒』の呪文を使いました」

リーンは、おっとりとした口調でゴウトの質問に答える。この世界の古代に存在してい

たという『魔法文明』の最大の成果がこれら「魔法」だ。『治癒』はその中の一つなので

ある。だが、「魔法」の殆どは既に失われた技術となっており、その言葉だけが伝わり、

現在に残っているだけとなっているはずだった。

だが、それを軽々と使う者がこの場に居る。「魔法」を使う者 この脳天気が具体化

したようなリーンとは一体何者なのだ？

「さ、大丈夫ですよ。ルイ、早くお行きなさい」

リーンはにっこりと微笑んでルイに言った。その様子は、彼女が知るリーンと変わらな

かった。

リーンの言葉に頷いたルイは、立ち上がった。いよいよ出発の時だった。もう、心残り

は一つしかなかったが、それは、今は諦めるという形で無視する事が出来た。

「行きますか？」

「うん……。遅くなれば、それだけ決心が鈍っちゃうから」

ルイはそれだけ言うと、リーンの間近に近寄った。

リーンは、ルイをしっかりと抱き締める。

そして、二人はゆっくりと唇を重ねた。自然に唇が重なり合った。その瞬間、二人の周
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囲で拍手が沸き起こった。二人への祝福の拍手だった。接吻は、この地方では、永遠の愛

を誓い合う神聖な儀式の一つと見做されている。慣習に則った結婚式は後数行程あるのだ

が、それでも、リーンとルイはこの瞬間、結婚したのだった……。残りの行程は、ルイが

ディト村に、リーンの許に戻って来てからという事である……。二人にとって、再会の誓

いでもあった……。

ルイの身体の周囲を、液体が埋めて行く。ルイの身体のを液体が包み、彼女の身体をア

イスナーの内部組織が絡め取り、その中に隠してしまう。彼女の意識が真っ白になり、そ

して、アイスナーの意識と同調し、彼女の肉体はアイスナーと融合した。

ルイ＝アイスナーの、まるで真珠のような微妙な艶を持つ白い鎧を纏ったような巨体が

立ち上がる。そして、背中の巨大な翼が、巨大な鰭が、広げられる。

直後、彼女の身体は、蒼空に上昇して行った。そして、一筋の白き光の矢となって、東

に向かったのだった。

それを、リーンやセタ、彼女を見送りに来た村人達が、見送った。

「行ってしまったの……。リーン＝リクタス＝ローウェンフェルド」

「仕方ありません。我々も、行く準備をしましょうか。セタ＝アクス＝アイスナー」

二人の謎の言葉であったが、それを聞く者は居なかった。

済まない、ルイ。しかし、どうしても確認しておかなければなければならない事があ

るのだ

いいんです。リーンは、私を待っててくれるから。

必ず戻ろうよ、アイスナー。

貴方も、又あの場所に戻って、村や私達を見守っていてね

ああ、必ずそうしよう

ルイ＝ヒューズとアイスナーは、旅立った。

彼等は何処へ……。

そして、彼女等の行く手には、一体、何が待ち受けるのだろうか……？

リーン＝リクタス＝ローウェンフェルドとセタ＝アクス＝アイスナーがディト村から姿

を消したのは、それから一月後だった……。

五竜物語 第一話 「白竜アイスナー」

①『旅立ち』 完


