
『アルコ・ホール三番街の何でも屋』

アサウラ

８話　中編

●あらすじ
　そこは、リキュールという街。
　山の麓にある、小さくも人で賑わい、物が大きく行き交う街。
　どこぞの国の首都ならいざ知らず、何故、こんな辺境の地に、山の湧き水
を利用した上水道はもちろん、下水道まで整備された街があるのか……遠方
の人間からすると不思議に見えるはずだった。
　この不可思議な街の活気の秘密、それはそこを挟む二つの大国にあった。
　千年もの昔、森を更地に、更地を砂漠へ変えるほどの大戦争を行ったロテ
国とオードビー国。かつて大戦争を行った二カ国ではあったが、今や王族は
政略の思惑なく頻繁に姻戚関係を結ぶほどの間柄となり、両国の国境は実質
的にないに等しいまでになっていた。
　だが、それらの間には戦争の傷跡が今もなお残り、不毛の土地は合併に対
する厚い壁として数百年を過ぎてもなお変わらずにあり続け、人が生活を為
せる土地になるまでさらにもう百年の時は必要だと言われている。
　しかしながら、その不毛の土地こそが二国の首都を最短で結ぶ最重要ルー
トだった。それ故に、必然として人や物の多くがここを通るのだ。
　そして、その過酷な道の中央に、それはあった。
　深い森を引き連れた山が一つ。その麓に長い歴史を持つ街、リキュール。
　魔力が普及するより前、はるか太古より、少数の民族が山を崇めて生活し
ていた集落であり、かつての大戦においてはロテ国の最前線基地ともなった、



そこ。
　それはロテ国最強と謳

うた

われた軍勢が、その圧倒的な力でもって鉄壁となり、
オードビー国軍の侵攻の出鼻を挫

くじ

き、さらに国だけでなくその豊かな山や森
までをも守り抜いた、奇跡の領域だった。
　そんな特殊な歴史を持ち、今や世界中の人や物が行き交う街となったリ
キュール。そこには不思議な魅力があると人々は口を揃える。それは――。

『どこか、懐かしい感じがする』

　どこの誰であっても、まるで一度は訪れたことがあるような……そんな街。
　特殊な街であるくせに、どこにでもありそうな、ありふれた……そんな街。
　辺境の地にある、物流の重要拠点たる街。しかしながらそうであるが故に
様々な人や物が入り込み、誰もが故郷を思い出せる不可思議な街ともなって
いた。
　旅人や商人にとっては、この街を訪れることが首都間の旅における最大の
楽しみだとする者も少なくない。
　様々な土地の人が行き交い、様々な物産が取引され、そして……それら以
外の望まれざるものもまた……。
　毎日のように巻き起こる様々な事件、事故、問題――。
　だがそれでもなお、そこに住む人達にとって、全ては当たり前の日常でし
かないのだ。



●登場人物

・モルト――自警団にお世話になりつつ、訓練を受けている流れ者。
・ライ――自警団団長の息子。年下ながらモルトの兄弟子でもある。
・リッツ――リキュールにあるアパートの大家の娘。病弱な娘。
・オリービー――ライの姉にして小さな花屋のバイト。
・コーン――大柄の自警団員。ブレンデッドの相方。
・ブレンデッド――細身長身の自警団員。コーンの相方。
・カルジャガ――自警団の食堂を預かるおばちゃん。豆料理が得意。



●８話『Grasp　――牢獄の少年達――』

　荒縄で縛り上げられた血まみれのモルトを担ぎ上げ、コーンは人垣を押し
のけつつ、自警団本部を目指した。途中、場の混乱を抑えるために動ける若
手をかき集め、アルコ・ホール中に配置するよう指示を出す。休暇中の連中
も叩き起こそうかと思ったが、現場で別れたブレンデッドがすでに声をかけ
てくれていたようだった。
　花屋店主の殺害……。大勢が行き来するリキュールだ、事件が起こるのは
致し方のないことではあるし、殺人が極めて珍しいというわけでもない。だ
が、事件に自警団員が関わった、しかも誰の目から見ても犯人としか思えぬ
身なりで大通りに現れ、駆けつけた団員二名を倒したとあっては、騒ぎにな
らないわけがない。モルトは見習いの見習いといったところだし、血まみれ
で人前に出た時は長柄刀を持ってはいなかった……だが、顔は知られている。
　治安を預かる自警団への信頼、そしてリキュールの安全だとするイメージ
……それらだけは何があっても守らねばならなかった。流通を命綱とするリ
キュールにあって、それら二つは街の発展・維持において極めて重要な要素
なのだ。
「どいて、どいて頂

ちようだい

戴！　邪魔よ！」
　本部の前にはすでに一人の男が待ち構えており、顔を見るなりそれがゴ
シップ記者のシアナミドだと知れた。ハンチング帽を被

かぶ

り、釣り上がった細
い目をし、耳に鉛筆を挟み込みつつも、手には万年筆とメモ帳という格好の
そいつを、コーンは乱暴に押しのけた。
　リキュールに記者は何人もいるが、この男ほど耳が良くて行動の速い男は
いない。
「コーンさん、事件、あの、例の花屋殺人の犯人ってのは、その……えっと、
モルトか、自警団見習いのモルトだって本当ですか !?　今あなたが担いでい
る、そいつが……!?」



　息を切らせながら慌てて言うその姿からするに、まだ情報が頭の中で整理
がついていないのだろう。事件を聞きつけ、断片的な情報だけを握り締めて
ここに来た、というところか。彼もプロだ。今この現場を押さえなくては収
監するモルトを拝めないと判断したのだろう。
「さぁね、どうかしらね！　それをこれから調べるのよ！」
「ですが、犯人だと思ったから縄でふん縛

じば

って連れてきたわけでしょう !?　
見習いのモルトを！」
「さぁね、わからないわ！　あ、それからモルトは見習いの見習いよ、まだ
正式な登録はしてないから！」
「それは今回の事件と自警団は関係ないとする発言ですか !?　トカゲの尻尾
切りに思えますね !?」
　余計なことを言った、とコーンは内心舌打ちしつつ、それ以上シアナミド
に応じることなく本部へと入った。
「……やってないんでしょ、モルト？」
　ボソリと囁

ささや

くように尋ねるが、モルトは応えない。捕縛してからというも
の、ずっと死人のようにグッタリとしたままだ。
　騒がしい本部の中を抜け、地下牢へと続く階段へ向かうのだが……そこに
もう一人、立ち塞

ふさ

がる者がいた。ライである。手には長柄刀があった。
「コーン、モルトを放せ。そいつはやってねぇ」
　情報を小耳に挟んで、ここで待っていたか。
　シアナミドと同じく、行動の速い子である。
「ライちゃん、いい？　怪しければまずその身柄を押さえるのよ。犯人の可
能性は当然あるし、違ったとしても何か情報が手に入るかもしれない。何よ
り怪しい奴を捕まえることで不必要な憶測や不安を街に広げないことにも繋

つな

がるの。わかったわね」
　コーンはライを押しのけるようにして地下への階段を下りようとしたが、
その動きがピタリと止まる。ライが、長柄刀を構えたのだ。
「だったら牢屋じゃなくてもいいじゃねぇか！」



　やれやれ、とコーンは首を振った。激情的なところは母親譲りか。そのく
せして放ってくる覇気は父親譲りと来ている。両方と親しかった身としては、
どこかライが眩

まぶ

しかった。
「……でもね。お子ちゃまの我

わ

が侭
まま

だけじゃ、街は守れないのよ」
　ライが長柄刀を振り被りつつ、迫る。刃を返し、峰打ちとしているが、一
般人ならばそれでも当たり所によっては致命傷たり得るだけの力は入ってい
るようだ。
　コーンはモルトを担いだまま、大きく踏み込む。急接近によってライの間
合いを崩し、彼の顔面に強烈な張り手を叩き込んだ。常人なら首の骨が折れ
てもおかしくない程のそれではあったが、ライなら問題ない。
　何せあの二人の息子で、自分達が鍛えたのだ。殺す気でやったとて、生き

0 0

残りは
0 0 0

するだろう。
　破裂音にも似た音と共にライは吹っ飛び、壁に激しくぶつかる。壁にヒビ
を入れたライの小さな体は床に落ち、ピクピクと痙

けい

攣
れん

した。
　その衝撃に本部にいた数人が駆けつけてくるが、コーンは彼らに背を向け
たまま階段を下り始める。
「ライちゃんの頬、手当してあげて。あと、お姉さんを連れて……あぁ、
いっそ起きたらまたうるさくなるだろうから、この子もモルトと一緒に地下
牢に放り込んでおきましょう。うん、そうしましょう」
　我ながら悪くない考えだ、コーンはそんなことを思う。
　たとえどんな時でも、どんな場所でも、相棒が傍

そば

にいれば大丈夫。
　男の子というのは、そういうものだ。

　　１

　テーブルの上に大きなナイフが突き立てられた。刃渡りだけで二〇センチ
ほど、肉厚だが特に先端部は厚く、叩き付ければ相当な力を発揮するのが、
見ただけで察することができるような、そんな一本だった。



「ほぅ、これはまた……見事な」
　自警団本部内の薄暗い取調室において、鼻がやたらと大きな武器屋の店主
がそんな声を漏らした。
　彼を両脇に挟むのはコーンとブレンデッド。太い二メートルの熊のような
大男、細いが一九〇ほどある彫りの深い強面の男……そのため老人である武
器屋は小柄であるという以上にやたらと小さく見えた。
　触っても？　と、武器屋が言うのでブレンデッドが頷

うなず

く。
「厚さは六ミリから七ミリ強、先端部は簡易的な斧

おの

としても使える、獣
フ ア ン グ

の牙
のような形状、峰にある鋸

のこぎりは

刃……そして柄
ハンドル

の先まで心材を通らせたフルタン
グ仕様……。形は完璧で、この質感……どうやら本物か、それに近いだけの
高品質を持っているようだ」
　本物とは？　と、ブレンデッドが尋ねる。
「グリコゥ国でしか作れない極めて硬く、そのくせしてまず折れたりもしな
い、とても特別な製法で作られた刃……。何せ剣と打ち合って、その剣はお
ろか、敵の首ごと斬り飛ばしたっていう逸話があるぐらいだ。……この素材
は技術的、そして政治的な理由から外国向けに出荷しなかったもんだから紛

まが

い物がかなり出回ってる。……本物だとしたらかなりのお宝だ」
　武器屋の話によれば、そのナイフはグリコゥ国の特別な人間にだけ支給さ
れる武器というよりは、勲章のような意味合いのものらしい。小国でありな
がら技術大国で知られるグリコゥ国でさえ、その製法の難しさから大量生産
できなかった逸品であり、極めて高品質な金属を加工して作られるそれを支
給されることは、兵士にとって最高の誉れなのだという。
「これを持つ者？　そうだねぇ……将校、王族親衛隊といった連中かね。と
はいえそいつらは完全に勲章扱いでこんな見事なものなのに一生使わずにし
まっちまう。宝の持ち腐れだ。……だが、実際に使用する部隊もあったはず
だ。……グリコゥ国軍の特殊工作中隊さ」
　その名はコーンも知っていた。中隊規模の部隊ながら、その働きは凄

すさ

まじ
く、グリコゥ国を小国でありながら他国に吸収させずに数百年に亘

わた

って独立



を守り抜いた陰の功労者という話である。
　ただ、傍

はた

目
め

からは高い技術を売り、それで得た莫大な資金で国を富ませ、
身を守っていたようにしか見えないため、噂自体が眉

まゆ

唾
つば

ではあるのだが……。
「しかしこのナイフはハンドル材が正規のものじゃない。正規品のハンドル
には鍔

つば

のない剣が幾本も描かれたグリコゥ国の刻印が入っている。……だが、
これは木材を重ね合わせ、使用者の手のサイズに合わせて削ったものだろう
な。遣い手に合わせたハンドメイドだ。……女かな？　少し小さい手に合わ
せて作られているようだが……。ともかくブレードが本物であるのならば、
特殊工作中隊のものだと私は判断する」
　身元がわかるような得物を持って他国で工作活動するというのは、確かに
リスクが大きい。本来であれば現場で手に入れた得物で仕事をするべきだろ
うが、もし、このナイフが他に類を見ないだけの有用な品であったというの
なら……状況によってはこう

0 0

するのも、わからないでもないのだという。
　だが、そうすると……モルトは……。
　孤児だった関係で年齢は本人もわからないらしいのだが、モルトはせいぜ
い一七かそこらだ。グリコゥ国が滅亡したのは三年前。だとすると少なくと
もそれより前となる。十代前半……ないとは言い切れないが、正規の軍に入
れるにはいささか若すぎるような気もする。
　かなり、際どい

0 0 0

。
　コーンは思わずブレンデッドと目を合わせる。そしてお互いに相手の発言
を待ったが、言葉になるものはなかった。
　沈黙の中、まるで最高級のウィスキーを舌の上で転がすように、武器屋は
ナイフを手にしてうっとりとした表情で掲げ、その刃に指を這

は

わせていた。
「……おじいちゃん、端的に訊

き

くけど、そのナイフ、本物だと思――」
　コーンの目の前で武器屋は席を立ち、モルトのナイフを振り被る。何を！　
とブレンデッドが制止しかけたが、それより先に、そのナイフが一

いつ

閃
せん

。
　――キンッ！　と、小気味良さすら感じる小さな金属音が響く。
　武器屋は右手にモルトのナイフ、左手にはいつの間にか小ぶりなナイフ。



しかし……その左手のナイフ、刃の半ばから先は床を転がっていた。
「俺が護身用に持ち歩いている、そこそこの得物だ。……本物だよ。グリ
コゥ国でしか作り得なかった幻の逸品だ」
　ゴトリ、とテーブルの上にナイフが横たわるのを、再び沈黙でもってコー
ン達は見ていた。
「おじいちゃん、これと同じもの、手に入れようとするとしたら……どうや
れば？」
「さぁてな。グリコゥ国が滅亡した際には少量流出して噂になったが、相変
わらず手に入れたと自慢している奴は見たことがない」
「三年より前、グリコゥ国が滅亡するより前だとしたら？」
　モルトはこのナイフを三年前、つまりはリキュールに辿

たど

り着いた時点です
でに持っていたはずだ。こんな中途半端な得物を何

な

故
ぜ

持ち歩いているのかと
疑問に思ったのをコーンは覚えている。
「作ってる職人をともかくとすれば……グリコゥ国で出世するか、特殊工作
中隊に入るか……」
　やはりそれしかないのか。コーンは今一度ブレンデッドと視線を交わした。
「……あとは、そいつらから奪い取るかだな。国をろくに出ない親衛隊と、
存在すら怪しい幻の部隊から。……いやはや、いいものを見せて貰

もら

った。今
夜はうまい酒が飲めそうだ」
　安美亭の無骨な店主の顔でも見ながら一杯やるとしよう。そう言い残して、
武器屋は斬り飛ばしたナイフの刃もそのままに、取調室を後にしたのだった。
　床の刃を手に取ってみれば、確かに、鋭利な刃物で切断されたのだとわか
る。金属が、金属でこうも見事に切れるものなのか……そんなふうに思って
しまう程に、綺

き

麗
れい

な切口だった。
「コーン、モルトは何と言った？」
「ほとんど喋

しやべ

らないわね。……でも、自分はやっていない、店内にすでに犯
人がいて、それとやり合った……ってのはさっきようやく聞き出したわ」
「だが店主の切口はモルトのナイフと一致した。極めて珍しいとされるナイ



フの形状に、だ」
「もしそれが正しいとすれば、やたらと人や物が流れるこのリキュールの武
器屋ですら目を剥

む

くマニア垂
すい

涎
ぜん

の品が、あの花屋に二本集まった、というこ
とになるわね。……それともモルトが肌身離さないあのナイフを真犯人が奪
い取り、店主のおばあちゃんを殺し、かつ、またモルトが奪い返した……と
か？　暗闇の中で」
　どちらもあり得るとは言いにくい話であった。
　何より、このナイフを何故モルトが持っていたのか……それがどうしても
気になってしまう。
　三年前、グリコゥ国が滅亡した際には多くの難民が出たのは事実だし、そ
の中に、密

ひそ

かに軍人達が混じっていたのも間違いはない。その中に、モルト
はいたのだろうか。
　だが、やはり軍人とするには若すぎる。
　モルトは赤子の頃に隊

キヤラバン

商に拾われ、それからは世界を旅して廻っていた、
とコーンは聞いている。実際、ふとした時にはるか遠くの国の知識を口にす
ることもあるし、さらっと異国の民と聞いたこともない言語で挨

あい

拶
さつ

している
のも、見たことがあった。
　それらが付け焼き刃で頭に入っているだけ、という感じはしない。実際に
肌で経験して学んできた、という印象だった。……何せ、本を読んだり、誰
かしらから教育を受けて身につけられる程、モルトの頭は良くはない。
「あの子が、どこでこの得物を手に入れたのか……それを聞き出してみる？」
　ナイフの出所、モルトの過去……それが不明だから怪しく思える。だから
それを問い、向こうが素直に答えればあるいは……。
　いや、とブレンデッドがナイフを手に取る。
「その前に、尋ねることがある。一つだけ。それさえ応じてくれれば、後は
些
さ

細
さい

なことだ」
　用意してくる、そう言い残してブレンデッドは武器屋を追うようにして、
取調室を出て行った。



　事件調査の専門部署である“調査部”から、花屋店主の遺書が見つかった
と報告があったのは、それから幾ばくもなかった。

　　２

　本部の地下にある牢は、当然のことながら窓などもなく、暗かった。床も
壁も、ざらざらとした硬いレンガで覆われて、冷たい。だからか、空気すら
ひんやりとしている。体が冷える。……雨の夜に、横たわっているかのよう
に。
　久々にナイフを使った。モルトは二つある牢のベッドの上で、己の右手を
見やる。
　最後にあのナイフを使ったのはいつだったか。……確か二ヶ月前だ、とモ
ルトは思い出す。ライと街をふらついていたら安美亭の店

おやつさん

主から、大きな
ソーセージを貰った時だろう。それを街外れまで持って行き、そこで火を熾

おこ

して焼き、ライと二人で分けるために使ったのが、最後だ。
　我ながら酷

ひど

い扱いだ、とモルトは笑う。だが、そうできるぐらいに、この
リキュールに……そして、ただの人としての生活に慣れてきた、ということ
なのだろう。
　それでも、結局は……。
　モルトは半身を起こし、壁を背もたれとした。
「んがっ !?　……あぁ、クソッ !!　コーンの奴 !!」
　耳に響くような声を上げ、昨夜放り込まれて以来ベッドで唸

うな

っていたライ
がようやく起き上がった。
　彼は腫れ上がった頬のまま、きょろきょろと辺りを見回し、牢にいること
を認識すると腹に手をやった。
「この腹の減り具合からすると……あれから半日ってとこか」
「ライお前、いい時計持ってるな……」



　実際今は昼頃、つまりライが放り込まれてから半日といったところだった。
　ライはベッドから降りるなり、太い鉄格子をつかみ、看守の団員に声をか
けた。団員全員をよく知るライは彼の名を呼び、飯はどうなっているのかを
問う。
「もうすぐ昼の時間だ。ちゃんと出されるから待っていろ」
　ならいい、とライはすぐさま引き下がると、ベッドに腰掛ける。牢の左右
の壁にベッドはくっついているせいもあって、それに腰掛けるとちょうどモ
ルトと向かい合うようになる。
　腫らしてはいるが、昨日放り込まれた時に比べればかなりマシになった顔
で、ライはモルトを見据えた。
「じゃ、飯までの時間を使って……モルト、聞かせてくれ」
　何を問われるのか、わかっている。コーンに散々やられたのだ。だが、答
えられることは多くない。あの黒ずくめの男が意図したものではないにせよ、
完全にモルトが犯人であるかのような状況証拠が揃ってしまっている。
　それを覆せる情報は、今のモルトにはないのだ。強いて言えば動機がない
こと、野菜をお裾分けするために第三者であるオリービーが花屋へ寄ろうと
口にしたこと、そしてオリービーやリッツの前から姿を消してから血まみれ
で外に出てくるまでが比較的短時間だったことの三つだけだ。
　だが、どれも無罪だと言い張るにはあまりに頼りなく、一方の状況証拠は
そのインパクトの強さと相まって、どれか一つ取ってもかなり強固だった。
　もし、これを覆すとするのならば……モルトの全てを話さなくてはならな
いだろう。しかしそれでも状況をひっくり返すのは難しいと思えた。
　しかも、仮に釈放されたとしても……全てを話せば、この街にはいられな
くなる。
　いつか来ると思っていた別れが、こんなにも近くに……。
　それを思うと息苦しさが体に満ちた。
「なぁ、モルト」
　ライの目が、鋭い。たかだか一一歳の小僧がするような目ではなかった。



三年寝食を共にしたせいもあるが、それ以上にヘタなことを言えばすぐにバ
レてしまうような……そんな気がした。
　だからこそ、モルトは沈黙という回答を準備していたのだが――。
「犯人はどんな奴だったんだ？」
　ライは、いきなりそんなことを言った。
　自分はやっていない、犯人はすでに中にいて云

うん

々
ぬん

……という、モルトがコ 
ーンに絞り出すようにして語ったのを、この少年は聞いていないはずだった。
　つまり、ライが知っているのはモルトが店主の死体が転がる花屋からナイ
フを手に血まみれで大通りに現れ、若い自警団員二人を叩きのめした……と
いうだけのはずである。それなのに……。
「あのさ、ライ。……自分で言うのも何だが、普通、最初に俺が犯人か否か
を疑うべきじゃないのか？」
「モルトはやんないだろ、そんなこと」
　ライはそれだけしか言わなかった。
　きっと、理由はない。自分がそう思うから、犯人じゃない。そう信じて疑
わない。子供っぽい、独善的な、そんな……。
　そう、理由なんてないのだ。けれど犯人ではないとする確信を彼に抱かせ
るだけの何かがモルトと彼の間にあったのは、間違いなかった。
　それは、心がくすぐったくなるぐらいに嬉

うれ

しい。無条件の信用。それはど
れだけ金を積もうが、ともすると長い時間を重ねたとしても得られないぐら
いの……そんな……。
　これで相手がかわいい女の子であれば最高だったのだが……モルトは胸の
内でそんなことを呟

つぶや

いて、くすぐったさから逃れようとした。
「……いいか、ライ、その信用はありがたい。けどな……？」
　ありがとう、と言いたくなる気持ちを堪

こら

え、モルトは切々とライの考え方
を否定する。
　一般人同士ならそれでいい。だが、街を守る存在である自警団員がそれで
はいけない。感情や思い込みではなく、証拠に基づいて誰もが納得できる理



由を見つけ出し、物事を判断しなくてはいけない。そうじゃなければ、組織
というのは腐ってしまう。
　それを切々とモルトは年上の身として教えるのだが……ライはろくに聞き
もしない。彼の中にある確信というのは、どんな証拠よりも根拠たり得るも
のらしい。
　このまま大人になったら面倒臭い奴になりそうだな、とモルトは思いつつ
も忍耐を持って話を続けた。
「わかった、わかったよ、モルト。俺は信じているものの、モルトは怪しい。
そういうことだな？　……いいって、もう。そういう面倒臭いところは、調
査部の人間がやるもんだ。オレ達は実力行使が専門だから、これ

0 0

でいいんだ
よ」
　良かねぇよ、とモルトは頭を抱えた。自分が優秀な頭脳を持っているとは
思わないが、ライはライで大概である。
「ライ、モルト、飯の時間だぞ」
　看守が持って来てくれたのは、巨大な金属製の深めの器、二つ。金属製の
取っ手がついているせいもあって、正直モルトとライはそれを見た瞬間に、
食事用の器というよりは、やや小ぶりなバケツを連想したが……確かにうま
そうな匂いが漂っている。
「おっ、ようやくか。……ふーん、これが噂に聞く豚箱の臭い飯ってヤツ
……か……」
　ライがどこか楽しそうに昼食をそれの出し入れ用のスペースから受け取る
と……固まった。彼が除

よ

け、モルトも受け取れば……その理由が嫌というほ
どにわかった。
「……圧倒的に……豆だな」
　器を覗

のぞ

けば、ぎっしりと、豆なのだ。
　小型バケツにめいっぱいに、恐らく二キロに迫る勢いで……豆だった。
　豚箱の臭い飯、というよりは、豚のエサである。
「カルジャガは、アレか？　豆を使い続けないと死んでしまう体か何かなの



か？」
　モルトの言葉に、ライが応じる。
「いや、豆と契約して豆を使役する豆使いなんじゃねぇかな……」
　当然ながら、他に出される料理はない。モルトとライは床に座ると、胡

あ ぐ ら

座
をかいて、器を抱くようにして入れられていた木べらのような巨大スプーン
を手に取る。
　豆である。これほどの量の豆と相対したのはモルトの記憶になく、ヘタを
するとライでもないだろう。初めから“追い豆

ビーンズ

”をぶっ込んでいるのだとし
ても……凄まじい量だった。
　しかしながら匂いはかなりいい。この香りは生姜だろうか。それに、豚肉
の匂いがする。
　きっと料理があって、その上に追い豆

ビーンズ

として塩茹
ゆ

で豆がぶっ掛けられてい
るだけなのだろう。モルトはそう思ってスプーンで豆をかき分けるのだが
……どこまでいっても悪夢のように豆ばかりだった。
「……なぁモルト、肉の匂いがするのに肉がねぇぞ」
「多分だけどさ、これ……肉ないぞ。あ、いや、欠

か け ら

片が……あぁ……そうい
うことか」
　モルトが見つけたのは豆の隙間に挟まっていた小さな肉片。それも脂カス
のようなものだ。モルトは予想を確信に変えるために、豆を頬張る。
　肉の旨

うま

味
み

に、生
しよ

姜
うが

が香る。そこにパンチの効いた塩味が来るものの、咀
そし

嚼
やく

するに豆のぼんやりとした味が追い掛けてきて、程良い具合になっていく。
「あぁ、やっぱりそうだ。これ、多分豚の脂身と生姜を鍋かフライパンで熱
して、脂が溶け出て香りが出たところで豆と和えたもんだ」
　恐ろしくシンプルにして、その気になればいくらでも大量生産できる豆料
理である。手抜きと言えば手抜きだろうが、牢獄で食べる食事であることを
考えると非難はできないだろう。しかも味はさほど悪くないのがまた、腹立
たしいところである。
　とはいえ、それが二キロ弱となれば……。



　しかも豚の脂が味のベースとなっている以上、冷めてしまうとかなり悲惨
な味になりかねない。器は金属で、ひんやりした地下……時間的な余裕は皆
無だった。
　ライもそれを察したのか、モルトと共に怒

ど

濤
とう

の勢いでスプーンを豆の海に
突き刺した。
　掘るようにしてすくい、流し込むようにして喰らう。
　頬を膨らませ、咀嚼する間に次の一杯をスプーンですくう。豆、豆、豆
……。
　ひたすらに、豆。たまに出てくる小さな小さな脂カスが最高のごちそうに
思えるぐらいに豆に、豆だった。
　ただひたすらなる豆。とにかく豆。やっぱり豆。どこまでいっても豆。世
界は豆で埋め尽くされているのではないか。そんな錯覚を抱く程に、豆だっ
た。
　豆とは何なのか。豆が存在する理由、それを食べる理由、豆と共に歩む人
生とは如

い

何
か

なる豆なのか。そう、豆だ。豆なのだ。豆しかないのだ。
　半分を過ぎて満腹感が出てきた辺りからモルトの頭が豆に支配されていく。
　豆に酔う。豆に染まる。豆だ、豆なのだ。豆だけなのだ。
　普段豆ばかりだと思っていたカルジャガの料理だが、豆オンリーのバケツ
飯を喰らっていると、アレがどれほどのごちそうだったのかと理解できる。
　玉ねぎサラダなどの瑞

みず

々
みず

しさが恋しかった。挽
ひき

肉
にく

なんて夢のようじゃない
か。
　……そんな感想を抱きながら、もそもそとした豆を喰らって喰らって喰ら
いまくる。
　ふと気が付くと、鉄格子の向こうから看守が眉を顰

ひそ

めて哀れむような目で
豆を貪

むさぼ

るモルトとライを見ていたが……二人は無視して意地のようになって
豆を口に運ぶ。
　最後、器の底の方に溜

た

まっていた至極の脂汁までを啜
すす

り、二人はものの十
数分で豆の全てを平らげたのだった。



「……ライ、お前、よくずっとこんな食事ばっかでやっていられるな……」
「ここまで豆だったのはオレの人生でも初めてだよ……」
　二人は大の字になって床の上に寝転がったが、生姜のせいか、体が火照っ
ている二人にはそのブロックの冷たさが何とも心地良かった。
「……で、こんなナリで訊くのも何だけど、モルト、犯人は見たのか？」
　やれやれ、とモルトは仕方なしに、花屋の一件について語った。闇の中の
ナイフ遣い。それとの戦い、そして、逃げられたこと……。
「……なるほど、だいたいわかった。間違いなく犯人はモルトじゃねぇ。だ
が、こう

0 0

なっちまった原因はモルト、お前の失敗のせいでもある。……何で
長柄刀を置いた？」
「え？　そりゃ狭い場所での長物は不利だから……」
「確かにそれでナイフってのはわからねぇでもない。……が、だ。あのばあ
ちゃんが殺されている可能性を察し、中にまだ犯人らしき気配がある……そ
こまでわかっていたんなら、長柄刀でいける」
　ライの言葉を理解できず、モルトは半身を起こして彼を見た。
「家ごとぶった斬れば良かったんだ」
　ライは真剣な目で、モルトを見つめ返していた。冗談や、子供染みた無茶
な理論ではない……確信を持って、彼はそう言っている。
「長柄刀は街の象徴であり、誇りでもある。それを扱う者が確信を抱いたの
ならば、家の一軒や二軒、ぶち壊したところでどうってことはない。その力
強さに賞賛こそすれ、粗暴だ何だと非難する者などいはしないさ」
　無茶なことを。モルトは苦笑するが、この少年ならそうするし、この街の
人間なら本当に賞賛するだろう。それが、この街

0 0 0

なのだ。いろんなものが振
り切れている。だからこそ、シンプルで、スッキリとしていて……居心地が
いいのだ。
　モルトは再び大の字になると、ライと共に木製柄の長柄刀で如

い

何
か

にして家
の壁を破壊するのかを二人で議論した。全てが鋼鉄でできている長柄刀なら
ば如何様にもできるが、木製柄ではそうはいかない。折れる。……となると、



その向こうにいる相手への攻撃を行うと共に壁をぶち抜くにはどういう技が
いいのか、そしてその一撃で仕留められなかった場合は……そんな議論を途
中から身振り手振りを交えて続けていると、鉄格子の外からも意見が加えら
れ――つまり、長柄刀を持っている看守もまた交ざり出す。
　三人はアレやコレやと自分なりの理論をぶつけ、時間を潰

つぶ

していった。同
じ得物を持つが故の不思議な親和性だ。この手の話はいくらでもできてしま
う。
「あーら、男の子同士仲がよろしいようで」
　鉄格子を挟みつつも車座となっていた看守は、その野太い声に、反射的に
直立する。コーンだ。そして、その後ろには革袋を持つブレンデッドとオ
リービーが続いていた。
「も、申し訳ありません！」
「あぁいいのよ、別に。怒っているわけじゃないわ。……席、外してくれ
る？　アタシ達が出ていくまで地下牢には誰も入れないようにしておいて」
　はっ！　と、看守はフリスビーを投げられた犬のように駆けて行った。
　彼と入れ替わるようにして、オリービーが鉄格子の前に立つ。
「ライ、モルトさん。着替え、持って来ました」
　ライの保護者ということもあって、オリービーは寮室の鍵を持っているの
で、そこから見繕ってきてくれたようだった。
　モルトは礼を言って受け取るのだが……ライは表情硬く、姉を見やってい
た。
「……姉ちゃん、泣いているのか？」
　言われて、モルトがよく凝視すれば俯

うつむ

き加減の彼女の目元は赤く腫れてい
た。顔を隠すようにしてあえて顔を上げなかったようだが、弟には一発だ。
　モルトは着替えを差し出される際に、押しつけられ、谷間が強調された胸
ばかりを見ていた己を悔いた。
「う、うん、少しね。店長が……その、あんなことになっちゃったから……。
凄く、いい人だったのに……」



「犯人はすぐに捕まる、いや、オレが捕まえてやるさ！　……大丈夫だよ、
姉さん。な、モルト？」
　あぁ、とモルトは曖昧に頷

うなず

いた。
　オリービーが顔を上げ、ニッコリと笑って首を傾

かし

げるのだが……その目尻
には涙の雫

しずく

があり、ライ共々モルトを動揺させるのだった。
　オリービーは零

こぼ

す涙を見られまいとするかのように、足早に去って行き、
地下牢には重苦しい空気が残ってしまった。
「……何だよ、姉さん。どうしてあんなに……」
　コーンが黙ったままだったブレンデッドに目配せをすると、彼の持ってい
た革袋から新聞が現れた。
「今日の朝刊だ。……ちょっとしたことが重なって、いささか面倒な憶測が
生まれている」
　鉄格子の隙間から差し込まれた新聞を開いた瞬間、モルトとライは目を
疑った。
　――花屋の老婆店主殺し、真犯人はバイトの娘か？
「なっ……なんだよ、コレ !?　何で姉さんが犯人みたいに書かれてるんだ !?」
　喚

わめ

き出すライをよそに、モルトは記事に目を通す。それで、確かに偶然が
悪い方向で重なったのだと知れた。
　事件のあらましは当然のように、ナイフの形状が切口と一致したことも
あってモルトが犯人の可能性をあげていたが、一部が少々改変されて記事と
されていた。それは、モルトが殺人を犯した直後に若い自警団員が現れ、戦
闘になったことで事態が明るみになった、とされているのだ。それだけでも
抗議に値する誤りであったが……問題はその先である。
　自警団調査部の仕事により、花屋店主に遺書があったことが判明。その遺
書は弁護士立ち会いの下に書かれたものであり、高齢で独り身、さらに最近
は体調もかんばしくない自分に万が一のことがあった場合……オリービーに
店及び、有する資産の全てを譲る、とあったのだという。これは弁護士も事
実であることを認めており、証拠として遺書の写しも持っていたようだ。



　問題は……そこから先に、記者シアナミドの妄想
0 0

がさも真実か、はたまた
捜査を行っている者達の推理であるかのようにして記事が書かれていたこと
だ。
　自分に遺産相続する旨の遺書が用意されたことを知ったオリービーは、親
しくしているモルトに店主を殺害させ、悪漢による物取り殺人事件に見せか
けようとした。さらに自警団団長の娘という立場もあり、万が一の時も証拠
隠
いん

匿
とく

は容
た

易
やす

いとの判断もあった……というのだ。
「何だよ……これ……」
　記事は、さらに恐ろしいのは、と続けられている。
　オリービーはアルコ・ホールに住む五歳の少女と行動を共にして証人とし、
事件の際には大通りの人目に付く場所で少女と共にモルトの仕事が終わるの
を待つという周到さである、とあり、現在オリービーは自警団本部にて取り
調べを受けている模様、この残虐な事件が一刻も早く解決されることを切に
願う、と締められていた。
　自警団本部はライ同様オリービーにとっても家同然であり、彼女が長く本
部にいることは不思議ではない。事件に関与していないにせよ、弟が牢にぶ
ち込まれているのならば尚

なお

更
さら

だ。
　つまり、事実に少量の誤りを混ぜ、妄想でコーティングして仕上げてある
最低の記事だった。
　オリービーの涙の理由は、店主が殺されたことにこれが加わったものなの
だろう。
「コーン、ブレンデッド……自警団は、今？」
「容疑者のモルトには答えられない。……だが、ライになら答えてもいい」
　ブレンデッドらしい、堅苦しい言葉だった。
「自警団の現状はどうなっていやがる !?」
「こんなゴシップに惑わされるものか。当たり前に街を警戒しつつ、容疑者
モルトの証言にあった黒ずくめの男の捜索に当たっている。また、団長へ使
いを放ったが、応答が来るのは何日かはかかるだろう。その間、オリービー



は念のために本部内に匿
かくま

うことにした」
「それじゃ姉さんがまるで容疑者じゃねぇか !?」
「ただのゴシップとはいえ、鵜

う

呑
の

みにする者も少なくない。好奇の目に晒
さら

さ
れないようこちらから提案し、彼女も了承した」
「クソッ、何だよこのクソ新聞、モルトや姉さんを犯人みたいに書きやがっ
て……！　これ書いた奴、今すぐ捜し出してぶん殴ってやる !!」
　ライは大好きな姉を貶

おとし

められたことで喚き散らし、鉄格子を両手でつかみ、
力任せに隙間を広げようと力を入れ始めた。雄

お た け

叫びが上がる。
「ライちゃん、落ち着きなさい。ちゃんと抗議はしてあるわ。それにあの子、
リッツちゃんだっけ？　さっき待合室にその子の両親がいらしてたから多分、
二人も自警団を通して抗議を……ほら、そんなことしても鉄格子は壊れない
わよ。まぁ、そもそもライちゃんは別に牢に入っ――」
　鉄格子からメシッ、と音がして、モルトとコーンは目を見張った。歯を喰
い縛り、顔を赤らめて滅

め

茶
ちや

苦
く

茶
ちや

に力を込めるライがつかむ二本の鉄格子は、
わずかとはいえ、その隙間が明らかに広がったのだ。鉄格子はかなり太い。
とてもでないが素手で押し広げられるようなものではないはずなのだが……。
　しかし、それ以上には広がらなかった。さらに力を込めようとするライで
はあったが、鉄格子の隙間をブレンデッドの足が抜けたのだ。
　ゴツイブーツの靴底がライの顔面を捉え、少年は牢獄の壁に叩きつけられ
る。
「ライを牢獄に入れておいたのは正解だったな、コーン。野放しでは傷害事
件の犯人になるところだった。……しばらくそのまま頭を冷やせ、ライ」
　コーンは無言で頷く。ライは別に罪を犯してもいなければ容疑者などでも
ないので、どうしても出たいというのならすぐに出してやれる……それを言
おうとしていたのだろうが、コーンは告げるのを止めたようだ。
　鼻血を垂らしながらライが立ち上がるが、さすがにもう一度鉄格子を押し
広げようとはしなかった。
　本題に入ろう、ブレンデッドが淡々とした声で言い、革袋からモルトのホ



ルダーに収まったナイフを取り出す。
「このナイフについて調べた。……いろいろ尋ねたいことはあるが、時間が
ない。だから、一つだけ問わせてくれ」
　ブレンデッドは鉄格子の前に座ると、さらに革袋から何故かグラスを二つ
取り出した。
「ブレンデッド、アタシの分もよ。いっそライちゃんも？」
　ブレンデッドはさらにグラスを二つ手品のようにして、出す。
　わけもわからずにいると、最後にラベルも何もない、透明な液体が入った
瓶が革袋から出てくる。
「こっちに来て座れ」
　モルトとライはブレンデッドに言われるがままに、先程までと同様にして
鉄格子を挟みつつ男四人で車座になると、透明な液体が並々と注がれたグラ
スを手渡される。
「これは……？」
「ブレンデッドのおまじないみたいなものよ。匂いを嗅

か

ぐといいわ」
　嗅いでみれば、無臭だ。どういうことかわからず鼻をギリギリまで近づけ
て今一度嗅げば……ツンっとしたアルコールの匂い。消毒液かと思ったが
……グラスに注いだところを見るに……。
「そう、お酒よ。スピリタス。アルコール度数は九〇度を超えているの」
　名を聞いたことはあった。消毒液代わりになる高純度アルコールの酒だ。
本来は何かで割ったり、果実を漬けたりして利用するものらしいが……まさ
か、これをこのままやる

0 0

というのか。
「……何でオレの方は一滴だけなんだよ」
「ライ、お子様にはそれで十分だ。いや、それでも多いぐらいだ。さすがに
早すぎる。……ともかくだ。詳細は後で話す。まずは……いいか、モルト。
これからお前に一つだけ質問をする。そうしたら酒を飲め。そして、答えて
くれ。真実を、だ」
　ブレンデッドは真っ直

す

ぐにモルトを見つめた。彼の背後に魔光球の灯
あか

りが



あるため、彼の顔は陰になっており、彫りの深い顔と相まって……どこか、
おぞましげに見えた。
　だが、モルトは怯

おび

えはしない。相手はブレンデッドだ、そう思えば怖いと
は思わなかった。
　ブレンデッドが動いたのと同時に全員がグラスを手に取り、目の高さまで
掲げた。
　ほぼアルコール……即

すなわ

ち、飲み物としては異常な状態のものが入った透明
な液体越しにモルトは男達を見やった。
「お前がこのナイフをどこで手に入れたのか、お前がどこで生まれ、何をし
てきた者なのか……そんな質問は我々の間では意味がない。調査部が勝手に
やればいい」
　ブレンデッドの言葉に「じゃ何だよ、これ

0 0

は？」とライが訝
いぶか

しげな顔をす
るが、それを彼らは気にはしなかった。
「訊こう、モルト。……我々は、お前を信じていいのか？」
　モルト、意を決してグラスに口を付ける。
　常温のはずの液体が、唇に触れた瞬間に氷水だったのではないかと思う程
に冷たく感じる。サラサラとした透明なそれ。舌に乗る前に、鼻にツンと来
る匂い。
　酒は舐

な

めた程度にしか口にしたことがないモルトにとって、それはもはや
飲食物とは思えなかった。だが、グラスに注がれたものであり、ブレンデッ
ドは飲めと口にした。　
　試されている、そんな気がした。
　躊

た め ら

躇いがないわけではない。
　だが、飲もう、と思った。
　自分が何者で、何をしてきたのかを問われたのならば、飲めなかった。答
えられない。だが、今、ブレンデッドに投げかけられた質問には自信を持っ
て答えられる。
　モルトは一気にグラスの底を天井へと向ける。口内に流れ込む液体。まる



で氷水。だが、舌をそれらが撫
な

でた瞬間に氷水は炎と化す。口内の全てが燃
えているかのように、熱い。
　モルトは、対面のブレンデッドの真剣な眼

まな

差
ざ

しを見返しつつ、意志の力で
喉へと流し込む。
　喉を、その奥を焼く強烈な刺激に歯を喰い縛りながら、息を声にして吐く。
「俺を信じてくれ。俺は、やってない」
　まるで炎を吐き出しているかのような熱さの中、モルトは二人の男から視
線を逸

そ

らすことなく、言葉を述べ終えた。
　恐ろしくキツイ。だが、不思議とほのかな、ともすると見失ってしまいそ
うな程わずかではあるが……口を空にした瞬間、ほのかな甘さをモルトは感
じたのだった。
　その途端、ブレンデッドとコーンもまた一息にグラスを空にし、冷たく熱
い息を吐く。そして彼らは相棒を見やり、頷いた。
「モルトの言葉、信じてあげるわ。犯人はグリコゥ国の親衛隊もしくは幻の
特殊工作中隊の生き残り……敗残兵だってのも含めてね」
　そこまで述べてはいなかったが、モルトの予想はその通りであった。あの
ナイフを持つのはその二つの内のどちらかしか、基本的にない。
　どれだけ喰うに困ったとしても、彼らがそれを手放しはしない。リキュー
ルの人間が長柄刀を誇りとするように、彼らもまたあのナイフを誇りとして
いる。命の次、ヘタをするとそれよりも大事なものなのだ。
「お前を信じよう、モルト。……調査部とは別に、我々も動く。グリコゥ国
の敗残兵だというのなら、ヘタをすると厄介な装備を……何だ、ライ、その
顔は？」
　先程、ブレンデッド達と共にグラスを傾けたライは……苦虫を噛みつぶし
たような顔をしたまま、体を固めていた。
「な、なんだよ……このクソまじぃのは……ど、毒か？　何でこんなのを飲
んだんだ？」
「お酒よ、ライちゃん。凄く強いお酒。……これはね、ブレンデッドの家に



伝わるおまじないみたいなものよ。お酒を呷
あお

ってその味の変化で真実を探る
の」
「……酒は、酒そのものよりも相手次第。それがウチの家訓だ。モルトが信
じるに値しない男ならば、味は濁る。別に酒は強烈であれば何でもいいと言
われているが、ス

こ れ

ピリタスが一番変化がわかりやすい」
　ブレンデッドは独り言でも呟くように言って自分とコーンのグラスにもう
一杯ずつ注いで、また一息に飲んだ。モルトも勧められたが、体がすでに熱
くなり、頭がふらついてきたことを告げて断った。
「行くとしよう、コーン。……牢は酔いが抜ける頃には出られるように手続
きしておいてやる。ただし、ライを押さえておけ。いいな、モルト。それか
ら我々と行動を共にしてもらう。ともすると山狩りになる……人手が必要
だ」
　片付けを終えると、ブレンデッドはコーンと共にさっさと出ていこうとす
るのだが……モルトはまだしまい忘れた品があるのに気付いて声をかける。
「それはお前のだろう、モルト？」
　ブレンデッドが置いたままにしていたのは、ホルダーに収まったままのモ
ルトのナイフだった。
「なぁブレンデッド……さっきの酒、どんな味がした？」
　アルコール度数九〇度を超える、消毒液のような酒。スピリタス。キツイ、
だが、ほぼ無味無臭といっていいもの。だからこそ、果物を漬けたり、何か
に添加したりする時に力を発揮するもの。
　味なんて、あるとは思えなかったが……それでも、思わず訊いていた。
　地上への階段に足をかけていたブレンデッドは、モルトの声に立ち止まり、
振り返る。その顔にはらしくもない笑みが浮かんでいた。
「うまい酒だったさ。……お前の酒はどんな味がした、モルト？」
　言葉に迷いなく、真っ直ぐなブレンデッドの言葉にモルトは動

どう

悸
き

を覚える。
酒が強烈過ぎるのか、モルトは鉄格子をつかんだまま、膝を突き、そして遠
ざかっていく二人の男の足音をただ静かに聞いていた。



「……アレがうまい……？　舌がどうかしてんだろ……。モルト、おい、モ
ルト……酔っ払ってんのか？　ほれ」
　相変わらず苦い顔をしたままのライはナイフホルダーを取ると、手渡して
くれる。
　少し世界がグルリと回り出しているのを感じつつ、モルトは拭ったとはい
え、血の染みた服からオリービーが持って来てくれたものに着替え……そし
て、いつものように太ももに装着した。
　ブレンデッドの言葉と、ライの言葉が頭を回る。
　どちらの酒の感想も、わかる気がした。ライと同意見というのが素直なと
ころだが、思い出すに段々とブレンデッドの意見に寄っていく。
　特に、あの飲み干した瞬間にスッと、そしてふわっと来た冷たさと熱さを
伴った甘さ……あれが、気になる。
　勘違いだったのかもしれない。どうだったのだろう。
　不思議と……気持ちの良くなるような、異様に爽

さわ

やかな、甘さ。
　うまい、というより心地良さが来る。そんな……。
　それを確かめるためにも、もう一杯口にしてみたい、そう思った。
　ゆっくりと世界が回り出している。しかし、気を強く持てば回る世界を何
とか縫い止めておける……そんな気がした。これが酔いなのか。
　ライはコーンに引っぱたかれた頬や、ブレンデッドに蹴られた鼻を気にも
せず、「寝てばっかじゃ体が鈍

なま

っちまうな」と口にして運動を始めていた。
　モルトは鉄格子に背を預けて座り、そんな少年の姿を眺めた。
　腹の底が熱い。段々と胸も熱くなってくる。酒が燃えているのか。
　ライからの無条件の信用、ブレンデッドの言葉……それらを何とはなしに
モルトは思い出していると、全身にじんわりとした熱とくすぐったさを感じ
る。
　温かい湯にでも浸かっているかのような、心地良さ。やはり、これが酔い
なのか。
　酒というのは、いいものかもしれない。全てが終わったらどこぞの酒場に



勇気を出して入ってみようか。あの強面の店主と、姪だという若くてかわい
らしい店員のいる安美亭なら顔も知れている……いいかもしれない。
　しかし、金がなかった。やはり住民登録して、自警団員見習いとなって給
料を貰って……。
　そんなことを考えていると、タッタッタッと、足音が聞こえる。看守が
戻ってきたようだ。
「モルト、もうすぐ出られるそうだな。良かったよ。お前はそういうタイプ
の人間じゃないとおれも思ってた」
「……買いかぶりだ」
「ブレンデッドのアレ

0 0

をやられたか。ガキにはキツいだろう。鍵を開けても
しばらくは動けんな、それじゃ。これ

0 0

でも読んで少し寝てろ……ほら」
　これ？　モルトは看守が鉄格子の隙間から差し入れてきたものを見た。立
ち上がって受け取ってみれば……厚い封筒である。いや、厚いというか、中
に何か入っているようだ。
「何だ、これ……？」
「さぁな。上にいたら、同僚から“モルトに渡して欲しいと頼まれた”、と
言われたぞ。ほら、なんつったか……今回の一件に関わってる、ほら、あの
子だよ、小さい……」
　リッツか。なるほど、とモルトは苦笑した。
　まだ字を覚えて間もないが、以前も習ったばかりだという字で手紙を書か
れて……解読するのにえらい時間がかかったのをモルトは覚えている。何せ、
ナチュラルに鏡文字を混ぜてくるので読みにくいことこの上なかった。
　まだ文字を絵のようなものとして認識しているせいだろう。だから、似て
はいるのだが、モルトの頭がそれを字として認識できずに読めなかったりす
るのだ。
　血まみれで大声を出してからは連絡を取っていなかったから……不安にさ
せてしまっているかもしれない。
　牢にいる間に返事を書ければいいな、と、そんなことを考えながら封を開



き、中身を取り出し……そして、モルトは固まった。
「……バカな……」
　封筒から出てきたのは便箋一枚と……編まれた人間の髪の毛。
　その髪色、質感からリッツの三つ編みの一房だと、モルトは瞬間的に察し、
全身に鳥肌を立てた。
　ライと、そして看守もまた目を見開き、言葉を失くして固まる中……モル
トは便箋を見る。
『一人だけで指定の場所に来い。あの雨の夜の話をしよう』
　腰が抜けそうになるのを、モルトはリッツの三つ編みを握り締めることで
何とか堪える。
　世界が、グルリと回り出していた。

＜続く＞


