
アルコ・ホール三番街の何でも屋

アサウラ

１話　後編

「お前はいいなぁ」
　人

ひと

気
け

のない街外れの木陰で、モルトはしゃがんで一匹の大きな犬に話しか
けていた。垂れ耳の、たぷたぷと全身の皮を余らせ、とろんとした目つきの
そいつは、何年か前から街に居着いた野良犬である。
　誰に飼われているわけでもないくせに、飢えている様子はない。猫のよう
に生ゴミを漁らずに街行く人々から恵みを貰って生きているらしいというの
をモルトはうっすらとどこかで聞いていた。性格が温厚らしく、二本足で立
ち上がればモルトと同じぐらいの大きさだというのに、この犬を怖がる者は
街にはいない。
「木陰で寝てるだけで誰かしらからメシが貰えるってのは羨ましい。俺が寝
ていて貰えるのはリッツの蹴りだけだ。……俺もお前みたいに寝てみるか、
そうしたら……」
　眠たげに伏せていた犬が起き上がって座り、しゃがんでいたモルトと目線
を等しくする。そして、ポンと、モルトの肩に硬い肉球を置いた。……やめ
とけ、とでも言うかのように。
「犬にも同情されるか、俺は……」
　情けなくなってきたモルトは犬の頭を撫で回すと、ため息と共に立ち上が
り、期待の持てない場所へと歩き始める。
　振り返ってみると、犬はそこが自分の寝床であるように、そっと遠くを見
つめながらまた地面に伏せたのだった。



「まぁ、野良犬をマネなくとも、すでに似たようものか。帰る家があるんだ
か、ないんだか……元々、ずっと……」
　モルトは自嘲するように呟くと、担いでいた長柄刀を木に立て掛けた。
　彼が訪れたのはこの犬の元ではない。街の外れにある、一軒の小屋だった。
そこはこの街の暗黙の娯楽施設である。
　――賭場だった。とはいえ、未だ夕暮れにも早い時間帯に博打打ちが集
まって賑わっているわけもなく、今はひっそりと静まり返っているのだが。
　仮にここが大賑わいであったとしても、モルトの場合無一文なので、ガー
ナが言ったような一発逆転が狙えるわけもない。モルトにとっては不要な場
所……そう思っていたのだが、ライがいいことを言っていた。
　彼の祖母だかの台詞――金は金のあるところにしか集まらない。
　言われてみれば、その通りな気がした。金が金を生むのだ。……というこ
とは日夜勤勉に金が動いている賭場ともなれば、相応に金が寄ってくる――
否、金が転がっているかもしれない！
　モルトは早速、そして何の躊

た め ら

躇いもなく這い蹲
つくば

った。賭場で大金稼いだ奴
らが小銭などいらぬ、とでも言って捨てている可能性は十分にある。
　入り口付近を中心に、裏手を見やり、床下の方も覗き、鍵の開いていた小
屋の中も覗いてみるが、見つかったのはシケモクや空の酒瓶だけである。
　唯一銀貨と思しき物を見つけた瞬間もあったが、結局金属のオモチャか何
かの装飾品の一部でしかなかった。
「クソ！　犬は寝てるだけで飯が貰えて、俺は這い蹲

つくば

ってもゴミしか手に入
らないのかよ！」
　モルトは賭場の前で膝を突き、固い地面に己の拳を叩きつけた。
「金とは言わない……せめて、明日へと繋がる希望をくれ……！　頼む、神
よ！　それがダメなら、せめてリッツに寛大な心を……!!」
　その姿、まさに懺悔するが如く。モルトは拳だけでなく、その額をも地面
に着けてそう嘆いたのだった。
　ふと、そんな彼を覆う、影が……。



　モルトは、ハッとした。まさか、己の嘆きがついに神をも召喚したの
か。それとも慈愛に充ち満ちたリッツが自分を迎えに来てくれたのではない
か。彼女が両手を広げ、モルトの頭をその未だ貧相と言わざるを得ない胸で
ギュッと抱きしめてくれるのではないか。家賃なんていらない、ずっと一緒
にいて！　とでも言ってくれるのではないか。もういっそオリービーがその
豊満な胸を揉みしだいて欲しいと赤い顔で迫ってきているのではないか。無
論、全裸で。
　そんな淡い希望と期待と願望と欲望を抱きながら、モルトは顔を上げ、影
の主を見やった。犬だった。雄叫びを上げた。東側が色づき始めた空にモル
トの嘆きが轟いた。
　考えてみれば、モルトにだってわかる。さすがにここで神の召喚はおろか、
あのケチなリッツが家賃をいらないなどと言うわけもなく、まかり間違って
も全裸のオリービーがその体を差し出してくれたりするわけがない。
　貧困は情緒を不安定にし、正しい思考を妨げる。ライの祖母はいいことを
言う。モルトは雄叫びを上げながら、そんなことを思った。
「……ん？　何だ、お前、それ……」
　喉に痛みを覚えて顔を下げたモルトは、犬が何やら布袋を咥

くわ

えているのに
気が付いた。
　そのサイズ、その雰囲気、この場所……モルトの頭にある可能性が思い浮
かんだ。
「財布か !?　財布なのか !?　おいワンコ様よ！　お前、俺の望みを察して
……お前は何て素敵なお犬様なんだ !!」
　とろんとした目つきのまま、犬はモルトの前に布袋を置いた。
　這い蹲っていたモルトはすぐさまそれを手に取る。袋を開く。ナッツだっ
た。しかも湿

し

気
け

っている。再び哀しみの咆哮が空へと解き放たれた。
　財布でなかったことが悲しいのではない。財布かもしれないと期待した自
分が情けなかったのだ。野良犬にナッツを恵まれている状況もそれに拍車を
掛ける。犬が食べ物を持ってくるなど、よっぽどである。そこまで小銭を求



めて這い蹲
つくば

っていた自分が哀れだったのか――。
　犬はまた嘆くモルトの肩にポンとその硬くて大きい肉球を一度置くと、ま
た先程まで寝ていた木陰に戻っていったのだった。まるで「これでも喰って
元気出せ、な？」とでも言っているかのようで、モルトは項

う な だ

垂れる他なかっ
た。
「野良犬以下なのか、俺は……」
　哀しみの中でモルトはナッツを摘む。やっぱり湿

し け

気っていて、あまりうま
くなかった。

〇

　果物屋の壁に寄りかかりながら、モルトは大通りの様子を眺めていた。
　大勢の人と物が行き交うその様子は、まるで大都市のようだが、大通りを
一本外れた途端、どこにでもありそうな辺境へと姿を変えるのだから、不思
議な街だ。住人達は誰もが当たり前だと思っているが、幼い頃にいくつもの
国を回ったモルトからすると、未だ妙に思える。
　そして、これだけの人が忙

せわ

しなく行き交うのは、この誰もが仕事を持って
いるからだというのもまた、信じられないことだった。どこにそれほどの仕
事があるのだろう、どうして彼らが仕事にありつけているのに、自分は細い
路地に身を隠すようにして犬から貰ったナッツを食べているのか。そろそろ
日も暮れ始めたという時間になって、モルトはふと疑問を抱いた。
「わからないことが多すぎる。……一体、どこに俺の仕事はあるんだ……」
　学校も終わった頃なのか、リッツと同い年ぐらいの子供達の姿が大通りの
雑踏に混じり始めた。何の不安もなく、学校という場所から解放された子供
達の笑顔は楽しげで、その様子は実に明るい。
　彼らとて、あと幾ばくもなく働き始め、そして世間の厳しさを知るのだと
思うと、モルトは哀しくなる。
　学校で椅子に座り、しばらくペンを走らせるだけでその後は自由になれる



というのに、学生達は誰もが不満を抱く。大人になれば仕事というものに
四六時中拘束される辛さを知らないのだ。いつだって金を計算し、明日の仕
事を思う。そんな辛い日々が死ぬまで続く。
　そんな日常が辛いから、大人は酒を飲む。そして、そうであるから酒を買
うのも、飲んだくれてしまうのも仕方のないことなのだ。まったく、リッツ
はそれをわかっていない。
　モルトはナッツをボリボリ喰いながら、胸の内で一二歳の少女に屁理屈を
こねた。
　大通りを見やりながらモルトはナッツの袋に手を差し込む。ふと、モルト
は自分以外の手をそこに感じた。
　見やれば、いつの間にか隣にやや小柄で、それ以上に細身の印象が強い男
が一人。
　リッツへの不満に集中し過ぎていたのか、間合いに入られたのに気が付か
なかった。
「何だ、このナッツ。随分湿気っているじゃないか。……モルト、お前こん
なものしか喰う物がないのか？」
「おやっさんの優しさでトマトジュースとタバスコジュース、ガーナ姐さん
の愛情でバケットを一切れ……今日はそれしか食べてないんだ。犬に貰った
ナッツだって腹に入るだけありがたいんだよ。そういうお前こそ、そんな俺
からナッツを奪うとは、サシャ、金がないのか？」
　……犬？　と首を傾げたその男――サシャは、さすがに野良犬に食料を恵
まれたのを冗談だと思ったのか「まぁいい」と疑問を振り払った。
　サシャはフフンと高い鼻で笑って見せる。白に近い金髪を簪

かんざし

でまとめ、異
国を思わせるカラフルなマフラーを巻いて顔の下半分を隠すようにしている
彼。
　覗かせるその双

そう

眸
ぼう

はどこか特殊だった。男のくせに、モルトから見ても色
気と呼ぶのに相応しい何かを有していて、それが笑みで細まるとより一層妖
艶さを宿らせる。



　彼の着ている小綺麗な服が女達からの貢ぎものだという噂は、きっと本当
なのだろう。モルトは彼の笑みを見る度にそう思った。
　そんなサシャもまたモルトと同じ何でも屋であるはずなのだが、この纏う
雰囲気の差はやはり外面の違いが生むものなのだろうか。年齢は彼が二十歳
かそこらでさほど離れてはいないし、腕も劣っているとモルトが感じたこと
はないのだが。
「金がないわけじゃない。ただ、モルト、君が私と同じ仕事を受けているん
じゃないかと思ってね。……君がコレを手に取ったのをたまたま見かけたん
だ」
　そう言ってサシャが懐から取り出したのは……あの掲示板に貼ってあった
浮気調査の依頼書だった。
「ガラじゃない。受けてねぇよ。……ってか、受けようってんならそれをま
た掲示板に戻すのもおかしな話だろ」
　掲示板にある依頼を受ける場合は、その張り紙を取り、それから指定され
た場所へ行って正式に受けるのが通例だった。そのため、やりようによって
は多少の匿名性も持てるのだ。
「君はバカだからな。仕組みを忘れたのかと」
　コイツめ、とモルトは長柄刀をサシャの頭に軽くぶつける。優しくやった
つもりだったが、ゴフッと嫌な音がしてサシャが地面に倒れて悶絶した。
「ぬおあぁおあぁおあ !!　モ、モルト、貴様 !!　私を殺す気か !?　撲殺なの
か !?」
　地面に倒れたまま、涙目で訴えてくるサシャに、モルトは笑った。
　自警団の連中ならば「ははっ、よせよ」と笑い、急所狙いで殴り返してく
るが、サシャの反応は比較的まともだった。彼もまた、モルトと同じくこの
街に流れ着いた余

よ

所
そ

者
もの

なので当然かもしれない。
　サシャの反応を見る度に、リキュールの自警団の屈強さを思い知る。彼ら
の訓練を受けたモルトでさえ、いくら『強さこそが伝統』だとする自警団で
あっても、全員がどこぞの軍で腕利きとして名を馳せかねない連中ばかりだ



というのは、やはりおかしい気がする。
「あぁ、お前が繊細で軟弱でひ弱で情けない剣士様だってのを忘れていたよ。
……それで？　そっちはこそこそ浮気調査か？」
　立ち上がったサシャが、ベシッとモルトの肩を苛立ち紛れに引っぱたく。
「まぁ、そんなところだ。……くそぅ、コブができた。これから依頼主の妻
が間男と密会するかもしれないから、その現場を押さえて懲らしめるんだ」
「アレ？　何だ、誰が相手なのかを調べろって内容じゃなかったのか。……
そうかぁ、そういう荒事だったなら受けとくべきだった……クソッ！」
「残念だったな、モルト。この仕事はもはや私のものだ」
　サシャはニヤリと笑ってみせる。どうやら仕事にあぶれていると予想して
モルトをからかいに来た、というのが真相のようだ。だが、まさかそれで頭
にコブを作ることになるとは思いもしなかっただろう。
　また、自覚はないのだろうが、あまりに綺麗な顔をしているが故に、彼の
皮肉な笑みにもどこか上品さが含まれていて、さほど嫌な気分にはならな
かった。
　目的を果たしたからなのか、サシャはナッツを口に含むと細い路地から大
通りへと歩いていく。それにモルトも続く。
「……何でついてくるんだ」
「なぁサシャ、こうしよう。俺が協力するから報酬を山分けってのはどう
だ？」
「冗談じゃない。相手が複数人や賊の類というのならともかく、人妻に手を
出すような輩だ。剣を抜くまでもないだろう」
「万全を期した方がいい。逃げ足の速い男かもしれない。……知っているか、
サシャ。浮気をしている女の神経となればそりゃ過敏だぞ。サシャの一発か
ましてやろうって気配を敏感に察して、接触する前に間男を逃がそうとする
かもしれない。何よりその間男だ、人の女を奪い取ろうとするってことは、
即ち盗賊じゃないか。その機敏さはこの大通りの人混みを利用されると、恐
らく一人じゃ追い切れないぞ。あらかじめ仲間を配置しておくべきだ。……



そう、例えば、俺のような！」
　サシャは熱弁を振るうモルトを少女のようなきょとんとした顔で見上げる。
そして歩きながら視線を石畳に戻すと、ふむ、とその細い顎に手をやった。
「……そういうものなのか。いや、確かに、可能性は……そうなると依頼主
の旦那も困るか」
　突発的に屁理屈を並べてみたが、サシャは知らぬ者からすると驚くほど素
直にそれを受け入れる。モルトは内心ほくそ笑んだ。
　サシャは素直な少年のような性根だった。あからさまな嘘であっても、そ
れっぽい雰囲気を纏わせるだけでいとも容

た や す

易く信じる。世間知らず、という
より根本的に純朴なのだ。
　だからこそ商売敵にして、やたらと女にモテるという憎むべき相手である
というのに、モルトは彼を嫌いにはなれなかった。
「それにさ、困るんだよ、今日中に金稼がないと。リッツが悲しむんだ
……」
　モルトは悲しげな顔で家賃の話をすると、サシャは同情の表情を浮かべる。
　これはうまくすると家賃そのものを肩代わりしてくれるのではないか。金
を借りたらリッツに怒られるが、金を貰う分には問題ないだろう。
　ならば……と、モルトはそんな淡い期待をも抱くのだが……。
「どう考えても悪いのはモルトだし、そんな呑んだくれを助ける気にはなれ
ない」
「うん、お前さ、だったらそんな顔して大人しくこっちの話を聞いてんじゃ
ねぇよ。先に言え、この女男が」
「話は最後まで聞け。モルトがどうなろうと私の知ったことじゃないが、お
前が金を稼がないとリッツちゃんやご両親がかわいそうだ。誠意を見せる意
味で、少額でもいいから働いて賃金を稼ぎ、それを渡してやるべきだってい
うお前の考えは妥当だと思う。……ってことで、九対一なら手助けされて
やってもいいぞ」
　モルトは依頼書にあった報酬の額を思い出す。あれの十分の一となると



……冗談ではない。子供の小遣いレベルだ。だが、同時にそれでもいいから
金が欲しいとする気持ちもある。
　何せこのままでは部屋の荷物は捨てられ、路頭に迷うことになる。今日中
にわずかでも渡せれば、もう幾ばくか待ってもらえるだろう。
　何より賭場の近くを這い蹲ることに比べればずっと健全だ。
「くそぅ……ないよりはマシか。わかった」
　サシャは少女のように得意げな笑顔を見せる。根は純朴ではあるが、それ
を計算高さで補っている。それがサシャという男だというのを、モルトは思
い出した。
　だからこそ、時には協力して大きな仕事をこなす信頼に値する同業者とい
う間柄でありながら、彼を好きにもなりきれない。
「では、確認しよう。君は私の仕事を手伝う。主導権はもちろん私だ。報酬
は九対一。……それでいいな？」
　あぁわかった。モルトがそう言おうとした、まさにその時だった。
「泥棒おぉぉぉ !!　 誰か、その人、捕まえて !!　 泥棒よおぉぉおぉぉお !!」
　響き渡る女の声。反射的にモルトは長柄刀を握る手に力を入れ、サシャは
腰に帯びた刀に手を這わせる。
　声は彼らの正面、やや離れたところ。そこにあるのは街の最古の建造物で
もある大通りに面した大浴場。その入り口で服をやや乱れさせた女が、走る
男へ手を伸ばして叫んでいた。
　その光景を見た時、モルトの思考が疾走する。大浴場前で服を乱れさせた
女が泥棒と叫んでいる……。恐らく脱いでおいた服から財布を盗み取らんと
した奴がいたのだろう。それをたまたま風呂上がりの女が見つけ、大騒ぎ
……泥棒は逃げ、女は慌てて服を着て追い掛け……。いや、待て、浴場での
トラブルといえば覗きと下着泥棒と相場は決まっている。だが、それなら女
の方が泥棒とは叫ばないだろう。下着泥棒か、変態、と叫ぶはずだ。そう
じゃないということは……やはり金目の物を奪ったのだ。
　リキュールの法において、誰かしらの落とし物や盗まれた物を取り戻した



場合、持ち主の合意を得れば一割を得る権利を有する。
　女――婦人の財布ともなれば、少なくとも子供の小遣いの一〇倍ぐらいは
あるに違いなかった。何より、泥棒が本職であるのなら複数人分の財布を盗
んでいるかもしれない。そして、その男は今、人をかき分けモルト達のいる
場所へ向け、全力疾走中――。
　モルトの行動は早かった。
「サシャ、貴様と協力などするものか！　一人でやってろ！　俺は仕事を見
つけたぞ !!」
　モルトはナッツの袋をサシャの顔にぶつけて彼の気を削ぐと、石畳を蹴っ
た。
「よぅ盗人！　俺の家賃のためにくたばりやがれ！」
　大声を上げたモルトと走り来る盗人の間にいた人々が左右に除けていく。
そのため盗人もまたモルトを認めて、間合いを詰めると共に腰に帯びていた
大剣を抜いた。
「このボクの邪魔をしようってのかい !?　そんな鈍重な得物で？　この田舎
街の人間は冗談にすら品がない !!」
　ほくそ笑んだ。
　盗人が。
　モルトが。
　そして……辺りを行き交うこの街の住人達が。
　盗人の身のこなしはどこかで訓練を受けたと思しきしっかりとしたもの。
大剣を振りかぶる動きも、踏み込みと共に振り下ろす所作もまた様になって
いる。
　全てが、速い。振り下ろされる剣は、人の頭ぐらい両断できるほどの一撃
だというのは誰の目からも明らかだった。
　だが、鋼鉄の長柄刀を斬ることなど叶うわけもない。モルトは片手で長柄
刀を頭上へ掲げ、盗人の一撃を容

た や す

易く受ける。
　華奢な金属音とわずかばかりの火花が散り、振り下ろした方の大剣が弾か



れた。バランスを崩し、跳ね返った大剣の切っ先を空へ向けたまま、胴をが
ら空きにした盗人は目を見開く。
　そこにモルトは蹴りを放った。盗人が弾け飛ぶ。
　分厚い鉄板をブーツに仕込んでいるモルトの蹴りは、鎧越しでも相手の肋

あばら

をへし折るほどの力があるが、今のは盗人が自ら後ろに跳んでダメージを減
らしたようだ。その反応速度は、悪くない。
　盗人、石畳を転がると同時にすぐさま立ち上がり、大剣を構え直す。
　その逃げようとしない意気をモルトは気に入った。口元に笑みを浮かべな
がら、大きく踏み込んで、間合いを詰める。
　長柄刀を両手で握り、空を裂くがごとく、モルトは振りかぶった。
　大剣の一撃を受けた際に留め具が外れ、布の纏いがはらりと舞う。重厚か
つ剛強な刃がモルトの頭上で姿を見せ、夕日に煌

きら

めいた。
　拳ほども厚みのあるそれは九〇センチに達する片刃。屈強な兵でなければ
扱えぬ大剣を思わせるそれに、同じく九〇センチの鋼鉄の柄を有した、常人
には決して扱えぬ剛の武器。
　かつてこの地を基地とし、わずか千の兵で、数万のオードビー軍の包囲を
戦い抜いたとされる最強の軍勢、その強さの拠り所であるとする、それ。
　これほどの物を容

た や す

易く振りかぶった男を目前とすれば、腕利きとバカでな
い限り、唖然として身動きを止める。
　――盗人は、前者だった。だが、同時に後者でもあった。
　盗人はモルトの姿に目玉が落ちそうなほど瞼を開きながら、切っ先が空を
向いていた大剣を寝かせ、受けの体勢へ。股を開き、重心を落とす。剣を握
る両腕の筋肉を隆起させつつ、受け流すように寝かせた剣の切っ先をさらに
下げた。
　モルトは何の躊躇いもなく、そこへ長柄刀を振り下ろす。切っ先で斬られ
た空気が悲鳴を上げる。
　長柄刀が盗人の大剣の刃に触れた瞬間、それは菓子が如くに砕け、両断。
　受けられるわけがない。遣い手の腕以前に、得物の重量と質が、あまりに



も違い過ぎた。
　長柄刀の動き、なおも止まらずそのまま盗人の体を捕らえ、そして……そ
の刃はついに石畳に到達する。
　爆音にも似たおぞましいほどの衝撃音が、アルコ・ホールに轟いた。
　地を叩くモルトの一撃は、そこに埋め込まれていた石を砕き、その衝撃で
二人の周囲の石までも地から浮き上げた。
――そして、夕暮れの大通りとは思えぬ静寂が、辺りを包む。
　最初に動いたのは、落ちていた留め具付きの布を拾い上げるサシャ。そし
て、盗人の体もまた、受けようとした体勢のまま、ゆっくりと背後へと倒れ
るのだった。
「相変わらずその得物で、その威力で、その精度……見事じゃないか。モル
ト」
　モルトの隣にやって来ると、倒れてもなお、剣を握ったまま固まっている
盗人をサシャは見下ろした。血の一滴も出ていない。ただ、彼の服だけが見
事に切断され、股間のイチモツまでもが顔を出していた。
　そして数秒の時を経てから、唖然とする商人や旅の者を余

よ そ

所に、老若男女
の住人達から歓声が上がる。
　かつて最強を誇った軍勢の末裔が築いたこの街の伝統にして誇りでもある
長柄刀……これを貶

けな

す者は、叩っ斬って構わない。この街の暗黙の了解だっ
た。だからこそ、地面から紙一枚の所で刃を止められたにもかかわらず、モ
ルトは全力で刃を振り切り、石を割ったのだ。街の憤怒を代弁するが如く
……そして住処を失うことがなくなった喜びを表現するが如く。
　石畳を多少破壊したが、さすがに状況からすると誰もモルトを責めること
はないだろう。モルトは健やかな気持ちで辺りに手を振る。
　モルトは長柄刀をまた軽やかに肩に担ぎ上げ、サシャから鞘代わりの布を
受け取った。
「「ありがとう」」
　モルトはサシャと布を間に挟んで手を重ねたまま、きょとんとした。



　モルトは布を拾ってもらって礼を言ったのだが、サシャも、同時に言った
のだ。
　空の色のようなサシャの碧眼をモルトがわけもわからず見つめていると、
失神している盗人にあの着の身着のままの女が走り寄り、そして号泣しなが
ら抱き付いた。
「こ、この泥棒 !!　私の純情な恋心を……だっ、旦那を裏切ってまで……
あっあっぁああぁあ !!　ただの遊びだったなんて……このハート泥棒 !!」
「……おい、サシャ、まさか……」
「あぁ。この男が、私の獲物だ

0 0 0 0 0

。懲らしめてくれて感謝する。報酬は九対一
……いや、そうか、協力はしないんだったな」
　サシャはマフラーに載っていたナッツを摘み上げると、その細い指先でモ
ルトの口に押し込んだ。
「楽ができたよ。ありがとう、何でも屋。またよろしく頼む」
　少女のように得意げに微笑む美男子の顔を、モルトと、彼の容貌に気付い
て頬を赤らめる婦人が見つめていた。
　モルトが噛みしめたナッツは、やはり、湿気っていてうまくなかった。

〇

「何でもその盗人……というか、間男ってのが、どうも流れの傭兵だったん
だと。それで仕事を求めてこの街に来て、惚れやすそうな女を見つけて弄

もてあそ

ん
でいた……それが真相」
「んー、でも何でそんなところで？」
「浴場の裏にある細い路地、そこの物陰でよろしくやってたんだそうだ。浮
気で、人の多い時間帯の大通りからすぐの場所だってんだから、楽しかった
んだろう。ヤるだけやったら大浴場でスッキリして証拠も消し去っちまお
うってわけだ」
「なるほどねー、計画的かつ慣れた感じで、嫌な話。浮気するぐらいなら別



れればいいのに」
　夕暮れになり、徐々に客足が増え始めた酒場のカウンターで、先程の顛末
をモルトはクラッツに話して聞かせていた。
「一度関係ができると、大人の男女ってのは案外気軽には離れられないもん
なんだよ。クラッツもすぐにわかる」
「あーそうですか。……で？　モルトが離れたくなくても離れざるを得なく
なりそうなアパートは、どうなりそうなの？」
　モルトは遠い目をして、店の窓から夕暮れの空を眺めた。
　働き者のリッツのことだ。もう、荷物は全て外に出され、後は一人で動か
せないベッドなどの大物を残すだけだろう。
「安心してくれ」
「何を？」
「心配しないでくれ、ってこと」
「誰を？」
「俺の心配をせずに、安心してくれってことだよ……」
「別に心配はしてないわよ？　モルトの人生なんて」
　モルトは横目でカクテルを作るクラッツを見やる。酒の味も知らないくせ
にすまし顔の彼女の作るそれはいつも絶妙な味わいをしていた。
「どう事が運ぶのかなって、興味があっただけだから」
　グラスに注がれたカラフルな一杯はモルトの前を素通りし、隣の席で泥酔
一歩手前の赤ら顔をした魔導士ギルドの爺さんの前に行く。
　モルトの予定では……
――安心してくれ、土下座の準備はできている。――何それ？　……ったく
仕方ないわね。――え？　――一緒にリッツに謝ってあげるから、早く行く
わよ。――クラッツ……。――いいのよ、モルト。だってあたし、ずっとア
ンタのこと……。
　……といった流れだったのだが、実に鮮やかに予定が崩れ去った。
　モルトは視線を感じ、そちらを見やると「……うむ」と厨房から顔を出し



ていたおやっさんが頷き、首を引っ込めた。
　その様子からするに、どうやらもう今日はもう見込みがなさそうである。
「お金ってさ、どこにあるんだろうな」
「少なくともアンタに縁のないところじゃないかしら」
「仕事ってさ、どこにあるんだろうな」
「少なくとも今日のアンタに縁のないところじゃないかしら」
　言えてる、とモルトは悲しさを胸に笑った。
「何だい、随分と景気の悪い話をしているじゃないか」
　新しい客が入店。クラッツはすぐに仕事用の笑みを浮かべ、「いらっしゃ
い」の声を出す。
　見やれば、剃り上げた頭に帽子を被り、ニコニコと細い目をさらに笑みで
細くした初老の男が一人。手にしていた荷物を小脇に抱えると、被っていた
帽子を取って、几帳面に挨拶してきたので、クラッツと共にモルトも軽く頭
を下げた。
　街の大工頭領、バーレルだった。
「あぁ、悪いね、クラッツ。客じゃないよ。頼まれていた物の配達さ」
　バーレルが二つある小包の内の小さい方をクラッツに渡した。中身は木製
のスプーンやフォークである。料理によっては金属食器だと金気が気になる
物があるそうで、前々から依頼していたようだった。
　クラッツは代金を支払うと共に、配達代として一杯のカクテルを作った。 
　「酒を飲むにはまだ早い時間なんだけどねぇ」と困ったようにバーレルは言
うものの、満更でもない顔でやや薄い包みを脇に挟むとモルトの横で飲み始
めた。
「で、何やら面白そうな話をしていたけど、何だったんだい？」
　モルトがアレコレと今日の話をすると、バーレルは噴き出すようにして
笑った。
「笑い事じゃないですよ。俺、ヘタしたら今夜から宿無しですよ」
　ガックリとするモルトの肩を、ポンと古傷跡の多い手でバーレルは叩く。



「何事も縁というものだね、いやはや」
　バーレルが何を言っているのかわからず、クラッツ共々モルトは頭に 
　“？”マークを浮かべていると、彼は小脇の荷をモルトに差し出した。
「簡単な仕事だよ、これを届ければいいだけ。どうせ小遣い程度の報酬なん
て依頼主に押し返そうと思っていたんだ。ちゃんとやってくれるなら、それ
を君にそっくりあげてもいい」
「え !?　い、いいんですか !?」
　ニコニコとした人の良さそうな顔で、バーレルは頷いた。
「あぁ、構わない。クラッツちゃんが作る酒を口にしたら、今夜は腰を据え
たくなった。後は任せるよ。……ただし、どうなったのか報告はするように。
その時に一杯ぐらいおごってあげるよ」
「本当に !?　やった、助かるよ！　ありがとう、バーレルさん！」
「礼などいらんよ。……いや、礼を言う相手が違う、かな」
　それもそうか、とモルトは思い、クラッツを真っ直ぐに見る。
「ありがとう、クラッツ。君のおかげだ。君の腕があったから……ありがと
う。大好きだ」
　思わず出た“大好きだ”の言葉に、「へぁ !?」とクラッツは目を白黒させ
た。
　酔っ払いが相手の時にその手のことを言われるのはよくあることだろうが、
明らかに素

し ら ふ

面、しかも年齢もそう極端に離れていないモルトに言われたのは、
さすがに衝撃だったようだ。
　その反応が何ともかわいらしく……その背後の厨房から顔を出したおやっ
さんのおぞましさを際立たせる。彼の手には、いつものタバスコのボトルが
ぶら下がっていた。
「住所は包み紙に書いてある。後はわかるはずだ」
　ありがとうバーレルさん！　モルトはそれだけ言い残して荷を摑むと慌て
て店を後にして、夕暮れの街を駆けた。
　これで家賃が払えるとは思えないが、リッツの怒りを鎮めることができる



に違いない。しばらくは大丈夫だろう。
　宿がある、帰る家がある。なんと素晴らしいことだ。
　しかも仕事を終えたら酒までおごってくれるという……何て素晴らしい一
日だろう。
　モルトは雄叫びを上げたい気分で走る、走る、走る。間違っても犬にナッ
ツを恵まれた時の情けない雄叫びではない。歓喜の声である。
　寝床と酒さえあれば、男はいつだって幸せだ。そこに女ッ気があれば最高
だ。
　そんなことを考えながら、モルトは手にしていた荷を見やった。包み紙に
走り書きされた場所、それは――。

〇

「バーレルさんから代理で荷物をお届けに参りました。どうぞ、こちらで
す」
　扉を開け、依頼主にモルトはそう告げた。依頼主は唇の端をピクピクとさ
せたまま、モルトが渡す荷を受け取る。
　包み紙越しとはいえ、手触りでそれが何であるのか、もうモルトにはわ
かっていた。
　窓である。それも、十字の格子が入った、とあるアパートの三階の窓のサ
イズピッタリに作られた、真新しい窓である。
　モルトはその小さい依頼主の背後――とあるアパートの一室を見やる。
　三階のそこは、朝にはゴミ屋敷然としていたはずだが、今は全てのゴミが
処分され、家具類も綺麗に整理整頓され、脱ぎ捨てていた服は折りたたまれ
て棚の上に置かれていた。
　そして、テーブルの上には一枚のメモ。目のいいモルトには入り口からで
もそこの文字が読める。
『仕事、お疲れ様。きっと全然足りてないと思うけど、一生懸命頑張って稼



いでくれたんだよね。窓の修理は私からの特別サービス。まだ夜は寒いし、
風邪なんて引かないでね。　リッツ』
　モルトの頭の中で、事の真相が知れていく。オリービーが見た外に出され
ている荷物というのはゴミであり、それを聞いたライが撤去されてると勝手
に判断しただけ。真相は、ただ、リッツのモルトへの優しさでしかなかった
のに……。
　依頼主――リッツは先程からずっと唇の端をピクピクとさせつつ、猫の刺
繍の入ったかわいらしい彼女の

0 0 0

財布を取り出すと、銅貨を数枚モルトに渡し
た。
「あ、ありがとうございます。…………………………あ～、その……何だ。
リッツ、今日の稼ぎなんだけどさ。少ないけど、せめてこれを家賃の足しに
……」
　リッツから渡された銅貨を、そっくりそのままモルトは彼女の手の中に戻
した。
　その銅貨を握り締めたリッツの拳が、モルトの腹を打つ。
「な、何してんの !?　ふざけないでよ！　モルト、仕事してたんじゃない
の !?」
　顔を赤らめて喚き出したリッツから、モルトは視線を部屋の奥の、ガラス
のない窓枠越しに見える夕暮れの空へ移す。
　今頃きっとバーレルが得意げにこの状況を話し、クラッツが大笑いしてい
ることだろう。
　礼を言う相手が違う……なるほどなぁ～とモルトは他人事のように思って
いた。
「てっきり今回ばかりはまじめに働いていると思って……あっ！」
　リッツが慌てて踵を返し、テーブルの上のメモをくしゃくしゃにすると窓
の外へぶん投げる。
「い、一応仕事をさ、ようやく見つけて……バーレルさんに快く仕事を紹
介ってか譲られて……その、まさかここだとは知らずで」



「あ、あのツルッパゲッ！　腕はいいくせに性格最悪なんだから !!　あーも
う !!　もう !!」
　恥ずかしさからなのか、リッツはモルトのベッドに飛び込むと枕に顔を押
し付け、足をバタバタとさせて藻

も が

掻いた。
「その……リッツさ、俺の部屋、掃除してくれたんだな。……あ、ありがと
う……。家賃も払えてないのに、その、嬉しいよ」
「違う違う全然違う !!　私はただ家賃を払わない住人の荷物を処分してただ
けなの !!　あーもう、もおおぉおぉお !!」
　モルトは部屋に入り、畳まれた衣服に顔を近づける。洗い立ての匂いがし
た。
「……その、ごめん、リッツ。期待に応えられなかったみたいで……」
「謝んないでよ、もー !!　 何で、何でこう、ちょっと気を遣った時に限って
……!!」
「あら、どうしたのかしら？」
　第三者の声が聞こえ、モルトもリッツもハッとして顔を開けっ放しになっ
ていた玄関を見やる。そこにいたのは、オリービーだ。
「あのねぇ、これ、今、空から降ってきたから持ってきたんだけど……ん
もぅ、リッツちゃんったらかわいいのねぇ」
　朗らかに微笑むオリービーの手には今し方リッツがくしゃくしゃにして投
げ捨てたあのメモが広げて持たれており……。
　うわあぁあぁ！　とリッツはベッドから跳ね起きると目にも留まらぬ速度
でオリービーからメモを奪い取り、その場で破り捨てた。
「あらあら。……ん？　モルトさんの部屋、随分と片付いて……あっ、そっ
か～。リッツちゃん今日は一生懸命何しているのかと思ったら、大掃除して
あげてたんだぁ。優しいわね～」
「違う違う！　全然違うの !!　もう、ホントにただ追い出そうと思ってただ
けなんだって !!　本当に本当だから !!」
「かわいいわねぇ～。ね、モルトさんもそう思うでしょう？」



「本当に違うんだって !!　 あーもう、もおぉぉおお !!」
　ただただ微笑ましいとするオリービーに、違うと顔を真っ赤にして声を上
げるリッツ。そんな女性二人を前にいたたまれなくなったモルトは、迷った
末、そっとリッツの頭に手を置いた。
「ありがとう、リッツ。……俺、明日からもっとちゃんと働くよ、頑張る。
ごめんな……」
「だから違うんだって！　っていうか働くなら今日から働いてきてよ !!　何

なに

こんな、こんな……」
　リッツはまだ手に持っていた銅貨を一瞬見やる。
「あー！　もうふざけんなぁ !!」
　リッツは顔を真っ赤にし、これでもかと声を張り上げるのだった。


