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第二話 「蒼竜シュタイナーー ①『黄金と玄』」

１

街のゴロツキのような男の顎に拳が叩き込まれた。その男は、背後に居た仲間にぶつか

って、彼を巻き込んで倒れ込む。

「ふんっ、意気がっていたわりにゃあ、弱過ぎんじゃないのか？」

アルスティ＝ヤン＝トーテスは、軽いステップを左右に踏みながら、嘲笑うように、右

手の人差し指でおいでおいでをする。相手を完全に馬鹿にしきっていた。

「野郎！」

別の男が殴り掛かるが、アルスティはそれを軽く躱して男の鳩尾に拳を叩き込む。男は

それだけで悶絶した。

「参ったなぁ……」

アルスティは、頭を掻きながら呟いた。

「弱過ぎるぜ……」

彼は弱い者をいたぶる趣味など持っていない。どちらかというと、喧嘩をするなら自分

と同レベル以上の者を相手に選びたがる青年だった。この際、喧嘩をすること自体の是非

は問わないでおこう。

残った男たちは色めき立ったが、もはや空元気でしかなかった。どう見ても、逃げ腰で

ある。自分達とは圧倒的にレベルの差がありすぎる それが判るから逃げ腰になってし

まうのだ。。

「おい、お前達、こいつらを連れて帰れよ」

アルスティは、面倒臭そうにヒラヒラと手を振って、ゴロツキ達を追い払った。

「お、憶えてろっ！」

男達は、昏倒した仲間を担ぎ上げて それだけでも、仲間に対する思遣があるようで

ある 、逃げて行った。

「まったく、一人じゃ何も出来ないのに、数に頼めば良いと思いやがって……」

アルスティは、呆れ返ったように呟いて、背後を振り返った。

「さて、お嬢さ……ん あれ？」

背後で蹲っていた筈の女性は、居なくなっていた。

「お礼の一言でも言ってくれれば良いのに」

アルスティは、やや不服げに呟いた。

事の経緯は以下の通り。アルスティが、街の裏通りを東 先に行き付けの彼のお気に

入りの崖がある に向かって歩いている途中、街の中でゴロツキに絡まれた少女の悲鳴

を聞いて、彼がヒーローを気取って彼女を助けに入り、街のゴロツキ達を一方的に叩きの

めしてしまったのである。

昔から喧嘩の強かったアルスティであるが、彼は元々正義感が強かった。そこへ武術の

修業を行なってかなりの腕前を持っていたものだから、喧嘩をやって彼に叶う者など、こ

の国の東に位置するノクト市には存在しなかった。それで凶行を働くわけではないから、

安全と言えば安全である。
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「ま、いいか」

アルスティは気軽に呟いて、東に向かった。ノクト市の東には、大海原が広がっている。

そこが彼の目的地だった。この時、アルスティ＝ヤン＝トーテスは、二十三歳だった。

能天気そうに鼻歌を謡ながら歩いていく彼を見詰める一対の瞳があったが、彼は気付い

た様子も無かった。

アルスティは、崖の上に立っていた。水面からは三十メートルばかりある。眼下では荒

波が岩に当たって砕けている。もう日没も近く、周囲には人影も無い。というより、こん

な断崖絶壁に来る者など、磯釣りを行なう者くらいだろうが、この高さでは、それを行な

う者すら居ないだろう。居るとしたら、余程の物好か、技術に自信のある者か、であろう。

あとは自殺志願者ぐらいだろうか。

「 ったく、何だってこんな所なんだよ……」

アルスティは、眼下で砕けてる波を見て、いつものようにうんざりしたように呟いた。

とはいえ、このような人が来る事など滅多に無い場所でなければ彼も見付かってしまうか

もしれなかった。流石に、あのような姿が見付かったりしたら、大騒ぎになってしまうだ

ろう。それでも、これくらいのことは言ってやりたくなるくらい、高い。目が眩んで落っ

こちたらどうするんだ？

シュタイナー、来たぜ

周囲を見回して、誰も居ないのを確認すると、アルスティは、心の中でそう呟いてから、

崖から飛び降りた。両腕を大きく広げて、頭から落ちていく。そのフォームは綺麗だが、

こんな所で飛び込みを行うなど無謀を通り越して馬鹿だ。三十メートルの高さから飛び降

りた先の水面は、岩盤にも相当する硬さを持つのだ。

崩れ落ちた崖の破片が波を砕いている様子が、グングンと迫ってくる。このまま水面に

ぶつかったりすれば それより、突き出た岩にぶつかる可能性の方が大だが 、身体

はばらばらになるだろう。岩は刃物の如く、水面は岩盤の如しである。

だが、アルスティの身体は、水面に激突する直前、岩の割れ目から伸びた光に包まれた。

その光は、東に向かって伸びて行き、消えた。光が消えた時、アルスティの姿も光と共に

消えていた。

その様子を見ている人物が居た。アルスティ程の人物でも、気付く事が出来なかったの

だ。先程から彼の後を尾けていた人物であった。二十歳程度の女性であった。アルスティ

が飛び降りた後、その崖の上から水面を見下ろしていた。

緑色の瞳は、光の消えた東を見詰めている。

数年前から、彼女は、何かにソワソワしていた。それが何だかは、彼女には判らない。

だが、その感覚は、一定の周期で以て、彼女を襲い、それが年々強くなっているのである。

特にこの半年 あの事件以来 は強い。

一体、何なの……？

彼女は自分に問い掛けても、それに答えてくれる存在は何も無い。

そして、今日、あの青年と出会った時、今まで感じていたソワソワが最も強くなった。

彼女が街のゴロツキに絡まれた時、その間に入って、そのゴロツキを一方的に叩きのめ
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してしまったのが、あの青年 アルスティであった。

彼は一体何者なの……？

アルスティ＝ヤン＝トーテスは、暗闇の中に立っていた。

この暗闇は、彼にとっては、余り慣れているものではなかったが、別に何の恐怖もない。

彼の前方には、申し訳程度の光が二つ、弱々しく輝いていた。

「よ、シュタイナー、久しぶり」

アルスティは暗闇の中の光点に向かって、軽い口調で声を発した。その途端、周囲の闇

が少しだけ薄れたような感じがした。それにともなって、うっすらとしたシルエットが闇

の中に浮かび上がる。何やら人の形をした物体のようだが、人間とは比べ物にならないほ

ど大きい。

うむ、久しぶりだな

野太い声が響いた。といっても、物理的に空気が振動する声ではない。アルスティの頭

の中に響く声であった。

シュタイナーの声であった。

「どうだい、身体の方は治ったかい？」

見てみるかね？

「まあ、いいよ。遠慮しとくよ。言葉で言ってくれ」

アルスティは、かつて再生中のシュタイナーを見せて貰った事があったが、余り何度も

見たくなるような物ではなかったのである。しかし、それによって、シュタイナーがカラ

クリの固まりではなく、生物として生きているという事を認識したアルスティだった。否、

半年前からそれは判っていた。それを再認識させられたと言うべきだろう。

四肢は大体戻ったがな、お前達が見れば、その他の付属物がまだ形成出来ていない。

まあ、後一月程度というところだろう

「そうか。じゃあ、又一月ほど経ったら、来るよ」

その時には、私も動く事が出来るようになっている筈だ

シュタイナーは、アルスティに告げる。

「そうか。あれから半年だもんな。あの状態から良くここまで再生できたもんだ」

アルスティは感心したように言う。半年前のシュタイナーの姿と言ったら、もう見るも

無惨な姿だったのだ。人間があれだけ傷付いていたら、絶対に死んでいる。

その時、前方の人型の物体の陰から一頭の動物が姿を現した。闇の中でも光り輝く白い

鬣を持った雄の獅子だった。否、ただの獅子ではない。胴の辺りに獅子にはないシルエッ

トを持っている。背中から生えている大きな一対の翼が畳まれているのだ。

有翼獅子 伝説に言うグリフォンだ。その姿の何とも神々しいことか。

だが、有翼獅子はアルスティの所にやってくると、甘えるかのようにアルスティの腰の

辺りに顔を擦りつけた。

「よお、レオン」

アルスティは有翼獅子 レオンの頭を撫でてやる。すると、レオンは喉を鳴らして応

じた。この辺りは、ネコ科の動物を思わせる。獅子はもともとネコ科の動物だが、有翼獅

子がネコ科に属るかは、甚だ疑問ではあるのだが。
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「お前も元気でやっているか？」

アルスティの陽気な言葉に応じるように、レオンはアルスティに擦り寄る。しかし、レ

オンの巨体は、それだけでかなりのエネルギーを持っているし、その四肢はもの凄い力を

秘めているのだ。当人（当獅子？）にそのつもりはなくとも、かなりの力でアルスティを

押すことになってしまう。で、当然の結果として、アルスティはかなりの力でそれに応じ

なければならないが、所詮人間の力では有翼獅子のレオンの力に対抗する事など出来るは

ずもなく、押し倒されてしまう。

「こ、こら、お前、力が強いんだから」

レオンは構って貰いたいらしく、文句を言うアルスティを前肢でぐいぐいと押す。

それから暫くの間、アルスティはレオンと遊ぶ羽目になってしまった。まあ、いつもの

事なのだが、アルスティにはかなりの力仕事だ。

「じゃあ、シュタイナー。早く治りなよ」

暫くレオンと遊んで、ヘトヘトに疲れ切ったアルスティが、疲れた口調でシュタイナー

に言う。

「奴等にけじめを付けさせてやろうぜ」

うむ

シュタイナーの声がアルスティの頭の中に響いた途端、アルスティの意識は真っ白にな

った。

アルスティが目を覚ました時、彼は飛び降りた崖の上に横たわっていた。太陽は西

の空にあり、空は紅に染まっていた。

「さて、と。 ！」

立ち上がってから一つ伸びをしてから帰ろうとした時、アルスティは、人の気配を察知

した。背後に広がっている森だった。

「出て来い」

静かな言葉だったが、抗いがたい迫力と響きを持っていた。それを発することが出来る

のが、アルスティという青年の実力なのだ。

その声に押されてか、森の中から一人の女性が出てきた。

「あんたは……」

アルスティは言葉通り、彼女は見覚えのある顔だった。昼間、町中でゴロツキに絡まれ

ていた女性だったのだ。

「あ……、昼間はどうもありがとうございます」

女性は慌てて頭を下げた。

「ひょっとして、ずっと見てた？」

アルスティは、先程とは違った落ち着いた口調で問うたのだった。

「あ……、はい。一部始終」

「あちゃあ」

アルスティは、額に手を当てて、空を仰ぎ見た。

「あの、見られたら困ることなのでしょうか？」

「まあ、ね」

事態を全く把握していないような女性の間の抜けた問いに、アルスティは、気の利かな
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い答えを返すしかなかった。このような事態を一部始終見られたりしたら、確かに困る。

他人には知られてはならないし、もし知ってしまったら、収拾の付かないに事態になって

しまうかもしれない。それは、興味か排斥か。

「そのような秘密にしなければならない事でしたら、黙っておきますわ」

女性は、しかし、にっこりと笑って、アルスティに申し出た。

「そのかわり、お願いがありますの」

「口止め料を請求したって、何も出せないぞ」

アルスティは渋い表情をした。事実、現在のアルスティは、幼少の頃から通っていた道

場で師範代をしているだけで、大した収入があるわけではない。生活は、はっきり言って

厳しいのである。他にも色々とアルバイトをしなければならないのが現実なのだ。

「無い袖は振れないからな」

アルスティは自信を持って、胸を張って言う。自信を持って言うほどのものでもないと

は思うが。

「別に、そのような物は欲しくありません」

女性は、アルスティの余りにも型に填りきっている言葉に対して、少しムッとしたよう

だった。

「ただ、改めて私と会っていただきたいのです」

「は？」

女性の申し出に対して、アルスティは素っ頓狂な声を上げてしまった。まるで想像して

いなかった申し出だったのだ。

「毎日とは申しませんから、会っていただいて、色々と話を聞かせて欲しいのです」

「そりゃまあ、かまわないけど」

「では、これで契約成立ですわね。

私はマリア。マリア＝ルイドルフ＝シュタイナー。よろしくお願いしますわ」

女性はニコリと笑って、自己紹介した。その笑顔が、また可愛い。アルスティは「何を

聞かせりゃいいんだ？」という突っ込みを入れることすら忘れて、彼女を思わず見つめて

しまった。

「あの、どうかしましたか？」

「ん？ あ、いや、何でもない何でもない」

「はあ、変な方ですわね」

アルスティの反応を見て、マリアは言う。別に悪気があって言ったわけではない。こう

いうとぼけた性格なのだ。

「その『変な方』ってのが引っかかるけど、まあ、いいや。

俺はアルスティ。アルスティ＝ヤン＝トーテスだ」

アルスティは、何とか威厳を保とうとして厳しい声で言ったが、先にマリアの雰囲気に

呑まれてしまって、まるで迫力が感じられなかった。

「ではアルスティさん。また後日に」

マリアはそう言うと、きびすを返して、町の方に走って行ってしまった。おっとりした

口調からは考えられない程の素早さだった。

「何なんだ……」
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アルスティは、呆気に取られて彼女を見送った。

（でもちょっと可愛かったかな）

そして、ふとそのような事を考えてながら、身に降って湧いた幸運（？）に感謝してい

たアルスティだった。

しかし、これが彼の運命を決定付ける大きな要因になるとは、この時には、流石に気付

かなかった。

「師範代、お客さんが来てますよ」

三日後、ロイドの道場の師範代としてアルスティは門下生に武術を教えていた。その昼

の休憩時間中に、一人の門下生がやってきて、客の来訪を告げた。週に一度の朝から夕方

までの長時間の練習日の昼休みだ。

アルスティは、昼食を摂ろうとしていたところだった。

「なんと、女性の方ですよ」

その途端、その言葉を聞いた門下生達と師範のロイドが、

「おおおおおおっっっっっ!!」
と大いに湧いた。興味１００パーセントのどよめきだった。

「師範代、どうしたんですかっ？」

「彼女なんて居たんですかっ？」

「何なんだよ、俺に女性の客が来ちゃ悪いってんかよ」

大いに湧く門下生達に対して、アルスティは文句を言った。

「いやぁ、師範代に彼女が居るなんて、意外でしたから」

「どーゆー意味だ」

一人の門下生の余りにもデリカシーの無い言葉に怒る気力も無くして、アルスティはぶ

ーたれた。一体、俺は門下生にどう思われているのだか……。

「アルスティ」

今度はロイドが声を掛ける。至極真面目で威厳のある声だった。

「今度は何なんです、師匠」

「無責任な事はしちゃいかんぞ」

しかし、声と内容は正反対だった。

「だから、何なんですって、 もう……」

完全に脱力して、アルスティは客が来ているという玄関口に向かった。

（でも、誰だろう？）

アルスティは、誰が自分を訪ねて来たのか判らなかった。

（貧乏とはいえ、借金なんかしてないし、

喧嘩をした憶えは……あるか。お礼参りかな？ でも、女性と喧嘩をした事なんて無い

けど）

全くもって身に憶えが無い。

「む 」

アルスティはいかにも考えているような唸り声を上げながら、玄関口に歩いて行く。そ

の姿は、何とも似合わない。
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そして、玄関に到着した時、彼は唯一の要素を思い出したのだった。

「あ、貴方は」

そんな素っ頓狂な声を上げたアルスティの視界にあったのは、マリア＝ルイドルフ＝シ

ュタイナーその人だった。長いスカート姿に、左手にはバスケットを下げていた。

「こんにちは」

マリアは、アルスティの姿を認めて、ニッコリと笑って言ったのだった。

「彼女誰ですか？ 知ってます？」

「いや、俺は知らんぞ」

なにやら話をしている二人の様子を見て（勿論、盗み見て）、師範のロイドと門下生達

は、ヒソヒソと言葉を交わし合った。

「師範代、何かやったんでしょうか？」

「信頼していたのに」

何を信頼していたのだか。

と、その時、マリアと何かを話していたアルスティが彼等の方を振り向いた。完璧な野

次馬の彼等は、廊下の陰にサッと顔を引っ込める。

「……師匠ぉ」

アルスティが呆れ顔で声を発する。しかし、隠れているロイド達は何も反応を示さない。

焦っているような気配だけは感じるのだが。

「野次馬なんてみっともないですよぉ」

アルスティの言葉に、廊下の陰から気配が消えていくのを感じた。

「何なんだかなぁ」

アルスティは頭を掻きながらマリアと向かい合った。

「面白い方々ですね」

マリアは、荷物を持っていない右手を口元に持ってきてクスクスと笑って、アルスティ

に言う。その様子は全く嫌味になっていない。それどころか、似合っている。

「どうですか？ 少し歩きながら話をしませんか？」

「ん、まぁ、構わないけど、ちょっと待ってて下さい」

アルスティはそう言うと、道場に戻って行った。師範代という立場上、勝手にどこかへ

行くわけにもいかない。師範のロイドに許可を貰わねばなければならなかった。

そして、ロイドの許可を貰って、マリアの居る玄関に戻ってきた。ただし、こんな言葉

を掛けられたのは言うまでもない。

「無責任な事は、しちゃいかんぞ」

「師範代、絶対に責任を取るべきですっ」

「僕は師範代を信頼していたのに」

「あんな美人と知り合いだなんて羨まし過ぎるっ」

結局、最後の言葉が道場にいる者達の本心なのだろう。

とにかく、ロイド達の無責任な発言を背に受けながら、マリアと共にアルスティは道場

を後にしたのだった。

「本当に面白い方々ですわね」
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マリアはクスクスと笑いながら感想を述べたのだった。あれだけ大きな声で話されては、

マリアにも十分聞き取られていたのだろう。

「で、一体、何の用ですか？」

暫く雑談をしながら歩いて辿り着いた公園のベンチで、アルスティは隣に座ったマリア

に訊ねた。

「それより、まずはどうですか？ お昼御飯作ってきたのですよ」

マリアは、左手に下げていたバスケットを膝の上に置くと、その中からサンドイッチを

取り出してアルスティに差し出した。

「いいの？」

「はい、勿論ですわ」

マリアはニッコリと笑って言う。それが演技なのか、地なのか、アルスティには判断を

付け難かった。

「じゃ、遠慮無く頂きます」

アルスティはそう言うと、マリアからサンドイッチを受け取った。昼食を摂ろうとした

ところへ彼女が訪れたために、お預けを食らってしまったので、丁度良かったと言うべき

だろう。

「 んで、何の用ですか？」

アルスティはサンドイッチをモグモグしながら、こちらもサンドイッチを少しずつ食べ

ているマリアに訊ねた。

「今から話すことは、誰にも話さないで欲しいことなのですけど、宜しいでしょうか？」

「そんなに大切なことなのか？」

「ええ、多分この事を聞けば、貴方の人生は大きく変わることになるかもしれませんわ。

それに、この世界全体の存亡に関わることなんです」

「世界全体の存亡だぁ？」

思わずアルスティは素っ頓狂な声を上げてしまう。俄に信じがたい事だった。そして、

このマリアという娘が結構イッちゃっている娘なのかもしれないとも思ってしまった。だ

が、それ以上にイッちゃってるのは、俺の方じゃないのか、とも思うアルスティだった。

マリアは冗談で言っているのかもしれないが、アルスティ自身は本気で関わろうとしてい

るのだ。

「……ちょっと失礼」

それでも、アルスティはそのようなことをおくびにも出さずに、マリアの額に掌を当て

た。

「……熱はないみたいだな」

「冗談なんか言ってませんわ」

マリアはちょっとばかり、怒ったようだった。少なくともアルスティが知る範囲では、

いつもニコニコしているマリアが真剣な眼差しで彼を見つめている。

「これから話す事は本当の事なんです」

「わ、悪い。

でも、いきなり『世界の存亡に関わること』なんて言われても、信じられると思うか？」

アルスティの言うことの方が、常識で考えれば、より現実的であろう。しかし、現実と
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は、物語を軽々と超えてしまう物なのかもしれない。そうは答えているものの、この事実

をアルスティは知っている。そして、既に答えを決めてしまっている。

「それはそうですけど、でも、思っていたより事態が進むのが早過ぎてしまいまして」

マリアは伏せ目がちに言う。

「本当は、もっともっと色々なことをお話ししたかったのですが、残念ですが、その時間

も無くなってしまいました」

マリア＝ルイドルフ＝シュタイナーは、顔を上げてアルスティに笑い掛けた。それは、

彼女が初めて見せる哀しみを含んだ笑いだった。

「嘘を言っているようには見えないし……」

そんなマリアの様子を見て、アルスティは呟く。

「だから、嘘なんて、言っておりませんわ。私を信じて下さい」

「そりゃ、疑う理由なんて無いけどさ。

いいぜ、話を聞くし、信じるよ」

アルスティがそう言ってくれたので、マリアは話し始めた。

「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りました。

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

出します……。

この戦いは、誰もが勝利せずに、終わるかと思われたのです。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、絶望するしかありませんでした。

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

を滅ぼしてしまいました。

そして、現在のこの国が出来上がったのです。

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います……」

「短いですが、私達の間に伝わっている伝承です。昔はもっと長かったようですが、今は

これだけしか残されておりません」

マリアは、「伝承」を語り終えると、こう言った。

「でも、この中だけでも、重要な内容が語られています」

マリアは、ここで言葉を切る。アルスティは、黙って聞いているだけだった。他にすべ

き事が思い付かなかったのだ。

「眠りに就いた五人の巨人の一つが、この近くに居ます」

「 ！」

「心当たり、ありますよね。 シュタイナーという名に」

マリアは言う。その口調には確信が溢れ、その視線には嘘を見逃さない鋭さがあった。

普段のマリアからはまるで考えられない雰囲気を纏っていた。

「ああ」

アルスティは肯定するしかなかった。
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「だが、シュタイナーはまだ回復していない」

そして、言う必要の無い事まで言ってしまった。それを言わせる何かが、シュタイナー

と同じ名を持つ目の前の女性 マリア＝ルイドルフ＝シュタイナーにはあったのだ。

「では、これから蒼竜シュタイナーの所に行ってくれませんか？ 勿論、私と一緒に、で

すが」

アルスティの言葉を聞いて、マリアは申し出た。

「そりゃ、構わないけど、でも、ちょっと道場に寄って行かなくっちゃな。勝手に休んだ

りしたら、給料減らされちまう」

夢か幻のような話からいきなり現実に引き戻される事になってしまったアルスティは、

ちょっと戯けて言う。いくら「世界存亡に関わること」を聞かされて知ったとしても、彼

の前には生活という現実が横たわっているのだ。そして、その現実から逃れる事が出来な

いのが、人間という社会的動物の、悲しいかどうかは不明だが、現実なのである。

「判りましたわ」

マリアは、普段のようにニッコリと笑った。

「じゃ、道場に行って来る」

「はい。では、ここで待っていますわ」

マリアは、そう微笑んで、道場に向かって駆け出したアルスティを見送ったのだった。

その微笑みが刻まれていた表情に哀しみの色が注したのは、アルスティの姿が見えなくな

ってからだった。

そして、彼女は思いも掛けない者の来訪を受けることになる。

「あの、師範」

午後の稽古が始まろうとしていた道場に戻ったアルスティは、ロイドを呼んだ。

「どうしたい？」

「ちょっと用事が出来てしまいまして。これから空けても良いでしょうか？」

道場の片隅でアルスティは正座をしてロイドと向かい合い、そう口を開いたのだった。

「随分とまた、急な用事のようだな」

こちらも正座をしてアルスティと向かい合ったロイドは、やや呆れたような口調で言う。

「あの娘と関係のあることなんだろ？」

それでも、午前中にマリアが訪ねて来た時とは対応の仕方が全く違う。というより、普

段の雰囲気とも違う。どちらかというと、午前中の雰囲気の方が、普段の雰囲気に近い。

「はい」

そんなロイドの雰囲気に気圧されてか、アルスティの口調も真摯な物になっている。

「理由、話してくれるな」

「 と、いわれましても……」

アルスティは、やや口ごもる。「理由を話せ」と言われても、何をどうやって、何から

話せば良いのか、彼自身でも見当が付かないのだ。それに、シュタイナーやマリアの言っ

ていた事を何も知らない一般人に話して良いものかどうか。第一、アルスティ自身だって、

マリアには「信じる」と言ったものの、実のところ、完全に信じ切っているわけではない

のだ。
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「お前の様子が少し前から変わっていたのに、俺が気が付かないとでも思っているのか？」

アルスティの迷いを見抜いたのか、ロイドはやや声を顰めて言う。

「あのマリアという娘さんがここを訪ねてくるずっと前から そうさな、だいたい半年

前くらいか、それくらいから、お前の様子は随分と変わってみえたものだ」

「 ！」

「お前を何年育ててきたと思っているんだ？ お前の武術の質が変わってきた事くらい、

十分見抜ける。他の連中に聞かれて困るのなら、場所を変えて聞かせて貰おうか。

話して、くれるな」

アルスティの自覚していない事まで、ロイドは見抜いていたらしい。事実、アルスティ

自身としては、ロイドの言うように武術の質が変わったという自覚はないのだ。ただ、確

かに半年前、彼にとって、大きな出来事があった。

有翼獅子のレオンと、そして蒼竜シュタイナーとの邂逅である。

半年前、いつものように、アルスティ＝ヤン＝トーテスは武術の稽古（ロイド師匠の弟

子として）と指導（ロイドの師範代として）が終わった後、ノクト市の東の海に面する崖

の上を散歩していた。彼の日課、という程のものではないが、彼はこうして良くこの辺り

を散歩している。崖に激しく当たって砕ける波の音や、冷たい海風などは、彼の神経を引

き締めてくれる。そんな時の感覚が、アルスティは好きだった。

それに加えて、逆に、海鳥の鳴き声や潮の香、どこまでも広がる青空などは、心を安ら

げてくれる。この感覚も好きなのだ。

背後に森が広がる崖の上の一本松の根本にアルスティは寝転がった。木々が途切れてい

て、寝転げる場所は、ごく僅かだ。視界には赤紫から青紫までのグラデーションが広がっ

ている。こうして見上げる夕方の空は絶品だ。アルスティに絵心があれば、是非とも描い

てみたいものだが、残念ながら、彼にはそのような物は皆無だった。どちらかというと、

アルスティは武道をやっている緊張感の方が好きなのだ。

ふとその時、アルスティは何かの気配を感じた。

（何だ……）

アルスティは、人間の気配ではない気配に対して不審感を抱いた。もっとずっと大きい

存在の気配だ。といっても、ノクト市周辺に大型の動物などは棲息していないはずから、

何が何だか判らない。

だが、気になる。

しかし、解答は、向こうからアルスティの方にやって来た。これを幸わいと言うべきか、

それとも不幸と言うべきか。

アルスティが身体を起こして森の方に視線をやった時、それが姿を現したのだから。

「 ！」

さしものアルスティも、それを見た時は、自分の命が亡くなる覚悟をしたのだった。

それは一頭の白い雄の獅子だったのだ。立派な鬣に対して感想を抱いている余裕など、

アルスティには無かった。彼我の距離は数メートルしかないのだ。獅子の跳躍一回で、ア

ルスティの喉元に食らい付くなど、容易な事だろう。

「お……、俺なんか食ったって美味しくないぞ」
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それでも、こんな時でも、冗談（？）の一つも言ってしまうアルスティだった。そして、

身構える。一応、武術をやっていて、一道場の師範代までやっているのだ。どこまでこの

獅子に対して通用するかは不明だが、大人しく食われてやる程、アルスティは人が良いわ

けではない。生きるために出来る事はやってみなければならなかった。

数メートルの距離をおいて、アルスティと白い獅子は対峙した。一人と一頭の間に張り

詰めた空気が漂う。

アルスティは目の前の白い獅子を睨み付けていて、初めてその背中にある物が獅子と違

う事に気付いた。

「何だ ？」

背中の部分が左右に大きく膨らんでいるのだ。

その白い獅子はアルスティの方を見ながらゆっくりと一歩近付いてきた。アルスティは

無意識の内に一歩退く。やはり、余りにも分が悪過ぎた。

（俺は 死なない！）

アルスティは白い獅子を睨んで、逆に一歩、進む。彼我の距離は二メートル未満になっ

た。

「掛かって来いよ。俺は絶対に負けねぇ」

アルスティは獅子に対して言う。それは同時に自分自身に対して言い聞かせる言葉でも

あった。

「俺は生きるっ」

その声と同時に、白い獅子も跳躍した。

そして、アルスティ＝ヤン＝トーテスは見た。獅子の背中が大きく広がった様子を。

「翼 」

それを認識したアルスティは次の瞬間、獅子の力強い前肢によって押し倒された。それ

どころか、その場から大きく後方へ弾き飛ばされる形となっていた。首の辺りまで崖から

はみ出していた。

「このぉっ!!」
アルスティが押さえ付けられた右腕を振り解こうとした時、彼が先程まで居た辺りが、

大きく爆ぜた。

獅子はアルスティの瞳を見つめた。獅子の瞳は、何故か理知的な印象を受けた。

だが、次の瞬間、獅子の鋭い牙を持った口は、アルスティの筋肉質の首筋から左肩に掛

けた辺りを銜えていた。そして、アルスティの身体を軽々と持ち上げると、崖から飛び降

りたのである。

その直後、一人と一頭の居た場所が、再び大きく爆ぜた。

「んなああぁぁっ!!」
アルスティと獅子はそのまま鋭い岩が切り立った海面と落ちて行く。だが、海面に届く

寸前、白い獅子の背中の翼が大きく広がった。それで、一人と一頭の落下が止まる。正確

には滑空を始めたのだ。

その直後、一人と一頭の身体が青い光に包まれ、その光が収まった時、その姿は掻き消

えていた。

「う……」
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アルスティが意識を取り戻したのは、暗闇の中だった。

「何……だ」

アルスティは記憶を辿った。白い有翼の獅子に組み敷かれ、その目を見た直後、首筋に

牙を突き立てられた気がした。その後は、余りよく憶えていない。気が付いたら、ここに

居たのだ。

周囲を見回そうとしたアルスティの眼前に白い獅子の顔があった。

「わあっ」

さしものアルスティも、大声を上げて後ずさってしまう。

それで、白い獅子の全身を改めて見る事が出来た。獅子とは違う。背中には左右に大き

な翼があった。伝説で言うところの有翼獅子 グリフォンだった。

しかも、その全身は、淡い白い輝きを放っている。

有翼獅子はアルスティの方にやってきて、その大きな身体をアルスティに摺り寄せて来

た。その動きは、やはりネコ科の動物を思わせた。とりあえず、その様子からは害意は感

じられない。

「お前もここに来ちまったのか」

アルスティは、白い有翼獅子の首筋を撫でてやりながら、呟いた。今となっては、この

獅子と戦う気にもなれなかった。こんな所で死ぬのも気に食わなかったが、それも仕方な

い事か、とも思えてしまうのだ。

「それにしても、ここはどこなんだろうな」

私が作った空間の中だ

アルスティの疑問の呟きに対して、まるで期待していなかった返答が返って来た。随分

と重苦しい声だった。もの凄い威厳が感じられる。

「わあっ」

又もアルスティは大声を上げて、白い獅子の首筋に抱き付いた。

「な、何だ何だ」

驚くなという方が無理だが、君を基準にして、右の方を見たまえ

有翼獅子の首にしがみついたまま、アルスティは右の方を見た。そこには、暗闇が広が

っていた。その中に、微かな光が二つ、申し訳なさそうに輝いていた。

（な、何だ……）

アルスティが前方を凝視すると、目が暗闇に慣れたのか、それとも闇自体が淡くなった

のか、何やら巨大な物体が見えた。

「は……話し掛けてきたのは、お前か？」

そうだ。シュタイナーという。アルスティ＝ヤン＝トーテスよ

声の主 シュタイナーは答えた。それは、音として聞こえてくる声ではなかった。よ

く判らないが、頭の中に直接響いてくるような声だった。

「なな、何で俺の名を知っているんだよ？」

アルスティの声は、完全に裏返っている。そして、目の前の物体に対して恐怖している

事を示すように、震えていた。

よく上の崖にやってきてたからな。

そんなに怖がる事はない。別に取って食おうとしているわけではない。
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安心したまえ

「じゃ、じゃあ何でこんな所に俺を連れ込んだんだよ」

このままあの場所に君を居させたら、君は死んでいたからだ

「死んでいた？ どういう事さ」

よく思い出してみたまえ。レオンが君を銜えて飛び降りなかったら、君はあの場で死

んでいたのだ

シュタイナーの声が響く。推定ではなく、断定の口調だった。もし、彼があの場に居続

けたとしたら、何度か起こった爆発に巻き込まれていた可能性は極めて高くなっていただ

ろう。

「じゃあ、何で俺を助けたんだよ」

簡単に言ってしまえば、私が君を選んだからだ

「選んだ、だあ？」

その通り。君の身・技・体、全てが私を満足させるものだった。今の私には、君の心

が必要なのだ。ローウェンフェルドを止めなければならん。そのために、力を貸して貰い

たい

「ローウェンフェルドってな、一体何なんだよ」

流石に、シュタイナーの話を聞いていても、理解できないアルスティだった。

古の狂気と亡霊に取り憑かれた、最強の竜としか言えんのだ。そして、奴は、その最

強の力を以て再び目覚めようとしている

「そのローウェンフェルドってのが目覚めると、どうなるんだ？」

奴がどの程度の変化をしているかは判らぬが、この世界を滅ぼすくらいことは、容易

に出来るだろう

この話こそ、アルスティには理解しようのない内容だ。誇大妄想だと思わないではなか

ったが、目の前の物体が、嘘を言っているような感じはしない。

それでも、それを感じたからこそ、アルスティは、結局は、突拍子もない内容を話した

シュタイナーの申し出を受けることにしたのだ。

「仮に、俺があなたの言葉を信じて、あなたの指示に従ったとしよう。それで、あなたが

言った事態に変化が起こるのか？」

アルスティは、自分に対する利益については訊こうとはしなかった。元々そのような物

を期待してはいないし、望んだところで得られる物でもないだろうから。

残念ながら、それについても、断言は出来んのだ。最悪の結果を免れるとは限らん。

それでも、何もしないよりは、何かした方が良い。

そう考えているからこそ、君の助けが欲しい

「 少し、考えさせてくれないか。

あなたの言葉を全く信じていないわけではないんだが、どうしても、納得が出来ない部

分が多過ぎるんだ。

少し、考える時間が欲しい」

それが、アルスティの正直な考えだった。何も打算的なことは考えていない。シュタイ

ナーに選ばれたという事実だけが、彼の中で大きく占めていた。

構わない。しかし、あまり時間がないのもまた、事実だ。
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いつまでに回答をくれるか？

「三日で良い。今日を入れて三日間、考えさせてくれ」

判った。三日後の夕方、もう一度、先程の崖の上に来てくれ。その時に、回答を聞こ

う

シュタイナーの言葉に応じるかのように、今まで大人しく二人の（？）やりとりを見て

いた（聞いていた？）レオンが、アルスティの傍らにやって来た。

レオンが君を送ってくれるだろう。では、三日後に

シュタイナーはそう言ったが、まさか、この後すぐに再会する羽目になるとは思っても

みなかった二人だった。

シュタイナーがそう言うと、レオンはアルスティの服だけに器用に囓り付くと、その巨

大な翼を広げた。

「おわぁっ」

アルスティが驚愕の声を上げるか否かの内に、一人と一頭の身体は空中にあった。そし

て、次の瞬間、この空間から姿を消していた。そして、更に次の瞬間、先程、レオンとア

ルスティが出会った崖の上に一人と一頭の姿はあった。

そこは、先程の爆発のせいで幾つかの穴が穿たれていた。

「一体、何なんだ、こりゃあ」

レオンに解放されて、崖の穴を見たアルスティは呟いた。

（そう言や、この有翼獅子に押さえ付けられた時に爆発があったような気がしたな）

確か、シュタイナーも、そんな事を言っていたっけ。

「しっかし、とんでもない内容の話を聞かされちまったなぁ……」

無意識の内にレオンの鬣を撫でながら、アルスティは呟いた。

「俺は一体どうすればいいのかなぁ」

そう呟いた時、上空から何かが空を切るような音を、アルスティは聞いた。

「 ！」

その時、レオンがアルスティの胴を銜えて、飛び立った。

その直後、一人と一頭の居た場所に、巨大な何かが突き刺さっていた。

「な……っ」

レオンの背中に放り投げられるように乗っけられたアルスティが見た物は、簡単に言え

ば、巨大な剣だった。剣の先端の一部分だった。何かロープのような物で繋がり、剣の一

部に繋がり、それが繰り返されて、上空に伸びていた。

そして、その先には、何か人型の物が空中に浮かんでいた。

色はやや緑がかった黒。複雑な鎧を纏い、巨大な盾を持っているようだったが、全てが

漆黒で纏められていた。

その人型の物体が、右腕を振り上げると、右手に繋がっているような剣が崖から抜けて

戻っていった。

「何なんだ、ありゃあ」

アルスティは、上空の黒い人型の物体を見て呟いた。少なくとも、友好的な雰囲気を持

っているようではなかった。

人型の物体が突如降下してきた。明らかにアルスティ達を狙っている。
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「でかいっ」

アルスティは咄嗟に抱いた感想を正直に口にしていたが、そのような物は、相手には関

係がない。鎧を纏った人型の物体は、身長にして２０メートル近くあったのだ。その巨大

な右腕がこれまた巨大な剣を振り上げる。

レオンが物凄い速度で移動したために、一人と一頭は巨大な剣の一閃を喰らわずに済ん

だのだった。もしその場に居たとしたら、真っ二つにされていただろう。

「一体、何なんだよっ」

レオンの背の上、アルスティは背後を振り返って叫んだ。

アルスティの視線の先の人型の物体は距離が十分あるにもかかわらず、その右手の剣を

真横に振る。

「まずい、レオン、降りろっ」

アルスティは、自分の直感に従って叫び、レオンはその言葉に従ってくれた。それが結

果的に彼らを助ける事になった。二人の直上を剣の一閃が通過していったのだ。黒い人型

の物体の右手の剣は伸縮自在に伸び、距離を無視してアルスティ達に対して襲いかかった

のだ。

「あ、危ねぇ」

アルスティは背筋が寒くなるのを感じた。

「お、おい、レオン。何とかならないのかよ」

アルスティは、自分を背中に乗せて飛んでくれている白い有翼獅子に対して語りかけた

が、レオンに何が出来るのかはまるで判らない。

そして、レオンも又、何か出来るわけではなかった。アルスティにしても、レオンにし

ても、自分達に襲いかかる黒い巨人の前では無力に等しい。第一、サイズが圧倒的に違い

すぎる。小回りが利くかもしれないが、一撃でも喰らったら、その時は身体がバラバラに

なってしまう。

このままでは、いつか、確実にあの黒い巨人の攻撃の餌食にされてしまうのは目に見え

ていた。

黒い巨人は尚もアルスティとレオンを追って来た。その移動速度は、レオンなど問題に

ならない。それでも、レオンの飛行速度は並ではないのだ。

やや緑がかった黒い巨人は自分の間合いにアルスティ達を捉えると、剣を大きく振り上

げた。

（殺られる ！）

アルスティが自分の死を覚悟しなければならなくなった時、とりあえずの奇跡が起こっ

た。黒い巨人の眼前を青い閃光が走り、巨人の移動を止めたのである。

「何だ……、黒い巨人に、蒼い巨人……」

アルスティは、背後の光景を振り返って、呟いた。

先程自分達に襲いかかった黒い巨人と、それを止めようとした青い巨人。サイズは大体

同じだし、デザインの意匠も似ている。無論、大きく形が違うのだが、共通しているとい

う印象は受ける。ただ、剣や盾という武器を持っている黒い巨人に対して、蒼い巨人は武

器を何も持っていない。

「シュタイナー、か……」
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アルスティは、蒼い巨人の後ろ姿を見て呟いていた。何故かは判らないが、そうだとい

う確信はあった。あの暗闇の中、自分に語りかけてきた物体の暖かみと言うべきか、その

ような物が、蒼い巨人から感じられたと言えば良いのだろうか。

二体の巨人は対峙していたが、その均衡はすぐに破られた。黒い巨人が攻撃を開始した

のだ。剣を振り上げ、振り下ろしたのだ。

蒼い巨人は左腕の小型の鎧のような物でその剣を弾き、逆に間合いを詰めて殴りかかる。

徒手空拳の蒼い巨人はそれしか攻撃の方法はない。後は蹴飛ばすくらいだ。

（駄目だ。あれじゃ駄目だ……）

しかし、蒼い巨人の動きや体捌きを見ていたアルスティはそう思わずにはいられない。

そして、アルスティの判断通り、徒手空拳であり、動きも黒い巨人に及んではいない蒼

い巨人は次第に圧倒されていく。

「駄目だっ」

アルスティが蒼い巨人に対して叫んだ時、黒い巨人の伸びた剣が、蒼い巨人の左腕に巻

き付いた。そして、次の瞬間、蒼い巨人の左腕は切断されていた。

「 ！」

アルスティの眼前、蒼い巨人の左腕の切断面からは、鮮血が流れ落ちていた。

「からくり人形じゃ、ない……」

どこかしら、目の前の二人の巨人をそのように見ていたアルスティだったが、それも無

理のない事だったのかもしれない。少なくとも、目の前で繰り広げられている状況は、ア

ルスティの理解の範疇を越えていると言って過言ではない。

蒼い巨人は、血の糸を引きつつ海面に落ちて行った。そして、物凄い水飛沫を上げて海

中に消え、水面には赤い染みが拡がって行く。

「シュタイナーっ」

アルスティは叫んでいた。レオンの背から身体を乗り出して、赤い染みが拡がって行く

水面の様子を凝視していたが、蒼い巨人が浮かんでくる気配は無かった。

しかし、アルスティ達にはそれを気にしている時間は与えられていなかった。黒い巨人

が、再びアルスティ達に襲い掛かって来たのだ。

「やべぇっ、レオン、何とかならないのかよっ」

自分を乗せている有翼獅子に対してアルスティは叫ぶが、やはり、彼等には逃げるしか

策が無い。

黒い巨人が、背後に迫り来る。レオンがどれだけの速度で逃げ回ろうとしたところで、

元々の速度が違いすぎる。完全に黒い巨人の間合いに捉えられていた。

（もう逃げられないのかよっ）

アルスティ、私に手を貸してくれ

諦めの心境がアルスティの中に広がろうとした時、彼の脳裏にシュタイナーの声が響い

た。

「シュタイナーかっ」

アルスティは、藁にも縋りたい思いで、声の主に対して叫んでいた。

そうだ

声の主は、アルスティの問いを首肯したが、その声は、先程とは違って苦しそうだった。
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「あんたが、あの蒼い巨人なのかよ」

そうだ、アルスティよ、私に手を貸してくれ。そうしなければ、私もお前も助かる途

はない

アルスティの声が響く間にも黒い巨人はレオンとアルスティに迫ってくる。もう時間の

問題だろう。

「どうすりゃいい、早く教えてくれっ」

アルスティも、最悪の事態は避けたかった。

それに、二つの巨人が闘っている姿を見て、蒼い巨人が自分達を庇ってくれていた事に

も気付いていた。恩には恩でもって返さなければならない。蒼い巨人が命懸けで自分を護

ってくれたのなら、こちらも命を懸けて、それに報いなければならない それがアルス

ティの生き方だった。

アルスティの声に応じるかのように、鮮血で赤く染まった海面が盛り上がり、片腕を失

った状態の蒼い巨人 シュタイナーが出現した。

レオンが、その胸部に向けて突進する。

胸部の装甲のような部分がそれぞれ移動し、一つの空間への入り口を作り上げる。

「そこには入れってんだなっ」

アルスティがそう認識するのと、レオンとアルスティはその空間に入り込んでいたのと

どちらが早かったのだろうか。暗闇にぶつかるというような印象を抱いたアルスティだっ

たが、気付いた時には、レオンの姿はなかった。

「シュタイナー、どうすればいい」

時間がない、説明は後だが、まずは同調する

シュタイナーの声が響いたと思った瞬間、アルスティの額に何か触手のような物が貼り

付いた。

気持ち悪いという印象を抱く暇も無く、左腕に激痛が走り、視界が開けた。何か目の前

にレンズのような物があって、それを通して外界を見ているような印象だった。

左腕が痛むだろうが、許してくれ。

今は、お前の意志通りに動くはずだ

シュタイナーの言葉通り、奇妙な違和感はあるが、それでも、シュタイナーの四肢は彼

の意志に従って自由に動くようだった。

だが、その時、右肩に大きな衝撃と、灼けるような痛みを感じた。目の前の黒い巨人が

自分に対してその剣を振り下ろし、それが見事に決まったのだ。

アルスティは、黒い巨人の殺意を今更ながら感じずにはいられなかった。それと同時に、

アルスティの闘志に火が着く。

「なめるなっ！」

アルスティ＝シュタイナーは吼え、同時に黒い巨人の右手首を掴み、捻り上げていた。

そして、その右手首を一気に握り潰してしまう。装甲に網の目のような亀裂が走り、その

隙間から血が噴き出す。恐るべき握力だった。更に握り潰してしまっただけでなく、その

まま縊り切ってしまった。先程までのシュタイナーの動きとはまるで違っていた。

アルスティ＝シュタイナーは、縊り切った黒い巨人の手首を投げ捨ていると、殴りかか

った。両方とも片腕ずつ、互いの力量が物を言うが、アルスティと同調したシュタイナー
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は、ほぼ確実にアルスティの意志に従って動いていた。アルスティの意のままに動いてい

たと言っても過言ではない。

一方、黒い巨人は左腕の巨大な盾で防ごうとしたが、二度、三度と強烈な拳の攻撃を受

けている内に亀裂が走るようになっていた。

「おおおおっっ!!」
そして、アルスティ＝シュタイナーの気合いと強烈な拳の一撃で、遂に黒い巨人の黒い

盾は砕け散り、アルスティ＝シュタイナーの拳は黒い巨人の胸部を大きく抉っていた。

そして、黒い巨人の胸部装甲にも亀裂が走る。割れて剥離した装甲の向こうには、肉の

色が、妙に生々しく見えた。

「シュタイナー、どこまでやればいいっ？」

それが、アルスティにこんな台詞を発せさせたのだ。このままアルスティが自分の闘志

と怒りのままに相手に対して攻撃を仕掛けていたら、確実に黒い巨人 もし人間だとし

たら を破壊してしまうだろう。

「リードよ、今は退け。我々とお前が闘わなければならない理由は無いはずだ」

蒼竜シュタイナーは黒い巨人 玄竜リードに対して声を発する。シュタイナーとして

も、リードと闘うのは避けておきたいらしい。

「今はお前に勝ち目はない」

「退けると思うのか」

シュタイナーの言葉に対して、リードが初めて声を発した。低めの女性の声だった。声

自体は美しいが、状況が良くない。

「あのお方の為に、お前達は必ず斃すっ」

そして、割れた盾を武器代わりにして殴りかかってきた。しかし、今のアルスティ＝シ

ュタイナーの前ではまるで遅すぎる。

「馬鹿野郎っ」

アルスティ＝シュタイナーは叫び、その盾を殴り砕いた。更に右脚でリードの腹部を蹴

り上げる。相手がまだ闘うつもりなら、相手が退いてくれないのならば、こちらも徹底的

に相手の戦闘能力を奪うしかなかった。でなければ、こちらが殺られる。

もはや、リードに戦闘能力など無いというのに…… そうだというのに、アルスティ

には、リードの中にいる者の執念に恐怖していた。

「いい加減にどこか、行きやがれっ」

アルスティ＝シュタイナーの攻撃に容赦はない。それだけ、リードを恐れていたと言え

る。

装甲が砕け、剥離し、内部の筋肉組織が覗き、それが裂け、切断され、鮮血が吹き出し

ても、リードはアルスティ＝シュタイナーに対して組み付こうとして来、その度に新たな

損傷を負う。

「畜生、何が一体そこまでさせやがるっ」

アルスティ＝シュタイナーの右拳がリードの顔面の装甲を砕く。

それでも、リードはその場に留まり、尚もアルスティ＝シュタイナーを破壊しようと殴

り掛かってくる。互いに徒手空拳で、しかも隻腕。そうなれば、膂力と技術のある方が勝

つ。そして、シュタイナーはアルスティという武術の達人と言えるレベルほどの者と同調
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している。まともにやり合ったら、リードに勝ち目は無い。

それなのにリードは、勝ち目のまるでない闘いを止めようとしない。何の為に。何を目

的として？

それがまるで判らないから、アルスティはリードの中にいる者に対して底知れぬ恐怖心

を抱かざるを得ないのだ。

そして、リードはアルスティ＝シュタイナーに抱き付くように迫って来た。

「このぉっ」

アルスティが吼え、未だに闘いを止めようとしない玄竜リードに止めの一撃を加えよう

としたその瞬間、二人の巨人の間に閃光が奔った。

「何？」

こいつは ！

アルスティとシュタイナーが閃光に対してそれぞれの感想を抱いた瞬間、シュタイナー

の身体はアルスティの意志の支配から外れ、後ずさっていた。

「何なんだよ」

二人の巨人の間に割って入った閃光は、玄竜リードを庇うかのように空中に静止した。

何て事だ……

シュタイナーの呻き声が、アルスティには聞こえた。現在のアルスティは、視覚や聴覚

は確保されていたが、自分の意志で指の一本も動かせる状態ではなかった。

閃光が次第に輝きを落としたのか、それともシュタイナーやアルスティの視覚が慣れた

のか、その姿が認識できるようになった。

黄金竜ローウェンフェルド……

そう呟いたシュタイナーの声は、震えていた。それは恐怖に彩られていた。

シュタイナーの眼前に出現した三体目の竜 それは、リードの漆黒とは反対に、全身

が黄金色に輝いていた。身長もリードより高く、肩幅もリードより大きい。

気になるのは巨大な肩の装甲と、腰の装甲だ。リードやシュタイナーそれとは違って、

スマートではないのだ。リードやシュタイナーの装甲は、無骨なのだが、洗練されたイメ

ージがある。だが、この黄金色の巨人にはそれらのイメージと同時に、それらを上回る何

かを感じさせるのだ。

右手には一振りの巨大な剣が握られていた。

そして、左手には、美しい、そう、戦闘の道具としては余りにも美しすぎる意匠を施さ

れた有翼の裸婦のレリーフを中心に構成された盾があった。

「また、随分と派手な奴だな。全身金色……」

アルスティはそんな感想を抱いていたが、先程のシュタイナーの呟きが気になる。先程

シュタイナーは「ローウェンフェルド」と言った。そう、少し前、洞窟の中で、「最強」

と言っていた黄金竜が眼前に居るのか？

突如、ローウェンフェルドはシュタイナーとの間合いを詰めた。

「 ！ 早い！」

ローウェンフェルドの速度は、アルスティの速度を軽く上回っていた。シュタイナーは

上昇して逃れようとしたが、それより早くローウェンフェルドの剣の一閃がシュタイナー

の左肩を捉えていた。そのまま袈裟に斬り下ろす。装甲がまるで紙のように斬り裂かれ、
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その下の筋肉組織も同様に斬られた。鮮血が吹き出す。

そして、内部にいたアルスティにも同様の痛みが走る。

「うわああああっっ」

シュタイナーの内部で、アルスティは絶叫を上げた。左肩から右腰まで、灼けるような

痛みが奔ったからだ。

更にローウェンフェルドは剣を一閃、シュタイナーの腹部を斬り裂く。

シュタイナーの身体が崩れた。

「シュタイナー、俺に動きを任せろっ」

しかし……

「迷っている暇があるか、このままじゃ本当に殺される」

アルスティの判断は正しかった。シュタイナーの眼前で、金色の巨人が刺突の構えを取

っていた。次の瞬間には、シュタイナーの身体は串刺しになっているだろう。

判った

シュタイナーがそう言ったのと同時に、アルスティの全身により強い痛みが奔る。シュ

タイナーの身体の傷と同じ部位だ。そして、激しい、灼けるような痛みと共に体の自由が

回復するのと、ローウェンフェルドが弓に弾き出された矢の如き速度でシュタイナーに迫

るのと、どちらが早かったか。

アルスティ＝シュタイナーの左の大腿部をローウェンフェルドの剣が貫いた。間一髪で

逃れることが出来なかったのだ。

「うおおおっ」

アルスティ＝シュタイナーが吼え、ローウェンフェルドの頭部を、右脚で思い切り蹴り

上げる。それでローウェンフェルドの体勢が崩れたが、左大腿部の傷口は更に拡がった。

鮮血が吹き出す。

更にローウェンフェルドは剣を捻り、一瞬の内に左右に薙いだ。それで、左脚が切断さ

れる。

「ぐああああっっっ」

アルスティが絶叫を上げる。それは、シュタイナーの声でもあった。

もはや勝負は着いたと言って良い。アルスティ＝シュタイナーの戦闘能力は殆ど失われ

ていた。

それでも、ローウェンフェルドはシュタイナーを嬲るが如く、いや、嬲り殺しにするつ

もりのようだった。

一応は空中に浮いているシュタイナーだったが、とても戦闘が出来る状態ではなかった。

左腕は上腕で切断され、左脚は大腿部で切断され、ローウェンフェルドによって斬られた

胴体各所からは血が溢れ出し、本来ならば美しい蒼の輝きを誇っていた全身は深紅に染ま

り、見るも無惨な状態だ。

「シュタイナー、ちょっとやばすぎないか……」

アルスティが呟いたが、それに応えていられる程、シュタイナーには余裕は無かった。

何とか逃れる手段を見付けなければならなかった。今は全く勝てない。この化け物のよう

に進化した黄金竜ローウェンフェルドは、他の４体の竜が束になって掛かったとしても勝

てないのではないだろうか。現在のローウェンフェルドはシュタイナーの記憶しているロ
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ーウェンフェルドとは全く違うのだ。もともと無骨で大きな体躯を持つ黄金竜だったが、

現在ほどではない。身長自体は変わっていないのだろうが、それに付随している黄金色の

装甲が大きく変わっているのだ。より美しく、より力強く、より凶暴に……。

「何とか一矢報いなきゃ、な」

アルスティが呟いた時、絶好の機会が訪れた。ローウェンフェルドが大上段に振りかぶ

り、剣を振り下ろしたのだ。

それを間一髪で避け、シュタイナーはローウェンフェルドの金色の右腕を脇に抱え込む。

このままへし折ってやる。アルスティはそう思った。シュタイナーの力なら、傷付いてい

たって、それくらいの事はやってのける。

しかし、次の瞬間、シュタイナーはあるはずもない右腕によって、首を捕まれ、締め上

げられていた。そして、右の上腕も、また。

それが何による物か認識する前に、嫌な音が響いた。響き続けた。それは、シュタイナ

ーの右腕の装甲が砕ける音であり、露出した筋肉が潰され、切断される音であり、骨が砕

かれる音であった。そして、最後は右腕が肩口からもぎ取られる音だった……。

「うわあああああっっっ」

アルスティ＝シュタイナーは絶叫を上げた。

そして、見た。黄金竜ローウェンフェルドの右肩から生える３本の腕を。一本は剣を持

っている これは判る。問題は残る二本だ。一つは右腕の外側から 巨大な装甲から

生えていた。そして、もう一本は右腕と頭部の間にあった膨らみその物だった。それが展

開したのだった。そして、右腕の外側の腕にはアルスティ＝シュタイナーの蒼い腕だった

物体が握られていた。

ローウェンフェルドはそれを無造作に捨てる。

「何だと……」

アルスティは苦しげに呟いた。流石にももう闘う気力も起きない。ここまで圧倒的な実

力差を見せ付けられて、自分の死が絶対のものだと思わない方がおかしい そうとまで

思えた。

ローウェンフェルドが剣を持ち直し、アルスティ＝シュタイナーとの間合いを詰めたが、

もはやアルスティ＝シュタイナーは動く力を持っていなかった。そして、全く動かなかっ

たアルスティ＝シュタイナーの左胸を、剣は貫き、それが引き抜かれた時、アルスティ＝

シュタイナーは蒼い物体と化して、墜落して行った。

海面に派手な飛沫を上げさせて、そしてアルスティ＝シュタイナーは二度と浮かんで来

なかった。

アルスティ＝ヤン＝トーテスが意識を取り戻したのは、ノクト市の近くの海岸でだった。

目を開けたアルスティの眼前には白い獅子の顔があった。

「レオンかあ。ここは地獄の一丁目じゃないよな……」

アルスティが呟く。

そして、自分がどのような経験をしたのかを思い出して、身体を起こす。

「……？」

不思議と身体のどこにも痛みは感じられなかった。
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「俺は何でこんな所に居るんだ？」

俺はシュタイナーで闘っていて、あの黄金色の巨人に一方的にやられて、意識を失った。

それなのに、どうしてこのような所に流れ着いているんだ？

アルスティは、ローウェンフェルドの最後の攻撃を受ける直前に意識を失っていたのだ

った。

「そうだ、シュタイナーはどうなった？ なあ、レオン、お前が生きているって事は、シ

ュタイナーも無事なんだろ？」

それは、質問と言うより、アルスティの願いだった。しかし、レオンは何も応えず、白

い翼を広げると、翔び上がり、海面の彼方へと飛び去ってしまった。

「お、おい」

アルスティがレオンを呼んだが、レオンは戻って来なかった。

「何てこった……」

アルスティは脱力してしまい、その場にへたり込んでしまった。

激しい無力感が彼に襲い掛かっていた。シュタイナーという蒼い巨人に頼まれて、彼に

力を貸したが、それなのに何の役にも立てなかった。

空を見上げてみたが、夕闇が迫っている以外、何も変化が無い。黄金色の巨人も、リー

ドとか呼ばれていた玄い巨人も、どちらの姿も無かった。

「何をいい気になっていたんだよ、俺」

アルスティは波打ち際に仰向けに倒れ込んだ。潮騒の音が聞こえてくるが、慰めにも何

にもならなかった。彼の中にあるのは、余りにも激しい無力感と、そして虚無感だけだっ

た。

翌日、アルスティは普段から訪れている例の崖の所にやって来た。

あちこちに爆ぜた跡がある。何かによって斬られたような鋭い亀裂がある。これらが、

昨日の出来事が幻ではなく現実だったことを示している。

「シュタイナー……」

アルスティは呟いた。

「ごめん……。俺は、何もできなかった」

アルスティは項垂れたまま呟くように言った。

その時、背後で何かが動く気配があった。振り向いたアルスティの視線の先に居たのは、

白い有翼獅子 レオンだった。唸り声を上げてアルスティの方に歩いて来る。

その鬼気迫る姿に、アルスティは本能的な恐怖を感じた。

「レ、レオン……」

アルスティは無意識の内に後ずさっていた。そして、すぐに崖の端にまで追いやられて

しまう。昨日と似たようなシチュエーションだ。

「俺を殺す気か。

……そうだよな、俺がシュタイナーを殺してしまったようなものだからな」

アルスティは半ば諦めたような口調で、唸り声を上げているレオンに言った。

「殺すのなら、一思いに殺してくれよ」

アルスティがそう呟いた瞬間、レオンがアルスティに飛び掛かった。巨大な前肢がアル
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スティの肩を打ち、押し倒した。しかし、アルスティが端に立っていたために、倒れると

いうより、空中に放り出される形となった。

そのまま、海面に叩き付けられて、死を迎えるものだと感じたアルスティだったが、も

う少しましな殺し方があるだろうと文句を言いたくもあった。せめて苦しみを感じなくす

る事くらい出来るだろうに。

しかし、昨日と同じく、アルスティは海面に叩き付けられる事はなかった。海面に叩き

付けられる寸前、彼の身体は海から溢れ出した閃光に包まれ、一瞬の閃光が消えた時、ア

ルスティの身体も消え去っていた。

そして、彼が意識を取り戻したのは、昨日と同じくら闇の中だった。だから、アルステ

ィは場所に関しては、驚かなかった。むしろ、ここに居ること自体に対して驚きを感じな

ければならなかった。

「シュタイナー、か」

そういうアルスティの声は震えていた。

そうだ……

そう答えたシュタイナーの声は、さすがに苦しげだった。

「生きて、いるのか……？」

何とか、な……。

だが、全身がボロボロだ。身体の再生に少なくとも半年は掛かるな

シュタイナーの声は聞こえるが、姿は見えなかった。

だが、アルスティは、シュタイナーがどれだけの怪我を負ったかは知っている。玄竜リ

ードに左腕を肘から切断され、黄金竜ローウェンフェルドには左脚を大腿部で切断され、

右腕を肩で引き千切られた。そして、どう考えても致命傷になった筈の傷 剣に左胸を

貫かれた。

我々を人間の尺度で測るなよ。

この程度というには重過ぎるる傷だが、再生は可能だ。まあ、時間は掛かるがな

そんな口調で話すシュタイナーは、とにかく人間くさかったが、その事については、ア

ルスティは何も言わなかった。

「そうか」

代わりに、アルスティはそう答えただけだった。

「 で、用件は一体、何んだい？ レオンを俺に嗾けて、こんなところに俺を呼び寄せ

たのは、何かの目的があったからだろう？」

そして、こう繋げる。

「俺に出来る事だったら、何でも協力するよ」

そう言って貰えると、話が早い。

用件は同じだ。お前の心と技術を貸してくれ

「あの、ローウェンフェルドとか言う奴を倒すつもりか？」

無論だ。奴を倒さなければ、世界に未来はない

シュタイナーは、何の躊躇いもなく断言する。意志は固いようだった。

奴と闘うには、私に何が不足している？ お前ならば、どう闘う？

そして、早速本題に取り掛かったシュタイナーだった。
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「俺だったら、徒手空拳で闘うなら、まず、奴を間合いに捉える。それで殴り倒す、と行

きたいところだが、あの三本腕は厄介だよな。

だから、あの腕を封じる手段が欲しい。残りの二本の腕にダミーでも掴ませられればい

いんだが」

何か、イメージはあるのか？

シュタイナーが問い掛ける。

「まあ、無いわけじゃあ、ないけど」

それを貰えるか？

「もう一度、お前の中に入ってみるのか？」

まあ、そう言うことだ。どうだ、頼まれてくれるか？

「今更断るつもりは無いよ。

世界を護るってのは、あまりピンと来ないけど」

ここで、アルスティは言葉を切る。昨日、ノクト市に戻ったアルスティが見た物は、普

段とまるで変わらない市井の様子だった。ローウェンフェルドとかいう黄金色の巨人が何

かをしでかしたとは思えなかったのだ。

「 だけど、負けたままってのも、何だか気に食わない」

アルスティは大きく伸びをする。

「いいよ。乗り掛かった船だし、何だってやってくれ」

助かる。では、始めようか

それが、この場で聞いたシュタイナーの最後の声だった。

そして、アルスティが目を覚ましたのは、先程レオンに落とされた崖の上だった。周囲

には、誰も レオンも居なかった。

それから、アルスティはちょくちょくとシュタイナーの様子を見にこの場に来て、海に

飛び込むような形 見方によっては投身自殺をしているようにも見える で、シュタ

イナーに会いに行った。

途中、何度か再生中の様子を見せた貰ったことがあるが、とても正視に耐えられる物で

はなかった。だから、冒頭で、アルスティがシュタイナーを見ることを断ったように、そ

れ以来、一度として再生中のシュタイナーの姿を見ていない。

ロイドが言うように、アルスティの武術の質が、というか、武術に取り組む姿勢が変わ

ったのは、確かにその頃からだった。だが、アルスティ自身としては、変わったつもりが

なかったのだが……。

そして、アルスティ＝ヤン＝トーテスはマリア＝ルイドルフ＝シュタイナーと出会うこ

とになる。

蒼竜シュタイナーが完全に再生し、更に進化するまでに、もう暫く掛かるというのが、

現在の状況なのだった。
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「成る程なあ」

アルスティの育ての親であり、武術の師匠であるロイドは、アルスティの話を聞き終わ

って、大きく頷いた。

「 で、お前は、そのシュタイナーとかいう巨人が再生したら、お前はここを出て行く

つもりなのか？」

「すみません。多分、そうなると思います。育てていただいた御恩もありますが、これば

かりは譲れません。マリアさんが居ようが居まいが、これは俺の問題です」

アルスティの言葉をロイドは黙って聞いていた。

「まあ、お前だって、もう大人だ。俺がどうこうしろというほどのものではないが、一つ

だけは言っておく。

決して後悔するようなことはするなよ。

師範代の席だけは空けておいてやる。今回の事に片が付いて、戻ってくるつもりが

あるのなら、戻って来い あのマリア嬢と共にな」

それまで厳しい表情で喋っていたロイドだったが、最後だけは、マリアが初めてこの道

場を訪ねてきた時のような野次馬親父のような雰囲気に戻って、話したのだった。

最後の最後に外されて、それまで神妙な表情で聞いていたアルスティは一気に脱力して

しまう。

「ししょー」

がっくりきたアルスティもまた、そんな言葉しか返せない。

「だからぁ、そんな関係じゃないんですってば」

「はっはっはっ。照れるな照れるな」

アルスティが否定しようとしても、ロイドはまるで意に介していない。この剛胆さが、

ロイドの人間としての欠点であり、逆に魅力でもあるのだろう。

「護ろうとするものが出来た時、人は強くなれる」

しかし、再び真面目な口調でロイドが話し始める。

「この半年、お前は確かに強くなった。その理由が解った気がする」

この半年、ロイドの言う通り、確かにアルスティは強くなった。武道家としても、人間

としても。武道家としては、ロイドと肩を並べるほどだ。そして、がむしゃらに強さだけ

を求めてきたそれ以前の頃と比べて、彼は常に周囲を見るようになった。自らの強さだけ

でなく、周りを護る強さを求めるようになっていった。

「護るべき力を求めたのは、正解だと思う」

「ありがとうございます」

誠心誠意、アルスティは深々と頭を下げたのだった。未だ、自分は師匠たるロイドに及

んでいないと思う。

「それでは、出掛けてきます」

そして、アルスティは立ち上がって、道場を後にしたのだった。

シュタイナーが完全に回復し、更なる進化を果たすまでには、もう少しの時間が必要で

あり、そして、アルスティ＝ヤン＝トーテスの人生の大きな転機が訪れるまでにも、もう

少しの時間が必要であった。
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五竜物語 第二話 「蒼竜シュタイナー」

①『黄金と玄』 完


