――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――
異世界に存在する大陸、ミュールゲニア。
ま しゅ

おお

すた

科学文明の魔手はまだこの地を覆うことなく、廃れつつあるとは
いえ、いにしえより伝わる魔法も細々と受け継がれている。
そんな、剣と魔法が支配する世界――
レイン率いるサンクワールの軍勢は、ザーマインに占領されたガ
えん ぐん
ルドシュタインへ、援軍に向かう。彼らの前に立ちはだかるのは、
かつてガルブレイクのもとで副将を務めた知将ルミナスだった。
ろうじょうせん

ルミナスは、ガルドシュタインの主城で篭城戦を仕掛けたが、レ
インの奇策によって、あえなく城を捨て敗走する。
とはいえ、ザーマインの侵攻が止まるわけではない。大国の連合
が当てにできない現状、レインたちの苦境は続く……
一方、謎の組織の宗主クレアは、“メモリーズ”の力により少年
時代のレインを出現させた。
よう し
容姿から性格、さらには剣の腕まで、何もかもが当時のレインに
等しい彼は、傾国の剣を手にし、己の道を歩もうとしている。
彼の加入は、謎の組織にとって、そしてクレアにとって、大きな
転機をもたらすことになる――

――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――☆――
どりょうこう

※度量衡はあえてそのままにしてあります。
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プロローグ 戦士の集結
かんむり

へ

少し前まで、雪の冠を被っていた深い森も、日を経るごとに本来の姿に戻りつつある。
こよみ
暦の上では春に入り、そろそろ雪の降る日もまれになってきたためだろう。とはいえ
は
普通はコートなしでは外出もままならない。
例年より寒さは厳しく、
まだ吐く息は白いし、
ただ、今年は春の訪れが遅いのを喜ぶ者が多かった。
ちゅうげん
大陸北部に近いこの地域では、なおのことである。さらに付け加えれば、中原より南
の国々では、
「いっそ春など来るな」と思う者がほとんどだった。
ゆき ど
すぐにザーマインが攻めて来る。
春になれば……いや、
春以前に雪解けの時期が来れば、
誰に教えられずとも、多くの住人がそう思っていたからだ。

せいいき

聖域と大国レイファンの境に当たる場所に、とある村がある。
地図に載らないことも多いが、これは村の住人達があえてそうしてもらっているため
だ。
ライゼ村という名だが……ここはいささか、特殊な事情がある村だった。
と たん
入った途端、アリサはたちどころにライゼ村の特徴がわかった。
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注目した。

ようへい

こお

刹那、アリサは背筋が凍り付いた。
かた
たた
気配を察知したのと、背後から肩を叩かれたのが、ほぼ同じだったのだ。
はだ
あわ だ
おだ
肌が粟立つような思いで振り向けば、意外にも穏やかな表情の女性が立っていた。
まだ寒い季節なのに、シルク製と思われる、純白のコルセットドレスを着ている。し

せつ な

「まさに、美人の宿命ね」

三名ほどの男が小声で（でもしっかりアリサに聞こえる声で）話したかと思うと、急
うなず
に頷き合い、こちらへ来ようとした。
0 0
この辺で、もうアリサは来たことを後悔し始めていた。またどうでもいい問答が始ま
なぐ
り、最後は自分が彼らを殴り倒して終わるのだ。面倒なことこの上ない。

「おいおい。見ろよ、あの女。すげーな、おい。地味な服に騙されるトコだったぜ」
「どれどれ……おおっ。ウエストは細いのに、胸がでけーとか、奇跡みたいな女だ」
ようへい
「あいつも傭兵ってか。俺ぁ、急にギルドが天国に思えてきた。ギルドに属する女って
のは、裏も表も似たような顔のヤツばかりかと思ってたのによぉ」

だま

……住人のほぼ全員が傭兵なのだ。
それなりに規模の大きな村なのに、石造りの建物から出てくる住人や、道を行く村人
つ
「いかにもその筋の者」という男女ばかりだった。
達は、眼光鋭く長剣を吊った、
ようへい
ギルドマスターのジムから「傭兵の村」だと事前に聞いてはいたが、まさかこれほど
とは思わなかった。
「……しかも、やたらと酒場兼用の宿が多いわね」
つぶや
アリサはうんざりして呟く。
む えん
酒を飲まないアリサにとっては全く無縁の場所だからだ。
ば か
このような村では、酒場の前を通ると昼間から馬鹿騒ぎが聞こえるのが常である。だ
が、幸い今日に限ってそれはなかった。
いく
住人達は自宅や店や宿から出て、続々と村の広場に集まりつつある。幾ら飲んだくれ
ていても、出陣の日を間違えるヤツは、さすがにいないようだ。
ようへい
多分、アリサが来たのは最後の方だったのだろう。広場には既に大勢の傭兵が集まり、
む
人いきれで蒸し暑いほどだった。
ろうにゃくなんにょ
ようへい
老若男女を問わず、この全員が傭兵だと思うと、さすがのアリサも少し驚く。ざっと
ようへい
見て、千は確実にいるだろう。これでも組織全体から見ればごく一部というから、傭兵
あなど
ギルドとは確かに侮れない。
ども
おまけにアリサが広場に足を踏み入れると、退屈して騒いでいた男共は、早速彼女に
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お

外見だけ見れば全否定したいところだが、一瞬前に意表を衝かれたばかりである。
じん じょう
つ
尋常な戦士では、アリサの不意を衝くなど不可能なのだ。
「クロノスよ……あだ名はエンジェル、よろしくね。残念なことに、同じクラスで今日
来てるのは、わたしとあと一人だけだけど」
「よろしくお願いする」
用心深く低頭したところで、手を握られて何度か振られた。
と たん
途端に、背中がぞくっとする。
まれに強大な波動を持つ者の手を取ると、こういうことがある。ガルフォート城でレ
せんりつ
インと戦った時も、彼に手を取られた瞬間、同じ戦慄を感じたのを思い出した。
ほほ え
驚いて顔を上げると、
「こちらこそ」と微笑まれた。
おど
あくしゅ
別に脅すつもりなどなく、ただの握手だったらしい。どうでもいいが、アリサと違っ
ずいぶん
やわ
て随分と柔らかい手だった。まさに女性の手だ。
ねんれい
年齢は十代にも二十代にも見える不思議な女性だが……この少女は、確かにアドバン
スドナインの一人なのだ。
たず
あなた
「つかぬことを尋ねるが、貴女は帯剣してないのだな」
かし
こし
いまさら
アリサが首を傾げると、クロノスは彼女が腰に下げた長大な刀を見て、今更のように
目を見開いてみせた。
「立派な刀ねー……わたしのことは心配しないで大丈夫。いざとなれば、ちゃんと出す

つ

かも、ふんわりと広がったスカートは、白い両足を惜しみなく見せている。
かみ
アリサより多少短めの髪は、片側に寄せてリボンでまとめて結んでいた。あまりこの
かみがた
辺りでは見ない風変わりな髪型だが、不思議と彼女には似合っていた。
かっこう
ようへい
ただ、たおやかな外見とこの格好からして、とても傭兵には見えない。
かみ ひとみ
ほほ え
髪も瞳の色も薄い青色をした彼女は、アリサを見て感じよく微笑んだ。
「ジムに頼まれたの。新入りだから、面倒見てやってくれって」
「……ジムに？」
まゆ
アリサは眉をひそめた。
一瞬、わけがわからなかったためだが、よくよく考えて理解した。
あなた
「つまり貴女も――」
ども
男共が二人に向ける好奇の（あるいはいやらしい）視線を感じ、アリサは意識して声
を低めた。
「同じクラス……ということか」
「そうそう」
うなず
何度も頷く。
てってい
あい そ
彼女は、徹底して愛想がよかった。
ほこ
アドバンスドナイン
この女性も、大勢力を誇るギルド内にたった五人しか存在しない最高クラスの一人、
ということらしい。
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から」
「そう……か」
魔法か何かで引き寄せるのだろうと、アリサは思っておくことにした。となると、ク
ロノスはその手の力も使えることになる。
そこでやっと、ポカンと二人を見ていた男達がわっとばかりに寄ってきた。
ふところ

うめ

しかも三人が三人共、申し合わせたように一斉に脂汗をかいている。苦しいのか、口
む やみ
を無闇に動かしているが、声にはならなかった。
これは……エクシード……なのか。
なが
アリサは驚きの思いで、終始落ち着いた様子のクロノスを眺めた。
り くつ
こういう使い方もできる――というのは理屈ではわかる気がするものの、そっち方面
で師についたことのないアリサには、純粋な驚きだった。おそらく自分にも同じことは
可能だろうが、それにしても興味深い女性である。
こうなると、そもそも彼女が人間かどうかすら怪しくなってきた。
周囲の注目が集まり出すと、クロノスはあっさり手を下ろした。
と たん
ひざ
途端に、荒くれ男三人はその場で膝をつき、荒い息をつき始めた。もはや、話しかけ
るどころではないらしい。
「さあ、行きましょう」
何事もなかったようにクロノスが手を差し伸べる。
つ
ぶ あいそう
釣られて、無愛想なアリサも思わずその手を握ってしまった。
今度は意識して身構えていたので、最初のように驚きはしない。代わりに、クロノス
うれ
が嬉しそうに言った。
あなた
「さすがにジムの目は確かね。貴女には十分、最高クラスの資格があるわ」
手を握った時、彼女も同じく何かを感じていたようだ。

あぶらあせ

やかましく口々に主張しつつ、むさ苦しい男達が迫ってくる。アリサは内心で呻きつ
つ、向き直ろうとした。
なぐ
殴り倒す時が来た、と思ったからだが。
今回に限ってはその必要はなかった。
おだ
クロノスが穏やかな顔のまま、すっと片手を上げたのだ。
おだ
掌 を男達に向け、まっすぐに伸ばしている。たったそれだけで、表情も穏やかなま
かべ
はば
まだが――なぜか厚い壁に阻まれたように、彼らの歩みが止まった。
てのひら

「なあなあ、べっぴんのねーちゃん達。幸い、今は懐も温かい。どうだい、集会が終わっ
いっぱい
たら、同業者同士で一杯やるというのは」
「こら、抜け駆けすんなっ。俺が先にめっけったんだぞ」
「待てっ。三人平等に」
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「……どうも」
と まど
戸惑いながらも、アリサは短く返した。
つな
けんいん
手を繋がれたまま、どんどん広場の奥へと牽引されていくが、そろそろ手を離してほ
しかったりする。
えんりょ
あまりぶしつけにそう言うのも悪いかと思い、今のところは遠慮しているが。
「何か困ったことがあったら、なんでも相談してね」
クロノスが振り向いて言う。
ようへい
終始、
笑顔を絶やさないところは、
傭兵どころか子供達の養母が似合っていそうだった。
「あ、そうだ」
いきなり足を止め、向き直った。
わざわざ両手を握って言う。
「アドバンスドナインはだいたいみんな良い人だけど、一人だけ注意してほしい人がい
るわ」
と たん
聞いた途端、アリサは目を細めた。
「レイン……か」
ひとみ
お か
次の瞬間、ぱっと青い瞳を見開いたかと思うと、クロノスは可笑しそうに笑った。口
元に手をやり、あくまで上品に。
「レイン
まさかっ。彼はこれまでの四人の中じゃ、一番優しい人よ。もし、今のア
!?

ドバンスドナインの中で一人だけ頼る必要があるなら、わたしは彼にするわ」
実に面白くない言い分だった。
特に反対はしないが、その代わり返事もせずにおく。
クロノスは気にした様子もなく、すぐに続けた。
「そうじゃなくて、アドバンスドナインがクラスとして成立した当初から、ギルドにい
めずら
る人よ。珍しく、今日は来てる……ほら、彼がそう。ギルドの歴史上初めて、アドバン
スドナインとして認められた人ね」
いたずら
そこで悪戯っぽい顔でウィンクなどする。
「つまり、ざっと数百年はその地位にいるわけ。シャドウというのが、彼の名前。もち
ろんあだ名だけど、本名は誰も知らないわ」
クロノスが視線を向ける方を見ると、レインの向こうを張るような、全身黒ずくめの
すそなが
は お
しっこく
男が立っていた。裾長の上衣もズボンも、羽織ったマントまで漆黒だった。
かみ
おお
しかも、男のくせに髪が長く、背中を覆わんばかりである。目鼻立ちが不自然なほど
やさおとこふう
整った優男風の戦士だが、目が不自由なのか、固く閉じている。
ちょうぜん
彼は集団から離れ、一人で超然と立っていた。
わる ぎ
ようへい
「別に悪気はないが、傭兵としては致命的ではないのか」
アリサがためらいがちに意見を言うと、
なんのことか察したのか、
クロノスは首を振っ
た。
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「見えないわけじゃないわ、彼はわざと目を閉じているのよ。……普通の人間がうっか
り目を合わせると、とても耐えられないから」
ま じゅう
じゃがん
「目を合わせられない？ そんな魔獣がいると聞き及ぶが、その手の邪眼なのか」
「いいえ。彼の場合は単に、秘めた力が巨大過ぎるだけ。目は特に心の窓も同然だから、
力の波動をモロに感じる時があるの。だからこそ、普通の人は視線を合わせられないの
かもしれないわ」
こわいわねー、と笑顔で述べる。
全然、怖がっていそうに見えなかった。
く ちょう
けいかい
「あ、わたしの軽い口調は忘れて、とにかく彼は警戒して。危ない人なのは事実なのよ。
悪い人じゃないとは思うけど、それでも」
「……覚えておく」
また笑顔になり、クロノスは手を引っ張った。まだ離してくれないらしい。
「ほら、ジムがやっと出てきたわ」
ようへい
言われれば、いつの間にかジムが集団の前に出てきていて、なにやら周囲の傭兵と談
笑していた。
しかし、アリサ達に気付くと、話を切り上げてすぐにこちらへやってきた。
「来たな、ブラックスワン」
「……そのあだ名はよしてくれ」
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き れい

うなず

言った。
「忠告は聞いておけ。エンジェルの言うことに、間違いはねぇ」
か
ポケットから噛みタバコの包みを出すと、ジムは中身を開けて口に放り込む。
「じゃあ、しばらく待ってくれ。なぁに、声かけだけで、すぐに終わるからよ」
「こんな派手に動いて、大丈夫なのか？」
いまさら
たず
め じり
今更のようにアリサが尋ねると、ジムは目尻にしわを寄せて笑った。
「へっ。おまえは集団戦は初めてだろうが、俺達はまとまった人数でしょっちゅう、あ
たび
めずら
ちこちの国にかり出されてんだし、その度にこうして集まってるのさ。珍しいことじゃ
ねーのよ。ま、すぐに終わるから少し待て」
かた
たた
おおまた
軽く肩を叩くと、ジムは大股で広場の中央へ出て行った。
む ぞう さ
そこには手回しよく、誰かが木製の箱を逆さに置いていたらしく、ジムは無造作にそ
の箱に上った。
徐々にジムに視線が集まり始めたが、しかしまだそうと知らずに仲間内で雑談に興じ
ている者もいる。
ジムは早速、お得意のガラガラ声でどやしつけた。
「うるせえぞっ。とっととこっちを見ろ！」
たちまちにして、辺りは静まりかえった。
ふ き げん
口元でくちゃくちゃやりつつ、ジムは不機嫌そうに彼らを見渡し、仕上げにべっと茶

アリサの要望を綺麗に無視して、ジムはクロノスにも頷いた。
「おめーも、わざわざすまんな、エンジェル」
ついでに、意味ありげに目配せした。
かた
クロノスは肩をすくめ、やっとアリサの手を離してくれた。
ないしょ ばなし
「内緒話ね……はいはい」
笑顔のまま、アリサに手を振る。
「また後でね、アリサ」
「うん」
クロノスの背中をしばらく目で追い、ジムはニヤッと笑った。
「どうだ、とても最高位のクラスに見えんだろう？」
「……見かけだけなら、な」
「もちろん、戦士に見えないのは見かけだけだとも」
ジムはしっかり保証した。
ようへい
や
「あいつ一人で、この広場の傭兵全員を殺れるのさ。無論、おまえを含めたアドバンス
ドナイン二人を除外してだが、な」
へんりん
あなた
本当にそうだろう。あまり敵に回したくない」
「既に片鱗は見た。貴方がそう言うなら、
「……エンジェルなら、おまえに忠告もしたろうな」
す ばや
あの目を閉じた男のことか？ とアリサは彼の方を見ようとしたが、ジムが素早く
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たん

は

そんなセリフを口走った。

『今現在、世界最強の戦士は果たして誰だ？』

ルドが消滅し、俺達傭兵がお払い箱になる……新しい支配者なんぞが大陸に出てくりゃ、
そうなってもおかしかねー。俺達ゃ正義の味方から遠く外れた荒くれ者だが、自分達の
ケツが危ないとなりゃ、指をくわえて見てるわけにもいかねーだろう。だから戦う……
それだけのことだな」
おだ
もはやしわぶき一つ聞こえなくなった広場を、ジムはまた見渡す。彼らしくない穏や
こわもて
かな表情だったが、正面に向き直った時には、いつもの強面に戻っていた。
「最後に、脳みそがアルコール漬けになってるおまえらでもわかる、よい話を教えてや
ようへい
こ
るから、しっかり聞いとけ。……もう十年近く前のこった、俺が直接担当する傭兵の小
ぞう
僧が、俺を前にしてこんな質問をしたことがある」
ジムは一瞬だけ目を閉じ、その場面を思い出しているような顔をする。
「確かこうだったな」
さ
しぶ
老い錆びた渋い声で、続けた。
たず
『ジム、ギルドマスターの一人である、あんたに尋ねたい――』
やや間を置き、

ようへい

色い痰をそこらに吐く。
あわ
の
そばにいた誰かが、慌てて飛び退いていた。
そ
が まん
アリサも思わず目を逸らしそうになったが、何とか我慢した。
「ったく……朝っぱらから、不景気なツラばかり並べやがって」
見るからに情けなさそうな顔で、首を振る。
みちばた
「おめーらはなぁ、道端に落ちてる牛のクソだ。それも、誰かが踏んづけて平べったく
なった、
どうしようもねぇクソだな。
見てて情けなくならあっ。
わかってんのか、
こら！」
こんなことを言われて喜ぶヤツもいないはずだが、アリサが信じがたいことに、周囲
わ
がどっと沸いた。ほとんどの男はゲラゲラ笑っており、誰かが「いいぞ、じーさん！
いつもの名調子だあっ」などと合いの手まで入れていた。
「ああ、うるせえうるせえっ。静かに俺の話を聞け！」
ど な
ジムがまた、ひとしきり怒鳴る。
静かになると、悲壮な声で続けた。
「今回の戦いの意義を教えようと思ったが、おめー達の頭の中には、どうせ酒と女（か
む だ
男）しかあるまい。だから、そんな小難しい話はやめだ、やめ。するだけ無駄だぜ、ろ
ども
くでなし共がっ」
みな
一転して静かな表情に戻り、ぐるっと皆を見渡した。
「代わりに一つだけ言っておく。今度の戦いは、俺達の命運を分けるかもしれねー。ギ
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おお ま じ め

ぼう ず

じゃねーんだぞ」
だんっと片足を踏みならした。
ども
「わかったらなあ、大陸にあまねく知られる戦士の集団が、時代遅れの侵略者共にナメ
られてんじゃねぇぞーーーーっ」
「おぉおおおおおーーーーっ 」
げん か
ようへい
こぶし
こし
言下に、千を超える傭兵が一斉に声を合わせて拳を、あるいは腰の剣を抜いて天に突
き上げた。
ようへい
みな
いちがん
傭兵としての地位もクラスもバラバラだが、この時ばかりは、確かに皆が一丸となっ
ていた。
アリサも、周囲に同調こそしなかったが、多少なりとも、胸のうちにたぎるものを覚
えていた。
ようへい
たば
傭兵を束ねる者としては、確かにジムはうってつけかもしれない。
だん じょう
ようへい
あき
す ばや
集会はそれで終わり、ジムが壇上から下りた後は、傭兵達はそれぞれ呆れるほど素早
ようへい
く散った。行軍などせず、目的地にて個別に集結……それが、ギルド創設以来の傭兵の
やり方だ。
ようへい
もちろん、他の地方でも似たような集会はあり、そこでも多数の傭兵達が同じ場所を
目指して出立していることだろう。
あいさつ
最後にジムに挨拶して、さて自分も出立するか――と思ったその時。

そこで堪えきれないように笑い声を立てた。
「くっく……運命とは妙なもんだ。そいつは今、ギルド内で最強の一人として知られて
いるぜ」
ようへい
ざわざわと傭兵達がざわつく。
誰のことか知りたかったのだろう。
こぶし
だいかつ
しかしジムはそれ以上は語らず、代わりに拳を突き上げて大喝した。
ども
す じょう
「わかったか、野郎共っ。真に恐れられるべきは俺達であって、素性の知れねーよそ者

こら

「最強の戦士が誰であろうと、そいつは必ず、この傭兵ギルドの中にいる！ 坊主、そ
れだけは絶対に確かだ、とな」

ようへい

「そのクソガキは大真面目な顔で、この俺にそんな質問をしやがった。よりにもよって、
この俺にだぜ」
自分の胸を太い指で指差し、ジムはヘッと笑う。
こ なま い き
『世界最強の戦士が
「心優しい俺は、小生意気な質問にも、ちゃんと答えてやったさ。
ぼう ず
誰かについちゃ、大勢がいろんな意見を言ってて、収拾がつかねー。だがな坊主、少な
くとも俺は、そいつがどこにいるかは教えてやれるぜ』とな」
ジムはしぶとい笑みを浮かべ、ドスの利いた声で言い切った。
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かす

たましい

す ばや

謝罪の印か、微かに低頭した。
かり そ
「そういえば、自己紹介がまだだった。仮初めの姿ながら、名乗っておこう。あだ名以
外の名乗りはしたことがないが、君には正直に名乗ろう」
彼は、実に妙な断りを入れた。
「私の名は、ヴァリウスと言う」
まゆ ね
さすがにアリサも眉根を寄せた。
ちょうこう
き
ふざけている兆候がないのを確かめ、あえて訊き返した。
めいかいおう
み な
「私の記憶が正しければ、それは冥界王の御名だ。神と同名だと言われるか？」
「さよう……もちろん偶然だが」
かす
そう言うと、彼は初めて微かに笑った。

しるし

アリサはまた背中に冷気を感じ、素早く振り向いた。
けいかい
クロノスが「警戒して」とわざわざ忠告した男が、ゆっくりと歩み寄るところだった。
「なるほど、君が新入りか」
かす
うなず
静かな表情で語り、微かに頷く。
目を閉じているので、何を考えているのか、さっぱりわからない。
しかし……そばに来られると、クロノスの言い分も理解できる気がした。
（なんだ、このプレッシャーは……これまでに感じたことのない力の波動だ。こいつ、
本当に人間なの？ 経験したことのない力の波動だが）
の
かろうじて表情には出さずに済んだ。
アリサともあろう者が、
息を呑みそうになったが、
代わりにやや頭を下げ、自ら名乗る。
「アリサだ……よろしくお願いする」
「君は美しい」
いきなり、男が関係ないことを言った。
よう し
ふく しゅう
けが
お
「容姿だけではなく、魂もだ。この先、復讐の念で汚していくには、惜しいな」
けわ
自分の顔がみるみる険しくなるのがわかった。
いか
アリサは怒りを押し殺し、低い声で返す。
「私のことを調べたのか」
よ
「違う。予……いや、ただ私にはそれがわかる……見えてしまうのだよ、アリサ」
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第一章 危険な少年

関所にギュンター・ヴァロア本人が来ているならまだしも、いかに優秀とはいえその
配下のルーンマスターでは、とてもクレアの力には対抗できない。
しかも彼女の部下は、バジルなどの一部の幹部を除外すれば、ほぼ全員が見た目から
ふ つうじん
して普通人に過ぎず、他の商人よりも目立たなかったほどだ。
というわけで、それなりに時間はかかったものの、クレア達は旧ルナンの地に入り、
や いん
そこから数日かけてレビ湖を船で渡り、夜陰にまぎれてガルドシュタインに入っている。
つまり、今や彼女達はかの国に留まっているサンクワール軍の、ごく至近まで接近し
ていたことになる。
しょう こ
ねら
別に、性懲りもなくシェルファの命を狙おうとしたわけではない。
せんぷく
かく
が
当面潜伏する場所として、宗主のクレアはレイファンを考えており、そこの隠れ家の
一つを目指すつもりだった。ガルドシュタインはその途上に過ぎない。
かく
が
ろ けん
サンクワールからレイファンへと移動する気になったのは、それまでの隠れ家が露見
したからというのもあるが、大きな理由は他にある。
ちゅ う げ ん
クレアが、春から中原で大陸全土を巻き込む大戦が本格化するだろうと予測したから
ねら
ども
すき
うかが
だ。彼女の狙いとしては、その大戦に乗じて少しでも魔族共の隙を窺い、倒せる相手
は倒して数を減らしたい――そう考えていた。
ねら
あきら
もちろん、シェルファを狙うのを諦めたわけではないが、さすがのクレアも、今すぐ
にあのレインと再戦しようとは思わない。

せきしょ

クレア達の組織は、サンクワールの王都を退去した後、少人数に分かれてそれぞれ北
へ向かう途上にあった。
もちろん、彼女達の立場上、本来ならこの移動は簡単なことではない。
しかしクレアには、大陸全土に部下や協力者が大勢いる。
ほこ
めずら
長い歴史を誇る組織だけに、父祖の代から組織を支えている者も珍しくない。
ごう しょう
ひ ご か
そんな中、今回は部下の一人である、サンクワールの豪商の力を借り、彼の庇護下の
商人に化けて移動している。
かげ
せきしょ
お陰で、途中の関所はほぼ簡単に通ることができた。顔を知られている危険のある、
せきしょ
とうめい か
クレア達姉妹と数名の幹部さえ（関所通行時に）魔力で透明化してしまえば、後の仲間
は何の問題もなかったのだ。
ゆいいつ
唯一、国境を抜ける時のみ、王都から派遣されたギュンター配下の私兵が目を光らせ
ゆうゆう
あっさり抜けてしまっ
ていたが、
これも宗主クレアの力で上空を悠々と浮遊して通過し、
た。
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すき

ぼうかん

なにか新たな隙か勝機が出てこない限り、傍観する構えでいたのだ。

「年上のあたしをおまえ呼ばわりだしね、このガキは」
まゆ ね
タルマは眉根を寄せ、見えないのをいいことに、思いっきり舌を出してやった。
今いる場所は、ガルドシュタイン内に点在する村の一つだが……他の仲間は今頃、そ
い ごこ ち
ぐっすり眠っ
れぞれ宿に泊まるなり、
居心地のよい馬小屋を見つけて忍び込むなりして、
ていることだろう。
ひま
どうせ見張りで暇だからと、気安く引き受けたのが間違いだったのかもしれない。
かなた
だいたい見張りといっても、村に通じる街道は地平線の彼方まで見渡せるし、わざわ
ざ村の外に出て冷気に当たる意味はない気がする。
き づか
王都から遠い場所に来ているのだし、さすがにこの辺で敵に出くわす気遣いはないは
ず。
「おい、そろそろ始めてくれ」
なま い き
こ ぞう
とくそく
生意気なレイン小僧が督促し、タルマは舌打ちして足下から小石を二つ三つ拾い上げ
た。
「はいはい、それじゃ行くわよ。手加減しないからね」
「おまえが手加減なんかしたら、修練にならないじゃないか」
たた
「ぬぬぬ……今すぐ、その減らず口を叩けなくしてやるわよっ」
げん か
ごうかい
言下に、タルマは女性とは思えない、豪快なフォームで石をぶん投げた。
直前まで多少は加減する気だったが、その気が失せたのだ。

「……ていうか、なんであんたの修練に、あたしが付き合わされるのかしらね」
ぐ ち
足下に小石の山を積み上げたタルマは、前方に立つレインに愚痴る。こいつは、夜な
あくめい
のにさらに目隠しまでして、悪名高き傾国の剣をだらりと構えていた。
二人とも、村に至る街道に立っているが、時刻が時刻だし、場所も場所だ。人の気配
かい む
はおろか、他に生き物の姿は皆無だった。
道の真ん中でレインが言い返した。
「どうせ見張り番だし、多少は手伝ってもいい――そう言ったのはおまえだぞ」

レインといえば、クレア達の組織には、今やもう一人のレインがいる。
た
クレアのメモリーズとホムンクルス技術を応用して生み出したものだが、時が経つに
つれ、彼は十五歳当時のレインの姿や思考、さらには特徴を見せるようになり、もはや
姉妹の目から見ても、レイン（の少年時代）本人に見えた。
ぶ あいそう
しかも無愛想なこの少年は、何を思ったのか組織に付き従い、一緒にこんなところま
でついてきている。
はげ
もうすぐ深夜になろうかという今も、寝る代わりに修練に励んでいるほどだ。
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「どうだっ」
うめ
レインの頭に見事命中し、クソガキが呻くところを想像した――が。
青白い光を放つ魔剣がすっと動き、かつんと石を弾いた。当たり前のような気安さで
あご
あり、タルマは顎が落ちたほどだ。
「……あ、あれ？」
「あれ、じゃない」
ふ き げん
レインが不機嫌そうに言った……目隠しを外さないまま。
つぶ
「もっと気合いを入れて投げてくれ。これじゃ、時間潰しにしかならない。遊んでるん
じゃないんだ、全力で頼む」
「このおっ。よぉーし、その言葉を後悔すんなよ、クソガキっ」
ぱら
むかっ腹が立ち、石を拾いまくって次から次へと投げた。無論、手加減など一切考え
ずに。タルマは女性にしては力が強く、それなりにスピードもあったはずだ。
かた
しまいには息が切れて肩が派手に動いたが、小石の山を全部投げてしまっても、なぜ
かレイン本人には一つも当たらなかった。
よ
さば
頭を軽く振って避け、時には身を捌き、そして時には魔剣で弾く。視界を奪われてい
やすやす
よ
るのに、実に易々と石を弾いたり避けたりする。
いか
タルマはしまいに、理不尽な怒りを覚えてきたほどだ。
よ
「あんた、変態じゃないの？ なんで見えないのに避けられるのよ」

「石が飛来する音とおまえの気配があれば、目で見るよりずっとわかりやすい」
さ
醒めた声で述べ、レインが目隠しを外す。
「本当なの、それ」
「半分は事実だ。ただ、後の半分は実は自分でも説明できない。エクシードによる超感
覚としか言いようがないが、本当はそれが一番大きいのかもしれない。ただ、当たり
す
ねら
そうになったらわかる……それだけなんだが、その感覚を研ぎ澄ますのが狙いだ」
さや
なま い き
なま い き
ぬ
魔剣を鞘に収め、生意気なガキが生意気なことを吐かした。
「そんな、怪しげな説明されてもねえ」
しんねりと見たが、無視された。
す ぶ
「……手伝ってもらってすまなかった。後は一人で素振りしてくる」
おまえ、役に立たんし――とは言われなかったが、そんな目つきで見られた気がして、
じ だん だ
タルマは地団駄を踏んだ。
すき
なぐ
「む、むかつくヤツね！ そのうち絶対、隙を見つけてぶん殴ってやるから」
「今のおまえには無理だと思う」
たんたん
ゆうぜん
淡々と言い返すと、レインがなぜか悠然と歩み寄ってきた。
「な、なによ」
暗がりの街道で、タルマは思わず目を細めた。しかも、着込んでいたジャケットをレ
あせ
インが脱ぐのを見て、にわかに焦った。
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うわぁ……こ、これはヤバいわ。興味なさそうなフリして、こいつもやっぱり男だっ
たか。
いまさら
たけ
今更ながらに、自分のスカート丈の短いチュニック姿に思い至る。こんなことなら、
色気のないねずみ色のズボンとかにすりゃよかった。
さび
「ちょっと！ 寂しい場所だからって、妙な気を起こさないでよ。あたしに欲情するの
はわからないでもないけどさ」
み じん
「いや、そんな気は微塵もないし、考えたこともないな」
ものすご
物凄くきっぱりと言われた。
「そうじゃなくて、今晩はずっと見張りなんだろ？ 俺は平気だから、これを着てろ。
なんなら、村に戻って寝ててもいい。見張りなら俺がいる」
ふ き げん
しん き
レインはタルマの眼前で、
辛気くさい真っ黒なジャケッ
不機嫌そうに言ってのけると、
トを放り投げてきた。
「わっ。必要ないなら、なんで着てた――」
受け止めながら言いかけて、タルマはまじまじとレインを見やる。
「もしかして……あたしのためとか？」
「考えすぎだ、そんなわけあるか」
低い声で返し、レインは足早に立ち去ろうとする。
す ぶ
わざわざよそで素振りする気らしい。や、ヤバい、とまた別の意味でタルマは思った。

こいつ、なんか……本気で腹を立てにくいというか――
ほ

「あぐうっ」
ささや
いきなり背後から囁かれ、タルマは飛び上がりそうになった。振り返れば、ガウンを
は お
羽織ったクレアがひっそりと立っていた。
いつもながら、全く気付かなかった。
「気配もさせずに後ろに立たないでよっ」
ガミガミと文句を付ける。
「宿で寝てるはずなのに、なにしに来たの！」
いたずら
クレアは、姉妹二人だけの時にしか見せない、悪戯っぽい笑みを広げた。
ふ
「いえ……夜も更けたし、若い男女を二人にしておくのは、危険かもしれないと。責任
者としてそこに思い至りました」
「……あんたね」
タルマはスタイルのいい妹の立ち姿をじろじろと見やる。自分こそ、薄いネグリジェ
かっこう
ねんれい
だいたん
の上にガウンだけという格好は、年齢の割に大胆すぎるんじゃない？
「それと、ちょうど用事を思い出したので」

「あぶないあぶない……思わず惚れそうになってませんか、姉さん」
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ほお

す ばや

ただし、とこの少年は続けるのである。
ねら
「シェルファ王女については、俺自身が見て確かめたい。あんた達は今すぐ狙う気はな
くなったそうだが、個人的に興味もあるんだ」
「……なんでよ？」
う さんくさ
たず
かた
胡散臭い思いでタルマが尋ねると、レインは軽く肩をすくめた。
「俺は以前、あるヤツから散々、その名を聞かされたからだ。だから興味があるし、俺
が倒すべきヤツかどうか、会って見極めたい。ちょうど、今はそばに来てるしな」
「それが相談の内容 」
「さっきも言った。相談じゃない、
断りを入れただけだ。一応、
行動を共にしてるから」
そ
け
タルマが詰め寄ると、素っ気なく言われた。
た
「どのみち、明朝には発つつもりだった」
「あ、あんたね……王女ともなれば、警護だって厳しいのよ」
タルマが額に手を当てて言うと、妹も同調した。

全くない。この時代においても魔族は侵略者と同義らしいし、ならば倒そうとするのは
理解できる。
よって、修行ついでに協力してもいい。元々自分の目的は、修練にあるから。と、こ
こまではタルマも以前聞いていた。

むっとしたタルマの頬に素早く口づけなどした後、クレアはレインを呼んだ。
「レインさん」
「なにかあったのか」
さすがに途中で気付き、レインは既にこっちへ戻ってきていた。クレアは胸の下で軽
うで
く腕を組み、静かに告げる。
「数日前に、相談してくださったことです」
「相談したんじゃない、断りを入れただけだ」
レインがすかさず返す。
「待ってよ。なんの話？」
あわ
はさ
あずか
自分の与り知らぬ話が進んでいるのは、
よい気分ではない。
タルマは慌てて口を挟んだ。
「別に姉さんをのけ者にしたわけじゃないですよ」
クレアはタルマの心を読んだように言った。
みな
「どのみち皆に話すつもりだったのです」
「それほど大げさな話じゃないぞ。シェルファとやらに会ってみると、そう言っただけ
だ」
「ええっ」
タルマが驚いて詳しく聞き出すと、どうやら以下のような事情らしい。
じん りょく
レインとしては、クレア達が魔族を倒すために尽力する――という点に反対する気は
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「しかも、そこには『あの』レインさんもいるわけです」
「レインは俺だ。俺がレインなんだ」
なま い き
生意気な少年がきっぱりと言い切る。
ば
「クレアに、ビジョンでそいつの姿を見せてもらったが……なんだ、あのヘラヘラした馬
か
鹿は！ あんなヤツが未来の自分とは、とても思えないな」
どこか腹立たしそうだった。
タルマはクレアと顔を見合わせた。
は
しばらくして、クレアが深々と息を吐く。
あなた
ゆ
「私達が何を言ったところで、貴方の決意は揺るぎますまい。それはもう、嫌というほ
ど学習しましたわ」
く ちょう
別に責める口調でもなく、クレアはおっとりと述べる。
「ちゃんと戻るから、心配しないでくれ」
「いいえ、心配です」
断固とした表情で首を振った。
あなた
「どうもご自覚がないようですが、貴方は今や、私の組織には欠かせない人なのです。
簡単に死んでもらっては困ります」
やぶ
「……俺がそいつに敗れ、殺されると言うのか」
こわ ね
なだ
不吉な声音でレインが問うと、クレアは宥めるように首を振った。

☆

「私は責任者として、あらゆる可能性を考える必要があります。十年の年月の差を、簡
あなた
単に考えないでください。あの人がヘラヘラしてると貴方は言いますが、彼はこの十年
間、遊んでいたわけじゃないですよ」
さえぎ
ほほ え
すぐに何か言おうとしたレインを遮るように、クレアは一転して微笑んだ。
「そこで、私もやっと覚悟を決めました」
「なにをよ」
きざ
たず
タルマは急速に嫌な予感が兆し、尋ねた。この子がこういう笑みを見せる時は、たい
がい、ロクでもないことを思いついた時だ。
そして実際、その予感は当たっていた。
ささや
クレアはわざわざレインの手を握り、こう囁いたのだ。
「こうなればやむを得ません。私もご一緒しましょう」
「え、えぇーーーっ」
の
ぞ
タルマは今度こそ、仰け反るほど驚いた。
な、なに考えてんの、この子。仮にも組織の統率者なのに。
おお ば か
というか、二人とも大馬鹿だわ！
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かく

が

き

東へ行軍中のようだ。念のため、宿の主に訊くと、サンクワール軍は二日前に宿の前を
通ったそうな。
そうぐう
「それなら、おまえ達がうろうろするのは余計に危険だろう。間もなくヤツらと遭遇す
る可能性が高い。後は俺一人の問題のはずだ」
しっ そ
同じテーブルで、パンと牛乳だけという質素な食事を真っ先に終えたレインは、また
む
ぞろ同じ話を蒸し返した。
「だから戻るか、せめてこの宿で待て」
すす
まだスープを啜っていたタルマはもちろん、上品な手つきでフォークを使い、野菜を
食べていたクレアも同時に答えていた。
「だーめっ」
「お断りします」
申し合わせたように言われ、レインは顔をしかめた。
薄暗い店内（一階は食事と酒を提供する場所となっている）を見渡し、他に客がいな
いのを確かめてから、重ねて言ったほどだ。
「俺は知らなかったが、クレアは身体に大穴が開くほどひどくやられたんだろう？ 同
おか
じ危険を冒してどうする。今回はタルマもいるんだぞ」
「おーおー、あたしは忘れてるかと思ったわよ」
き れい
タルマはすかさず嫌みを言ったが、綺麗に無視された。

あるじ

――邪魔だし、二人とも帰れ。
あきら
などと、最後の最後まで諦め悪く告げるレインに対し、タルマは堂々とそう宣言した
ものだ。
数日かけてガルドシュタインを北上し、翌日にはレイファン入りするという日だった。
こ よい めずら
あ
聖域がごく近いせいか、今宵は珍しく空いた宿を見つけ、三人は久しぶりに夜の食事
と
を共にしていた。目立つのを恐れ、それまではあえてバラバラに摂っていたのだ。
ちなみに、タルマのさりげない聞き込みの結果、サンクワール軍の現在地も判明して
いる。彼らは、なぜかガルドシュタインの王都を出立し、レイファンに向かって全軍こ
ぞって移動中らしい。
今は、聖域とレイファンを東西に貫くシェラザード山脈の間にある細い街道を抜け、

じゃ ま

「あんた達二人を好きなようにさせておくと、絶対後悔するに決まってるわ！ 特にク
レアは、前は身体に大穴開けて帰ってきたし」

結局、他の仲間達とは隠れ家での再会を約束して、タルマ達はレインと一緒にサンク
ワール軍に接近することとなった。
つまり、タルマも彼の無茶に付き合うことになったわけで、これはもちろん、彼女自
身の意志である。
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「……心配してくださるんですか。でも、私もそれなりに善戦したと思いますよ」
ぬぐ
クレアはフォークを置くと、自分のハンカチで口元を拭った。
は お
薄絹のシュミーズドレスの上に、防寒のために赤いコートを羽織った姿だが、とても
かっこう
戦場へ向かう格好とは思えなかった。
しょうてん
ひとみ
その妹は、焦点の合わない瞳でレインを見ると、やんわりと微笑した。
ただし、レインはにこりともしない。
「すぐに決着がつかなかったわけだな？」
「そうですね、短い会話を含め、最低でも数分は戦ったでしょう……実際はもう少しか
かりましたか。それがなにか？」
「なら、なおのこと再戦などするな」
彼の声がひどく真剣になった。
まんいち
や
「俺は本気で言ってるんだ。万一、ヤツに出くわすようなことがあれば、次は確実に殺
ま ぎわ
がくぜん
られるぞ。おまえは死の間際に、
『前はもっと善戦したはずなのに！』と愕然とするこ
とになると思う」
こわ ね
予言を告げるような重厚な声音だった。
かし
き
タルマはクレアと顔を見合わせ、首を傾げた。妹の代わりに訊いてやる。
「まだ実際にヤツに会ってもいないあんたが、なんでそんなこと断言できんの？」
「そいつが本当に俺の成長した姿だと言うのなら、知らなくてもわかる」

なんだか、妙に気が進まなそうに説明した。
たいてい
「なぜなら、今の俺自身がそうだからだ。大抵の相手は、見たその瞬間に勝てる相手か
どうかわかる……それが読めないような強敵でも、少し戦えば動きが読めるようになる。
時間をかければかけるほど、有利になるということだ。理解できなきゃ一種の特技だと
思ってくれていいが、俺にはそういうことが可能なんだ」
説明が足りないと思ったのか、ぶすりと付け加えた。
「少し前まで、俺も自分にそんな才能があるとは気付かなかった。何度も戦ううちに、
そうとしか説明のつかないことが何度もあったんだ」
タルマはまたしても妹と顔を見合わせてしまった。
あ ぜん
「俺は
よくよく聞くと、ちょっと唖然とするような話である。この少年は要するに、
戦えば戦うほど勝率が増す」と断言しているのに等しい。
ものすご
ごうまん
有り得ない話でもある。
こいつでなければ、「お
普通に考えれば物凄く傲慢な見方だし、
ととい来なさいっ」と言ってやるところだ。
じ まん
じ まん
自慢か、それは自慢かあっ、みたいな。
じ まん
しかし、こいつは少なくとも無用な自慢をするようなヤツではない。ということは、
本人は心の底からそう信じているらしい。
さすがのタルマも、言い返すべきかどうか迷ってしまった。
「だから、理解できないだろうと言った。とにかく、そいつを見たらすぐに逃げろ」
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牛乳を飲み干すと、レインはため息と共にそう言った。
そろ
ほ ばく
「姉妹揃って捕縛されたり、殺されたりしたくなければな」
かせ
かん じょう
いつの間に稼いだのか、自分の勘定をきっちりテーブルに投げると、立ってそのまま
どこかへ行こうとする。
「こんな時間に、どこへ行くのよ」
す ぶ
「寝る前に、そこの森で素振りしてくる」
タルマの言葉に、振り返りもせずに返す。
いっぱい
ひま
す ぶ
このクソガキの脳内は、修練で一杯らしい。暇があればいつも、素振りやら何やらの
苦しい修練を積んでる気がする。
ま じゅう
「あんた、わかってる？ さすがにこの辺りに魔獣が出たって話は聞かないけど、でも
ここはもう、聖域の入り口に近いのよ」
はし
す ぶ
「端っこだし、大丈夫だろ。目立たない場所で素振りするだけだ」
さらに止めようとしたが、レインは既に扉を開けて出て行った後だった。
たず
タルマは閉まった扉に舌を出して顔をしかめた後、妹に尋ねた。
「……どう思う、あのガキ？」
あい そ
「愛想のない物言いはともかく、私達が本気で心配されてるのは確かみたいですよ」
めずら
クレアはどこかくすぐったいような、珍しい表情を見せた。
「そして、私はおそらく、あの人の忠告を聞いた方がいいのでしょう」

いつになく弱気なクレアの言い方に、タルマは少し驚いた。
妹は虫も殺さないようなたおやかな少女に見えて、どうしてどうして、大陸中でなか
ひ けん
つわもの
なか比肩する者がいないような強者――のはずなのだ。
先人の経験あればこそだが、普通の人間ではまず歯が立たない。
「じゃあ、ついていくのヤバいじゃん！」
「まあ、そうなのですけど」
から
は
クレアは空の木皿を見て、長々と息を吐いた。
「しかし、放ってもおけますまい。今や彼は、私を除けば、組織の中で一番の戦力なの
ですし」
妹がバジル達よりもあいつが上だと見ているらしいのに気付き、タルマはまた驚いた。
「いくらなんでも、そりゃ買いかぶりすぎじゃないの？ ていうかさ、あんた――」
「なんでしょう？」
「う～ん……まあ、いいわ。今はね」
か わい
かし
の
クレアが可愛らしく小首を傾げたが、タルマはあえて言葉を呑み込む。
『ホントに、戦力がどうのって理由でついてきてんの？』
き
ひか
実はそう訊きたかったのだが、それ以上の追及は控えた。
おそらくこの子は、自分でもよくわかってないに違いない……そう思ったからだ。
ねんれい
先人の記憶を別にすれば、クレアといえども年齢相応の少女に過ぎない。いつでもど
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かす

んな時でも正しい判断ができると思うのは、単なる幻想である。
一緒に育ってきたタルマだからこそ、嫌でもそれがわかるのだ。
か わい
姉としては、可愛い妹のこういう不安定な部分はむしろ好ましい――が。
ただ……それが組織にとってプラスになるかどうかは、また別の話だよね。
タルマはむっつりとそう考えていた。
自分が組織の心配などするのは片腹痛い話だが、組織＝クレアとも言える現状では、
心配せざるを得ない。

と たん

そいつは、耳に残る不思議な声音でそう言った。これほど印象に残る声も少ないが、
それ以前にレインは、聞いているうちに全身が緊張していくのを感じた。
きん き
おか
よ
あずか
「運命とは奇妙なものだ……禁忌を犯した結果、同じ時代に予の与り知らぬ人間が存在
することになったか」
特に敵意は感じないのに、緊張感はまるで抜けなかった。レインは自分が冷静なのを
たず
確認し、そっと尋ねた。
まず相手を確かめねば、戦いも何もない。
「おまえは……何者だ」

こわ ね

『少し前に、もう一人のおまえと話した』

しかし、そういうのとは違うらしい。
とつじょ
突如として、最初から暗闇に等しかった森の中が真の闇で満たされ、その奥の奥に明
まと
らかな人影を見た。何か闇そのものを纏っているような「誰か」であり、レインは即座
さと
に「こいつは人間じゃないな」と悟った。
ごうぜん
津波のように押し寄せるプレッシャーを傲然と無視し、レインは魔剣を下段に構える。
いつでも動けるように身体の力を抜くと、声が聞こえた。

りゅう

レインは、宿のそばに広がる森に入った途端、微かな異変を感じ取っていた。
さわ
ただし、何が自分の気に障るのかは、全くわからない。
しばらくじっと息を殺して探ったが、特に誰かがそばにいる気配などはないのだ。
けいかい
「……警戒しすぎか？」
一応、身構えるのをやめ、レインは暗がりで魔剣を抜く。
す ぶ
さて素振りを始めるかと構えた瞬間、今までなかった気配が濃厚に漂った。
「なんだ 」
こ
それはこれまで感じ取ったことのないほど強大な力の波動で、レインは一瞬、
「古龍
かんちが
でも来たか？」と勘違いしそうになった。
!?
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めいかいおう

「何の用だ？ 俺を迎えにでも来たのか？」
『先々ではそうなりそうだ』
だが、とヴァリウスは続ける。
よ
つか
『予は元々、我が化身を遣わしておまえと対面するつもりだった。このままだとそれが
けいこく
こ よい
不可能になりそうだから、警告のため、今宵あえて声をかけたのだ』
けいこく
「警告だと？」
さ よう
『左様……おまえに死が迫っているぞ』
たんぱく
実にあっさり言われたが、レインの返事はさらに淡泊である。
「それがどうした」
よ こ
冷静に言い返すと、ヴァリウスはまた苦笑するような波動を寄越した。
『いかにもおまえが言いそうなことだ……どのような理由があろうと、この世界に来た
以上は成すべきことがある。軽々しく死を受け入れるべきではないのだが』
妙な言い方をするヤツだと思ったものの、レインは特に相手にしなかった。
「だとしても、おまえの知ったことじゃない」
いか
怒り狂うかと思ったが、ヴァリウスは別に怒らなかった。
こわ ね
少なくとも、声音にはまるで変化がない。
はんこつ
よ
『おまえの反骨精神は根深いようだ……無理もないかもしれぬが。しかし予は、あの男
よ
と同じく、おまえにも期待し始めている。予の化身と出会うまでは、そう簡単に死んで

たましい

顔には出さないが、さすがにレインも多少は驚いている。よりにもよってこいつは、
に だいしん
自分が世界を創世した、二大神の片割れだと言うのだ。
『あの男にはあえて名乗らなかったが……やはり、信じられぬか』
りんかく
闇の向こうにいる、輪郭すらはっきりしない相手から、どこか苦笑するような波動が
伝わってきた。
れい ぎ
「俺がどう思うかなど、
どうでもいい。用があるなら、
姿を見せろ。それが礼儀だろう」
『ふむ、さすがに同じ魂の持ち主だ。言うことまで似ているな』
感心したように、自称ヴァリウスが述べる。
『だが、彼にしたのと同じ返事をする他はない。見せたくても見せられない。神の位に
よ
ある予の本体を、人の目で見るのは無理がある』
てんかいおう
めいかいおう
に だいしん
確かに、天界王と同じく冥界王の姿を見た者はいないと言われている。二大神以外の
み こ
名の知れた神々は、それぞれ巫女や神官などが直接見ることもあるというのに。
だが、レインは特に恐れ入らなかった。
い ふ
昔はともかく、今のレインにとっては、神が相手といえども特に畏怖をもたらす存在
ではない。
むしろ、ごくごく一部を除き、神など役立たずだと思っているほどだ。

『……冥界王ヴァリウス』
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もらっては困るな』
「……どういう意味だ？」
よ
よ
『そのままの意味だよ、少年。人に役目があるように、神である予にも役目はある。予
はその義務を果たさねばならん』
こた
もっとはっきり言え！ とレインは決めつけたが、ヴァリウスはまるで応えなかった。
ひ
『聞く気がなくても教えておこう。おまえの死が、すぐそこまで迫っている。退き時を
誤れば、確実に死ぬことになるぞ』
「……話はそれだけか？」
さ
忠告は特に心に響かず、レインは醒めた声で返す。
じゃ ま
「用がそれだけなら、消えてくれ。修練の邪魔だ」
てんかいおう
す
よ
『天界王と共に神々をも統べる予にそこまでの口を利いたのは、おまえが初めてだ』
ゆ かい
むしろ愉快そうにヴァリウスが言った。
『だが、忠告はもう一つある。こちらは聞くも聞かぬも自由だが、仲間のためにも聞い
ておいた方がよいぞ』
「仲間だと……笑わせる」
くうきょ
鼻で笑ったつもりが、レインの笑いは闇の中に空虚に響いた。
「今の俺に、そんなヤツはいない」
つか
『そうかな？ 死なせたくないと願う相手がもしいれば、それは仲間と呼んで差し支え

!?

けいこく

自称冥界王に警告されたものの、レインは特に予定を変えていない。
朝には宿を出て、サンクワール軍の後を追いかけている。大軍だけに、探す気になれ

めいかいおう

☆

あるまい』
たんたん
さと
ちんもく
淡々と諭すヴァリウスに、レインは初めて沈黙を保った。
『聞く気になったようだな。では、忠告しよう……おまえがくだらぬ意地を張って引き
ぎわ
際を誤れば、仲間も死ぬぞ』
「……なに 」
『心の波動が変わったぞ、レイン』
含み笑いの声が闇に響いた。
よ
全てはおまえにかかっている』
『その時になれば、
せいぜい予の忠告を思い出すことだ。
「待て」
呼び止めようとしたが、もう遅かった。
しんえん
深淵なる闇は急速に薄れ、レインは元通りの森の中に立っていた。
周囲を見渡し、果ては夜空まで見上げたが、月が輝くだけで、いかなる気配もなかった。
ヴァリウスはとうに去った後だった。
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ぞう さ

かたまり

けいかい

「そんなことは、見つけた初日からわかってる。今現在、あの陣中に警戒するほどの敵
は、そう多くない。感じる限りで巨大な波動を持つ者は一人だけだし、それはおそらく
魔族だろうな。少なくともこの三日の間、ヤツが陣中にいないのは確かだ」
「ええ 」
の
ぞ
大げさなことに、タルマは本気で仰け反って驚いていた。
きょ り
「そんなの見てわかるの？ この距離で？」
タルマはわざとらしく、黒い塊のようにしか見えない、サンクワール軍の陣地を見や
きょ り
けいかい
あみ
る。距離があるのは当然で、これ以上接近すれば、彼らが放っている警戒の網に引っか
かる恐れがあるのだ。
ち まなこ
目が疲れたじゃないさっ」
「だいたい、
それ知ってたら早く教えなよっ。血眼で探して、
タルマがぷりぷりして文句をつける。
レインは陣地から目を離さないまま、言い返した。
ち まなこ
「ほとんど寝てたのに、どこが血眼だ。俺はそいつがいようがいまいが、どうでもいい。
目的はシェルファとやらに会ってみることだからな」
「……ああ言えばこう言う。で、そのシェルファは見つけたわけ？」
かみ
ふさ
き
頭の後ろで結んだ白い髪の房を気にしながらタルマが訊く。多分、洗いたいのだろう。
「見つけた。この二日ほどは、夜の同じ時間に外に出て、しばらく歩いてる……多分、
寝る前の散歩のつもりだろう。今日も同じパターンだとすれば、おそらくまた外に出る
!?

「あたし思うんだけどさー」
と隣に立つタルマが言った。
うかが
様子を窺うために、レインが枝振りのいい樹を選んでよじ登ると、なんのつもりか、
こいつも後から登ってきたのである。
じゃ ま
今立っている枝はそう長くもなく、正直、邪魔でしょうがなかった。
「おい、聞いてる？」
「嫌でも聞こえる……結論を言え、なんだ？」
あい そ
「愛想のないヤツ。思うんだけど、もしかして今あそこに、あっちのレインはいないん
じゃないの？ 将軍クラスなら、
三日も観察してりゃ、
どこかで姿くらい見るでしょ？」
「今頃、気付いたのか」
うんざりしてレインは返した。

ば造作はなく、翌日の夜にはもう、レイファン国内で軍勢を見つけた。
しんようじゅ
発見からさらに三日後、レインはシェラザード山脈を少し登り、針葉樹が林立する森
すそ の
なが
に隠れていた。眼下に広がる裾野を眺めるためだ。
たいじん
じんよう
ここからだと、滞陣しているサンクワール軍の陣容が、手に取るようにわかる。時刻
すい じ
や
はもはや夕刻過ぎだし、炊事の煙が上がっているところを見ると、今夜はもうここで野
えい
営するつもりだろう。
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ねら

「問題は、王女の周囲には魔法結界があるらしいって点だ」
今まで登っていた樹を背に、レインは姉妹に説明する。姉妹というか、実質的にはク
レアだが。
けっかい
「周辺から、強い魔力を感じる。結界を破れば、必ず護衛にわかるようになってるだろ
けっかい
う。そのための結界だからな」
「……それをどうにかしたいと？」

けっかい

二日ほど観察した限りでは、
王女は同じ時間に大テントの外に出て、
しばらく歩き回っ
ている。
彼女の寝所そのものが、軍勢の南に広がる狭い森の向こう側にあり、周囲には近臣し
かいないようだ。
あいだじゅう
おまけに散歩の間中、その近臣達も遠巻きにして周囲を見張るだけで、彼女のそばに
は誰も近づかない。
（おそらく、本人が嫌がるのだろう）
ならば、その間に接近できれば、話すなり、斬るなりできるはずだ。
これがレインの考えなのだが――

タルマが驚くのにも構わず、枝から飛び降りた。

はずだ。狙うとすれば、その時間帯だろう」
まゆ
タルマは眉をひそめた。
「え、ホントに見つけてるんだ。あたしもちょくちょく見てたけど、あの子が出てたの
なんて、知らなかったな。あんたやっぱり、変態じゃない？」
「おまえはせいぜい一日数回、しかも一回につき五分か十分ほど見てただけだろう」
「まー、そうだけどさ。いちいち一言多いよ、あんた」
実に不服そうに横目を使うと、タルマは樹の下に座っているクレアに声をかけた。
「ねえっ。こいつの言ってることって、ホントなの？」
タルマはどうも、妹の方が信用できるらしかった。
にくがん
「私は肉眼で見ているわけじゃないですけど――魔族が一人だけいるというのは、間違
いないと思います。私も感じますから」
クレアは微笑しながら述べた。
「ただし、あの王女については、私には感じられません。今は普通の状態なのか、全く
感知できないですね」
「彼女は、間違いなく陣中にいる」
レインは断言した。
「おそらく今晩も、休む前に外を歩くはずだ。できれば今夜、あそこへ忍び込みたい」
「え、今夜！」
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たましい

うなず

レインは息を吐いた。
けっかい
「わかった。なら、魔法結界は問題ないと仮定しよう。残りの問題は、あそこまでどう
接近するかだな」
「それなら、私が何とかできますわ」
やわ
クレアが柔らかく言うのを聞き、レインの心は定まった。
ならば、迷うことは何もない。
「いいだろう。夜を待って侵入する」

は

察しのよいところを見せたクレアに、レインは黙って頷いた。
「あんた、一つ忘れてない？」
クレアではなく、タルマが口を出す。
けっかい
けいほう
「結界に侵入して警報が出るとしたら、レイン以外の誰かでしょう？ あいつ自身は、
常に王女の側近中の側近なわけだし」
「……だから？」
あき
レインの返事にタルマは呆れた顔で見返した。
にぶ
「だから、じゃないわよ。変なトコで鈍いよね、あんた。だから！ あんたの場合は、
けいほう
警報自体が出ないだろうってこと」
まゆ ね
レインが眉根を寄せると、クレアも姉に賛成した。
あなた
「あのレインさんと貴方は、誰がどう言おうと同じ魂なのです。つまり、おそらく魔法
けっかい
結界は反応しないはずですわ……本人ですもの」
レインは答えず、ただ顔をしかめた。
本来、
「レイン」は自分以外にはあり得ない――というのが彼の考えである。別にク
いま
「もう一人の自分」の存在を信じ
レアの言葉を疑うわけではないが、未だにレインは、
られずにいるのだ。
り くつ
理屈ではわかっているが、心の方はまた別である。
そろ
……むっつりと考え込むうち、姉妹揃って興味深そうにこちらを見ているのに気付き、
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