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だ てん し

アンジュアキ カ

杏樹明華

とう

なん

かか

は

ふう

大きな黒い翼と、人ひとりを難なく抱える巨人の腕を持つ、黒い髪の少女レイラ。
堕天使の塔﹃デア・ピルゴス﹄に突如現れた彼女は、堕天使の罠に嵌まり封じ込められ
た明華を捕らえて飛び立った。
さっそう

ゆ

颯爽と飛行しながら、レイラはケタケタと笑う。
ウス ハ

五感を揺さぶる攻撃を受けてまだくらくらする意識のなかで、不幸中の幸いと言うべき
う かつ

か、明華は兄・薄葉とはぐれてから失っていた、本来の冷静さを取り戻した。
イツキ

︱︱迂闊だった。反省しなくては。
済の制止があったにもかかわらず、何も考えずに突っ込んだ。
済に優しい言葉を掛けられ、落ち着いたつもりでいたが、内心では薄葉がいないという

6
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ぬぐ
こ ざい く

おく

こころ

その結果、堕天使ハランの仕掛けた小細工ごときに後れを取り、まんまとこの少女に捕

不安を拭い去れていなかった。
まってしまったのだ。
状況を頭の中で整理しながら、
明華はあえて抵抗を試みずに、
黙ってレイラの様子を探る。
さまよ

﹁ああ、本ッ当に、不幸、不幸、不幸だわ！ 見知らぬ世界に連れてこられて、行く当て
ゆう

もなく彷徨い続けた私。偶然拾ってくれた男もこの上ない極悪人だった⋮⋮男から様々な
かい

いそ

悪事を押し付けられたか弱い少女は、今日もその細腕で、必死に人間を二人も抱えて、誘
拐仕事に勤しむの！ ああ、なんて可哀想なの私っ！﹂
すると、明華と反対側の腕に抱えられた黒髪の少年、ルカが突っ込む。
ぐ ず

﹁レイラはか弱くもないし、細腕でもないよね﹂
えんえん

ぐ ち

﹁うっさい、この愚図ッ！﹂
延々と語られる愚痴の数々から、明華は、レイラとルカも自分と同じ﹃伝承の天使﹄で
あると把握した。そして彼らが、何者かの指示を受けて天使達を誘拐していること、さら
しかし、本当に重要な情報は得られない。

にはその何者かが、明らかな悪人だということも。
明華を手に入れ、何をしようとしているのか？ そしてこの天使達は、いったいどの程

度の力を有し、どんな特徴があるのだろうか？
ここは危機感を持つべき場面なのだろう。
こ

しかし明華にとっての最優先課題は、薄葉を見つけ出すことだ。こそこそと動いている
悪党を懲らしめている暇などさらさらない。
デア・ピルゴスで堕天使ハランを退治しようとしたのも、薄葉を探し出すための手段で
あって、決して目的ではなかったのである。
さら

たくら

ゆくえ

だからこそ、明華は抵抗できる状況にあってもじっとしていた。
天使を攫って何かを企む悪党、いつの間にか行方をくらませた天使である薄葉⋮⋮この
二つが結びつく可能性は高い。
薄葉もこれから向かう先に連れて行かれたのではないか？ 明華はそれを考慮して、レ
イラ達に反抗しなかったのだ。
ここから逃げ、改めて堕天使ハランを倒したうえでセルセラ︲コミュニティに戻り、ジ
︱︱ もう信じられない。だから、自分で。

アミエンから薄葉の居場所を聞き出す。そんな選択肢もあったが、それは却下した。
明華はジアミエンという女を、コミュニティを信用できなかった。だから、自分で先に
見つけ出すのが最善だと判断する。
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4 4 4 4

もしこれから向かう場所に薄葉がいなかったとしても、それを確認してから逃げ出せば
いいのだ。機会があれば、ついでにこの悪党を退治しても構わない、と明華は考えていた。
よう き

﹁とうちゃーっく﹂
レイラが陽気な声を上げる。
たど

しかし、この時明華は甘く見ていた。

てっ ぴ

辿り着いた研究施設に根を張る集団、オラクルを。そして、自分を連れ去った、この異
形の天使レイラの本性を。
はい き

ふ

4 4 4

恐らくかなり前に廃棄されたと思われる、薄汚れた研究施設。その重厚な鉄扉を、レイ
かたわ

ラは軽々と押し開けた。
扉の傍らにいた白服の門番達が驚いていたことから、それは正式な手順を踏んだ入り方
ではなかったのだろう。
の

さま

い よう

つ

レイラは黒い翼を施設に降り立ったところで引っ込めていた。バキバキと音を立てて、
へんぼう

同じように巨大な腕もバキバキと縮み、あっという間に少女らしい細い腕へと変貌して

ちぢ

レイラの背中に翼が呑み込まれていく様は、異様という一言に尽きた。
いた。

何かの魔法なのだろうか。
いぎょう

明華は注意深くその様子を眺めていたものの、結局仕組みを理解できなかった。ただ、
レイラの身体が異形のものとなった時に放たれる気配が、この世界に巣食う怪物・テラス
のものと限りなく似ていることだけは感じ取れる。

き かん

おび

テラスへの変身︱︱ 少女の能力は、そう表現するのが一番しっくりくるだろう。
﹁たっだいま～﹂
レイラが投げやりに帰還を告げる。
扉の先にも白服の男達が点在していた。

へだ

彼らは誰一人、言葉を返しはしない。ただ怯えた表情を浮かべ、警戒するように、じっ
とレイラに視線を送っていた。
にぶ

さいおう

外部から見れば古びた印象の強かった施設も、鉄扉を隔てればまた別の姿となる。
ら せん

重々しい金属の廊下は鈍い光を放ち、壁面には無数の窓ガラスが並んでいる。最奥に見

ゆず

レイラは明華の腕を後ろに組ませ、それをがっちり押さえながら歩き出した。

えるのは螺旋状の階段だ。

しろしょうぞく

静かな廊下にカツカツと足音が響く。
廊下を進むレイラ達に、白装束の面々がすっと道を譲った。
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さ

しゃべ

というよりは、避けたと言うべきだろうか。レイラに対する冷たい視線を感じ取り、明
ずいぶん

華は問いかけた。
4 4

﹁⋮⋮随分と嫌われてるんですね？﹂
レイラはまるで応えた様子も見せず、くすくすと楽しげに笑う。明華がわざとおとなし

こた

﹁あら。ようやくおとなしいフリをやめて喋ったかと思ったら⋮⋮嫌味かしら？﹂
くしていたことを、見抜いているようだ。
し ふく

﹁でも残念。嫌われるのは慣れてるの。ああ、本当に不幸だわ﹂
つぶや

﹁不幸﹂と言いながらも、レイラの声は至福に満ちていた。
のぞ

ゆる

楽しそうにその言葉を呟く彼女に、明華は薄ら寒いものを感じてしまう。
そんな明華の表情を横から覗き込んだレイラは、ふと歩調を緩めた。
﹁隣の部屋を見てみて﹂
ゆか

明華が横に目を向けると、大きめに作られた窓ガラスの向こうに広い部屋が見える。
床には見覚えのある魔法陣が浮かび上がっていた。それも複数。

りょうさん

その近くで白服の男達が何かを行っている。そして、一つの魔法陣の中心には黒髪の男
女がいた。
﹁あれは⋮⋮？﹂

明華が驚きの声を上げた。
﹃天使の量産﹄︱︱そんなことが本当に出来るのだろうか。

どうよう

ゆっくりとした足取りで、部屋を眺めながらレイラは続ける。

いだ

わずかに表情を曇らせる明華とは対照的に、二人は特に何の感傷も抱いていないようだ。

くも

﹁僕達もその、
﹃欠陥天使﹄らしいんだよね﹂

﹁言わば天使の欠陥品⋮⋮﹃欠陥天使﹄とでも言えばいいかしらね？﹂

けっかん

レイラもどこか楽しそうに、解説を始める。

﹁量産と言っても、きちんとした天使は召喚できないらしいけど﹂

これまで黙っていた、ブレザー制服の少年ルカが口を開いた。

﹁
﹃天使は一つの国に一組しか召喚できない﹄だっけ﹂

それを何度も実行できる技術とは⋮⋮さすがの明華も動揺を隠せない。

も行えるものではない︱︱と、明華は聞いていたのだ。

大量のアルマを必要とするのみならず、儀式自体も手間が掛かるので、そう簡単に何度

明華達を召喚した、マギア村の魔導士マゴ。儀式を行った後、彼女は疲弊しきっていた。

ひ へい

﹁
﹃天使召喚の儀式﹄だそうよ。あれで﹃伝承の天使﹄を量産してるんだって﹂
﹁量産⋮⋮ ﹂
!?
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ひど

ちゃうのよ。たいして強くなかったり、変な世界に喚び出されたーって頭がおかしくなっ

よ

﹁そりゃもう欠陥と言うだけあって、伝承の天使にそぐわない酷い奴ばっかり召喚され
ちゃったり︱︱﹂
明華の腕を握る少女の力が、ぎちっと強くなった。
な

﹁私みたいに、召喚主をいきなりぶっ殺しちゃったり﹂
まるでそれを見越していたかのように、レイラは明華の背中にぐっと身体を押し付ける。

み こ

ぞっと背筋を撫でた冷たい感覚に、明華は思わず足早に前へ踏み出そうとした。
明華の耳元に、レイラの顔が寄せられた。
達にどうにかされちゃうなんて思ってないんじゃない？﹂

﹁⋮⋮ま、出来心よ。今あなたをどうこうしようとは思わないわ。いえ、あなた自身も私

か

ガラスの向こうでは、魔法陣の中心にへたり込んだ兄妹が、白衣の男達を怯えた表情で

ほど

この時、明華は、背後の不気味な少女を無意識のうちに見ないようにしている自分に気

見上げている。二言三言会話を交わすと、白衣の男達は首輪を兄妹に差し出した。
付いた。
脅威には感じていないはずだ。

きょうい

腕を握る力もその気になれば振り解ける程度だし、テラスに変身する能力も、テラスを

やすやす

易々ねじ伏せられる明華にとっては脅威たり得ない。
しかし、力とは別の何かが、明華の心を掻き乱していた。
あなど あざけ

﹁︱︱だって、あなたが私を、いえ、私達を見るその目。私がよーく知ってる目だもの。
人を侮り嘲って、そこら辺の石ころ程度にしか考えていない目﹂
部屋の前を通り過ぎ、窓ガラスが途切れた。
そのあとは金属の壁が少し続く。やがて次の部屋の窓ガラスが見えた。
そこでは、黒い髪の複数の男女が、白衣の男達に囲まれ口をぱくぱくと動かしていた。
しょうてん

その首元には先ほど見たものと同じ首輪があった。
焦点の合わない目をした黒髪達の周りに、ぼっと炎が出現する。どうやら彼らは呪文を
とな

唱えていたようだ。
くちびる かわ

様々な魔法が部屋中に舞う。
ささや

明華は自分の唇が乾いていることに気付いた。
レイラの囁きは続く。
﹁いざとなったら逃げられるとでも思ってたんでしょう？ 私達は取るに足らない相手
だって。どうせ小物だって。正解よ、大正解。私はあなたと比べれば、実にちっぽけな存
在だわ。でも、どうしてかしらね？ あなたが何かを恐れているように見えるの﹂
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ざ こ

ガラスが途切れる。明華の歩調はさらに速くなっていた。
は

﹁どうしてあなたは、あんな雑魚に⋮⋮ハランだっけ？ あんな明らかなポンコツの前に

ゆが

えい り

這いつくばっていたの？ こんな所に連れてこられても平然としていられるようなあなた
また新たな窓ガラスが始まり、部屋の内部が見える。

が、ドジを踏むなんて私には考えられないの﹂
血の気が引く光景がそこにはあった。
﹁これは⋮⋮ ﹂
ようぼう

みにく

しかし、その容貌はまるで違った。
つの

か

な爪、そして翼や角︱︱ 人らしからぬ姿と化した人間達。

いる。
︱︱どうして分かるの？
そこで初めて、明華は自分の感情に気付いた。
︱︱怖い。

かん

レイラは明華の腕を握る手をそっと緩めた。

﹁ま、これは私の勘だから聞き流してもいいわ﹂

する。

うごめ

ほほ え

まるですべてを見透かすような、心に踏み込んでくるような、不気味な微笑みにぞっと

み す

背後に立つ少女が、異形の怪物に姿を変える少女が、恐ろしくて堪らない。

たま

横に向けていた視線を、ゆっくり後ろに移す。そこには、にぃと口元を歪ませる少女が

︱︱何で？

血の気が引くのを明華は感じた。

﹁目の前にいる相手も見ないで、どこの誰を見ているの？﹂

イラは、明華の手をぎゅっと強く握った。

苦しそうに這いずり回る、怪物と化した多くの黒髪︱︱この光景を作り出したと語るレ

て言ってる訳じゃないわよ？﹂

﹁何を余所見しているの？ ああ、
別に私が素敵に生まれ変わらせた欠陥品達を見るな、
っ

よ そ み

それに大した興味も示さずに、レイラはそっと囁いた。

まるで﹁化け物に変えられた﹂かのような、直視するのを憚られる存在が蠢いていた。

はばか

レイラと同じような醜い異形。一人は肥大化して歪んだ腕、一人は鋭利に伸びる不気味

ひ だい か

三番目の部屋にいたのも、今までと同じように黒髪の兄妹だった。

!?
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くず

ほお

冷や汗が明華の頬を伝う。

まと

あや

み す

﹁どうせ敵を屑だと思い込んで、油断していたんでしょう？ 求める先を見据えるのは結
構だけど︱︱﹂
すく
ひときわ

ねっとりとした空気を纏わせながら、レイラは妖しく囁いた。
そば

﹁すぐ傍も見ないと、きっと足下を掬われるわよ？﹂

こぼ

ただでさえ不気味な研究施設の中で、このレイラこそが一際気味の悪い存在であること
さと

を、明華は悟る。
にいさま

そ

恐怖からか、それとも希望を求めてか、明華の口から小さな声が零れた。
﹁兄様⋮⋮﹂

杏樹薄葉
﹁お姉ちゃん⋮⋮﹂
すそ

不安げに、幼い少女ミュゲは呟いた。
服の裾をぎゅっと握る小さな手に気付いた薄葉は、自分に寄り添うミュゲの頭をぽんと

な

撫でる。
﹁⋮⋮だ、大丈夫だってミュゲ！ き、きっと助けられるからさ！﹂
﹁本当？﹂
﹁ほ、本当だ！ 俺にま、任せとけ！﹂
どんと薄葉は胸を叩いた。
へ

もちろん、これは強がりである。
きも

たま

ミュゲとの﹁しゅぎょー﹂を経て、自らの内に眠る不思議な力に気付いた薄葉だが、そ

あお

ふる

きじょう

れですぐさま自信を得るほど肝っ玉は据わっていない。今までの﹁何も出来ない﹂という
ひ くつ

卑屈根性が、相変わらず足を引っ張っていた。
ふる

しかし、ミュゲの不安を煽るまいと、自らを奮い立たせて薄葉は気丈に振る舞う。
な ぜ

﹁あひゃひゃ！ 震え声で何言ってんだか！﹂
何故かチャイナ服姿の白い仮面女︱︱セルセラ︲コミュニティの窓口係、ジアミエンは

とんきょう

も

楽しそうに﹁けたけた﹂と笑った。
す

﹁う、うっさいお面野郎！﹂
ほころ

顔を赤くし、素っ頓狂な声を漏らす薄葉。それを見て、ジアミエンとその三人の仲間、
そしてミュゲが顔を綻ばせる。
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やわ

ほんの少し和らいだ空気に、薄葉の肩の力も抜けた。
ここは冷たい風の吹きつける空の上。
せいえい

鳥形テラス・パパガロスの背に乗って、薄葉とミュゲ、セルセラ︲コミュニティの精鋭
メンバー達は、ミュゲの姉であるアヤメを、そして捕まっているという明華を救うために、
一路、謎の団体オラクルの本部を目指していた。
飛び立ってからしばらくだんまりを決め込んでいた一同だったが、薄葉とミュゲの会話
かぶ

をきっかけに、それぞれ口を開き始める。

ひど

ローブのフードを被り、顔に少し影の掛かった女が、薄葉の傍にすり寄ってきた。
﹁うす⋮⋮なんとかくん﹂
﹁薄葉です﹂

つつ

かすかに覗く銀色の髪と金色の瞳が特徴的な美人だったが、いきなり酷い呼ばれ方をし
︱︱なんとかって⋮⋮なんとかって！

て、薄葉は緊張することなく冷めた口調で返した。

えぐ

知り合いに﹁誰？﹂と言われた時の次くらいにショックだった。
薄葉の心を深く抉ったあとも、銀髪の女はにまにま笑いながら、つんつんと指で突いて
くる。

﹁ミュゲちゃんと随分仲良しなのねぇ。兄妹じゃないんでしょ？ あなたの妹さんは捕

ちゃ か

まってるんでしょ？ じゃあ、ミュゲちゃんはいったい何なの？﹂
よめ

﹁お嫁さん！﹂
ミュゲが元気よく答えると、銀髪の女は茶化すように言う。
﹁⋮⋮へぇ。へぇへぇ。やるじゃない。うす⋮⋮キミ﹂
﹁ち、違っ！ あと、薄葉です！ ミュゲは⋮⋮えーっと、何と言うか⋮⋮﹂
﹁彼女？﹂
い

ふっしょく

﹁だから、そういうのじゃなくって！﹂
要らぬ誤解を払拭しようと、ついでに名前も正しく覚えてもらおうと、あたふたする

ノーマル

人をからかうような笑みをによによ浮かべる銀髪の女に、取り乱してしまう。

薄葉。
﹁薄葉っちってロリコンだったっけ？ シスコンじゃ⋮⋮﹂
﹁おいジアミエン！ 適当言うな！ 俺はロリコンでもシスコンでもない、普通だ！﹂
せいへき

そこに、こちらもフードで顔を隠した大男が、ぼそりと割って入る。
﹁ジアミエン、他人の性癖をとやかく言うものではないと思うがな⋮⋮﹂
﹁そっちの大きい人も、それ、フォローになってませんから！ 俺は違うんです！﹂
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薄葉としては、分かられても困る。何故なら、薄葉自身はいたってノーマルだからだ。

﹁分かっている。分かっているとも⋮⋮﹂
ジアミエンが﹁けたけた﹂笑いながら、大男の肩を叩いた。
ジアミエンからエッちゃんと呼ばれた大男は、即座に反発する。

﹁エッちゃんは心が広いわねぇ﹂
﹁うるさい、エッちゃん言うな！﹂
﹁エッちゃん！ 俺は別にロリコンでもシスコンでもないんです！﹂
薄葉もそれに続いた。
﹁だから、エッちゃん言うな！﹂

さえぎ

﹁エッちゃん！ エッちゃん！ ちなみに私のことはアッちゃんって呼んでいいから﹂
銀髪の女の悪ノリも止まらない。
びんじょう

﹁わー！ エッちゃん！ エッちゃん！﹂
き き

ま ね

ミュゲまで嬉々として便乗したエッちゃんコールを、大男が慌てて遮ろうとする。
れん こ

結局ジアミエン、ミュゲ、アッちゃんを名乗る女が﹁エッちゃん﹂と連呼する事態とな

﹁ほらっ、子供が真似するだろ！ エクエス！ エクエスでいい！﹂
り、エッちゃん本人は頭を抱えた。

いじ

︱︱ ああ、この人が弄られ役なのか。
薄葉は肌で理解した。
可哀想に、と同情の視線をエッちゃんに送っていた薄葉は、ふと彼の本名に聞き覚えが
あることを思い出す。
あわ

﹁⋮⋮エクエス？ あの、どこかで会ったことありましたっけ？﹂
すじょう

つか

﹁む？ いや、初対面だが⋮⋮それより憐れみの視線はやめてもらえないか？﹂
エッちゃんの素性は今ひとつ掴めなかったが、やはり聞いたことのない声だ。薄葉は自
分の思い過ごしであると判断する。

つらぬ

トンガリ

そして、もっと気になる背後の巨体に薄葉は目を向けた。
﹁⋮⋮﹂
おお

たずさ

ち ぞ

およ

宴会のような皆のテンションのなかで、無言を貫く赤い三角コーンがそこにいた。

あや

全身を覆うのはボロ布の服。手に携えるのは巨大な血染めの斧。エッちゃんには及ばぬ
ものの、薄葉を見下ろすくらいはありそうな身長⋮⋮。
明らかに居場所を間違えているような怪人だった。
周囲から浮いていて、少し気の毒にも思えたが、さすがにこんな怪しい人物に声を掛け
る勇気を薄葉は持ち合わせていない。

トンガリとはまた、見たまんまの呼び名だなー、と思いつつ、薄葉はジアミエンの言葉

﹁あー。トンガリはそっとしといてあげて﹂
に素直に従う。
意外と怖い人ではないのかもしれない⋮⋮しかしそれはそれで、いざという時頼りにな

﹁昨日、夜遅くまで漫画読んでて眠いみたいだから﹂
るのだろうか、と薄葉は心配になる。
﹁⋮⋮とまあ、少しは気が楽になったかしら、薄葉っち？﹂
ジアミエンが薄葉に尋ねる。続けて、
﹁にやり﹂とした。
﹁え？﹂
﹁まあ、アヤメちゃんと明華ちゃんを助けるために頑張ってはもらうけど、私達もいるこ
とを忘れないでおいてよねん？ こう見えて、結構頼りになるのよ﹂
アッちゃんの一言に、ジアミエンも﹁確かにね﹂と﹁けたけた﹂笑った。

﹁説得力ないわねぇ﹂
彼女達なりに、薄葉の緊張をほぐそうとしてくれたらしい⋮⋮いや、単なる悪ふざけか
もしれないが。
何だか頼りになるような、ならないような、そんなコミュニティの精鋭達に、薄葉は苦

笑してしまう。それでも、いくらか肩の力が抜けたのは確かだった。

うなず

だ

裾を握るミュゲの手にそっと手を重ねた薄葉は、今度は落ち着いて呟く。

﹁大丈夫﹂
﹁⋮⋮うん！﹂
ミュゲも満面の笑みで頷いて、薄葉にぎゅっと抱きついた。
し

︱︱アヤメさん、明華。大丈夫⋮⋮だよな？
薄葉はより一層気を引き締める。
ご ま か

﹁それにしても、うす⋮⋮くんはともかく﹂
4 4

﹁薄葉です。むにゃむにゃで誤魔化さないでください﹂
﹁
﹃薄葉﹄を全部取っ払われた ﹂

ぱら

﹁うん。くんはともかく︱︱﹂

﹁あんた、酷すぎるでしょう ﹂

さ

﹁ミュゲちゃん、随分とこれにご執心よね？ こんな冴えない子のどこがいいの？﹂

しゅうしん

アッちゃんがにやにやしながらミュゲに顔を向けた。

!?

ミュゲはにっこり笑って答えた。

ボロクソに言われて反論するも、薄葉は涙目である。

!?
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﹁冴えないのに強いところ！﹂
ふ

もうやだ⋮⋮と薄葉が頭を抱えて天を仰ぐと、それを見たジアミエン達

あお

ぷっ、とジアミエンとアッちゃん、ついでにエッちゃんまでが噴き出す。

﹁明華は︱︱﹂

サイ バ イツキ

才羽済

おお む か で

﹁大切なものか、あんな奴！﹂

た調子で口を挟んだ。

はさ

つ

よ

から

そんな二人のやり取りを見たハランは、
﹁ふんっ﹂と鼻を鳴らし、済とは対照的な冷め

﹁う、うるさい、酔っ払い！﹂

つく。

熱くなっている済に、大量のアルマを吸収して、べろべろにアルマ酔いした救世が絡み

ないですか～﹂

﹁まぁまぁ、
済ちゃん。落ち着いてくだはいよ～。済ちゃんだって、
私を殺そうとしたじゃ

﹁貴様⋮⋮！﹂

﹁お前達の偽善に、俺を巻き込むな！﹂

ぎ ぜん

たいものだった。

前はアヤメという女が大切じゃないのか﹂
。それに対してのハランの答えは、あまりに冷

﹁オラクルの元に行くつもりなどない﹂と言い張るハランに済が投げかけた質問は、
﹁お

﹁知ったことか！ 本当に、余計な真似をしてくれた！﹂

﹁お前の妹だろ？﹂

その胸倉を掴み上げ、済は低い声で詰め寄る。

むなぐら

堕天使ハランは、走る大百足の上で、救世と済にきっぱりと言い放った。

グ ゼ

突然のフリに一瞬戸惑う薄葉だったが、すぐにぐっと息を呑み、迷いもなく、力強く答えた。

と まど

楽しそうなジアミエンが、マイクを突き出すように薄葉に手を向ける。

の熱い想いを一言！﹂

﹁さて、ミュゲちゃんの熱い想いを聞けたところで！ 今度は薄葉っち！ 明華ちゃんへ

ぎゅっと薄葉の背中に顔を埋めて、ミュゲはそれっきり黙ってしまう。

うず

﹁⋮⋮それとなんだか、とってもなつかしいところ﹂

はさらに笑い声を上げた。しかし、
ミュゲだけはどこか遠くを見つめるように、
ぼそりと呟く。

ミュゲまで
!?
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さつばつ

﹁殺そうとしたとは、随分殺伐とした関係だな﹂
﹁殺伐とした、兄妹でふ！﹂
﹁いいからもう黙れ！﹂
再び済が怒鳴る。
﹁何だこの酔っ払い⋮⋮妹が馬鹿なら、姉も馬鹿ということか﹂
じゃっかん

色々と突っ込み所の多いハランのセリフに、済は怒っていいものかどうか、若干困って
鼻をひくひくさせる。
そんな済に代わって、救世が顔を真っ赤にしながらガッとハランに掴み掛かった。
﹁酔ってねーでふよ！﹂
﹁そこかよ！﹂
﹁姉じゃなくて兄だよ！﹂だとか、
﹁馬鹿って言うな！﹂だとか、
﹁済ちゃんを馬鹿にする
あご

怒声を上げ、ハランの顎に一発食らわせる救世。油断しきっていたハランは尻もちをつ

ど せい

な！﹂だとか、そんなセリフが出ると思っていた済は、思わず突っ込んでしまった。

済もハランに対して憤りを感じていたが、さすがにここまで乱暴にはしなかった。

いきどお

き、痛みにのたうち回っている。
すると、冷め切ったドライな対応から一転、ハランは顔を真っ赤にして済に詰め寄った。

﹁もう、何なんだよこいつ！﹂
﹁私に聞くな！﹂
﹁お前の姉だろう ﹂

お前がうるさいとか言うな、と思った済だが、口には出さない。

そう言い放ったのは、未だふらふらしている救世だった。

﹁さっきからうるさいんですよ。姉だとか、何だとか﹂

考え、済が物騒な手段に移ろうとした、その時だった。

ぶっそう

うな

どう収拾をつけるべきか⋮⋮もういっそのこと、救世を気絶させて黙らせるか、などと

しているだけである。

緑色の髪をしたハランの付き人らしき男、メントルはというと、険悪な空気にあたふた

けんあく

なおさらどう話せばいいか分からなかったので、済は髪を掻き乱しながら唸った。

か

救世がアルマ酔いでへべれけになり、女と呼ばれることを否定しないこんな状況では、

知っている済は、
﹁救世は男である﹂と解説する手間を避けることが多かった。

というより長年の経験から、説明できても相手が納得するまでにかなり時間を要すると

姉ではなく兄であるとか、いちいち説明するのも面倒臭い。

﹁だから⋮⋮ああ、もう、色々と複雑なんだ！﹂

!?
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ける。

けわ

えら

︱︱こいつ、何か妙だな。

後に揺らしていた。

にら

もと

そむ

既に今のやり取りのことなど忘れてしまったかのように、救世はうつらうつらと頭を前

すで

﹁お前、姉じゃなく兄だと訂正しなくていいのか⋮⋮？﹂

︱︱この男は何を考えているんだ？ いや、それよりもまず救世⋮⋮。

うだ。もう彼の口から文句や卑屈な言葉は出なかった。

救世のような理屈の通じない相手となると、口が達者なハランもすこぶる相性が悪いよ

力強く言い切るその様に、
ハランは返す言葉もないらしく、
黙って救世の腕を振り払った。

それだけです﹂

どんな状況でも、無理だと思ってても、私達は明華さんも、あなたの妹さんも助け出す。

﹁馬鹿なこと言ってないで、ここまで来たなら腹くくってくださいよ。何があろうとも、

考え込む済とは対照的に、救世に迷いはない。

げな口振りも、今考えるとおかしい。

くち ぶ

やたらと天使を嫌っているような素振りや、まるで自分と天使は違うのだとでも言いた

そ ぶ

しかし、彼も世界を救える天使のはずでは？

自分が無力だから、代わりに誰かがやってくれる︱︱そんな考えに基づくのだろうか。

ていたかもしれないのに。

下手をしたら自分が連れ去られ、
見捨てられるかもしれないのに。そして実際、
そうなっ

そんな約束を交わしたのだろうか。

ハランが本当に自分の身しか案じず、妹を犠牲にしても構わないというなら、どうして

ハランが語っていた、
アヤメという妹との約束。それは、
考えてみればおかしな話だった。

﹃どちらかが捕まった時、残ったほうは後を追わない。自由に平穏に生きていく﹄

済はその時、ハランにわずかな違和感を覚えた。

い わ かん

ハランは何か言い返したそうに一瞬救世を睨んだものの、言葉を呑み込み、再び顔を背

なるんですか？﹂

﹁弱っちいんだか何だか知りませんけど、それが、兄妹が大切じゃないと言い切る理由に

チンピラのようにガンを飛ばす救世の一言に、ハランはバツが悪そうに目を逸らした。

そ

何やら険しい表情を浮かべる救世は、うずくまっているハランの胸倉をまたぐっと掴み
上げた。
﹁妹を見捨てる人間が、偉そうに兄妹がどうとか言わないでくださいよ﹂
﹁な⋮⋮ ﹂
!?
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さら

てじょう

オラクル陣営
ろう

攫った明華を、施設の地下にある牢に閉じ込めたレイラ。
お かん

手錠を掛けられ、牢屋に入れられた明華を眺めながら、レイラは、わずかに眉を動かす。

かん き

その時、ぞくりと背筋を撫でた、今まで味わったこともない悪寒に、思わず身を震わせる。
︱︱何か、来る。

せま

直感的にそう感じ取ったが、レイラは怯えることなく、むしろ歓喜の笑みを浮かべた。
﹁⋮⋮レイラ？ どうした？﹂
隣にいる男が問いかける。
﹁うっふふ⋮⋮！ 何でもないですわ﹂
レイラはあえてその感覚を伝えなかった。

と てつ

り ふ じん

︱︱だってせっかくの楽しみが⋮⋮私を傷つけてくれそうな化け物が、迫ってきてるん
ですもの。
理屈ではない。途轍もなく危険で、途轍もなく理不尽な存在が、今まさに敵意をむき出

しにして迫っていることを、レイラの本能が感じ取る。
しかし、その予感は周りの誰にも悟らせない。下手に警戒させてしまえば、その危険と
そうぐう

遭遇できないかもしれないからだ。
う

︱︱そうなったら、私が痛い目見られないじゃない。

い み しん

不幸に飢えた不幸ジャンキーの思考回路が、オラクルの危機よりも自らの快楽を選択
する。

しなさだ

まだ見ぬ脅威に対し、レイラはニヤリと笑って呟いた。

﹁あなたは私を不幸にしてくれるの？﹂
﹁何をブツブツ言っている？﹂

ほどこ

まと

薄暗い地下牢に閉じ込めた明華を、品定めするように見つめていた男が、意味深なレイ
ラの様子に、不満そうに尋ねた。

つ

他の白装束よりも多少豪華な装飾を施した衣装を纏う男の名はイエレアス。宗教組織オ

つ

十数年にわたって密かに活動を続けるオラクルのトップに彼が就いたのは、数年前のこ

ひそ

ラクルの二代目代表である。
とだった。
事故で命を落とした先代に代わり、その研究成果を引き継いだイエレアスだったが、先
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こ

あやつ

それまでのオラクルは、
一般的な宗教団体の枠を越えない集団だったが、
彼が実権を握っ

わく

代の持っていた思想や目的はどうでもよかった。

く し

た頃から、組織による過激な活動は勢いを増すことになる。
伝承の天使を従える手法を駆使して手に入れた、強力な欠陥天使︱︱それらを操り、イ
エレアスは着々と力をつけていった。今回、十年前に先代が取り逃がした天使を確保しよ
しかしレイラは、堕天使ハランとかいうその逃げた天使達ではなく、まったく別の天使

うと動いたのも、オラクルの戦力をさらに高めるためだ。
を連れてきた。
今までも命令違反は数知れず、イエレアスを侮るような態度が目立っていたレイラ。オ
むか

しんぼう
てい

ラクルが重要な局面を迎える今、レイラのような不安要素を放っておくのは危険である。
︱︱だが、もう少しの辛抱だ。
とど

レイラの利用価値はイエレアスもよく知っていた。だからこそ、今回も少し苦言を呈す
うば

るだけに止めておいた。何より、彼女の連れてきた明華という天使に、イエレアスは目を
奪われていた。
きわ

かくした

対するレイラは、イエレアスなど眼中になかった。この上ない小物。イエレアスに問い

み さ

かけられるだけで、彼女は不快極まりない感情を抱いた。

げ す

だ えき

したた

しかし、下衆と見下げる相手の強気な態度だけでなく、その下衆よりも格下である自分
こうこつ

の立場さえも、愛すべき不幸として受け止めるのがレイラだ。
﹁なんて可哀想な私﹂と、レイラは恍惚とした表情でじゅるりと唾液を滴らせる。
﹁レイラ、何かあったのか？﹂
その態度に対して、わずかに顔をしかめたイエレアスが繰り返し尋ねた。
ちっと舌打ちをひとつ零したレイラは、だるそうに返事をする。
﹁何でもないと言っているでしょう？﹂
﹁⋮⋮そうか﹂
りん ごく

イエレアスはそれ以上聞かなかった。

て ごま

お

隣国ヴォラスでイエレアスが偶然拾った、当てもなく彷徨うはぐれ天使︱︱レイラと
ルカ。
びみょう

彼らはイエレアスにとって強力な手駒であり、同時に手に負えない存在でもある。そん

か

な微妙なバランスで成り立つ関係性が、二人の兄妹とイエレアス︱︱ もっと言えば、レ
イラとイエレアスとの間にあった。
いつざい

納得はいかないものの、イエレアスはひとまず話を切り替える。
﹁⋮⋮それにしてもでかしたぞ。あの堕天使以上の逸材だな、これは﹂
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ぼうだい

せんれん

やど

き ぼ

明華から感じられる膨大で洗練されたアルマに、イエレアスは歓喜の笑みを浮かべる。
明華を見つめるイエレアスの瞳は紫色の光を宿し、明華のアルマの規模や性質を鮮明に
映し出していた。通常、アルマはくっきり見えるものではない。イエレアスのその力は、
ひょうてき

当然レイラも明華の能力を理解していた。だからこそ、
命令で標的とされていた﹃デア・

レイラの能力によって与えられた特別なものである。

その力は、自分を危ぶませる存在になり得るほど強大だとレイラは感じていた。

あや

ピルゴスの堕天使﹄ではなく、彼女をここに連れてきたのだ。
︱︱でも、この子じゃ足りない。私をゾクゾクさせるには。
誰の目から見ても魅力的な明華でさえ、今のレイラの眼中にはなかった。

まと

今ここに迫ってきている脅威は、彼女とは比較にならない。レイラがひたすらに求める
のはまさにそれだった。
いら だ

ぜつぼう

そんな思いに気付かぬまま、教主は期待に輝かせた目を、同じく白い装束を纏うオラク
ルの構成員へと移した。今度は声にわずかな苛立ちが含まれている。
﹁
﹃首輪﹄はまだ付けられないのか？﹂
ねば

﹁は、イエレアス様。何分、アルマ量も多く抵抗も激しいので⋮⋮﹂
﹁へぇ。結構粘れるものなのねぇ﹂

レイラが改めて、明華の能力の高さに感心したように呟いた。

こうふく

他人事のようなレイラに苛立ちながらも、イエレアスは明華を見下ろし、彼女を絶望さ
せるために言い放つ。
ていちょう

﹁ふん。どうせそのうち弱りきって降伏せざるを得ないものを。おい貴様、無駄な抵抗は

くっ

やめて素直に従ったらどうだ？ そうすれば道具としてではなく、優秀な手駒として丁重
ことわ

に扱ってやるぞ？﹂
﹁あっは♪﹂
ほ

﹁お断りです。あなたみたいな小物っぽい人に屈すること自体が、死亡フラグですから﹂
明華の返しにレイラは噴き出した。
とぐらいは分かったらしい。

﹁死亡フラグ﹂という単語を理解できないイエレアスも、それが決して褒め言葉でないこ
言い得て妙ね、とレイラは感心する。

お

︱︱ まぁ、その死亡フラグってやつに巻き込まれたくて、こんな小物に従っているの
だけれど。
レイラは自分の命を惜しいとも思っていない。欲するのは、ただ自らの不幸のみ。
そんなレイラとは対照的に、小物らしく顔を赤くしてわなわな震えながら、イエレアス
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なま い き

は吐き捨てるように言った。

とが

せんのう

よこ

ぱら

﹁生意気な小娘だ⋮⋮！ 必ず後悔させてやるぞ！ レイラ、ルカ！ この小娘の洗脳を
手助けしろ！ 徹底的にいたぶって、弱らせろ！﹂
﹁あ～い﹂
﹁レイラ。返事はしっかり﹂
た

レイラの傍らで静かにしていた、ブレザー姿の少年ルカが軽く咎める。
不満げに舌打ちし、レイラは深く溜め息をついた。
︱︱洗脳？ そんなこと、無駄に決まってるじゃない。
こ づ

あせ

足早にその場を去るイエレアスに目もくれず、レイラは詰まらなそうにルカの横っ腹を

杏樹明華

軽く小突くのだった。

こうそく

手錠を掛けられ、牢屋に閉じ込められてはいるが、明華に焦りはなかった。このくらい
の拘束は予想の範囲内だったからだ。

それよりも気に掛かるのは、牢屋の前にいる二人組の天使、レイラとルカのことだ。
ると思ってるのかな？﹂

そ ぶ

﹁⋮⋮参ったなぁ。弱らせろと言われても⋮⋮イエレアスさんは僕達にそんなことが出来
ルカが頭を抱えている。
﹁私、パス～。ルカ、後は任せたわ﹂
﹁ええ⋮⋮？ いや、僕こそ無理だよそんなの﹂
近くにいる組織のメンバーも、二人に何か言いたげな様子ではあるが、言い出せないら

彼らはぐだぐだと不満を口にしながら、明華に手を出す素振りを見せなかった。
しい。
やがて、
レイラは
﹁はぁっ﹂
と深く溜め息をついて、
すたすたと牢屋の前から離れていった。
﹁ちょっとレイラ！ せめて見張って⋮⋮﹂
さ

﹁嫌よ。帰ってからまったく休んでないじゃない。これから楽しくなってくるってのに、
無駄な労力を割きたくないもの﹂
﹁ああ、もう、待ってったら！ あ、あの申し訳ないんですけど、レイラを説得してくる
ただよ

ので少し外させてください！﹂
苦労人の空気が漂うルカは、レイラの後を追いその場を去っていく。
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いく

ルカに頭を下げられて、取り残された男達は少し戸惑いを見せたものの、ほっと一息つ
くと肩の力を抜いた。
﹁⋮⋮はぁ。ようやく消えてくれたか﹂
男達は愚痴を言い始めた。

﹁イエレアス様も冗談が過ぎるぞ。あんなのと一緒にいては、
命が幾つあっても足りない﹂
レイラとルカは組織内でかなり恐れられているようだ。二人が去ったことに、彼らはむ
しろ安心している様子である。
そば

これは明華にとって、思いがけないチャンスだった。
﹁本当に、イエレアス様は何を考えてあんな化け物を傍に置いているのやら﹂
のどもと

﹁だな。この前も世話係が一人⋮⋮﹂
こう し

雑談を始めた二人の男は、
突然喉元が圧迫されるのを感じた。
身体がふわっと浮き上がっ
気付いた時にはもう遅い。

たかと思うと、牢屋の格子に叩き付けられる。
首を掴まれ、声を出せない二人の男の眼前には、牢に捕らえていたはずの明華がいた。
﹁声を出さないでもらえますか？ 素直に従ってくれれば、変なことはしませんから﹂
明華が男達を軽々と持ち上げながら微笑むと、男達は無言でこくこくと頷く。

それを確認して、明華はゆっくり二人を地面に下ろした。

こわ

ごほごほと咳き込む男達が、背後の牢のほうを振り向く。
﹁嘘だろ⋮⋮﹂
きゃしゃ

ち ぎ

そこには大きく歪んだ格子と、壊れた手錠が転がっていた。
あろうことか、この華奢な少女は手錠を引き千切り、格子までもねじ曲げたのだ。しか
こうちょく

も、自分達が気付けないほどに素早く、音も立てずに。

たの

明華は硬直したまま黙っている男達に、笑顔で尋ねる。
﹁少し質問してもいいですか？﹂
男達からすれば、鉄の手錠と格子を壊す女の頼みなど、断れるはずもない。
男達は顔を見合わせた。そして、怯えながらも一人が素直に答える。

﹁私以外にも、ここに天使が連れてこられたりしてませんか？﹂

さら

﹁つ、連れてくるっていうのは、
﹃召喚する﹄ってことでしょうか？﹂
﹁いえ。私みたいに攫われてきてはいないか、ということです﹂
﹁だったら⋮⋮攫いに行ってるところだと思います⋮⋮﹂
もう一人の男が続ける。
﹁さっきの二人以外にも、ある程度使える天使がいるんです。そいつらが別の天使を連れ
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て はず

てくる手筈になってるんで⋮⋮もしかしたら戻ってきているかもしれませんが、それは分
かりません﹂
﹁そうですか⋮⋮望み薄ですが、一応確認しておいた方がいいですね﹂
ねら

連れてこられる予定の天使、それが薄葉である可能性は限りなく低い。
なぜならまず、オラクルの狙いは元々﹃デア・ピルゴスの堕天使﹄であって、明華は代
レイラは明華の存在を知らなかった。偶然見つけ、堕天使よりも価値があるとして、連

わりとして捕まったに過ぎないからだ。
れ去ったのだ。ならば、オラクルも薄葉の存在を知らず、目的は別にあると考えるのが自
然だ。
さら

さらに、時系列で考えてもそうだ。
薄葉を見失ったのは、明華が攫われるよりもずっと前である。薄葉が攫われたと仮定す
とはいえ、これから連れてこられる天使が薄葉である可能性がない訳ではない。自分と

ると、未だここに着いていないのはおかしい。

明華はそう結論づけて、その天使の元に向かうことを決めた。

同様に、イレギュラーでたまたま捕まってしまうことだってあるだろう。
﹁その天使はどこに連行されることになってるんですか？ やっぱり、この地下牢に？﹂

男達が首を横に振る。
たも本来ならその予定でしたが、あの天使⋮⋮レイラは言うことをまるで聞いていなかっ

﹁いや⋮⋮一つ上の階の、シェーヌ様の研究室に連れて行かれるはずです。おま⋮⋮あな
たようで⋮⋮﹂

やぶ

気味の悪いあのレイラという少女︱︱確かに人の話などロクに聞かないだろうという印

﹁⋮⋮なるほど。何となく分かります﹂

﹁ありがとうございます。では﹂

﹁ち、地下三階です。
﹃シェーヌ様のお部屋﹄と書かれているのですぐに分かるかと⋮⋮﹂

﹁で、そのシェーヌ様の研究室というのはどこですか？﹂

なかった。

実はすべてレイラの計算どおりなのだが、薄葉のことしか頭にない明華はそれに気付け

を離したのか。

どうしてレイラは、この地下牢に明華をそのまま連れ込んだのか。さらに、どうして目

出来たのだが。

実際に、今も命令を無視してこの場を離れている。だからこそ、明華も牢を破ることが

象だった。

立ち読みサンプル
はここまで
エンジェル・フォール！３
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