或 る 修道 士達の 最期

原初《はじめ》 に神は天地 を創造給《つ くりたま》 えり。
地は混沌として 闇は虚空を 覆いたり。
我が僕たちよ、 出でよ

桃井

富範

神斯く言い給い ければ麗し き十二の両翼 を背にし天 使長ルシフェ ル、ならびに 優美なる
一対《いっつい》 の翼｜翻《 ひるがえ》し しその同胞 《はらから》 ミカエル率い たる天使
の群れ顕れぬ。

天使、神の命に 従いて世界 を形造れり。
光生まれ、闇と 光分かたれ り。
水生まれ、地と 海分かたれ り。
草木生まれ、水 に根付き、 地に芽ぐみた り。
命生まれ、神、 水には自在 に泳ぎたる魚 、暁には自 在に飛びたる 鳥、地には地 を這う蟲
と自在に走りたる 獣をば配さ れり。

此処に於いて神 、天使の像 《かたち》の 如くして土 より男と女一 対の人を創造 給えり。
天使、美味たる 果樹の茂り たる園造り、 以て人の住 処《すみか》 とす。
神、人を祝して 言い給いけ るは、我、汝 等に天使の 加護と永久《 とこしえ》の 命を与え
ん、地と水に生く る草木、水 の魚、空の鳥 、地の蟲と 獣を治めよ。 汝等は園の全 ての果樹
美《ティフェレト 》、 永遠《ネ ツァー 》、 反響《ホ

を食むを得るなり 。なれど、 王冠《ケテル 》、 洞察《 ホクマー 》、 理解《ビナー 》、 慈悲
《ヘセド 》、 公正《ケプラー 》、

ド 》、 基礎《イエソド 》、 王国《マルクト 》、 知恵《 ダート》を司 る樹木は我が 霊力宿り
し｜生命の樹《セ フィロト》 にして食むべ からず、永 久の命をば失 わん。
神と天使の恩寵 を受け給い し男と女、斯 くして無垢 安息の日々を 過ごせり。

されど、或る時 天使の長ル シフェル、人 を訪れて、 知恵《ダート 》の実を食む べしと言
えり。
男と女、神言い 給いけり、 汝等｜生命の 樹《セフィ ロト》食むべ からず、永久 の命をば
わ失わん、と言え どもルシフ ェル応えて言 うには、汝 等｜知恵《ダ ート》の樹の 実を食め
ども永久の命失わ ず、善悪の 知恵を知りて 神の力を得 るのみなり。

男と女、躊躇え ど遂には彩 色形容美味し く芳香馥郁 たる知恵《ダ ート》の樹の 実を食せ
り。
されば、知恵を 得し男と女 、仲睦まじか ったるが、 男と女なるを 知りて、離れ 隠るる。
神、男と女相離 れ隠れたる を知りて、汝 等何故隠れ たるやと問い ければ、羞じ ればなり
と答えけり。
神、男と女に言 い給いける は、汝等羞じ を知りしは 知恵《ダート 》の実を食み たるべし。
汝等命を破りし に因りて、 我、汝等より ｜生命の樹 《セフィロト 》を奪いて我 と天使の
加護を解き、永久 の命を奪わ ん。汝等土よ り造りたれ ば死して土に 還るべし。
男は食を得るに 、女は産む に苦しむを罰 とす。
斯くして神の怒 りに触れし 男と女、荒野 へと投げ出 されり。
男と女永久の命 と楽園をば 失いてやがて 土に還れど も、子ら生ま れ出で、長じ 、子らも
又、子らをもうけ て子々孫々 を増やせり。

されど知恵を得 し彼等、純 真無垢ならざ ればすなわ ち情欲より虚 言を発し、斯 くして疑
惑と密事生まれり 。
疑惑と密事を旨 とす人の間 《はざま》に ては嫉妬の 情生まれ、遂 にはおぞまし き禍《わ
ざわい》となりぬ 。
禍を恐れたる人 々、平和の 為とて掟をば 作り、破り たればおぞま しき制裁を加 えたり。
人々、互いをば 恐れ恨みて 、人と人、家 と家、村と 村もが諍いけ り。
斯くして知恵を 手に入れし 人々の世は不 和のうちに 過ぎたり。

片や神と人に知 恵を与えし 天使長ルシフ ェルと同胞 《はらから》 たるミカエル 、戦争い
ぬ。
七十二柱《なな じゅうふた はしら》の悪 魔従えし天 使長ルシフェ ルの勢いたる や神をも
凌がんとする程な りぬれど、 ミカエル、天 界の宝物庫 より授けられ し、ルシフェ ルをも貫
く剣持てついにこ れを打ち倒 し、深き地の 牢獄へ幽閉 《とざ》した り。

『創世 記』

プロロー グ
砂嵐の中、緋色 の袖無外套 《マント》に 包まれた人 影が、駱駝《 らくだ》を伴 い、オア
シスに造られた街 へ辿り着い た。
いや、正確には 以前には街 だったらしき 場所と言う べきだろう。 砂漠の黄砂を 防ぐ為、
街を取り囲むよう に植えられ た木々はその 大半が薙《 な》ぎ倒され 、かつて宝石 のように
透明な麗しさを誇 った街は風 に舞った砂に 視界が遮ら れていた。
人影は、路面に 敷かれた石 畳と記憶を頼 りに中心街 へ進みながら 、身体から砂 を守る為
顎から鼻の上部ま でを覆った 布と、ぐるり としたつば と帯のついた いかにも頑丈 そうな帽
子の隙間より光る 、皺に刻ま れた、しかし ながら力強 さを保った瞳 で四方を見渡 す。
砂嵐が弱まるわ ずかの時間 に姿を現した 、破壊され た石造りの家 屋、そこかし こに転が
る遺骸を、その鋭 い眼は逃さ なかった。
「遅かったか…… 」
どうやら老輩の 男らしき旅 装束に包まれ た人影は布 越しにしわが れた声で呟《 つぶや》
く。
事実、中央へ向 かえば向か うほど建築物 や人の活気 が増えていっ た盛況の街は 、今や人
気のない、近付け ば近付くほ ど廃墟と遺骸 の増える巨 大な墓場と化 している。
以前は賑やかな 繁華街だっ た場所に辿り 着くと、老 いた男は比較 的損傷の少な い民家の
前で足を止め、駱 駝を繋いで 中へと入り、 砂塵《さじ ん》除けの布 を取り払うと 、ベルト
に括り付けていた 錫《スズ》 と鉛で出来た 携帯用水筒 《スキットル 》を手にして 蓋を空け、
琥珀色の液を体内 に流し込ん だ。
この時、彼に近 づく人が居 たならば、そ の体中から 漂う鼻を刺す ようなアルコ ール臭に
もかかわらず、彼 が素面同然 でいることを 驚いたに違 いない。
その面貌は皺に 覆われ、そ れでいながら 年配とは思 えぬ生気を放 っている男の 鋭利な目
は、乱雑に荒らさ れ、やはり いくつもの死 骸が転がる 室内を見極め る。
「どうやら生き残 りは在らぬ ようじゃが… …なに、わ からぬて…… 」
老いた男は駱駝 を繋ぐ際に その背中から 取り出した 小さな袋から 、それぞれに 様々な色
彩を帯び鈍い光を 放つ石を十 個ほど取り出 すと、砂に まみれたテー ブルを振り払 い、ばら
撒いた。
それは鈍い綺麗 な輝きを放 っていたが、 それにして も何の役に立 ちそうにもな いただの
玉石だった。だが 、男がテー ブルの石に手 をかざし、
「｜生命の樹《セ フィロト》 より放つ天界 の光よ、脈 打つ鼓動の在 処《ありか》 を我に示
したまえ」
と唱えると、玉 石は眩く輝 いて宙に浮き 、船のよう な多角形を描 いて独特の法 則で互い
の玉石が光でつな がれ、淡い 半円形の光が その玉石よ り発生し、そ の光は中心に 街全体を
包み込むように広 がって行き 、やがて消滅 した。
老いた男は光の 広がってい く最中に一瞬 目を光らせ 、暫《しばら 》くしてから 、
「どうやら一人生 き残りがお るようじゃ。 この気配は ……子供か？ ここから遠く ないな。
位置からすると、 確か教会… …ん？どうや ら地下のよ うじゃ」
考えを纏《まと 》めるよう に一人呟き、 半円形の光 と共に輝きを 失った石を慣 れたよう

に袋にしまい込ん だ男は建物 を後にする。
独り言の通り、 教会に老い た男が駱駝を 連れて到着 するまで長く はかからなか った。
だが、以前に訪 れた土地の 記憶が無けれ ば彼ですら その場所が教 会であると認 識するこ
とは出来なかった に違いない 。教会の存在 したであろ う場所は、一 見しただけで はそこに
建物が存在してい たことが信 じられないほ どに崩壊し た、石塊の山 となっていた 。
「ここじゃな」
そう言うと、老 いた男は再 び駱駝の背中 から今度は 取っ手の先端 に大きな水晶 の付いた
木製の杖を取り出 し、その杖 を振りかざし た。
次の瞬間、水晶 の杖が輝き 、老いた男の 立っている 場所から教会 のある一点に 向かう道
に沿う部分に横た わる石の残 骸が砂となり 、その砂は 宙に舞い、町 に吹きすさん でいる砂
嵐の一部となって 消えていっ た。
こうして老いた 男が消えた 磊礫によって 出来た道の 先を進んでい くと、地下へ と続く階
段が現れた。続い て水晶に手 を添えて何や ら小さく詠 唱すると今度 は水晶が光を 放ち始め、
その光を頼りに老 いた男は地 下へと進んで 行く。
階段の先、地下 室の小部屋 で老人が光る 水晶をかざ して目にした 光景はおぞま しいもの
だった。
数十の累々《る いるい》と した死骸が地 下室を埋め るかのように 横たわり、あ る死体は
体を切り裂かれ、 ある死体は 火事の後がな いにも関わ らず焼け焦げ ており、また ある死体
の上半身は何かに 喰いちぎら れたかのよう に消失して いる。地上に 吹き荒れる砂 嵐に晒
《さら》されない 分、死体の 様相は生々し く、鼻をつ く血の匂いが 部屋を充満し ていた。
「これは酷い…… 。大勢で隠 れていたよう じゃが…… むごいのう」
老人が言葉を発 した瞬間、 死体の山の一 角からガサ ゴソッと何か が動く音がし た。音の
した方向を振り向 くと、背後 から切り付け られたらし き祭服を纏っ た聖職者とお ぼしき男
が背中から血を流 し、うつ伏 せになって斃 れている。
「おお、ラティヌ スよ。こん な形で再会す るとは、ま だ若いのにの う……。惜し い奴をな
くしてしもうた… …」
無念を噛み締め ながら老人 が目を凝らす と、絶命し た司祭の亡骸 に抱かれるよ うにして、
水晶の明かりとは 異なるぼん やりとした光 が浮かび上 がっており、 抱きつく少年 と思しき
手が見える。
「邪悪な存在から 姿を消す光 ……神の御加 護か。そう いえば、司祭 には子供が出 来たと風
の噂に聞いたが… …」
そう呟くと老人 は鈍い光を 放つその場所 へと歩を進 めた。

一日
部屋の窓から差 し込む暁の 光と小鳥のさ えずりで目 を覚まし、少 年は気だるそ うに粗末
なベッドから起き 上がると、
「ふわーっ」
と粗末な肌着姿 で大きくあ くびをし、し ばらくして からそそくさ と着替えを始 めた。
シメオンの一日 が始まる。
眠りまなこをこ すりながら 簡素な木作り の戸を開い て家を出る。 空を見上げる と、雲一
つない。
〈今日もいい天気 だ 。〉
爽やかな陽の光 で眠気を覚 まし、シメオ ンは満足そ うに辺りを一 望する。
周囲には見渡す 限りの畑や 草原、そして 絶えまざる 馬車や人々の 歩みによって 生み出さ
れた道に沿って点 々と民家が 位置している 。遠くには 村に唯一の教 会と、その近 くに集ま
ったいくつもの商 店に大工な どの職人、酒 屋等から成 る村の中心地 が小さく映っ た 。。
シメオンは家か ら程ない鶏 小屋へと向か う。
小屋の扉を空け た瞬間に朝 を察知した数 十羽の鶏達 はけたたまし く叫び声を上 げはじめ、
扉の外に設置され た柵で囲ま れた庭へと我 先に飛び出 していく。シ メオンは庭に 餌を撒く
と、鶏達が餌に群 がっている 間に、
「ちょっとごめん よ」
と言いながら鶏 小屋に入り 込み、小屋に 敷いた藁の 中から素早く 卵を探し出し て持って
いた籠の中へと、 卵が割れな いように気を 使いながら 詰め込んでい く。
続いてシメオン は鶏小屋の 隣に設置して いる羊小屋 に入り、背丈 ほどの高さに ある採光
の為に設けた窓を 明け、慣れ た手つきで乳 を搾り始め る。
一時間ほどで数 十頭の羊か ら乳を搾り終 えたシメオ ンは、仕切り 壁を挟んで羊 小屋の隣
にある馬小屋へと 入り、馬に 飼い葉を与え 、小屋の外 に連れ出し簡 素な荷馬車を 取り付け
ると、荷台に羊乳 の入った二 つの大きな甕 《かめ》を 置き、手に先 ほど拾い上げ た鶏卵の
入った籠を持って 教会のある 方向へゆっく りと馬を牽 《ひ》いてい く。
土の道路をしば らく歩き、 神父は駐在し ておらず、 祝祭日や村人 が亡くなった 際だけ遠
くの街からやって 来る小さな 教会近くにあ るパン屋へ シメオンが到 着した時には 、早朝地
平線の側に位置し ていた太陽 が、かなり高 くまで登っ ていた。
「おはようござい まーす、シ メオンです。 ミルク持っ てきました」
シメオンが扉を 叩きながら 大きな声で叫 んでからし ばらく経つと 、扉が開いて 中から
丸々と太った人の 善さそうな 中年の店主が 現れた。シ メオンは手際 よくミルクの 入った甕
を店内へと運び込 み、空にな って置いてあ る甕を引き 取る。
「これ、お代とい つものパン にチーズ。パ ンの量サー ビスしておい たよ」
店主はシメオン に一斤程の パンとひとか たまりのチ ーズ、それに 銀貨一枚と銅 貨数枚を
手渡した。
「ありがとう、パ ン屋のおじ さん」
お礼を言って店 を出ると、 次にパン屋か ら数件先に ある雑貨店の 扉を叩く。
「おはようござい ます。シメ オンです。卵 持ってきま した」

今度は年寄りの 婦人が出て きた。
シメオンが卵の 入った籠を 渡すと、彼女 はそれを籠 から店に置い てある入れ物 に移し変
え始める。
「若いのに一人で 偉いわね。 頑張ってね」
シメオンの母は 彼を産んで すぐに亡くな り、父も二 年ほど前、シ メオンが十四 の時に流
行り病でこの世を 去っていた 。
「ありがとう、お ばあさん」
銅貨数枚を受け 取ったシメ オンは馬を連 れて家へと 帰りながら、 父を失ってか らの数年
間を振り返る。
〈大丈夫さ。父さ んは僕に仕 事のやり方を 教えてくれ た。そりゃ人 手も足りなく なってそ
れまでと同じよう には行かな いけれど、村 の人達も助 けてくれてい るし、自分一 人を養っ
ていくことぐらい は出来るさ 。〉
家へ帰ったシメ オンは、火 打石と消し炭 を使ってか まどに火をお こし、取り分 けておい
たミルクを温め、 卵を焼き、 商店で受け取 ったパン・ チーズと共に 食事をする。
空腹を満たした 食後のひと 時は、シメオ ンにとって 起きてから初 めてのくつろ ぎの時間
だが、いつまでも くつろいで いるわけには いかない。 仕事はまだ沢 山残っている 。
シメオンは再び 家を後にし て、今度は自 らの畑へと 出掛ける。
畑は決して広く なかった。
いや、正確に言 えば元々は 広くそこで収 穫する麦を 主な収穫とし ていたのだが 、父の死
後畑を維持するの が難しくな ってしまった ため、畑の 面積を縮小し て自分が一年 に必要な
パンだけの麦と、 比較的手の かからない数 種類の果樹 を植えたのだ 。
作物の育ち具合 を見て回る 。作物の育て 方や害虫へ の対処法は父 からみっちり と叩き込
まれていた。
「こっちの木はあ と十日もす れば収穫でき そうだな。 ……よし、異 常なし、と」
じっくりと畑の 具合を見て 回ってから頷 き、シメオ ンは再び小屋 で鶏と馬に食 事を与え
ると、今度は羊を 連れて牧草 地へと向かう 。シメオン は父が亡くな ってから数頭 だった羊
の数を増やし、縮 小して余っ た畑を牧草地 としたのだ った。
シメオンが器用 に指笛を鳴 らすと今まで シメオンの 後を行進して いた羊達が思 い思いに
牧草を食べ始める 。
こうして夕日が 沈むまでの 間放牧が続く のだが、シ メオンは草地 に横たわりな がら過ご
すこのゆったりと 流れる時間 が好きだった 。
〈羊の数をもう少 し増やそう かな。それな ら牧羊犬を 手に入れなき ゃな 。〉
シメオンはこん な事を考え ながらうとう ととしてい ると、次第に 太陽が傾き始 め空がオ
レンジ色に染まっ ていく。
黄昏に気付いた シメオンが 物憂げにもう 一度指笛を 吹くと、たち まち方々に散 らばって
いた羊達がシメオ ンのもとに 集まってくる 。
こうして羊達の 数を確認し たシメオンは 、もとの道 をひきかえし て羊達を小屋 に戻し、
鶏と馬に一日最後 の食事を与 えて家へと帰 り、仕事を 無事に勤めた 達成感を感じ ながら食
事を済ませた。
それから暫くし て満腹にな ったシメオン は自らの瞼 《まぶた》が 重くなりつつ あるのを

感じて、上着を脱 ぎベッドへ と潜り込もう としたが、 ちょっと思い とどまり、ひ ざまづい
て両手を握りしめ 祈りを捧げ る。
「天上の神よ。私 が今日一日 を無事送れた 事を感謝い たします。願 わくば明日も あなたが
天上で成すが如く 恵みを地に 降らせ給わら んことを」
子供の時母に習 った祈りを 済ませてベッ ドに入り込 んだシメオン は意識を失い ながらぼ
んやりと考える。
〈そういや、今人 間達を魔物 が襲っていて 七～八年く らい前には、 辺境にあるオ アシスの
街が全滅したって 昔父さんが 言ってたな。 神様から預 言者の力を与 えられた人だ けが悪魔
と戦うことが出来 るんだった っけな。だけ ど、預言者 も悪魔も見た こともないし 、僕が生
まれる前に起こっ たっていう 魔物との大戦 の時にもこ こは被害一つ 受けなかった らしい。
僕は村から出るこ となんてな いし、こんな ことを思い 出すのも眠り につく前のお 祈りの時
ぐらいだな…… 。〉
シメオンは自ら に思いがけ ぬ波乱の運命 が待ってい ようとは露ほ ども知ること なく、こ
うして安らかな眠 りについた のだった。

覚醒
「ん、んーっ…… 、あーっ… …。何だよ、 うるさいな あ……」
真夜中、いつも なら静かに 寝静まってい る筈の家畜 のけたたまし い鳴き声にシ メオンの
心地よい眠りは断 ち切られた 。
不機嫌そうに重 たい瞼をこ すりながら窓 の外を見や ると、心持ち か夜にしては 窓の外が
明るい。
「なっ、何だ！ ？」
異常な事態は一 気にシメオ ンの眠気を吹 き飛ばした らしい。慌て て着替えを済 まし、素
早く玄関の扉を開 けて外を眺 めると、教会 や商店のあ る村の中央が 炎と煙に包ま れている。
周囲に立ち込める 煙のお陰で 建物近辺の様 子はよく見 えない。
「火事だ！」
相互扶助の共同 体として成 り立つ村にお いて中心街 が無くなるこ とは自分達の 生活や仕
事が危機にさらさ れることを 意味する。街 のみんなも 心配だ。
シメオンは叫ぶ やいなや、 後先も考えず 全速力で火 事の現場へと 走り出した。
＊＊＊＊＊
シメオンが村へ 駆け出した その時である 、二つの人 影がシメオン の住む村へと 通じる険
しい山道を登って いた。
「ローレンスよ、 もう夜も更 けてしまった がここを登 りきれば村が 見えるはずじ ゃ。この
山道が村へと通じ る最短の通 り道とはいえ 、馬も通れ ぬ道、よくぞ ここまで頑張 った。も
う少しじゃ」
光を宿した水晶 の木杖と、 滅び去ったオ アシスの街 に現れた時よ りは幾分深く 刻まれた
皺に囲まれた暗闇 を照らす力 強い眼は、深 くかぶった 帽子の下から 危険な夜旅の 道連れに
語りかけた。
「はい、バハクク 様」
ローレンスとい う名の水晶 の光を反射し て暗闇に映 える純白の僧 衣を纏う、美 しく清ら
かな顔立ちをした 少年は丁重 に答えた。
「ようやく見つけ たぞ、『無 原罪の御宿り 』｜を…… 。どうやら年 が若いためじ ゃろう、
反応が弱かったよ うじゃが… …。辿り着く 村のどこか にいるぞい」
バハククと呼ば れた、緋色 のマントと旅 装束を身に 付けた男がロ ーレンスに声 を掛けな
がら蒸留酒《スピ リッツ》の 入った携帯用 水筒《スキ ットル》に手 を掛けたその 時である。
今まで延々と続 いていた登 り道が下りに 変わる山道 の分岐点に到 達すると同時 に麓の様
子が開け、二人は シメオンが 目にしたのと 寸分違わぬ 炎上する村の 中心地を遠く 目にした。
「しまった、村が 襲われてお るわい。やは り奴等も居 場所を掴んで いたか…」
口惜しげにバハ ククがロー レンスを振り 向いたその 時、その瞳に は燃え盛る教 会の姿が
映し出されていた 。
「これはまずいわ い……」
バハククがトラ ブルを予感 した次の瞬間 である。

「天界の使者よ、 聖なる翼を 与えたまえ！ 」
ローレンスの美 しい唇から 流れた詠唱と ともにその 姿はふわりと 浮き上がり、 瞬く間に
空高くへ達し、山 頂から煙と 炎に包まれた 村の方角へ と一直線に飛 び去った。月 夜に輝く
白い僧衣を羽のよ うにはため かせ飛翔する その様は、 まさに翼を持 つ天使そのも のだった。
「馬鹿者。相手の 戦力も把握 していないと いうのに露 骨に飛び込ん でいく奴がど こにお
る！あの忌まわし い記憶が目 覚めてしまっ たか…。や はりあやつに ｜生命の樹《 セフィロ
ト》の儀法を教え たのは間違 いじゃったか ……」
そう愚痴たバハ ククは、何 か霊妙な言葉 を呟くと、 一度に数十歩 の距離を跳躍 しながら
闇の山中を信じら れない速さ で駆け下りて いった。
＊＊＊＊＊
息を切らせ、無 我夢中で村 の中心地に駆 けつけたシ メオンを待っ ていたのは轟 音と共に
燃えさかる家々の 焔《ほのお 》だった。燻 される煙の 為十歩先です ら容易に見通 すことが
出来ず、生存者の 有無もはっ きりとしない 。
「どうすりゃいい んだ……」
鎮火するどころ か火の勢い を押し留める ことも、近 付くことすら 絶望的な火災 の前でシ
メオンはしばし立 ち尽くして いたが、やが て燃える建 物を取り巻く 煙の隙間より 、誰かの
顔貌がちらと覗い た。
「パン屋さんです か！大丈夫 ですかー！」
黒煙より現れた 面容が、朝 ミルクを届け パンをサー ビスしてもら った馴染みの パン屋の
それだと察したシ メオンは、 はらはらしな がら大声で 叫び、立ち込 める煙の中、 鼻腔の前
に片方の肘を突き 出すように して、もう片 方の腕でそ の肘を固定し て煙から身を 守り、果
敢に黒影のもとへ と救助に駆 け寄った。
だが、黒煙の先 でシメオン が目にしたの は、恐怖に 顔を歪めたパ ン屋の主人の 首から引
きちぎられた空に 揺れる頭部 と、その生首 を片方の手 に握った、人 間の倍ほども あろうか
という、人型の怪 物であり、 もう片方の手 にはその血 塗られた双刃 だけでシメオ ンほども
あろうかという巨 大な斧が握 られていた。
恐怖に慄いたシ メオンの瞳 が怪物の禽獣 の如き容貌 に視線を移し た時、怪物の 両眼もシ
メオンを捉える。
「あっ……、あっ ……」
シメオンは驚愕 と恐怖によ って小さく震 えながら、 まるで金縛り に遭ったかの ようにそ
の場に凍り付く。
怪物は怯えるシ メオンの姿 に気づくと、 まるで子供 が菓子を頬張 るかのように パクッと
手にしていた頭部 を口に放り 込むと、頭蓋 の破砕音を 周囲に響かせ ながら手にし ていた大
振りの斧を振り上 げる。
〈もう駄目だっ、 殺される！ 〉
シメオンが自分 の人生の終 わりを覚悟し たその時で ある。
「｜生命の樹《セ フィロト》 より放つ天界 の雷《いか ずち 》、 不浄を滅《めっ》 す！」
空から流れる美 しい声と同 時に周囲がま ばゆく光る と、一閃の稲 妻が振り上げ たその斧

より巨大な怪物の 全身を直撃 した。
怪物は地に斃れ 、やがてお ぞましい色彩 を帯びた無 数の水泡とな り、その存在 を失った。
呆然と立ち尽く すシメオン が飛来した上 方に目を向 けると、そこ には月光に白 い僧衣を
輝かせ中空に漂う 麗《うるわ 》しい姿があ った。
「ここから離れよ 、少年」
優雅に地面に降 り立つとロ ーレンスは凛 とした口調 でシメオンに 呼びかける。 煙の奥に
はうっすらとでは あるがしか しはっきりと いくつもの 巨大な影が浮 かんでいる。
「あっ、はいっ」
ようやく我に返 ってシメオ ンは答え、お ずおずと火 に燃える建物 から走り去る 。
〈あ、あれが魔物 か……とい うことは、今 その化け物 を倒したあの 人は……預言 者！？〉
こうして窮地を 脱したシメ オンだったが 、自分を救 った僧衣の少 年の安否が気 になり、
燃える家々からそ う遠くない 木々の蔭から 元いた場所 を振り返る。
すると、先程の 少年が大挙 した骸骨達と 対峙してい る姿が目に入 った。
〈いくらなんでも あれじゃ多 勢に無勢だ… … 。〉
シメオンは心細 い気持ちで 僧衣の少年の 身を案じた が、次の瞬間 、僧衣の少年 が振り上
げたその掌から光 線が飛び出 し、それは中 空に舞い上 がると四方に 散らばり、巨 大な直立
する獣を襲った。
神聖なる力が邪 な生き物に 作用したのだ ろうか、瞬 く間に怪物が 地に伏し、無 へと帰し
て行く。
シメオンが驚愕 と共に凝視 した視線の先 にあるシメ オンは、その 時軽く安堵の 溜息をも
らしたが、ローレ ンスが落ち 着く間もなく 煙の中から 先程の数倍は あろうかとい う屍の大
軍が煙の中からそ の姿を顕わ にした。
「くっ、食人鬼《 オーガ》を 召喚する元を 断たねば！ これではきり がない！」
こう言葉を発し たローレン スの肩は、人 外の秘儀を 連続したため か、疲労で肩 を弾ませ
ていた。
その時である。 炎と煙の中 から一際巨大 な怪物が姿 を現した。
その梟《ふくろ う》のよう な顔貌は一つ の首に三様 に並べられ、 それぞれが同 様ながら
それぞれに異なる 表情を変え 、その体躯は 人とも鳥と もいえぬおど ろおどろしい 形態を成
していた。
「こいつが軍団を 統べる魔物 か！」
ローレンスがこ う言い切る 間もなく、そ の三つの口 から炎が飛び 出す。
人間離れした跳 躍でローレ ンスはその攻 撃をかわし たが、振り向 いたその先に は灼熱の
炎で地面を抉られ 、ローレン スの周囲を取 り巻いてい た食人鬼《オ ーガ》ととも に草木が
命を失った、生命 の跡を残さ ない恐ろしい 光景が広が っていた。
〈つ、強い！あの 炎が直撃す れば間違いな くやられる ！〉
さしものローレ ンスも自ら の死を意識せ ずにはいら れない一撃の 跡だった。
その後も三つの 梟の顔を持 つ魔人は其々 の嘴《くち ばし》からロ ーレンスへ超 高熱の火
炎を次々と浴びせ 掛ける。
「くっ、攻撃でき ない！避け るだけで精一 杯だ！」
超人的なローレ ンスの身の こなしをも凌 駕《りょう が》しようと いう三つの口 が放った

炎の一つをローレ ンスがきわ どいところで かわした次 の瞬間だった 。
「しまった！」
炎の飛んだその 方角に気付 いたローレン スは自らの 失態に叫んだ 。
むべなるかな、 全てを焼き 尽くす高熱の 炎は残像を 残して消えた ローレンスを 通り抜け、
奮闘するローレン スに夢中と なって自らの 身を守るこ とも忘れて木 蔭からはみだ したシメ
オンめがけて一直 線に進んだ のである。
「うわーっ！」
瞬く間にシメオ ンは炎に包 まれた。これ は、先程自 由自在に秘術 を操って来た ローレン
スにでさえ成す術 のない不測 の事態だった 。
〈僕……、死ぬの かな？〉
煉獄の炎に包ま れ全ての感 覚を失ったシ メオンは、 遠のく意識の 中で自らに語 りかけた。
灼熱の火炎が身体 を焼き尽く すその一瞬が 無限の長さ に感じられた 。
〈何も出来なかっ たな。父さ んと母さんが 亡くなって 以来、無我夢 中で暮らしを 立てるた
めに頑張ってきた 。……でも 、考えてみれ ばそれ以外 何も出来てい なかったんじ ゃないだ
ろうか？ここまで なんだろう か？これで… …死ぬのか ？〉
夢路を彷徨うか のように自 らの人生を振 り返り、死 に行く自らに 疑問を投げ掛 けたその
時である。何かが 意識の奥底 でシメオンに 呼びかけた 。
『我が名を呼べ』
シメオンは自ら の意識の中 に入り込んだ 異界の声に 驚く。
「えっ、この声は ？」
『我が名を呼べ』
自らの周囲でな い、どこか らか響いてき た声は再び シメオンに語 りかける。
〈何だ、この声は 。『我が名 』って……〉
僅かな意識の中 で、シメオ ンは声に疑問 を投げ掛け た。
『我が名はミカエ ル』
そう、声ならざ る声は応え た。
〈えっ？ミカエル だって？〉
残った数少ない 生命の力が 記憶を拾い集 めたとき、 シメオンに亡 き母より子守 唄代わり
に聴かされていた 聖典の一節 が想い浮かん だ。
『私の名はミカエ ル』
深層意識にもう 一度その声 が響いたその 時、シメオ ンは自らの僅 かな意識を振 り絞って
叫んだ。
「ミカエル、出で 給え！」
その時である！ シメオンの 全身を燃やし ていた凄ま じき業火が消 えて、その身 体が光に
包まれ、同時にそ れまで雲に 覆われていた 空が突如晴 れ、天空が光 を放った。
そして、その光 から純白の 翼を背に羽ば たかせた、 全ての力を象 徴したような 、強靭な、
それでいて何より も優美な姿 をした天使が 舞い降りて くる。
「……あれはっ、 ミカエル！ それではもし やこの少年 がっ！」
ローレンスが驚 愕の声を上 げたその時、 締具の鞘か ら輝く一振り の剣を手に取 った輝け
る天使は、その聖 なる剣を悪 鬼達に向けて 水平に薙ぎ 振った。

その瞬間、剣か ら真空の刃 が飛び出し、 そこからさ らに眩い光が 前方を覆って いく。
その光に触れた 食人鬼《オ ーガ》の群れ は、まるで 氷が真夏の太 陽の光で瞬く 間に溶け
るように消滅し、 真空の刃は 巨大な梟を切 り裂き、そ の胴体は下半 身と分離して 水平に地
面へと転がる。
シメオンに焦点 の合わさっ ていた焼け付 く焔は、そ のせいで目標 の遥か手前、 地面を焼
け焦がした。
彷徨《さまよ》 う骸を一瞬 で消滅させ、 ローレンス が苦戦した焔 の悪魔を一刀 両断にし
た天界の使いは、 だが力尽き たシメオンが 昏倒した瞬 間姿を消した 。
自らの重さで地 に叩きつけ られれようと したシメオ ンだったが、 その時村に到 着したバ
ハククが抱きかか える。
〈助かったのかな …… 。〉
シメオンは自ら の背中を抱 く暖かい腕の 感触に包ま れながら、意 識を失った。
「ローレンス、止 めを刺すの じゃ！」
シメオンを抱え たバハクク はローレンス に叫ぶ。
「承知っ！」
そう応えたロー レンスは素 早く今や上半 身だけにな った怪物に掌 をかざし、そ こから生
じた光の刃が焔を 吐く梟の化 け物を貫く。
常人では聞いた だけで正気 を失ってしま いかねない ような忌まわ しい叫び声を 上げた炎
の怪物は、つかの 間のたうち まわった後に 絶命し、霧 のようにその 姿を失った。
「はあっ……」
ローレンスが生 死を賭けた 戦いを生き延 びたことに ほっと溜息を ついた時、シ メオンを
腕に抱えたバハク クは、
「こっ、これは… …間違いな い！『無原罪 の御宿り』 ｜じゃっ！」
と叫び、自らの 半生に渡る 努力の応報を 実感してい た。

預言者 の死
炎が消え、生々 しい傷跡を 残した村の片 隅で、シメ オンを抱きか かえるバハク クにロー
レンスが駆け寄っ た。
「気を失っておる か。多分ミ カエルを召喚 したのは初 めてだったの じゃ。無理も ない」
目を閉じて静か な吐息を立 てるシメオン に眼差しを 向けながら、 バハククはロ ーレンス
に語りかける。
「では、この少年 が……」
「そうじゃ。この 世界に二人 とおらぬ『無 原罪の御宿 り』｜じゃ」
ローレンスの確 認にバハク クが返答した その時であ る。燃え続け る家屋と煙の 上に星の
輝いていた夜空が 暗黒に閉ざ され、その空 間が渦を巻 き出したのだ 。
「こ、これはもし や……堕天 ルシフェル！ ？」
そう叫んだバハ ククの声に 呼応するかの ように渦の 中心より、何 かが光臨する 。
その容姿は左右 の背にそれ ぞれ六枚、あ わせて十二 枚の翼を背に 纏い眩く輝い ていたが、
その周囲は焔に照 らされて微 光に包まれて いたにも関 わらず、その バハククがル シフェル
と呼んだ存在によ って無明の 闇と化してい た。
「やはり、居場所 を掴んでい たか……」
シメオンを抱え ながら。バ ハククは痛恨 の表情で、 闇より君臨し た邪を統べる 王を見上
げた。
堕天ルシフェル もバハクク に目を留める 。その瞳は 、輝きに包ま れていたが、 バハクク
がその瞳を見つめ た時、その 奥にある暗闇 は大賢者バ ハククをも地 獄の奥底に引 き込まれ
るような恐怖に陥 れた。
「おお、お前は確 か、大戦の 時の小僧…… 。まだ生き ていたとは」
堕天がバハクク とローレン スの心中に声 ならぬ声を 呼び掛ける。
「そっちこそ、あ の時くたば りぞこないお ったか」
そう皮肉を返し たバハクク の額から、今 まで一度た りとも目にし たことのない 冷や汗が
バハククの額に浮 き出ている ことを、ロー レンスは気 付いた。
「ローレンスよ、 儂の代わり にミカエルの 使い手を安 全な場所に移 してくれい！ 」
バハククがロー レンスに叫 ぶ。
「いえっ、しかし っ！……私 も戦います！ 」
バハククの指示 に対してロ ーレンスは反 駁《はんば く》した。だ が、しかしそ の瞬間バ
ハククは
「堕天相手とあっ ては今のお 主は役立たず どころかた だの足枷じゃ ！言うとおり にせん
か！」
その滅多にない 怒号と、眼 前に浮遊する 、今まで戦 った敵と比較 にならないほ どの威圧
を感じたローレン スは、
「はっ、はいっ！ 」
自らの無能にふ がいなさを 感じながら、 素早くシメ オンを受け取 り、人外の秘 儀でその
場を後にした。
「ミカエルの使い 手を退かせ たか」

ルシフェルの声 ならざる声 がバハククに 響く。
「当然じゃ」
冷や汗がバハク クの頬を伝 う。
「無駄なことを… …」
ルシフェルの輝 きが増し、 それに従って その周囲を 取り巻く闇も 広がっていく 。
「はたしてそうか な……？」
バハククが手に していた杖 をかざす。そ の先端の水 晶からは、ル シフェルの放 つ闇に抗
うように光が迸る 。
「無意味な……」
そう言葉を発し たルシフェ ルが片手を優 雅に薙ぐ。
次の瞬間である 。大地震が 起きたかのよ うにルシフ ェルを中心と した地面にひ び割れが
起き、
地割れの結果岩石 となった大 地が浮き上が っていく。
ルシフェルの背 後には先程 まで燃え上が っていた家 々の砕け散っ た残骸が浮揚 している。
「ぐおおおっ！」
バハククはそう 叫びながら 自らの肉体を 宙に浮かせ ていた。その 身体を包み込 む光が岩
石を弾いている。
「｜生命の樹《セ フィロト》 より放つ天界 の光、聖な る矢となりて 邪を滅す！」
バハククがしゃ がれ声を発 すると、先程 ローレンス が梟の怪物に 止めを刺した よりも更
に巨大な光の刃が 、杖の水晶 から矢継ぎ早 に発射され ていく。直線 的に、あるい は其々の
弧を描いてあらゆ る方向から 光がルシフェ ルの発する 闇を襲う。
〈あれだけの攻撃 を、続けざ まに……これ なら、勝て る！〉
シメオンを抱え 、遠くから 光線が砕く岩 石の為、粉 塵の中に鈍い 光が無数に輝 く戦いの
様子を見守りなが ら、ローレ ンスはバハク クの勝利を 予感した。
が、しかしなが らローレン スの期待は塵 埃《じんあ い》の霧が晴 れて間もなく 失意へと
沈んだ。バハクク の放った渾 身の猛攻にも 関わらずル シフェルの身 体には一つの 傷も付い
ていないどころか 、その表情 には驚いた様 子さえない のだ。
「この程度か…… 」
そう呟いたルシ フェルがこ の世ならぬ優 美さで片手 を振り上げる と、地割れを 起こして
いた地面の底から 無数の黒い 光が発した。
それは刃となっ てバハクク を襲い、いと も簡単にバ ハククの結界 を破り、その 身を貫く。
「バハクク様！」
ローレンスの悲 痛な叫びの 中で、バハク クはかろう じて浮遊を行 いながら、ル シフェル
が発生させた地割 れの外界に 辿り着いたが 、遂には傷 の為か揚力を 失い、地に倒 れた。バ
ハククのかぶって いた帽子が 吹き飛び、顕 《あらわ》 になった黒髪 から血が滴っ た。
〈師の術すら効か ぬとは…… ！〉
ローレンスが驚 愕の表情で ルシフェルを 凝視した時 、闇を纏った 輝ける瞳もま たルシフ
ェルを捉えた。
「毒花となる芽は 摘まねばな らぬ……」
ルシフェルが、 依然気を失 っているシメ オンと、人 の未来が終焉 することを覚 悟したロ

ーレンスが隠れて いた草陰に 向かい、その 片手を振り 上げようとし たその時であ る。
「……まだっ、終 わってはお らぬっ……」
そう呻くように 言葉を吐い たバハククの 震える手は 、傍らに転が った帽子を掴 み大地に
爪痕を残しながら その身を屹 立へと導く。
「ほう、まだ生の 苦しみを味 わっていたか 」
ルシフェルは自 らの動作を 止め、水晶の 杖に寄りか かることでや っと立ってい られるバ
ハククへ怜悧《れ いり》で残 酷な視線を移 す。
「……儂ではお主 を滅すこと は出来ん。… …じゃが 、」
こう言ったバハ ククの瞳は 、しかし依然 として、い や寧ろ先程よ りも強い光を 放ってい
た。
「命と引き換えに 相応の傷を 負わせること ぐらいは出 来るわっ！」
「なにっ！？」
バハククは両手 に杖を持ち 、高々と天に 掲げた。
「天使達に告ぐっ ！我は命を 捧ぐ！我を霊 媒となし、 堕天を葬り給 えっ！」
バハククの詠唱 と同時に、 水晶が光を発 し、そこか ら放たれた光 が宙を貫き、 孔を穿
《うが》った闇夜 から光が差 し込んで、そ の聖なる輝 きから白い翼 を身に纏った 数十の天
人達が姿を現した 。
〈……これほどの 天使召喚！ ……まさか禁 断のっ！〉
ローレンスはル シフェルと 同種の、しか しその身体 より紛れもな い聖なるオー ラを周囲
に発する天使達を 心強く感じ たが、同時に 召喚者であ るバハククの 身を案じた。
「むっ！これほど の天使を一 度に召喚する とは！させ ぬ！……出で よ｜七十二柱 《ななじ
ゅうふたはしら》 の上位悪魔 達よ！」
ルシフェルがバ ハククの呼 び出した天使 に対抗する 召喚の言葉を 唱えたその瞬 間、ルシ
フェルの周りを聖 なる光線が 取り囲んだ。
それをもし上空 から見てい れば、その光 がバハクク が廃墟で秘儀 を用いたよう な十の頂
点からなる幾何学 模様を描い ていることに 気付いただ ろう。
「させるかっ！」
結界を張り巡ら せたバハク クが叫んだ。
「こんな脆弱《ぜ いじゃく》 な結界など、 すぐに取り 除いてくれる ！」
ルシフェルの掌 からは黒い 光が中空へ発 し、それが 結界の頂点の 数に分散し、 バハクク
の念が込められた 玉石の神通 力を失わせる 。だが、
「一瞬あれば十分 ！」
バハククが叫ん だように、 悪魔の召喚が 遅れたその 一瞬の間に、 天より召され た天使達
がルシフェルに総 攻撃を掛け る。
「くっ……」
ルシフェルはそ の美しい肉 体を瞬く間に 小さな闇の 球体となし、 包囲からの脱 出を試み
るが、天使達が瞬 時に作り出 した光のネッ トがその逃 走を阻み、ル シフェルは再 び肉体へ
と姿を変える。
そこへ天使達が あらゆる方 向からルシフ ェルに向け て聖なる光を 放つ。その光 はルシフ
ェルの纏う闇を照 らし、大気 は揺れ、地は 鳴動し、外 は夜にも関わ らず白日のよ うな光に

包まれる。
「しまっ……、ぐ あああっ… …！」
ルシフェルの叫 び声がなく なっても暫《 しばら》く 止むことのな かった天使達 の攻撃が
終焉したとき、そ の荘厳な攻 撃でルシフェ ルの肉体は 消滅していた 。
こうして天使達 は闇の空か ら差し込む一 閃の光の中 へと飛び去っ ていき、最後 の天使が
吸い込まれ、再び 空が闇と星 の光に覆われ たその時、 からくも屹立 していたバハ ククは地
に伏した。
「バハクク様！」
ローレンスは師 のもとへと 駆け寄り、抱 きかかえる 。
「……ローレンス よ。儂はも う死ぬ」
バハククは肩で 息をしなが らローレンス に語りかけ る。
「そ、そんな…… 」
とはいえ、バハ ククの用い た召喚が卓越 した預言者 にしか操るこ との出来ない 、命をそ
の代償とする秘儀 だというこ とをローレン スは知って いた。
「……一刻も早く ミカエルの 使い手を安全 な修道院へ 連れて行くの じゃっ……」
バハククは血の 咳を吐く。 その声は震え ていた。
「天使の攻撃はル シフェルの 肉体を消滅さ せたに過ぎ ぬ。ミカエル でなくてはル シフェル
は倒せんのじゃ。 ……おそら く三年を経た ずして肉体 を癒し再び小 僧の命を狙っ てくるじ
ゃろう」
「さっ、三年…… 」
「その時までに修 道院で『無 原罪の御宿り 』｜を一人 前の救世主と して育て上げ るのじゃ、
よいな……」
「はっ、はいっ！ 」
今や死に行こう という師の 言葉に対して 、ローレン スは応える以 外の選択肢を 持たなか
った。
バハククは残り 少ない生命 の灯火《とも しび》を使 い片手を浮か せる。すると 、ルシフ
ェルの光線でその 効力を失っ ていた玉石が 宙を飛び、 その掌を集め る。
「この玉石をミカ エルの使い 手に渡してく れ。……そ してこの杖は お主が貰って くれい。
儂の形見じゃ。身 分証代わり にはなるじゃ ろう……」
息をするように バハククが 言葉を呟く。
「はい……」
「ローレンスよ… …シメオン を送り届けた ら、……あ とは自らの思 うままに生き よ……」
バハククの瞳は 周囲の炎を 反射し、沈み 行く夕焼け のように暖か くローレンス を照らす。
「……お主の望み とはいえ、 過酷な日々を 遅らせてし もうた……お 主は……」
涙に濡れるロー レンスに何 か言葉を言い 掛けてバハ ククは息を引 き取った。

邂逅
馬車から見る景 色。
晴れた昼。
馬車が今まで通 ってきた道 。
明るかったり暗 かったり、 晴れだったり 曇りだった り、風が強か ったり、雨が 降ったり。
道は平坦だった りでこぼこ だったり、周 囲が畑だっ たり、湖が見 えたりした、 立ち止ま
ることなくひたす ら進み続け て来た道。
開け放たれた後 方の戸口よ りゆっくりと 流れる緩や かな山道の景 色を、シメオ ンはガタ
ゴトと揺れる幌馬 車の中から ぼんやり眺め ていた。
悪魔に襲われ、 多くの人が 犠牲となった その翌日、 すぐに旅は始 まった。
旅支度は整って いなかった が、村はずれ の親戚の家 へ出掛けてい たおかけで無 事だった
雑貨屋の老婦人を 初めとした 、生き残った 一連の戦い を目撃してい た住民達が、 馬と馬車、
そして食糧を用意 し、シメオ ンの飼ってい た動物を預 かってくれる など積極的に 協力して
くれたのだった。
〈村を出発して二 週間ほど経 った。村を出 るのはこれ が初めてだっ たので、不謹 慎かもし
れないが最初の内 は旅が愉し かった。だけ ど、それも 三日まで、す ぐに家のベッ ドや今ま
での暮らしの何も かもが懐か しくなった。 でも、もう 後戻りするこ とはできない んだ。最
後にベッドで眠っ たのは一週 間ほど前。そ れ以外はず っと馬車での 寝泊りが続い ている…
…。そういえば、 預けていっ た馬や羊達は 元気にして いるだろうか 。〉
こんなことをふ と考えなが ら、シメオン は胸の内ポ ケットにしま った十粒の玉 石に手を
やり、前方で手綱 を握る僧衣 を纏った白い ローレンス の背中を見つ める。
「馬、代わろうか ……」
声を掛けてみる が答えがな い。近づいて ローレンス の横顔を覗い てみると、何 かに気を
とられたようにぼ んやりと考 え事をしてい る。
旅を通じて、ロ ーレンスは シメオンを守 ろうと周囲 に神経を尖ら せていたが、 それでい
て時々うわの空に なっている ことがあった 。
〈亡くなった、あ の老人のこ とを考えてい るのだろう か？〉
シメオンは、魔 物達に襲わ れた夜、遠の く意識の中 で目にした、 無骨だが優し そうなそ
の瞳を想い起こし たが、ふと 案じて片手を 挙げ２本の 指を口に咥え 、
『ピーッ！』と指 笛を吹くと 、ローレンス はビクッと して後ろを振 り向く。
「馬、代わろうか ！」
ローレンスの問 い掛けに、
「んっ、えっ…… ？」
何を言われたの か理解出来 ずにローレン スは聞き返 す。
「いや、よければ 馬代わろう かと思って… …。もう何 時間もずっと 走らせている から……」
「あっ、ありがと う。まだ大 丈夫です。口 笛、上手で すね……」
「うん、これで羊 の世話をす るんだ。幾ら でも大きな 音を出せる。 もしも遠くに いる時に
何かあれば、これ で報せるこ とにするよ」
ローレンスの褒 め言葉でち ょっと得意気 になってシ メオンは応え る。

「わかりました。 ところで… …この調子で 行けば夕方 までには都に 到着出来るで しょう」
「今日中に着くの かい。生き ているうちに 都を目にす るなんて思っ てもいなかっ たよ。そ
れは楽しみだな。 ベッドにも 眠れそうだ」
いつになくシメ オンの表情 が明るくなっ た。
「ええ、到着した らすぐに宿 を探しましょ う」
ローレンスはシ メオンに微 笑みかけ、再 び馬車の揺 れる音だけが 響く。
優しいが言葉少 ななローレ ンスに対して 会話を続け ようとしたシ メオンは、ふ と
「あの夜ローレン スが口にし た｜生命の樹 《セフィロ ト》って言葉 、もしかして ……」
と声を投げかけ た 。。
村が襲われてバ ハククをは じめとして多 くの村人た ちが亡くなっ た夜の出来事 について
はそれまで半ば無 意識に二人 とも会話を避 けており、 ローレンスの 操った秘術や シメオン
に起こった不思議 な出来事に 関して質問す るのはこれ が初めてだっ た。
「はい、聖典の言 葉です」
「やっぱり。死ん だ母さんか ら聞いたこと がある。人 が始めて生ま れたとき、神 様は楽園
に｜生命の樹《セ フィロト》 を植えて、い つでも神様 や天使が手助 け出来るよう にしてい
た。だけど、人が ルシフェル の誘惑で知恵 《ダート》 の樹の実を食 べてしまうと 、神様は
人から｜生命の樹 《セフィロ ト》を取り上 げてしまっ たんだって」
シメオンは頷《 うなづ》く 。
「そのとおりです 。そしてそ の後ルシフェ ルは神より 授かった聖剣 を携えた大天 使ミカエ
ルの手で封印され ました。し かし、数十年 前、封印さ れたはずのル シフェルが蘇 り、人に
害を成すようにな ったのです 。」
「しかしその頃、 時を同じく して……」
ローレンスが説 明を続けよ うとしたその 時である。
＊＊＊＊＊
「きゃーっ！」
遠くから聞こえ てくる甲高 い悲鳴によっ て会話は中 断され、運転 を続けていた ローレン
スは馬車を止めて 周囲に神経 を張りつめた 。
叫び声の聞こえ た前方を見 やると、遠く に一台の馬 車が止まって おり、その周 りを集団
が取り巻いている 。そこから 日に反射した いくつもの 光がローレン スの目に入る 。どうや
ら馬車を取り巻く 連中は刃物 を持っている ようだ。
ローレンスは馬 車が襲われ ており、叫び 声を上げた のは馬車に乗 っている女性 だという
ことを瞬時に察知 した。助け なくてはなら ないという 義務感が生ず る。しかし、 シメオン
の安全が第一であ り、大義を 見失ってはな らないとい う理性がすぐ さまローレン スに働く。
シメオンの安全 を確保して から馬車を助 けるべきだ と判断したロ ーレンスは、 幌の中に
居る筈のシメオン を振り返り ながら、
「ここにいてくだ さい！」
と指示を出そう とした。
しかしローレン スはその言 葉を言い終え ることが出 来なかった。 御者台を飛び 越えてロ

ーレンスの傍を通 り抜けたシ メオンが前方 へと走って いったのだ。
ローレンスは後 悔に囚われ た。都は修道 院への通り 道に位置して おり、人が多 く便利な
反面トラブルに巻 き込まれる 確立も高くな る。再び魔 物に教われる ような事態が 起これば、
シメオンの村の時 とは比べ物 にならないほ ど多くの人 命が危険に晒 される。迂回 して進む
ことも出来たが、 しかしそう すると次の村 まで何日も かかってしま う。シメオン の長旅に
よる疲弊も気にな る。師匠で あるバハクク が命を犠牲 にして守った ミカエルの召 喚者を病
気にしては申し訳 が立たない 。残り僅かに なった食糧 も買っておか なければいけ ない。こ
うしてローレンス は都での宿 泊を決定した のだったが 、都まであと 少しというと ころでロ
ーレンスの懸念は 的中してし まったのだ。
「しまった！御待 ちなさい！ 何て無茶な… …状況をわ かっているの ですか！？」
ローレンスは叫 びながら馬 車から飛び降 り慌てて後 を追う。
こうして二人が 叫び声の聞 こえた馬車に 近付くに連 れて、そこで 起こっている 事件の様
子が明らかになっ ていく。
馬車を取り巻く 汚い身なり をしたならず 者達はやは りそれぞれに 蛮刀を手にし て馬車を
取り巻いている。
一方包囲されて いる木製の 馬車はそれほ ど飾り立て ているわけで はなかったが 、非常に
高級感があった。 中には慌て ふためく側近 らしき老人 と、シメオン が今まで見た ことのな
いような優雅なド レスを身に 付けた可愛ら し気だが、 同時に品位を 漂わせた少女 が乗って
いる。どうやら先 ほどの悲鳴 はこの少女が 発したよう だ。
そしてその馬車 を取り巻く ように三人ほ どの旅装束 をした人々が 、どこからか 旅人には
似つかわしくない 懐刀を抜き 出して応戦し ており、側 には何人もの 悪漢たちが倒 れていた。
彼等はどうやら 少女の護衛 で腕も相当の ようだった が既に少なか らぬ手傷を負 っている。
多勢に無勢、な らず者たち に護衛たちが 倒され、少 女が毒牙にか かるのは時間 の問題の
ようだった。
少女の叫び声を 聞いて、反 射的に、
〈助けなきゃ！〉
と一足早く馬車 に無我夢中 で駆けつけた シメオンだ ったが、ここ に来てようや く、武装
したならず者の衆 が馬車を襲 っていること に気がつき 、凍りついた 。
その時、下品に 笑いながら 遠巻きに護衛 との戦いを 見物していた 数人がシメオ ンに気付
いた。
「何だ、このガキ ャア！」
瞬間驚いたもの の、丸腰の 少年だと分か ったならず 者は声を荒げ 、腰の鞘から 刀を抜き
出す。
「構わねぇ、やっ ちめえ！」
隣にいた無頼漢 の声と共に 山賊はシメオ ンに襲い掛 かっていった 。
この時、シメオ ンにようや く追いつこう としていた ローレンスは 、困り果てた 表情をし
ながらその様子を 見ていたが 、
「人間相手には使 いたくない のだが……止 むを得まい 」
と呟くと、手に 持っていた バハククより 授かった杖 に念を込める 。
次の瞬間である 。ローレン スの手にした 杖が輝くと 、ならず者が 蛮刀を振り上 げたその

瞬間、シメオンが 胸内に秘め ていた宝玉が 飛び散り、 宙を舞いなが ら盗賊達を蹴 散らして
いく。
「うわーっ」
突然の攻撃に、 ならず者達 は一気に統制 を失い、散 り散りに逃げ 出していく。
この時、比較的 傷の浅い護 衛達が首領格 らしい何人 かの盗賊に、 刀の峰で打撃 を加え、
意識を失わせた。
＊＊＊＊＊
「どなたとは存じ ませぬが、 誠にかたじけ ない」
ならず者達と応 戦していた どうやら護衛 らしい男達 は、意識を失 わせた悪党達 を捕縛し
ながらシメオンと ローレンス に礼をした。
シメオンが何か を言い返そ うとしたその 時、それま で襲われてい た馬車のドア がガチャ
リと開くと、中か ら先ほど叫 び声をあげた 少女が飛び 降り、それに 続いて、
「お、御待ちくだ さい！」
という慌てた声 と共に先ほ どまで少女の 隣にいた老 人が出て来た 。
同時に礼を言っ た護衛達が 素早く跪《ひ ざまず》く 。
少女は中背より 少し小柄で 緑色の上品な ワンピース ドレスにヴェ ールを纏った 十五，六
のブロンド色の瞳 をした、も う数年も経て ばその形容 は美しいに変 化するであろ う端正な
顔立ちをした可愛 らしい少女 で、快活そう な瞳はいた って真面目そ うでいながら 、どこか
いたずらっぽく輝 いていた。
〈乗っていた馬車 から襲撃事 件が起きたこ の現場まで 全速力で走っ たからだろう か？それ
とも悪党達に刃物 を向けられ 命の危機を迎 えたせいだ ろうか？それ にしても可愛 らしい人
だ 。〉
馬車から降りて 来る彼女を 目にした瞬間 、シメオン は身体を電流 が走ったよう な感覚に
襲われ動悸が高鳴 るのを感じ た。
少女は駆け足で ローレンス とシメオンの もとへ近付 くと、
「助けてくださっ てありがと う。先ほど乱 暴者達を追 い払った不思 議な技、預言 者様なの
ね？」
と興味津々の様 子で礼を言 う。
そして、言葉と 共にスカー トのドレスの 両端をそれ ぞれ両手で軽 くたくし上げ 、片足を
後ろに回して会釈 をする。こ れは貴族の行 う正式な挨 拶だったが、 その少女が行 うと上品
さに混じって相手 をくすぐる ような愛らし さがあった 。
シメオンの動悸 は更に高ま った。
続いて少女に追 いついた老 人がローレン スとシメオ ンに深くお辞 儀をする。
老人は白髪で、 黒い上下服 に蝶ネクタイ を締めてお り、手入れの 行き届いた髭 と下がり
ぎみの白い眉、そ して善良そ うな風貌から 従順さとま めまめしさが 滲み出ていた 。
「この度は野盗の 襲撃からお 救い下さり誠 に有難うご ざいます。こ ちらはわが国 の第三皇
女マグダリア様、 私めは執事 のセバスチャ ンにござい ます。先ほど 伺いました人 外の秘術、
預言者様とお見受 け……やや っ、その杖は 、大預言者 バハクク殿の っ！？」

慇懃に礼をした セバスチャ ンだったがロ ーレンスの 持つ水晶の杖 に気付くと驚 きの声を
あげた。

晩餐
〈何だか夢でも見 てるみたい だ 。〉
精緻極まる天使 達の絵画と 壮麗なシャン デリアに装 飾された高い 天井、給仕達 が立ち並
ぶ豪華としか言い ようのない 古今の調度品 に彩られた 広い部屋、不 自然な程に席 の余って
いることがその大 さを引き立 たせている、 美しいテー ブルクロスの 敷かれた細長 い長方形
のテーブル。そし て何よりも 隣の席に坐る マグダリア 。
恥ずかしくて彼 女を見るこ とは出来ない が、マグダ リアの付けた 香水が淡く薫 る。
テーブルの全席 が見渡せる 席にはまばゆ い宝石の散 りばめられた クラウンを戴 き、絹の
チュニック、そし て赤色をし たゆったりと 長い前開き のガウンを着 た、鼻下に堂 々とした
口ひげを生やす、 立派な押し 出しの男性が 座を占め、 その両隣にシ メオンとロー レンスが
向かい合って座り 、シメオン の隣にはマグ ダリアが、 そしてローレ ンスの隣には 美しいド
レスを身に纏った 二人の女性 が席を占めて いた。
〈この人がこの宮 殿の主って ことは国王様 なのか。そ してマグダリ アが第三皇女 と呼ばれ
ていたからこの二 人は彼女の お姉さんか… …そういえ ば、似ている な 。〉
緊張と恍惚の入 り混じった 奇妙な浮遊感 に包まれな がらテーブル に着きながら 、シメオ
ンはぼんやり考え た。
ところで、王家 の三人姉妹 は、知性や才 能に長じて いたばかりで はなく、いず れも大変
な美人で、その美 貌は花婿候 補たる子息を 持つ諸侯の 間ばかりでな く、民衆にも 広く行き
届いていた。
国王にとっては 息子を儲け られなかった 事は少々残 念でもあった が、国王選出 がルシフ
ェルが人を襲うよ うになって 以来、世襲制 度より王が 亡くなるごと に国王が諸侯 より選ば
れる代議制となっ ていた為、 その事が国王 の政治的立 場を不利に立 たせはしなか った。
そして中でも三 女のマグダ リアは、少々 じゃじゃ馬 で今はまだ幼 さが残ってい るが、姉
妹の間でもとりわ け美人で、 将来には最高 の相手との 縁談が期待さ れていたので ある。
荘厳な面持ちで 王が口を開 いた。
「本来ならば都は 勿論、近隣 に至るまでの 諸侯貴族皆 を集めての壮 大な宴とした かったの
だが、ローレンス 殿たっての 建言により、 このように ささやか晩餐 とすることに した。こ
の度第三皇女であ るマグダリ アが賊に襲わ れていた窮 地を預言者の 資質を持つシ メオン殿、
そしてローレンス 殿が救って 下されたのじ ゃ。そして 、その際執事 のセバスチャ ンによっ
て驚くべき……」
「お父様のお話が 終わるのを 待っていては 食事が喉を 通る前に一日 が終わってし まいます
わ」
国王の長口舌の 途中、マグ ダリアが茶目 っ気たっぷ りに口を挟ん だ。
それを聴いたロ ーレンスの 隣に座る二人 の皇女は上 品に笑うと、
「あら、国王殿下 の御言葉を 途中で遮って しまっては いけませんわ 」
「とはいえ預言者 様も私達と 同じ生身のお 体。私達と 同様、お腹が 減っておいで でしょう。
折角の料理が冷め てしまって もいけません し、まずは 御食事に致し ましょう」
と勧める。
「全く……。末娘 のマグダリ アを産んです ぐに、妻は 亡くなってし もうてのう。 お陰で我

侭に育ってしまっ たわい。ま あ、話したい ことは山ほ どあるが、娘 達の言う通り かもしれ
ん。まずは食事を 始めるとし よう」
娘の一言で威厳 たっぷりの 国王から子煩 悩な父親の 顔になった王 は食事の開始 を宣言し
た。
その一言を合図 として部屋 と言うにはあ まりに広す ぎる会食の間 入り口に侍っ ていたき
っちり食事する人 数と同じ五 人の給仕たち が次々と食 事を運んで来 る。
数分後に食卓は 料理で埋め 尽くされてい た。
何か特別な出来 事がある時 ぐらいしか食 べることの ない肉や、食 べる機会があ まりない
魚、それに見たこ ともないが とにかく美味 しそうな料 理が並び、そ の光景に圧倒 されたシ
メオンは気後れて 何を食べて いいのかわか らなくなり うろたえた。
その時隣からマ グダリアの 声が聞こえた 。
「今前菜が来るわ 。テーブル に並んでいる 料理は後で 取り分けてく れるから安心 して。こ
このシェフが作る パンは美味 しいわよ。ス ープは御父 様の御加減に 合わせて味気 ないのが
玉に瑕かしらね」
悪戯っぽく笑う マグダリア の言葉でシメ オンが緊張 を解くタイミ ングを待って いたよう
に食事が運ばれて 来る。
野菜に乗った海 鮮類らしき 前菜、ぎこち なくナイフ やフォークを 操るシメオン だったが、
思わず、
「美味しい」
と言葉が出る。
マグダリアはそ の言葉を聞 いて妖精のよ うに微笑ん だ。
彼女の言う通り 、パンはと ても美味しく スープはあ っさりとして いた。シメオ ンが前菜
を食べ終えるとど こからとも なく再び給仕 が現れてテ ーブルに並ん だ料理を素早 く綺麗に
盛り付ける。シメ オンは隣に いるマグダリ アを強く意 識しながらも 料理に夢中に なった。
一方その最中国 王とローレ ンスの間に会 話が始まっ た。
「こちらの料理も いかがかね 、ローレンス 殿」
前菜を終え、給 された食事 の一つを軽く 口に含みな がら国王はロ ーレンスに尋 ねる。
「有難うございま す、しかし ながら私は肉 や魚は控え ておりますの で」
「なるほど。ロー レンス殿の 高潔な容姿は 菜食から来 ているのか。 これは儂も見 習う必要
がありそうじゃ。 さて、マグ ダリア救出に ついてじゃ が、改めて礼 を言わせても らいたい。
冷静なセバスチャ ンが山賊を 倒すローレン ス殿の活躍 を語るに至っ ては口角泡を 飛ばして
おったわい」
国王は相好を崩 した。
「そのお言葉であ ればシメオ ンに掛けて下 さった方が よろしいかと 。私は師バハ ククの言
葉に従ってシメオ ンの警護に 専念していま した。シメ オンが助けに 行かなければ 私自身は
マグダリア様を救 いはしなか ったかもしれ ません」
「そうであったか 。バハクク 殿の言葉であ れば従うの が当然じゃ。 ……シメオン 殿、心よ
り感謝する。いや 、救世主シ メオン殿とい った方がた だしいかな」
国王の言葉にシ メオンは慌 ててナイフと フォークを 置き、顔を赤 らめる。
「お父様ったら、 食事をして いる救世主様 の御邪魔を しては悪くっ てよ」

再び悪戯っぽく マグダリア は口を挟み、 マグダリア の言葉で更に 顔を赤らめた 国王は豪
快に笑ったが、急 に真剣な顔 つきになった 。
「それにしても、 あの大賢者 バハクク殿が 命を落とす とは……。せ めてもう一度 杯を共に
したかった。国家 にとっても 損失は極まり ない。何よ りも大賢者バ ハクク殿の命 を奪うよ
うな悪魔がいると は、まさか ……」
「ええ、国王様の 考えていら っしゃるその まさかです 。堕天の王で す。バハクク 師は禁断
の償還術を用い、 命を賭して ルシフェルを 退けました 。しかしなが らあのバハク ク師です
らミカエルを召還 することは 出来ませんで した……」
ローレンスの端 麗な表情が 曇った。
「楽しい御食事の 最中なのに 、こんな時に まで辛いこ とをローレン ス様に思い起 こさせて
はいけませんわ。 政について は後ほど真剣 にごゆっく りとなさって くださいな」
「そうね。それよ りも宮殿に 閉じこもって ばかりの私 達にいろいろ な地域のこと を教えて
もらいたいですわ 」
ローレンスの表 情に気付い た二人の皇女 は上手く話 題を変えた。
「うむ、確かに食 事の進む話 題ではないわ い。儂もこ こでの執政が 長く、各地の 情勢につ
いて疎くなりがち じゃと常々 反省しておる 。是非とも 聞かせてくれ い」
この言葉以来食 事の最中バ ハククの死や ルシフェル について触れ られはしなか った。
＊＊＊＊＊
「うむ、そろそろ ローレンス 殿もお前達の 質問攻めに 疲れておろう 。儂も興味深 い話を聞
けなくなるのは惜 しいがロー レンス殿、そ ろそろ食事 の時間はここ までとしよう 。マグダ
リア、お前も救世 主とあろう お人をあまり からかうで ないよ。シメ オン殿とロー レンス殿
には僭越《せんえ つ》ながら 寝室を用意さ せてもらっ た。ゆっくり 休まれるがよ い。それ
と、ローレンス殿 、後ほど先 程の続きをゆ っくり話そ う。後ほど部 屋にセバスチ ャンを遣
《よこ》すとしよ う」
話題を変わって 半刻ほどし てから、国王 は晩餐の終 焉を宣言した 。
ローレンスは承 諾し二人の 皇女は大いに 残念がった 。
片やマグダリア は
「ごめんなさい。 でも、救世 主様ってとて も楽しいん ですもの」
と弁明した。食 事の最中マ グダリアは何 度も意地悪 っぽくシメオ ンを見つめ、 その度に
シメオンは顔を真 っ赤にして 食事を進めら れなくなっ ていたのだっ た。
〈だけど何でだろ う？からか われている彼 女の隣の席 から離れるの がこんなに残 念だなん
て 。〉
シメオンは初め て味わう奇 妙な気持ちに 抗うように 安心したふり をして、マグ ダリアに
見つめられる気恥 ずかしさを 隠すため申し 訳程度に飲 んでいたスー プに用いたス プーンを
起き、食卓に上げ ていた両腕 を膝に乗せた 。
その瞬間である 。シメオン の片手にふわ っとした感 触が伝わり手 の平に紙片の 感覚がし
た。
シメオンは驚い てその手の 方へと振り向 いたが、そ の方向にいる マグダリアは 何食わぬ

顔で二人の王女た ちと会話を 楽しんでいた 。
シメオンの心臓 は高鳴った 。

誘惑
シメオンはいか にも上質な テーブルやソ ファといっ た調度品、そ して素人目に も名人の
描いた作品と直感 することの 出来る美しい 風景画に彩 られた広い部 屋の、並んで 設置され
た二台のどっしり とした材木 に加えてサイ ドフレーム やヘッドボー ド、フットボ ードに美
しい象牙造りの彫 り込まれた ベッドの一つ に座ってい た。
いや、座ってい るというよ りは客観的な 描写として は放心してい ると言った方 が正しい
だろう。
だが、無理もあ るまい。寝 室に持ち込ん だ僅かの荷 物を整理して いるような振 りをして
ローレンスにそれ と悟られな いように読ん だ紙片には こう書かれて いたのだ。
命をお助け頂い た時より
あなたに心を奪 われてしま いました
後ほど御迎えを 遣《よこ》 します
奪われた心をお 返しくださ い
マ グダリア
この時、隣と言 うには随分 と距離の離れ ているロー レンスのベッ ドの側に設置 してある
大理石製のサイド ボードから 、バハククが 滅び去った オアシスの街 で発し、旅の 途中に何
度もローレンスが 放った半円 状の淡い光が シメオンを 透過したが、 シメオンはそ れに気付
かないようだった 。
「……あまりにも 出来過ぎて いる」
他方で光を放っ たローレン スは端麗な表 情を沈ませ て呟く。
「出来過ぎている って、何が ？何か変な気 配でもあっ たのかい？」
ローレンスの言 葉はシメオ ンに向けられ てはいなか ったが、自身 への反駁とし て余りに
も符合していたこ とに驚いた シメオンは我 に返り、ロ ーレンスに語 りかけた。
「いえ、ただ…… 」
ローレンスは訝 しげに首を 傾げた。
「用心深いのはい いことだし 、ぼくにとっ ても有難い けれどあまり 疑い深くなっ てもしょ
うがないよ。それ よりも国王 様に御呼ばれ しているの だからゆっく り楽しむとい い。もう
そろそろ使いがや ってくるん じゃないかな 」
ちょうどその時 、寝室のド アにノックの 音が響き、 聞いた事のあ る声が聞こえ た。
「セバスチャンに ございます 。ローレンス 様、国王殿 下が御待ちで ございます。 御準備は
整われましたでし ょうか？」
ローレンスはそ の声に応え 、出口に近づ いてドアを 開けようとし たが、ドアの 取っ手を
手にしてから立ち 止まって数 瞬考えを巡ら し、セバス チャンに、
「少し、御待ち下 さい」
と断ると室内に 向き直り、 細長く美しい 指を額の中 央にあてがい 、
「邪を退けし｜生 命の樹《セ フィロト》の 光、ここに 満つ」
と、唱え優美な 指先を前方 へと軽やかに 振りかざし た。

次の瞬間、その 指先の先端 から芳しい香 りと共に霧 が室内を満た し、すぐに消 滅した。
「簡単な結界を張 りました。 部屋から出な いようにし ていてくださ い」
こう言って、ロ ーレンスは 寝室を後にし た。
独り部屋に残さ れたシメオ ンはしかし、 再び今度は じっくりとマ グダリアから 受け取っ
た手紙を読み直す と、半ば無 意識に設置し てある化粧 台の鏡に向き 合って一生懸 命に自分
の髪型を整えなが ら期待と不 安に胸をとき めかせた。
〈考えてみたら鏡 の前でこん なことするな んて生まれ て初めてかも しれないな。 自分の身
なりを気にするこ となんて無 かったな。そ れにしても 、何だろう、 この気持ちは 。僕なん
かに心を奪われる だって。そ んなこと考え てもいなか ったけど、嬉 しいし、何か ドキドキ
する…… 。〉
今のシメオンに とって結界 など無用の長 物に過ぎな かった。
マグダリアの遣 《つか》い はそれから数 分後、驚く ほど早くにや ってきた。静 かにドア
を叩く音が聞こえ 、外から
「シメオン様、今 お一人でい らっしゃいま すね。マグ ダリア様のお 部屋へご案内 いたしま
す」
と、押し殺して はいるが好 奇心丸出しな 女性の声が 聞こえる。
〈どうやらどこか の陰でセバ スチャンがロ ーレンスを 迎えに来るの を伺っていた よう
だ 。〉
シメオンがそう 考えてから ドアを開けて みると、小 柄な掃除か何 かでも担当し てそうな
中年の女中が居る 。
「私について来て 下さいね。 静かに、足音 を立てられ ないようにお 願いします。 何しろ、
こういうことは昔 からこっそ りするのだと 相場が決ま ってますから ね」
中年の女中はこ う言って意 味ありげに含 み笑いをす ると、周囲に 気を配りなが らシメオ
ンに先立って静か に歩き始め た。
道の途中で赤い 絨毯の敷か れた大きな廊 下から外れ て人気のない 庭道や台所に 物置部屋、
階段を通る。
外観からして、 もはや幾何 学的に巨大な 何かとしか 言い様のない 広壮な王宮を 訪れて間
もなくのシメオン には、当然 ながら宮殿の 地理など皆 目見当がつか なかったが、 それでも
普段客人が決して 通らないよ うな裏道を、 どうやら人 目を避けるた め故意に遠回 りをして
自分が通っている ことだけは はっきりと自 覚すること ができた。
庭道や誰も居な い部屋を何 度も通り抜け 、非常用ら しい暗い階段 を上がってし ばらくす
ると再び赤絨毯の 広い廊下へ と出た。中年 女中はより 一層慎重に、 と同時により 一層表情
をにやけさせなが らシメオン を案内する。
「こちらの部屋で す。さっ、 早く」
意味ありげな顔 で周囲を注 意深く見渡し ながら後ろ 手に部屋の扉 を開けている 女中の隙
間から、シメオン は部屋の中 へ飛び込んだ 。
「ドクッ、ドクッ 、ドクッ」
自らの胸の高鳴 りが聞こえ るのを感じな がらシメオ ンは室内を見 渡す。
照明が灯されて いない部屋 は暗く、窓か ら入り込む 月明かりと、 高い天蓋《て んがい》
が付いたベッドの 白い絹のカ ーテンの中で 光る蝋燭の 光だけが広く 天井の高い室 内に輪郭

を与えていた。
蝋燭の光が灯る 絹のカーテ ンの内側から 声が聞こえ る。
「シメオン様、御 待ちしてい ました」
その声は、悪戯 っぽい少女 とは思えない ほど妖しく シメオンに響 いた。
＊＊＊＊＊
ほぼ時を同じく してローレ ンスはセバス チャンによ って丁重に開 けられたドア から国王
の待つ部屋へと入 っていった 。
そこはどうやら 国王の個人 向けの私的な 応接間のよ うで、意図し て小さく作ら れた室内
には対面するよう に据えてあ る煌びやかな ソファとそ の間のテーブ ル、美しいグ ラスの飾
られた食器棚と各 地から取り 揃えた美酒を 取り揃えた もう一つのガ ラス棚、そし て壁には
国王お気に入りの 簡素な絵画 が数点飾られ ていた。
国王はソファに 座っていた 。食事の時よ りも血色を 良くしている が、その理由 はテーブ
ルの上にあるグラ スと芳香を 放つ葡萄色の 液体が教え ている。
「いやあ、よく来 てくれた。 まあ、座りた まえ。先に 酒を飲ませて もらったよ。 この年に
なってくると、忍 耐が無くな っていかんな 。ローレン ス殿も一杯ど うだね」
「有難うございま す。椅子に は座らせてい ただきます が、お酒は遠 慮させていた だきます」
対面に設置され た席に座を 占めながら、 いかにも慣 れた口調でロ ーレンスは酒 を辞す。
「はっはっはっ、 そうだと思 っていたよ。 まあ、そう でなくてはバ ハクク師の弟 子は務ま
ってはいなかった ろうな。セ バスチャンも 座るといい 。椅子がそこ にあるから」
「私は立っている ほうが座っ ているよりも 楽にござい ます。御優し い御言葉有難 うござい
ます」
ローレンスを応 接室に通し た後、入り口 に近い応接 室の片隅にひ っそりと立っ ていたセ
バスチャンは感謝 の意を表し た。
「うむ、長い付き 合いになる がセバスチャ ンは儂の前 で一度も座っ たことがない 。セバス
チャンはずっと儂 の片腕を勤 めてくれての う……。じ ゃが数年前衰 えを感じたら しく職を
辞そうとしたのじ ゃが、それ ならばとマグ ダリアの世 話役を頼んだ のじゃ。もっ とも今で
もいざとなった時 にはゼバス チャンほど頼 りになる男 はおらんのだ が……何しろ 末娘のじ
ゃじゃ馬っぷりと 来たらたい したもんでな 。儂と共に 国を治めるよ り難しいやも 知れんて」
こう言うと、国 王は豪快に 笑った。
「この通りセバス チャンは当 然酒もやらん のじゃが、 バハクク殿が 訪れたときだ けは別で
な。立ったまま飲 みよる。も う十年以上会 っておらず 、再開を楽し みにしていた のじゃが。
まさか命を落とし ていようと は……。遂に 堕天が姿を 現わしよった か……」
国王の声色がい つになく真 剣さを帯びた 。
「ええ。だからこ そミカエル の召還者であ るシメオン を、無事修道 院に送り届け なければ
なりません。今の シメオンで はその秘儀を 使いこなせ ず、よしんば ミカエルを召 還しても
すぐに力を使い果 たしてしま います。傷を 癒したルシ フェルが再び 私たちに牙を 向けるま
でに安全な場所で シメオンが 力を養わねば ……」
ローレンスの麗 しい瞳に真 摯な光が宿る 。

「それで修道院へ というわけ じゃな」
「はい」
「なるほど、修道 院であれば 悪魔を寄せ付 けぬ結界が 張り巡らされ ておるし、修 道院長の
シトー殿もいらっ しゃる」
国王がこう言っ て肯いた際 ローレンスの 見せた微妙 な表情に国王 は気付いた。
「シトー殿を御存 じないかな ？」
「シメオン師より お噂はかね がね聞いてお りましたが 、実際にはお 会いしたこと がありま
せんので……」
「うむ、バハクク 殿とは異な り厳格な御方 で、儂も大 戦以来御会い してはおらん がの、と
にかく頼りになる お方じゃ、 心配御無用で すぞ……」
こう、やや不安 げな表情の ローレンスを 元気付けた あとで、国王 は対談の目的 ともいえ
る質問を思い出し た。
「……して、堕天 の主が傷を 癒すまでの期 間は……」
「バハクク師の遺 言によれば 、長くて三年 」
ローレンスの言 葉を聞いて 、国王は片手 で口ひげを つまみ、続い てソファの背 にもたれ
かかり中空を仰い だが、暫く して気を取り 直すと決意 を込める。
「……わかった。 それまでに 儂は国王とし て出来る限 りの努力をし よう。……魔 物に襲わ
れれば生身の人間 では太刀打 ちすることが 出来ん。預 言者の数も限 られていよう 。まずは
被害を少なくする ことが肝要 。都市部の住 民達を各地 に疎開させね ばならん。ま ずは住居
設備を整え、その 後速やかに 住民を移住さ せるのじゃ 。それから魔 物による被害 や天変地
異が起こる。現在 の国家備蓄 食料に加えて 倹約令を促 し、国民に分 配する。セバ スチャン、
協力してくれるな ！」
「勿論に御座いま す。いつも ながら完璧な 政。早速有 識者を集め、 翌日の執務開 始までに
法令を作成いたし ます」
温厚そうなセバ スチャンの 目が一瞬鋭く 光った。
「うむ、宜しく頼 むぞ」
国王は再びロー レンスを視 線を移す。
「修道院に無事シ メオン殿を 送り届けられ るよう、こ ちらとしても 協力させても らう。旅
に十分な食料と金 銭、それに 余り目立ちす ぎぬが広く て快適な馬車 に国きっての 名馬をつ
けよう。行程には 今夜中に早 馬を走らせ、 旅の疲れが 取れるよう宿 の準備を整え ておく」
「有難う御座いま す」
「護衛もつけられ るが？」
「いえ、残念なが ら魔物相手 ではかえって ……」
ローレンスは言葉 を濁した。
「足手まといにな ってしまう か。その通り じゃ。ロー レンス殿がつ いておれば心 配あるま
い。それにしても 日々自らの ふがいなさを 日々痛感せ ずにはおれぬ 日々じゃ。堕 天の主と
の戦いを預言者と 、その預言 者達を統括す る修道院に 託すよりない のだからな。 それにし
ても皮肉よのう、 堕天の主や 魔物に襲われ ることで今 まで内紛や権 力闘争にまみ れていた
国政が一つにまと まり、結果 として争いや それが引き 起こす飢餓・ 病気に苦しみ 死んでい
く国民が少なくな るなんての う……」

国王はテーブル の杯を乾か し溜息をつい たが、そこ で何かをふと 思い出したよ うに続け
た。
「そういえば、一 つ引っ掛か ることがある んじゃが」
「それはなんでし ょう？」
自身、悪い予感 を感じ続け ていたローレ ンスはすか さず聞き返し た。
「うむ、今回の事 件に気にな ることがあっ ての。マグ ダリアを襲っ ていた山賊じ ゃが、山
賊といっても彼ら の生活の為 にせいぜい旅 人から小額 の通行税を取 り立てる程度 の半農の
衆。決して人々を 襲いはしな かったはず。 寧ろ周囲の 村や町が魔物 たちに襲われ た際には
身を挺して彼らを 守っていた ため寧ろ義賊 として慕わ れておった。 だからあの地 域の山賊
の取り締まりは敢 えて緩めて おいたのだが のう……、 なぜ今回この ような愚かな ことをし
たのか……」
国王が首を傾げ たその時、 けたたましく 応接室のド アが鳴り響い た。
セバスチャンが 素早くドア を開けるとロ ーレンスが 見覚えのある 一人の青年が 駆け込み、
国王の前で跪いた 。山道で山 賊と戦ってい た護衛の一 人だ。
「失礼と承知なれ ど急の大事 と独断いたし まして国王 様に申し上げ ます。捕縛し た山賊達
を取り調べたとこ ろ、個別に 牢に入れ厳し く問い詰め たにも関わら ずその全員が 山中で意
識を失い、第三皇 女様を襲撃 した記憶すら ないと証言 いたしました 」
「何じゃと！？」
〈シメオンが危な い！〉
国王が驚き叫び 、異変に気 づいたローレ ンスが立ち 上がったその 時である。
『ピーッ』と遠く から発せら れたとわかる 高らかな音 が室内に響い た。
「あの笛の音はシ メオンの合 図！あの方角 はっ！？」
「マグダリアの部 屋じゃあ！ 」
指笛の鳴った方 向の先にあ る愛娘の居室 を突き止め 、国王は悲痛 な叫び声をあ げた。

憑依
国王の叫び声が 終り切らな いうちに、ロ ーレンスは 護衛の青年が 開け放ったド アから人
間離れしたスピー ドで部屋を 飛び出した。
残された三人は ローレンス が一瞬の内に 部屋から姿 を消していく 様を数瞬状況 を忘れて
見呆けていたが、 慌てて我に 返り、ローレ ンスに続い て廊下へと走 り出た。
この時、一歩の 内に常人の 数十歩の距離 を跳躍する ローレンスの 姿は応接室の 入り口か
ら百歩ほども離れ た廊下の曲 がり角へと到 達し、瞬く 間に残像を残 して建物の陰 へと吸い
込まれていった。
もしも三人のい ずれかがシ メオンの村に 到達する際 バハククが用 いた、あのカ モシカも
舌を巻くような敏 脚を目にし ていたならば 、ローレン スが今何らか の秘儀で、バ ハククと
同質の力を操って いることに 気付いたに違 いない。
それから数秒、 曲った廊下 の数百歩先に ある階段へ と到達したロ ーレンスは、 十数段の
階段を飛び越え、 階の中央に 設置された踊 り場から二 階、そして次 の踊り場から 三階へと
たった四つのステ ップで駆け 上がっていく 。
〈やはり、予感は 的中してい た。ここまで 魔物の襲来 が一度もない ことがおかし かったの
だ。バハクク師が 堕天の主を 退けたことで 、魔物達の 邪力が弱った のだという私 の慢心が
招いた失態だ。そ れにしても 、今まで気配 を一切感じ させないとは ！この高い知 性、もし
や七十二柱《なな じゅうふた はしら》の一 柱か！〉
階段を飛翔する かのごとく 上りきり、更 に速度を上 げてマグダリ アの部屋を目 指す。ロ
ーレンスの移動に 一瞬の迷い もないのは、 先ほど寝室 で邪悪な気配 を感じる際用 いた秘儀
で、同時に屋敷の 地図を立体 的に把握し、 その時既に マグダリアの 部屋までの走 行経路を
決定していた為で ある。
スタートした寝 室から目的 地であるマグ ダリアの部 屋まで、常人 であれば歩い て十分、
運動神経に自信の ある近衛兵 が全速で走っ たとしても 数分は掛かろ うという道の りを、ロ
ーレンスはものの 十秒という 時間で部屋の 扉の前まで 到達した。
この時、先刻シ メオンを部 屋まで案内し た女中が一 度は部屋を離 れたものの、 抑えきれ
ぬ好奇心に負けた のか、厚い 扉の隙間から 何とか必死 に室内を覗き 込もうと試行 錯誤して
いたが、疾風のよ うに扉へと 近付いて来た ローレンス に驚いて腰を 抜かし、尻餅 をついた。
だが、中年女中 の驚愕はこ れだけでは済 まなかった 。
ローレンスが重 い扉を開け た瞬間、目に した光景に 女中は、
「あわわわわ…… 」
余りにも想像と は掛け離れ た光景に、思 わず泡を吹 いた。
だが、この時醜 態を演じた 女中を嘲笑す ることは誰 も出来ないだ ろう。艶やか な秘め事
が展開されていよ うと中年女 中が想像を膨 らませてい た室内には、 緑色の光を帯 びた怪し
い妖気が充満して おり、その 舞台となって いる筈の天 蓋付きのベッ ドのすぐ側で はマグダ
リアが両手を高く 上げ、シメ オンの首を締 め上げてい たのだ。
首を締め付けら れているシ メオンの両手 は苦しそう にマグダリア の手首付近を 抑え、そ
の足を宙にバタつ かせている 。
華奢な体つきか ら有り得な いほどの怪力 でシメオン の首を締め付 けるマグダリ アの瞳は

いつものブロンド 色ではなく 、緑色に妖し く輝いてい た。
〈何かが取り憑い ている！〉
そう素早く察し たローレン スは、素早く 僧衣の内に しまい込んで いた玉石を取 り出し、
掌を上に向け、目 の前に差し 出す。
「｜生命の樹《セ フィロト》 の光、玉石に 宿り魔を貫 け！」
ローレンスが詠 唱を行うと 玉石は聖なる 光を増し、 狩人の合図で 獲物に襲い掛 かる鷹の
ように、邪悪な存 在に取り憑 かれたマグダ リアに向け て突撃した。
だが、次の瞬間 である。
ローレンスの掌 からマグダ リアへと到達 する経路の 半ばで聖なる 光を放つ玉石 は壁に衝
突したように弾か れ、地に落 ちて輝きを失 った。
「何っ！？」
驚きを隠し切れ ないローレ ンスの視線が 玉石の弾か れた地点に、 続いてハッと したよう
にその地点下方に 注がれる。
ローレンスは絹 の絨毯で覆 われていたが 床が、マグ ダリアが立つ 位置を中心と して、円
形に緑色の鈍い光 を放ってい ることに気付 く。
「魔法陣かっ！」
鋭くなった美し いローレン スの眼光は邪 悪に嗤うマ グダリア、い や正確にはマ グダリア
に取り憑いた何者 かに突き刺 さる。
首を締められた シメオンは 先ほどよりも 幾分か抵抗 が弱まってい るように感じ られた。
「ならば力づくで 突破するま で！」
続いてこう叫ぶ と、ローレ ンスは手にし ていた、バ ハククより授 かった杖を両 手で掴み、
目を閉じて再び詠 唱を始める 。
詠唱の長さに比 例して杖に 嵌め込まれた 水晶が聖な る光を帯びて 輝いていく。
そして次の瞬間 、ローレン スは両手で握 った杖を斜 めに振りかぶ ると、マグダ リアに向
かって突進し、先 ほど玉石を 弾かれた魔法 陣によって 作られた見え ない壁に向か って尖っ
た杖の先端を突き 立てる。
魔法陣から産ま れる魔力の 壁と、水晶か ら杖の先端 へと送り込ま れる聖なるエ ネルギー
との間に衝突が起 こり、凄ま じい怒号が生 じ、杖の先 端は雷光を発 した。
ローレンスはそ の間も詠唱 を続け、水晶 にエナジー を送り続ける 。
力を注ぎ込まれ た杖は最初 、半ばほどま で魔法陣で 作られた壁の 奥まで突き刺 さり、そ
の邪悪な力を打ち 破るに見え た。
然しながら時が 経つに連れ て疲弊の色を 濃くしてい くローレンス の詠唱は次第 に途切れ
がちとなり、一方 で魔法陣は 無機質に魔力 を供給し続 ける。
やがて、突き刺 さった杖は 徐々に押し戻 され、遂に 杖はローレン スもろとも後 方に吹き
飛ばされ、部屋の 壁に叩きつ けられ、地面 へと落下す る。
その衝撃で室内 に地震が起 きたかのよう な地響きが 起こり、丈夫 な石材で造ら れた壁に
出来た無数のひび がその衝撃 の強さを物語 る。
「無駄なことだ」
嘲う緑色に瞳を 光らせた少 女から発せら れたのはマ グダリアとは 全く異なる不 気味な声
だった。

「くっ……」
苦しそうに肘を ついて横た わるローレン スの端正な 口唇からはう っすらと血が 滲み出て
いた。
「ミカエルの召喚 手め、援軍 を呼ぶとは小 賢しい真似 を。……じゃ が、この魔法 陣ではお
前等の力は一切通 じん。こや つが死んで行 く様を、そ こからじっく りと味わうが よい」
不気味な声が語 るとおり、 今やシメオン は窒息によ り顔色を青ざ めさせ、宙に 浮いた足
も殆ど動きがなく なっていた 。
〈どうすれば…… このままで は……、バハ クク様、申 し訳ありませ ん…… 。〉
絶望に陥り、う つむいたロ ーレンスだっ たが、この 時目線の先に 魔法陣の壁に 弾かれ、
絨毯の上に転がっ た玉石が目 に入った。
ローレンスの脳 裏にルシフ ェルと戦った バハククの 姿が浮かび、 何かが閃く。
「ほう、立ち上が ったか」
残された力を振 り絞り、壁 に手を付きな がら必死に 立ち上がるロ ーレンスを不 気味な声
は嘲った。
苦しそうに震え る杖をかか げ、ローレン スが再び念 をこめると力 なく散らばっ ていた玉
石が再び輝いて浮 き上がり、 杖の周りに集 まる。
そして、ローレ ンスが杖を 振りかざすと 、再び玉石 は魔法陣のあ る方向へと飛 び込んで
行く。
「同じ事を……」
緑色に怪しく光 る瞳は飛翔 してくる玉石 に侮蔑した ような眼差し を送った。
だが、次の瞬間 、魔法陣に よって構築さ れた魔力の 壁に衝突し、 再度弾かれる 運命を辿
ると思われた十個 の玉石が壁 の直前で四方 へと飛び散 った。
嘲笑に彩られて いた少女の 顔色が変わっ ていく。
「こ、これはまさ か……魔法 陣を囲んでっ ……！」
邪悪な声に応え るかのよう に玉石の輝き が増してい く。
魔法陣を包囲す るように整 然と並ぶ玉石 をもしも上 空から俯瞰す ることが出来 たならば、
その配列がバハク クやローレ ンスが秘儀を 操る際に決 まって形作ら れる玉石の構 成と同一
であることに気付 いただろう 。
「｜生命の樹《セ フィロト》 よ、魔の堡塁 《ほうるい 》を打ち消し 給えっ！」
ローレンスの詠 唱を合図と して玉石同士 が或る法則 性に従って互 いに光で結ば れる！
その瞬間、部屋 を充満して いた緑色の怪 しげな妖気 が消えた。
「しまった。相殺 っ……」
少女から発せら れた不気味 な声は、しか し、その言 葉を最後まで 言い終えるこ とはでき
なかった。
聖なる力と打ち 消しあって 効力を失った 魔法陣に飛 燕のごとく飛 び込んだロー レンスが
聖なる光を放つ水 晶を少女の 鳩尾《みぞお ち》に押し 当てたのであ る。
おぞましい悲鳴 と共に、少 女はシメオン の首を締め 上げていた両 手を離すと、 気を失っ
たように倒れこん だ。
地面に投げ出さ れたシメオ ンは、最初は 死んでいる かのように力 なくうずくま っていた
が、やがて小さく 苦しそうに 咳をした。

〈生きている！〉
最悪の自体を逃 れたことに 、ローレンス は安堵の溜 息をついた。
その時、マグダ リアの美し い形をした耳 の穴から小 さな蝿が飛び 出したが、宙 を彷徨い、
床に着地したかと 思うと人間 ほどの大きさ に巨大化し た。
細長い節からな る六本の足 、ローレンス を睨む緑色 の複眼、その 下に伸びる細 かい毛に
覆われた触覚と先 端に粘液の まとわりつく 突き出た口 、そして不快 な音を発する 羽音と漂
う腐臭。見る者全 てに嫌悪と 嗚咽を催させ るおぞまし い肢体がロー レンスの眼前 にあらわ
となる。
「七十二柱《なな じゅうふた はしら》の大 悪魔にして ルシフェルの 参謀、バアル ゼブブ
か！」
ローレンスはい つか師であ ったバハクク から聞いた 魔物の特徴に 符合した名称 を悪魔に
投げつける。
「いかにも。ぬか ったわ。し かし、いずれ 傷を癒した ルシフェル様 を伴い、おぬ しらを八
つ裂きにする。そ の時を楽し みに待ってい るがいい… …」
先ほど少女から 発せられて いたのと寸分 違わぬ不気 味な声を醜い 身体器官のど こからか
発したバアルゼブ ブは、その 直後ローレン スが残され た力を持って 放った水晶の 杖による
渾身の一撃を、瞬 時に再び小 さな蠅の姿に なることで かわし、不快 な羽音を残し て部屋の
半開きになった窓 から夜の闇 へと姿を眩ま した。
「マグダリアよ、 助けに来た ぞ～！」
「マグダリア様～ 、只今参り ますぞ～！」
セバスチャンや 近衛兵を引 き連れた国王 が部屋に飛 び込んできた のはその直後 だった。
＊＊＊＊＊
「うっ、うーん… …」
窓から差し込む 光にシメオ ンが重苦しそ うに目を覚 ました時、最 初はぼやけて いた視界
の中に一人の女性 の姿が目に 入った。
「うっ、うわーっ ！」
その姿をマグダ リアだと認 識したシメオ ンは思わず 叫び声を上げ 、ローレンス が座って
いたのとは反対側 の床へ転げ 落ちた。
「目覚めましたね 。マグダリ アならもう大 丈夫。一昨 日《おとつい 》の夜あなた の首を絞
めたのはバアルゼ ブブという 悪魔に取り憑 かれていた からです。も う心配ありま せんよ」
遠くからシメオ ンを見守っ ていたローレ ンスは優し くシメオンを 諭す。
不気味な緑色の 眼で襲い掛 かってくるマ グダリアか ら必死に逃げ ようとしなが ら指笛を
鳴らしたが、地面 が妖しく光 りだして力が 抜け、少女 の細い腕から は考えられな い怪力で
首を締め付けられ たその時点 からベッドで 目覚めて自 分の命を狙っ た少女と目が 合うまで
の間シメオンの記 憶はぷっつ りと途絶えて いた。
「……そうだった のか。マグ ダリアさん。 ごめんなさ い。……えっ ？一昨日？」
ローレンスの言 葉と愛らし さを取り戻し たブラウン の瞳から、暫 くして何とか 状況を把
握したシメオンは 我に返って マグダリアに 謝罪したが 、同時にロー レンスの言葉 に驚いて

こう言った。
「ええ、あなたは 二晩眠って いましたよ。 絞められた 喉に問題はあ りませんでし たが、あ
なたはミカエル召 還を妨げる 魔法陣の中に いましたか らね。潜在能 力の分だけ、 酷く消耗
したのでしょう」
「ごめんなさい。 私、別荘に いた途中から 何も覚えて いなくて…… 」
ブロンドの瞳が 潤《うる》 む。
「えっ？……はは っ、気にす ることないよ 」
〈あの晩の記憶も ないのか… … 。〉
作った笑顔の裏 側でシメオ ンはひどく落 胆した。
「どうやら別荘に いた時、バ アルゼブブに 意思を奪わ れたようです ね。おそらく 山賊には
バアルゼブブの手 下が乗り移 っていたので しょう」
ローレンスが優 雅な所作で 解説を行った 。
間もなくして、 シメオンが 目覚めたとい う報せを耳 にした国王と セバスチャン が執務を
中断して駆けつけ て来る。
「おお、無事だっ たか。救世 主殿！」
国王はシメオン の手をとり 無事を喜んだ 。
「ええ、おかげ様 ですっかり 。もう元気一 杯です」
気を取り直して シメオンは 国王に応える 。
「シメオン様、御 無事でなり よりでござい ます。…… しかしながら 、シメオン様 はあの時、
何故マグダリア様 の部屋にい らっしゃった のでしょう な？」
セバスチャンも 国王に続い てシメオンの 快気を祝っ たが、その後 執事の厳格な 眼差しと
なり、シメオンに 問い掛けた 。
「えっ？それはっ 、そのっ… …」
恥ずかしさに顔 を真っ赤に しながら、シ メオンはし どろもどろに なる。
その仕草を眼に した国王は 、
「うむっ、シメオ ン殿。早ま ってはいかん ぞ。年頃に なれば皆恋を し、家庭を作 る。儂と
てそうじゃった。 ……だが、 それにも順序 というもの がある。王家 とあっては猶 更《なお
さら》じゃ。シメ オン殿には 、まず修道院 で力を蓄え 、堕天ルシフ ェルを打ち倒 してもら
わねばならぬ。そ れが出来ぬ うちにはマグ ダリアとの 一切の交際を 認めるわけに はいか
ん！」
と厳粛な言葉を シメオンに 投げつけた。
「は、はい……」
突き放すような 国王の言葉 に、シメオン は畏縮した ように返事を したが、その 後で王女
の父親は、
「……じゃが、無 事シメオン 殿が使命を成 し遂げて下 さったおりに は儂も是非シ メオン殿
とマグダリアの交 際を応援さ せていただこ う」
と言って豪快に 笑い、マグ ダリアも少し 困ったよう な表情をしな がら微笑んだ 。
〈今まで世界を救 うなんて、 全然実感無か ったけど、 一つ、これだ けは言える。 彼女を守
りたい！〉
心なしかしとや かになって いるように感 じられたマ グダリアの微 笑を眩しそう にシメオ

ンは見つめながら 、誓った。
「シメオン、体の 具合はいか がですか？動 けますか」
国王の笑い声が 止む頃、ロ ーレンスがシ メオンに質 問を投げかけ る。
「ああ、大丈夫だ 」
ベッドに座って いたシメオ ンは立ち上が り、四肢を 伸ばし、両手 を振り回して 応えた。
「よろしい。それ では出発す るとしましょ う。国王様 、出発の準備 は整っており ますでし
ょうか？」
覚悟を秘めた表 情でシメオ ンは頷いたが 、流石の国 王も驚きを隠 せず聞き返そ うとする。
「勿論、整ってお るが、それ にしても早す ぎはせんか ？シメオン殿 も目を覚まさ れたばか
りだし。……いや 、シメオン 殿にとっても 、ここにい るより一刻も 早く安全な修 道院に着
いた方がよいじゃ ろう。…… もう言うまい 。セバスチ ャンよ、シメ オン殿とロー レンス殿
を馬車までお連れ するのじゃ 」
「かしこまりまし た」
それからローレ ンスとシメ オンが、裏口 から新たに 用意した余り 目立たないが 立派な三
頭立ての馬車で宮 殿を後にす るまでにいさ さかの遅滞 もなかった。
非公式ながら国 王や二人の 皇女にセバス チャン、そ してマグダリ アが見送る中 で馬車は
出発する。
荷台に乗り込ん だシメオン は馬車の後部 扉を開け放 ち、手を振る 。その視線は マグダリ
アに注がれていた 。
しかし、この時 マグダリア の視線がシメ オンにでは なく、シメオ ンの背後で馬 を操るロ
ーレンスの後姿に のみ注がれ ていることに シメオンは 気付かなかっ た。

迷路
都から修道院ま で、馬車で 一週間ほどの 道のりを、 ローレンスと シメオンは順 調に、そ
して快適に進んだ 。
これまで乗って いたよりも 二周りほど大 きな、広々 とした旅行用 馬車、絨毯の 下にクッ
ションの敷かれた 柔らかい床 、多すぎるく らいのソー セージやピク ルスといった 保存用食
料、寝心地のいい 寝具、そし て『国きって 』という国 王の自負に恥 じず、多少の 風雨をも
のともせず予定通 りの行程を 刻む疲れを知 らない艶や かな｜三頭の 名馬《トロイ カ 》。
一日の旅の終着 点となる宿 場に着けば、 特にあらか じめ宿泊場所 が指定されて いたわけ
ではなかったが、 そこでは既 にシメオンと ローレンス の宿泊する手 筈が完璧に整 っており、
その宿最高の部屋 があてがわ れ、その土地 最高の御馳 走が振舞われ た。
そして翌日出発 の際に宿代 を払おうとす るや否や、 宿の亭主が血 相を変えて、
「救世主様から御 代を頂くな ど滅相もない 」
と慌てるのが常 だったが、 喋り好きな女 将が勤める 旅館では、後 ほど国から十 分な報酬
が入ることを知る ことができ た。
ちなみにローレ ンスは宿屋 の一階に設け られた飲食 店などで時折 彼等を伺う視 線を察し
ていた。
しかし、その視 線に敵意や 殺意は込めら れておらず 、ローレンス は国王の遣わ した間諜
らしい彼等が夜っ ぴて宿が襲 われたり、馬 車が盗難に 遭わないよう 番をしている ことに気
付いていたので、 シメオンに はそのことを 告げず、ロ ーレンス自身 、敢えて気付 かないよ
うな素振りをして いた。
それよりも、ロ ーレンスは シメオンがバ アルゼブブ に襲われた際 ずっとわだか まってい
た『悪い予感』が 今では消え ていることに 安堵してい たのだった。
一方シメオンは そんなこと は露知らず自 らの恵まれ た境遇を手放 しで喜び、近 くにある
温泉で旅の疲れを 取ったり、 ローレンスの 許可を得て 宿主の案内で 近くの名所を 案内して
もらったりしてい たが、そん な彼にも旅を するに連れ て唯一の気が かりが芽生え ていった。
それは、宿や旅 の道すがら で耳にする修 道院を取り 巻く森に関す る情報だった 。
「やはり修道士様 の住む場所 だけあっての う。森の手 前からは山頂 付近に修道院 の建てら
れたストア山が高 くそびえた っているのが 眼前からは っきりと目に 取れるのじゃ が、どう
してもそこまで辿 りつく事が 出来ん。儂も 若い頃、興 味本位で一度 だけ修道院に 行ってみ
ようとその森に入 ったのじゃ が、どうやっ ても山まで 辿り着くこと はできんかっ た」
ある宿で出会っ た老人はこ う語り、また 道の途中で 出会った若い 旅人は、
「迷わずの森へ行 くのかい？ やめときなよ 。あそこは ストア山へ行 こうとして入 り込んだ
って何回試してみ てもすぐに 森の外へ出ち まうんだか ら。森の中で 迷っちまうこ ともない。
預言者様でなきゃ 通れないよ うになってい るらしい。 あれ、ひょっ とすると預言 者様か
い？」
と僧衣姿のロー レンスに驚 いた。
旅が終わりに近 付き、遠く に岩肌の露出 した峻厳《 しゅんげん》 なストア山が 臨むにあ
たって不安に駆ら れたシメオ ンが尋ねると 、
「おそらく、何ら かの結界が 張っているん でしょうね 」

ローレンスはう ろたえる素 振りもなく、 冷静に答え る。
「けっ、結界…… 」
マグダリアの部 屋で窮地に 陥った際怪し く緑色に光 った地面の緑 色を思い出し たシメオ
ンは冷や汗を流す 。
「心配ありません よ。これま で得られた情 報から察す るに、結界と いっても預言 者の能力
を判別してそれ以 外の侵入を 防ぐという目 的に作られ た結界のよう ですし。迷う こともな
く森からすぐに出 てしまうと いうのがその 証拠です。 邪悪な存在に はそれなりの 対抗措置
が講じられている でしょうが ね……」
シメオンの表情 を察したロ ーレンスは端 麗な表情を 微笑ませた。
やがて木々の向 こうにスト ア山がそびえ たつ迷わず の森の入り口 に馬車が近付 いたとき、
馬車の手綱を引い ていたシメ オンは入り口 付近の小さ な岩に腰掛け る一人の老人 の姿を目
にした。
「ここから先は霊 山ストアの 領域、馬車を 捨て徒歩で 行けい！…… もっとも、馬 の通れる
道でもないがな」
両手で杖をつい た、いかに も厳格そうな 眼つきをし た白髪白髯の 老人は、シメ オンの乗
る馬車が近付くと しゃがれた 声で一喝した 。
驚いたシメオン は慌てて馬 車を止め、慌 てて御者台 から飛び降り る。隣には既 にローレ
ンスは落ち着いた 様子で佇《 たたず》んで いる。どう やら老人に一 喝されるより も前から
馬車を降りていた ようだ。
それからシメオ ンが森の中 を見渡すと、 道はなく岩 場や低木、巨 大な木々の根 が地面に
張り付いており、 老人が言う 通りとてもじ ゃないが馬 車が通れそう にもない。
「馬と馬車、どう しよう…… 」
心細そうにシメ オンがロー レンスに相談 すると、突 如老人が、
「あそこにいる連 中に持って いってもらえ ばいいじゃ ろ」
と口を開き、鷹 揚に地面に 落ちていた小 石を拾い、 放り投げる。
小石は老人が座 ったまま投 げたとは思え ない飛距離 を飛んで、馬 車の遥か後方 、先程通
り過ぎた道の傍ら にあった大 きな岩の裏側 に落ちる。
「ここにある、馬 と馬車、お 前らが都に持 ってけい！ 」
一瞬、人影が覗 いた大岩に 老人は怒鳴り つけた。
「お爺さんはここ で何をして いるんですか ？」
老人が投げた小 石の飛距離 、岩陰の人影 、はたまた 老人の怒号に 驚かされたシ メオンが
恐る恐る尋ねると 、老人は、
「ふんっ」
と不機嫌そうに 鼻を鳴らし 、
「お前のような不 届き者の為 にここで見張 りの番をし ているのじゃ ！」
と再び一喝し、 シメオンと ローレンスを 射るように 交互に睨みつ けてから、僧 衣のロー
レンスに視線を定 める。
「コヤツは、紛れ もない預言 者の力を持っ ておる。そ の力が体中か ら滲み出てお るし、何
よりもその霊気が 清廉潔癖を 証明しておる わ。森を抜 ける能力も、 そして資格も あるじゃ
ろう……。しかし ！」

老人は少し意地 悪そうにシ メオンを振り 返る。
「お主は怪しいの う。その力 が全く感じら れんわ。… …そこでじゃ ！」
ローレンスとシ メオンを同 時に見つめる 老人。
「お主らは別々に 森へ入って もらおう！」
「えっ！？」
老人の宣告に度 肝を抜かれ たシメオンは 老人を、続 いて救いを求 めるようにロ ーレンス
を見つめる。
シメオンがロー レンスを振 り向いたのは 、当然ロー レンスなら反 論してくれる だろうと
考えてのことだっ たが、結果 はそうはなら ず、先ほど から何かを看 取していたか のようだ
ったローレンスは 、一瞬考え てから、
「わかりました」
と老人の提案に 同意した。 そして、シメ オンに
「あなたなら出来 ます。精神 を集中させて 、出口を感 じ取るのです 」
と助言すると、 水晶の杖を 片手に森へと 分け入って いった。やが て、ローレン スの姿は
森の中へと消えて 行く。
シメオンはその 後姿を見な がら狼狽し、 まごついて いたが、
「お前の番じゃ、 行って来い ！」
という老人の怒 鳴り声に押 され、逃げる かのように 森の中へ駆け 込んでいった 。
＊＊＊＊＊
大木に茂る枝葉 に太陽の光 を奪われた森 の中をロー レンスは歩ん でいた。森の 外からは
くっきりとその姿 を顕わにし ていたストア 山の位置も 、ここからは 全くわからな い。
鳥達の囀《さえ ず》りや虫 の鳴き声が唯 一森の静寂 を打ち消すよ うに響いてい るが、美
しいその鳴き声も 今のローレ ンスには心細 く感じられ る。
〈きっと大丈夫だ 。真っ直ぐ 進んでいるん だし、そし て何よりも僕 はミカエルを 召喚した
預言者なんだから 、出口に出 られるはずだ 。自分を信 じろ！〉
森に入ってから 幾度となく 心の中で叫ん で来た言葉 をシメオンは もう一度繰り 返す。
大木の根を乗り 越え、草を 掻き分ける。 暫くして薄 暗い視界が明 るくなってく る。
〈出口だ！〉
最後の瞬間、地 面の蔦《つ た》に足を取 られ、転が りながらシメ オンは森の外 へと抜け
出す。
森を抜けた達成 感と安心感 に包まれたロ ーレンスだ ったが、顔を 見上げた瞬間 、その表
情は驚きに変わっ た。
「そ、そんな…… 」
シメオンの表情 が驚きから 落胆へと変わ る。無理も ない。顔を上 げたその先に は、先ほ
どと同じ杖をつい て石に座る 老人の姿があ ったのだか ら。
「はっはっはっ！ 真っ直ぐ進 んでいるのだ から森を抜 けられるとで も思ったか！ ほら、も
ういっちょ行って 来い！」
それ見たことか と老人は愉 快そうに笑う 。

「ちっ、ちくしょ ーっ！」
悔し紛れに、こ う捨て台詞 を老人に残し てシメオン は再び森へと 駆け入り、森 を一直線
に突き進んでいく が、暫くし てから思い立 ったように 森の中で立ち 止まり、拳を 掌に叩き
つけた。
「あっ、そうか。 真っ直ぐ進 んで入り口に 戻ったんだ から、その逆 を、つまりは 途中で引
き返せば出口に出 れるんだ。 きっと、この 結界はそう いうからくり なんだ」
そう独り言を言 うと、シメ オンはやにわ に後ろを振 り返り、入り 口だった方向 に向かっ
て走り出した。そ れから暫く して、再び薄 暗い森の視 界が明るくな り、出口が近 付いてく
る。
〈今度こそ出口だ ！〉
そう、心の中で 叫びながら 森の外へ出た シメオンだ ったが、彼を 待っていたの はローレ
ンスでもストア山 でもなく、 相変わらず石 に座った老 人だった。シ メオンは思わ ずその場
に座り込み、空を 仰ぐ。
「今度は、引き返 せば出口に 出られるとで も思ったん じゃろ。図星 か？このまま では日が
暮れてしまうぞい 」
再び笑う老人。
シメオンは一瞬 老人に腹を 立てたが、す ぐに自分が 情けなくなっ た。
〈大賢者バハクク が命を賭け てまで守って くれて、ロ ーレンスが一 生懸命守って くれて、
国王様まで手助け してくれて 、それでよう やっとここ まで来たって いうのに、こ んなとこ
ろでなにやってる んだろ 。〉
力なく俯《うつ む》いたシ メオンの心情 を知ってか 知らずか老人 はふと笑いを 止め、厳
格な面持ちでシメ オンに語り かける。
「これも修行じゃ 。瞑想《め いそう》し、 精神を集中 させよ。出口 まで辿り着く のではな
く、森に出口を訊 くがよい。 ほら、お前に はバハクク から託された 玉石があるじ ゃろうが
……」
「バハククの事を 何故！？御 爺さんは一体 ……」
「修道院まで辿り 着ければわ かるて」
驚くシメオンに 老人はそう 言葉を残すと 、霧の様に 姿を消した。
シメオンは暫く 茫然と立ち 尽くしていた が、再び森 へと入ってい く。その表情 は先ほど
とは別人のような 決意に満ち ていた。
再び森の中ほど まで真っ直 ぐ進んだが、 今度は直進 するのでも引 き返すのでも なく、目
に入った平坦な座 るのに手頃 な岩に胡坐を かき、バハ ククから授か った玉石を目 の前に置
いて両手を組み合 わせ目を閉 じ瞑想を始め る。
やがて無造作に 置かれた玉 石が輝き出し て浮遊し、 あのバハクク やローレンス が玉石で
秘儀を行うのと同 様の幾何学 的な配列を描 いたかと思 うと、一陣の 風が吹き、太 陽が入り
込まない筈の薄暗 い森の中に 一閃の光が差 し込んで、 それが玉石に 反射し何かを 照らした。
ゆっくりと目を 開けたシメ オンはその光 が森の中で 一際大きな老 木の幹に注が れている
のを目にすると、 宙に浮く玉 石を掴み、立 ち上がった 。
玉石はシメオン の手の中で 依然として輝 き続け巨木 の幹を照らし 続ける。
巨大な老木に到 達したシメ オンが光の照 らす幹に手 を触れると、 その手は光の 奥へと吸

い込まれていく。 シメオンは 迷うことなく 光の中に全 身を預けた。
次の瞬間、シメ オンの身体 は光のドアか ら草原へと 投げ出されて いた。空を仰 ぐと太陽
が輝き、眼前に岩 肌を剥き出 したストア山 がそびえた ち、傍《そば 》にはローレ ンスがい
る。
「おめでとう。無 事、森を抜 けましたね」
「ああ、有難う。 それにして もあの御爺さ んの正体は 何なんだろう ？」
シメオンはロー レンスの差 し出した手に 助け起こさ れながら、感 謝と、そして 疑問を呟
く。
「きっと行けばわ かりますよ 」
何かを仄めかす ように答え 先に進んだロ ーレンスに 続いて、シメ オンはストア 山を登り
始めた。

修行
登攀《とうはん 》を開始し てからどれだ けの時間が 流れただろう 。
道なき険路を歩 き、時には 目の前に立ち はだかる岩 盤だけを見つ め、両手両足 を固定さ
せ一歩ずつ険しい 崖をよじ登 っていたシメ オンが、荒 い息を吐きな がらふと我に 返ったよ
うに後方を振り向 いたとき、 中空に高く舞 い上がって いた太陽は、 今や地平線に その半円
を沈ませていた。
遥か下方、険峻 な稜線の先 には試行錯誤 の末に通り 抜けた森の木 々が、まるで 砂粒のよ
うに小さく感じら れたが、不 思議な程に恐 怖は感じな かった。
これまで、シメ オンは心の 隅に修道院が 何故このよ うな遠隔の地 に位置してい るのか理
解しがたい気持ち を抱えてい たが、こうし て山腹から 振り返った瞬 間、孤絶と天 上との対
話を求める求道者 達が、その 仲介の地に相 応しいこの 山中に居を構 えるのは寧ろ 自然なこ
とのように感じた 。
「さあ、そろそろ 着きますよ 」
先を行くローレ ンスの声に わずかばかり の乱れもな いのは流石と しかいいよう がない。
「ああ」
そう応えてシメ オンが急斜 面を登りきる と、どうや ら山頂付近の 平坦な起伏の ない箇所
に到達したようで 、それまで 岩壁に遮られ ていた視界 が開け、その 先には礼拝堂 と思しき
建物と小さな窓の 沢山付いた 住居棟からな る、簡素な 石造りの建物 が目に入った 。
その山中に剥き 出した岩壁 と同質の屋根 や壁面から なるその外観 は、厳然とそ びえ立つ
ストア山の威容と 調和してお り、世を忍ぶ 隠者の住処 としてはうっ てつけのよう だったが、
一方でシメオンに はあのバハ ククの命を奪 った人外の 勢力に抗する 本拠地であり 、ローレ
ンスのような超絶 的な秘術を 操る預言者た ちを育成す る組織の砦と しては頼りな い感じが
しないでもなかっ た。
進行方向に面し た扉から礼 拝堂へと入っ ていく。
だだっ広い壁面 に天使や古 代の聖者を描 いた絵画が 配され、中央 奥には祈りの 祭壇が設
けられ神聖な雰囲 気を漂わせ ていたが、目 に付いたの はそれぐらい であり、祭壇 に向かっ
て平行に造られた 椅子も簡素 な石製で、外 観と同様に 素朴だった。
シメオンとロー レンスが礼 拝堂で佇んで いると、や がて部屋の奥 隅にあるドア が開いた
かと思うと、黒い 修道服に身 を包み黒衣の フードで頭 部を覆った一 人の修道僧が 姿を現し
た。その面貌はフ ードで出来 た影のせいで 闇に埋もれ ている。
「ミカエルの召喚 者とバハク クの弟子よ、 長旅御苦労 じゃった。儂 が修道院長の シトーじ
ゃ」
最初に登場した 修道僧がシ メオンとロー レンスにこ う語りかけそ のフードを脱 いだとき、
シメオンは聞いた ことのある 凄みのある声 と、森の入 り口で見た、 厳格そうな顔 つきと顎
ひげに驚きの声を 漏らした。
「あっ、あれっ、 あの時の御 爺さん！」
「爺さんとは何じ ゃ、けしか らん！まあよ いわ。…… ところでバハ ククの弟子に は見破ら
れていたみたいじ ゃの」
シトーはシメオ ンを一喝し た後で冷静な 表情を崩さ ないローレン スの方を振り 向き、語

りかけた。
「私はローレンス 、こちらは シメオンにご ざいます」
丁重に頭を垂れ 、ローレン スは続ける。
「私が驚いていな いのは、最 初森の入り口 でシトー殿 と出会った際 、師バハクク とは多少
波動は異なります がそれに匹 敵するエネル ギーを感じ たからです。 それにバハク ク殿から
は何度もシトー様 のお名前を 聞き及んでい ました」
「ふん、で、バハ ククは儂の ことを何と？ 」
シトーは不機嫌 そうに鼻を 鳴らした。
「恐れながら…… 、腐れ縁の ひねくれた頑 固爺と。と はいえ儂と同 様の力、いや 、酒を飲
んでいない分儂よ り強いかも しれん……し かし、酒天 使の守護の分 だけやはり儂 の方が強
いかな……等と仰 っておられ ました」
ローレンスは微 笑する。
「ふん、飲んだく れの奴らし いわい。…… ところで奴 は……逝った か……」
シトーは再び鼻 を鳴らし憎 まれ口を叩い たが、ロー レンスの持つ シトーから受 け継いだ
水晶の杖に目をや ると呟くよ うに尋ねる。
「はい……。シメ オンを、そ して私や村の 人々、そし て何よりも私 達全ての未来 を守るた
め師バハククは自 らの命と引 き換えにルシ フェルを退 けました。し かし……」
ローレンスは視 線を落とす 。
「……ミカエルで なくてはル シフェルを倒 すことは出 来んし、それ はバハククに も儂にも
出来んことじゃ… …。そこの 小僧意外はな 、ふん。じ ゃから、コイ ツを連れてこ こまで来
たんじゃろう」
シトーはローレ ンスの言葉 を引き取り、 尋ねた。
「はい。息を引き 取る間際、 師バハククが 安全な修道 院に一刻も早 くシメオンを 移し、そ
こで堕天使ルシフ ェルに対抗 すべく力を養 うよう言い 残されました 」
頷くシトー。
「うむ、ここまで の危険な長 旅、御苦労じ ゃった。小 僧がミカエル を召喚したの はこちら
でも感知しておっ たのだが、 近くに手の空 いている修 道士が配置さ れておらんで な。ルシ
フェルの復活と呼 応するよう に魔物の強さ も発生する 頻度も上がり 、死傷者も増 え、修道
士不足に陥ってい るのが現状 じゃ。都に修 道士を常駐 することさえ ままならん… …」
険しい表情が一 瞬苦渋に歪 んだが、すぐ に崇高な冷 静さを取り戻 し、続ける。
「まあ、バハクク が育てただ けあって、お 主ほどの使 い手は修道院 にもそうはお らん。心
配はしておらんか ったがの… …。ところで ルシフェル が再び力を取 り戻すまでの 期間につ
いて、バハククは 何か言って おったか？」
「およそ三年と」
「三年か……。そ れだけあれ ば、何とかな るじゃろ。 ……確かシメ オンじゃった な」
シトーの鋭い眼 光はシメオ ンを刺す。
「は、はい！」
「遥か昔、知恵《 ダート》の 実を食べてし まった人間 は神と天使の 加護を失った 。しかし、
ルシフェルが復活 した後、｜ 生命の樹《セ フィロト》 に宿りし力を 与えられし人 、すなわ
ち預言者が顕れた 。預言者た ちはこれ以上 の罪を犯さ ぬよう、人里 を離れ、修行 の日々を

送っている。しか し、彼らと て人が最初に 犯した過ち 、すなわち知 恵《ダート》 の実を食
べてしまった過ち を免れるこ とは出来なか った。つま り、原罪の罰 として｜生命 の樹《セ
フィロト》の奥義 、知恵《ダ ート》の力は 与えられな かったのじゃ 。しかし、神 のはから
いじゃろうか、世 に一人だけ 、神より与え られし知恵 《ダート》の 力を宿したる 『無原罪
の御宿り』｜が遣 わされた。 その『無原罪 の御宿り』 ｜だけがミカ エルを召還す ることが
できる。それがお 主じゃ！」
「『 無原罪の御宿り』｜…… 」
シメオンは初め て耳にする 言葉を繰り返 す。
「お主はこれから 修道士とな り、祈りと禁 欲、労働、 そして何より もルシフェル を倒すこ
との出来る、ミカ エルの召喚 者に相応しい 力を身につ けるための修 行を行っても らう！悪
徳を避け、穢れの ない暮らし の中で自らを 磨き、力を 高めよ！」
「はっ、はいっ！ 」
シメオンは厳粛 な使命に身 を震わせて応 えたが、シ トーが
「ちなみに、霊山 ストアは女 人禁制、修道 士の精神調 和を惑わし、 その力を失わ せる色欲
の沙汰はもっての ほか！」
と宣言した際に 思わず、
「えっ……！？」
と、女人という 言葉にマグ ダリアの美し い妖精のよ うな姿を想像 し、シトーが 示した修
道士としての禁忌 に、あから さまな驚きと 不満を含ん だ声を上げそ うになったが 、ルシフ
ェル討伐の後はマ グダリアと シメオンの恋 路を応援す ると言った国 王の約束を思 い返して
言葉を飲み込む。
「修道院の歴史の 中で、自ら の力を悪事に 用い、或い はその力で人 を無闇に殺生 した外道
はすべからくその 力を失って おる！色欲の 戒を破った 場合もじゃ！ 」
すぐさまシトー の怒号が続 く。
「修行は過酷、儂 が直々に痛 めつけてやる わ！お主に 与えられたミ カエル召喚者 としての
資質の分だけその 責務も甚大 じゃ、覚悟し ておけ！」
「……はいっ！」
〈ここで頑張って 数年後ルシ フェルを倒せ ば、新たな 人生が僕を待 っている…… 。〉
期待と不安を交 錯させなが らシメオンは ふと傍らに いるローレン スに目を遣る 。
一方でシトーも ローレンス に視線を移し 、再び口を 開く。
「ところでお主は どうする？ 今までバハク クとそうし て来たように 各地を巡りな がら魔物
と対峙する日々を おくるもよ し、それとも 望むなら世 間の暮らしに 溶け込み、俗 世の暮ら
しを送るのも構わ ん。自然と その能力は失 われるじゃ ろうが……。 まあ、どうし てもとい
うならここに置い とかんわけ でもないがの ……」
「師バハククと各 地を放浪し ていたのはミ カエルの召 喚者捜索の為 、それに私は もともと
教会に生まれた身 、禁欲的な 暮らしの方が 性に合って おります。御 許しが頂ける ならロー
レンスの修行に力 添えさせて ください」
少々屈折したシ トーの提案 に何ら血色を 変えること なくローレン スは修道院滞 在の願い
を申し出る。
〈教会の出か、な るほどな… … 。〉

この時、シメオ ンにはロー レンスがその 所作一つ一 つに醸し出す 清浄な雰囲気 の理由を
幾分か理解したよ うな気がし た。
「うむ、それでは シメオンの 隣に部屋を用 意しよう」
シトーが申し出 を了承して 間もなくであ る。安心感 からか先程か ら感じていた 素朴な疑
問がシメオンの口 を突いて出 た。
「だけど、ここで 修行をする のか。何か、 ちょっと想 像と違うな。 それにもし魔 物たちが
やってきたらどう するんだろ ……人気もな いし」
「ふん、小僧ちょ っとついて 来い」
シトーはその言 葉に再び大 きく鼻を鳴ら すと後ろを 振り返って歩 き出し、背後 からシメ
オンとローレンス に指で合図 をする。
間もなくシメオ ンとローレ ンスがシトー に連れられ てやってきた のは祭壇後方 のドアか
ら繋がっているも う一つの小 さな聖堂で、 そこには過 去の聖人達の 遺物らしい聖 杯や僧衣、
棺などが整然と陳 列されてい る。邪を寄せ 付けないよ うな荘厳な雰 囲気が漂って はいるが、
しかしながらだか らといって そこ以外に出 入り口があ るわけでもな い。
シメオンが不審 に駆られた その時である 。シトーが 部屋の隅に移 動したかと思 うと、何
もないその空間で 何やらブツ ブツと詠唱を 始めた。
その次の瞬間で ある。何も ないかに思わ れた片隅の 地面がぽっか りと穴を開け 、地下に
続く階段が現れた のである。
「ついて来い」
驚くシメオンを 省みること もなく、シト ーは階段を 降りて行く。 ローレンスが シトーに
続き、最後にシメ オンが臆病 風に吹かれな がらもその 後について行 く。
シメオンが暫く 階段を降り て行くと、上 方でフッと 音がして振り 返ると出入り 口がその
姿を消し、壁面に 設置された 松明の薄暗い 光のみが階 段を照らす。
細く暗い階段を 下り終える と、左右に扉 が続き、天 井に鍾乳石の 垂れ下がった 広い通路
が姿を現す。
「こんな場所が… …」
シメオンは思わ ず感嘆の声 を漏らした。
「ストア山は巨大 な地下要塞 《カタコンベ 》となって おる。数十年 前、ここでル シフェル
との決戦が行われ 、地上の聖 堂はすぐに破 壊されたが 、ここは落ち んかったわ」
老人の口から、 迷わずの森 でシメオンが 聞いたあの しわがれた哄 笑が飛び出る 。
それからいくつ もの分岐を 越えた先の扉 の前でシト ーは足を止め た。
「ここじゃ」
そう言って、シ トーが開け 放った扉の先 にある光景 は、シメオン は勿論、滅多 に動じる
ことのないローレ ンスにすら 幾分かの衝撃 を与えたよ うだった。
松明の灯った部 屋の内部に は十数人もの 黒衣を着た 修道僧達が大 きな環を造る ように座
禅を組み、熱心に 詠唱を唱え ている。
その異様は勿論 のこと、彼 等から溢れ出 るオーラの 流れがシメオ ンにすら痛い くらい感
じられた。
薄暗い室内の中 央には、大 きな円形のシ メオンが住 む大陸地図が 置かれ、その 上には黒
衣の詠唱者たちの 能力によっ てそれぞれ規 模と色調・ 濃淡を異にし て光る白と黒 の無数の

点滅が輝いている 。
「ここが修道院の 肝となる堕 天と悪魔、そ れに修道士 の居場所を探 査し、そして 預言者の
資質を持った世人 を発掘する ための特務機 関じゃ。優 れた預言者の 資質を持つ高 僧達が、
交代で昼夜休むこ となく探査 を続けておる 。ほぼ全て の計画はここ から得られる 情報を基
に立案されておる 」
薄闇から漆黒に 溶け込んだ シトーの声が 聞こえる。
「じゃあ、僕達の 行動も？」
「うむ。ここに辿 り着くまで は把握してお った。しか し、お主の能 力はここから 感知でき
ないほどに微弱。 バハククが いなければお 主は魔物の 餌食となり、 今はこの世に おらんじ
ゃったろう」
質問にシトーの 残酷な回答 を返されたシ メオンの背 中には冷や汗 が流れた。
「この地図からル シフェルの 居場所を探る ことは出来 ないのですか ？傷ついたル シフェル
ならば今のシメオ ンでも恐ら く止めは刺せ る筈」
シトーの言葉か らバハクク の死を想起し たのだろう か、滅多に自 分から口を開 くことの
ないローレンスが 質問を投げ 掛ける。
「それが出来れば 今頃ここに おらんわ。… …ルシフェ ルは、或る時 は孤島の火山 の中、或
る時は深海の奥底 、また或る 時は極寒の局 地でその羽 を休めると言 われておる。 更に奴は
自らの邪気を操る 術を身に着 けておる。悔 しいが、こ こから探索す ることは不可 能じゃ…
…」
「そうですか…… 」
ローレンスの声 が落胆に沈 む。
「……じゃが、し かし」
シトーは冷酷な 回答に補足 を加える。
「一つだけ間違い なく言える ことがある。 それは、間 違いなくルシ フェルがシメ オンの命
を狙っていると言 うことじゃ 。いずれ、き っとルシフ ェルは大軍を 率いてストア 山に攻め
入るじゃろう。そ れが決戦の 時となる。… …地下要塞 《カタコンベ 》には長い戦 いを勝ち
抜くための貯蔵庫 は勿論、宿 泊施設や怪我 人の為の治 療設備、東西 の秘儀を集め た巨大図
書館に広大な修行 場、必要な 物は全て揃っ ておる。来 るべき戦いに 備え、力を養 うがよい」
二人に語るしわ がれたシト ーの声には何 人にも揺る がせない壮絶 な決意が込め られてい
た。
こうしてシメオ ン達の修道 生活が始まっ た。
＊＊＊＊＊
修道院での暮ら しはシトー の述べた通り 、祈りと禁 欲、そして労 働を基調とし た、節制
と謹厳さより成り 立っていた 。
起床は太陽が昇 るより早く 、その後数時 間が祈りと 瞑想に費やさ れた。
「意識を無にして 呼吸を調和 させ、｜生命 の樹《セフ ィロト》を思 い描くのじゃ 」
黒衣に身を包み 、祈祷台に 玉石を置いて 目を閉じ、 両膝に手を付 き座禅をする シメオン
にシトーは語りか ける。

「｜生命の樹《セ フィロト》 は神の肉体を 象徴してお る。それは王 冠《ケテル 》、 洞察
《ホクマー 》、 理解《ビナー 》、 慈悲《ヘ セド 》、 公正《ケプラー 》、 美《ティフェレ
ト 》、 永遠《ネツァー 》、 反響《ホド 》、 基礎《イエ ソド 》、 王国《マルクト》 の属性
《セフィラ》より 成り、雷の 閃光により互 いに関連し ておる」
シトーの声に従 ってシメオ ンが呼吸を整 え、心像を 浮かべ精神を 集中すると、 無造作に
於かれていた玉石 が配列をな し、その一つ 一つが順に 光を帯びてい く。
「王冠《ケテル》 の神的属性 は洞察《ホク マー》に作 用し、神の霊 感を顕現させ る。そし
てその霊感は洞察 《ホクマー 》に於いて理 知として平 衡を保ち、こ の三つの属性 《セフィ
ラ》は至高の世界 を表してお る」
｜生命の樹《セ フィロト》 は上方に位置 する三つの 属性《セフィ ラ》が光を放 ち、互い
に光線で結ばれ三 極構造《ト ライアングル 》を形成す る。
「一方｜洞察《ホ クマー》の 理知は慈悲《 ヘセド》と 公正《ケプラ ー》に至り、 愛と正義、
美《ティフ ェレト》

は洞察《ホクマ ー》・理

相反する原理は美 《ティフェ レト》に自ら の居場所を 見出すじゃろ う。この三つ の属性
《セフィラ》は神 の偉大なる 魂を、更に
解《ビナー》と結 び付き精霊 を象徴する」

はこうして永遠 《ネツァー 》、 反響《ホ ド》に伝わり 、永遠の

更に三つの玉石 が光を放ち 始め、互いに 結びつき新 たに二つの三 極構造《トラ イアング
美《ティフェレト》

ル》を形作る。
「

勝利と、その反響 としての栄 光を手にする 。この三つ の属性《セフ ィラ》は神の 使いがこ
の世にもたらす力 を表してお る」
新たに二つの属 性《セフィ ラ》が輝いて 結びつき、 更にもう一つ の三極構造《 トライア
ングル》を形作る 。
「そして、その力 が万物の属 性を含んだ基 礎《イエソ ド》に至り、 王国《マルク ト》を通
して降臨するとき 、『無原罪 の御宿り』｜ に秘められ し知恵《ダー ト》の力が顕 れるのじ
ゃ！」
シトーが叫び、 シメオンが 目をかっと見 開いた瞬間 、属性《セフ ィラ》は更に 有機的に
結びつき、眩く光 って中空に 集結し、巨大 な光芒を放 った。
「神の顕れである 自らの肉体 と神の肉体で ある世界は 本質的に同一 じゃ……その 感覚忘れ
るでないぞ」
これが瞑想を終 えたシメオ ンに決まって 口にするシ トーの言葉だ った。
こうして瞑想を 終えると、 ようやく食事 の時間とな った。朝食《 ブランチ》は 質素その
もので、塩で味付 けしたパン と野菜、飲み 物は水だけ だった。
食事となるパン と野菜は、 その後の労働 によって賄 われた。修道 院の周辺には 断崖を縫
うようにして麦と 野菜の畑が 点在しており 、修道院内 にはパンを作 るための粉引 き所や焼
き釜も存在した。
もともと父の畑 仕事を手伝 っていたシメ オンにとっ てこの労働の 時間は憩いの 時であり、
作物を無事育てる 為の様々な 試みは数年後 に待ち構え ている決戦の 恐怖と、時々 マグダリ
アを想像したとき に生まれる 自らの邪念を 忘れさせ、 肉体的消耗は 快適な眠りを 約束した。
余談だが、シト ーは先の大 戦以来滅多に ストア山を 出ようとはせ ず、迷わずの 森の入り
口でローレンスを からかった のは、彼なり の歓迎だっ たのだという ことをシメオ ンが修道

僧の一人から聞か されたのは 、この畑仕事 の合間だっ た。
ちなみに畑では 葡萄も栽培 されており、 収穫された 葡萄は労働後 の正餐で葡萄 酒として
供された。
正餐後、消灯前 の祈りと瞑 想までの間シ メオンに課 せられた修行 はシトーの言 葉通り過
酷だった。
ある時、ローレ ンスを伴っ たシトーは、 地下要塞《 カタコンベ》 の地下深くま でシメオ
ンを引率し、傍の 水面を指差 してこう言っ た。
「この地底湖は溺 れれば命が 助からんどこ ろか死体を 捜すことすら 出来ん深く入 り組んだ
湖じゃ。じゃが、 預言者であ れば水面を渡 るは初歩の 初歩。獅子は 自らの子を千 尋の谷に
落とすという…… 」
「まさかっ、えっ ？」
シトーは驚きの 表情を浮か べたシメオン を背後から したたか蹴り 、シメオンは その勢い
で地底湖の中央付 近に飛び落 ちた。
〈う、嘘だろ？が はっ……ご ぼっ…… 。〉
シメオンは厳し い視線でシ メオンを捉え るシトーと 、心配そうに シメオンを見 つめるロ
ーレンスを視界に しながら水 面付近で暫く もがいてい たが、やがて 力尽き、透明 ながら底
の窺い知れぬ地底 湖の水中へ とその身を沈 めていった 。
間もなくシメオ ンの生死を 案じたローレ ンスは水中 に飛び込もう としたが、そ の時シト
ーはローレンスの 肩を押さえ て静かに、
「シメオンを信じ るのじゃ」
と語った。
その直後である 。地底湖の 底で何かが光 ったかと思 うと水面の中 央から巨大な 穴が開い
たように水面に円 柱状の空間 が発生し、大 量の地底湖 の水が溢れ出 し、周囲を濡 らすと同
時にそこから光を 帯びた気を 失ったシメオ ンの姿が浮 き上がり、水 面の上方に浮 遊した。
「これが『無原罪 の御宿り』 ｜の力……」
驚異的な飛翔力 で地を飛び 、シメオンを 抱きかかえ て地底湖の対 岸に着地した ローレン
スを視界に捉えな がらシトー は感嘆の声を 漏らした。
そしてまたある 時、シトー はシメオンに ストア山頂 で三日間の瞑 想を命じた。
シメオンは最初 の数時間、 熱心にシトー から学んだ 瞑想法を守っ ていたが、や がて集中
力を失い、一日目 は退屈に、 そして二日目 は絶食によ る飢餓に苦し められた。
しかしながら飢 餓による苦 しみの峠を越 えた三日目 からシメオン に変化が訪れ る。
飢えの感覚が次 第に無くな り、自らの内 面的苦痛が 無くなってい き、遂には自 らを自己
存在としてではな く、世界を 構成する有機 的組織の一 つとして捉え 、｜生命の樹 《セフィ
ロト》を自らの中 にはっきり と感じた。
こうして瞑想の 終焉を告げ る朝の光を感 じ、シメオ ンが眼を見開 いたとき、自 らの体が
中空を浮き上がっ ており、そ していつの間 にか眼前に 現れた大天使 ミカエルが天 の翼を羽
ばたかせているこ とにシメオ ン自身が誰よ りも驚いた のだった。
「遂にミカエルを 自ら召喚し おった」
ローレンスと共 に遠くから シメオンを見 守っていた シトーは感嘆 の声を上げた 。
一方、修道院で の修行の中 でシメオンの 預言者とし ての能力と同 様、ある事柄 が育まれ

た。それは、シメ オンとロー レンスの友情 だった。
その発端となっ たのは、修 道院に到着し てから数日 後に起こった シメオンにと っては思
いがけない出来事 だった。ロ ーレンスが病 に伏せった のである。
「これは過労じゃ な。とはい っても預言者 が倒れるく らいじゃ、並 大抵の過労じ ゃない。
おそらく何年にも わたる疲労 が蓄積してい たのが、こ こに来て表に 出たんじゃろ う。まあ、
あの第賢者バハク ク殿の供を 幼少から勤め 、ミカエル の召喚者を求 めて諸国を延 々と旅し
ていたのじゃから 、無理もあ るまい……」
ローレンスの治 療にあたっ た治療術に長 けた老僧は その手から不 思議なオーラ を発しな
がら、ぐったりと 寝込むロー レンスに手を 翳し、暫く してから心配 そうにローレ ンスを見
守るシメオンに診 断結果を述 べると、いく つかの薬草 を処方した。
この時までシメ オンにとっ てローレンス は、彼を守 る超人のよう な完全な存在 だった。
そのローレンスが シメオンの 見守る中、ベ ッドで荒い 息をたててい る。それはシ メオンに
とって信じられな い出来事で はあったが、 同時にロー レンスも一人 の人間なのだ と気付き、
それが何故かシメ オンには喜 ばしかった。
それから一週間 ほど、全快 するまでシメ オンは熱心 にローレンス を見舞った。
加えて、黒衣の 修道服を規 則付けられて いた修道院 で、その集団 生活を完全に 受け入れ
るかに思われたロ ーレンスが 自らの白い僧 衣に対して 過剰にこだわ り、頑なにそ れを変え
ようとしないで遂 には頑固な シトーから着 衣の許可を もぎ取ったと いう意外な一 面もシメ
オンにとっては新 鮮で、ロー レンスに対す る親近感を 感じる要因と なった。
一方でバハクク から託され た大役を果た したローレ ンスにも心境 の変化が訪れ ているよ
うだった。以前よ りも眼つき が穏やかにな り、バハク クと各地を遍 歴していた際 には自ら
が行うとは想像も していなか ったであろう 畑仕事や料 理などの労働 に自らの喜び を見出す
ようになった。
勿論祈りや瞑想 は熱心に行 っていたけれ ども、預言 者としての自 らの能力を用 いること
はなくなり、シメ オンの修行 に付き添う以 外の場面で は滅多に秘儀 を操ることが なくなっ
た。
また、シメオン の預言者と しての能力が 成長してい く中で、ロー レンスのシメ オンへの
接し方にも変化が 生じている ようだった。
修道院までの旅 の途中、ロ ーレンスのシ メオンへの 接し方は、魔 物に対抗する 術を持た
ないシメオンをロ ーレンスが 守り続けたこ ともあって 、どこかの優 しい大人が力 のない赤
子を保護するのに 近かったの だが、シメオ ンの能力が 成長してロー レンスへと近 付くにつ
れて、ローレンス はシメオン を仲間の一人 として扱う ようになって いった。
こうして、二人 はやがて親 しく友情を交 し合うよう になり、その 友情は老僧達 の間で、
実の兄弟のようだ とも、ある いはそれ以上 だとも囁か れた。
＊＊＊＊＊
それから一年が 流れるよう に過ぎ去った ある日、都 の宮殿では時 間に追われて いるかの
ように国王が熱心 に政務を行 っていた。
「セバスチャンよ 。地方にお ける住居設備 建築の進捗 《しんちょく 》を伝えてく れい」

執務室のデスク で紙の山に 囲まれ、先程 から熱心に 書類を読んで は黄金で出来 た巨大な
判子を押し続けて いた国王は 、傍にある有 識者や役人 達を集めた様 々な会議室に 所用があ
るらしく何度も書 類を抱えて は執務室を行 き来してい たセバスチャ ンに作業を行 いながら
声を掛けた。
「只今の段階で… …およそ三 割の進捗でご ざいます」
手持ちの書類を 確認したセ バスチャンは 素早く、そ して丁重に答 える。
「何っ！？たった の三割じゃ と！？それで は完成次第 徐々に疎開を 始めたとして も間に合
わんぞ！工賃をあ げ、作業人 員を増やして とにかく完 成を急がせる のだ！」
驚いた国王は大 声でセバス チャンに命じ る。
「はっ、早速工賃 の増加と新 規雇用の法案 を用意しま す！」
「よしっ！……と ころで食料 の備蓄は進ん でおるか！ 」
国王はセバスチ ャンの返事 に大きく頷い てから更な る質疑を投げ 掛けた。
「こちらも昨年の 冷害の影響 か、現在予定 の七割程度 でございます ！」
「ぐぬぬぬぬぬっ 、ならば悪 徳商人共の買 い占めた米 を国家で買い 上げればいい じゃろ
う！どうせ奴らは 悪稼ぎする ためにたんま り溜め込ん でおるのじゃ からな！」
温厚な国王の表 情には滅多 に見せること のない苛立 ちの表情が浮 かんでいる。
「国王陛下、御言 葉ですが、 今の相場で食 料を買い占 めれば国家財 政が傾きます ぞ！」
「人命には変えら れんわ！」
セバスチャンの 反論に国王 は怒号を返し た。
「……かしこまり ました。そ れでは早速財 政会議の議 題にのせまし ょう。ところ で……」
セバスチャンは 国王の少々 無茶な提案を 承服した後 で、心配そう に言葉を濁し た。
「なんじゃ？」
「政策の実行にあ たって一部 の民衆が混乱 を起こして おります。何 か手を打って おいたほ
うが賢明かと…… 」
先程から熱心に 書類をめく り続ける国王 の手がセバ スチャンの言 葉でふと止ま る。
「うーむ、確かに 。……今扇 動者が混乱し た国民を利 用して叛乱を 起こし、国政 が乱れる
ようなことがあっ てはここま で頑張ってき た魔物によ る被害を減ら すための政策 が台無し
になってしまう。 何か手はあ るかのう…… ？」
思案に耽った国 王だったが 、暫くすると 何か思いつ いたように両 手を叩き合わ せる。
「そうじゃ。シメ オン殿じゃ 。シメオン殿 を迎え、ル シフェルとの 戦いに向けた 盛大な壮
行式を開けば勝利 を確信した 国民は団結す るに違いな い！」
「それは名案に御 座いますな 。風の噂によ れば、シメ オン殿は修道 院で着実に救 世主とし
ての実力を育まれ ているとの こと。ルシフ ェル討伐に 向けた救世主 殿の修行を中 断させて
しまうのは気にな りますが、 これも人民の ため！早速 修道院に打診 してみましょ う！」
セバスチャンも 即座に同意 したこの提案 は、早速そ の日のうちに 開かれた臨時 会議を通
過し、その日のう ちに都から は修道院に向 けた早馬が 出された。
だが、この時執 務に熱中し ていた国王に も、緊急事 態にあってマ グダリアの執 事を離れ
たセバスチャンに も、ここ一 年の間にそれ まで悪戯っ ぽい笑顔の絶 えなかったマ グダリア
が時折ふと黙り込 むようにな って窓の外か ら憂鬱気に ぼんやりと空 を眺めたり、 花瓶に活
けられた花を思い つめたよう に手に取り、 何かを念じ ながらその花 弁を一枚一枚 採り数え

るように変化して いたことに は全く気付か なかったし 、ましてや修 道院に早馬が 差し向け
られたという噂を どこからか 聞きつけたマ グダリアが 、乙女心に悲 壮な決意を固 めていた
ことは全く知る由 もなかった のである。

儀式
国王の通達は、 暫く迷わず の森の前で待 ちぼうけを 喰らった伝令 より修道院に もたらさ
れた。
「ふん、こんな時 期にお祭り 騒ぎじゃとっ 、馬鹿馬鹿 しい！」
手紙を受け取っ たシトーは 不機嫌そうに 呟いたが、 それでもその 日の夜には修 道院の狭
く暗い一室でシト ーと数人の 高僧達で会議 が開かれた 。
「……とはいえ、 各地に住居 設備が建築さ れ、倹約令 が敷かれ、遠 からず疎開が 行われる
と知った国民達の 間には混乱 が生じ、治安 が悪化して 一部にはもう 遅かれ早かれ 魔物に人
間達は滅ぼされる のだから法 や秩序は最早 無用と国家 に反旗を翻そ うとする輩が 増えてい
ると風の噂がこの 修道院まで 届いておりま すぞ」
老僧の一人が国 王の依頼に 断固拒否の姿 勢を示した シトーの言葉 に異を唱えた 。
「民心を束ね、国 家を統率す るのは国政を 預かる者の 仕事じゃろう がっ！こんな ことまで
修道士頼みとは情 けない！」
シトーはこう吐 き捨てる。
「まあまあ。…… 今の国王は 名君と謳《う た》われて おりますし、 事態が大きく ならない
うちに救世主の存 在を伝え、 治安を守り民 衆の士気を 高めようとす る判断は施政 家として
賢明」
「……それにシメ オン自身、 弛《たゆ》ま ぬ修行のお かげでミカエ ルを自らの意 思で召喚
し、その持続時間 も日々成長 しているとは いえ、厳し い修行の為か 心身ともに疲 労が蓄積
している様子」
「うむ。休養も修 行の一つで すからの。外 界に接触す るのはいい気 分転換にもな りましょ
うし、民衆の応援 は修行に対 する意欲を取 り戻させま しょう」
「幸い、ここ最近 都までの道 のりに魔物た ちの気配は なさそうじゃ しの……」
居並ぶ老僧たち が次々に口 を開く。
「……ふん。お主 らがシメオ ンを連れて行 きたいとい うなら勝手に 行くがいい！ しかし当
然じゃが儂は行か んからな！ 」
修道僧達の建言 に、シトー は不愉快そう に沈黙を守 っていたが、 暫くしてから 参加の許
可を示す捨て台詞 を吐いた。
都での儀式へ参 加する報せ がシメオンに もたらされ たのは、その 翌日の朝食だ った。
その時シメオン の心に浮か んだのは、何 よりもまず マグダリアの 笑顔だった。
〈マグダリアに会 える……。 彼女は喜んで くれるだろ うか。いや、 救世主が会い に行くん
だ。きっと喜んで くれるさ。 ひょっとする と、あの夜 みたいに、今 度は何かに取 り憑かれ
たんじゃなくて偽 りのない愛 情から再び夜 の部屋へ誘 ってくるかも しれない…… って、何
を考えてるんだ、 しっかりし なきゃ 。〉
「都に行けばセバ スチャンに も会えるね。 楽しみだな 」
シメオンが自ら の淡い恋心 と少々不純な 期待を押し 隠して、同道 を告げられた ローレン
スに声を掛ける。
ローレンスはに こやかに微 笑を返したが 、その後ど こか浮かない 様子で中空を 眺めた。

＊＊＊＊＊
それから十日程 の時を経て 始まった、国 王が今度は 御者付きで用 意した高級馬 車での都
への旅は順調に進 んだ。
シトーとの会議 で修道僧の 一人が口にし た通り魔物 が馬車を襲撃 はしなかった し、よし
んばそこらの下位 悪魔達に襲 撃されたとし ても旅人達 に擦り傷一つ 与えることが 出来なか
ったに違いない。 馬車に乗り 込んでいたの は、ローレ ンスと修行で 日を追うごと に力を増
すシメオンに加え 、高齢によ る肉体的な衰 えは隠しき れないものの 、ローレンス に勝ると
も劣らぬ能力を身 につけ、会 議にも参加し ていた二人 の高僧だった 。
シメオンは厳し い修行から 離れ、純粋に 旅を愉しん でいるようだ ったが、それ でもやは
り都が近付くに連 れ、マグダ リアの姿を想 像してか放 心して、たま に掛ける老僧 達の声に
気付かないことが 何度もあっ た。
一方でローレン スも何か思 わし気に馬車 の窓から外 を眺めること が増えていっ た。
こうして日が登 らぬうちか ら最後の宿場 を出発し、 予定通り都に 着いたのは早 朝だった。
「皆様、お越しを 御待ち申し 上げておりま した。国王 陛下や姫君様 も教会にて首 を長くし
て御待ちでござい ます」
都の入り口では セバスチャ ンが出迎え、 そのまま儀 式の会場へと 案内する。
儀式は都の外れ にある豪壮 な教会で行わ れることに なっていたが 、林に囲まれ た閑静な
教会を、告示を聞 きつけて集 まった夥しい 数の人々が 取り巻いてお り、シメオン 達の乗る
馬車が到着するや 否や歓声が 上がった。
この時、既に教 会内部には 国王の通達で 各地から集 められた諸侯 らが参列し、 シメオン
の登場を今か今か と待ち侘び ており、その 最前列には 国王や二人の 姉とともにマ グダリア
の姿も見受けられ た。
マグダリアは時 々ぼんやり とあらぬ方向 に虚ろな視 線を投げかけ ていたが、民 衆達の歓
声により、修道士 達の訪れを 知ると、緊張 したように 時々そわそわ と周囲を見渡 し始めた。
それから間もな くして教会 の高名な演奏 家による重 厚なパイプオ ルガンの低音 が鳴り響
き、どこからか現 れたこの教 会の司祭が、 広い礼拝堂 の正面奥にあ る祭壇脇の講 壇に位置
を占め、その反対 側に位置す る国きっての 名手達を集 めた聖歌隊に よる荘厳な賛 美歌が儀
式の始まりを告げ た。
歌が止むと、続 いて司祭が 聖典の朗読を 始める。鳴 り響くパイプ オルガン。儀 式は粛々
《しゅくしゅく》 と進んでい った。
この時、修道士 達は教会の 一室で登場の 機会を待っ ていた。
世話役となった 教会の助祭 達によってシ メオンには 儀式で最も重 要な役割であ る聖体変
化の役目が与えら れた。
聖体変化とはパ ンと葡萄酒 を祭壇に捧げ 、祈祷の後 参列者達に分 け与える儀礼 を指し、
修養を積んだ高僧 が祈りを与 えたパンと葡 萄酒は、神 の血肉になる と信じられて いた。
更に二人の老僧 がシメオン の脇を固め、 ローレンス が香炉《こう ろ》役を勤め ることが
決められた。
儀式を無事成功 させなけれ ばならないと いう義務感 から生まれる 緊張、マグダ リアと出
会える喜び、マグ ダリアに見 つめられる恐 怖、マグダ リアを見つめ ることの出来 る恍惚、

シメオンの胸中は 迫り来る儀 式と再開の時 に狂おしく 踊った。
暫くしてオルガ ンの音が止 む。これが登 場の合図だ った。
自らの僧衣を変 えようとし なかったロー レンスを除 いて、黒衣か ら絢爛《けん らん》た
る刺繍《ししゅう 》の施され た祭服に着替 えを済ませ た修道士達が 、長い廊下の 先にある
講壇の傍へと繋が るドアから 広い礼拝堂へ 姿を現した とき、その到 来に痺れを切 らせてい
た諸侯達からは大 きな歓声が あがった。
シメオンは重責 のプレッシ ャーからか、 明らかにそ の動作を硬く させて祭壇へ と向かい、
ローレンスや老僧 たちがその 後ろに続いた 。
シメオンの瞳は 緊張の為か 俯き加減だっ たが、しか しながらその 視線はマグダ リアの姿
を捜す。
最前列に位置し 、自らの王 権を表すよう に真っ赤な ガウンを身に 纏う国王の隣 に座る質
素ながらも格調高 い衣服に身 を包んだ三姉 妹の姿を見 つけることは 容易かったが 、国王や
二人の王女はとも かく、三姉 妹の中で最も 小振りな衣 服に身を包ん だマグダリア の表情を
見つめる勇気を持 つことが出 来なかった。
そうこうしてい る内に祭壇 に到達したシ メオンが老 僧達からパン とワインを受 け取り祭
壇に供えると、再 びパイプオ ルガンの重厚 な音色が響 く。
シメオンが参列 者達に背を 向けて祈りの 言葉を唱え 、ローレンス が乳香を燻し た三連の
鎖で繋がれた香炉 を振り、香 炉に繋がれた 鈴の音を凛 々と響かせな がらゆっくり と祭壇や
参列者の周りを歩 く。
眉目秀麗なロー レンスの容 色に、教会席 後方の諸侯 夫人達からは 溜息が漏れる 。
一方、祈りを終 えると、シ メオンは捧げ ていたパン とワインを再 び手にする。
そのパンとワイ ンが老僧達 によって切り 分けられ、 詮が抜かれる までに、再び 賛美歌が
教会を満たす。
その間、先程の 助祭たちに よって素早く 参列者達に 小皿と小さな 杯が配られて いく。
ようやく祭壇の 前で参列者 達を正面にと らえたシメ オンは、教会 が合唱に包ま れる中、
自身村の教会で歌 ったことの ある歌を口に しつつ、俯 きがちだった 瞳をあげ、決 死の勇気
を持ってマグダリ アを見つめ る。
シメオンは、マ グダリアを 見た瞬間、そ の視線がぶ つかるという 何ともロマン チックな
確信を持っていた 。
だが、後に自ら が抱いてい たその根拠の ない幻想を 思い出すたび に、何度耐え 難い羞恥
心や嫉妬に襲われ たことだろ う。シメオン の甘美な予 想は次の瞬間 ｜裏切られる こととな
ったのである。
マグダリアの視 線はシメオ ンとは異なる 方向を振り 向いており、 そして、何と その視線
の先には香炉を振 っているロ ーレンスの姿 があったの だ。
マグダリアの瞳 は潤み、頬 は紅潮してい た。
〈えっ？なんで… …？〉
一言で言い表す ことはとて も出来ないが 、敢えて言 うなれば裏切 られたような 感覚にシ
メオンは襲われた 。
やがて賛美歌が 止み、間も なく助祭に促 されたシメ オンは、老僧 達の助けを借 りて、一
人ずつ、ひとかけ らのパンと 極少量の葡萄 酒を配って いく。

その始まりとな る国王は、 シメオンから 葡萄酒の杯 を受けながら 、
「シメオン殿、立 派になった のう」
と祝福の言葉を 投げ掛けた が、シメオン には何かそ の声が遠くか ら聞こえてく るように
感じられた。
次に王女達にパ ンと葡萄酒 を分けていき 、その最後 にマグダリア の順番が来た 時にシメ
オンは、今度は正 面からはっ きりとマグダ リアの眼を 見つめた。
〈さっきローレン スを見つめ ていたのはた だの偶然か もしれない。 いや、きっと そうに違
いない 。〉
シメオンはそう 思いたかっ た。
しかし、シメオ ンの必死の 願いは届かず 、再度の試 みは疑いを確 信に変えるの みだった。
マグダリアは皿 と杯をシメ オンに差し出 していたも のの、心はこ こにあらず、 その存在
にまるで気付かな いかのよう にシメオンと は全く異な る方向に目を 泳がせており 、その視
線の先にはローレ ンスの姿が あった。
その後宮殿最上 階のバルコ ニーから市民 を集めて行 われた閲覧式 や、市の中心 街で行わ
れたパレードでも 、その後王 宮で催された かつてない 晩餐会の際も 、マグダリア は傍から
見て顕わなほどに ローレンス を目で追い、 声を掛けよ うか逡巡して いた。
一方ローレンス は、そんな マグダリアへ の対応に憂 慮しているよ うだった。
シメオンの確信 は不信と失 望へ、続いて 苛立ちとぶ つけようのな い怒りの感情 へ、最後
にはそんな自らに 対する自己 嫌悪へと循環 《ループ》 を続けた。
その翌日、早す ぎる出立を 惜しむ国王や セバスチャ ンの言葉に見 送られ、シメ オン達は
帰途についたが、 普段は事あ るごとにロー レンスと会 話を交わすシ メオンがその 旅の間ロ
ーレンスに何一つ 言葉を掛け ようとはせず 、ローレン スはそんなシ メオンを、憂 い気な表
情で時々視線を合 わせるのを 恐れるかのよ うに見つめ るのだった。

疑惑
国威発揚の為に 設けられた 祝祭からおよ そ一ヵ月程 経った夜、国 王は以前ロー レンスと
語り合う舞台とな った、宮殿 にある狭い応 接室のソフ ァに腰掛けて いた。
目の前に置かれ た酒の入っ たグラスから 察するに、 携わっている 過酷な政務の 消耗を癒
す数少ないくつろ ぎの一時を 味わっている ようだった が、その表情 は摂取したア ルコール
に疲労を忘れてい るのでも、 あるいは美酒 の喜びに浸 っているので もなく、暗く 沈んでい
た。
ノックの音と共 に、聞き慣 れた声が聴こ えて来たの はそのときだ った。
「御呼びにお預か りしました 。セバスチャ ンでござい ます」
「うむ。入ってく れ……」
ドアが開き、セ バスチャン が国王の傍ら に佇む。
「飲むかね」
「お気持ちだけ頂 戴させて頂 きます」
「そうか。実は今 来てもらっ たのにはわけ があっての ……」
国王は固辞され ると判って はいるものの 、儀礼的に 酒を勧めた後 で苦々しい表 情と共に
本題を切り出した 。
「わけとは……何 でございま しょう？」
セバスチャンに は何となく 察しがついて はいたが、 配慮から質問 を聞き返した 。
「ふうむ、娘のマ グダリアと ……ローレン ス殿のこと じゃ」
国王はそう言う と片手で口 ひげをつまむ 。
この仕草を何か 困りごとの 際、国王が無 意識に行う ことをセバス チャンは知っ ていた。
「……どうやら、 マグダリア がローレンス 殿を好いて いるようでの う……」
「……祝祭の御様 子から察す るにそのよう ですな…… 恥ずかしなが ら私め、マグ ダリア様
の執事を勤めてお きながら、 それまでその ことに気付 きませんでし た」
悔いるセバスチ ャン。
「いや、セバスチ ャンは今儂 の補佐として 活躍しても らっておる。 気付かなくて 当然じゃ。
しかし、意外じゃ の……儂は てっきりシメ オン殿を好 いておるかと 思っておった のじゃが
……女心とはわか らぬものじ ゃのう」
子煩悩な父親の 表情で国王 はため息をつ く。
「さようでござい ますな」
感嘆深げにセバ スチャンも うなづく。
「……儂はシメオ ン殿とマグ ダリアが好き あっておる のなら、無事 堕天を成敗し た後で修
道院と交渉して、 結婚を許可 してもよいと 考えておっ た。それがロ ーレンス殿だ ったとし
ても同様。……し かし、今は いかん。物事 には順序が ある！」
「もっともでござ います」
セバスチャンは 国王の意見 に同意する。
「おかげでどうじ ゃ。今では 教会でマグダ リアがロー レンス殿の注 意を引くため に、香炉
役を務めていたロ ーレンス殿 が通りかかっ た際にその 僧衣をわざと 踏んだという 些細なも
のから、パレード の際二人が 馬車の陰に隠 れて手を握 っていたとい う噂、さては 晩餐会で

二人が何か互いの 恋心を綴っ た手紙をやり とりしたと いう風説から 、仕舞いには 晩餐会の
日の夜遅く、二人 が密会して いたたという 流言までが 、市井はおろ か宮中までを も飛び交
っておる！そして 何より腹立 たしいのはそ の一つ一つ の真偽がはっ きりせんとい うことじ
ゃ！」
国王は不機嫌そ うにテーブ ルを叩く。グ ラスに注が れた葡萄酒が 揺れ、こぼれ る。
「御心労お察しい たします。 ……それでは 思い切って マグダリア様 に直接御訊き になられ
ては？」
「もう、とっくに 訊いたわい ！じゃが、あ のじゃじゃ 馬め、全く口 を割ろうとし ないのじ
ゃ！」
国王はセバスチ ャンの提案 を打ち切るよ うに吐き捨 てた。
「……国王陛下の 御心労お察 しいたします 」
「儂なりに手は打 ったのだが 、上の娘達か らもマグダ リアの世話係 も聞き出すこ とが出来
なんだ。……何か 打つ手があ りゃせんかの う……。最 近では執務に すら集中が出 来ぬ……」
途方に暮れた国 王が助けを 求めるとセバ スチャンの 目が光った。
「それでは、思い 切ってロー レンス様へお 尋ねになら れては如何で ございましょ う？」
「ローレンス殿じ ゃと！？」
驚いた国王は思 わず聞き返 す。
「はい。市井や宮 中でこれだ け噂が流れて いれば、残 念ながらその 風評は既に修 道院の耳
に入っていましょ う……。修 道院としても 修道士たる ローレンス殿 が色恋に溺れ ていると
いう噂が立ってい ると国王陛 下から通達が あれば、放 ってはおかれ ぬ筈。きっと 問いただ
し、真実を知るこ とができま しょう」
セバスチャンは 確信に満ち た口調で進言 する。
「うむう、やむを えんのう… …」
国王は苦々しい 表情で口ひ げをつまみな がら建言を 受け入れ、翌 日事態の詳細 を尋ねる
国王からの手紙を 持った早馬 が都から出発 した。
＊＊＊＊＊
「ふんっ、だから 言わんこっ ちゃない！」
シトーはむしる ようにあご ひげを掴みな がらののし る。
セバスチャンの 言うとおり 、付き添った 二人の老僧 が半ば無意識 に漏らした言 葉や、各
地の魔物退治から 帰還した修 道僧によって 、マグダリ アとローレン スの噂はシト ーが国王
直筆の手紙を読む ときには既 に修道院中に 広まってい た。
その日の夜ロー レンスは、 都での儀式参 加を決めた 際と同様の僧 からなる会議 に呼び出
された。
「いえっ、そのよ うな事実は あろう筈がご ざいません 。まったくの でたらめです ！」
シトー達の詰問 に、ローレ ンスは憂い気 な表情を浮 かべながら頭 を振り、自ら の清廉潔
白を疑われた悲し みからか、 冷静なその性 格には珍し く声を震わせ ながら答えた 。
「……お主の信心 深さは僧達 の中でも評判 となってお る。お主が色 恋に溺れてい るなどと
本気で信じている 輩など、こ の修道院にお りゃせんよ 」

「……こうまで申 しておるの じゃ。これ以 上は詮議立 てすまい」
ローレンスの行 いを知る僧 達は取り乱し たローレン スに同情して 声を掛ける。
「ふんっ、悪評が 流れるのも 自らの不徳と 知れい！暫 くは修道院よ り外出禁止じ ゃ！」
シトーの一喝が 室内に響い た。
＊＊＊＊＊
修道院から国王 への返事が 届いたのはそ れから約一 週間後のこと だった。
院長から宛てら れた手紙に は、ローレン スが噂を全 て否定したこ と。ローレン スにうそ
偽りがないことは 、修道院長 であるシトー がその保障 をすること。 更に、修道士 たること
を辞すなれば修道 院としては ローレンスの 交際に抗議 する理由もな いが、ローレ ンスに問
いただしたところ 、ストア山 にて禁欲的に 生涯を送る 意思をはっき りと伝えられ たこと、
そして修道士にあ ってはその ような噂が流 れることさ え恥ずべき事 態であるので 、それ相
応の懲戒を与えて いることが 達筆で記され 、最後に文 面の真実を示 す証拠として シトーの
拇印が押されてい た。
「これは血判…… ！……何は ともあれ、ど うやらこれ で疑いが晴れ たのう。とは いえ修道
院長殿に済まぬこ とをしてし もうたわい」
国王は文面を読 み、拇印の インクの正体 に気付いて 驚いた後で、 安堵の溜息を つくと、
その手紙を傍らに いるセバス チャンに渡し た。
「まことでござい ますな」
セバスチャンも 文面を読み ながら相槌《 あいづち》 を打つ。
「それにしても、 ローレンス 殿は罪なお方 じゃの。… …あの容色に 高潔な気性。 考えてみ
ればマグダリアが 惚れてしま うのも無理の ないことじ ゃ。マグダリ アが口を割ら んかった
のも、気位の高さ ゆえかのう ……」
こうして、マグ ダリアとロ ーレンスを巡 る一連の騒 動は一応の決 着を見せたわ けだが、
そのパートナーに 国中の注目 が集まってい た王女と、 美しい修道士 との色恋沙汰 の噂は、
しばらく収まりそ うな気配が なかった。

抱擁
一方でシメオン は、儀式で の出来事以来 抱くように なった鬱屈し た感情に依然 としてさ
いなまれていた。
〈……マグダリア とは一度、 きちんと語り 合って片を つけなきゃな らない。…… だけど、
片をつけるってい っても、何 を語り合うっ て言うんだ ……。君は修 道士という立 場にあり
ながら女性の心を たぶらかし ているなんて 不届きじゃ ないかって責 めればいいの か？何を
言ってる。修道士 でありなが ら下心を持っ ていたのは 自分自身じゃ ないか。だっ たら、ロ
ーレンス、君はマ グダリアに 好かれている ようだね。 だけど、僕は マグダリアを 好いてい
るんだ。ショック だったよ、 君も同情して くれるかい 。まさか君は マグダリアを 好いてる
わけじゃないよね ……とでも 言うのか？馬 鹿馬鹿しい ！〉
このような答え のない問い を延々と続け ながらも、 体裁《ていさ い》の悪さか らローレ
ンスに直接マグダ リアについ て尋ねること も出来ず、 ローレンスの 清廉さが溶け 出してい
るかのようなその 佇まいを目 にするたびに 、自分自身 が恥ずかしく なって段々と ローレン
スを避けるように なっていっ た。
ローレンスも、 以来修行で 度々注意を失 い、集中を 乱すようにな ったシメオン の心情を
気遣ってか、地下 の図書館で の文献研究な どを口上と して修行の付 き添いを徐々 に休むよ
うになっていった 。
このような二人 の関係が暫 く続いたある 日のことで ある。
〈僕が年少だから って、何も ローレンスへ の連絡を頼 まなくったっ ていいのにな …… 。〉
老僧の一人から ローレンス への簡単な言 伝を頼まれ たシメオンは 、こう心の中 でぼやき
ながらローレンス の部屋の前 にいた。
その時シメオン は、その日 がローレンス の嫌疑を否 定した手紙が 国王に届いて から数日
後であるというこ とも、その 老僧がローレ ンスの呼ば れた修道院会 議に出席して いた一人
であり、シメオン にローレン スへの遣いを 頼んだのは 、二人の関係 に気を揉んだ 老練な僧
の優しさであると いうことも 知らなかった 。
「ローレンス、用 事があるん だ。居るかい ？」
簡素な木の扉を 幾度かノッ クして声を掛 ける。
顔を合わせたく なったので 、返事がした ら用件だけ を告げて、す ぐに立ち去ろ うと考え
ていたシメオンだ ったが、意 外なことにロ ーレンスは 不在だった。
シメオンは一瞬 その場を去 ろうと踏み出 したが、何 かを思いつい たように立ち 止まり、
辺りを見渡して周 囲に人がい ないのを確認 すると、粗 末な扉の取っ 手に手を掛け た。扉は
内から閂がかかっ ておらず、 ギイッという 軋みととも に内に開いた 。
ここで、勝手に 人の部屋へ 入り込むよう な真似を、 シメオンが修 道院に入るま でも、当
然ながら入ってか らも行いは しなかったこ とを付け加 えておかねば ならないだろ う。出来
心という言葉だけ でシメオン の行為を語る ことはでき まい。衝動と いうには十分 すぎるほ
どの懐疑と苦悩が シメオンの 表情を曇らせ ていた。
シメオンは清潔 な、掃除の 行き届いた椅 子と数冊の 書籍が置かれ た小さな机、 修道士達
が普段服入れに用 いているチ ェストとベッ ドからなる 簡素な部屋を キョロキョロ と見渡し
た。何かを捜して いるようだ ったが、何を 捜している かと訊かれれ ばその時シメ オン自身

答えられなかった に違いない 。ただ、何か を隠してい るような、そ んな予感がし た。
暫く落ち着かな いようにキ ョロキョロと 部屋を見渡 すものの、ど うやら怪しそ うな品は
発見できない。当 然ながらチ ェストを開け て中身を調 べるほどのふ てぶてしさは 持ち合わ
せていなかった。
〈何を考えている んだっ…… 〉
自分をとてつも なく恥知ら ずな卑しい低 俗な人間に 思えたシメオ ンは、掌で頭 を叩いて
押さえ込み、うな だれた。
その時である。 シメオンは うなだれた視 線の先に置 かれた木製の ベッドと粗末 なマット
レスの間に紙片ら しい白い影 が覗いている のを目にし たのである。
おそるおそる紙 片を隙間か らつまみ出す 。
〈やはり封筒だ！ 〉

マ グダリア

宛名には……マ グダリアよ りローレンス 様へと書か れている。熱 に浮かされた ようにシ
メオンは封筒から 手紙を取り 出し、読む。
お慕いするロー レンス様
あの日以来、あ なたの姿が 私の頭から離 れません
今日の再会の日 を誰より御 待ちしており ました
夜、お迎えを遣 《よこ》し ます
逢いにきてくだ さい

〈あの日だ…… 。〉
目的の、そして 考えうる最 悪の結果を告 げる手紙を 読んだシメオ ンが肩を細か くわなわ
なと震わせながら 立ち尽くす その時、再び 木の軋む音 が聴こえた。
シメオンが振り 返ったその 先に居たのは ローレンス だった。
「勝手に部屋に入 られては困 り……」
そう言いかけた その表情は 最初驚きだっ たが、シメ オンの持つ手 紙が目に入っ た瞬間、
怯えへと変化する 。
一方でシメオン の表情は嫉 妬から生まれ た憎悪に狂 っていた。
「勝手に部屋に入 ったのは謝 るよ。君が受 け取った手 紙を勝手に読 んでしまった のも。…
…だけど、この手 紙は何だ！ ？恋文じゃな いか？ロー レンス、人が 必死で来るべ き時に備
えて苦しい時を送 っているっ ていうのに、 君は王女様 と恋愛かい！ ？何より君は 修道士じ
ゃないか！」
シメオンの口か らは大雨で 水位を増した 川の水が、 その捌け口を 手に入れて一 気に氾濫
するようにローレ ンスに対す る鬱積《うっ せき》した 感情が一気に 溢れ出た。
「違うんです。そ れは……」
「何が違うって言 うんだよ。 それじゃ、何 でこんな手 紙を持ってい るんだ！」
必死に否定する ローレンス にシメオンは 手紙を突き 出す。
「わかりました。 全てを貴方 に伝えます… …」
悲しい決意を秘 めた瞳でロ ーレンスはシ メオンを見 つめる。

「私は都でのあの 日、確かに 手紙を受け取 りました。 しかし、夜彼 女の部屋には 行かず、
翌日の朝、私は修 道士である から交際や結 婚は出来な いし、望んで もいない。修 道士とし
て一人生涯を終え る旨を伝え ました。もう 二度と会う こともないで しょう。その 手紙を捨
てられなかったの は、とはい え手紙を燃や してしまえ ば貰った気持 ちまでもを灰 にしてし
まうようで残酷に 感じたから です……。で すが、手紙 も今日中に燃 やしてしまい ましょう」
ローレンスが嘘 をついてい ないことは真 っ直ぐにシ メオンを見つ める瞳から直 感できた
が、しかしシメオ ンは自分を 抑えることが 出来なかっ た。
「怪しいな。捨て ないでとっ とくんじゃな いの？」
思わず口から出 た捨て台詞 のような言葉 に、ローレ ンスは悲しそ うな表情をし て、
「私は貴方にさえ 嘘をつく人 間に見えます か……？」
こう、呟いた。
「……いや、そん な……」
ローレンスの思 いつめた表 情に、シメオ ンは言葉を 詰まらせる。
「……それじゃ手 紙は貴方が 処分するとい いでしょう ！その手紙を 持って出て行 ってくだ
さい！」
そう叫ぶローレ ンスの瞳は 悲しみに濡れ ていた。
「……ごめん…… 」
いたたまれなく なったシメ オンは、手紙 をテーブル に置くと部屋 を出て行こう と、出口
に向かい扉に手を 掛けた。
その時である。 駆けて来た ローレンスが うなじから その優美な腕 をまわして後 ろからシ
メオンを抱きしめ 、
「私が悪かった。 許して下さ い……」
と囁くと、シメ オンがそれ に応える間も なく、シメ オンを突き飛 ばすように元 の方へと
走り去った。
扉の閉まった部 屋の外で、 シメオンは突 然の出来事 に茫然としな がらローレン スの口に
した『私が悪かっ た』という 言葉の意味を 考えた。そ れがマグダリ アから恋文を 受け取っ
たことに対してな のか、ロー レンスにつれ ない対応を したことに対 してなのか、 シメオン
はわからなかった 。
ローレンスの感 触を思い出 したかのよう に背中をさ する。
そこにはローレ ンスの流し た涙の跡が濡 れていた。

醜聞《 しゅうぶん 》
ローレンスの部 屋で起こっ た出来事から 一ヶ月ほど が経過し、国 中を飛び回っ ていた風
評がようやくその 収束の兆し を見せようと していたあ る日のことで ある。
午後、宮殿の広 間では雅を 極めた饗宴が 催されてい た。
歓待の対象とな ったのは遠 い僻地に住み 、あるいは 政務や私事に よる事情で、 シメオン
を招いて行われた 国威発揚の 儀式にどうし ても参加す ることの出来 なかった諸侯 達だった。
不参加だった諸 侯には混乱 を狙った謀反 などの可能 性も残されて いたため、修 道士が不
在とはいえ、この 招宴は国王 にとって重要 な政治的意 味を持ってい た。
国王は最悪の事 態をも予想 していたが、 午前から始 まった一連の 式は滞りなく 円滑に行
われた。
集まりに出席で きなかった のは旅も叶わ ぬほど高齢 の諸侯だけだ ったし、その 諸侯も要
任に就く代理が参 席していた 。
参加者は皆一様 に恭順と協 力の意を表し 、国王やセ バスチャンか らもその瞳に 嘘偽りは
感じられず、怪し い談合が開 かれているよ うな気配も なかった。
三姉妹も諸侯の 接待に当た り、万事は順 調に終始す るかに見えた 。
「救世主殿も立派 になられて のう。堕天な ど取るに足 らぬわ」
だが、国王が諸 侯の一人と 談笑していた その時であ る。諸侯らに 同席した夫人 達にざわ
めきと軽い悲鳴の 声が上がっ た。
驚いて国王が振 り向いたそ の先には倒れ こむマグダ リアの姿があ った。床には 先程まで
飲んでいた飲料水 が吐瀉《と しゃ》され、 大理石の床 の上で小さな 水溜りを形作 っていた。
マグダリアは部 屋に運び込 まれ、すぐに 宮中の名医 が呼ばれた。 二人の娘に接 待を任せ
た国王はセバスチ ャンを伴っ て心配そうに 苦しそうな 愛娘を見つめ る。
「これは……」
「む、娘はどうな んじゃ…… 」
一通りの診療を 終えた後に 言葉を失った 宮廷医に国 王は詰め寄っ た。
「……国王陛下、 人払いをし ていただけま すかな」
医者らしく、落 ち着いた声 で医師は願い 出る。
「うむ。お前達、 しばし席を 外してくれぬ か」
国王の一声でマ グダリアの 世話をしてい た宮女達は そそくさと部 屋を後にする 。
それから暫くし て、医師は ゆっくりと口 を開く。
「この症状は、… …つわりで すな」
国王はその言葉 を一瞬理解 できなかった ようだった が、はっとし たようにマグ ダリアを
振り向く。
「まっ、まさかお 前……」
震えるその問い に、マグダ リアは息を喘 がせながら うなずいた。
「はい……。この お腹にいる のは、あの儀 式の夜、契 りを交わした ローレンス様 の子供で
す」
「ばっ……馬鹿な ……」
思わず声を漏ら した国王の 表情が驚きか ら悲しみに 、続いて怒り へと歪んでい く。

「……あのなまく ら修道士め ！娘をたぶら かしたな！ おまけに嘘な どつきおって ！」
烈火の如くいき り立った国 王は部屋を出 て行こうと した。
「国王陛下、どこ へ行かれま する！？」
セバスチャンが 心配そうに 尋ねる。
「ええい決まって おろう！儂 自ら修道院に 乗り込んで 直接あの小僧 めを締め上げ てやるの
じゃ！」
「国王陛下、来賓 の儀はどう なさるのです ？」
「ええい、そんな のは中止じ ゃ！」
「陛下、お気を確 かになされ ませ。そんな ことをして は、それこそ 結束している 諸侯にも
ほころびが生じま しょうぞ。 落ち着いて下 されい！」
血相を変えてセ バスチャン は国王を止め にかかる。
「ええい、離さぬ か！」
「離すわけには参 りませぬ！ 」
力づくでも部屋 を出ようと する国王と必 死にそれを 止めようとす るセバスチャ ンとの間
に揉み合いが始ま ったが、や がてセバスチ ャンを振り ほどこうとし た国王の腕が セバスチ
ャンに当たり、セ バスチャン はしたたか尻 餅をついた 。
「す、すまぬ…… 」
昏倒したセバス チャンの姿 を見て我に返 った国王は 、すまなさそ うに呟く。
「……いえ、これ が執事の職 務でございま すから…… 」
セバスチャンは 呻きながら 答えた。
＊＊＊＊＊
二人の娘とセバ スチャンの 支援によって 祝宴は無事 幕を閉じた。
マグダリアは風 邪を引き、 国王は表向き は急な政務 、実は子煩悩 に任せて娘に 付きっ切
りだという不在の 説明がされ 、それまでの 噂から多く の参加者は何 かを感じ取っ たようだ
が、それをその場 で口にする 者は出なかっ た。
その日の夜、例 のこじんま りとした小部 屋のソファ に国王の姿が あった。テー ブルの上
には普段とは異な り、酒瓶と グラスの他に 紙が載せら れ、国王の手 にはペンが握 られてい
た。
応接室の扉から ノックの音 と、続いて訊 きなれた執 事の声が響く 。
「うむ。セバスチ ャンか。入 ってくれ」
「かしこまりまし た」
国王の声に応え て部屋に入 っていったセ バスチャン の目には、い つもより明ら かに酔っ
た書記を行う国王 の姿と、今 日開けられた ようだが既 に半分ほどま でに減ってい る蒸留酒
《スピリッツ》の ボトルが置 かれていた。
「お体に障《さわ 》りますぞ 」
滅多に国王の酒 癖に口を出 すことのない セバスチャ ンだったが、 心配から声を 掛ける。
「少々飲みすぎた か。……じ ゃが、そうで もなければ こんな文など とても書けん わ」
そう言うと、国 王は筆を置 き、中空を見 つめてグラ スを手に取っ た。

「……セバスチャ ンよ、儂の 妻を覚えてお るかな？」
「国王妃殿下でご ざいますな 。勿論でござ います」
セバスチャンは 答える。
「うむ、あやつが な……。マ グダリアを出 産したのが 祟って亡くな る直前に、儂 に言った
のじゃ。『この子 は私が命を 賭けて産んだ 子供です。 大事に育てて ください』と な。儂は
勿論大事に育てる 。立派に育 てて最高の夫 を探し、幸 せな人生を送 らせる。そう 約束した
んじゃ。それを、 それをな… …」
国王の声が憎悪 に震えてい く。
「マグダリアに傷 をつけおっ て！儂が妻と 交わした誓 いを破らせお って！」
そう言うと、国 王は憤怒へ とその表情を 変え、持っ ていたグラス を一気にあお ると再び
ペンを手に取る。
セバスチャンも 掛けていい 言葉が見当た らず、ただ ただ一心不乱 に机に向かう 国王の姿
を見守るよりなか った。
「……よし、出来 た。これを 修道院に届け てくれい」
そう言って国王 がセバスチ ャンに手渡し た修道院へ の委細を訴え る手紙は、そ の酩酊
《めいてい》と怨 恨《おんこ ん》からか、 おどろおど ろしさに満ち 溢れていた。

追放
「なっ、何じゃと ？……何と いうことじゃ 。……バハ クク、すまな んだ。儂の不 行き届き
じゃった……」
国王から送られ た怨嗟《え んさ》の手紙 を受け取っ たシトーの口 から、滅多に 吐くこと
のない弱音と、一 足先に世を 去った友への 謝罪が嘆息 とが共に漏れ た。
そして、その日 の内にロー レンスはシト ーと老僧達 が急遽開いた 会合に呼び出 された。
「国王から手紙が 来た。読む がよい」
そう言うと、シ トーはロー レンスに手紙 を手渡す。
驚いて文面を読 んだローレ ンスの表情が 次第にこわ ばっていく。
「第三王女である マグダリア が懐妊し、国 王に対して おぬし等が儀 式の夜、男女 の契りを
交わし、腹の子は 、ローレン ス、お主の子 だと白状し たようじゃ。 ……間違いな いな？」
シトーの問いの 後、しばし 一室を沈黙が 支配した。
「……はい、間違 いありませ ん……」
ローレンスのく ぐもった掠 《かす》れ声 に、老僧達 がざわつく。
「ふん、ならば何 故あの時に 言わなんだ。 あの時正直 に語っておれ ばもう少しま しな結果
になっていたもの を……。… …儂の顔がつ ぶれたのは ともかく、嘘 をつかれた国 王の怒り
は収まりそうもな いわ」
「……」
シトーの言葉に 応えること なく、ローレ ンスは沈黙 を守っていた 。
「……それはもう よいとして 、読んだとお り怒り心頭 に達した国王 の文面によれ ば、お主
に対して相応の報 復を用意し ているとのこ と。下界に 降りればまと もな暮らしは 送れまい。
……じゃが、お主 は色欲の戒 を破った」
しゃがれたシト ーの声が一 段と低まった 。
「……覚悟はして おります」
「まさか……ロー レンスに限 ってそのよう なことが… …」
「何ということじ ゃ。……こ れほどの清廉 な修道士な ど他におらん というのに… …」
居並ぶ老僧達か らはローレ ンスへの同情 の声があが ったが、禁を 破った僧をこ れ以上修
道院に置いておく のは神の栄 光の為に修道 院が頑なに 守り続けてき た掟にも関わ る事であ
る。シトーの決断 に異論を唱 えるに至らな かった。
「ローレンス、お 主を破門と する」
老僧達の声が止 んだ静寂の 中で、シトー の声が響い た。
＊＊＊＊＊
瞬く間に修道院 中を駆け巡 ったこの事件 に、誰より も驚き、そし て傷ついたの はシメオ
ンだった。あの一 室での出来 事以来、シメ オンはロー レンスを疑い 、マグダリア のことで
嫉妬していた自ら を羞じ、明 らかに以前よ りはぎこち なかったが、 それでも自然 とローレ
ンスに接するよう 自らを戒め ていた。
ようやく二人の 関係に信頼 が取り戻され ようとして いたまさにそ の時に、マグ ダリアが

懐妊し、ローレン スが儀式の 日の夜に密会 を行い子供 を孕ませたこ とを認め、破 門となっ
たのである。
〈マグダリアが妊 娠して僕は 悔しいのか？ いや、もう そんな感情は とっくに捨て た。なら、
ローレンスと離れ 離れになる のが悲しいか ？いや、そ うじゃない。 僕が今感じて いるのは
強烈な怒り。…… 信頼を欺か れた、強烈な 怒りの感情 だ！……僕は 、裏切られた ！〉
一人心の中で怒 号を叫んだ シメオンは、 周囲のざわ めきからロー レンスが修道 院を去ろ
うとしていること を察知する と、暮れ行く 戸外へと飛 び出し、ロー レンスが寒風 のなか、
見送りもなく一人 礼拝堂の扉 を出て修道院 を後にしよ うとするその 前に立ちはだ かり、
「このっ……嘘つ きがーっ！ 」
と叫んでローレ ンスを殴っ た。シメオン にとって、 誰かに手をか けるのはこれ が最初だ
った。
ローレンスはそ の拳を甘ん じて受け、倒 れたが、や がて起き上が ると悲しげな 瞳でシメ
オンを見つめる。
涙に潤んだその 瞳に、怒り に我を忘れて いたシメオ ンも成す術が わからず、そ の後ゆっ
くりと振り向いて 、徐々に山 下へと消えて いくローレ ンスの侘しそ うな後姿を、 ただただ
見送ることしか出 来なかった 。
その時修道院の 居室の窓か らローレンス の下山を目 にした修道士 達によれば、 その時悲
しい後姿が進む方 角に、おり からあおられ た風に揺ら ぐ沈み行く夕 日が輝き、そ の優しい
姿はさながら天の 焔に融けて いく様だった という。

浮浪
国王が修道院を 追われたロ ーレンスに行 った仕打ち は穏やかな国 王とは思えな いほどに
過酷だった。儀式 の晩餐など に同席し、ロ ーレンスの 顔を知る宮廷 画家に似顔絵 を描かせ、
それを版画と活版 で印刷し、 国中に配布し た。
似顔絵の下には 、ローレン スなるこの人 物は修道士 でありながら 戒を破り、あ ろうこと
か国王の娘に不埒 《ふらち》 な行為を働い た上に、そ の真偽を確か めるにあたっ て虚偽を
述べた背徳の輩で あるので、 職や宿を与え ることはお ろか、食料を 施したり、語 りかける
ことすら禁止する という徹底 的な通達が記 されていた 。同時にロー レンスの都へ の出入り
も禁じられた。
残酷な命令が発 布されるま で、セバスチ ャンが必死 に国王の行為 を止めようと したが、
果たせなかった。
かくしてローレ ンスは憐れ な乞食となっ た。物乞い 達と共に村か ら村の廃屋を 転々とし、
外に出れば皆に蔑 まれ、通達 を読んで憤っ た人々から は石が投げら れた。
ちなみに、色欲 の沙汰を破 ったことで自 らの力を失 ったのであろ うか、その際 投石をす
る人々を追い払う ためにも、 あるいは何ら かの自らの 利益の為にも 、ローレンス が一切そ
の秘儀を用いない ばかりか、 それを行おう とする素振 りさえしなか ったことをこ こに付け
加えておかねばな るまい。
物乞いたちから 分け与えら れる僅かな食 事による飢 えと風雨の衰 弱か熱病で死 の淵を彷
徨ったことさえあ る。だが、 神の御加護だ ろうか、ロ ーレンスは命 を取り留めた 。
一方ローレンス は日々の祈 りを忘れるこ となく、近 くに教会があ ればそこに詣 で、時に
神父に出入りを差 し止められ ても教会の前 で熱心に祈 祷を行ってい た。その行を 知った村
人達の中には、修 道士を破門 となったとは いえ、その 信心までは失 われていない と憐れみ
をかける人もいた が、ローレ ンスの哀れな 境遇を変え るには至らな かった。
＊＊＊＊＊
こうしてローレ ンスが浮浪 の生活を送る ようになっ て半年ほどが 過ぎた時、マ グダリア
は子供を出産した 。
この時マグダリ アは都の教 会の、部外者 は一切踏み 入れぬ閑静な 部屋に寝起き し、人気
のない時間帯に庭 を散歩する 以外は一切の 外出禁止が 行われていた 。
それは、マグダ リアにも腹 を立て、これ 以上宮殿に 置いておくわ けにはいかな いとの国
王の厳しい措置だ った。
が、それでも生 まれてくる 孫に罪などな いと、マグ ダリアには優 秀な産婦を付 け、教会
には子供の為に医 者を常駐さ せた。
そして子供が生 まれると既 に疎開が徐々 に始まって 忙しさを増す 政務の合間を 抜け出し
て、夜中たびたび 娘のもとへ 忍び訪れ、子 供をあやし ていた。
＊＊＊＊＊

シメオンは夜の 帳の中にい た。
月の光と消えか かった焚き 火だけが辺り を照らす闇 に複数の影が うごめき、山 中を飛び
回る。
漆黒の修道服に 身を包んだ シメオンもま た、闇の一 部となり、林 を翔ける。
「｜生命の樹《セ フィロト》 より放つ天界 の炎、邪を 裁く！」
その掌からは詠 唱と共に炎 や光線が飛び 出し、その 度に人外の呻 き声が上がる 。
「こいつで最後だ っ！倒れろ っ！」
シメオンは叫ぶ と一際巨大 な火炎を闇に 向かって発 射する。
その先にはシメ オンに突進 してくる身の 丈数倍はあ ろうかという 毛で覆われた 体躯に野
獣の面貌をした怪 物の姿があ った。
火の玉は怪物に 命中し、失 速したその姿 は焔に包ま れ周囲を照ら す。地面には 夥しい異
形の魔物たちの亡 骸が転がっ ていた。
「やった！」
手応えを感じた シメオンは 得意げに拳を 握りしめた が、しかし、 その表情はす ぐに驚愕
へと変貌する。
渾身の力を込め て放った火 の玉は怪物の 体毛と分厚 い表皮を焦が すのみで燃や し尽くす
には至らず、怪物 が焼け焦げ たおぞましい 姿で突進を 続けてきたの である。
「……くっ、天界 より出でよ ミカエル、邪 を滅ぼせ！ 」
追い詰められた シメオンは 召喚の詠唱を 行ったが、 その声は虚し く夜の闇に響 くだけだ
った。
〈ちっ、ちくしょ うっ！何で 出てきてくれ ないんだ！ 〉
もはや眼前へと 迫った怪物 が手にしてい た巨大な棍 棒を振り上げ た。
〈やっ、やられる ！〉
シメオンが自ら の死を覚悟 したその時で ある。頂上 を確認できな いほどに巨大 な岩石が
地面を振るわせる 轟音と共に 頭上から落ち 、怪物を押 し潰した。
岩石が落ちて来 た頭上を仰 ぐと、それは 大木の数倍 はあろうかと いう巨大な人 型の形を
した土と岩石から なる物体の 足部だった。
「未熟な！儂がい なければお 主、死んでお ったぞ！」
シトーの叱りの 声が聴こえ る。
シトーとシメオ ンは秘儀の 特訓の為、も うかれこれ 魔物の気配の する地域を転 々として
いた。だが、訓練 といっても 、シメオンの 経験の為、 数十年ぶりに 重い腰を上げ たシトー
が魔物との戦いに 慣れないシ メオンを援護 し指導する くらいで、そ の点意外は完 全な実戦
だった。
実際しばしば魔 物たちとの 戦いでシトー は敢えて手 を出さず、シ メオンを窮地 に追い込
むことで、シメオ ンの持つ潜 在能力《ポテ ンシャル》 を引き出そう としていた。
「魂が抜ける。土 は土へ、石 は石へと還る ……」
怪物を踏み潰し た後に巨大 な物体は轟音 を響かせて 二人のいる場 所から離れて いったが、
シトーがこう唱え ると、凄ま じい音ととも に瓦解し、 もとの岩石と 土塊となった 。
再び静寂に包ま れた山中で シメオンはう ずくまり、 頭を抱えてい た。
〈どうして出てき てくれない んだ…… 。〉

一連の事件の後 、シメオン はミカエルを 召喚するこ とが出来なく なっていたの だ。
〈いや、最初の時 だって実戦 でうまくいっ たんだ。実 戦を積めば必 ず召喚できる ようにな
る 。〉
「終わったようじ ゃの」
シトーがシメオ ンに戦いの 終焉を宣言し た瞬間、
「はい！……次の 魔物はどこ ですか？」
戦いが終わった ばかりのシ メオンは、魔 物との戦い で生死を潜り 抜けた集中の 為に興奮
し、血走った目で シトーを見 据えた。
ローレンスが破 門となって からのシメオ ンは何かに 取り憑かれた かのように修 行に夢中
になった。しかし 、ミカエル を召喚するこ とはどうし ても出来ず、 その修練の様 子には、
強風で壊れる直前 の風車が凄 まじい勢いで 回転してい るような、そ んな危うさが 感じられ
た。
「ふん、今戦った ばかりだと いうのに、何 が『次の魔 物』じゃ、た わけ！……そ れより、
ここからなら都に 数日。ルシ フェルに対す る策を伝え ねばならん。 ……それに、 儂はロー
レンスのことで国 王に侘びを 入れればな。 都へ向かう ぞ！」
シトーはシメオ ンの要求に 近い問いに応 じなかった 。
「……えっ？都？ 」
シメオンは驚きと 躊躇の声を 漏らす。
「そうじゃ、都じ ゃ！はよ準 備をせい！」
「…はっ、はいっ ！」
シトーの怒号に 、シメオン は反射的に返 事をしてし まった。
＊＊＊＊＊
それから二日ほ どたった太 陽が空高く登 る時、修道 服に包まれた 二人は宮殿に 到着した。
シメオンが通って きた都の通 りは、やはり 疎開のせい だろうか以前 よりも活気が なく、建
物にも空き家が目 立っていた 。
「シメオン様に、 これはシト ー様っ！よく ぞいらっし ゃいました」
「セバスチャン殿 も息災そう で何よりじゃ ……」
シトーとシメオ ンがやって 来たと聞いて 駆けつけた セバスチャン に案内され、 二人は広
い応接間に向かう 。
「おお、修道院長 殿、遠路は るばるよくぞ いらっしゃ った。勿論シ メオン殿も。 まずは座
ってくだされい。 ……いやあ 、修道院長殿 との再会は 先の大戦以来 ですかのう。 来られる
なら来られると手 紙を頂けれ ばこちらより 出迎えたも のを。……い や、しかし手 紙で書い
た内容に間違いが あっては困 りますからな あ……」
二人を迎え、ソ ファへと案 内し、自らも 対面する長 椅子に座った 国王の言葉に は、歓迎
の意と共に、シト ーに対する 毒が含まれて いた。
「たまたま近くに 寄ったもん での……。と はいえ、こ こへは一度訪 れねばならぬ と考えて
おった。話さなけ ればならぬ 事があっての 」
腰を下ろしたシ トーはそう 国王に応える と、一呼吸 おいて続けた 。

「まず、ローレン スの件で儂 の書いた手紙 のことじゃ 。結果として お主を欺くこ とになっ
てしまった。すま なかった。 いかなる制裁 をも受けよ う」
こう言うと、シ トーは深々 と頭を垂れる 。
シメオンは、想 像さえ出来 なかったシト ーの姿に驚 いた。
これは、ローレ ンスという 言葉に一瞬穏 和な表情を 歪ませた国王 にも言えて、 慌ててシ
トーの肩を抱き起 こすと、
「いやいや、その お言葉さえ あれば十分。 頭を下げる こともありま せんぞ。その 事はもう
忘れてくだされ」
とシトーを庇《 かば》った 。
「うむ、かたじけ ない。じゃ が……」
再びシトーの眼 にいつもの 厳しさが宿る 。
「あれはちとやり すぎと違う かのう……」
『あれ』がシト ーとの旅の 途中や、宮殿 までの都の 街中で見られ たローレンス について
の張り紙をさして いることは 、国王だけで なくシメオ ンやソファの 傍らに佇むセ バスチャ
ンにも明らかだっ た。
暫くして国王が 口ひげを引 っ張りながら 重い口を開 く。
「……うむ、今度 はこちらが 謝らなければ ならんよう じゃのう。あ の時はどうに も腹に据
えかねておってな 。あれから 暫くして回収 を命じたの じゃが、一度 広まってしま ってはの
う……。娘の純潔 を奪って孕 《はら》ませ 、おまけに 嘘までついた とはいえ、生 まれた孫
の父親じゃ。すま ぬことをし た。セバスチ ャンの助言 に耳を傾ける べきじゃった ……」
セバスチャンが 沈痛な面持 ちで見守る中 、今度は国 王が頭を下げ た。
「……こうなって しまっては 、後は神の御 慈悲に任せ るよりあるま い……」
賢者バハククの 愛弟子と、 国王の愛娘が 置かれてい る不幸な事態 に、流石のシ トーも呻
るように溜息をつ いたが、や がて、
「……今日ここに 来たもう一 つの理由はル シフェルへ の対応策じゃ 。修道院の総 力を持っ
てしてもルシフェ ルの居場所 を掴むことは 出来ん。だ が、一つだけ いえることが ある。そ
れは、堕天が間違 いなく、何 よりもこの小 僧を狙って くるというこ とじゃ」
と沈黙を破ると 、隣に座る シメオンを振 り向いた。
「……うむっ！そ の通りに違 いない」
その言葉に俯い ていた国王 も頭を上げ、 肯く。
「よって、小僧を 修道院に配 して総力を結 集し、先の 大戦と同じく ストア山を決 戦の場と
する！決戦に備え て各地を巡 回している修 道士達も必 要最小限を残 して修道院に 帰し、ル
シフェルの傷が癒 えるに従っ て魔物たちも 勢いづくた め、結果とし て都も少なか らぬ損害
を受けるじゃろう が、背に腹 は変えられん ……わかっ てくれい」
シトーの言葉に は強い覚悟 が秘められて いた。
「勿論じゃ！被害 を抑える為 、既に疎開を 進めておる わい。安心し て堕天との戦 いに集中
してくだされ！」
それでも国王は 皆の士気を 高めようと、 言葉を終え ると、無理を していること は明らか
だったが、それで も娘と孫に 関する心痛を 抑えていつ もの哄笑《こ うしょう》を 付け加え
た。

＊＊＊＊＊
会談を終えるや 否や直ちに 宮殿を後にし ようとした シトーを国王 が強引に引き 留め、そ
の後厳格で知られ る修道院長 の為に用意さ れたパンと 野菜スープに 少量の葡萄酒 のみとい
う質素な晩餐の後 、シトーが 自ら国王に面 会を求めた 。
セバスチャンか ら伝えられ た予期せぬ面 会の申し出 に国王は驚い たが、すぐに 修道院長
を慮り、自らシメ オンとは別 に用意された シトーの部 屋へと赴く。
「わざわざ済まぬ な……」
ベッドに腰を掛 けていたシ トーは、部屋 に入ってき た国王に近く にある椅子を 勧めた。
「いやいや、礼に は及びませ んぞ。……し て、用件と は？」
椅子に座りなが ら国王は尋 ねた。
「ふむ、シメオン のことじゃ ……先程まで は本人が目 の前だったの で口にしなか ったのじ
ゃが、……あやつ はローレン スが破門とな った一連の 出来事の後、 ミカエルを呼 び出すこ
とが出来なくなっ た」
顎ひげをさすり ながらシト ーは打ち明け る。
「何ですとっ！？ 」
とんでもない告 白に、国王 は大声を上げ る。
「誰よりシメオン が自分自身 に苛立ってお るでな…… 黙っておった のじゃ」
「……うむぅ」
国王は返す言葉 もなく、た だ呻るよりな かった。
「預言者の使う力 は集中の為 の詠唱を伴う 場合が多い が本質は神と の内的対話。 一連の事
件で心を乱した今 のシメオン の声は完全に は天に通じ ておらぬ」
シトーは憂慮に その表情を 曇らせ、
「……小僧も、原 罪を免れえ なかったのや も知れぬ… …」
と嘆息した。
「……何か解決す る方法があ りませんかの う……？」
「今ローレンスを 修道院に呼 び戻したとし ても結果は 変わらんだろ うことは火を 見るより
も明らかじゃ…… 。だが、何 か心の変化と なる契機が あれば、ある いは…… 。」
国王の問いに、 シトーは沈 んだ表情で答 える。
部屋を暗い沈黙 が支配して いたが、やが て、
「シトー殿、儂に 考えがあり ますぞ……」
考え込んでいた 国王が一計 を案じた。
＊＊＊＊＊
シメオンは宮殿 に用意され た部屋でやる 瀬ない気持 ちに苛まれて いた。
〈こんな所にいる 場合じゃな いってのに… …。残され た時間だって 少ないし…… 。でも、
どうしたらいいか わからない 。どれだけ頑 張っても召 喚出来ない。 どうすりゃい いん
だ 。〉

その時である。 部屋のドア がノックされ 、もう大分 聞き慣れて来 たセバスチャ ンの声に
扉を開けると、
「国王様が是非と も散策にお 付き合い頂き たいとのこ とでございま す」
とシメオンは外 出の誘いを 告げられた。
「えっ？でも…… 」
晩餐の際、マグ ダリアの姿 が会食の席に ないばかり か一切そのこ とについて触 れられず、
夕食の後、部屋に 戻る途中に なってようや くセバスチ ャンから宮殿 に住まってい ないこと
を知らされていた シメオンは 、そのことと 国王の誘い に関連がある という直感が して戸惑
ったが、セバスチ ャンの、
「既にシトー様よ り外出許可 を頂いており ます」
という言葉と、 彼にしては 珍しい押しの 強さで半ば 強引に部屋か ら連れ出され 、数分後
には宮殿の裏口か らセバスチ ャンに手を振 られ、国王 と二人目立た ぬ馬車に揺ら れていた。
「行く先は察しが ついている と思うがの… …」
国王は済まなさ そうにシメ オンに呟いた 。
「何故そんな場所 に僕を連れ て行くのです か？」
シメオンは、国 王に対して 無礼とわかっ ていながら も不満を口に する。
「……うむ……、 もともとは そんな失礼な ことをしよ うとは考えて もおらんかっ たが、シ
トー殿から、シメ オン殿が天 使ミカエルを 召喚するこ とが出来なく なってしまっ たことを
聞いてな」
「だからって、そ れが国王様 が僕をマグダ リアの所へ 連れて行くの とどういう関 係がある
って言うんですか ！？」
自分が今一番気 にしている ことを口にさ れたシメオ ンは思わず語 気を荒げた。
「あの二人があの ような結果 になったのは 不幸としか 言いようがな い。儂も愚か な事をし
た。そして、その 不幸がシメ オン殿の心を 乱し、新た な不幸を生ん でおる。この ままでは
人の世は滅ぶやも しれん…… 」
そう語る沈痛な 国王の面持 ちにシメオン も言葉を失 った。国王は 続ける。
「この不幸の連鎖 を断ち切る ためには何か 勇気ある一 歩を踏み出さ なければなら ん。マグ
ダリアと、そして 二人の子供 と会ってみて くれい！そ れが解決にな るとは思えん が、何か
の契機にはなるは ずじゃ」
「……わかりまし た」
それから間もな くして馬車 は教会に到着 した。
＊＊＊＊＊
教会を訪れる市 民にはその 存在すら知ら れていない 小さな出入り 口から暫く進 んだ部屋
のベッドにマグダ リアは横た わっていた。
マグダリアは予 想していな かったシメオ ンの入室に 一瞬驚いたよ うだったが、 その後少
し困ったような微 笑の表情で 咳をしながら 会釈し、シ メオンを迎え る。
以前訪れた宮殿 の広い寝室 と、教会の小 奇麗だがが らんとした装 飾も何もない 一室との
相違、そして以前 の寝室の絹 に覆われた天 蓋付きの広 く高いベッド と、それまで 教会で用

いられていたのを そのまま使 っているらし い古い粗末 なベッドの違 い、続いてそ こに横た
わるマグダリアの 痩せこけた 表情がシメオ ンを愕然と させた。
マグダリアの傍 には柵の付 いた木製のベ ビーベッド が設置してあ り、そこには ローレン
スとマグダリアの 、まだ首も すわっていな い乳のみ子 が静かな吐息 を立てて眠っ ている。
いかにも高級そ うな、部屋 で唯一高級感 を漂わせて いるベビーベ ッドが室内に 奇妙なコ
ントラストを与え ている。
「数人の女中と専 門の医者を 配し身の回り の世話を頼 んでおる。産 後の日経ちが 思わしく
なくてのう……。 医者によれ ば、命には関 わらんが安 静が必要との ことじゃ。教 会に移し
ているのは当然戒 めの為もあ るが、娘を宮 中に置いて おけば何かと 悪い噂も耳に 入るじゃ
ろうし、孫も親の 側に居るの が一番じゃて ……」
国王は顔をしか めたシメオ ンに気付いて 、説明する 。
「……マグダリア を祝福して ほしい、労わ ってほしい 等とは申さん 。ただ、生ま れてきた
子供は無実じゃし 、儂にとっ てはやはり愛 くるしい孫 なのじゃ…… 」
言葉を詰まらせ た国王に何 かを感じたシ メオンは、 ゆっくりとベ ビーベッドに 近付く。
〈その通りだ…… 子供に罪な んてあるわけ がない。ほ ら、こんなあ どけない表情 で眠って
る。この子を守る ためにも頑 張らなきゃ… …。だけど 、だけど僕は 何なんだ。そ の為に命
を賭けろって言う のか？いっ そ、今の状態 のままで倒 されてしまう か。このまま 生きてい
たってこれ以上不 幸になって もこれ以上幸 せになんて なれやしない 。……いやっ ！一体何
を考えているんだ 、僕は！〉
健やかに眠るロ ーレンスと マグダリアの 子供を優し く愛でながら 、シメオンの 思いは
千々《ちぢ》に乱 れた。

襲来
宮殿への訪問か ら半年ほど 過ぎ去った大 粒の雨が窓 を叩く、ある 日の夜だった 。
「おおっ！」
シメオンとロー レンスが修 道院へ訪れた 最初の日に 地下要塞《カ タコンベ》で シトーが
紹介した、預言者 と悪魔を探 知する特務機 関から滅多 にない驚愕の 声が漏れた。
環となって座禅 を組み、熱 心に詠唱を続 けていた黒 衣の修道士の 一人が素早く 立ち上が
り、よほど急いで いるためか 、普段なら丁 寧に開け閉 めするドアを 荒々しく開閉 し、聖堂
へと続く階段を駆 け上がる。
修道士の走りつ いた先は修 道院長の居室 だった。
「失礼ながら！」
こう叫びながら 荒々しくド アを叩く。
ドアに閂は掛か っておらず 、荒々しく叩 いたその反 動でドアは開 いた。
「うむっ、入れ！ 」
寝台で横臥《お うが》して いたシトーは 閉じていた 眼を素早く見 開き、サイド ボードの
消えていた蝋燭に 指先から放 つ焔で火を灯 し、寝台よ り脚を下ろし て座した。
「特務機関にて弩 級の勢力を 感知！ルシフ ェルの気は 読み取れませ んが、時期と 照らし合
わせて堕天が率い る軍勢と思 われます！」
部屋に駆け込ん だ修道士は 咳き込むよう に報告する 。
「くっ！とうとう 来よったか ！……小僧が あの調子だ というのにっ ！……して、 軍勢がア
トス山へ到達する まで残され た時間は！」
シトーは口角泡 を飛ばす。
「いえっ、それが ……」
「悠長にしておる 暇などない のじゃ！」
口ごもる修道士 をシトーは 急かした。
「……申し上げに くいのです が、軍勢が向 かう先はこ こにあらず、 宮殿の位置す る都なの
です！この速さで は明日の日 没には都が襲 われます！ 」
「なっ、何じゃと ！」
シトーですら予 期せぬ魔物 の進路に狼狽 を禁じえな かった。
「……首都が襲わ れれば被害 は甚大！僧達 の親族も多 数居住してお ります。預言 者の秘儀
があれば一昼夜で 都へ到着で きます。都へ 戦いの場を 移してみては ！？」
修道士の声は熱 を帯びてい る。
「落ち着くのじゃ っ！都の住 民はその殆ど が疎開を終 えておる。そ れにシメオン がミカエ
ルを召喚出来ぬ今 、結界や防 御の整ってお る修道院で の戦いですら 勝機がないと いうのに
都での戦いなぞ、 百戦錬磨の 僧達と言えど すぐに滅ぼ されてしまう わ！儂らが死 ねば人が
皆滅んでしまうの じゃ！大義 を見失うな！ 」
「……は、はっ！ 」
シトーの叱咤で 修道士は正 気を取り戻し たように肯 いた。
「それから……」
ふと窓の外に目 をやりなが らシトーは呟 く。

「……今回の件は 暫く極秘に しておけ。シ メオンの耳 に届くと厄介 になりそうじ ゃからの
……」
「承知しました」
こう首肯《しゅ こう》して 修道士は部屋 を後にした 。
この時、普段か ら人気のな い修道院室の ドアが僅か に開いている ことを修道士 は気にし
なかったし、シメ オンが自ら の抑えようの ないわだか まった気持ち を抑えるため 、夜な夜
な散策を繰り返し ていること も、そして雨 降りの日に はその散歩の 地が修道院の 廊下とな
ることも二人は知 らなかった 。増してや、 その日の夜 散策の通り道 に修道院長の 部屋の前
の通路を選んだシ メオンが偶 然シトー達の 会話を聞き 及んでいよう などとは、そ の時思い
もよらなかったの である。
次の日、シトー の指導を以 って静謐《せ いひつ》な 地下の小部屋 で行われるこ とになっ
ていた瞑想にシメ オンが姿を 現さなかった ときになっ てようやく、 シトーは異変 に気付い
た。
シメオンの部屋 へと急ぎ、 ドアを開ける 。
ガランとした部 屋には修道 院の公的着衣 である黒衣 の修道服がベ ッドに投げ出 され、乱
暴に引き出された チェストに は修道院へ到 着するまで 着ていた旅装 束が無く、窓 が開け放
たれ雨の止んだ空 にカーテン が舞っていた 。
「愚かな……」
シトーは呟いた 。
一方その時、シ メオンは暁 光が差す光の 中を、疾風 の如く駆けて いた。
〈僕は多分、今夜 殺されるだ ろう。……そ れじゃ何の 為に走ってい るんだ？殺さ れるため
に走っているのか ？いや、そ うじゃない。 僕は僕であ るために走っ ているんだ！ 〉
＊＊＊＊＊
沈み行く太陽を 背に、都へ と到着したシ メオンを待 っていたのは 、燃えさかる 街だった。
「くっ、遅かった か……」
シメオンはうろ たえてはい たが、一人で も沢山の住 民を救おうと 住民達を襲う 異形の悪
魔を自らの秘儀で 薙ぎ倒しな がら、ある方 向へと駆け ていく。
延長線上には宮 殿と、更に その先には教 会が位置し ていた。
その道の途中で 、住民達が 怪物の襲来を 怖れながら も街の中心を 目指している ことに気
付いたシメオンは 、素早く背 の高い民家の 屋根に飛び 宮殿を遠く目 にする。
すると、普段来 訪者がいな ければ閉鎖さ れている筈 の城門《きど 》が開放され 、住民達
が列を成して押し 寄せており 、城壁の上に は悪魔用の 半透明の結界 が半円状に巡 らされて
いた。
シメオンは屋根 づたいに宮 殿へ近付き、 城壁の側ま で辿り着くと 、一跳びで城 壁の遥か
高くへ飛び上がり 、そこから 浮遊して結界 へ片手を触 れる。すると 、頑丈な金属 のような
感触が伝わってく る。
「聖なる防壁よ、 我を認証せ よ」
しかしシメオン がこう呟い た次の瞬間、 迷わずの森 でシメオンが 大樹へと吸い 込まれて

いったようにシメ オンは半透 明の結界の内 側へと透過 していった。
城壁の内側でご った返して いた住民達は 、空から登 場した謎の存 在に一瞬悲鳴 を叫びか
けたが、それが救 世主の姿だ と知るとその 悲鳴は一転 して歓喜の声 に変わった。
中庭の中心には 祭壇が設置 され、三人の 修道僧が三 極構造《トラ イアングル》 に座して
結界の祈りを唱え ていた。そ の中央では玉 石が輝き、 ｜生命の樹《 セフィロト》 を形成し
ている。
「シメオンめ、独 断で来よっ たな」
「今修道院へ勢力 を結集させ 、僧を常駐さ せているの はここ都だけ 。よって守っ ているの
は儂らだけじゃし 、この結界 もいずれ破ら れる。ミカ エルを召喚出 来ぬシメオン が来たと
て無駄なことじゃ し、何より 意味がなかろ う……」
「……じゃが、マ グダリア姫 が子を授かっ たのも、ロ ーレンスが破 門となったの も、全て
神の思し召しじゃ 。シメオン がミカエルを 召喚できな くなった挙句 、ここに来た のもな」
「……神の御心か のう……」
「……やもしれぬ ……」
シメオンの気配 を察知して 括目《かつも く》した僧 達は語り合う と目を閉じ、 詠唱を再
開した。
国王は、以前シ メオンがロ ーレンスやマ グダリアと 民衆達へ閲覧 式を行ったテ ラスから
両手を大きく振っ ていた。
それを目にした シメオンの 脳裏には、マ グダリアが シメオンの存 在を忘れてい るかのよ
うにローレンスだ けを見つめ ていたあの日 の光景がよ ぎり、シメオ ンは一瞬｜眩 暈《めま
い》を起こしかけ たが、人々 へ不安を与え ないよう体 勢を整え、国 王のもとへ降 り立つ。
「……マグダリア を助けてく れい！上の娘 達はもう疎 開させておる が、マグダリ アは具合
が悪いままで今も 教会から動 かせんのじゃ ！今、セバ スチャンを向 かわせておる ！儂もす
ぐに行く！頼む… …」
シメオンが到着 するや否や 、国王は人々 を勇気付け るために作り 続けていた余 裕の表情
を娘を思う悲嘆へ 変え、シメ オンへ懇願し た。
シメオンは無言 で肯き、テ ラスより教会 の方角へと 飛び立つ。
空中から見えた 教会が位置 する森は、あ ちらこちら に火の手が上 がっており、 一目では
教会が無事かどう かすら判別 できない。
行く手を塞ぐ魔 物達を弾き 飛ばし、風の ように森を 駆け抜け、シ メオンは走っ た。
こうしてシメオ ンが教会に 辿り着いたの は、太陽が 地平線の下へ 完全に沈没し ようとし
た、まさにその間 際だった。
轟々と音を立て 、火に包ま れて周囲に火 の粉をばら 撒く教会の側 で、セバスチ ャンがマ
グダリアの両腕を 必死で抱え ていた。
シメオンが駆け 寄ると、セ バスチャンは 、修道院で 日々を過ごし ている筈の救 世主の登
場に一瞬驚いたが 、すぐに、
「マグダリア様は 騒然とした 外の様子を確 かめようと 、病気がちな 体調を無理し て外を調
べに出て行かれた ようです。 その帰りに火 事が……」
執事の束縛を振 り払おうと して、かいな を振り回す マグダリアの 振る舞いを御 《ぎょ》
しながら応えた。

「それじゃ、赤ん 坊は……」
その時、マグダ リアはシメ オンの到着を 感づこうと する徴《しる し》もなく、 半狂乱に
なりながら自らの 子供の名前 を叫んでいた 。
〈僕が行くしかな いっ！〉
シメオンが決意 したその瞬 間である。
「私が行くっ！」
彼等の背後から 、聞き覚え のある声が聴 こえた。
ちょうどこの時 、燃え行く 教会に閉じ込 められ自ら の生命の終わ りを悟ったの か、それ
とも奏者と声楽家 の生命を超 えた芸術への 傾倒だろう か、火に包ま れた教会から 美しいパ
イプオルガンの音 色と賛美歌 が響き渡った 。

救出
シメオンがたじ ろぎながら 振り向いたそ の先には、 やはり他なら ぬローレンス の姿があ
った。
その白き僧衣は 朽ち、燃え る建物の炎に 照らされた その瞳は赤色 に輝き、痩せ 衰えたそ
の頬はこけ、髪は 乱れている が、その美し い整った顔 貌はローレン スに違いなか った。
だが、シメオン がローレン スの美しい姿 を目にした のはほんの一 瞬で、その姿 は、瞬く
間に火柱立ち上る 教会の建物 へと吸い込ま れていった 。
この時、シメオ ンの後を追 って都へと辿 り着いたシ トーら修道僧 達が、シメオ ンの気配
を追って教会へと 辿り着いて いた。
「流石に破戒の徒 も我が子が 可愛いと見え る。勇んで 火に飛び込み よった」
偏屈で知られた 老僧が蔑《 さげす》むよ うに言葉を 発した。
「……うむ、じゃ が……不義 あらば、預言 者の力は例 外なく神の裁 きで失われた 。今まで
例外などない。じ ゃが、火に 飛び込んだロ ーレンスを 見たか！あ奴 の身体を天上 の衣が覆
い、皮膚を焦がす 火の粉と骨 をも焼き尽く す熱よりロ ーレンスを守 護しておった ！」
それを隣で聞い ていた僧は 、偏屈で知ら れる老僧の 辛辣《しんら つ》な皮肉に 対して同
意しながらも、目 の前で起こ った出来事に 驚きを禁じ えなかった。
「……我が子を想 う父への、 神の御心かの う……」
シトーは呟いた 。
「……神よ、救い たまえ、神 よ、救いたま え……」
一方でマグダリ アは痩せこ けたローレン スが一人焔 立つ教会へと 立ち行くその 後姿を目
にしてからという もの、地に うずくまり、 両手を組み 合わせて天に 掲げ、声にな らない祈
りを捧げ始めた。
燃えさかる火の 粉がその美 しい髪や衣服 を焦がし、 燻された灰が その身体を襲 ったが、
マグダリアは身じ ろぎすらし ようとせず、 祈りを続け た。
涙が乾いた地面 を湿らせて いた。
＊＊＊＊＊
〈間に合ってくれ ！〉
小さな生命の気 配を追いな がらローレン スは部屋の ドアを開ける 。
マグダリアの居 室は既に熱 気に包まれ、 上方は煙で 覆われ、壁の 一部は既に燃 え盛って
いたが、ベビーベ ッドが部屋 の中央付近に 設置されて いた幸運であ ろう、部屋の 中心より
苦しそうな赤ん坊 の泣き声が 聴こえた。
その声より、ロ ーレンスが 赤子の位置を 把握し、ベ ビーベッドに 目をやった瞬 間、その
視界には、あの日 宮殿でシメ オンを襲った 巨大な蝿の 姿が赤子の傍 で佇立《ちょ りつ》し
ていた。
「バアルゼブブ！ 」
ローレンスは素 早く身構え 、周囲に注意 を配る。だ が、その姿は あの日の美し いしなや
かな姿と比べると 、余りに痛 々しかった。

「おぬしが来ると は……。小 僧が来ると読 んでいたが ……。これは 意外や意外… …。まあ、
よい。……ああ、 魔法陣は張 っておらんよ 。今の小僧 なら魔法陣ぐ らい気付くじ ゃろうと
思ってな……」
羽音を唸らせ声 ならぬ声を 発し、触覚を ピクピクと 動かしながら 、バアルゼブ ブはその
細長い手足で赤子 の額に触れ た。
「赤子に手を出す な！」
ローレンスは叫 ぶ。
「手を出すな？… …知ってお るか？儂は、 実戦の方は からっきしで のう……。生 身の小僧
も直ぐには殺せな かったほど じゃが、赤子 となるとわ から……」
「｜生命の樹《セ フィロト》 より放つ天界 の光、一閃 の矢となりて 邪を貫け！」
バアルゼブブの 言葉が言い 終わらぬ内に ローレンス の放った光の 矢がバアルゼ ブブの腹
部を貫く。
緑色の粘液がそ の傷口から 滴《したた》 る。
「……ところで… …、一方儂 は知略のほう には自信が あってのう… …」
しかし、巨大な 蝿の怪物の 言葉には、自 らが致命的 な傷を受けた にも関わらず 一切動揺
の様子がなかった 。
その言葉に反応 するように 部屋の内部が 緑色に怪し く光を放ち始 める。部屋を 燻す煙が
緑色に染まる。
それと同時に、 それまでシ メオンを炎の 熱から護っ ていた光のオ ーラが薄らぎ 消えてい
く。
「くっ……」
それまで感じな かった熱気 と煙を一身に 受けたロー レンスは思わ ず呻いた。降 りかかる
火の粉が肩を焦が す。
「……儂の命が燃 え尽きるそ の時に発動す るようにし ておいた…… 、これには気 付くまい
……。……小僧を 誘き寄せる 為、都を襲わ せたのも儂 じゃ。……小 僧でなかった のは無念
じゃが、おぬしを 道連れも悪 くない……」
そう苦しそうに 羽音を震わ せると、バア ルゼブブは 斃《たお》れ た。
部屋を包む炎が その骸を焼 いた。

受難
「おおっ……」
ローレンスが教 会に飛び込 んでから暫く して、その 懐に幼子を抱 えたローレン スが火の
海からその姿を現 した時、シ メオンの後を 追って教会 に辿り着いた 国王や、固唾 を呑んで
安否を見守り続け ていた僧達 の間にどよめ きが起こっ た。
火焔立つ教会に ひたすら祈 りを続けてい たマグダリ アは、ローレ ンスに抱かれ た赤子の
姿を見るや否や、 正気を失っ たかのように その傍らへ と駆け寄った が、業火に皮 膚を焼か
れたローレンスの 姿に気付く や否や、雷に 打たれたよ うにひれ伏し た。
ローレンスは、 ひざまずく マグダリアの 両手に赤子 を受け渡す。
ローレンスがよ ほど大事に 抱きかかえて いたせいだ ろう、元気に 泣き叫ぶ幼児 には怪我
や火傷の跡が全く なかった。
一方幼児を庇い 、生身で火 の中をくぐり 抜けたロー レンスは、赤 子を手渡すと 力尽きた
のだろう、その心 身の力を失 い、地へと倒 れる。
駆け寄ったシメ オンがかつ ての友の半身 を抱いた。
「……ローレンス ！……おお っ、神よ…… 」
自らの孫を救っ たローレン スと、その奇 跡に国王は ぬかづき、祈 りを捧げた。
「うっ、ひどい… …、これほ どの火傷では 、儂らでも 治癒のしよう がない……」
「……とはいえ、 神の憐れみ じゃ……」
「破戒者にすら、 その命の終 焉に徳行の機 会を与えら れたのじゃ… …」
絶え絶えに息を するローレ ンスに歩み寄 った僧達が 各々に語り、 祈りを捧げよ うとした
その時である。
赤子を抱え、涙 に暮れてい たマグダリア が突如シト ーの前に身を 投げ出したの だ。
「この子供はロー レンス様の 御子にござい ません。ロ ーレンス様が 都を去って数 日後、情
を通じた諸侯の子 息との間に 出来た子供で ございます ！」
そう語るマグダ リアの涙に 濡れた瞳は真 実に輝き、 その言葉に嘘 偽りがないこ とを示し
ている。燃えさか る炎を反射 して、その体 は赤く輝い た。
「なんじゃと…… 」
シトーもその懺 悔にはただ ただ言葉を失 うよりなか った。
「ローレンス様が 初めて宮殿 を訪れ、私に 取り憑いて いた邪を退散 して以来、私 はローレ
ンス様を恋い慕っ ておりまし た。……けれ ど、ローレ ンス様はその 敬虔さからか 私の気持
ちを察していなが ら見向きも してください ません。… …女の意地、 執念。共に幸 せになれ
ぬならば、せめて 私の手で不 幸にしてやり たいと、そ の後内通した 諸侯の子息が 遊猟の最
中悪魔に襲われ亡 くなったと の報を聞いて 、出来た子 をローレンス 様の子供と偽 ったので
す……」
「なんてことを… …」
娘の父親は頭を 抱え、悶え て地にうずく まった。
「……けれど、私 がこれほど 卑劣な行いを したにも関 わらず、ロー レンス様の慈 悲の御心
は私の罪を咎めず 、それどこ ろかその尊き 命を犠牲に して、怖ろし き火焔の中か ら私の子
供を救って下され たのです。 ……その憐れ みの心、天 の神が私にそ の化身を遣わ されたの

でしょうか。どう か私の身を 引き裂いてく ださい！煉 獄に落とし、 その身を焼い て下さ
い！ああっ……！ 」
マグダリアは赤 子を抱えな がら、地に伏 し、身を震 わせて涙を流 した。
「神の化身じゃ！ 」
「殉教じゃ！」
「罪びとの為にそ の身を地に 堕とし、命を 捨ててその 子を救いおっ た！何たる慈 悲！何た
る……」
僧達よりも驚嘆 の声が響き 、全ての感情 を失ったが 如き、その乾 涸びた、皺に 覆われた
皮膚を涙が伝った 。
シメオンに抱き かかえられ たローレンス は、懺悔《 ざんげ》を聴 くと、マグダ リアへと
視線を移し、ゆっ くりとうな づいた。その 皮膚は焼け ただれ、髪は 焦げつき、言 葉を語る
ことも出来ない様 子で、その 命の灯火が今 や消えかか ろうとしてい ることは誰の 目から見
ても明らかだった が、夜空を 仰ぐその瞳は 、以前より 一層美しい輝 きを宿してい た。
「王女マグダリア よ、そなた の罪はローレ ンスの尊き 犠牲で贖《あ がな》われた 。救われ
た子を大事に育て 、日々粛々 と善行を積む がよい。… …しても、自 らを犠牲とし たローレ
ンスの行いは、年 少にして既 に儂らをも遥 かに凌駕し ておる……」
マグダリアに語 りかけたシ トーの乾いた 頬をすら、 遠い昔にその 役割を失った と誰もが
信じて疑わなかっ た涙が流れ た。
「……ごめんよ、 ローレンス 。……ごめん 、疑ってご めん。……殴 ったりしてご めん。ご
めんよ……」
シメオンはその 間、誰の声 も耳に入らな いかのよう に、その涙で 焼け爛れたロ ーレンス
の頬を濡らしなが ら、ただひ たすらに詫び ていたのだ が、その直後 ローレンスの 焼けた衣
服のその隙より、 清らかな玉 のような乳房 が顕わにな った時、
「っ……あぁっ… あぁっ…！ 」
声にならない悲 鳴を上げ、 宙を仰いだ。
「見られよ！見ら れよ！」
「女じゃ！ローレ ンスは女じ ゃ！」
シメオンの異変 より事実を 察したマグダ リアとその 父、そして王 達は、驚愕の 声と共に、
誰からともなくロ ーレンスの 前にひざまず き、その頭 を垂れた。
啜り泣きや祈り の声があち こちより漏れ 、それがパ イプオルガン と美しい賛歌 の響きと
相俟《あいま》っ て静寂の夜 空を震わせた 。
こうして、ロー レンスは頬 を寄せ慟哭す るシメオン の抱擁を受け ながら、穏や かに、そ
して安らかにその 横顔を見つ めながら息を ひきとった 。

奇蹟
教会の炎に照ら され、紅に 輝く星空を暗 黒の闇が支 配したのは、 それから間も なくのこ
とである。
瞬く間に常闇《 とこやみ》 が周囲を支配 する。
暗黒を吐き出す 闇の心中よ り降り立った のは、破壊 の翼持て漆黒 に輝くルシフ ェルだっ
た。
「堕天じゃ！」
「……人の世の終 わりじゃ… …」
百戦錬磨の僧達 よりも諦観 の入り混じっ た悲鳴の声 が飛び出す。
だがこの時であ る。ローレ ンスと、その 肩に顔を埋 め、慟哭して いたシメオン が眩い光
輝に包まれ、その 光が空へと 放たれる。
一条の光は天空 へ届いたの か、暗闇を突 き抜けたそ の一点より光 芒を放ち闇夜 を照らす。
そして、光がもた らされたそ の場所より剣 を手にした 気高くも美し い天使が光臨 したので
ある。
「おおっ！あれぞ 、大天使ミ カエル！」
「ローレンスの気 高い心がシ メオンに再び 知恵《ダー ト》の霊力を 与えたのじゃ ！」
「あの剣こそは堕 天を切り裂 く天界の宝器 ！」
シメオンがミカ エル召還の 力を取り戻し たことで、 僧達の間に歓 声が上がり、 その士気
は高まった。
「大戦以来よのう ……」
中空に漂いなが らルシフェ ルは大天使に 語りかける 。
「神に抗いし反逆 の徒よ。今 宵決着の時！ 」
ミカエルが斬堕 の剣を両手 に構えたその 矢先である 。
「放てーっ！」
シトーの掛け声 を合図に居 並ぶ修道僧達 が先制して 渾身の強襲を 行った。
燃える火焔に真 空の刃、そ して巨大な氷 塊、あらゆ る猛攻が至る ところよりル シフェル
へと襲い掛かる。
ルシフェルの周 りは噴煙に 包まれ、爆音 と詠唱の声 は暫く鳴り止 む気配がなか った。
しかし、
「無駄だ……」
爆煙の中心地よ り漏れた億 劫そうなルシ フェルの声 で修道僧達は 思わず自らの 試みを中
断せざるを得なか った。
そして、数瞬の 後ルシフェ ルを覆ってい た煙幕が消 えたその先に は傷一つない ルシフェ
ルの姿があった。
「呪われた悪魔め っ！」
悔し紛れに修道 僧の放った 光線がルシフ ェルの纏う 闇の空間に、 飲み込まれる ように消
えていく。
「……鬱陶《うっ とう》しい 連中だ」
そうこぼしたル シフェルの 様子は、まる で身に纏わ りつくダニを 疎んじている かのよう

だった。
「やはり効かぬか ……」
シトーは唇を噛 んだ。
「相手を用意して やろう…… 出でよ七十二 柱《ななじ ゅうふたはし ら》の上位悪 魔！」
ルシフェルが言 葉を発する と、周囲の地 面が黒く変 化し、地底の 闇から異形の 魔物たち
が浮き上がるよう にその姿を 顕わにした。
ある悪魔は、巨 大な蛇の脚 部に美しい女 性の他に蛇 と猫、またあ る悪魔は犬、 鷲、蛇を
頭部に具《そな》 え、またあ る悪魔は翼の 生えた漆黒 の馬に跨り、 実体のない甲 冑の塊と
して切れ味鋭い巨 大な槍を手 にしていた。 そしてある 悪魔は巨大な 鷲の翼をした 狂犬の姿
をしており、この 世の何より 硬いであろう その犬歯で 戯れに岩石を 粉々に噛み砕 くと獲物
に狙いを付け、自 らの能力で 透明な不可視 の存在とな る。
その怪奇極まる 容姿は様々 だが、共通し て言えるこ とは居並ぶ全 ての悪魔が、 その気配
だけで歴戦の僧達 を戦慄させ るような強い 妖気を放っ ていることだ った。
「人の世の興廃、 この戦いに あり！」
悪魔達の修道僧 への突進と 、士気を高め ようとして 発したシトー の声が開戦の 烽火《の
ろし》となり、遂 に決戦が始 まった。
巨大な梟があり とあらゆる 闇の秘術を駆 使して攻防 の優越を奪わ んとし、通り 道を猛毒
に染める蒼き馬を 操る百獣の 王の面貌をし た戦士が燃 えさかる眼球 より炎熱の黒 線を照射
しながら暴れまわ る。翼を生 やした直立歩 行する鹿の 怪物は天変を 自在に操り、 敵地に猛
烈な竜巻を発生さ せ、肉を切 り裂く雹を降 らせ、巨大 な鰐にまたが った老人の形 をした悪
魔がその手で翼を 休めていた 鷹を放つと、 その鷹は瞬 く間に鋭利な 刃となり預言 者を襲い、
鰐の前足が地面を 叩くと地割 れが起き、僧 たちを地の 底に飲み込ま んとする。
対する居並ぶ僧 達の中でも シトーら特に 霊験あらた かな老僧達は 自らの召還の 霊力を以
ってして天上より 天使を呼び 寄せ、翼持つ 美しき戦士 達は悪魔の硬 い皮膚を貫く 矢を浴び
せ、あるいは槍で その五臓を 抉《えぐ》ら んとし、あ るいは杖より 邪悪な存在を 脆弱にす
る聖なる光を放射 して勇敢に 戦った。
そしてある者は 数体の岩石 で出来た巨大 な傀儡《く ぐつ》を操り 、またある者 は僧達の
周囲に悪魔の急襲 を防ぐ鉄壁 の障壁を構築 する。光と 闇が衝突し、 弾け、打ち消 しあって
双方の勢力は拮抗 し、凄まじ い攻防が繰り 広げられた 。
一方でミカエル とルシフェ ルは中空に浮 かびながら 、永年の因縁 に決着をつけ ようと真
っ向から対峙して いた。
「何故人間を襲う ！？」
その剣先を邪の 王に向けな がらミカエル は問う。
「それが私の務め だからだ」
ルシフェルは静 かに応えた 。
「禁じられた知恵 《ダート》 の力を人に与 え、楽園か ら追い出し、 その人間に牙 を向ける
のが務めだと言う のか！？」
「そうだ、……お 主の務めが 私を滅ぼすこ とのように な……」
煉獄の魔王の言 葉と表情が 、心なしか言 い知れぬ哀 愁を帯びたよ うに感じられ た。
「ならば、その務 め果たさせ てもらう！」

そう叫ぶと、大 天使は高々 と剣を振り上 げ、ルシフ ェルの眼前ま で飛翔すると 、その振
りかぶった剣を振 り下ろした 。
その速さたるや 疾風迅雷の 如く、さしも のルシフェ ルさえ防ぎよ うもないよう に思われ
たが、退魔の聖剣 がその身体 を切り裂こう としたその 瞬間、ルシフ ェルの手に柄 の長い三
叉《さんさ》の槍 が握られ、 ミカエルの剣 を受け止め た。
剣と槍の衝突し た点より凄 まじい衝撃波 が生じ、空 が震え大地が 揺れる。
「来るがよい。我 が同胞《は らから》よ… …」
ルシフェルは呟 いた。
堕天と大天使の 戦いは壮烈 を極め、目に も止まらぬ 剣戟《けんげ き》の余波で 地は割れ、
森は薙ぎ倒された 。その様相 たるや形容し 難いが、敢 えて例えるな らば夜空に浮 かぶ星々
が互いに争い、そ の強大さを 競って衝突し ているかの ようだった。
その速度・破壊 力・剣技た るや互角で双 方引けを取 らなかった。 いや、剣技に 関しては
ルシフェルに一日 の長がある 感すらあった 。しかし、 戦いが長引く につれて、こ の世の最
も硬い物質をさえ 貫くルシフ ェルの槍が磨 耗《まもう 》し、切れ味 が落ちていく のに対し
て、ミカエルの手 にした刃は ルシフェルの 槍との摩擦 でより研ぎす まされていっ た。
そして、遂にミ カエルの振 り下ろした必 殺の一撃を 柄で受け止め たルシフェル の槍が切
断され、防御の遅 れたルシフ ェルの心臓に ミカエルの 剣が突き刺さ る。だが、こ の時ルシ
フェルも切断され た槍の先端 の刃でミカエ ルの心臓を 貫いていた。
こうしてミカエ ルとルシフ ェルは互いの 胸を押さえ ながら地に叩 き付けられた 。
この時、修道僧 達は、尽き せぬ生命力を 持った悪魔 の大群に対し て劣勢となり 、守勢に
まわって負傷者も 続出し、最 後の砦となっ た結界も破 られようとし ていたが、ル シフェル
が地に斃れた瞬間 よりその力 を失い、悪魔 の足元に現 れた黒い闇へ と吸い込まれ るように
消えていった。
「おおっ！大天使 様がルシフ ェルを倒され たぞ！」
「いやっ、これは 相討ちじゃ ！」
「大天使様！」
心身の消耗も怪 我をも忘れ 、修道僧達は ミカエルと ルシフェルの もとへと駆け 寄る。
「終わったようじ ゃな……」
シトーはその様 子を目にし て溜息をつき 、次いで労 をねぎらおう とローレンス を抱きな
がら微動だにせぬ シメオンの 肩に手をやろ うとして、
「何てことじゃ… …」
と悲痛な叫び声 を挙げた。
自らが霊媒とな ったミカエ ルの傷と、慣 れない長時 間の召還で気 力を極限まで 酷使した
ゆえか、ローレン スを抱きな がらシメオン は息絶えて いたのである 。
世界を救った修 道士の死に 気付いたマグ ダリアや国 王、セバスチ ャンも、身を 切られる
ような悲しみで、 ただただ涙 にくれるのだ った。
＊＊＊＊＊
「おおっ……」

「堕天が生きてお るっ！」
倒れたミカエル とルシフェ ルの傍へ駆け 寄った僧達 の間からどよ めきの声が上 がったの
はその時だった。
シトー達が視線 を向けたそ の先ではミカ エルの剣が 突き刺さった ルシフェルが 立ち上が
ろうとしていたが 、しかし、 その動きは緩 慢で、気高 き表情には死 相が現れてい た。
「止めを刺してく れるっ！」
その様子を見て いた血気さ かんな僧達は ルシフェル の息の根を止 めようとした が、
「早まってはなら ん！待つの じゃ」
そう叫ぶシトー の声が、ル シフェルを葬 り去ろうと はやる僧達を 押し止めた。
シトーはルシフ ェルの纏う 霊的気配の中 に、もう禍 々《まがまが 》しい殺気が 含まれて
いない事を見抜い ていたのだ 。
力を失い、もう 空を駆ける こともままな らぬ堕天は 、その美しい 十二枚の翼を わずかに
ばたつかせ、脚を 引きずりな がら抱き合い ながら、眠 るように亡く なったシメオ ンとロー
レンスの傍らまで 歩むと、こ う語った。
「私が人間に知恵 《ダート》 の実を食ませ たのは、善 悪を知らず獣 のように生き る人間を
不憫に思い、その 知恵の力で 、より正しく 、より幸福 に人間が生き ていけるよう にという
願いだった。だが 、人間に知 恵を与えて以 来、人は自 らの欲求に溺 れ、相互に支 配や争い、
殺し合いを繰り返 してきた」
「その通りじゃ… …」
ルシフェルの言 葉に国王は 肩を落とした 。
「私が人間を襲う ようになっ たのは、互い に争う人間 達を罰するた めだった。実 際私は人
を滅ぼす予定だっ たし、その 為に自らを地 に堕とした のだった」
「むむむ……」
言葉を失ったシ トーは唸っ た。
「しかし、今回の ローレンス とシメオンの 一連の出来 事を見届け、 私は人に知恵 の力を与
えたことは間違い で無かった と確信した。 自己犠牲と 他者への無償 の愛は真の叡 智なくし
ては行えぬ偉大な る行為だか らだ。今回、 この者達は 私の与えた試 練を乗り越え た」
その言葉の後、 ルシフェル はミカエルの 剣で貫かれ た胸から流れ 落ちるマグマ のように
赤い血のような液 体を掌で救 い、
「私のまたの名は サタン。そ の意味は試す 者。それが 神より私が託 された使命」
そう言葉を発し ながらその 赤い掌に祈り を込めた。
次の瞬間、赤い 血は輝ける 透明の液体に 変化し、ル シフェルは息 絶えたローレ ンスとシ
メオンの口にその 液体を含ま せ、再びミカ エルのもと へと歩んでい く。
「ごほっ……ごほ っ……」
命を失ったはず のローレン スとシメオン の喉より咳 き込む音がし たのはそれか ら間もな
くだった。
「おおっ！生き返 ったぞ！」
「奇跡じゃ！」
皆の喚起の声が 波のように 広がった。
〈生きてる……？ 僕は生きて いるのか…… ？〉

自分が目を覚ま し、息をし ている事に計 り知れない ほどの不思議 と神秘を感じ ながらシ
メオンがローレン スを見つめ たとき、ロー レンスもま た潤んだその 瞳でシメオン を見つめ
ていた。
〈ローレンスも生 きている。 僕達は生きて いる。そし てこれからも 一緒に生きて いくん
だ！〉
シメオンとロー レンスはか たく強く抱擁 を交わした 。
その時、ミカエ ルの亡骸の 前に屹立して いたルシフ ェルは、残さ れた少ない生 命を燃焼
してミカエルの胸 に刺された 三叉の槍を引 き抜き、再 び自らの赤き 血を不死の液 体へと変
化させ、傷ついた その胸に注 ぐと、遂にそ の命の灯火 を失ったのだ ろうか、地へ と倒れた。
一方ミカエルの 傷はルシフ ェルの治癒《 ちゆ》で瞬 く間にその痕 跡すらなくな り、ミカ
エルはやがて意識 を取り戻す と、倒れたル シフェルを 抱きかかえた 。
すると、暗いは ずの夜空が 陽光に照らさ れたように 明るく輝き始 め、その際、 一際輝い
た光がルシフェル の傷ついた 胸に照射され る。
そして、やがて 神の与えた 慈悲の心がル シフェルの 傷も癒え、ミ カエルと、今 や紛れも
ない天使の光を纏 ったルシフ ェルは、その 翼をはため かせながら天 空彼方へ吸い 込まれて
いったのである。

エピロ ーグ
都で起こった決 戦より数ヶ 月経過したあ る日。都で は疎開から帰 還した住民達 やはるば
る各地より集まっ た国民を相 手にして、祝 賀の儀が催 された。
都には修道僧達 が呼ばれ、 諸侯が各地か ら集められ た。
その日は国中が 祭りとなり 、都だけでな く、各地で 厳かな儀式の 後にはあらん 限りの料
理が振舞われ、人 々は皆美酒 に酔った。
その儀式には幼 児を胸にし たマグダリア の姿も見受 けられ、その 表情は命を助 けられた
子供を無事育てよ うという母 の強い決意に 満ちていた 。
しかし、そこに シメオンと ローレンスの 姿は見られ なかった。
その日の夕方の ことである 。宮殿の広間 で行われた 贅を尽くした 祝宴を抜け出 した国王
はいつもの小さな 、棚に美酒 の並べられた 応接間のソ ファに腰を下 ろしていた。
そこには国王だ けでなく、 その傍に佇む セバスチャ ンと、対面し たソファに座 るシトー
の姿があった。
「お主の酒好きっ ぷり、数十 年前とちっと も変わって おらんのう」
修道院長は国王 へ皮肉混じ りに声を掛け る。
「何を言われる、 シトー殿。 修道院の教え にもありま したぞ。人の 糧は竈より出 ずるのみ
にあらずと……」
「誰が料理以外に 酒も飲めと 言った！魂の 栄養、すな わち信仰の心 が必要なのじ ゃ」
シトーの指摘は 厳格だった が、冗談と知 ってか、怒 りはこめられ ていない。
「はっはっはっ、 わかってお りますぞ。そ れにしても シメオン殿と ローレンス殿 が参加さ
れなかったことだ けが唯一の 心残りじゃ… …」
「さようでござい ますな…… 」
快い酩酊の中で 国王の口を 突いて出た残 念そうな一 言にセバスチ ャンは同意し た。
「ふんっ、あやつ らはもうと っくに破門じ ゃ。お主ら がどうしても と言うならこ ちらは関
知せんが……」
シトーが毒舌を 交えて説明 を加える。
「それも辞退され てしまいま しては……止 むをえませ んな」
続いてセバスチ ャンもシト ーに相の手を 入れる。
「今回人々が救わ れたのはシ トー殿等のお 力も去るこ とながら、シ メオン殿とロ ーレンス
殿のお陰。こうや って儂らだ け浮かれ騒い でいるとい うのも申し訳 ない気分じゃ 」
「構うまい……」
名残惜しそうな 国王にシト ーは言葉を返 したが、
「それにしても… …不思議じ ゃ」
何かをふと思い 出したよう に続けた。
「……何がですか な？」
セバスチャンと 国王が思わ ず尋ねると、 シトーは首 を傾げる。
「ローレンスとシ メオンは修 道院の掟に従 い、民へと 戻った。…… しかしながら 不思議な
ことに聖地を離れ 、俗習に従 い俗世に還っ たあ奴らの 持つ預言者の 力は弱まるど ころかま
すますその輝きを 増しておる 」

「うーむ……」
国王と執事は呻 吟《しんぎ ん》した。
「儂はルシフェル が知恵《ダ ート》の実を 人に食わせ たことも、人 が誘惑に負け て知恵
《ダート》の実を 食べてしま ったことも罪 であり、悪 であると思っ ておった。し かし、違
うのかもしれん。 シメオンと ローレンスが 煉獄の道を 辿ってこの世 を救ったよう に、人が
知恵《ダート》の 実を食べた ことも、神が 与え給うた 成長の為の試 練だったのか もしれん」
シトーが言葉を 続け、
「……新たなる時 代が到来し ようとしてい るのやもし れぬ……」
「……なあ、そう じゃろバハ ククよ」
最後にそう呟い た時、部屋 の小窓から夕 焼けの日差 しが差し込み 、三人を鈍く 照らした。
＊＊＊＊＊
ちょうどその頃 、夕焼けに 照らされたシ メオンの姿 は故郷の村、 遠くに陽の沈 んでゆく
海を見渡せる、小 高い丘の牧 草地にあった 。
以前よりも頭数 の増えた羊 達が草を食《 は》み、そ の周りを数頭 の牧羊犬が元 気に走り
回っている。
草の上に寝転が っていたシ メオンはふと 体を起こす 。隣には美し く夕闇に映え たローレ
ンスが座っていた 。
シメオンはふと ローレンス に目をやる。 ローレンス は今や、シメ オンにとって の全てだ
った。
ローレンスの美 しい瞳もま た、その時シ メオンを見 つめていた。 ローレンスに とっても
シメオンは自らの 全てだった のだ。
水平線より海と 空を染めて 輝く斜陽を望 みながら、 シメオンとロ ーレンスは手 を取り合
う。
二人の間を心地 よい一旋の 風が通りすぎ た。

＊＊＊＊＊
この物語の前に は、既に過 去に秘められ た軌跡が眠 り、そして新 たなる歴史が 始まろう
としている。バハ クク、シト ーらが先の大 戦を駆け抜 けた軌跡、そ してシメオン とローレ
ンス、マグダリア の子らが歩 む新たなる歴 史である。 これは新たな る作品の主題 となりう
るだろうが、この 物語はこれ で終じる。

