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第六回 闇に降る雪

目次

口上

さて︑むかしのはなしであります︒
今で言うなら中国の西方︑ 岩だらけの地
りょく ほ う じ
にぽつりとできた森の城郭 ﹃緑宝寺﹄ を拠
わ け の わ か ら ん
く う ま
点とし︑ 正体不明の化け物 ﹃空魔﹄ の気配
に敏感すぎる者たちが︑ 護身のために寄り
しょう は げんりゅう
集まった術師集団﹃衝派源 流﹄︒
らいゆうし
そ の 術 師 見 習 い で あ る雷遊子は︑ 師 に 託
された呪具﹃盤印﹄の使い方を知るため︑大
変な旅を続けております︒
変 な 連 中 に 追 わ れ な が ら︑ さ て は て︑ 旅
はいつまで続きますやら︒

ま ず は 総 集 編 ﹃衝 派 の 術 師 た ち﹄ ど う ぞ
ご覧ください︒

きんどんてい

酒処 金丼亭 亭主敬白

第六回
一

闇に降る雪

ついれん

ここに︑一幅の対聯がある︒
その一つにはとある術師が述べた言葉が︑もう一
つにはまた別の術師が発した言葉が︑それぞれ記さ

右の聯にいわく

闇夜に雪の積むごとく

幽けき光大地を染めゆ

こう みょうれん

鴻 妙漣

二人がいかなる人物であったのか︑数少ない資料

資料は少ないのだが︑宝にまでなるほどに有名であっ

から追って行くのは困難である︒ただでさえ衝派の

この二つの言葉は︑まったく違う時︑違う場所にお

たはずのこの二人︑特に前者の名は︑他では見るこ

れている︒
いて︑お互い知らずに口にしたものである︒だが偶

とができない︒



﹃術師録﹄衝派の章より抜粋

町角で商売をする者がいる︒

二

いるようにさえ思える

衝派はむしろ︑この人物に触れることを︑避けて

然にも︑二人の対照的な性格がよく現れており︑の

しゅうせんたい

秀 泉碓

ちに衝派源流の宝の一つとして緑宝寺に納められる

幽けき白は黒に溶けゆ

かそ

闇夜に雪の降るごとく

左の聯にいわく

ことになった︒
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あわせ

そで

机の後ろには︑男が一人︒よれた十徳帽からはみ

出たぼさぼさの髪︒薄汚れたねずみ色の 袷 ︒袖から

その店が出はじめたのはいつごろからなのか︑町

に住むだれ一人として知らなかった︒不思議がる者

はひもののような腕が︑襟からは漬け物のような首

えり

がいないのは︑知らないことそれ自体︑気付く者が

このような店にだれが来るというのか

るのによい場所でないことは間違いない︒

商売をす

が︑それぞれにゅっと突き出している︒

おしろい

しかし︑その日もその店は開いている︒
三

﹁ちょっと休みましょぉよぉ﹂

してみると︑机の上に置いてあるものは︑筮竹の

ろにたらし︑大きな目に疲れをためながら︑足を少

黒っぽい綿入れ︒腰より少し短い髪を編み上げて後

十を過ぎ たくらいの 少女が言 う︒ うす緑 の着物に

つもりであろうか︒割ったままで太さも長さもまち

しだけ引きずるように歩いている︒

、
、
、
、

ば︑そば屋と間違われかねない︒

背の高い少年︒こちらは少しくすんだ蒼の衣に革の

あお

応えたのはその前を行く︑ 少女よりちょっとだけ

さい

まち︑あちこちにくびれやささくれが目立つ竹が数

、
、
、

ち込まれている︒これでとなりに湯でも沸いていれ

む ぞ う さ

﹁あとちょっと︑頑張ろよ彩ちゃん﹂

と書かれている︒



、
、
、

十本︑なかば枝のついた竹の器に︑ただ無造作にぶ

ぜいちく

の布きれ︒通りへ面した部分には一文字大きく﹃易﹄

えき

上にかけてあるのは︑日に焼けて茶になった木綿

たらないほど古ぼけた机が一つ︒

た壁のその前に︑似つかわしいと言っても失礼にあ

家︑昔は幾多の盗人を阻んだであろう︑白粉の剥げ

いくた

城 郭 に ほ ど 近 い︑ 人 気 の 少 な い 場 所 に あ る 古 い

じょうかく

ともあれ︑その日もその店は開いていた︒

いなかった証拠である︒



ぞうり

上着︒旅草履の先はずいぶんとほつれ︑彼の長旅を
十分に物語っている︒右肩に葦の笠︑左肩には荷物
の袋︒おそらく少女のものであろう︑うす紅色をし
た幅のある木綿ひもでまとめられた髪が︑歩くたび
尻尾のように揺れている︒
あたりは一面荒れた畑︒脇に小さな川︒その中に︑
疲れた様子の子供が二人︒
人がいない︒ここ数日︑だれにも出会っていない︒

﹂

けに︑自分が気弱になったことを認めたくなかった︒
﹁ほんとに行くのぉ

﹂

であることを考えれば︑納得できないでもない︒だ

えて行くのを感じた︒手と手の触れあうその場所か

しばらく して︑ 雷遊 子はふたり の手から 震えが消

城門からまっすぐに延びる一本の道︒その足元が

ともなく︑すんなりと中に入れてもらえた︒

県城の門 をくぐる︒ 子供二人は 特に怪し まれるこ

やがて︑目の前に家ほどの高さの壁が見えた︒

が︑疲れを引きずって歩いている子供たちが︑そん

した︒

ろからのくすくす声は︑とりあえず無視することに

はそのまま︑手を引っ張りながら歩いて行った︒後

ぼえた︒少女︑彩花もまた震えていたのだ︒雷遊子

さいか

言いながら その手を掴 む︒ と︑ 手に妙 な震えをお

﹁いくの

彩花の声がややふてくされたように聞こえる︒



ら︑身体中が暖かくなるように思えた︒

これほど広い道なのに︒ も
っとも︑これは今が初冬



なことに気付くはずはなかった︒
泊まる家も ない︒ 野宿は慣 れた少年だ が︑ こうも

いこの間までは︑一人で旅していたのだから︒それだ

の指は震えていた︒子供だけの旅だからではない︒つ

恐さがないといえばうそになる︒現に少年︑雷遊子

続けば嫌にもなる︒
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ま

ただなか

見えないほどの人︑また人︒周りには︑今まで通っ
いち

た町の何倍もの店の列︒
二人が来たときは︑市の真っ只中だったのである︒
み せ も の

右を見ればお菓子に果物︑左を見れば芸人に見世物︒
大きな市を見たことのない子供たちには︑もう全身

恐ら く旅の 間に 覚えた のだろ うが

これ好奇心の塊となって︑人の河の中へ飛び込んで
いった︒
二人は
よだれ

懐の財布をぎゅっと握ったまま︑歩いていった︒
お菓子の 山の前 で 涎 をたらし かけて いる雷 遊子︒
その首に腕を回し︑彩花が強引に引き剥がす︒
もっと もこ ち ら の

かと思えば︑芸人の衣装に見惚れる彩花の腕を︑雷
遊子がぐいぐいと引っ張る︒



場合は︑彼女が飽きて離れたと言った方が正しいが︒
お 腹 が空 い てき た︒ 雷 遊子 は すぐ 近く に 見

ともかく︑二人とも久しぶりにはしゃぎ︑笑い︑そ
して

まんとう



つけた饅頭屋を指差して︑
﹁あそこで食べようか︑彩ちゃん﹂と︑後ろを振り

向いたが︑少女の姿がない︒

﹂

けんそう

右を左を必死の形相で見回しながら︑雷遊子が叫ぶ︒
﹁彩花ちゃん

いつのま にやら人気 がなくな る︒ 背丈の 四倍ほど

歩きはじめた︒

半分は自 分に言い聞 かせるよ うにして︑ そのまま

ち会えるわ﹂

﹁しかたない︑か︒この中にはいるんだし︑そのう

彼女にもわかった︒

子を見つけられるはずがない︒そんなことは子供の

つため息をつく︒どう考えても︑あの人ごみで雷遊

びた雲が︑空全体を包み込んでいる︒ふう︑とひと

彩花は頭 を 掻いて空を見 上げた︒ やや黄色 みを帯

か

﹁迷ったわね﹂

四

叫び声は︑すぐにあたりの喧騒に紛れてしまった︒





もある壁の脇︒木々の間に︑倉のような建物がぽつ

そう出ている﹂

来なさい︒そのうち︑彼は私のところにやって来る︒



﹁ふん︒会えればいいんだね︒それなら︑私の家に

を隠して筮竹を振るった︒

いた︒

﹂

あ 本当にお金ないんだけど︑もし来な


ま

ようぼう

しばらくすると︑半透明の玉にぼうっと光の点が

に右手をかざした︒

てのひら

脇を歩い ていた十く らいの子 供が︑ 男の 言葉を受

圧感すら感じさせる︒

た小柄な男ではあるが︑皺の交じるその容貌は︑威

しわ

荒れた畑の中︑ 四十前後の男が言った︒ 杖を持っ

﹁風遊子︑そろそろ場所を見てくれないか﹂

ふうゆうし

五

あまりの 態度の変化 に︑ 易者は 呆れなが ら肯いて

かったら︑泊まっていい

﹁ほんと

少女の顔が輝いた︒

ぽつとある︒その一つにへばりつくように︑店が出
ていた︒近寄ると大きな﹃易﹄の一文字が目に入る︒
少女はその前まで来て︑ぼろぼろの椅子にちょいと
﹂ と声をかける︒

腰をかけた︒少しの間︑目の前の男を眺めていたが︑
﹁おじさん︑占いするの
うなず

﹂







その名を聞 いた瞬間 ︑ 易者の動き が止まった︒ そ

﹁雷遊子﹂って言うの︒雷で

彩花はまだ不安そうに相手を覗きこみながら

﹁いいよ︒私も暇だったところだ︒誰を探すかね﹂

易者は目蓋を開き︑軽く笑って言った︒

えきしゃ

欲しいの︒ お
金︑ないけど

﹁えと︑一緒にいた子が︑いまどこにいるか教えて

男は目を開けずにこくりと 肯 く︒



けて懐から 掌 ほどの玉を取り出すと︑暖めるよう



して︑ 一瞬だけ厳し い表情に なり すぐにそ の表情

遊ぶ子﹂

﹁その︑名前でいい
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たように振り返る︒

﹁県城のような大きな町では︑あまり術を使わない

浮き出して来た︒緑の点がひとつ︒だいぶ離れて赤

い点︑そしてそれに重なるように燈色の点︒

ように ︒ 場
合によっては︑他人が巻き込まれるか

ひ と

﹁だめです︒重なってて︑どっちの方向かわからな

らね﹂

一つ二つうなずくと︑大きな壁が見える方へ歩いて

少年は︑よくわからないような表情で︑それでも

叩いた︒

行った︒

うすぐ︑雷くんに追い付けるぞ﹂
言いながら懐から地図を取り出す︒
ふたて

﹁ふ む︒すぐ近くに︑町ががふたつあるな︒


よし︑ 二手に別れよ う︒ きみは 大きな県城 の方に
行きなさい﹂
﹂

こくり︑と小さな頭が動く︒
ほうはん

﹁鮑釆さんは

前の喧騒に圧倒された︒だがしばらくすると︑その

中から見知った顔がやって来る︒ずいぶんと大きく

﹂

なり︑体つきも頼もしくなったけれど︑顔だけは︑変
ることがない︒
﹁おぉい︑雷遊子

小さな人影が︑くるっと振り返る︒苦いその表情

ち着くのも待ち切れないように怒鳴った︒

る︒その肩に飛びつくように腕をまわして︑息が落

﹁私はこっちの小さな村を探す︒居てもいなくても

すでに場を 離れかけてい た風遊子が ︑ え︑ と驚い



あ︑それと ﹂

がとたんに輝いて︑風遊子のもとへと駆け寄ってく



県城の方へ行くから︑きみはそこで待っていなさい



県城の大きな門をくぐった風遊子は︑やはり目の

﹁まぁやむない︒それだけ近づいたということだ︒も

少し肩を落 とした少 年の背中を ︑ 男がぽん ぽんと

いや﹂



﹁女の子
﹂
﹂

突然のことに︑風は目の前が白くなるのを感じた︒
﹁おんなのこ
ようやく口にした言葉も︑ただ間抜けに響くだけ︒
せたけ

しかし相手は何度も真剣にうなずく︒
﹂
ん



﹂

﹁そう︑女の子︒ぼくくらいの背丈で︑髪の毛が長
くて︑編んでる
﹁おんなの こ


﹂

わずかながら︑白さがぬけてきた︒頭のすみに何
が︑どうしたって

かがひっかかる︒
﹁女の子

きあい

﹂

あとには︑喧騒だけが残った︒

六
﹁で︑どの子だって



﹂

町外れに ある︑ 高い杉 のてっぺん近く に︑ 子供が
二人︒

﹁さっき言ったじゃないか︒ぼくぐらいの背丈で
﹂

﹁髪が長くて編んでる︑か︒んなモン︑何人いるか
わかるもんか

雷遊子は少し考えて︑はっと思い当たった︒

﹂

﹁あとは そ
うだ︑あったかい光がでてたっけ﹂

﹁え︑術師なのか︑その子

そう︑普通の人間が︑空に溶けたりするわけはな

衛集団﹃衝派﹄の術師︒

﹃空魔﹄というものから身を守るために術を振るう自

い︒ 彼らは術師 であった い
 や正確には術師見習と

あ

てゆく︒

飛び上がる︒ふたりの姿はそのまま︑空中へと溶け

と

さがいっぺんに吹き飛んだ︒雷遊子の腕を引っ掴む

つか

﹂ 風遊子の目の前から︑ 白

﹂



言うべきか︒世に不偏的に存在する﹃光﹄をもとに︑

﹁そ れ を先 に言 えよ







目の前はまだ白い︒



と︑空いた手で軽く印を組み︑気合と共にぽん︑と

ひ











﹁いなくなっちゃった︑どこにも
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だが︑ 彼らは 世の歴史に残 ることがな い︒ その存
在を知る 者は少な く︑ 術師自 体はさら に少ない は

ずである︒
雷遊子が首を振った︒
﹁ちがうよ︒彩ちゃんは普通の子だよ︒
だけど︑ほんとにあったかいんだよ﹂


うらや

﹂

﹁つべこべ言わずに︑やって見ろよ︒だめなら別の
手考えればいいし

と開いた︒

﹂

る︒そんなことがしばらく続いたのち︑雷の目がばっ

たびに︑落ちないように身体のかたむきを直してや

身体を右へ︑左へとゆっくり動かす︒風遊子はその

言いうと手を組み︑目をつむった︒その体勢のまま︑

雷遊子はちょっと口を尖らせたが︑ わかったと一



あの︑倉みたいなところ
﹂



そういう旧友の顔を︑風遊子は 羨 ましそうに眺め

﹁あそこ
﹁よしきた



いる﹂

﹁うん︒間違いない︒あそこの二階︒奥の壁沿いに

むって︑

倉の前︒ 風遊子が確認する︒ 雷はちょっと目をつ

﹁あの中︑だな﹂

人の姿が消える︒

言いざま︑風は雷の手を掴んだ︒その場から︑二



た︒が︑自分のその表情に気付くと︑少し赤くなり
ながら咳払いする︒
﹂

﹁そっか︒でも︑それならオレじゃなくて︑雷の方
が探せるんじゃないか

いのである︒

持ち上げた︒

うつむきが ちになる雷遊 子の頭を︑ 風はぐい︑ と

﹁でも︑こう人が多くちゃ ﹂


感じることができる︒雷遊子はこの能力が非常に強

術師の多くは︑人の中にある﹃光﹄ ﹃
 内光﹄ を



わかった︒じゃ︑いこう﹂

風はあきれた︒相手の顔をまじまじと見て
﹁そこまで


絡んでいる 腕の感触︑ 肩に食い込む 笠の重み︑ 舞

い上がる土のにおい︒すべてがまざりあい︑混沌と

して溶けてゆく︒あとに残るのは︑ただ気配︒そし
て﹃光﹄︒

風遊子は そのまま ︑ ひょいと宙を 見上げる ように

行える人物を﹃風乗り﹄と呼ぶ︒風遊子はその名の

そこに飛び込み︑一体となって移動する︒これを

﹃風﹄︒世に流れ続ける﹃風光﹄の道︒

して顔をあげ︑目を閉ざす︒なんどか首をひねるよ

通り︑
﹃風乗り﹄としてはずば抜けた才能を持ってい

た︒そもそも︑術師見習いがこれほどうまく﹃風﹄に

まぶた

いた︒

﹂
七

乗れること自体︑異常なのである︒

を流れてる︒じゃ︑いくぞぉ せぇ︑のッ


突然︑周囲から﹃色﹄というものが消え去る︒木々



に見える︒ただ︑形の違いからこれは木︑これは土

だ︒ しかし雷遊子はまだそれに気付かない︒﹃風乗

取り戻していった

し︑両手で印をきめはじめる︒

風から︑出ようとしているの

とわかるだけである︒しかしその形すら︑だんだん

り﹄たる風遊子はその腕をぐい︑と引っ張って合図

した気配があるだけとなる︒

こんとん

とぼやけてゆき︑しまいには何もわからない混沌と

しばらく して︑ 世界が まず形を なし︑ 次第に色を

しだい

﹁ちょうどいま︑低い﹃風﹄が︑あの部屋の真ん中

、
、
、

うにしていたが︑ひとつ大きくうなずくと目蓋を開

れはすぐに解けた︒腕を掴んではいけないのだ︒

雷遊子はいままでと違う方法に疑問を抱いたが︑そ

と︑相手に腕を絡ませて身構える︒



の緑も︑空の蒼も︑土の黄も︒すべてがおなじよう

闇に降る雪
第六回

術使っちゃだめ

﹂

風から出 た二人を 待っていたのは ︑ 女の子 の叫び

だった︒
﹁待って

﹁かっわいげのねぇ奴

老師だって言ってたよ︒怖

怖かったなら怖かったって

言やぁいいじゃないか

さをなくしたら︑生きていけないって﹂
少女が風を見据える︒

﹂

じろっ︑と視線の音がしそうなくらいの目つきで︑

張って お
互いの顔を指差して吹き出した︒ 二人と

雷ちゃん︑誰︑これ

﹁

﹁雷

なんだこのへちゃむくれは

﹁雷ちゃん
﹁雷遊子

﹂

﹂

﹂

ていた︒ときおり︑げほげほと咳き込む音がする︒

せ

雷遊子の笑いは︑すでに息が苦しくなるほどになっ

﹁雷ちゃん︑なによこのちんちくりん

﹂

雷遊子はさらに大きく︑けらけらと笑い続けている︒

﹃これ﹄とは﹂

﹁助けに来た人間つかまえて︑
﹃これ﹄とはなんだよ︑

怒って言う

雷はくっくっと笑って︑ 答えようと しない ︒ 風が



も︑相手の術を防ぐつもりだったのだ︒
﹂

結界が解けてから︑雷は彩花に近づいて言った︒
﹁だいじょうぶ
少女はぷくっと頬を膨らませている︒
﹁遅かったわね︒ずっとここで待ってたのよ﹂
あぜん

﹂

唖然とする二人︒風遊子がたまらずつぶやいた︒
﹁なんなんだ︑こいつは

﹂

初めての場所なんだから︑迷ったってし

それを聞いた彩花がどなる︒
﹁失礼ね

かたないじゃない

あんど

そう言う彼女の瞳は︑安堵の色であふれていた︒雷



、
、
、
、 、
、 、
、 、
、
、
、

二人の声が 同時に響い た︒ 絶妙の間 合いに︑ 雷の





遊子はほっと胸を撫でおろしたが︑つきあいのない





風遊子の方はそうはいかない︒





彩花の声である︒雷遊子と風遊子は思わず結界を














あまりにも︑ば

笑いが︑さらに大きくなる︒彩花も風遊子も︑もはや
げんか

口喧嘩をする気分ではなかった

﹁雷の中で拾われたから雷遊子︒風くんは風の強い

日なんだよね﹂

﹁というわけだ﹂

﹁しかし︑なんで俺達が来るのわかってたんだ

﹁あんたが来るなんて思ってなかったわよ﹂

こ づ

﹂

﹂

彩花はあきれ顔である︒

なずくと

にやっと笑った︒三人の顔を順に眺め︑しっかりう

彩花が後ろで赤くなりながら頭を小突く︒易者は

ざいます﹂

﹁彩ちゃんを助けてくれたんだよね︒ありがとうご

わからない︒そのうちにはっと気付いて頭を下げた︒

覚えがある︒だがそれがどこだったのか︑まったく

雷はその 顔をまじま じと見つ めた︒ どこ かで見た

﹁よく来たね︒雷遊子くん﹂

呼ばれた男は︑三人の頭に手を置いた︒

﹁あ︑易者さん﹂

人が振り返る︒

き︑とんとん︑と階段を上がる音が聞こえてきた︒三

﹁それは︑易者さんが ﹂
 と︑彩花が言いかけたと

﹁でも︑ぼくが来ることがなぜわかったの

むっとして一歩前に出る風遊子を︑雷が押さえる︒



風はそれにかまわず︑最初に感じた疑問を口にした︒

﹁いいかげんねぇ﹂



かばかしくて︒
しゃべ

結局のところ︑雷遊子がまともに 喋 れるようにな
るまでに︑二刻を要した︒
﹁あらためて紹介するよ︒こっちは︑ぼくのむかしっ

兄弟なの


﹂

この子は︑もうちょっ
からの友達で︑風くん 風
遊子︒
雷ちゃんは雷遊子よね

と西の方の町で知り合った彩花ちゃん﹂
﹁風遊子



二人の顔を見比べている彩花に︑風遊子が答えた︒



﹁んにゃ︑ちがうよ︒雷もオレも捨て子だから⁝﹂
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﹁あとで火を持って来てあげよう︒今日はここで寝

なさい﹂
そう言って︑彼は階下へと去って行った︒

八

﹂

彩花が窓へ 駆け寄る︒ 後ろから少年 二人も︑ 早足
でやって来た︒
﹁あ こ
 れ︑雪

風遊子が︑ 感慨深げに言 う︒ 隣でぶん ぶんと首を

縦に振る雷遊子︒もともと︑衝派術師たちの本拠地︑

緑宝寺には巨大な結界がかかっており︑極端には暑

かった風遊子には︑話でしか聞いたことのないもの

くも寒く もならな い︒ 雪は 彼ら 特
に旅に出ていな

ていた︒いままでの旅のこと︑旅で出会った人のこ

なのである︒

﹁ほんと︒雪だね﹂振り向いた少女の微笑みからは︑

り戻した彼女に︑風遊子までも目をそらしたほどで

さきほどまでの緊張が感じられない︒無邪気さを取

︵へんだな︶相手の話がふと途切れたとき︑雷はいつ

はただ一点を見ている︒窓の外︒すでにうす暗い空
の下︑何かが降っている︒

風遊子ははっとした︒なにかが︑心に引っ掛かる︒

と︑白いものも黒くなっちゃうのね ﹂


﹁でも︑ ちょっとがっかりだな︒ 夜だと 黒
 い中だ

たれ︑外を見つめる︒

だが︑その雰囲気はすっと消えた︒少女は窓にも

ある︒

﹂


話の腰を折 られて︑ 顔を上 げる風遊子 ︒ だが相手

﹁あれ

と︑そのとき︑視界の中に見馴れないものが入る︒

もと違って静かすぎる少女をいぶかしげに見やった︒

聞いていた︒

ら話しているのを︑彩花は口も挟まず︑じっと横で

はさ

と︑ などな ど 二
 人が顔を輝かせ︑また曇らせなが

雷遊子と風 遊子は︑ 積もる話を ひとつづつ 片付け





が︑軽く指を合わせると︑今度は真剣な表情で指の

雷遊子は 悲しそう な瞳でそ の背中 を見つめ ていた

さなどお構いなしで雪に見とれる子供たち︒その後

か︑易者が火鉢の火を起こしていた︒窓の方では︑寒

にら

ろ姿をじっと見つめ︑微笑みながら彼はぽつりとつ

すきま

九

あと

﹁そうか︑ああいうところは師匠ゆずりなんだな ﹂


ぶやいた︒

隙間を睨みつける︒
やがて︑指の間がぼうっと明るくなりはじめた︒雷

﹂

はそのまま窓に近づくと︑彩花の脇から手を外へ伸
ばした︒
﹁せぇ︑のっ

翌日︒

雪は夜半 でやみ︑ いまはも う城壁の 隅に 痕が残る

易者はいつ もの通り︑ 店を開いてい る︒ 背後の家

ばかり︒

の二階から︑ときおり子供たちの声がする他は︑特

﹂

少女は回り の景色を まぶしそう に眺めな がら︑ う

よ︒闇の中だって︑雪は︑黒くなんかないさ

んうんと肯いた︒その目のあたりが光っている︒雷

に変ったこともない︒平凡な一日︒

囲気に言葉を失っていた︒
子供たち の後ろで は︑ いつ の間に上 がって来たの

﹂


を上げると︑見覚えのある顔が迫って来る︒記憶の

易者の心 臓が︑ びくん と跳ね上 がった︒ がばと頭

﹁おい﹃神足﹄

しんそく

と
︑そこにいきなり声がかかった︒

遊子はそれに気付いたが︑なんとなく聞きづらくて



﹁ね︒ちょっと光があれば︑雪はきれいに光るんだ

同時に︑あたりの景色が一変する︒

掛け声と共に︑手の中の明かりが輝きを増した︒と



黙っていた︒後ろにいた風遊子もまた︑その妙な雰
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れつざんじょう

﹃ 裂 山 杖 ﹄の鮑釆じゃないか



中よりしわが増え︑髪も白くなりつつはあるが
ほうはん

﹁げ︑鮑釆
い髪が︑風に揺れた︒
せんたい



﹂

﹂

浅くかぶった笠をとる︒あっさりと束ねられた長



さ す がと 言う か ほ
 んとにお前さんは︑ 占師でも
食っていけるな﹂

易者は帽子を少し深くかぶった︒目線が見えない︒

﹁ わ
かった︒お前の目的は︑雷遊子探しだけだな︒

なら目的は同じだ︒それ以上言うこともない﹂

その表情 を探るよう に眺めな がら︑ 鮑釆 は感慨深
げに言った︒

﹁そうだなぁ︒たしかに︑きみとやりあっていた頃

は︑まさかこうなるとは思ってもみなかったよ﹂
真剣な顔になる︒

易者は一 瞬驚いたよ うな表情 を見せると ︑ すぐに

﹁緑宝寺にやって来たとは聞いてたが︑雷遊子の捜

なか

みょうれん

妙 漣 どのがやられたとき︑あの子


か︒



私はそうでもないぞ︒お前さんは衝派そ

﹁そうか

いた

れど至るところは一つのみ

運命とは半ばほどいた 綱のご とし︑ 行く道は 多け

さだめ

を感じて︑こんなところで待っていた

の行方を見逃してしまった︒お前さんはそれに責任

﹁あの子の師匠

だが︑相手はそのような表情にもかまわない︒

索に加わるとはな︒ずいぶん気に入られたもんだ﹂

腰をおろした︒泉碓はやや険悪な表情になって

﹁うまく︑乗せられた﹂と笑いながら粗末な椅子に

い す

と︑待てよ︒ひょっと



﹁久しぶりだねぇ泉碓︒もう何年ぶりだろう
﹂

﹁なんでお前がここに
して︑緑宝寺か



うなずく鮑釆︒頭を掻き︑







しじゃないか︒

少 な く と も 私 は 敵 だ な ん て 思って な かった
しつよう



﹁それにしては執拗だったな﹂そう言って鮑釆はに

も︑だ﹂

今

やり方こそ違え︑私と同じ︑術師と世の中との橋渡

のものに敵対するわけじゃなかった︒流派の立場と



やっと笑った︒左手に抱えていた笠をまた頭に乗せ︑
面倒くさそうな手つきでひもを結びながら︑二階の
窓へと視線を移す︒
﹁さて︑迎えに行くか﹂
﹁やめとけ﹂
と まど

突然のぶっきらぼうな言葉に︑鮑釆はちょっと戸惑
った︒
﹁よく見ろよ︑あの顔を﹂

易者は後ろを振り向き︑二階の窓へ向けて顎をしゃ
くった︒そこでは子供たちが楽しそうに笑いあって
いる︒
﹁あれだよ︒あれがほんとなんだ︒
とお

考えてもみろ︑とんでもない術持ってるからみ

﹁ そうか︒ずっと︑大人しかいなかったのか﹂


あいつ

か

かったんだ︒妙漣も︑そういうとこは抜けてるんだ
よなぁ﹂

ため息ま じりの泉 碓の言葉 を 噛みしめな がら︑ 鮑

ばんいん

釆はじっと窓を見つめていた︒そして︑ふっと表情
をやわらげる︒

﹁あの子らだけでも︑盤印を届けることはできる︑か︒

緑 宝 寺ど の に は悪 い が た
 しかに引き上げた方が
よいかもしれん﹂

ここではじめて︑泉碓はほっとした表情になった︒

鮑釆は 黙って目だけで 応える︒ 誰
 が見ているわけ
せ お

あか

でもないのに︑言葉ですべてを伝え合えないのは︑役

目を背負っていた者たちの証しなのかもしれない︒

﹂

﹁うん︑頼むよ︒あとは私が見てるって︑言っとい
てくれ﹂
﹁ついて行くかい

易者の頭 が大きく振 られた︒ はずみで帽 子が前に

泉碓は大きく首を振る︒

﹁ああ︒ あの子の回りには︑ 大人しかいなかった︒

落ちる︒が︑彼はそれに一瞥もくれず︑目の前の旧

いちべつ

少なくとも︑同じくらいの歳の子供なんかいやしな



んな忘れてるが︑あの子はまだ十そこそこなんだぞ﹂
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友の目を見据えていた︒

ないか︒人さらいをするような奴を︑この町におい

﹃昨日町中で消えた子供が︑この家にいるそうじゃ

﹁わかった︒風くんには︑適当にごまかしといてお

しろ呆れているように見える︒

﹄

ておけるか
ひづめ

に︑馬の 蹄 の音が聞こえて来た︒

十
こちらは二階の子供たち︒
彩花まで まじって旅の話 を膨らま せている と︑ な
にやら外が騒がしい︒雷遊子がぱたぱたと窓に近づ
き︑下をのぞく︒

﹄ だの

そこでは︑ 官吏の服を来た 若い男が数 人︑ 易者を
取り囲んでいた︒よく聞くと︑
たみ

﹄ だのといった罵声が

﹃怪しげな術によって民を惑わす不届き者
﹃易者など︑町の邪魔者だ



聞こえて来る︒だが︑易者は答える風でもなく︑む





十一

オレが人前で術使ったから ﹂


感覚が土から木に変わり︑終いに泉碓は︑とある部

しま

の度に人の声が少なくなってゆく︒やがて︑足元の

ろされると︑しばらくの間右だ左だと歩かされ︑そ

縛られる と同時に目 隠しをさ れていた︒ 馬から降

だった

吏も易者もおらず︑残ったのは遠ざかる蹄の音だけ

はっとした二人が窓から首を突き出すと︑すでに官

言い合っている間に︑窓の外からは馬のいななき︒

﹁しかたないよ︒とにかく︑易者さんを助けなきゃ﹂

県城に来る前︑鮑釆に受けた注意が頭を駆け回る︒

こ こ

﹁しまった

この言葉に︑雷と風は愕然となった︒





そのまま歩み去って行く後ろ姿を眺める易者の耳

くれ﹂



屋に放りこまれた︒

柱を見たか

﹂

鋼の戸をつけただけの簡単な牢屋︒ただ一つ︑普通

﹁これが︑なんだ﹂

鳴らすと︑

﹂

易者は辺り に視線を投 げかけ︑ ふん ︑ と鼻を一つ

と違うところは︑四隅に置かれた石の柱︒部屋を支

﹁大きいだろう︒緑宝寺にもない封呪石だ

したような顔で聞き流すと︑言った︒

そして奇妙に高い笑い声︒泉碓はそれをうんざり

ほうじゅせき

えるわけでなく︑さりとて飾りとしては奇妙︒もっ
な じ

明らか︒

﹁それは知っている︒私が言ったのは︑
﹃封呪石がど

うかしたのか﹄ということだ﹂

受けた異なる結界を三つ以上の石に封じ︑その組み

封呪石と は文字通り 術を封じ る石︒ 微妙 な調整を

なったのかもすべてわかる︒
しょうたい

合わせによって︑その中での術の成立を防ぐもので

けんい

ある︒強力な術を試すときによく使われる︒もちろ

ん︑衝派術師の泉碓が知らないはずはない︒

﹃神足﹄も堕ちたな︒身に起きているこ

た服装だが︑中身はその 衣 に隠れるくらいの小さな

ように言った︒

﹁いまの俺は︑県尉の劉鵬白だ︒ こ
のまわりの石

ほうはく

かべ︑泉碓の前にぐいと顔を近づけると︑ささやく

﹁ほ︑ほ

ころも

白い地に 銀 を貼りつけた︑ いかにも高官といっ

しろがね

﹁そうか︑お前がここの県尉だったか︑ 沼 碓 ﹂

は声でわかる︒そして︑相手がわかれば︑なぜこう

泉碓は思わず大きくため息をついた︒相手が誰か

﹁泉碓︒もう逃げられんぞ﹂

とも︑術師ならば馴染みのもの︒その目的も︑また



目隠しをは ずされて 見えるそこ は︑ 小さな 部屋に



男︒男は狐を思わせる狂気じみた笑みをその顔に浮
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くる︒

そして再び高笑い︒笑いながら︑体が汗を帯びて

とが理解できんとは﹂



︵汚いな︶泉碓は思わず考えた︒汗がではない︑目

﹁き︑きさま

縄を︑指先でもてあそびながら
﹂

の前の相手が︑である︒しかし自分もまた︑こうな

る日が来 ないとも 限らない そ
う思うと︑ 目をそら
すわけにもいかない︒



そのかわり ︑ 彼はより 残忍な方 法で応じる ことに
した︒
﹁ほぅ︑﹃身に起きていること﹄か
﹂

念のために 聞いておくが ︑ まさかお前 ︑ 私のあだ
名を忘れたわけじゃあるまいな

前には︑静かにたたずむ泉碓の顔︒鎖入りの頑丈な

やがて︑ 耐え きれないよう に振り向く ︒ その目の

る︒男は背を向けたまま︑全身が震えはじめていた︒

口先だけの 笑い顔か ら︑ 言葉が 冷たくこぼ れ落ち

﹁﹃神足﹄の方ではないぞ﹂

にあらわしていた︒

をうかがいながらのその動作は︑内心の動揺を如実

の後︑ことさらにゆっくりと降ろされてゆく︒背後

男の肩が ︑ ぴくっと跳ね上 がった︒ 肩はひ と呼吸





おっ

ま︑安心しろ︒別にお前の地位を 脅 かす気はない︒

おびや

しゃったことが︑まだわかっていないようだな︒

﹁﹃術師なればこそ︑術に頼るな﹄だ︒ 老
師の仰

の前の扉を開けようとする︒

言いなが ら震える 相手の肩 を脇へ押 しやって︑ 目

﹁やはり忘れていたか﹂

はそれを見て再び大きくため息をつく︒

うに︑ただ口をぱくぱく開け閉めするばかり︒泉碓

それ以上 は言葉に ならない ︒ 陸にあ がった魚のよ



私はいつでも︑昔に戻ってく


れるぞ︒覚えておけよ﹂

をかけるつもりなら

あの子らが来たのも偶然だ︒ それでもちょっかい

いことだしな︒

れに︑術師として生きる必要がなくなったのは︑良

術を使って得た地位でなければ︑立派なもんだ︒そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、



泉碓が去った後も︑鵬白の身体からは震えが消え
なかった︒全身からは暑くもないのに汗が吹き出し︑
よだれ

服が重くなってゆく︒かっと見開いた目は︑あてな
こくう

く虚空をさまよい︑大きく開かれた口からは 涎 が一
た

﹂



だめだ︑このままじゃ俺が︑

筋︑床へと垂れて行く︒



﹁﹃衝派の 死
神﹄
俺の身が

おもも

仕込み笠 を片手 に緊張し た 面持ちの雷遊子 ︒ いつ

でも逃げられるよう︑空手になった風遊子︒そして︑

手近にあった刃物を二︑三本懐に隠した彩花︒

術師見習 たちの師匠 が見たら ︑ 怒り出し そうなほ

どの無鉄砲さである︒もちろん︑本人たちは真剣な
のだが︒

し
 かし︑ それが甘い考えであることは︑ すぐに
はっきりした︒

城郭の脇︑人気のない道を歩く子供たちの前で︑何

やら妙な気配がする︒その異様さに気付いた雷遊子

が二人を制し︑反射的に結界の型を作る︒

結果的には︑その無意識の反応が彼らを救った︒
ビシッ

空を裂く鋭い音が︑ あたりに 響きわたる ︒ 同時に

十二
泉碓が県 尉の家 から帰 ろうとし ている ちょうどそ

雷遊子は︑跳ね飛ばされそうになるほどの強い衝撃

さ

の頃︑子供たち三人は︑なんとか彼を助けようと︑家

を感じた︒子供たちを半球状につつんだ結界に︑何

くう

を飛び出したところだった︒



けたたまし い笑い声 が部屋中に こだます る︒ それ

いたはずだ︒あいつを呼べば ﹂


﹁そ︑そうだ︑たしかあの子供は︑あいつが探して

その瞬間︑瞳孔がぎゅっと締まった︒

どうこう



は︑すでに人のものではなかった

闇に降る雪
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かが当たったのである︒

﹂

地面には一文字に亀裂が生じている︒結界の部分

を除いて︑前と後ろ︒
﹁あそこ︑誰かいる

段は︑﹃風﹄しかない︒彼はそう思った︒

﹂

三度目の鋭い音︒顔にまで疲れが見える雷遊子︒彩
花が泣き叫ぶ︒その二人の腕を無理に掴んで︑風光
なん︑だ


﹂

を感じる︒そのときだった︒
﹁な

さむけ

思わず目を 見開く風遊 子︒ 身体の中 を流れる︑ 異

からだが か
らだがぁ

︶

様な感覚︒寒気とも熱とも違う︒ざらりとした無気
味な感覚︒
︵なにこれ

れるだけ︒
﹂

﹁だめだ 暑くて﹃光﹄が回ってくれない


ほんりゅう

どの﹃光﹄の 奔 流 が押し寄せる︒

り ねぇ

﹁とける た
老
すけて
師︑李姐︑ 岳 生 さん

がくしょう



みん

薄くなった ﹃ 殻﹄ の結 界めがけて︑ 目にみえるほ

かく

際︑結界を張る力が失われていった︒

分の力を奪い去ってしまうように思える︒そして実

輝いていた︒熱が彼の身体を駆け巡り︑そのまま自

雷遊子の 胸︒ ちょうど盤印が あるとこ ろが︑ 光り

とけちゃう

結界が

んでそれを消したい︒けれど︑喉からはただ息がも

にある︑恐怖を呼び起こされる︒叫びたい︒泣き叫

彩花を襲ったのは恐ろしい熱︒だが︑しばらくす

狙われてるの︑僕だ

その隣には︑雷には見覚えのある︑黒衣の男︒
﹁みんな︑離れて
開くことさえままならなくなった︒
﹁結界の中で︑どうやって離れろってんだよ

﹂

再び︑ ビシッという鋭 い音︒ 雷遊子は もう︑ 口を



言いながら ︑ 風遊子が二人 の腕を探る ︒ 逃れる手











ている︒

悲鳴に近い 彩花の声が飛 ぶ︒ 指の先に は︑ 木と間



るとその中に凍るような冷たさを覚える︒心の奥底



違えるよ うなこげ 茶の衣 を着た男 が︑ 無表 情で立っ





なを︑たすけて

﹂

結界を張る ︒ 術を放つ︒ 僅かな時間で 試せる限り

のことはやってみた︒何も効かない︒
﹃風﹄ ﹃
風光﹄

十三
こくほう



﹂

とばり

音を立てて倒れた︒布に映る影が揺れているのは︑明

薄暗い部屋の中︑薄布の 帳 の奥で︑大きな椅子が

﹁なんだと︑黒宝が

﹂

それが︑黒衣の最期の言葉となった︒

﹁そんな︑まさか

ない︒いや︑一人いるはずの場所が︑何も見えない︒

こらす︒ お
かしい︒三人いるはずなのに︑一人い

い気分である︒最期にその顔を見ておこう︑と目を

︵よく私を倒せたものだ︶敵ながら︑誉めてやりた

の姿が飛び込んで来た︒

ここまでか ︒ そう観念し た男の視界 に︑ 子供たち

さえかなわなかった︒

く

雷遊子が泣きながら叫んだ︑と同時に結界が消える︒

すら喰らいつくすそれの前では︑すでに逃げること

ない︒
やむなく︑ その最期を見届 けようとし た男は︑ 次
の瞬間︑戦慄した︒押し寄せていた﹃光﹄が霧散し
はじめたのだ

その ﹃光﹄ がすべて 消えても︑ 戦慄は おさまらな
かった︒
﹃なにか﹄が来る︒
子供たちの放った﹃なにか﹄が近付いてくる︒目に

るはずの﹃光﹄が消えてゆく感覚からそれがわかる︒
男二人は動けなかった︒臆病呼ばわりは当たらな

い︒
﹃光﹄とは世に普遍的にあるもの︒術によって集

め︑また避けることはできても︑なくなることはな



黒衣の男がなにやら慌てているが︑もはや止められ

抑えられていた光が︑子供たちへとなだれ込んだ︒



い︒ そ
 れが︑術師の常識なのだから︒

、
、





は見えない︒それ自体は感じない︒ただ︑回りにあ
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かりの揺らめきのせいばかりではあるまい︒
わたくし

﹁お出になられますか

﹂

である︒

ばくき

やはり先程の莫気か︒しかし︑妙漣もおら



十四

そ の 夜︒ 県 尉 の 屋敷 は 静 か だった︒
大きな音がする以外は︒

﹂



大きく鈍い音を残してそれが割れた︒だが︑男は気

県尉の振り回した腕が大きな壷にあたる︒がつ︑と

﹁なんだ︑あいつらは

ときおり

黒革の男は︑黙って会釈し︑その場を離れた︒

えしゃく

殺
さなければ︑どのようにしてもよいぞ﹂

て︑子供を連れて来るのだ︒

声からするとまだ若そうだが︑黒い革で覆われた顔

﹁ふむ
ぬのに︑どうやって ﹂

帳の前で︑男は一歩前へ進んだ︒
﹁考えますに︑あの子供ではないかと﹂

帳が︑静かに開かれた︒背後の明かりに照らされ︑

たしかに︑あ

まるで自身が影になったかのような存在が︑段を一
つ︑また一つと降りて来る︒
﹁妙漣の弟子 雷遊子とか言ったか


り得るとすれば︑それか 万々が一が当たってしまっ
たのか︒





だとすると︑妙漣にかかわっておる暇なぞないな﹂



影の手が︑またゆらゆらと揺れる︒

﹁よかろう︒では黒玉︑すぐに奴らをつけよ︒そし

ある︒自分の力に絶対の自信を持つ者に特徴的な光

ら︑男が尋ねた︒その目には︑明らかに疑念の色が

すでに目 の前に まで降り て来た相 手の目を 見なが



から︑年齢は伺えない︒

黒い革の鎧 を着た男が︑ 無表情な声で 言う︒ その

が消えました﹂

﹁は︑ 私 も信じられませんが︑たしかに彼の﹃光﹄



にする様子もない︒

﹂

﹁全然役にたたないじゃないか
る間に奴は︑奴は

たみ

しげな術で民を惑わす者
らえる ﹂


ああ︑こうしてい

これなら︑兵を出しても

﹁そ︑そうだ︒兵を︑兵を呼ぼう︒皇帝に逆らい︑怪

かもしれない︒

もう誰も 近づこう としない ︒ すでに 狂っているの



そして翌日︑鵬白県尉の遺体が発見された︒首に刃

﹁ちゃんと警告したつもりなんだがな 残
念だ﹂

そのとき︑彼は背後に立つ者に気がつかなかった︒



思議な事件として忘れ去られていった︒

その翌日 に旅立った三人 の子供と ︑ 一人の 易者の

ことを思い浮かべる者は︑結局一人もいなかった︒

十五

県城での騒 ぎがうその ような︑ 蒼い 空︒ 三人の子

供たちは︑再び雷遊子に付き合って︑旅をはじめて
いた︒

﹁そっか︑鮑釆さんは緑宝寺に戻ったんだ﹂
みずくさ

雷遊子が残念そうに言う︒

﹁水臭いよなぁ︒ 易者さんにことづてして帰っちゃ
風遊子が応える︒

うなんてさ﹂

一筋あるだけで︑身体には争ったあと一つなかった

つむきながら歩いている︒

そのちょっと後ろ︒ 彩花だけが︑ ひとり遅れてう

者もあり︑また狂ったような笑い声を聞いたと言う

﹁どうしたの

﹂

者もあり︑人々はいろいろと噂を立てた挙げ句︑不

と言う︒彼が倒れたあたりで︑強い光を見たと言う



、
、
、
、



物による だろう きれいな あまりにも きれい な傷が
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その顔を覗きこむ雷遊子︒
﹂突然の大きな顔にびっくりした彩花は︑

子供たちか ら少し離れた ︑ 丘の上︒ 男が一人︑ そ

の様子をうかがっている︒やがて︑何事もなく北へ

と向かう彼らの後ろ姿を見て︑すっと起き上がった︒

上がる︒
﹁だいじょぶだよ︑彩ちゃん︒そんなに考えないで︒
また怖い目にあったら︑ぼくらでなんとかするから﹂
その顔を横目で見ながら︑風遊子︒
﹂

﹁その前に︑お前に殺されなきゃ︑な﹂
﹁なんですってぇ

旅
 はなかなか始まってくれなかった︒

走り去る︒頬を押さえながら雷遊子がその後を追う︒

右頬を狙う︒風遊子はその腕を左右にかわしながら

彩花が激高した︒腕を大きく振り回しながら風の



﹁ ま
 ︑いまの私にはこれが一番似合っているか﹂

咄嗟に思い切り平手を食らわした︒道の脇の草むら



て駆け出した︒
痛かった


雷遊子は頬 を押さえ ながら︑ それでも笑顔 で立ち

﹁ごめん
﹂

しばし茫然としていた少女は︑ はっと我にかえっ

懐から地図を広げ︑次の隠れ場所を探す︒

、
、
、
、

へ︑頭から突っ込む︒

﹁きゃ



番外一
一

いのちの綱

むかしのはなしである

かんさん

いまで言う中国の西の方︒さほど人もなく︑さりと
て閑散ともしてない︑ごくごく普通の村の脇に︑小
さな森がある︒
すみか

ひそ

近くには小さいながらも川が流れ︑魚や鳥の住処
もんしん

となっているが︑なぜか人影はない︒
村の人々は昔から ︑ この森を ﹃ 門森﹄ と呼んで密

のきさき

かいこう

﹃茶﹄と書かれた小旗がぶる下
古びた家の軒先に︑

がっている︒なれた調子でそこへ入った若者は︑開口
一番︑

﹁おいちゃん︑いつものね﹂

呼び掛け られた老人 はくるり と後ろを向 くと︑ 箱

の中から袋を取り出して︑若者の前に差し出した︒

﹁あ い よ し
 かしよく買うねぇ︒ 三日とあけずじゃ
すす

ないかぃ﹂

こんわく

煤けた着物と 対照的な︑ よく光る頭の 老人︒ その

顔は︑ちょっとだけ困惑したように見える︒

﹁はは ま
 ぁ︑よく飲む連中がそろってるから﹂

笑いながら若者が言う︒年はまだ二十前だろうか︑
は お

剣でも持たせたら似合いそうな引き締まった体つき

は︑寒さのために羽織っている毛皮を通してもよく

場所を確かめるかのように首を左右に振ると︑村の

は夏の照りが強かったせいか︑川の水が少なくなっ

﹁まぁ︑飲んでうまいと思ううちが花だねぇ︒こっち

わかる︒

方へと歩いて行った︒

いま︑その門から一人の若者が出て来た︒若者は︑

から外へ飛ばされてしまうと言うのである︒

かに恐れていた︒用もないのに森に入ると︑その門

 番外一 いのちの綱

たよ﹂

たが

い︑とひっくり返す︒そこには︑おまけしたはずの

茶の代金が︑一銭と違わずに置かれていた︒

それを一枚 ︑ また一枚と 拾い上げな がら︑ 老人は
思わずつぶやいた︒

見渡す限 りの深い森 ︒ その一方 だけに道 が伸びて

した︒

彼はぐいっと大きく伸びをすると︑まわりを見回

たところに︒

そこに突然︑彼は現れた︒一瞬前には︑何もなかっ

は︑まるでまあるい布団のよう︒

ふとん

たかのようになくなっている︒あたりの丈の短い草

たけ

大きな森の西外れ︒高い木々が︑そこだけ抜き取っ

はず

には数百里ほど西の森にいた︒

村を出て ﹃ 門森﹄ へ向かった若者 は︑ その一刻後

二

者は考え込むような顔つきになった︒真剣な顔と︑子

ぜに

︵注一︶

﹁はぁ︒若いのに相当な頑固者だな︑あの男は﹂

うつ

﹁ははは︒もともとわしらは茶は飲まないよ︒あん
たが買ってくれないと困っちまうくらいだ と
 ︑そ
んなこと言ったら︑値切られちまうかね﹂
そう言って老人 は笑った︒ そもそも 相手が値 切る
など考えてもいない︒
﹁大丈夫︒おいちゃんとこは︑安くてうまいからみ
んな喜んでるよ﹂
﹁そうかい︑そりゃ嬉しいね︒ ほ
い︑おまけだ﹂
いもの

﹁あ︑悪いね︒じゃ︑代はここ置いとくよ﹂
鋳物の銭を皿の上にちゃりちゃり︑と置くと︑若
者は去って行った︒
ふところ

老人は数えもせずに銭を 懐 に入れると︑皿をひょ

もんしん

供っぽい手の動きが奇妙に映る︒

受け取った包みの回りを手でもてあそびながら︑若

﹁そっか︒それじゃ茶なんか飲めないね﹂



いる︒彼はその道に沿って歩きはじめた︒森の中心
に向かって︒
道はまっすぐに 伸びてい る︒ 脇に はただ森 がある
ばかり︒だが︑普通の森とは違う︒鳥の鳴く声︑虫
の声︒森特有の音︑というものがない︒ただ静けさ
だけが︑耳に痛いほどしみてくる︒
へんがく

半刻ほど歩 くと︑ 正面に小 さな門が見 えた︒ 門の
だっこ

上には﹃脱虎﹄の二文字︒それを配した扁額が︑二
しょ

ぬ

頭の虎の彫り物に背負われるようにかかっている︒
彫刻は元 は白虎の つもり だったのだろう ︒ 白い 塗

ゆる

も

虫の鳴く声︑鳥の声︑草木の萌える命の声︒

若者の顔が︑ふと緩んだ︒

暖かい緑 の海に︑ 小島のように 建物がい くつも浮
かんでいる︒

彼はこの風景が好きだった︒あたりの雰囲気を作

り出しているものすべてが︑自分たちの現実を忘れ
させてくれる︒



この森か ら一歩外へ 踏み出せ ば︑ そこは 不毛の地
なのだ

しょうはげんりゅう

もと

彼らは 衝 派 源 流 の術師である︒

そうはく

り物のあとが︑その頭の部分にかすかに残っている︒

な﹃術﹄を編み出し︑この世に害を為す宿敵﹃空魔﹄

を倒すため︑日々修行に励む者たち

まも

とでも言え

入って行く︒この門 ﹃
脱虎門﹄だからこれでも入れ

ば格好もつくのだが︑実際には空魔の気に敏感すぎ︑

はげ

るが︑森の東にある﹃招竜門﹄ではこうはいかない︒

ているだけの自衛の集団にすぎない︒

耐えられなくなった者たちが︑寄り集まって身を護っ

の手前と違うのは︑森がいきいき見えること︒

門を歩いてくぐっても︑まだしばらく森が続く︒門

若者はそ の虎に向 かって声をかけ ︑ そのま ま中へ

くうま

﹃光﹄と呼ばれるいのちそのものの力を基に︑様々

、
、

﹁宗珀︑入るよ﹂

 番外一 いのちの綱

数百年前︑ 術師たちは 岩と砂し か見えない この地

りょくほうじ

名は︑緑宝寺と言う

三
緑宝寺の朝は早い︒
ことはないのだが︑早起きが多い︒
こと

ちゅうぼう

ちゅうし

す 厨 房 も早い︒

にょぼう

本 来︑ 厨房 の厨師は︑ 主に女坊の 女 たち が 当 たっ

ている︒とはいえ︑勝手に訓練している者たちのた

めに︑早朝から彼女たちを起こしておくわけにもい

かないので︑このときに限り︑術師たちが自主的に

交代で調理や片付けを行っている︒
あ

余談になるが︑料理の後片付けに手を焼いた結果︑

ついに皿洗いの術を編み出した者がいる︑というの
は有名な伝説である︒

も
っともこの術︑ 現在までは伝わらなかったよ
うだが︒

朝露が抜け切らないうちに仕事をしなければならな

ここまで極端ではないにせよ︑早起きはまだいる︒

り の 術 を 持 て ば 磨き た く な る の が 人 情 と 言 う も の︒

いる小さな草畑︒とはいえ︑別に危険な草を育てて

緑宝寺北西 部︑ みな陰で ﹃狂草畑 ﹄ とあだ名して

い者たちである︒

はる

そして︑ 練光所か ら戻ってくる者 たちの腹 を満た

気配がする︒

けはい

このため︑日によっては夜の明ける遥か前から人の

みが

別に義務付 けられて いるわけで はないが ︑ それな

すなわち術の訓練場︒

殊に早いのは︑寺の中央やや南側にある︑練光所

れんこうじょ

役目のある者の他は昼まで寝ていても咎められる

とが

岩と小石の不毛の大地︑そこに輝く緑の宝︒

に︑強大な術をもって森を作り出した︒



いる訳ではない︒危険なのはむしろ︑そこに出入り
する者たちの方である︒
く さ

﹁薬草が足りんなァ﹂
あわせ

草むらにしゃがみ込みながら︑男が言った︒年は
しじゅう

四十に手が届くかどうか︒濃い緑の 袷 はあたりの草
に溶け込むよう︒同じ色の布を首や手に巻き付けて
いるので︑よけいにその感が強い︒
横で若い 男が立 ち上がった︒ そっくり返るほ ど大
きく伸びをして︑それでも足りずに二︑三度腰を叩

ま え

薬なら以前に決めた

いている︒顔にはまだにきびが残り︑細いがしっか
りした体つき︒
ぼ

﹁おやじさん︑惚けたんスか



め

な

かたづ

にら

そうりゅういじゅ

三 日 で な ん も か ん も片付く と 思った ら 大 間 違
じゃく

この男︑名前を 寂 という︒蒼竜医呪と呼ばれる︑

いだぞ﹂

な


﹁慶治︑お前ぇ俺達の役目舐めてんじゃないだろう

けいじ

歳とった方の男はじろり︑と睨みつけて︑

とおり︑ちゃんと三日分あるじゃないスか﹂

いのちの綱
番外一



け が

し き

怪我や病気を治療する術を得意とする集団の長であ

り︑緑宝寺内の医療関係すべてを取り仕切っている
人物である︒︒
きちが

とはいえ︑緑宝寺内での彼の評価は︑ただ一言﹃薬
草気違い﹄であった︒
﹁そら︑そうスけど ﹂


寂はそれ以上言わせず︑脇から何か取り出すと︑慶
おけ

治の前に差し出した︒片腕でやっと抱えられるほど
の 桶一つ︒
く さ

あさつゆ

﹁わぁってんならごちゃごちゃ言うな︒ほれ︑こい

つに一杯︑薬草摘んでこい﹂
﹁へーい﹂

あくびを含んだ若い声が︑朝靄に響いた︒

二刻後︒桶いっぱいの薬草を前に︑寂はにたにた
な

と笑っていた︒いくつか草を取り出しては︑裏表を

舐めるように眺めている︒

注意や説得のたぐ

とても四十 近い男の やることに は見えな いが︑ 慶
と言うより医呪者たちは

かゆ

ちから

にがにが

﹁ だぁめだ︒薬の効果落ちちまってら︒
この粥はたしかにうめぇが︑薬にならにゃ意味がねぇ

いいか慶治︑俺たちゃ怪我や病気治すんが役目だ︒



込んで︑味見をする︒その顔が苦々しく曲がった︒

寂は鍋の中をじっと眺めていたが︑ 指を一本突っ

﹁どうスか︑この粥﹂

を伸ばしながら慶治の方へやってきた︒

ていた草を手早く小箱に分けて納めると︑大きく腰

寂はちょっと残念そうな顔を見せたが︑ 手に持っ

﹁おやじさん︑できたスよ﹂

ほどなく︑やわらかい香りが 漂 ってきた︒

ただよ

け︑鍋を上げ下げしながら火加減をとっている︒

ひ かげ ん

くつくつと鍋の中から聞こえる音にじっと耳を傾

ているようだ︒

さて︑慶治は取っ手のついた小さな鍋で何やら煮

なべ

いを︑もう何年も前にあきらめていた︒

治は



んだよ﹂
はし

目は真剣だが︑ 箸が勝手に粥の中の薬草をさらっ
ている︒
﹁うーん︑薬かァ ﹂


困りきった顔を見て︑寂は心の中でうなずいた︒こ

いつも︑ あとちょっとなんだがなぁ そ
 う考えなが

らも︑まだ箸は止まらない︒

﹁まぁ︑うまいにゃうまいんだ︒食ってからまた考
えろや﹂
ひとごこち

人心地つくと︑ 寂はすっ︑ と立ち上がった︒ その
あわ

ふ ろ し き

まま畑の奥︑森の近くへ向けて歩きだす︒

しょ

慶治は慌てて近くの風呂敷に皿やら鍋やらを放り
うっそう

ぢはだ

込み︑乱暴に包むと背中に背負ってその後を追った︒

めくば

鬱蒼とした緑 のそば に︑ なぜか地膚の見え るとこ

ろがある︒二人はここで立ち止まった︒寂が目配せ
する︒

﹁じゃ︑ はじめるか 言
 っとくが︑ 今日でまる半年

だぞ﹂
ふところ

そう言い つつ︑ 懐 から なにかの 種をひと つまみ
ほお

か

取り出すと︑目の前にわっ︑とばらまいた︒

四

かはわからない︒

ズンッ

ある種だらしのない格好である︒が︑し


らえている︒

かし足だけは︑幅の狭い木綿の布でしっかりとこし

たりした

薄い緑の 袷 にやはり薄い赤の帯︒全体としてゆっ

あわせ

で寝汗をぬぐうと︑いつもの服に着替える︒

たらいに 張ってある水 で顔を 洗い︑ 絞ったふきん

を振り払うようにして︑彼は起き上がった︒

響きの余韻が︑ まだ首の辺 りに残っている ︒ それ

よいん

﹁あはぁ も
う︑朝か﹂

ゆっくりと持ち上がった︒

寺の中央︑ 中堂と呼ばれ る建物の奥 で︑ ふとんが

静かな森の中に︑重い響きが伝わって行く︒



慶治は困ったように頬を掻き︑

﹂



﹁わぁってますよ︒そうそう目覚まし鐘がわりにな
るもんですかィ
は

さぁてと︑そんじゃ一発

言いながら︑禿げた大地に向かって型を決める︒目
はぎらりと輝き︑目の前の土をねめつける︒そして

ほこり

そのまま︑体をすっ︑と落とすと︑型を決めたまま
の手のひらを地面に押しつけた︒
ま

と︑地面に蒔かれた種が一斉にはじけた︒ 埃 のよ
え さ

﹂


咄嗟にもれた男 の言葉が ︑ 慶治に 聞こえた かどう

とっさ

﹁あ︑待て

げ︑寂の方をみやる︒

青年の顔が︑子供のように輝いた︒思わず顔を上

蒼い芽がちょこっと顔をのぞかせる︒

あお

うな根が︑養分を求めて地へ潜ろうともがき︑薄く

 番外一 いのちの綱

え

さや

帯の背中 に短剣一つ ︒ 柄の部分は 鳥の動体 のよう
、
、

ゆ

がら

は た ち

はおり

ひきだし

くうだく

食堂へ向 かう途中 ︑ 女坊の 脇を通った彼に 声がか
かる︒

﹁あ︑おはようございます︑緑宝寺さま﹂

そう︑彼はこの緑宝寺の長である︒名前は空諾︒術

師の名前である﹃呪名﹄は三文字が普通で︑一番上

の文字は師の名前から取られる︒これを師名と言う︒

おさ

しかし︑ 役目を負った者の場 合︑ 役名は 師名の代
わりと考えられている︒

空諾の役名は﹃緑宝寺﹄である︒
﹃緑宝寺﹄の長の

﹃緑 宝 寺 ﹄ な の で あ る ︒ な ん と も や や こ し い が︑ 伝

統であるし︑本人がこの名前を気に入っているので︑
何の問題もない︒

りかん

と墨壷を取り出すと︑壁にかかった数枚の板の中か

﹁おや︑お早いですね梨環さん﹂
ふさ

振り返って︑ 空諾が応える︒ 相手はにこ︑ と笑っ

た︒あちこちに赤い房のついた白い袷に身を包んだ

とため息まじりにつぶやいて︑しばらくぼおっと考

もあいまって︑一見すると少女のように見える︒し

ある︒その服装に短めに切りそろえた髪︑背の低さ

女性︒しかし緑宝寺同様︑足だけは動きやすくして

えこんでいたが︑腹が鳴ったので食堂へと向かった︒



﹁もう半年か 寂さんも大変だなぁ﹂

この板をじっと見ながら︑

字に斜めの線を引いた︒

ら﹁慶治﹂とあるのを選びだし︑脇に書いてある数

すみつぼ

部屋の隅に ある棚に すい︑ と近寄 る︒ 抽斗から筆

れは役目柄︑しかたのないことではあるが︒

が︑歳に似合わない落ち着きがある︒もっとも︑こ

年の頃なら二十歳前後︒慶治と大差のない年齢だ

ら緑色をした薄手の羽織をはおった︒

かめるかのように︑何度か帯を結びなおすと︑上か

彼はおよ そ実用的 とは言え ないこ の剣の具 合を確

く結わえてある︒

に飾られて︑しかもつばと鞘の間は茶色のひもで固



かし
き

い︑ あてができれば︑ 世の中へ戻って行く︒ も
 っ

な術をかけられるのだが︒

とも︑そのときには︑術師たちのことを忘れるよう

ることは間違いない︒術師でもないのに︑この化け

﹁あ︑そうそう︑忘れるところでした︒ 申
しわけな

年齢は恐くて誰も訊けないが︑三十五を過ぎてい
方は驚異的であった︒

いのですが︑またお茶を買って下さいませんか

﹂

﹁お食事でしたら︑だれかに運ばせますのに ﹂


かし

諾はやや首を傾げて︑

たばかりですが︑もうなくなったんですか﹂

ちゅうし

女坊の長は口をへの字に曲げた︒

と間違えて燃してしまったらしいのですよ﹂

十数代前の緑宝寺の時代︑世の中で大規模な 戦 が

れる空諾や女坊の女性たちはともかく︑ほとんどの

しかし︑ 考えてみると 無理もない ︒ 自分で茶を 煎

緑宝寺はおもわず頭を抱えた︒

起こっていたとき︑その犠牲になり︑行くところの

ろなのである︒

術師たちには茶の葉など縁遠いもの︒まして︑彼ら

彼女達は︑ 家賃代りに 寺のさま ざまなこと を手伝

なくなった女子供を寺の中に避難させたのが︑この

い

﹁ええ︒実は あ
 の︑朝だけの厨師の方々が︑ 火種

ひだね

お茶なら二日前︑宗珀に買いに行ってもらっ

そうはく

梨環は手 をひとつぽ ん︑ と叩く とそう言った︒ 空

﹁はは︑とんでもない︒そんなことに彼女ら使っちゃ

﹁あれ

緑宝寺は声を出して笑った︒
いけませんよ︒毎度言いますけど︑女坊は術師のた
めにあるわけじゃないんですから﹂
それを聞 いて梨環 は困ったような ︑ 恥ずか しそう
な表情になって︑軽く頭を下げた︒
彼女は︑ 女坊 の長なのであ る︒ 女坊とい うのは空



の出身地の多くは北の地︑茶を飲む習慣のないとこ

いくさ



女坊の始まりである︒

諾の言うとおり︑術師とは直接関係はない︒

 番外一 いのちの綱

﹁わかりました︒みんなには後で注意するとして︑今

それとなく言ってもらえませんか
﹂

か

﹁術師たちを見守るのでさえ大変でしょうに︑女坊

歩きながら︑考えがひとりでに口に出る︒

で︑今度こそその場を去った︒

梨環はそれ を聞くと にこ︑ と少 女のように 微笑ん

かったことにして下さい﹂

﹁そうです か す
みませんね︒いまの話は︑聞かな

寺は苦笑しながら少しうつむいて︑頭を掻いた︒

いままでと は違う︑ 有無を 言わさない 口調︒ 緑宝

て欲しいですわ﹂

はできれば︑ あの娘の方から ﹃帰りたい﹄って言っ



振り返った梨環は︑やれやれといった表情で︑



﹁ええ︑私ももう帰ってもいいと思いますけど

私

﹁あ︑梨環さん で
きたら︑あの娘にも行くように︑

こ

する︒その後ろ姿に︑空諾が声をかけた︒

梨環は深々と頭を下げて︑そのまま立ち去ろうと

日また宗珀をあの村に出しますよ﹂



のことまで気にしているなんて



あの方が緑宝寺でよかったわ︒本当に﹂

五

とうわく

あさぬの

昼過ぎ︑ 中堂から宗 珀が出て 来た︒ 手に は 麻布の

こしひも

さいふを持ち︑当惑したような表情で︑脱虎門の方

へ歩いて行く︒その背中に声がかかった︒
﹁あ︑宗珀さん﹂
ひいろ

振り返ると︑娘がひとり立っていた︒
さいごく

薄い緋色の一枚布を頭からすっぽりかぶり︑腰紐
た

で 結 ん だ西国の 着 物︒ 茶 が か った 髪 は 長 い け れ ど︑

まっすぐ垂らしても腰に届かない︒それもそのはず
ほう

こ

で︑背丈は宗珀にも負けないくらいある︒
ほうり

﹁なんだ︑芳ちゃんか﹂

芳里︑というのがこの娘の名前である︒

二年ほど 前︑ 宗珀が 初めて茶の 買い出し に門森の

ある村まで行ったとき︑一緒に緑宝寺までついて来

てしまった娘︒その後︑事情を聞いた女坊の長が緑
宝寺に相談して︑女坊に置くことになった︒
﹂

﹁﹃ちゃん﹄はよしてください︒ え
えと︑またあ
のお勤めですか
ああ︑そうだね︒わかってるよ︑なにか持っ

口を尖らせた娘を︑宗珀は笑って見つめた︒
﹁ん

すもも

﹁ええ︑このお花 ﹂

芳里は懐から︑ 李 の花を一輪︑取り出した︒
いま世の中は冬だが︑緑宝寺の中では︑その気に
なれば梅だろうが梨だろうが︑何でも咲かせること

あか

触れた︒その部分がさっと紅く変わる︒

と︑いきなりその手に力が加わった︒

にゅっ︑という音とともに顔が変形する︒
﹂

芳は両手を振り上げた︒
ふく

﹁なにするのよ

膨れたその顔に向かって指をさし︑笑いながら︑宗
珀は森へ去って行った︒

その後ろ姿を見ながら芳がつぶやく︒

﹁ごめんね︒ありがと︑宗くん﹂
六

宗珀が緑 宝寺を出て 十数刻︑ 日も西に傾 きつつあ

あるじ

はない︒丹念に世話してやることが大前提である︒

る時分︒中堂の奥︑緑宝寺の私室には︑ 主 の他にも

の姿が︑性格をよく物語っている︒

椅子に腰掛けているとはいえ︑微動だにしないそ

びどう

﹁最近︑源流以外の者が増えているようですが﹂

じぶん

﹁あのおいちゃんにはもったいない花だな︒ま︑い

う一人いた︒

﹁しかたないわ︒あたしは ﹂
そう言ってうつ むく芳 の頬に︑ 宗珀の 手がそ っと



本当は︑きみが行った方がいいんだろうけどな﹂

い

いや︒じゃいつものように活けておくよ

たんねん





ていけって言うのかい﹂



が出来る︒もちろん︑植えればぽん︑と咲くわけで

 番外一 いのちの綱

体格はいい とは言え ないが︑ さりとて細す ぎもし

ない︒身体にぴったりと張り付くような服装︒首の

辺りまで伸ばし︑首元で固くしばった髪︒どれをとっ
ても︑なによりも動きやすさを考えた格好である︒
しゅほう

名前は朱崩︒つい最近︑十八になったばかり︒術師
おおかた

としての能力は誰もが認めるところではあるが︑悪
にら

み す

い意味で若い︑というのが大方の評価である︒
彼は︑ 緑宝寺を 睨むような 目で見据えながら 話し
ていた︒
﹁うん︒近々︑武術の指導をして下さる方もお呼び
するつもりだよ﹂

さいさん

しょうへい

度知っているし︑皇帝陛下からの再三の 招 併 に疲れ

ているとも聞いているよ︒だから気の合いそうな人

を出せば︑来てくれるんじゃないかと思うんだ﹂

今度︑朱崩の身体は動かなかったが︑顔色は明ら
かに変わっていた︒

﹁武術 術
師にそのようなものが必要だとは思えま

せん︒まぁ︑やりたい者がやるのは勝手ですが ﹂


﹁いや︑そんなことはないよ﹂

空諾は︑長くなりそうな朱崩の言葉を︑無理矢理
ぶ け い じゅ

に断ち切った︒

ごうりゅう

﹂

﹁だいたい﹃武形呪﹄なんかは︑武術を身につけて
こうちょう

いないとできないだろう
そ や

朱崩の顔が 紅 潮 した︒

﹂

と

の後の動作を﹃光﹄によって成し遂げるものである︒

な

﹃武形呪﹄というのは︑武術の型を途中で止め︑そ

で下さい

﹁あれは粗野な 剛 流 の術です︒源流と一緒にしない



空諾の方は︑平然とその目を見返している︒ が
︑
﹂

実のところ︑内心はそう平静でもない︒
﹁ぶ︑武術の師

がくしょう

朱崩の身体 がようや く動いた︒ 緑宝寺はた だこく
うなず

せんたい

諧さんという方なんだけどね︒泉碓や 岳 生 さん

たん かい

り︑と 肯 く︒
﹁



と付き合いがあるらしいから︑術師のことをある程







そよう

武術と術の素養があれば︑比較的簡単に︑強烈な
効果が得られる︒
ほろ

源流ではさほど盛んとは言えないが︑朱崩の言う
きょくりゅう

とおり︑同じ衝派でもすでに滅んだと言われる剛流
や 極 流 で︑多く使われていた︒
﹁剛流だって︑術流派であることに変わりはないよ︒
そもそも衝 派の術は ︑ 古代衝派 の時代から 周囲の
よい術︑よい考えを吸収しながら発展させていった
ものだよ︒

﹁それは違います

源流はたしかに他流を見ていた

かもしれませんが︑決して取り入れたわけではあり

﹂

ません︒ただ︑他流を見ることによって︑源流の本

質を突き詰めて行っただけです︒
すいりゅう

それが﹃ 粋 流 ﹄というものです

緑宝寺は頭が痛かった︒



﹁そもそも今回のような混乱を招いたもとは︑まず
あお

それは後からできたから︑先人の流派のよいところ

他流の者を総師範と仰いだことに始まります︒その

緑宝寺は 流れる ような相 手の口調 を今度は 手で制

たが︑朱崩はそれに気付かなかった︒

き づ

﹃総師範﹄ のくだ りで︑ 空諾の眉が ぴくりと動い

そうしはん

を集めたから︑という部分が大きいと思うよ︒それ
おご

ため︑われらは貴重な術師たちを失い︑先の空魔と

拳 で叩いたのだ︒

こぶし

だんっ︑ と大きな音が部屋中に響く︒ 朱崩が机を

いけないよ﹂

なら︑今後もよいところを取り入れて行けばいいさ︒

だが︑こうまでなると

としている彼の気持ちはわからなくもない︒

あった師を半年ほど前に亡くし︑その後継者たらん

強い﹄と主張する︑いわゆる﹃粋流説﹄の信奉者で

﹃術師は 他流派と交わ らず︑ より純粋 である方が



の戦いに大敗するに至り ﹂


もちろん源流の術に優れている点は多くあるけど︑

、
、
、
、
、



剛流のよいところは吸い尽くした︑なんて奢っちゃ

 番外一 いのちの綱

はさ

すと︑口を挟む︒

﹂


﹂


えいしょう

緑宝寺の顔 は︑ もはや 内面の思 いをそのま ま出す

世にありません

﹁当たり前です︒衝派源流にかなう流派など︑この

打ち砕いてしまった︒

ていた︒けれど朱崩の一言は︑その苦労を無残にも

空諾は自 分の 口調に皮肉 を混ぜ ないよ うに苦 労し

くちょう

﹁他流はまずいのかい﹂

者をそのままに入れるのとはわけが違います﹂

に源流の者になったと認められたからです︒他流の

﹁それは そ
れは︑ 以前はどうあれ︑あなたが十分

源流術師とは︑ちょっと違う︒

緑宝寺代行になった︒たしかに︑朱崩の言う純粋の

空諾は先の緑宝寺︑ 影 焼 に拾われ︑わずか数年で

ないかい

それでいく と︑ 私が緑 宝寺でい るのもおか しくは

﹁気持ちはわからないでもないけどね︑朱崩︒



ほかなくなっていた︒

そうはく

と︑そこへ表から声がかかった︒

﹁宗珀︑ただいま戻りました﹂

渡りに船とばかりに︑空諾が扉に飛び付く︒
めんく

いくど

開いた扉 の向こうに 見える緑 宝寺の表情 に︑ 宗珀

は面食らってしまった︒なにせこの仕事は幾度とな

く勤めて来たが︑ここまで歓迎されたことはない︒

彼は困惑しながら︑ それでもいつもの習性に従っ

て︑茶の包みを手渡していた︒
あ

﹁ごくろうさま︒さ︑まず一杯目は君だ﹂

言いながら空いている席へ座らせる︒その隣では

は

朱崩が︑わけがわからないといった表情で︑成り行
きを見守っている︒
きゅうす

緑宝寺は 部屋の奥 まで 跳ねるよう に進む と︑ 今ま

で暖めていた急須に︑いま受け取った袋から一つま

みほど茶をすくい取り︑入れる︒その隣ですでに用

意されていた湯を注ぎ︑やはり暖めていた湯飲みに

つ

注いで背後の席へ︒
次々と︑ まさに 流れるよ うに動い て行くそ の手さ
さ

い す

思う︒

ときおりばたん︑ばたんという音がする︒どうも中

堂の大扉が開いたり閉まったりしているようだ︒し

てみると︑これは横に揺れているのだろうか

け込んで来た︒

﹂

か

そこへ︑ 黒っぽい 珠を抱えた 十四︑ 五の少年が 駆

たま

と考えるのが当然であった︒

術師の常 識からす れば︑ 誰かがまた術を失 敗した

空諾が思わずつぶやく︒

﹁誰だ︑今のは

そして揺れは︑はた︑と止んだ︒

や

い目つきであたりをうかがっている︒

いや揺れているからこそ︑じっと身を守りながら鋭

り︑朱崩もそれなりの術師である︒この揺れの中で︑

宗珀はそ のまま素早 く左右を 見た︒ 空諾 はもとよ

ごと前後左右にずりずりと動き回っていたのである︒

その疑問は目を開ければ解けた︒自分の身体は椅子



ばきは︑まるで舞っているかのようだった︒
﹁さ︑冷めないうちに ﹂

はっ︑と我にかえる︒うかつなことに︑ 二人とも
目の前 に湯飲み が出て 来たこ とにさ え気付か なかっ
たのである︒
さいさん

宗珀は︑ 空諾の 再三の勧め に湯飲み を手に 取ろう
として︑妙なことに気がついた︒
ゆ

水面が︑揺れている︒
﹂

﹂

再び手に取 ろうとし たその体が ︑ いきなり 押し上

げられた︒

﹁なんだ

みついているところを見ると︑これは自分だけのこ

とではないらしい︒目を閉じ︑とにかく落ち着け︑と

、
、



あわてて二 人を見る ︒ 自分と同じ く︑ 椅子にしが





﹁

いのちの綱
番外一



しんだい

﹁緑宝寺さま︑辰台より伝令

おのおの

ていじょう

壁になるためでもあった︒

のあたりだい
かんしん

﹂

﹂

︵注二︶

﹁ごくろうさま 貞 覗 ︒で︑地震とすると︑ 源 はど

みなもと

が︑緑宝寺の中央にでん︑とあるのは︑万一のとき

非常時の集 会場であ り︑ 普段は 使いもしな い中堂

に失敗したときの被害は相当なものになる︒

各々が強大な力 を持った術師 の集団 だけに︑ 訓練

ほっ︑とした空気が︑あたりに流れた︒

囲の光に︑特に変わった動きなし

いまの揺れは︑地震です︒術じゃありません︒周



跳ねた︒
﹁東︑二百五十里

﹂

そう言いながら︑後ろ手でなにかを掴むと机に広



空諾の笑みをたたえた顔から︑眉だけががぴく︑と

五十里﹂

﹁はい︒観辰からすると︑緑宝寺の東︑およそ 二百



こ

こ

げ︑顔を埋める︒緑宝寺では珍しい︑紙に描かれた
それは︑地図であった︒

三人が注 目する中︑ 指を広げて 距離を測 ること半

刻ほど︒がば︑と上げたその顔は︑その場の全員を
真下だ


﹂

震え上がらせるに十分だった︒
﹁あの村の

七

しかし︑今日ばかりは違っていた︒風景を引


集の合図である︒女坊の女性たちと︑医坊の医呪師

にょぼう

高い鐘の音が三つ︑低い太鼓の音が一つ︒非常招

カン︑カン︑カン︑ドン

カン︑カン︑カン︑ドン

き裂く音が︑辺りにこだまする︒

風景

ここで暮 らす者たち の多くが 好む︑ この のどかな

刻々とその色を変えてゆく︒

夕暮れの緑宝寺︒あたりの木々が夕日に染まって︑







範たちを除く全員が中堂へと駆け寄る︒
最高師範と それに準 ずる者たち は︑ 中堂の 奥にあ
る一室へと集まる︒
緑宝寺全体が︑一気に動きだした︒
そろ

﹁お揃いですな﹂
おさ

中堂の奥 ︑ 奥堂と 呼ばれる 小部屋に 最後に入 って

とうま

来たのは︑医呪師範の長である寂だった︒
じゃく

﹁遅いよ 寂 さん﹂
一番奥に いる緑宝 寺のとな り︑ 倒魔術師の 長が口
とが

を尖らせた︒
衝派源流の術 師は︑ 本来の敵で ある ﹃空魔﹄ との
いくさ

戦 での役割により︑大きく三つに分けられる︒
あくま

まず︑ 異なる 世にいる空魔 を︑ むりやり この世に

ほうま

封魔術師︒

いまここ に集まったのは ︑ それら の長と女 坊の長

である梨環︒そして︑彼らとは独立して行動する医
呪の長︑寂である︒

﹂

﹁こりゃ失礼︒ところで緑宝寺︑医呪法師十二名︑全

員準備を終えております︒薬草も申し分なし

空諾はため息をついた︒

はいだい

﹁村の出入口に 跳 結 界 を張って︑外から入れないよ

じょうかい

出て来た空魔を討ち倒す倒魔術師

うにして下さい︒それから 浄 芥 さんと杯岱さん﹂

ちょうけっかい

は︑と握魔術師の長が答える︒

まず 仙 跳 さん﹂

せんちょう

が︑被害の度合にかかわらず︑救援に向かいます︒

いま︑ 二人ほど 様子を 見に行っても らっています

﹁あの村のことは今更言うまでもないでしょう︒

いまさら

それだけ言うと︑視線を全員に移す︒

苦労さま﹂

﹁せめて遅れるとか︑伝令出して下さいよ ま
ぁ︑ご



そして︑ 討ちもらした ときに元 の世に封じ 込める

う

引きずり出す握魔術師︒
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医呪の長は︑背を向けたまま手を振ると立ち去った︒

﹁緑 宝寺︑ 朱 崩 に衝 旗を 指
 揮を任せる︑っていう

倒魔術師と封魔術師の長たちが同時に返事をした︒

﹁風乗りだけをまとめて︑一団を編成して下さい︒そ

﹂

のは

寺はややためらいぎみに︑

まか

﹂

厨師たちにはその旨︑お願いしますよ﹂

﹁寂さんは医呪師たちを︑まず半分送って下さい︒先

﹂

の状況がわかったら伝令を︒必要なものを持たせて︑
残りの半分を行かせましょう﹂
寂は大きく二三度うなずいた︒
ちょきょ

﹁わかった︒おい浄芥︒風乗りの長︑誰にする
﹁ん︑猪虚あたりがいいんじゃないかな ﹂


下さいよ﹂

﹁あ︑寂さん︒衝旗は朱崩に任せますから︑従って

しょうき

﹁よっしゃ︑じゃわしゃそっちへ﹂

かれた︒

ちら︑ と杯岱 を見る︒ 視線の 先であごが 大きく引



﹂

中堂には人が詰め掛けていた︒

八

ているから﹂

﹁だから選んだんだ︒大丈夫︑万が一のことは考え

りと言う︒

して︑他の者たちが不思議そうに眺める中︑はっき

空諾は︑ 妙にほっとしたよう な笑みを 見せた︒ そ

大丈夫でしょうか

﹁力がないとは言いませんが︑あの﹃粋流﹄狂いで

他の者の視線を受けて︑仙跳が言った︒





てうなずく︒

﹁うん︒だめかな

全員が︑ まさか ︑ という顔で見つ めている︒ 緑宝



最後の部分は梨環に向かって言った︒ 彼女は黙っ

むね

そらく彼らが最も疲れることになるでしょうから︒

して︑好きなものを十分に食べておくようにと︒お



ふくめん

総勢八十二 名の術師 たちとその 長︑ そして 女坊の
もめん

長︒術師たちはいずれも︑木綿の衣服と覆面をつけ
てずらりと並んでいる︒

めつじゅ

見つめながら︑

﹁術は﹃滅呪﹄を除きすべて許可する︒

また︑どうしても必要とあれば︑
﹃滅呪﹄の許可も
じ

静かだった中堂がざわついた︒
﹃滅呪﹄は術の中で

辞さないつもりでいる﹂

張した雰囲気のせいか︑やけに狭く感じられる︒

も空魔以外には使ってはならない︑と代々の緑宝寺

部屋の大きさに比べれば大人数とは言えないが︑緊
﹁ 被
予想外にひどい﹂
害の概要はいま聞いたとおり︑

によってきめられて来たもの︒その決まりを︑緑宝

救ってくれ



﹂

﹁緑宝寺は︑私と︑最高師範位が守る︒できる限り

空諾はざわめきを手で制した︒

驚くのも無理はない︒

みずか

中堂の中︑一段高い台に乗って緑宝寺が話している︒

寺 自 らが﹃破ってもよい﹄と言っているのである︒

すみ

隅の方では︑ いま村 から戻って来た ばかり の風乗
りが二人︑医呪法師の手当を受けながら︑医呪の長
け が

に村の怪我人たちの状況を話している︒
﹂

の手をつくし︑あの村を

と全員が叫び︑朱崩に続いてばたばたと中

目は正面 の大扉を見 るともな しに見つめ ︑ やや肩

吐いた︒

人気がなくなった中堂で︑ 緑宝寺はふぅ︑ と息を

堂を後にした︒

おう



﹁朱崩

あお

はい︑ と軽くうな ずきなが ら蒼の覆面をつ けた男
しょうき

﹁衝旗は︑きみに任せる︒まず住人の無事︑次に住

居の無事だ︒順番を間違えるなよ﹂
隠しから取 り出した ︑ 蒼い小旗 を覆面の耳 の当た
しりぞ

りにさす︒朱崩は礼をとると︑一歩 退 いた︒
空諾は︑ 術師たちをひ とりひと り点検する ように





が前に出た︒

 番外一 いのちの綱

︶

を落としてじっとその場に立っていた︒

︵やはり向いてないな 命
 令なんて
ぼうっと考えているその背後から声がかかる︒
﹂

﹁緑宝寺 さま︑ 私たちは 厨
師の他に指示がありま
せんが
口で応える︒

ゆ げ

しょうゆ

おもも

その雰囲気 を五感す べてに感じ ながら︑ 緑宝寺は

ある︒

全体が︑なんとなく暖かく感じられるほどの熱気で

音とともに︑湯気と醤油の匂いが立ち昇る︒緑宝寺

女坊の隅々に明かりがともり︑どたどたという足

いった︒

はい︑ とひ とつ返事を 残して︑ 女坊の長が去 って

足りないだろうし﹂

いて下さい︒みんな忙しくなるから︑厨師だけじゃ

﹁ああ︑そうでした︒とにかくごはんを沢山作ってお

たくさん

梨環だった︒空諾はびっくりして振り返ると︑早



不意に自分の頭を叩いた︒そして︑今度は真剣な面持

ちで奥堂へ戻って行った︒

九

﹃脱虎門﹄ を出て しばらく進み ︑ おもむろに道を
外れて森の中へ入る︒

へんぴ

や や 広く なって いる と ころ で︑ 風 乗 り たち が 待っ
ていた︒

まさかたぁ

﹃滅
﹁でも変だなぁ︒たかが辺鄙な村一つのことで︑

呪﹄まで使うかもしれないなんて﹂

﹁たしか︑あそこは茶の仕入れ先だろ

しゅほう

﹁茶がなくなって困る奴なら︑まぁ何人かはいるだ

いった表情で相手を見ている︒

風乗りた ちにも聞こ えていた らしく︑ やれやれと

いた︒

背後から聞こえる軽い口調に︑朱崩がため息をつ

うなぁ ﹂


思うが︑茶を守るために行かされるんじゃねぇだろ





ろうけど ﹂


とりで

答えたのは︑先ほど軽く言っていた男らしい︒

緑宝寺は岩だらけの土地に作り出された緑の 砦 で

そうはく

ふうろ

風乗りの準備をしながら︑宗珀が口を開いた︒
こ

ある︒万が一襲われたなら︑そして万々が一追い返

こ

る準備を整えながら

朱崩はぐっとうなずく︒宗珀の手を取り︑風に乗

せなければ︑逃げる場所などありはしない︒

﹁あそこにはね︑緑宝寺に直接通じる風路があるん
だよ﹂
みち

風路︒読んで字のごとく︑風の路である︒
ここでいう﹃風﹄はただの風ではない︒この世を
ふうこう

﹁そういうことだ︒あの村は︑我々のいのちの綱な

いくえ

幾重にも取り巻いて流れる︑風光と呼ばれるもので

んだ ﹂


かなた

百︑数千里の彼方まであっという間に飛んで行って
しまう︒
と︑こう言ってしまうと便利に思える﹃風﹄だ



ある︒

流れを変えない風がある︒ これが︑﹃風路﹄ なので

火災が起きているのに違いなかった︒

暑い︒明るい︒冬の夜だというのに︒

ただし︑雰囲気は一変している︒

そこもやはり森であった︒

風の中 色
のない世界がふ︑と終わりを告げると︑

に乗って行く︒

三人の風 乗りに囲ま れながら ︑ 一度に十 数人が風

十

ある︒術師のうち﹃風乗り﹄はこの風に乗って︑数

、
、
、
、
、

﹁なるほど⁝逃げ道ですか﹂

風は日々その流れを変える︒しかし︑ごくまれに︑

けない﹄ということなのだ︒

ことは︑裏をかえせば﹃風の流れないところへは行

が︑実は一つ欠点がある︒
﹃風の流れに乗る﹄という
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後からあらわれた者たちと共に︑村へと向かう︒朱

崩の覆面の下では︑汗が一つ流れていた︒
さんじょう

目の前は︑まさに 惨 状 と言ってよかった︒
まぬが

炎はもちろ んのこと ︑ それ以前 に家に潰さ れても



がく人︑もがくことさえできない人︒それを 免 れて
ぼうぜん

も︑この寒空の下に薄着で震えている人

茫然とする朱崩の脇から︑寂が飛び出した︒
﹁うぉし︑かかるぞ︒
なげ
モ ツ

﹂

よ こ

けいじ

師たちを三つに分け︑消火︑崩れた家の撤去︑そし
にら

て巻き込まれた人達の避難誘導を命じると︑腕組み

をしてあたりを睨みつけた︒

もともと︑ この種の仕事 は好みでは ない︒ 術をふ

るって︑動き回る方が自分には合っているのだ︑と
いらだ

すそ

思う︒だが︑頭の旗がそれを許さない︒

やや 苛立ちながら 立っているそ の裾が︑ ぐい︑ と

ゆ

引かれた︒見ると腰に届かないほどの小さな女の子

︶と思いつつ︑その視線まで

が︑全身の力を込めて足を揺すろうとしている︒
︵なんだ︑こいつは
﹂

﹂

ここで初めて︑彼はその意味を把握した︒なおも

はあく

ら怪我人や︑それよりひどい人を背負い︑あるいは

﹁見て見ろ︒私の仲間がみんなを助けている︒きみ

しがみつく女の子を抱いて︑すっくと立ち上がると︑

ここで朱崩はようやく我にかえった︒集まった術

ちぎれた体の一部を拾い集め︑村はずれの広い空き

﹁おかぁさん︑助けて

朱崩はわけがわからず︑ただ目を丸くした︒

﹁おかぁさん

頭を下げると︑今度は頭に抱きつきながら叫んだ︒



その顔を逆に向ける︒

け が

白い衣装に白覆面の一団が動きだす︒そこら中か

は 薬 粥 ︑急げよ

くすりがゆ

臓物やられてるやつぁこっち寄越せ︒慶治︑お前ぇ



ちぎれてるやつやはぜてるやつぁ︑ とりあえずつ

、
、
、
、
、

地で治療をはじめた︒



、
、
、
、







の母親も︑きっと助かる﹂

﹂

静かで︑ 自信 に満ちたその 声を聞くと ︑ 女の子の
叫びはやんだ︒
しょぎ

﹁おおい︑庶宜

がれき



す

ぎょうし

十一

てっきょ

村は中に 入るほ ど被害が 増してい た︒ 家の撤去を

こうらいは

命じられた術師たちは︑その中心の家二︑三軒に人
さらち

がいないことを確認すると︑光雷破などの破壊術を

使って更地にする︒そして︑周辺の家の屋根や柱を︑

順番にそこへ集めて行った︒

集める方法は人それぞれで︑風に乗って走り回る
おお

らいげきじゅほう

者がいるかと思えば︑壊れすぎないように部分的に
あら

ふく

結界で覆っておいて︑雷撃呪法を打ち込むといった
荒っぽい者もいた︒
がれき

見る間に 減って行く潰 れた家 と︑ 見る見る 膨れ上

ネズミのもつそれと勘違いをすることもあるが︑少

光﹄を探しているのである︒もちろん︑たまには犬や

﹃光﹄ のうち︑ 人がそ れぞれ中に持っている ﹃内

す

がる瓦礫の山の影を︑村人捜索の一団が走り回る︒彼

﹂


せるようにしていた︒

じっと見た︒
なご

らは︑ときおり立ち止まって目をつむり︑耳を澄ま

ず

﹁関係ない︒ けど︑この村は必ず救ってやる︒必

たその 眼 は︑湖水のように透き通っていた︒

まなこ

朱崩の目が 一瞬 和む︒ 軽く目 をつむり︑ 再び開い

﹁おじちゃん︑だぁれ﹂

のぞ

朱崩は女の子を肩に乗せ︑再び炎を凝視している︒

うなずくと︑瓦礫の山へと向かって行った︒

庶宜は黙って女の子をじっと見ていたが︑ひとつ

﹁この子の親がいないそうだ︒探してくれ﹂

げて︑

人がやってきた︒朱崩は女の子をひょい︑と持ち上

朱崩の声 に︑ 村人 の避難に あたっていた術 師の一



子供は身体を倒し︑覆面の中の目を覗き込むように

 番外一 いのちの綱

する子供を︑ぐっと引き寄せると︑まわりを見回し
ど な

なくともこの捜索で︑
﹃生き物がいるかどうか﹄だけ

て思い切り怒鳴った︒

悪いけど︑いま忙し ﹂


ら降ろした︒そして︑まっすぐ腕を上げる︒
ごうえん

﹁あの中へ飛ばしてくれ﹂

﹂

指さす先は︑轟炎の中心︒
﹁お︑おい︑正気か

人ひとり死ぬかもしれない

﹂

朱崩は鋭 い視線で言 葉尻を抑 えつつ︑ 子供を肩か

﹁呼んだ

の入った瓶を持って︒

かめ

青い衣が ふわりと 目の前に やってくる︒ 左手に水

﹁宗珀︑いるか

﹂

ははっきりする︒
捜索に当 たった術師の 多くは 潰れた 家の回り をく
しょぎ

まなく探していたが︑彼︑庶宜だけは別の場所へ向
かっていた︒別に︑根拠があるわけではない︒ただ︑
こちらを先に調べなければまずい︑と考えたから︒
ごうえん

すなわち︑轟炎の中である︒
手をぐいと 伸ばしながら ︑ 左へ︑ 右へと 動かして
ゆく︒その手が︑ふと止まった︒燃え盛る火の方へ
もと

﹁いいから早く

る︒相手が返事をする前に︑その姿は消えていた︒

言いなが ら朱崩の腕 をとり︑ 炎の中心を 睨みつけ

﹁わかった︒俺が行くまで︑生きてろよ﹂

から腰にかけて︑ずしりと重くなる︒

宗珀は︑瓶の中身を黙ってぶちまけた︒朱崩の頭





一歩︑二歩と歩き︑大きくうなずくと︑そのまま朱
﹂
﹂





崩の許へと駆け戻った︒
﹁朱崩︑炎の中に一人いるぞ



﹁間違いない︒この子に近い光 この子の親だ
﹂

肩の重みが動いた︒
﹁おかぁさん



朱崩の顔がこわばる︒覆面の上からもわかるほどに︒



腕を伸ばし ︑ 火の中に いるなに かをつかむ ように







まばた

のど

せき

︶

で︑焦げた布が動いた︒
︵人か

﹂

声を感じた︒

同時に︑ 目の前に手だけがにゅっと現われる︒ 朱

間︑再びどっしりとした重みを感じると同時に︑幼

の重さがなくなった︒だが彼は油断しない︒次の瞬

する︒そのまま地面に突っ伏すと︑目の前に井戸の
のぞ

覗きこむ︒
浅い︒ 大人の背丈より少し 深いくら いの井 戸の底

せたけ

崩が印を解いた手でさっと握ると︑抱えていた女性

﹁つかまれ

﹂

と︑ その 途端︑ 耳でな く︑ 体に突き刺 さるような

とたん

のさまは︑まるで溶岩が吹き出すかのようだった︒

には土が舞い上がり︑炎に焼かれて落ちてゆく︒そ

叫ぶと同 時に足元が 地の底へ と崩れてゆ く︒ 周囲

﹁ 絶崩

ぜっぽう

朱崩は印を決めた︒

一つ大きくうなずくと︑女性を抱きかかえたまま︑

来たのはあの女の子に似た女性の顔だった︒

を抱きかかえた︒顔らしき部分の布を剥ぐと︑出て

思うが早 いか︑ 朱崩は さっと飛び降り ると︑ それ



瞬 き一つの間に︑景色は一変していた︒見えるの

もうか

はただ炎︒覆面に染み込んだ水が︑あっと言う間に

︶

湯気へと化してゆく︒
︵どこだ
口を開く ことはで きない ︒ それほ どの猛火なので
ある︒人が生きている︑ということが不思議でなら
ない︒
︵いや︑まてよ︶



目をつむり︑考える︒崩れた家︒押し寄せる炎︒辺

﹂

りに水はない︒その中で生き残れる場所は
﹁土の中か
く

思わず口を 開いた︒ 覆面越 しとはいえ ︑ 熱い風を







ようなものが見えた︒咳き込みながら︑そのなかを





喰らった喉が燃え上がり︑なんとか冷やそうと咳を

いのちの綱
番外一



い目が正面にあった︒

﹂

﹂

あるため︑すぐにでも使えると思ったのが大きな間
違いだったのだ︒
は じゅ

﹁破呪で吹き飛ばして ﹂

火の粉が飛ぶだけだ

﹂

さ

もんしん

るのを防ごうとはしているものの︑火だけを避けて

すべて包むというのは難しい︒だいたい︑あの﹃門森﹄

こぶし

これだけ術師がいて︑火一つ消せないの

などは隠しようがない︒
﹂

﹁くそっ
か

﹂

たしかに火傷もあるけど︑もとからある病気の方が

﹁いや︑さっき朱崩から預かった怪我人なんだがなぁ

医呪の長はちょっと振り向くと︑また元に戻った︒

﹁どうかしたんスか

額 に手を当てながら︑しきりに考えこんでいる︒

ひたい

れ物を探していると︑寂の姿が目に入った︒

薬粥を作り終えた慶治が︑病人たちに配ろうと入

一方︑医呪師たちが治療している広場︒

十三

ちすべての気持ちを代弁していた︒

地に打ちつけた朱崩の 拳 が︑その場にいた術師た



﹁おかあさんだ︒間に合ったぞ

十二

火である︒
﹁だめです︒勢いが強すぎる
﹁水が な
いのか︒くそっ

﹂

しかし︑まったく解決していない問題もあった︒

は︑壊れた家の撤去も半分ほど終わっていた︒

朱崩がもと の︑ 村を一 望できる 場所に戻る ころに



最大の誤算は︑水の少なさにあった︒川が近くに



誰かが言った言葉に︑朱崩はすぐ反応した︒
﹁よせ







と
りあえず︑回りの家を結界で覆って︑燃え広が







み

ひでぇみてぇだ︒診ろよ︑この脈﹂

の身体に精気を与え︑花に使えば︑種から一瞬にし

て花を咲かせる術である︒しかし

つぶ

﹁慶治︑おめぇ命いくつ潰したかわぁってんのか

俺たちゃこのひとたちのいのちの綱なんだぜ﹂

寂は怒鳴らなかった︒ただ淡々としたその声に︑青

年はぐっ︑ とつまった︒ だが︑ 拳を握り締めてすっ
くと立ち上がる︒

﹁この人は︑訓練のための種じゃないス︒俺の患者

一言残すと︑薬粥の鍋を持って立ち去っていった︒

それさえ無きゃ︑おめぇは衝派最高の医呪師だ﹂

﹁最後まで気ィ抜くな︒

れを隠すようにくるりと後ろを向き︑

寂はちょっとだけ黙った︒ ふと眼光がゆるむ︒ そ





慶治は細い腕を軽く握り︑目をつむった︒
﹁はぁ︑なるほど︒精気が弱ってるんスね︒ンなら
﹃増光﹄かけてやれば ﹂

めぇ

寂はやれやれ︑と頭を振った︒
﹁だからお前は気が短ぇってんだよ︒
ぞうこうじゅ

精気は光から生まれっけど︑すぐってわけにゃい
後の手だ︒ヘタすりゃ︑光が増す前に体がはちきれ

﹂

﹂

なんス︒俺の患者は︑俺が治すんです

かねぇ︒弱った体に﹃増光呪﹄かけんなぁ︑こりゃ最

、
、
、
、
、

ちまう﹂
く さ

言いながら︑慶治の薬粥に指を突っ込み︑

言った︒
れんせいじゅ

﹁なら︑練精呪ス

練精呪︒ 光を 精気に転化す る術︒ 人に使 えば病気



慶治はちょっとムッとして︑ なかば怒鳴るように

なあ﹂

﹁こういうときにゃ︑薬草が一番なんだが こ
れじゃぁ

 番外一 いのちの綱

十四
こちらは宗 珀︒ 緑宝寺 からの人 員運びも一 段落し

たので︑個人的な探し物をしている︒
﹁あの茶屋は︑たしかこのあたり ﹂

そ

さお

ひいろ

誰に言うともなしに口にしながら歩いていると︑そ
の目に︑文字をひとつ染め抜いた緋色の布が飛び込
んで来た︒
ま

鮮やかな﹁茶﹂の一文字︒
宗珀は真っ青になって﹃風﹄に飛び乗る︒
並みの風乗りにはとうてい乗れない︑低空をゆく風︒
風は低く流 れるものほど ︑ 流れが遅い ︒ しかしす
ぐに落ちてしまうという欠点がある︒
その風に乗 りながら さらに印を 決める︒ 灰色の闇
の一部がすぅっと開き︑あたりの様子を映しだす︒

はがね

ざる

木でも土でも 鋼 でも︑風にとって︑そして風に乗っ

ているものにとっては笊の目ようなもの︒その理屈

をわかっている者などいやしない︒もちろん︑宗珀

も例外ではない︒ただそういうものだと感じるのみ
わら

である︒

藁の屋根を 突き抜けて 上へと向 かう風か ら︑ また

︶

別の風に乗り換えて再び家へ戻る︒
︵いた

瞬時にすべての術を解く︒勢いあまって老人から
︵注三︶

くず

は

二丈ほど離れてしまった︒これほど短い距離では︑さ

すがに風は使えない︒やむを得ず崩れた柱の間を這
からだ

いずって︑ようやくたどり着いた︒

身体を抱きかかえると︑ぬるっ︑とした感覚があっ

た︒確かめるまでもない︒血である︒

口元に手をかざす︒息も あ
 る︒

あわてて老人の首筋に手をあてる︒脈は あ
 る︒

わけのわからないものに変わる︒そしてすぐにまた︑

ほっとしたもの の︑ 事態は急 を要する ︒ 抱きかか

せま

目の前が広がる︒柱を通り抜けたのである︒

折れた柱 が 迫って来て︑ ぶつかると 思える 瞬間に





えてそのまま風に乗ろうとする が
︑できない︒さっ
きまであれほど吹いていた風が︑ぴたり︑止まって
しまっていた︒
あくたい

十五

﹁うわっ﹂

﹂

寂がこんな声を上げるのは珍しいが無理もない︒目

の前にいきなり︑人が落ちて来たのだから︒
け が に ん

ひと呼吸すると︑思い切り怒鳴る︒
﹁バカヤロウ

﹂

怪我人の中に降ってくるたぁ︑どう
いうつもりだ


つ



医呪の長は ︑ 患者から目 を離さない ︒ 顔は真剣そ

でも増やせるんじゃ ﹂


﹁血 っ
て︑ 寂 じい︑そんなもん生きてりゃいくら

じゃく

した目を向ける︒

彼の切羽詰まった言葉に︑回りの者たちがぎょっと

せっぱ

﹁血が 足
 りねぇ﹂

間に傷が塞がり︑出血も止まった︒だが

ふさ

寂はざっと 外 傷 を見て︑すぐに術をかける︒見る

がいしょう

宗珀は老人をその場に寝かせた︒

﹁はい︑一人追加です﹂

がら︑宗珀が応えた︒

抱きか かえた 老人 を 庇って打った首筋 をさす りな

かば

﹁運ぶ手間ぁ︑省いただけですよ︒寂じい﹂

はぶ



﹁くそっ﹂

﹂

思わず 悪態をつく ︒ すると 腕の中が もぞも ぞと動
きはじめた︒
﹁だいじょぶか︑おいちゃん﹂
﹁お︑おお︒誰だい︑あんた
吹く︑高く︑強い風︒

ふ︑ と目がゆるむ ︒ 風を感じたの だ︒ 外へ向けて



﹁気をしっかり持ってくれよ︒これから︑外へ飛ぶ
からな﹂




言いおわるより早く︑あたりは灰色につつまれた︒

﹁とぶって

 番外一 いのちの綱

のもので︑泣きそうにさえ見える︒

﹁わかりました︒じゃ︑その﹃血ぃ混ぜる﹄準備︑お

風乗りは小さくうなずくと︑くるりと後ろを向いた︒

﹁ああ︑
﹃増光﹄や﹃練精﹄使ゃたしかに血も増えん

あれは身内でな

朱崩はまだ炎を睨みつけている︒

のを待つ策を採ったのである︒

門森の方へ駆け出して行く︒

その朱崩の脇に︑いきなり人が現れた︒そのまま︑

の場の誰もが︑苛立っていた︒

いらだ

しかし︑火はなかなかおさまりそうに見えない︒そ

あ

ようにして言葉を止めてやった︒

家の片付けの方が終わって来たので︑手の空いて

それでも

と

﹁嬉しいけど︑ちと無理だな︒へたすっと血が固まっ

うーん︑俺がかかりきりになって



﹁ 寂じい︑おっちゃんはどのくらい持ちますか﹂
﹁ん



六刻もつかどうか︑ってとこだな﹂



ふと︑宗珀は黙り込んだ︒

子とか兄弟とか︑身内の場合だけだ﹂

いる術師が交代で結界を張り︑延焼を防いで消える

にら

言うなり︑その姿は空へ溶けて行った︒

﹁だから︑身内を連れてくるんですよ﹂

声が上擦った︒宗珀は逆に淡々と︑

うわず

一瞬見えた ︑ その目の色 に驚いて︑ 医呪師の長の

きゃ ﹂


﹁おいおい︑聞いてなかったのか

願いします﹂

なぁ︑他の血ぃ混ぜちまうってんだが ﹂

﹁他の血でいいのか︒なら︑俺のくれてやる
ま え



ちまって即︑死んじまう︒たまにうまくいくなぁ︑親

目の端に 涙がにじ んでいる ︒ 寂はそ の肩を抱える

かか

じいさんの一人分ぐらいなら︑どうってこた ﹂


以前に滝みたいに血を流したことだってあるんだ︒



﹁いや︑手が無ぇわけじゃねぇんだ︒手っ取り早い

ね

宗珀の顔から︑血の気が引いた︒口元が震えている︒

だけど︑それまで待ってらんねぇ﹂



﹁お︑おい宗珀︑どこへ行くつもりだ
﹁緑宝寺へ戻る

﹂

人ひとり死ぬかもしれない

﹂

朱崩はその場であっけにとられていたが︑風乗り
たちをまとめている猪虚の毒づく声に︑はっと我を
とりもどした︒
なかば灰 になっている覆 面をなお しながら ︑ また
炎の方へ目をやる︒もう︑睨んではいなかった︒

十六
ひといき

﹂

つか

宗珀は乱暴に腕を掴むと︑そのまま風に乗ろうと
する︒

のぞ

﹁おいおいどうした︑宗珀︒こんなところで ﹂


中堂の脇から︑緑宝寺が顔を覗かせていた︒

緑宝寺内で︑風乗りは通常禁止である︒宗珀は握っ
た腕をぱっと離して︑

﹂

﹁宗珀︑衝派術師としてではなく︑芳里の友として︑

緑宝寺どのにお願い申し上げます

﹂

宗珀は︑芳里の両肩を掴んで立たせようとした︒だ

﹂
﹁お爺様が で
も︑あたしは


そう︑彼女は茶屋の孫娘なのである︒

﹁お 爺様が

じいさま

わる前に︑芳里が頭を抱えてうずくまる︒

彼は︑ 茶屋の 主人のこと を手短に話 した︒ 話が終

足早に近づくと︑宗珀に話をうながす︒

葉に空諾ははっとなった︒

いまは非常 時である︒ 非常時だから こそ︑ この言





門森から 緑宝寺ま でを 一息でこなし ︑ 脱虎 門をく
にょぼう

目的地は︑女坊である︒
だが︑そこまで行く必要はなかった︒

﹁どうしたの︑宗く い
 え︑宗珀さん﹂
ほうり

さ︑村まで来てくれ



炊き出し用の大皿を抱えた芳里が︑厨房へ向かう

途中だったのだ︒

﹁いいところに





、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、



ぐった宗珀は︑目的地へ向けてひた走った︒

 番外一 いのちの綱

が︑彼女はその手を思い切り振り払う︒
宗珀はついに怒鳴った︒

﹁どうしても嫌だ︑っていうなら︑覆面してもいい
よ︒せめて︑血だけは分けてやれよ﹂
そのまま顔を上げて︑宗珀の瞳を見る︒空諾は二
人の様子を︑黙って見つめていた︒
﹂

そこへ︑後ろから声がかかった︒
﹁どうしました

うずくまっていた芳里までがはっと振り向く︒そ
こに︑梨環が立っていた︒いままでにない厳しい目

宗珀はまた手短に話す︒

﹁血を分けに︑つれていきたい︑ということですね﹂
口調が冷たい︒

﹁でも︑血を与えたなら︑正体はわかるでしょう
﹂



﹂

﹁惜しいけど︑仕方ないわね
みと

認めますよ︒緑宝寺さま︑よろしいですね

﹂

梨環はにっこりと笑って︑芳里を抱きしめた︒

あたし︑帰ります﹂

ません︒

﹁はい︒いくら気まずくても︑いのちには代えられ

すり︑まっすぐ女坊の長の瞳を見つめて︑

芳里はすっ︑ と立ち上がった︒ 赤くなった目をこ

も

りたいのなら︑もうここへは戻れませんよ︒それで

﹁わたしは︑あなたに訊いているんです︑芳里︒帰

しかし︑口を開こうとした瞬間︑手で抑えられる︒

宗珀はうっ︑と詰まりながらも︑梨環に詰め寄った︒



﹁売られるのがいやで︑逃げて来たっていうのは知っ
てるよ︒そのせいで︑芳ちゃんのご両親が重労働し
なきゃならなくなって︑死んじゃったっていうのも
ね
﹂




芳里は︑耳を押さえていた両手をゆっくり離した︒

これ以上︑逃げてどうするんだよ

でも︑それならなおさら︑お爺さん助けなきゃ



をしながら︒









少し離れ て見守っていた 空諾は︑ 笑いなが ら近づ
くと︑芳里と梨環の肩をぽん︑と叩いた︒
﹁女坊のことに︑口は出しませんよ︒
じゃこれから︑ここでの思い出を消すから ﹂

ひたい

そ う 言 う と︑ 二 人 を 離 し て︑ 芳 里 の 額 に 手 を あ
てた︒
からだ

とたんに その身体がぐったりと なる︒ あわて て宗
珀がそれを支えた︒
﹂

緑宝寺は︑宗珀が娘をしっかり抱えたのを見て︑
﹁風路まで風で行くことを許す︒ゆけ

女坊の長 はふたり の消えた 場所を 優しい目 で見つ

宗珀はさっと礼をとると︑娘を抱えて消え去った︒



﹁緑宝寺さま︑よろしいのですか

﹂

﹁消すふりしていたの︑気付いてましたか︒まぁ︑彼

、
、

と頭を掻いた︒

か

にやにやと笑いながらのその言葉に︑空諾はちょっ



めていたが︑いきなりくるり︑と振り向いて言った︒

 番外一 いのちの綱

ぶすい

女はそれほど知りませんし︑ばれたらばれたときで
すよ︒

あ
まり無粋なまねはしたくないですしね﹂

にやにや笑いは︑さらに強くなる︒

﹁若い子ですからねぇ︑ふたりとも﹂

十七

芳里をつれ た宗珀は︑ 全力で風を乗 り継ぎ︑ 彼女

を寂に預けるとそのまま立ち去った︒

彼の腕は信用出来るというのもあるが︑なにより︑

これからまったくの他人になってしまう彼女を︑こ

れ以上見ていたくはなかったのである︒

芳里を残した宗珀は︑壊れた家の方に向かってい

た︒無駄に動き回ったつもりはないが︑そろそろ風

乗りが足りなくなっているかもしれない︒

適当な風がないので︑怪我人たちの中を歩く︒さっ

きまでは気付かなかった暑さが︑妙に増したように

思える︒
ないぞ︒あの火︑まだ消せないのか
起き上がった︒
﹁ほのお ああ︑


ふたこと み こ と



が燃えている ﹂

﹂
けっそう

﹂

これから来るであろう炊き出しを運ぶため︑ぽつん

た今となっては閑散としている︒そこにはただ一人︑

していたこの場所も︑ほとんどの人員を運びおわっ

緑宝寺の森の中︒先ほどまで風乗りたちが行き来

十八

一言叫ぶなり︑血相を変えて走り出した︒

﹁な︑なんだって


そして︑二言三言聞き取ると︑

のことを訊ねてみた︒

びっくりした宗珀 は︑ 男の口 元に耳を寄 せて︑ 炎



と︑ その瞬 間︑ 目の前で 寝ていた 男がむっくりと



﹁でも暑いなぁ︒これじゃ怪我人はたまったもんじゃ



と立ち尽くす男がいた︒

あた

つい数刻 前までは︑ 脱虎門の方 をちらち ら眺めた

りもしていたが︑いまはただ辺りを見るともなしに
見ているだけである︒

もちろん 彼は一人前 の術師で あるから︑ この役目
かなめ

なんどき

の重要性を理解できないわけではない︒緑宝寺側の

要 であるこの場所では︑いつ何時︑何が必要になる

かわかったものではないからである︒

とはいえ︑自分だけがここでいつまでもぼうっ︑と

していなければならないというのは︑なかなか納得

しがたいことではあった︒仲間たちはあの村で走り
回っているというのに

風乗りの 印である薄 い蒼の覆 面を︑ ほど いては結
な じ

ひとかげ

び︑ほどいては結び︒いらいらと考えつづける彼の
しょくふう

耳に︑馴染みのある声が響いた︒

﹁次はわしじゃ︒ 蜀 風 ︑たのむぞ﹂
じゅえき

びっくりして 声の方を 見ると 小さな 人影︒ 薄い緑

の覆面は︑どの呪役にも属さない証拠︒

せいあ

﹁成阿どの︑あ︑あなたまで出るんですか
ぎょう せ い あ

﹁なんじゃ︒わしでは不安かな﹂
曉 成阿︒
とうけいし

﹂

術師たち の宿敵で ある空魔 がいつ 現れるか を予見
いんきょ

する︑透形師として長年働いていたこの人物は︑先

まなざ

の透形の際におのれの持つ力を使い果たし︑隠居し
ていたはずである︒
あきらかに疑いの眼差しを送る彼に︑成阿は目だ
けでにこ︑と微笑みを返した︒
﹁若い者にゃできんことがあるんじゃよ﹂
そのまま 手をぐっと握り 締める老 人に︑ かける言

十九
炎の前︒ 結界 を張りつづけ る術師たち にも︑ 疲れ

がみえはじめた︒
こうらいは

か

いいか﹂
そうへき

爪を 噛みなが らそう言 ったのは︑ いま結界 張りを
﹂

交代したばかりの奏壁である︒
﹁光雷破だって

おさ

﹂目は炎を見つめたまま︒

﹂

のだから︑術師たちの疲れがどれほどのものか︑わ

﹃壁﹄の結界では右に出るもののいない奏壁が言う

朱崩は腕を組んだ︒

答える︒

いつのま にかやってきた 庶宜が︑ 奏壁の肩 越しに

はおりません﹂

﹁先程調べ終えました︒少なくとも︑生きている人

﹁中に人は

言葉を 遮 って︑朱崩の鋭い声が飛んだ︒

さえぎ

力で光雷破ぶち込むんだ︒そうすりゃ

持つもんじゃないだろ︑だから周りから同じ程度の

﹁ああ︒結界で 延 焼 を抑えちゃいるけど︑そんなに

えんしょう

るほど︑呆れた声だった︒

口にして からはっとする ︒ 自分で も恥ずか しくな





﹁らちがあかん︒朱崩︑あの中に光雷破打ち込んで



、
、
、

葉はなかった︒

いのちの綱
番外一



期待を込め た炎をみ つめる朱崩 の目に︑ 見覚えの
よ︑ よ く 緑 宝 寺 が 許 可 を 出 さ れ ま し

ある老人の顔が飛び込んで来た︒
﹁成 阿 さ ま
たね﹂

﹂

な気配じゃったな
はどこかね

ま︑それはともかく︒村人たち


怪我をしていない村人は︑病院がわりの広場のそ

ばに集められている︒朱崩がそう教えると︑老人は

その方向へ歩いていった︒

成阿のあだ 名は ﹃風乗りいら ず﹄ である︒ 老人ら

しく︑のんびり歩いているように見えるが︑気がつ
くと一里も先にいる︒

いまもそ の足で歩い ていたが ︑ その脇を かすめる

ように男が通っていった︒

︵あれは︑たしか宗珀じゃ ︶


振り向いて確認しながらも︑足は勝手に前へ動く︒

じゃく

おかげで今度は自分からぶつかりそうになった︒

﹁わっ と
 と︑失礼︒どうかね︑ 寂 さん﹂

ぱん︑と叩いた︒

﹁おお︑ご老体︒わざわざご苦労様です﹂

と振り向く︒

相手はどうやら気付かなかったらしく︑ゆっくり

﹁ふむ︒そうさな︑今ならどんな罪でも許されそう

ながら朱崩へ近づき︑背伸びをしてその両肩をぱん

門森から出 て来た老 人は︑ 緑の 覆面を何度 も直し





かろうというものである︒
先ほどの庶 宜にして も︑ 左肩に はなかば乾 いた血

なのである︒
危険かもしれないが︑いちか︑ばちか
つぶ



鋭い言葉を受けて︑術師たちがばっと散った︒

押し 潰せ
﹂

﹁よし︑四︑五人で取り囲んで光雷破だ︒四方から



人により 差はある ものの︑ みんなこ ういった状態

の痕が︑灰色の服を紅く染めている︒



はんみ

略礼のつもりか︑半身をねじったまま頭だけを下
げていた︒よく見ると︑手は型を決めて︑目の前に
横たわるの老人と娘に術をかけているらしい︒
成阿は礼をとると︑その身体を前へ向かせ︑

少な

﹁体の怪我の方は頼みますぞ︒わしは別の方でやる
でな﹂

﹂

歩いて行った︒

それだけ言うと︑怪我人の海をゆっくりと
くとも本人にとっては
﹁おやじさん︑ありゃ誰です

ようやく﹃転血﹄の術を終わった寂が振り向くと︑



﹁まぁ見てろ︒お前よりゃよっぽど役に立つ﹂

寂はその 場にどっかり腰 をおろし ︑ 成阿の 方をま

ぶしそうな目で見ていた︒

ほお

広場のは ずれには︑ 朱崩の言う ように村 人たちが
だま

そら

集まっていた︒しかし︑誰もかれもみんな呆けたよ

うに黙り︑ 視線は 何もな い宙をあても なくさ まよ っ
ている︒

彼らのそばによった成阿は︑顔についている余計

な布をはぎ取りはじめた︒

じあい

緑の覆面 をなかばほ どいたそ の顔は︑ 深いしわを

込むかのように︑白く長い髪が垂れている︒

持つ老人の顔︒落ち着きと慈愛に満ちた表情を包み

﹁口の利き方に注意しろよ︒あの方は衝派きっての

この声を聞いた途端︑村人たちの表情が変わった︒

とたん

いのに︑深く︑染み込むような響きだった︒

老人ながらしっかりした声が響いた︒大声でもな

﹁どうしたね﹂

息をついた︒

﹂


﹁はぁ︑お偉い方ってのはわかりますけど︒隠居が

来たって役に立つんスかね

老人を︑まるでなにかまぶしいものでも見るかの

、
、
、
、

慶治は老人の後ろ姿を見ながら︑ふん︑とひとつ

透形師とうたわれた成阿どのだ﹂

き

慶治が立っていた︒

 番外一 いのちの綱

われさき

ように振り仰ぎ︑我先にと寄って来たのである︒
成阿は村人 たちが自 分の境遇を 訴えるの を︑ ひと

つひとつ︑聞いてやっていた︒



表情を変えず ︑ 余計に話すこと もせず︑ ただ︑ う
なずきながら

﹂

二十

炎の回りへ散った術師たちが術の準備をしている︒

朱崩はそれをじっと見つめていた︒

しかし︑なにかひっかかる︒
﹁朱崩﹂

背後からいぶかしげな声がかかった︒声からして︑

﹂

おそらく猪虚だろう︒朱崩はそちらを見ずに軽くう
なずいた︒
﹁妙だと思わないか

﹂


﹂

なんでまだ



たしかに おかしい︒ 山が火を吹 いている のではな

言われて朱崩も首をかしげた 心
の中で︑だが︒

﹁

燃えてるんだろう

それに結界で逃げ道塞いでるってのに

ふさ

﹁いや︑俺達が来てからすでに十刻近くになるだろ︒

に向けたまま︑目だけが声の主を追う︒

言いなが らすぐ脇 までやって来る ︒ 朱崩は 顔を炎



﹁ど︑どうなってんスか︑こりゃ

慶治は︑自分の目が信じられなかった︒
手のつけようがないくらい︑ すべての気力を失っ
たようだった村人たちの顔色が︑目の前で見る間に
よくなっているのである︒
寂がにやりと笑った︒
﹁だから言ったろ︑おめぇより役に立つ︑ってな︒
よく覚えと けよ︑ 慶治︒ いのちの綱ってのは︑ 身
体の傷だけ治しゃいいってもんじゃねんだぞ ﹂


、
、
、
、
、







いのだから︑結界で封じ込められた炎が五刻も六刻
ももつはずがない︒なのに
ありゃ油だ

﹂

そこへ︑宗珀が飛び込んで来た︒
﹁朱崩

け止めた︒
だが宗珀は︑立ち上がる暇も惜しんで言った︒
﹂


ところどこ ろ咳き込 みながら話 していた ので︑ 聞

めてあった油が 油
が燃えてるんだよ

﹁村 の 長
あ
 に聞いたんだ
 りゃ︑ 冬場のために溜

た

とうとう石につまずいたところを︑朱崩が両腕で受

疲れているせいか︑走り方がめちゃくちゃである︒



﹂

瞬間︑その場にいた者すべてが同時に叫んだ︒

﹁なんだって

こうぼう

朱崩が言い終わる前に︑目の前で光芒がきらめく︒

かわ

と同時に︑地の底から炎が沸き上がり︑結界の薄く

なったところから炎の河となって流れ出した︒
﹂

﹁﹃壁﹄︑﹃殻﹄の結界術が使える者は︑全員ですぐ
にあの炎を抑えろ

朱崩の狂ったような叫びに︑術師たちが応じる︒

ただひとり ︑ どこか へ連絡を 取ろうと する者
を除いて︒
二十一

緑宝寺の 東のあたり を歩いて いる男がい た︒ 暗い

しょうりゅうもん

森の中を歩いて行くと︑竜の彫り物の入った門が見
える︒

そ



なんでお前さんが門番なんか ﹂


あいさつ

緑宝寺の東の大門﹃ 招 竜 門 ﹄である︒

﹁じょ︑浄芥

の顔を見て 仰 天 した︒

ぎょうてん

一瞬︑その場を無気味な静けさが支配した︒

﹂

男は︑いつもの通り門番に挨拶しようとして
やめろ︑光雷破は中止だ




炎の方へ向き直る︒

﹁し︑しまった



はっと我を取り 戻した朱 崩が︑ 宗珀を抱え たまま







き取るのに時間がかかる︒が︑その意味を理解した
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﹂

倒魔術師の長はちょっと笑って︑ 男を中堂へと案

内した︒

﹁おや︑ちょうどいいところへ

きょうがく

かえるようにして耳元で 囁 いた︒とたんに男の顔が

ささや

と︑最後まで言わせず︑緑宝寺はその肩を抱きか



﹁何のはなしです ﹂

男は怪訝そうに緑宝寺の顔を見た︒

けげん

ろで縛った長い髪が揺れる︒

りとした体︒かぶっていた葦の笠を脇にやると︑後

あし

部屋へ入った男は四十すぎくらい︒小柄でがっし

は︑覆面を取って訪問者を迎え入れた︒

緑宝寺中央 ︑ 中堂奥の 私室で着 替えていた 緑宝寺



すぐ行きましょう︒風乗りはいま

驚 愕 の色を成す︒
﹂

﹁わかり申した
せんか



眉が釣り上がった︒

まゆ

緑宝寺は︑黙ってその手を胸元にやる︒男の右の



ほうはん

﹁しかし︑あなたのその術では ﹂


﹁ご心配なく︑鮑釆どの︒
﹃目には目を﹄という言葉
もありましてね﹂

引きつったような微笑みを︑鮑釆はあえて無視した︒

くく

﹁それじゃ私にも︑その覆面を貸して下さい﹂

手に持った杖を腰紐に括りつけ︑黒い布をひった

くるように取ると︑鮑釆は慣れた手つきで覆面を仕
立てていった︒

二十二

村の西方︒光雷破によってかえって拡大した炎は︑

一向におさまる気配が見えなかった︒

術師が十数人がかりでなんとか抑えているものの︑

が︑終わりの見えない戦いに疲れはじめていた︒

朱崩自身もまた︑結界維持に加わっている︒誰も

崩にも出来ない︒

村をこれ以上壊さずに耐え抜けるという保証は︑朱

、
、
、
、
、
、
、
、



﹂

﹁ちっ 剛
 流の術がありゃ︑ 水くらい作れるっての
に

弱音を吐くなっ

﹂

だれかが歯 ぎしりと ともに吐き 出した言 葉が︑ 朱
崩のカンにさわる︒
﹁源流こそ最強だ

を結ぶ︒

その一つ︑ 杖を持った小柄な 方は︑ 炎のそ ばで印

﹃門森﹄から飛び出してきたのである︒

しょうぞく



そのときだった︒黒 装 束 に身を包んだ二つの影が︑



やや大柄な方は︑ 川のわずかな水でしばらくじっ

まばた

だんご

瞬 き一つの間に︑炎上する家や土全体が︑まるで

火をつけた団子のような形で宙に浮いた︒
しりもち

﹂

結界をむ りやり断ち 切られた 術師たちが ︑ その場
に尻餅を付く︒

炎を丸ごと削り取りやがった
ごうれつは

﹁なんて奴だ

﹁ありゃ剛烈破︑それも二度いっぺんにかよ﹂

﹂

その影か ら︑ やはり黒い 覆面で顔 を 覆った別の男

おお

小柄な男は︑腰だめに杖を構えて︑そのまま姿勢

が︑すばやく飛び出した︒身体は水に浸されて重く

ひた

を低くする︒やがて﹃ヤッ﹄と掛け声一閃︑腕は動

なっているは ずなの に︑ 素早い動き で炎団 子へ突 っ

ほんりゅう

込んで行く︒

剛流の男よりやや高い背丈︑しかしひょろひょろ

やぶ

目には見えない﹃光﹄の刃が結界を突き破り︑炎の

とした印象は受けない︒男は炎の手前で立ち止まる

つ

両脇から斜め下へと︑えぐるように食い込んで行く︒

うがない︒

かないが︑全身から吹き出す﹃光﹄の 奔 流 は隠しよ

まま︑すっ︑と影に消えた︒

剛烈破を 使った術師は︑ 厳しい色 をたたえ た目の

だ呆然と目の前の出来事を追っていた︒

ぼうぜん

彼らはそれぞれ驚きのあまり自分の立場を忘れ︑た

﹁ご︑剛烈破って 剛
流の武形呪じゃないか









と身を濡らしていた︒
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と両の腕を左右に広げ︑中三本の指をピンと立てた

そんな思 いをよそに ︑ 黒覆面の 男はさら なる術を

なかば八つ当たりである︒

﹂
いや︑この反



てゆき︑それにつれて彼も押し上げられたかのよう
に昇ってゆく︒
すざくへんげ

﹁朱雀変化か
とんきょう

えないのである︒
む ちゃく ちゃ

﹁どっちにしたって︑無茶苦茶だぜ﹂
を行く︒こんな術があっていいものか



その通りだ︑と朱崩は考えた︒風も使わず︑空中

そ ら

しかし︑すでに自分に手がない以上︑静観せざるを

朱雀変化︑翔炎翼︒いずれも︑源流の術ではない︒

﹁いや︑ 翔 炎 翼 だ﹂

しょうえんよく

つく言葉は︑それでもやはり冷たい︒

朱崩は内心 で︑ 苦い思 いを噛み殺してい た︒ 口を

か

応は正しい︒そう朱崩は思った︒なぜなら

誰かが素っ 頓 狂 な声を上げた︒

す



ほうけん

﹂

すように伸びている︒
すざく

﹁ 朱雀 宝
 剣

朱崩はすでに声もなかった︒

くだん

朱崩は︑ 自分の中で なにかが崩 れて行く 音を感じ

ているのである︒

と以前に失われた剣が︑目の前でその威力を発揮し

すでに滅びたはずの衝派極流︒そのなかでも随分

ずいぶん

鳥の形を した 柄︒ 剣は鳥の くちばしか ら︑ 吐き出

つか

こに発していた︒

い剣のようなものを持っている︒かの紅い筋は︑こ

はいつの間にか片腕をおろし︑その手になにやら細

のである︒その 源 は︑と追いかけてみると︑黒覆面

みなもと

さらに紅い筋のようなものがスッと一本︑出ている

まず気付いたのは宗珀だった︒件 の紅いもやから︑

べきなのだが

使った︒ い
や︑ 正確にはすでに使っていたと言う

体勢で跳び上がった︒
、
、

わずかに 紅いもやのよ うなも のが彼 を追いか ける

、
、

ように現れる︒と︑やがてそのもやは上へ上へと昇っ



ていた︒

﹂

たま

と き

さけ

しょう

そう大声で叫ぶと︑自分は目の前に腕をかざし︑目
きょくねつは

を細くしてその瞬間を待っていた︒
﹂

男と共に門の向こうへ消えて行くところであった︒

右手に杖を持ったまま軽く一礼すると︑剣を持った

そこでは︑おそらく霧を起こしたであろう術師が︑

﹃門森﹄である︒

ゆっくり振り向いた先から︑その霧は流れていた︒

朱崩はもう驚かなかった︒

まって行った︒

そして︑その燃え残りさえも︑突然の霧に黒く染

でないことを教えてくれる︒

あちこち で赤黒く光 る燃え残 りだけが︑ それが夢

大きかった炎が跡形もなく消えていたのだ︒

あとかた

が広がる だけだった︒ そ
う︑そこには︑あれほど

それが静 まったとき︑ 目の前には ただ黒い 焼け跡

黒装束の男が叫んだ瞬間︑凄まじい光が 生 じた︒

﹁極熱破ぁッ



黒覆面はそ のまま︑ 炎団子をぐ るりと一周 しなが
あか

ぐれん

らほぼ真下に着地する︒次第に迫る紅い珠の方へ剣
まく

を向けて︑ヤッと掛け声一つ︒珠はとたんに紅蓮の
膜で覆われた︒
﹁炎を︑閉じこめやがった﹂
﹁一人でやるんじゃ︑すぐ耐えられなくなるぞ﹂
﹁そんな気はないだろう︒おそらく ﹂

こわいろ

朱崩がつ ぶやく︒ 力のな いその声色に気付 いた数
名がはっと振り向く︒だが︑彼はそれ以上口にしな
い︒いや︑口にできないのだ︒それは︑彼の今まで
げんどう

朱崩がはっとした︒
、
、
、
、
、

﹁全員︑炎を見るな



受け止めるように構える︒

剣に左手の 三つ指を 添えるよう に置き︑ 炎の珠を

そんな思いにかかわりりなく︑術は進む︒

の言動を否定するに等しい︒
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ほお

﹁なん だ
ったんでしょう︑いまのは

はっと我にかえった︒
あとかたづ

﹂

﹂

みずけ

二十三

い す

﹁緑宝寺さま ﹂


奥堂の椅子にもたれて眠っていた空諾が目を開け

﹂

ると︑扉の前に女坊の長が立っていた︒
うしろで

﹁やや︑なにかありましたか

梨環は後手で扉をもてあそびながら︑

﹁いえ︑何やら急いで飛び出して行かれましたので︑
気になりまして ﹂


緑宝寺は妙な顔でそれに応える︒

﹁おや︑私はここを動いていませんよ﹂

こ

﹁気のせいですか︒では炊き出しの仕上げに参りま
す︒けどそのまえに
ゆうぜん

か

緑宝寺さま︑髪が焦げておいでですよ﹂

には内緒ですよ﹂

ないしょ

﹁やっぱり︑かないませんね︒とりあえず︑みんな

いた︒

おうっ︑と応じる術師たちが頼もしく思える︒

た

﹁わかりました︒私の負けですよ︑緑宝寺﹂

そして︑ 頭 を垂れる︒

こうべ

ふ︑と門森を見た︒

そう言って悠然と笑う彼女を見て︑空諾は頭を掻

きるようになるまで終わりはないぞ

﹁さぁ︑後片付けだ︒家を立て直して︑煮炊きがで

に た

そこまで︑魂が抜けたような声で言っていた彼は︑

吸い出したんだ︒たしか︑剛流にあったと思う﹂

﹁そして︑ あの霧 あ
 れは︑森の木々から︑ 水気を

いると言ってよかった︒

それはもう 答えと言 うより︑ 自分に言い聞 かせて

﹁火で︑炎を打ち消したんだ﹂

のよい証拠である︒

結界が見当違いのところに張られていることが︑そ

しばらく︑だれもが呆けていた︒延焼を防ぐはずの



大まかな指 示を各部 隊の長に出 したあと ︑ 朱崩は







笑いながら 部屋の扉を閉 める︒ その影 で︑ 男が三
人ばかり立っていた︒
﹁と︑いうわけですって﹂

こ

おも

こ

すなわち︑最高師範たちであった︒

注

分

二百五十里⁝当時の一里は約

一刻⁝当時の一刻は︑約

二

二丈⁝当時の一丈は約

一

三









男の一人が ︑ 中に聞こ えないよう に笑った︒ つら
れて残りの二人も笑いだす︒

こ

﹁まぁ︑いいじゃないか︒あの人も﹃粋流﹄で懲り
てるんだよ﹂
﹁そうだな︒とにかく︑緑宝寺のことを想っているっ
て点じゃ︑誰も勝てやしないし ﹂

ひょうし

﹁じゃ︑これからも知らんふりということで﹂
全員がうむ︑とうなずいた︒その拍子に中堂との
浄芥︑杯岱

扉が開く︒その明かりに浮かび上がった顔は︑仙跳︑

いのちの綱
番外一



番外二
一

ときはながれて

むかしのはなしである︒

彼は︑風を受けながら立っていた︒
長く︑寒い季節の終わりを告げる︑あたたかな風︒
七尺はあろうかという身体に乗った︑岩のような顔

︵注四︶

をなでるように︑風が吹きぬけてゆく︒
も

風の中に︑ ふと︑ みどりの香りを 感じる︒ もう新
まぶた

たな草が萌えはじめているのだろうか

けはい

突っ込まれ そ
こで止まった︒

と︑背後に気配を感じる︒腕が勝手に背の皮袋に

と︑茶色の草だけが広がっている︒

もち上げた︒ 開いた 眼 の先には︑ ただ黄色の大地

まなこ

男は表情 を変え ずに︑ ただ目蓋だけを ゆっくりと





﹁なにぼーっとしてるのよ

した︒

ばじょう

﹂

食事までには間がある︒彼は背中の大きな袋を︑目

彼は自分の天幕へと戻っていった︒

テント

なたに日が落ち︑馬たちが足をたたみはじめるころ︑

いまで言 うなら中国 のやや北 の方︒ 広い 草原のか

二

背中の袋 の中身が ︑ さらに 重くなったよう な気が

︵もう︑使うこともねェんだよな ︶


ると︑また頭をもとに戻して広い大地を見つめた︒

男は娘 のほう に向か って困ったような 笑顔を 見せ

振り向けば︑娘が馬上で笑っていた︒

にかかる︒

苦笑しながら取り出した︒ずしり︑重さが再び背中

彼は︑袋の中で握り締める手をゆっくりと開くと︑



の前の小さな机に置くと︑ゆっくりと中身を引っ張
り出した︒
ごりごりと 音を立て て取り出さ れたもの ︑ それは
おの

斧だった︒彼の体に見合った大きな斧︒しかし︑人
の丈ほどの樹木すらないこの草原では無用の長物︒
たんねん

みが

彼は︑ 天幕の 奥からなめし 皮を取り出 すと︑ 汚れ

呼ぶ︒
ふ

かが

こぶし

きょかん

見れば小柄だが︑普通なら巨漢と言えるその身体を

がくしょう

やや屈め︑目の前で 拳 をおさえて礼をとる︒

﹂

い ず

﹁お休みのところ︑失礼いたします︒ 岳 生 どの で

すか

い す

呼ばれた男 岳
生は居住まいを正す︒と言っても︑

緑
宝寺の使いかぃ

りょくほうじ

﹂

あぐらをやめて隅の小さな椅子に腰掛けなおしただ
けだが︒
﹁ん

め

見ていたが︑やがて口を開いた︒

青年はぱっと顔をあげ︑同時に拳を押さえたまま

ことを聞いてねぇゼ﹂

こころづか

る︒目ではなにも見えない︒だが︑そこになにかが

あらわれた︒斧を脇に置き︑様子を見ている彼から

彼が大きく 一呼吸し たあたりで ︑ そこに人 の姿が

﹁ 心 遣 いにゃ感謝しとかァ︒でもよ︑まだお前ぇの

そう話す 青年の顔を ︑ 男はしば し覗きこ むように

思い︑直接参上いたしました﹂

﹁はい︒不躾な訪問︑お許しを︒他の方が驚くかと

ぶしつけ

を軽く下げた︒

相手の青年は︑礼をとった形のまま︑もう一度頭



集まっているのだ︒彼にはそれがわかった︒

男は斧を拭く手を休め︑右目だけでその場所を見





てもいない斧の刃を丹念に磨き始めた︒
その姿は︑すでにただの習慣でしかなかった︒
と︑そこにいきなり︑﹃風﹄が回った︒
外に流れる 暖かな春 の風ではな い︒ 目には 見えな
、
、

い︑
﹃なにか﹄の流れ︑それを彼は 彼
らは﹃風﹄と

 番外二 ときはながれて

かか

そうはく

の手を掲げるように高く上げた︒
ふうはくじゅ

におう

岩の造形が変わって仁王のように見える︒これを

﹁おいおい︑慣れねぇ言葉なんか使うなよ︒俺のこ

笑っていると思える者など︑そう多くはいないだろう︒

男は苦い 顔でふい に立ち上 がった︒ 宗珀の 手を両

とをどう教えられたンか知らねぇが︑取って食った

つか

九年だ


青年は驚い て目を見 開いた︒ 岳生は大きく うなず
いて︑
じい

﹁そうか︑あの爺さまも弟子とってたンか

ではら

﹁では つ
い最近︑地震があったでしょう︒そのせ

おもてぶたい

でんしょう

それは︑ 仙人に匹敵する 力を持ちな

いで︑緑宝寺の術師がみんな出払ってしまったんで
すよ﹂
﹃術師﹄

がら︑歴史の表舞台はおろか︑伝 承 にすら姿を見せ
ない存在である︒

岳生と宗珀 は︑ ともに衝派の 術師︒ 西の地 ﹃緑宝

寺﹄を拠点に︑いのちのもととも言われる﹃光﹄を

だが︒

ち 実
 際には︑そんなに格好のよいものではないの

くうま

ん︑わかった︒爺さまの弟子なら疑いようもねェ︒



岳生が苦笑した︒

かっこう

用い︑宿敵﹃空魔﹄を倒すためだけに術を磨く者た

はなしあンだろ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

﹁実は おご存知かと存じますが ﹂


言ってみな﹂

もンなぁ︒

宗珀もまた苦笑した︒

手で掴んで礼をやめさせると︑机の下から小さな椅

で し

りゃしねぇぞ﹂

めぇ

お前︑ひょっとして赤珀大老の弟子


そして︑腕を組んだ︒


﹁宗珀 風珀呪
﹂


﹁はい︒よくご存じで﹂

か

せきはくたいろう

子を取り出し︑座らせてから元の位置に戻る︒

﹁失礼しました︒私は風珀呪の宗珀と申します﹂



じられた︒

ごえい

﹁なるほど︒地震の片付けで誰も手が離せねぇから︑
らいゆうし

﹁じつは︑そのこともあるんです︒これを ﹂


ひまじん

れた人の腕ほどの荷物︒机の上で包みをほどいた瞬

宗珀が腰 の袋から取 り出した のは︑ 白い 布に包ま

閑人に雷遊子の護衛をせい︑か﹂
まれ

衝派の中でも希な才能をもつ術師見習い︑雷遊子︒
十にも満たない子供の彼は︑いまは師の命を受けて

間︑岳生の目がかっと見開かれた︒

とお

旅の途中にあるはずである た
った一人で︒

くろがね

正気かぃ

﹁

﹂

、
、



﹁まぁ︑話ぁわかった︒明日ンでも出るとしよう﹂

遠くで︑岳生の名を呼ぶ声がする︒

知ンねぇな ﹂


かぃ︒そりゃ確かに︑護衛が一人だけじゃ辛ぇかも

つれ

﹁あいつに︑これ渡さにゃいけねぇような相手なン

め息まじりに言った︒

度か持ちなおし︑握りなおししていたが︑やがてた

岳生は︑ その荷物の 重さを確か めるかの ように何

ている︒

細く長 い刃が一 本︒ 奇妙 な形の鎖 で︑ 各々つなが っ

中には︑ 鉄 と木を組み合わせた棒がいく本かと︑



﹁閑人かどうかは知りませんけど 緑
宝寺がおっしゃ
るには︑あなたがもうそろそろ術師として動きたく
なってる頃だろうから︑ひとつ仕事をさせてあげて
しわ

は︑だそうですよ﹂
みけん

岳生の眉間に皺が寄った︒

大勢行ったって邪魔ンなるだけ ﹂
と︑ 目の前に 突き出された 手に︑ 岳生の 言葉が封



﹁なんだ︑あいつがいんのか︒だったら問題ねぇよ︒

り︑もちろん︑その実力もよく知っている︒

変わり者︒岳生にとっては古くからの知り合いであ

秀 泉碓︒仙道にもかかわっている︑衝派きっての

﹁いえ︑すでに泉碓どのが ﹂


せんたい

﹁まぁ︑誰もつけてねぇって方がおかしいやな﹂

 番外二 ときはながれて

岳生は荷物 を再び白 い布に包み なおすと ︑ 急いで

と

せ

溶けていった︒

入り口がばさっと開く︒
﹁いま︑誰かいたでしょ

﹂

けしめしていたが︑しまいに一言︑

﹁食事︑なしよ

﹂

こらしていたが︑そのうち脇にあった墨壷に指をつっ

影は机の 上の紙切 れを取り ︑ 暗い中 でじっと目を

こんだ︒

夜中︑ 丸い月 が天の頂上 を通り過ぎ るころ︑ その
﹂

ちょっときつい目をして天幕の中を見回している︒

三

に詰め込み︑そのままふとんにもぐりこんだ︒

預かった荷物と先ほどまで磨いていた大きな斧を袋

ものを机の見つけやすいところに置くと︑宗珀から

た数文字書いては宙を見上げ︒なんとか書き上げた

慣れてい ないのか︑ 数文字書い ては頭を 掻き︑ ま

か

なめした羊皮に向かって筆を走らせていた︒

チャムリの出て いったあと︑ 岳生はひと り︑ 薄く

それだけ残して立ち去っていった︒



光に照らされたひとつの影が︑岳生の天幕にもぐり

も思ったンか

とが

、
、
、
、

チャムリの口が尖る︒そのままぱくぱくと口をあ



﹁おいおいチャムリ︑俺がだれか連れ込んでるとで

つ編みを︑肩から前にたらした娘がそう言いながら︑

年の頃なら十八かそこら︒腰まで届きそうな長い三



めし皮ごと袋に放り込んだ︒それと同時に︑天幕の

と我にかえると目の前の大きな斧を︑磨いていたな

われ

岳生は消えたあとをしばらく眺めていたが︑ はっ

なが

宗珀は軽く にこりと 顔をくずす と︑ そのま ま空に

﹁悪ぃな︑急かしちまって﹂

わり

﹁では︑ぼくはこれで﹂

机の下に放り込んだ︒



こみ︑紙切れの隅になにごとか書き付けた︒
大きな荷袋を見つけると︑頭から中に入りこんで︑
はがね

なにやらごそごそとしている︒やがて︑全身をしゃ

、
、

た

あ

二刻ほど経っただろうか︑大きな鋼をなんとか机

︵注五︶

いて︑また動き出すのである︒

かがい︑その 主 が寝ていると見ると︑小さく息をは

あるじ

のたび︑影はびくっ︑と震えて草の布団の様子をう

ふとん

ときおり︑何かに引っ掛かって大きな音がする︒そ

たまりを引きずり出した︒

くとりむしのようにくねらせながら︑大きな 鋼 のか

、
、
、
、
、

しばらく︑ 手足の具合 を見るよう に︑ ゆっくりと

岳生は大きな袋を肩にかつぎ︑天幕を出た︒

翌朝︒地の果てにようやく白いものが見えるころ︑

四

ように入ると︑そのまま動かなくなった︒

の下に押し込んだ影は︑空いた荷袋に吸い込まれる

 番外二 ときはながれて

踏みしめながら歩いてゆく︒

十分に寝て体調がよいらしい︒あの大斧が入った
荷袋が軽く感じられる︒

わく

彼は満足げにうなずくと︑くるりと向きなおった︒

きり

馬たちは まだ︑ 木の 枠に頭を もたれて いる︒ その

まわりに大小の天幕が︑霧の中の島のように浮かん
でいる︒

岳生は︑ そのひとつひ とつに向 かって︑ 深く頭を

下げた︒そして最後に︑チャムリの天幕が目に入る︒

ふう

八年前に この草原 で出会った女の 子は︑ 空魔との

戦 い で 傷 つ き︑ 岩 に 身 を 封じ た 彼 が 立 ち 直 る ま で︑

ずっと待ってくれていた︒

雷遊子に よってなかば無 理やり封 を解か れ︑ 再会

してから数ヶ月︒術師でない︑普通の日常に︑彼女
は欠くことができない︒

しかし︑ いまの彼は 術師に戻ら ねばなら ないので
ある︒

﹁ちょっと︑ 行ってくらぁ︒ ちゃんと帰ってくっか

込まれたごつい手が︑斧と思って掴んだものは︑気

拳ほどまで広がる︒それも無理はない︒袋の中に突っ

﹂

飛び出した

﹁あーっ︑苦しかった﹂

の

飛び出てきたのは長い三つ編み
た︒

﹂

岳生は大きく息を吐いた︒

から

﹁逃げようったって︑だぁめよ︒一生ついてくんだ

がらひとこと︒

息を呑み︑ 目を白 黒させる岳 生へ向け て︑ 笑いな

チャムリ だっ

いて︑袋の頭の紐をすべてはずす︒とたんに中身が

ひも

の脳裏に︑ひとつ嫌な予感が走った︒じわりと近づ

のうり

うねうね としたそ の動きを じっと見なが ら︑ 岳生

にそれは生き返ってゆく︒

面に転がり落ちた︒まじまじと見つめる中︑見る間

ころ

思わず袋 を 支えていた腕 から力が 抜け︑ それは地

ささ

味が悪いくらいに柔らかいものだったのだから︒

つか

ら︑心配すんなよ ﹂

五
昼過ぎ︒まだまだ寒い空の下でも︑早足のおかげ

ひたい

でうっすらと汗をかき始めた頃︑彼の腹も少しだけ
軽くなっていた︒
めし

とたん



飯でも と
思って彼は思わずぴしゃりと 額 を叩い
た︒
﹁ちっきしょう︑めしィ忘れっちまった

を閉じれば︑そこここに生き物の気配がする︒

い草と低い木々の生え始めた場所︒立ち止まって目

幸いにも︑ あたりはなにも ない草原か ら︑ やや深



彼は︑ 背中の 袋から斧を取 りだそうと ︑ 中に手を
﹂

突っ込んだ︒その途端︑
﹁きゃ

ぎょうてん



岳生は 仰 天 した︒顔のわりに小さな眼が︑一気に





落ち着いてその姿をよくよく見れば︑普段着てい
ズボン

つけ出しては飲み水にしている︒

おかげで 二人とも ︑ 特にこ れといった困難 もなく

シャツ

となりで︑チャムリがからかい気味に声をかける︒

﹁おもしろい顔ぉ﹂

そうに見ていた︒

気を楽しむかのように大きく息を吸い︑森をまぶし

山も木々が多く︑ 息づいている︒ 岳生は︑ 緑の空

ちょうじょう

るのとは違う︑薄い蒼の短衣に胡服︒その上から︑う

長 城 の裂け目を越え︑人の気配の濃いところまで

べに

す紅色の上着を重ね︑足は茶の布でこしらえた上に

やってきた︒

わらじ

革の旅草鞋︒腰の当たりには小さなかばんと水袋︒
長
 い旅を承知でいるのは明らかだった︒

だま

﹁わかったわかった︒もういいから背中ついてこい
や︒ や
 なモン見ることになるぞ﹂
﹁一緒に見るんでしょ﹂
にこにこ と笑いな がらの言 葉に︑ 岳生は 黙るほか

おび

﹁こら︑なに見てんだぃ﹂

普通の人間なら脅えてしまうほどの視線をかわし︑

きゃらきゃらと笑いながらチャムリが言う

﹁だって︑そうじゃない︒むかし︑あたしたちとは

曲げた人差し指の背で 額 を掻く︒そのしぐさを見

ひたい

﹁ま︑まぁ︑いろいろあったからな﹂

れがこの顔だもん﹂

それから十日ほどは何事もなく過ぎた︒
みちばた

えもの

じめて会った頃なんか︑ ムスっとしちゃってさ そ


い

活かしているのか︑チャムリがどこからともなく見

水はという と︑ もとも と少ない 草原でのく らしを

持ち︑持ち前の体力に任せて日々の獲物を得ている︒

まか

岳生は斧 の代わり に︑ 道端に落ち ていた棒 きれを

六

なかった︒

 番外二 ときはながれて

するど

つめる娘の視線が︑急に 鋭 くなった︒
つぶ

やつら

たた

衝 派 三 頭 竜 ︑ か︒

さんとうりゅう

で︑俺達三人の修行もかねて︑そういう奴等を叩き
潰してたんさ︒
みょうれん

鉄 身 の 妙 漣 ︑ 神 足 の泉 碓

不意に︑ ごぅっ︑ という鈍い音が︑ あたりに響い

ひょっとすっと︑今でも通じるかも ﹂


つかぬ息をはき︑顔をくずしながら︑

人が︑襲われてる

つか

﹂

てゆく︒

なわば

﹁術師ってなぁ︑普通のやつらが使えねぇような技

﹁熊でも虎でも︑自分の縄張りってもんがあんだ︒知

と一言残 すと︑ 腕を 掴まれたまま ︑ まっすぐ歩い

﹁ほっとけ﹂

が岳生は︑そちらを見もせずに︑

娘は腕を引っ張って︑その場所を示している︒だ

﹁あそこ

なおもきょろきょろと見回す目が︑動く者を捉えた︒

とら

﹁熊かな︒このへんはたまに出るみてぇだから﹂

﹁ねぇ な
 にか変な音︑しない

がら

た︒岳生が立ち止まる︒チャムリは回りを見回しな



﹂


ずいぶんま え︑ まだ術師な りたての頃 に︑ よくこ
てっしん

こまできてたもんさ︒あいつらと一緒になぁ

そうだ︑あなたはなんて名乗っ



﹁また︑あの人たちのはなしね︒えーと︑
﹃鉄身﹄さん
しんそく

﹂
しゅが ん き

﹂





と﹃神足﹄さんと
たの



かわい

﹁朱顔 っ
 て︑そんなに可愛かったのぉ



もってんだろ︒中にゃ悪ぃことする奴もいんだよ︒ン

ように眺めていた︒

再びきゃらきゃらと笑う娘の顔を︑岳生は困った



﹁名乗ったわけじゃねぇが そう﹃朱顔鬼﹄か︑な﹂



﹂

﹁かなわねぇなぁ ま︑そんなもんだ︒

岳生の額 にあて がった指が止ま った︒ ため息 とも

てかおだわ﹂

﹁でも︑それだけじゃないわね︒なんか︑懐かしい︑っ



ら覚悟し てるはず ︒ どっちにして も︑ 助け る義理ぁ

らねぇで入ンのはただの馬鹿だし︑知ってて入んな

後に︑小山ほどもある黒いかたまり︒

ままの姿で前のめりに倒れている︒そして︑その背

な少女だった︒左手に草の入ったかごを抱え︑その

熊である︒

ねぇぜ﹂
と︑そこまで言った瞬間︑岳生の動きが止まった︒

正面に体を晒すことにもなった︒

さら

と︑大きな体が少女を覆い隠す︒だがそれは︑熊の

おお

考えるよ り先に体 が動いた ︒ さっと前に飛 び出す

︵こいつぁ ︶


こう

目が大きく見開かれ︑額からは汗が浮き出している︒
﹁この︑﹃光﹄ ﹂

人には いや︑生きる者には︑ すべて﹃光﹄とい


ブンッ

うものがある︒ひとりひとり︑微妙に異なる光︑術
師はそれを﹃回す﹄ことによって︑さまざまな術を

︶

からぶ

りはじめたのだ︒

も

あま

か

めぐ

カンが︑いまこの時になって一気に身体中を駆け巡

からだ

を考えてはいない︒十年も使っていなかった戦いの

岳生は 咄嗟にその 中へ飛び 込んだ ︒ もう頭 でもの

とっさ

のように︑ほんのわずか体を空に舞わせる︒

熊はなかば空振りとなった大きな腕を持て余すか

られた︒

瞬︑目の前が朱に染まる︒まぶたの皮一枚︑剥ぎと

は

顔のわずか 前を︑ 黒い爪 の先がかす めて行く︒ 一

いていなかった︒
まず目に飛 び込んで きたのは︑ 白い服を着 た小さ

あけ

作り出している︒それゆえに︑他人の中の﹃光﹄を

︵な︑なんだこいつ ま
 さか

でチャムリが振り飛ばされたことにさえ︑彼は気付

思った瞬間には もう駆け 出してい た︒ 最初 の二歩



いま︑岳生が感じた﹃光﹄︑彼はこれに覚えがあった︒

感じ取ることができる者も多い︒

ときはながれて
番外二



長い爪が両側から押し寄せる︒上からは︑逃がすも

のかとばかりにその大きな黒い顔が襲いかかる︒岳
こうちゃく

そうほう

生は両腕の付け根あたりを掴んで︑ねじりはじめた︒
そして︑膠 着 ︒双方とも動くことができない︒もっ

打ち付ける︒
ズダァンッ

そばのチャムリがはっ︑とするほどの音を立てて︑
しょうてい

熊が痛み とも怒りと も思える 叫び声を上 げる︒ あ

掌 底 打がきまった︒

のできない岳生に対して︑熊はその長い爪でじわじ

りえない方向から爪が来る︒とたんに脇腹を一寸ほ

こんしｎ

︵注六︶

わと攻めたてることが出来たからだ︒現に︑岳生の

今しかない

頭の中でその思いが 閃 いた瞬間︑全

ひらめ

ごくわずかだが︑熊の両腕が緩んだ︒

れてゆく︒

間にも肩が︑腰が︑そして顔までもが赤いもので濡

ぬ

の力をこめた掌底とこぶしを叩き込み続ける︒その

岳生は前 に出た︒ 相手の 頚の両脇を めがけ︑ 渾身

くび

どえぐられた︒だがもはや痛みにかまう余裕はない︒

うな

せつな

うぬ︑ とひ とつ 唸る︒ 意識がカ ンから頭へ と戻り
﹂

始める︒さてどうするかと考えた刹那︑
﹁えいっ
まか

身の筋肉が勝手に動き出した︒

よねじ切れよとばかりに捻られる︒包み込むように

ひね

左足が大地 に叩き込ま れる︒ 同時に 上半身が︑ 胴

突っ張った腕をほんのすこし緩め︑全身の力を軸

開かれた熊の爪に腹が︑胸が︑腕が切り裂かれる︒右

岳生は再びカンにまかせた︒

かに頭をずらし︑ほんの一瞬だが力がぬける︒

たチャムリが︑力任せに殴りつけてきた︒熊がわず

どこで拾ったか︑ 自分の腕ほどの太さの棒を持っ



足に叩き込むと︑その勢いを腕に借りて平手の底で

ゆる



いった︒

肩から脇腹にかけて︑細く赤い筋が見る間に増えて

とも︑有利は熊にあった︒突っ張った腕を戻すこと





ひじ

肘をぐいと張る︒あとすこし︑あとすこしで


現実には一瞬のはず︒だが︑その一瞬のなんと長
けいこつ

いことか

うとしている︒
︵ああ︑やはり ︶


あとから駆け寄ったチャムリが︑片方の肩を支え

ねぇ︑あなた︑近くに村なんかな

たので︑彼はなんとか起き上がった︒
﹂

﹁だいじょうぶ
いの

七

というわけなんだ︒

放っといたら︑この村も⁝

この辺の村は︑みんなあいつらにやられちまった︒

﹁

その言葉は︑二人の娘の耳には届かなかった︒

﹁ずいぶん︑大きく ﹂


と言った︒

とぎれ︒夢うつつの意識が消え始める中︑彼はぼそっ

まるで雲 の上をある くよう︒ 聞こえる声 もとぎれ

﹁わ︑わたしの住む村があるわ︒ついてきて﹂



熊の頸骨に肘が触れるちょうどそのとき︑下半身
がようやく回ってきた︒
岳生は右 足を大地 に叩き込 んだ︒ 大地を背負 った
その力と︑溜めに溜めた体のひねり︒そのすべてが
肘に注がれる︒
グォンッ



われ

両腕を持ち上げられる感覚に︑彼は我にかえった︒
目だけを背 後に走らせる ︒ そこには︑ さきほど襲

われていた娘が︑岳生の重い体を必死に持ち上げよ





岳生は熊を 押し倒す ようにして 倒れた︒ これでだ



どれほど経ったのだろうか︒

めなら

 番外二 ときはながれて

三頭竜の力︑貸しちゃくれないか

﹂

秋風の中︑ 三人の子供 に向かって︑ 男が話 しかけ

ていた︒
ひど

﹁たしかに︑前に通った村も酷いもんだったよな﹂
真ん中で話 を聴いていた ︑ 細身の少年 が︑ うなず
きながら言う︒
﹁ああ︒壁っつう壁︑みんなぶち壊して︑中のモン
奪い取ってやがった ち
 ぃと︑やり方がひでぇ﹂
顔は子供だ が︑ 話しか けている 男よりも一 回り大
きな少年が︑むっとした顔で腕を組む︒
三人目︑ 左端にいた少 年は︑ いま までずっと目を
つむっていたが︑やおら目を開けると︑他の二人を
ちらりと見た︒
﹂

﹁緑 宝 寺 に 伺 い を た て る 閑 は な い な︒ 泉 碓︑ 岳 生︒
いいか

かた

﹁三頭竜︑たしかにお受けします﹂
ひざ

すもも

﹁あいつらは明日︑あの 李 の木の下に集まることに

なってるそうだ︒なんとか逃げ出した村の者が︑そ
う言ってた ﹂


﹂

三人が振り向いた先に︑巨木がそびえている︒

﹁李って︑あんなもんか︑妙漣

﹂

やがて︑はっと意識が戻る︒寝かされていたのだ︒

ものを感じた︒みんな︑逆さになっている︒

声をかけ られた瞬間 ︑ 岳生は目 の前の風 景に妙な

﹁あ︑岳生︒気がついた

は︑その光景に何の違和感も持っていなかった︒

窓の外︑ とても大き な李が 逆立ちをして いる︒ 彼

さかだ

李の花特有の香りが︑あたりに満ちていた︒

八

風に揺れていた

なかば葉 を落とした 大きな李 は︑ ひんや りとした

呼ばれた少年は︑だまって首を振る︒





呼ばれた二人が硬い顔でうなずくのを受けて︑



男は手を組み︑膝を落として礼をとった︒





頭を持ち上げる︒目の前にはチャムリの顔︒彼女が
ひ

差し出す水袋を取ろうと腕を出すと︑身体中が引っ
つ

攣れた︒
よく見ると ︑ あちこちに布 が巻き付け てある︒ 脇

岳生は帯 を結びなが らしばら く目をつむ り︑ 額に
しわをよせた︒

﹂

﹁おかしいな︒たしかに親はいねぇが ﹂


﹁なんで︑そんなこと知ってるの

目を丸くしたチャムリの後ろから︑娘が入ってきた︒

なまなま

腹のあたりなど︑生々しい朱色に輝いているが︑不

ていた︒
こ

手足を少し 動かし︑ 問題な いと見ると ︑ 彼は布を
は

すべて剥ぎとった︒
チャムリが着替えを渡しながら言う
そうりん

﹁ねぇ︑あの娘︑颯鈴って言うんだって︒
この家︑あの娘ひとりだけみたいよ﹂

と言って椀を置いた︒

﹁おかしい﹂

一言︑

岳生は︑ 受け取った椀を じっと見つめた ︒ そして

が食べられるわ﹂

﹁あたしは︑水を汲んできただけよ︒ここに寝かせ

差し出されたのは木の椀︒中は山菜と肉の汁が入っ

わん

﹁気がついたんだ︒はい︑食事だよ﹂

長い髪がまっすぐ垂れている︒

れば︑さぞかし美人であろうその顔を 補 うように︑

おぎな

はおそらく︑チャムリより少し下か︒やつれていなけ

森の中で見たのと同じ︑やや茶がかった白い服︒歳

岳生は布をほどいて︑傷口を見ていた︒熊の爪が食

﹁面倒かけたみてぇだな﹂

思議と痛みはない︒



﹁あなたが熊を倒してくれたから︑久しぶりにお肉

チャムリはその傷を心配そうに眺めている︒

ている︒

い込ん だとこ ろは︑ 肉がへこんだよう な形で 固まっ

、
、
、
、

たのも︑手当したのも︑みんなあの娘﹂

 番外二 ときはながれて

と

﹁こン村は︑このへんじゃ作物が収穫れっとこのは
﹂

ずだ︒ 熊
が出る山ン中にまで入るってな︑どうい
うこった
やつれた娘の顔が︑さらに曇る︒
横から︑ チャムリが肩に手を置いた︒ 娘 颯
 鈴は
その手と︑チャムリの顔を見つめ︑ぽつぽつと話し
はじめた︒
いつ

﹁この南の山に山賊がいるの︒ずっと昔からいてね︑
いままでは一年に一度︑畑でとれたものの五つにひ
とつをあげる代わりに︑この村を守ってくれてたの︒
だけど︑去年は違った︒とれたもの︑ほとんど持っ
てっちゃって︑村には食べ物がなくなっちゃったの︒
と

よ

岳生は椀を取り︑肉の切れ端だけを避けると︑さ
か

めた中身を一息に流し込んだ︒そのあとから︑固い

肉をくちゃくちゃと噛み締める︒
まいご

颯鈴の顔 を抱くよ うにして いたチャムリ が︑ 岳生

の顔を迷子のような目でちら︑と見た︒

しげ

﹂

岳生は目をつむり︑肉を飲み込むと︑一言︒

﹁で︑その山賊ってな︑どこにいるんだ
九

お

このあたりでは珍しいほどに木の生い茂る山の中︒
ほこら

祠 のようなちいさな建物がそこにあった︒

﹂

岳生はそ の扉を二度 ばかり叩 くいて︑ 大声を張り
上げた︒

﹁この山のヌシの住まいはここでいいンかい

﹂

中の方で︑どたどたと足音が響く︒

やがて︑扉は勢いよく開いた︒
せききりん

﹁赤麒麟と知って言ってんのか



だから︑あの山まで︑食べられる草を採りに行って
たのよ︒



父さんや母さんも ﹂


始めは︑大人の人が行ってたんだけど︑みんな山
で熊に襲われちゃって





そこで思わず涙ぐむ︒





にら

なた

さっき

飛び出してきた若い男は︑右手に鉈を持ち︑殺気
立った表情で相手を睨んでいる︒
岳生はにやりと笑った︒

﹂

﹁ああ︑んじゃやっぱりここでいいンか︒迷ってほ
かんとこ来ちまったかと思ったぜ︒
おさ

で︑長に会いてぇんだがよ︑どうすりゃいい

若い男は︑ 睨んだままで動かない︒ い
 や︑ 動け
からだ

ないでいた︒ふた回りは大きい身体のせいではない︒
なにか︑圧倒されるものがあった︒
﹁兄ぃ︑きっとこいつですぜ︒こないだふもとの村
はさ

おり︑腰には小さな斧︒岳生には及ばないものの︑相
当な巨漢である︒
き

﹁あんたがここの長かぃ︒俺ぁ岳生ってぇ旅の者だ

がよ︑ちぃと訊きてぇことがあって山ン寄らしても
らったんだ﹂

くんせい

言いながら︑腰ほどもある包みを差し出す︒

長が片手 でほど くと︑ 中には熊の 肉が 薫製にされ
てつまっていた︒

﹁熊ぁ倒したって奴か︒で︑訊くってな︑なんだ﹂

﹂

﹂

﹁あんたぁふもとの村に︑ひでぇちょっかい出して
るようだな︒なんでだぃ

はくしん

﹁旅のあんたにゃ︑関係ねぇ話じゃねぇか

長は口をへの字に曲げた︒



している︒
﹂



﹁何でおやっさんの 前の長ン名前知って
なにもん

おめぇ︑何者だぃ



あたりがざ わめいた︒ 長は息を呑み ︑ 大男を検分

﹁白辰のおやっさんが見たら泣くぜ︑きっと﹂



後ろから︑小柄な男が口を挟む︒それで彼は︑余
メンツ

、

、



計に動けなくなった︒山賊の面子と︑下の者へのし


﹁なんだ︑騒がしい﹂

さわ

さらに後ろから響いた声が︑彼らを救った︒

めしと

、
、

出てきたの は三十な かばの男︒ 熊の皮の上 着をは



で熊をなぎ倒したってぇ奴 ﹂


 番外二 ときはながれて

﹁だから︑岳生だって言ってンだろ︒さぁ︑どうな

卓の上に 置かれ た長の拳 に力が入 り︑ 卓がみしみ

が物顔で居着いてやがる﹂



しと音を立てた︒岳生は腕を組んだまま︑その拳を

答えによっちゃ︑俺ぁいのち投げてもいい

んだぃ
﹂

、
、
、

んだぜ


岳生の拳が 震える︒ 長は口を曲 げたまま大 きくう
なずいて︑岳生を祠に招き入れた︒

ざけ

山賊たちが十人ほど︑囲むように立ち尽くす中︑長
と岳生は丸い卓をはさんで席につく︒
にご

岳生の持ってきた熊の薫製と︑ 濁り酒が卓に乗っ
たところで︑長の方が口を開いた︒
おれたち

﹁あんたぁ知ってるようだが︑俺達ゃ別に追いはぎ

冷たい目で見ている︒
お

﹁暴れもん︑か︒そんぐれぇの奴にやられったぁな︒
赤麒麟も堕ちたもんだ﹂

立っていた山賊 の一人が ︑ ばっと飛び出 し︑ 岳生

の肩を掴む︒岳生が目をやる︒相手はさっき︑祠の

弓も鉈も︑わけのわから

入り口で突っかかってきた男だった︒
せんにん

はじ

﹁相手は仙人だぜ︑仙人

ねぇものに弾かれちまう︒村の倉だって︑壁ってぇ

、
、
、
、



﹂

壁ぶち壊して中身奪ってくんだ︒ これをどうしろっ
てんだよ

だろうが︒

かったように感じた︒もちろん︑実際には一瞬なの

肩を 揺すられる 感覚で我 にかえる まで︑ 一刻はか

ゆ

まの腕の中で︑拳が握りこまれる︒

岳生の目 が︑ 異常なま でに鋭く なった︒ 組んだま



するわけじゃねぇ︒
この山から目の届く村ぁ守ってやる代わりに︑色々
もらってンだけだ﹂
腕組みをした岳生がうなずく︒
﹁だがこの冬だ︒この冬︑この辺の村にな︑とんで
もねぇ暴れもんが来ちまった︒
この南にある村ふたつ︑丸ごと壊しやがってよ︑我

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、



彼は腕組み を解いて ︑ 肩を掴ん だ腕を軽く 押さえ
た︒そして︑長の方を見る︒今度の視線は︑冷たく

かんぱつ

白かァねぇよ﹂

﹂

ひゃくしょう

えもの



武器

間髪を入れず︑長が答えた︒岳生はにやりと笑い︑

をもらえねぇかな

﹁斧ならあンぜ﹂

﹁この祠の裏にゃ洞窟があってなぁ︒こいつぁ︑洞穴

どうくつ

抱えて戻って来た︒

に入り︑しばらくすると︑なにやら重そうな荷物を

くい︑ と首で 合図をする︒ 脇にいた三人 ほどが奥



ちょうど

の守り神らしいが︑あんたにゃ丁度いいんじゃねぇ
かな﹂

にやにや としたそ の顔から して︑ からかっている

岳生はそ れを右手に 持ちかえ ︑ 今度は大 きく縦に

麟の長がびくりと飛びのく︒

ぐるりと一回転︒鼻先をかすめてゆく大斧に︑赤麒

面と平行になった斧を左手で握り︑右足を軸にして

岳生の右手が刃の平をすくうように持ち上げる︒地

と半回転︒卓にその先端が突き刺さると思える刹那︑

せつな

の先をひょい︑とかすめたかと思うと︑斧はくるり

追うよう に岳生が立 ち上がる ︒ 左手の指 先が握り

意に宙を舞った︒

に笑みが入る︒斧の先端が地を離れる︒と︑斧は不

え

かと思うと︑斧がゆっくりと持ち上がる︒岳生の顔

右の肩か ら腕にか けて︑ 山のように 盛り上が った

手をかけた︒

のは明らか︒しかし岳生はお構いなしで斧の握りに

、
、

はなかった︒
視線の先で︑長のあごが大きく引かれた︒
﹁そっか︒ンなら︑そいつらさえいなけりゃ︑とり
﹂

すぎた分︑返してやれンだな
今まで通りにできるな
かんり



﹁俺たちゃ官吏じゃねェぜ︒ 百 姓 いじめたって面



﹁わぁった︒そのかわりってわけじゃねぇが

肩の手を払いのけた︒

 番外二 ときはながれて

振り回す︒背中から前へ︒と︑振り降ろされる斧が
目の前を通る瞬間に︑身体ごと大きく前へ突き出し
おちい

がんぜん

た︒そこにいた山賊すべてがのけぞる︒だれもが︑首
さっかく

を飛ばされたかのような錯覚に 陥 った︒

﹂

岳生は︑突き出した斧をゆっくり引き戻すと︑眼前
かか

に掲げて一礼した︒
﹁いい斧だなァ︒これ︑借りていいンかぃ
あき

赤麒麟の 長は汗 まみれ の呆れた顔で 口をぱく ぱく
としていたが︑なんとか一言だけ言った︒

せんこう

﹁そりゃお前ェが使うためにあるようなもンだぜ﹂

十
つちけむり

土 煙 ︑土煙︑土煙︒
ひめい

とどろ

その中に ときおり ︑ 白っぽい 閃光が走る︒ そのた
だんまつま

びに︑断末魔の悲鳴が 轟 く︒

﹂

痩せた少年が︑回りを見回す︒
﹁これで終わりかな

﹁みてぇだな︒全部で十五人か﹂

どうした︑妙



他の二人より頭ひとつ大きい少年が応えた︒

﹁うん︒思ったより楽だった

﹂

﹁そういや お
い妙︑なにしてんだ

﹂

﹂

言いながら︑両手を上下に決め︑目をつむる︒

んな弱い連中が︑村を襲えるわけないじゃないか﹂

おそ

﹁それじゃ︑なおさらおかしいよ︒はなしと違う︒そ

大柄な少年の言葉に︑妙は大きく首を振った︒

か

﹁しなかったんじゃなくて︑できなかったんじゃねぇ

んだ︒

他の二人 は妙漣に近 づくと︑ 黄色い大地 に座り込

﹁ 変
﹂
 だ︒誰も抵抗しなかった


だけ振り向く︒

やや離れて︑ひとりしゃがみこんでいた少年が︑顔





妙漣は片目だけ開いた︒





やがて︑ 煙がお さまったとき︑ 三人の 少年が︑ そ
こに集まっていた︒





﹁二人とも手伝ってくれ︒息のあるの探すんだ﹂
しばらく 三人の 少年は︑ じっと座ったままあ たり
を探し まわっていた ︒ 人の 生
きている人の中にあ

しめ

る﹃光﹄を探しているのである︒
さ

やがて妙 漣が 指し示した場所 には︑ 一人の男 が倒
れていた︒
ゆ

﹂

泉碓が︑その頭の上で水袋をぶちまける︒ぴくり︑
と動いた男の肩を︑岳生が揺さぶった
﹁あんたたちが︑村ぁ襲ったんだろう
さけ

いやな予感がする︒その思いを振りはらおうと︑力



﹁ち がう﹂


﹂

﹁いずれ わ
︑かる︒
﹂

俺達のことは 気
にしなくていい︒ただ
を︑あの子たちを
十一

はんかい

あの村



赤麒麟の山の南にある︑そこそこの大きさの村︒

すどお

この村は︑確かに半壊していた︒

壁という壁が壊され︑素通しになった家の中には︑

妙な形にねじれた人だったものが︑ちらほら見える︒

そんな中で︑ひとつだけ壁の残る建物があった︒

恐らくは倉 であろう︑ 高造りの建物 ︒ 賊がいると

しょ

すれば︑ここに違いなかった︒

岳生は︑ 大きな袋 を背に 背負ったまま︑ その倉に
向かって歩きだした︒

倉の前には大きな広場︒

な予感がする︒十年前の戦いのカンを呼び戻し︑あ

岳生の目が血走っている︒

てそれぞれ眺め︑大きく息を吸う︒

ゆっくり歩く岳生の頭がわずかに痛む︒なにか︑嫌

﹁う︑嘘をつけぇ

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

男が目をあけた︒三人の子供達を︑目だけ動かし



だが男は︑ごくわずか首を振った︒

の限り︑岳生は叫んだ︒

ときはながれて
番外二



たりの気配を見据える彼の足元で︑地面がいきなり

爆発した︒
ズンッ

おお

かく

をぐいと引く︒

目はあくまで前を見つめつつ︑まっすぐに走り寄る︒

男に反応する余裕はなかった︒

なぐ

わずかに 腰をか がめて両 腕を盾代 わりにす るのが

﹂

精一杯である︒しかし︑相手は殴りかかりなどしな
かった︒
ごうしょこう

﹁剛杵衡

引かれた腕の前面で景色がゆがむ︒
くわ

男たちは︑笑いあいながら煙の方へと歩いていった︒
つぼ

ゆが

﹃内光﹄だが︑あまりの集積度のために︑その背後の

景色を歪めてしまったのだ︒

ばくだい

打ち出 せない 代わ りに 莫大な力を もった内光 のか

目の前の相手が吹き飛んだ︒

たまり︑それがこの術の正体である︒

なにかが︑煙の中から飛び出した︒



岳生は背 中の袋から 大斧をつ かみ出すと ︑ 吹き飛

つむじ

両手の三つ指を軽く曲げて印を作り︑そのまま腕

ばした相手に歩み寄っていった

男たちの一人に向け︑大きな旋風が走る︒

そのとき︑である︒

いていった︒

バカな相手 をつまみ にしようと ︑ 囲むよう に近づ

え︒

人の中にある﹃光﹄︑普段はみえるはずのないこの

覆い隠している︒

もうもうと した土煙 が上がり︑ あたりのす べてを

大きな倉の中から︑四人の男がゆっくりと出てきた︒

﹁おぅおぅ︑誰か︑かかったぞ﹂



ある者は 酒壺をかかえ︑ またあ るものは 肉片を 咥





十二
村に戻った少年たちが見たものは︑ぼろぼろ
に壊れた家のあと︒それは︑先に襲われた村と︑まっ
﹂

が倒れているだけだった︒

くちびる

か

術をしか けた二 人は拳 を握り︑ 唇 を噛みしめな
がら立っていた︒

﹂

そのあいだを︑大柄な少年がゆらり︑と歩いてゆく︒
﹁岳︑どうした

十三

﹁岳 お
 い︑岳生

やめろ

﹂

﹂

妙漣には彼の心がわかった︒しかし動けない︒

屍 に近づいていった︒

しかばね

岳生は︑すぐ脇に落ちていた小さな斧を拾い上げ︑

血が出ねぇから︑人殺しがわからねぇ

血が出ねぇから︑やってっことがわからねぇ︒

﹁術師の術ぁ︑血が出ねぇんだ

おそるおそる訊ねる︒

たず

横を通り過ぎた岳生の目に狂った光を見た泉碓が︑



たく同じ姿だった︒
﹁くそっ
ぼうぜん

地を叩く音がする︒巨体が︑地に膝をついていた︒
ほかの二人は︑呆然と立ち尽くしている︒
そのとき︑ 目の前 の家から︑ 袋が あらわれた︒ そ

﹂



のはしからは︑玉の器や肉のかたまりが覗いている︒
三人が見つ める中︑ くるりと振 り向いたそ の顔は
ぞく

﹁光・雷・破

い︒二つの光雷がぶつかり︑大袋が弾け飛んだ︒

顔が見えた瞬間のことである︒避けられるはずもな

妙漣と泉碓 が︑ まったく同時 に術を放つ ︒ 相手の



黄色の煙があたり一面に広がる︒一刻ほどして︑煙
バシッ

、
、
、




がおさまったとき︑そこにはぼろぼろになった人間





賊の退治を頼みに来た男だった

 番外二 ときはながれて

鈍い音が周囲に響く︒ わずか遅れて︑ しゅっ︑ と

細い音︒それとともに︑鮮血が吹き出す︒岳生はそ

れを斧で受けると︑斧の平たい面を顔に押しあてた︒
右の頬がぎらぎらと輝く朱で塗りこめられる︒見開
きじん

いた目もそれにまけじと鬼神のごとく輝いていた︒
首のない屍 を睨みつ けた鬼は︑ その目を上 にあげ
ると一言つぶやいた︒
﹁俺達は 人
殺しだ﹂

しゅが ん き

﹂

その視線を まともに 受けた相手 は︑ 知らず に数歩
下がっていた︒
死んだはずじゃ



剛杵衡なら動きながらは打てん︒散っ

﹁岳生 しゅ︑
﹃朱顔鬼﹄岳生


ひる

﹁ひ︑怯むな



﹂

ふっ︑と一人が空へ溶けた︒
﹃風﹄に乗ったのだろ

て距離をとれ




﹂

う︒岳生はばっ︑と駆け出し︑また先の構えをとった︒
﹁剛杵衡



地が裂けるかのような叫びとともに︑空がゆがん

だ︒ その 中から男が 一人落ちて くる︒ つ
いさっき
風に乗ったはずの男が︒

男は混乱 していた︒ 目の前の朱 い顔を見 てもわけ
がわからない︒

朱い願の 鬼神は表情 一つ変え ず︑ 背中か ら斧を取
り出した︒
ふしゅっ

彼の顔に︑朱の部分が増えた︒

︵剛杵衡ほど光雷を集積すれば︑風の流れもゆがむ︒

がくぜん

だから︑
﹃風﹄に乗った奴の行き先を読んで︑そこで
術を使えば ︶


しじゅう

﹁泉碓 ﹂




むびゅうかい

﹃風﹄で
一部始終を見ていた男たちは愕然とした︒

も逃げられないとしたら︑どうすれば
﹂

﹁け︑結界だ︒俺が背負って逃げてやるから︑無謬界
を張るんだ





み え

もはや見栄もない︒結界を背負った二つの影が︑山
のほうへと逃げてゆく︒
つむじ

朱の鬼はその後を旋風のように追いかける︒あと
せま

数丈に迫ったところで︑鬼はやおら動きを止め︑息
を整えて構えた︒
相手はさら に一丈逃 げる︒ 鬼は 両腕を脇に 構えた
まま︑足首だけをぐっと動かして︑数丈の距離を一

﹂

気に詰めた︒
﹁剛杵衡

結界に体当たりするようにして両腕を突き出す︒と



結界を張っていた男に向けてあふれ出した︒

︵剛杵衡ってのは︑上半身動かせないんだろ
きた



朱の鬼が斧を取り出したとき︑そこにあったのは首

﹁妙漣 ﹂


たら︑足首鍛えて︑そこだけで跳んで行けば ︶


だっ

同時に結界がすべて鬼の腕に吸い込まれ︑そのまま

 番外二 ときはながれて

しりめ

のねじ曲がった屍と︑右足のちぎれかけた人間だった︒
﹁ひ︑ひっ ﹂


腕だけで 必死に 逃げる男 を尻目に︑ 朱顔の 鬼は屍
の首をはねた︒

そしてそのまま足音をさせないように振り返ると︑

一動作で最後の首に斧を入れた︒

生きる者のなくなった原に︑朱にまみれた鬼が一
人立っている︒

日が傾くにつれ︑鬼は︑次第に人へと戻っていった︒

りん

遠くに大 きな李が 見える︒ 凛としたその 姿を見つ

めながら︑岳生は歩いていった︒
﹁妙漣︑泉碓 ﹂


知らず︑思いが口に出る︒

﹁俺ぁ︑いつまでたってもおめぇらの世話になって
ンだよなぁ ﹂


﹂

押し下げた︒
﹁

かが

ンなことしたら ﹂


ほほ

﹁お礼︑しないといけないよね︒でもどうしよう︒お

で︑声をかける︒

彼女はゆ っくりと近づ くと︑ そばに しゃがみ込ん

見えた︒

のような顔が︑とてもやさしく微笑んでいるように

ほほえ

そばでこ わごわ見て いる颯鈴 には︑ 岳生 の朱い鬼

いた︒

る︒その頭をチャムリが抱きかかえるように撫でて

な

当惑した顔の岳 生が︑ あきらめた ように頭 を垂れ

とうわく

﹁これで︑おなじだよね﹂

なっている︒

すっと離れたそ の顔も︑ 岳生にま けないほ ど朱く

﹁こ︑こら

付けられる︒彼女はそのまま両頬でほおずりした︒

押されるままに屈んだ顔に︑チャムリの頬が押し



十四
李の木の近くでは二人の娘が待っていた︒

さっき︑山賊の人たちが来て

岳生の姿を認めたチャムリが飛び出す︒
﹁やったのね︑岳生
さ︑一年分の食料を戻して ﹂

と ぎ

そこで︑言葉が途切れた︒
横で︑颯鈴も息を呑んでいる︒
岳生の巨大な顔が朱に染まっている︒傷一つない
のに︒
どれほど多 くの血が 流されたか ︑ 娘たちに も明ら
かだった︒
﹁チャムリ︑帰るか

れねぇこともねぇだろう ﹂

くちょう

笑ったような口調だった︒
︵でも ︶


チャムリはそっと近づくと︑岳生の両肩を掴んで

つか

緑宝寺に頼みゃ︑ 風乗りの一人くらいよこしてく









そのとき︑ 三人は同時に 頭痛を感じ た︒ ただの頭

痛ではない︒術師に特有の︑爪で握られるような痛

金はないし ﹂

岳生がチャムリの肩を軽く叩いた︒

み 空
 魔の気配が強まったのだ︒

おさ

ご

﹂

﹂

﹂

この術に︑落ち着かせる効果などないのに︒

まった︒

供たちに向けて︒女の子たちは︑すっ︑と眠ってし

大きく息を吸い︑再び﹃光﹄を回す︒今度は︑子

﹁まさか ﹂


わっている︒

見れば︑泉碓の腕でも︑子供がじたばたと動きま

﹁二人とも︑これ

腕の中で︑幼な児が暴れている︒

を飲んだ︒

ゆく︒もっとも素早く立ち直った妙漣が︑思わず息

おのおの型を決める︒
﹃光﹄が回り︑痛みが薄れて

チャムリの腕が離れてから︑彼は何でもないといっ
た声で言った︒

﹂

﹁そんなら あ
んたでいい﹂
﹁え
乾いた血糊が︑音をたててはげてゆく︒
﹁今日から︑あんたはオレのもんだ﹂

十五
すみ

その村でただひとつ残った家の隅には︑三人
三歳くらい の女の子が二 人︑ その間に ︑ 布でくる
あかご

まれた赤子が一人︒

﹁この子︑空魔の気を



﹁こっちの子もだ︒ ど
うする



妙漣と泉碓 が︑ 顔を見合わせ る中︑ 太く︑ 重い声



妙漣と泉碓 が女の子 を抱き上げ る︒ 岳生は 赤子を

掴み上げ︑そのあまりの柔らかさに︑思わず落とし

そうになった︒





の子供が押し込められていた︒

 番外二 ときはながれて

が響いた︒

落ち着き なくあたり を見回し ︑ なにごと かぶつぶ

泉碓の顔に笑顔が戻る︒

すもも

つ言っていた妙漣が︑その一言に反応した︒

﹁つれてこう﹂
声の先で は岳生が ︑ 手の中 の赤子を 握ってしまわ

﹁ 李 の木に︑鈴か︒ う
ん︑そうしよう﹂

けている︒

﹂

はな

ばな

颯鈴は浮 かぬ顔で ︑ ぼおっと岳生 の後ろ姿 を見続

囲いのあるやや大きな町が見えてきた︒

十六

は颯鈴でいいかな



姓は李︑ 名は そうだな︑ 麗鈴に華鈴︑小さいの

て名前くらい︑似たのつけておいてやろうよ︒

﹁名前 さ こ
の子たち︑ 離れ離れになるなら︑せめ

笑いかけた︒

女の子を︑あやすように持ち上げると︑その寝顔に

いぶかしげな顔の二人を交互に眺める︒腕の中の

こうご

ないよう︑苦心している︒

﹂
﹂

﹂

﹁

ちのり

ら︑連れてこう

がる︒
りぃん その首についていた鈴がひとつ︑ 軽い音
﹁いい音だ﹂

をたてた︒



岳生のため息まじりにつぶやく声に︑赤子がむず

いいかもしンねぇ﹂

﹁ん︒ 術師にならず にすむン なら ま
 ぁそのほうが

ている︒

岳生の抱えた赤子は︑さきほどからからずっと眠っ

﹁そうだな︒でも︑その子は置いて行かないか

乾いた顔の血糊に︑ひびが入る︒





、
、



それにこの子たちゃぁ︑俺たちの恥の証拠だ だ
か

﹁また空魔の気が強まりゃ︑こいつら耐えられねぇゼ︒



岳生は村を出て以来︑まったく口を開いていない︒
脇にいる チャムリは︑ 数歩おきに 岳生と颯 鈴をち
ら︑ちら︑と眺めている︒

さいふ

やがて︑ 宿ら しき建物の前 で︑ 岳生の歩 みが止ま
った︒
ふところ

﹂
ぬぐ

しりめ

一寸⁝当時の一寸は約

二刻⁝当時の一刻は約

七尺⁝当時の一尺は約

むかしのはなしである

注
四
五
六

分






彼は 懐 から︑ぼろぼろになった財布を取り出す

の颯鈴

いながら奥へと消えていった︒

抱きつくと︑呆気に取られる宿の主人を尻目に︑笑

あっけ

り返った岳生の両腕に︑おのおのぶら下がるように

二人の娘は 顔を見合わせ ︑ 同時に吹き 出した︒ 振

なのに︒

その顔が 真っ赤に変 わる︒ 血糊は 拭い取ったはず






と中をあらため︑無言のままのれんをくぐる︒
﹁お泊まりですか︒それじゃ︑お名前を ﹂


とうかそん

な声で言った︒

岳生は後 ろの二人 をちらりと見ると ︑ わざ と大き

、
、
、

﹁東家村の住人で東岳生︒後ろは妻のチャムリと娘

 番外二 ときはながれて

あとがき
総集編の二つめ…の、再編集版です
最初の二本で一度まとめたのですが、残り一本が長いことバラ
げっとう

になっておりましたし、表紙に使っている月桃紙も手に入るよう
になりましたので、この際まとめてしまおうかな、ということで
このような形になりました。
…覚悟はしていましたが、やはり  のコピー誌 数が
出ないことを前提としていますね。心構えとしてはよくないかも
しれません。
解説ではありませんが、内容について少しばかり書きます。
『闇に降る雪』



雷遊子捜索の救援部隊をそろそろ到着させようかな、などと

Æ

考えながら舞台を設定しました。…これ以上延ばすと、
『北
岩』にたどり着く前に私がくたばりますので
泉碓の過去に深く触れるべきかどうか、ちょっと迷いました

Æ

が、番外ではないということでカット。その反動が『ときは
ながれて』の方に吹き出してます。
この話だけではありませんが、漢字が難しいというご意見

Æ

を頂きました。このため、この話以後ルビを振る基準を変
えてあります。
『いのちの綱』



初の番外編。緑宝寺の概略紹介と同時に、術師が決して万

Æ

能ではないところを見せたかったのですが…
発行時期が関西の大地震とぶつかってしまい、ツメが甘く
なってしまいました。総集編にする際、この話はほぼまる
ごと書き直しています。

あとがき
『ときはながれて』



番外編その２。雷遊子が出てこない話は番外扱いにしてい

Æ

ますが、時間は全部連続していたりします。
最終話のようなタイトルだと言われました

Æ

まぁ、脛にキズ持った人たちだらけなのですが、少しは立
ち直ってほしいなぁ、という親心です。

さて、ここにまとめた話は結構長いことお出ししていたせいか、
ご意見も頂いております。そのなかで『慶治』という名前が中国
人っぽくない、というのがありました。
実はこの人『治術』の師範なので名前の最後は必ず『治』になる
わけなのですけど…その辺の説明をする機会がなかなかありませ
んでしたので、ここに書いておきましょう。
術師の名前のことを『呪名』と言います。原則として三文字で、
それぞれの文字のことを『師名』『呪名』『術名』と呼びます。『呪
名』が二つの意味で使われていますが、単に『呪名』と言った場
合は慣例として三文字の方を指します。
このうち、厳密に本人を特定する名前は一文字の方の『呪名』で
す。
『師名』は師匠の『呪名』がそのまま使われますし、
『術名』は
師範資格を得る術の名前を使うからです。
例としては、本巻には出てきていませんが、麗鈴が一番わかりや
すいでしょう。彼女の呪名は『泉麗鈴』。このうち、最初の『泉』
は師匠である『秀泉碓』の『泉』、最後の『鈴』は『鈴術師範』で
あることを示します。
一文字の方の『呪名』は師匠が決めます。一文字であること以外
にあまり制限はないのですが、宿敵である空魔の『空』と『魔』は
使用を禁じられています。
…あれ？じゃぁ緑法寺の名前『空諾』はなんなのでしょう？？


『いのちの綱』の、空諾と朱崩のやり取りの中でちょっとだけ書
きましたが、彼はもともと衝派源流の術師ではありません。『空』
の呪名は彼だけに特別に認められているのです。ただし、先に書
いたとおり弟子の名前にも『空』が入ってしまいますから、
「弟子
をとらない」という条件つきです。
このあと、
『空』の文字を持つ人が出てきますが、彼もまた弟子
を取ることなくこの世をあとにしました。
『空』の文字は、常に一代限りなのです。
、、、、
では最後に、この本を手にされた 手にしてしまった方も含めて
すべての方に感謝の意を表しつつ、この拙文を終わらせていただ
きます。

この本に関するお問い合わせは、奥付の住所、または電子メー
ルにてお願い致します。



 

ハンドルは、猫好 Ｋ もしくは 金丼亭 猫好 です。
また、細々とながら情報ページを作っております。
酒処金丼亭 うぇぶ店

 



お目に止まりましたら、よろしくお願いいたします。
追記：私の書く文は、基本的にコピーフリーです。コピーしたい
なんていう奇特な方は、以下の三つの条件を守っていただければ、
いくらでもして頂いて構いません。

  表紙を含む、すべての頁をコピーすること。
  表表紙から裏表紙までを一セットとし、各頁を
分離したり、新たな頁を加えたりしないこと。

  コピーに際して必要な、最小限の費用を越える
金銭授受を伴わないこと。
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