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あお

けんそう

うそ

こ もちづき

――蒼い月が不気味なほどに美しい、満月前夜の小望月。
せい じゃく

しんしん

昼間の喧騒が嘘のように静まり返っている、帝都近くのとある町。
あわ

お たけ

どうこく

淡く蒼い月光が、静寂の街並みを深々と照らす中。
雄叫びとも慟哭ともつかない、そんな声が町の一角にふと、けたたましく響いた。
「ヒャッハハハッヒャハハハハハハハハァァァァッ 」
「首、首、首、首、くびぃぃィィッ
うッッ 」

!!

いく え

けもの

じ

けんげき

幾重にも交わされる無数の剣戟。
ねば

その片方が放つのは、獣染みた狂喜。
い

あら

もう片方が宿すのは、粘ついた狂気。
狂って壊れて、おかしくなった人間。

バケモノ

あか

アカ

生ける者の本性を露わにした、余計な物を全て捨て去った人間。

ケモノ

くれ、くれ、くれ、くれ、くれよおおぉぉぉぉぉぉぉ
!!

夜闇の舞台を踊るのは、異なる２つの『赤』と『紅』
。

!!

く

か

ケモノ

バケモノ

互いがどちらかを喰い殺すまで、狂喜も狂気も止むことはない。
互いがどちらかを刈り取るまで、人間も人間も止まらない。
へだ

だが蒼い月は、全てを等しく優しく照らす。
救うことも守ることも害することも決してせず、淡い輝きでもって、ただ黙するまま

人も獣も化け物も、なにひとつとして分け隔てることはない。
に――照らし続ける。
Ψ
ラ・ヴァナ帝国の帝都近くに位置する町、ビセッカ。
地方から帝都へと向かう者、帝都から地方へと向かう者達の多くが経由する、別名、帝
にぎ

もう

日々多くの人間が出入りし賑わうこのビセッカは、規模こそ大きくはないけれど活気あ

都の玄関口。
る町だった。
で かせ

ようへい

大陸各地の珍しい品物を集め、それを使って帝都でひと儲けしようと息巻く商人。

と

都での長い出稼ぎを終え、故郷に胸を張って帰る労働者。

ハンター

その身ひとつで立身出世を遂げるべく、帝国軍の門を叩かんとする腕自慢の傭兵やダン
ジョン探索者、軍人志望の若者達。
ざっとう

かたむ

職種も目的も様々な人間が集まるこのビセッカでは、情報もまた手に入りやすい。
町の雑踏に耳を傾けているだけでも、それこそ明日の天気から他国の情勢に至るまで、
次々と聞こえてくる。
ひ

そんなビセッカで今、特に話される噂話は２つ。

かい きょう

ひとつは、数日前より帝国中で、延いては人間界全土にわたり人々の関心と注目を集め
ている魔族との戦争。
まこと

ささや

魔界と人間界とを隔てる界境に魔族が集結し、今日にも明日にも攻め入って来るやも知
局地的な小競り合いを別とすれば、魔族と人間が衝突する事態はおよそ７年ぶりだった。

こ ぜ

れないと、あちこちで真しやかに囁かれている。

かろ

当時の魔族軍５万２千に対し、人間界の諸国が出した兵力は、５国合わせて実に 万。
路を断ち、撤退させることに成功した。

た

い

６倍近い兵力をもってしてなお、戦況は人間側が終始押され、辛うじて敵の物資補給経

30

いた矢先に起きたこの事態。

死傷者 万にも上った戦いから７年が過ぎ、ようやくその傷跡も少しは癒えようとして
18
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警戒態勢に入り、魔族側と同様、界境付近へと兵を集める動きを見せた帝国と周辺諸国
に、民の不安は高まっている。
帝国領内各地の人間達が行き交うビセッカでその話題が関心を集めているのも、ある種
――そしてもうひとつ。

当然であった。
少し前からこの町の住人を震え上がらせている、１人の殺人鬼。
かわ き

すで

最初の犠牲者が発見されたのは、２週間前だった。
ろう

にゃくなん にょ

それを皮切りに次々と被害は増え続け、既に 人以上が殺されている。

後に首を奪い去る。

あらん限りの恐怖を込めて、ビセッカの町では殺人鬼をこう呼んだ。
狂い狂った殺人鬼。笑って切り裂く人殺し。

Ψ

――『切り裂きジョーンズ』
。

はじ

コ ドク

アナ

あ

転送魔法陣に弾かれ飛ばされるという事故から、はや９日。

ようとう

そうぐう

……とにかく、そんな感じに行く先々で面倒事に巻き込まれた結果。

幕開けとなったり。

そうなん

立ち寄った町の宿がまさかの幽霊屋敷で、妖刀片手に『ゴーストバスター夜行』伝説の

ゆうれい

結婚詐欺に遭った女性が自殺を図っていた現場に遭遇し、説得のために足止めされたり。

さ ぎ

人への愛を説かれ、果ては洗脳すらされかけたが何とか振り切ったり。

と

その後は何故かちんちくりんの宗教家に懐かれ付き纏われ、延々と助け合いの精神と隣

なつ

らも、どうにかこうにか『エリア大森林』を抜けた。

偶然出会ったエルフに連れられた村で装備を整えた夜行は、広大な森で半ば遭難しなが

なか

Ａランクダンジョン『蠱毒ノ孔』で散々な目に遭った末、脱出を果たした戌伏夜行。

いぬぶし や こう

赤い衣服を身に纏い、手にしたナイフで切り裂いて、切り裂くところがなくなれば、最

まと

たような高笑いと共に人体を切り裂いていたと言う。

……その殺人鬼を目撃した者達の、震え交じりの証言によれば、それは夜闇の中で、狂っ

頼した討伐隊も、魔族への対策で対応不能となった。

殺された者の中には町の駐在や警備隊も含まれており、危険度は極めて高く、帝都に依

首が持ち去られるのだ。

犠牲者は老若男女を一切問わず、殺され方は決まって同じ。全身をなます切りにされ、

20

夜行の脚力なら森を抜け出せば３日で辿り着けただろう帝都への道のりだったが、こう
して倍の時間をかけても未だ到着できずにいた。
まさかこれが妖刀の呪いだろうか。いや、そんなワケ無い。
き かん

しかしそれでも、ようやく帝都手前の町ビセッカへとこうして足を踏み入れた。

あまね

さず

ふ じょう

今から走れば明日の朝には念願の帰還を果たせるだろうとアタリをつけ、一段落着いた
気分の夜行だったが――。
「さあ、覚悟しろ殺人鬼！ 遍く正義の威光を授かりし我が必殺の剣にて、その不浄な心
を斬り払ってくれる！」
場所はビセッカの路地裏。
きょうかつ

眼前には、剣の切っ先をこちらに向けて高らかな宣言を放つ、仮面をつけた剣士。

あや

いまさら

いのち ご

後ろには、ついさっき夜行に絡んで恐喝しようとしてきたチンピラ３人。
こちらは既に倒れ、意識も無い。
しゃべ

たんそく

数多くの罪無き人を殺めておきながら、今更命乞いか！ 見苦しいぞ！」

「……だから、少し待てって――」

けんせん

!!

さすが

れをかわした。

おびや

「くっ！ 流石は噂の『切り裂きジョーンズ』
、多少は腕に覚えがあるようだな！」
「さっきから言ってるが、俺はその切り裂きなんたらじゃ――」

――時は、およそ 分ほど前。

Ψ

こんなことになってしまった、その経緯を。

いきさつ

かみひと え

さかのぼ

風を纏うような速さと鋭さで振るわれる太刀筋を、紙一重でかわしながら記憶を遡る。

た ち すじ

ホントに聞いて、
後生だから。後生がどんな意味なのか、
実はあんまりよく知らないけど。

ご しょう

め、今こそ鉄槌の時だ！」

てっつい

「しかし！ 正義を宿した我が剣から逃れることなどできはしない！ 民を脅かす兇賊

きょうぞく

お願いだから話を聞いてくれと内心で呟きつつ、夜行は身体の位置を少しだけずらしそ

つぶや

言葉を遮り、剣士は素早く間合いへと踏み込み、夜行へと剣尖を振り下ろす。

さえぎ

「悪党の言葉に貸す耳など持たん！ あの世で裁きを受けるがいい 」

さば

さっきから人の話を全く聞かない仮面の剣士に、夜行は軽く頭痛を覚えながら嘆息した。

命乞いも何も、今は喋ってすらいない。

「どうした
!?

道中様々な足止めに引っかかり、多分なタイムロスを食らいながらもビセッカに辿り着

20
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ざっとう

いた夜行は、雑踏の中をぷらぷらと歩いていた。
「随分とまあ、人の多いとこだな……」
大通りを行き交う人はさながら波のようで、ボーッとしていたら５歩おきにぶつかって
町の規模に対し、過剰なまでの人口密度。この中の大半が流れの傭兵や行商人、そして

しまいそうだった。

なるほど、
『帝都の玄関口』と呼ばれるのも納得な光景であった。

帝都へ出稼ぎに向かう労働者に見える。
純粋なこの町の住民は、３割くらいだろうか。

たび しょうぞく

流れ者や旅人の方が多い町なんてのも、中々に珍しいんじゃないかと夜行は思った。
「むむ」
すれ違った、旅装束を纏う帯剣した傭兵らしき女性の姿を軽く目で追う。ちょっと好み
の容姿だった。
あいにく

「チィ……時間があればナンパしてたところだが……」
じんそく

口惜しげに呟くも、生憎と今はその時間が無い。
可能な限り迅速に、夜行は帝都へと戻らなければならないのだから。

しょうかん

道中立ち寄った町や村、そしてこのビセッカでも方々から聞こえてくる噂話。

しょうこう

そのほとんどが、夜行達が異世界の『大陸』へと召喚された理由である、近々起きると
いわ

予見される魔族との戦争に関するものだった。
皇女クリュス曰く、魔族はここ数年目立った動きを見せず、それによりしばらくの小康
おと

状態が続いていたと言う。
い か

とぼ

如何に一兵一兵の質が劣っていても、人間側は数で圧倒的に勝る。

う かつ

その上、魔族が領有する大陸北部は人間の住む南部に比べ資源に乏しく、長期にわたり
戦争を続けることが難しい。
さら

要するに、物量に欠ける魔族側も、迂闊に人間界へと攻め入ることが出来ないのだ。
さんたん

数だけ見れば、人間側が一方的に甚大な被害を受けたと言えるような、惨憺たる結果で

じんだい

更に言えば、最後に起きた７年前の大規模な戦い――。
あったらしい。
いく さ

けれど実際には、魔族軍は母数が少ない分、被害率や損壊率はさほど変わらず、痛み分
けの戦だったという。
少なくとも、そう夜行は聞いている。
つまり、
前戦争によって人間も魔族も深い傷を負い、
双方態勢を立て直すためには纏まっ
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かね
き

魔族側はその立て直しがついに終わり、再び人間界へと攻め入るべく、兵を界境に集結

た時間が必要だったのだ。
させている……と。
ひ とく

魔族軍に気取られないよう水面下で戦争の準備と、同盟を結ぶ諸国にすら秘匿した切り

け ど

そして、そんな動きを予てよりいち早く察知していた帝国が動いた。
ふだ

その切り札こそが、夜行等７人の勇者と言うワケだ。

札の用意を開始。
「……あー。他にも色々聞かされたが、小難しい話なんてさっぱりだ。まあ、その辺はマ
面と向かって言われれば否定はするけれど、夜行は自分の頭がよろしくないことなど百

サとか委員長とかが、全部把握してるだろ」
も承知している。
だから難しいことなど考えても分からないし、たとえ分かったとしても自分では対策な
んて思いつかない。
その手のことは、頭のいい友人にでも任せておけばいいと割り切っていた。
ばくだい

ほう しゅう

か

だから、夜行が現状で出来るのは『一刻も早く帝都にまで帰還する』ことだった。
戦争の切り札として召喚され、莫大な報酬と引き換えにそれを引き受けた。

かかわ

それにも拘らず、原因が事故だろうとなんだろうと、いざ戦いが始まろうとしている時
ただでさえ想定外な事態が重なった所為で、すっかり遅くなってしまったと言うのに、

せ い

にこんな所でボヤボヤしているなど全くの論外だ。
これ以上のんびりとやってなどいられない。
ある

何せ夜行には、いつ実際に戦いが始まるのかさえ分からないのだから。
まだまだ先の１ヶ月後かも知れない。
或いはすぐそこ、
１時間後に開戦するかも知れない。
その前になんとしても帝都まで帰り着き、クリュスの指揮下へと戻らなければ。
そうしなければ――仲間達だけを、戦場に向かわせることになってしまう。
だ め

「そいつは流石に……容認、できねぇよなぁ……」
絶対駄目だ。
夜行の中にある人としての感性が、友人達だけが死地に飛び込むことを良しとしない。
夜行の中にある獣としての野性が、自分だけ獲物にありつけないことを良しとしない。

はず

方向性は違えども、どちらも本心には違いなかった。
――そして。
その急いでいる筈の夜行が、何故こうして街中をぷらぷら歩いているのかと言うと。
「…………腹ァ、減ったな」
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呟く声に答えるように、腹の虫が鳴り響く。
とどのつまり、そう言うことだった。
「何もねえ野原で一夜明かして、日の出と同時にここまで走ってきたからなぁ……何か食
もてあそ

わないと、流石に帝都までは持たないよなぁ……」
のぞ

ちゃらちゃらとポケットの中に入った小銭を弄びながら、大通りに並ぶ飲食店を右に左
に覗いて行く。
ぼう

ほうふつ

しかし、昼時もピークに差し掛かっている所為か、どこの店も満席状態。

つむ

それはもう随分昔に、
夜行が一度だけ行ったことのある、
某夢の国を彷彿させる光景だっ
た。
あ

「どーなってんだよこの町は……！ この際だ、味には多少目を瞑るからどっかひとつぐ
も

らい空いてたっていいんじゃないですかね 」

ろ ぎん

おおむ

こか薄暗い裏通りへと入って行く。

全くもってやってられないと、夜行は大きく嘆息しながら道を外れ、昼間にも拘らずど

食事ひとつのために、何故ここまで苦労しなければならないのか。

じられた。

この大陸でただ１人、月面と同じ重力で生きている筈の身体も、今は空腹により重く感

「……ハァ。こりゃ表通りは駄目だ、裏を回って探すか」

末だった。

周囲に確認できる飲食店は悉く満席で、下手すれば待ちの行列が出来ている所もある始

ことごと

夜行のそんな考えは概ね正しく、トドメとばかりに時間帯は昼食時。

大きい筈だし。

幾らなんでも常日頃からこんなに多くの人間が行き交っているのなら、この町ももっと

いく

だからその帝都の玄関口であるここビセッカも、騒がしくなってるのか。

に増えている。

国全体の情勢が不安定となり、その中心である帝都を行き来する人間が普段よりも格段

……やはり魔族が動こうとしている、なんて話が広まっているのが大きいんだろうか。

しいだけだ。

出来立ての料理からここまで漂ってくるいい匂いも、自分が食えないのではただ腹立た

ただよ

肝心の使う店が満席じゃ、話にならない。

かん じん

晶のような角を売って、路銀を手に入れたと言うのに。

つの

折角道中にあった低ランクダンジョンで鹿みたいな魔物を狩り、そいつの持っていた水

せっ かく

若しくは屋台でもいい。もうこうなったら何でもいい、虫以外なら食べるから。

!?

ひと け

その人気の無い雰囲気に、果たして飲食店などあるのかとも思ったが、表の大通りはひ
としきり見て回ってしまった。

あいまい

あっちをうろついているよりは確率が高いだろうと判断し、奥へ奥へと進む夜行であっ
た。
Ψ
「…………あぁ？」
ふさ

入り組んだつくりの裏通りを歩く内、自分が今どの辺に居るのかも曖昧となってきた頃。

さや

前方でたむろしていたガラの悪い３人組に、夜行は道を塞がれた。
「へへへ……」
恐らくはリーダー格であろう中央の男が、鞘に収めた剣でトントンと肩を叩きながら、
し ぐさ

顔をにやけさせている。
そんな仕草といい、
服装や容姿といい、
まさにチンピラを絵に描いたような存在であった。
ま ぶか

「…………」
夜行は目深に被ったフード越しに、その男の顔をしばし眺めた後、そんな感想を内心で

呟く。

ジャンプ

きっと、チンピラになるためにこの世に生まれたんだろうと、妙な感心を抱いた。
あ

……取り敢えず、邪魔だ。
夜行は軽く３メートルほど跳躍し、男達の頭上を跳び越えた。
ほとん

体重の軽さ故に殆ど着地音すら立てず、そこから何事も無かったかのように立ち去ろう

「……へ？」

ほう

男達は間の抜けた声を出し、少しの間呆けていた。

とする夜行。
「――って、オイコラ！ 何をしれっと行こうとしてやがる！ 止まれ！」
おっくう

ためいき

我に返ったリーダーらしき男が、鞘をレンガの地面にガンッと叩き付け怒鳴った。
背でそれを受けた夜行は、この上なく億劫そうに溜息を吐き、振り返り様に呟く。
「……うるさいぞ、さっきからピーチクパーチク。黙れ」
「俺まだほとんど喋ってねぇだろ 」
「
「そーだそーだ！」
」
しゃ

首を指先でぽりぽりと掻きながら、空いた手を腰に当てつつ、やや斜に構えて夜行は更

か

男の反論に、声を揃えて同調する取り巻き２人。

!?
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に言った。
「……で？ なんの用だ、チンピラＤ」
「３人しか居ないのにＤかよ 」

げんこつ

!!

愛と助け合いこそが、ご近所の平和を守るのでち！』

きょう し

おんびん

だま

嘘吐くならもうちょっと上手くやれや 」

うそ つ

「ポケットの中に手ぇ突っ込んで、これ見よがしにコインの音させながら抜かす言葉か、

ちゃらちゃら、ちゃらちゃら。

「許せチンピラ、文無しだ」

もん な

ならば、ここはひとつ穏便に済まそうと、夜行は思った。

も探せない。

走って逃げてもいいが、こっちは飯屋を探している身。追いかけられたら、探せるもの

これは何とも、面倒臭い手合いだ。

「この辺の道を通りたきゃあ、
俺様に通行料を払ってくれねぇとなぁ。
へっへっへっへっへ」

呆れつつ返事をする夜行。

あき

「……なんだよ、呼び過ぎだよ。１回言えば分かるよ」

オウオウオウオウ！ お兄ちゃんよぉ！」

「ったく、こいつ等は……オウオウオウ！ オウオウオウオウ！ オウオウ！ オウオウ

思い出したが、この場で特に役に立つはずも無かった。

宣教師の言葉を思い出す。

せん

森を抜けて最初に立ち寄った町にて出会った、謎の宗教の布教を行う胡散臭いミニマム

う さんくさ

『小さなことからコツコツと、そんな積み重ねによって幸せが未来へと運ばれるのでち！

りする頻度が格段に増している気がしていた。

ひん ど

どうにも『エリア大森林』を抜けてからと言うもの、絡まれたり面倒事に巻き込まれた

のまま顔に当てる。

彼等のやり取りを見ながら、夜行は「またか……」とばかりに、首を掻いていた手をそ

痛そうにうずくまる取り巻き達。あまりリーダーとしての威厳は無いのかも知れない。

取り巻き２人に、拳骨を落とすチンピラＣであった。
い げん

「３人しか居ないのにＣって、俺の立場はお前達より下かゴルァ 」

「
「やいやいやい、アニキに失礼なこと言うな！ アニキはチンピラＣだ！」
」

!?

!!

「
「そーだそーだ！ そんなんで騙せるのはアニキくらいなもんだ！」
」

それが

!?
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「俺も騙されてねぇよ、このたわけども 」

き れい

こ

たが

びんぼうにん

飛ばされたコインは綺麗な弧を描いた後、丁度剣を持った男の足元に落ちた。

て飛ばす。

やれやれと肩を竦めながら、夜行はポケットから銀貨を１枚抜き出し、それを指で弾い

すく

「分かった分かった……騙そうとして悪かったよ」

んも寝言でこの前言ってたし。

金でどうにかなる問題は、金で解決するのが一番手っ取り早くて後腐れがないと、姫さ

あとくさ

こうなったら仕方が無いので、連中の言う通行料を払ってしまおう。

……とにかく、
『文無しだ、許せ』作戦は失敗してしまった。

立てられると思う。

打ち合わせでもしているのか。だとしたら、チンピラよりも芸人になった方が余程身を

とを言えるのだろうか。

しかしあの取り巻き２人、どうしてさっきから一言一句、タイミングを違わずに同じこ

割れ鐘のような怒声が響き、そして再び取り巻きに拳骨が落とされる。

!!

会ったばっかりの奴にこうも扱き下ろされたのな

こ

「さあ拾え。足が短く頭でっかちで、髪が薄いくせに鼻毛は出ている貧乏人」
な

「俺様を舐めてんのかてめえはァッ

んざ、生まれて初めてだよ 」
「
「金だ金だー！」
」

!?

３度目の拳骨。最早取り巻きの２人は、３つ積み重なったたんこぶにより、１分前と比

も はや

「お、お前達には人としてのプライドってもんがねぇのかぁぁぁぁッ！！！！」

!!

較して身長が センチほども高くなっていた。

「ホントに悪い。気が立つと正直になるんだ、俺」
これも真実である。

けん じゅう

そして、懐から拳銃を取り出す。

ふところ

怒りで顔を真っ赤にした男が、手にしていた剣をその辺に放り投げた。

「ッ――もう許さねぇ……有り金も持ち物も、何もかも全部毟り取ってやる 」

むし

全て真実とは言え、やってしまったと少しばかり後悔する。

そして、空腹で気が立っていたために思わず余計なことを言ってしまった夜行。

10

腕前を持つ、アニキのとっておきが！」
」

「
「で、出たぜ！ 元下っ端帝国軍人にして、帝都主催の射撃大会で参加賞を勝ち取った

そいつは初めてだな……てか、剣を持ってた意味は？」

「……へぇ、ピストル型の魔銃か。ライフル型とランチャー型のは宮殿で見たことあるが、

!!
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とっておきなのに最初から出すのかよ。んで剣使えよ、持ってるなら。
しかも、下っ端って。参加賞とか、勝ち取るも何も大会に出ればもらえるじゃん。
果たして自慢になるのか、それ。得意げな顔してるけど、間違ってるの俺の方か？

きたな

「へっへっへっへっへ……こいつで全身をぶち抜いてやる！ なぁに、心配すんな……命
とパンツだけは許してやらぁ！」
ゴミ虫レベルだぜー！」
」

「
「さっすがアニキだー！ 丸腰の相手に銃を向ける、汚い！ 流石アニキ、やることが

たびかさ

さか な

「うるっせえんだよお前達はぁぁぁぁッ！！！！」

さっ

しょう
せい

ショックバレット

取り巻き達の、度重なる神経を逆撫でするような発言によりとうとうブチ切れ、男が２
人へと発砲した。
とは言え、弾の色は紫だったから、恐らくは殺傷性の無い『衝撃弾』なのだろうけれど。
撃たれた衝撃で吹っ飛び、目を回して気絶する取り巻き達。

「
「ぎゃぁぁぁぁッ！！？」
」

た か

……しかし、自分で３対１から１対１の状況に変えてしまっているが、余程腕前に自信
があるのだろうか。
下っ端で参加賞のくせに。

うま

「さあ、てめえもオネンネしなぁ！ よく見りゃ高価そうな服着てんじゃねーか、久々の
旨い獲物だぜぇッ 」

ショット

アーツ

スキル

高価だと見立てた、実際に高価であるエルフ謹製の衣服を傷つけないようにするためか。

きんせい

３発の弾丸は、全て夜行の顔面へと飛来する。

「…………」

にも銃を渡して何ら不思議はない。

だとすれば、湯水の如く使おうとも尽きることのない財で満たされた帝国なら、下っ端

ごと

に関連するものだったからだろう。委員長――雪代九々と同じである。

ゆきしろ く く

彼の生まれ持ったクラスが、
数ある『マスタリー系』技能の中でもそこそこ珍しい、『銃』

理由が、夜行の中でハッキリした。

それを見た瞬間、元帝国軍人とは言え、下っ端だった男が高価な魔銃などを持っていた

習得可能な技である。

アーツ

一度引き金を引いただけで、複数の弾丸を飛ばすことが出来る、射撃マスタリーにより

ショット

――ただ撃っただけではない。男が使ったのは、射撃系技『クイックファイア』だった。

間を置かずに紫色の弾丸が３発放たれる。

言い終えるかどうかのタイミングで、ダダダンッと、夜行に向けられた銃口から、ほぼ

!!

取り敢えず、全弾を狙った場所に撃てる程度の腕前は、備えているらしい。
ひ が

さ
0 0 0

彼我の距離は７メートル前後。弾が到達するまでの時間は、コンマ１秒にさえ満たない。
そ

だから本来、避けることなど不可能。
ＶＩＴ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

ち めいてき

しかし夜行は軽々と――顔を横に逸らして、避けた。

せつ な

眼前で起きたのは、あまりに刹那の出来事だった。

「て、めえ……どうして、どうやって銃弾をッ 」

にした。

まるで弾が夜行の顔をすり抜けたかのように見えたチンピラは、目を見開き驚愕を露わ

きょうがく

「危ねーなぁ、いきなり撃つとか。防御も魔力抵抗も致命的に低い俺にゃ、魔法と物理を
両方備えた魔銃は当たると痛いんだぞ」
「――な……なんッ……で…… 」
!?

ぶつ

仏である。

なければ効果も薄い。
となると――。
「バ……バケモノ……ッ 」

ひど

わきざし

よねすすり

だ

一方、とにかく体重が規格外に軽い所為で、峰打ちしようとしても、首など急所を狙わ

みね う

しかし下手にこれで戦うと切れ味が良過ぎて、今の夜行では手加減が出来ない。

もあったけれど。

まあ、避ける以外の選択肢も使っていいのなら、相棒の脇差『娼啜』で弾を斬るって手

あいぼう

そして身体の軽さゆえの吹っ飛ばされ率の高さで体勢を崩し、そのまま連射されてお陀

ノ ッ ク バ ッ ク

１発避けきれずに喰らっていただろう。

これでもし、撃った相手が九々でこの距離なら、夜行は恐らく２発はかわせたけれど、

分かったから。お前、狙いつけてから引き金引くまでが遅過ぎ」

「いやいや、幾ら俺でも素の身体能力で銃弾なんか避けられねぇよ。かわせたのは弾道が

!?

とした。

ガンナー

みぞおち

したた

す

コートの中から引き抜いた『娼啜』の柄頭で、男の鳩尾を強かに打ち据える。

つか がしら

それよりも疾く、さながら消えるかのような速さで懐まで踏み入った夜行。

はや

「――俺は獣だ。口には気ぃ付けろ、チンピラ野郎」

ケモノ

一方、男は浮かべていた驚愕の表情を恐怖へと変え、震えながらも再び引き金を引こう

い。

お世辞にも銃使いとの相性は良くない夜行であるが、相手が３流以下なら何の問題も無

せ じ

「おいおい、化け物とは幾らなんでも酷いぞ。頭の１文字余計だよ」

!!
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「ぐ、ぶッ…… 」

「そこまでだッ 」

ひるがえ

「さーて、また変なことになる前に、ちゃっちゃか消えるとします――」

その内２人は、夜行が倒したワケではない。

ふと辺りを見回せば、気絶し倒れたチンピラが３人。

を収める。

バサリとコートの裾を押し退けるようにして翻し、
夜行は後ろ腰に差した鞘へと『娼啜』

すそ

「……しっかしなー。俺、巻き込まれ体質とかじゃない筈なんだけどなー」

識を断たれるのだった。

肉体の中心から、電撃のように全身へと行き届いた激痛と衝撃により、男はぷつりと意

!?

あざ

み や

長めのウルフカットにされた鮮やかな水色の髪を、これまた風も無いのに大きく揺らし、

にはお見通しだ！」

「身に纏う紅い衣、隠せども隠し切れずに立ち上る禍々しき気配！ 貴様の正体、わたし

まがまが

倒れたチンピラ達を背に立つ夜行の正面へと着地すると、勢いよく夜行を指差した。

短い掛け声と共に、屋根から飛び降りる乱入者。

「はっ！」

二の次だ。

そのマントが、風も吹いてないのにバタバタなびいてるのだって、かなり気になるけど

軽 鎧の上からマントを羽織っているファッションセンスについても、まあ置いておく。

ライトアーマー

……何で屋根の上に立ってるのかは、この際どうでもいい。

らない！」

「これをどう見るべきか！ 考えるまでもなく、善良な市民を傷つける悪人の所業に他な

しょ ぎょう

そんな喉まで出掛かった言葉を押さえながら、夜行は建物の屋根に立つ人物を見上げた。

のど

……他のどんな奴にそう言われようと、お前にだけは言われたくはない。

「…………」

影！」

「銃声が聞こえたと思い駆けつけてみれば、戦闘の跡！ そしてその場に立つ、怪しい人

凄まじく嫌な予感を抱きながら、声のした方向……上を見遣ると――。

すさ

る。

立ち去ろうとした夜行の呟きをかき消し、大きく張り上げられた声が鐘のように響き渡

!!
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おお

たずさ

目元をベネチアンマスクで覆ったこの上なく怪しい人物は、腰に携えた剣を抜き放ち中段
に構える。
「ついに見付けたぞ！ 『切り裂きジョーンズ』 」

よこ な

よ

やわ

何せ、避けなければ死んでしまう。柔なナイフ程度なら刺さらずに折れる、肌が鉄かと

夜行。

手を止めることなく猛攻を続けてくる仮面の剣士の言葉に、無茶言うな、と小さく呟く

もうこう

「さっきからちょこまかと……避けるな！」

ウェーバックでかわした。

それと同時に、首狙いで横薙ぎに払われた切っ先を、ギリギリ当たらない程度の軽いス

る。

記憶の回想を終えた夜行は、最近すっかり回数の増えてしまった溜息をまたひとつ重ね

（どうしてこう、めんどくさいのに絡まれるんだ……）

Ψ

そして、ジト目を向けている夜行に対し、高らかにそう叫ぶのであった。

!!
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かた

ち かげ

だい

しょう

――そう。実際、夜行の防御力は物理魔法を問わず、勇者７人の中では最も低い。千影

思うほど防御の堅い千影とは違うのだから。

つつじ

以外の全員が、防御特化のステータスではないにも拘らず、だ。
スキル

加えて言うなら、生命力を示すＨＰ数値も、躑躅の次に低い６番目。
オマケにクラス技能『ムーンウォーカー』により、ＡＧＩ値が３倍に引き上がった代償
重い攻撃であれば、夜行は掠っただけでも簡単に体勢を崩されてしまうのである。

かす

として、ノックバック率は更に倍ドンの実に６倍。

ほ

「防御は低い、ＨＰも無い、下手すりゃ掠っただけで命取り。だから避けてかわして斬り
伏せる、それが俺のやり方だ。実にシンプル、何か文句あるか？」
「あるッ 」

えた。
も忍ばせているのだろう、ジョーンズ 」

「避け、かわし、斬り伏せる？ だったら何故武器を抜かない

ていた。

スキル

この剣士、格好はツッコミどころ満載だが……凄く強い。

の性質。

すが

え もの

得物のナイフは懐にで

クラス『月狼』に内包される獣の野性、触れるものを全て構わず斬ってしまう『娼啜』

ルナ・ウルフ

『娼啜』を抜いてしまえば、殺さないようにするのは至難を極めるだろう。

し なん

戦う意思を示せば、間違いなく夜行は自分自身に歯止めが利かなくなってしまう。

き

それに――技能『ビーストアッパー』が持つ副次効果により、
夜行はハッキリと感じ取っ

「…………」

間には不可能なのだから。

６００超えのＡＧＩ値を駆使して逃走すれば、夜行に追い縋ることなど、少なくとも人

しまえばいい。

こうやって攻撃をかわしながら誤解を解くか、それが無理と判断したら、いっそ逃げて

狙っているワケではない。

と言うか、当然だった。向こうは誰か別の者と勘違いしているだけで、別に夜行自身を

かんちが

その理由は単純にして明白。夜行に戦う意思が無いからである。

言われた通り、夜行は剣士と相対するにあたり、
『娼啜』を抜いていなかった。

「……だから、誰だよジョーンズって……」

!!

!?

斬撃をかわすついでにバックステップで間合いを取った夜行に、剣士が切っ先を向け吼

まさかの即答ですか。

!!
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け が

けいとう

言うまでもなく、どちらも加減は困難。そもそも戦いよりも、完全に殺し合いへ傾倒し
ている。
つまり、もし戦えば軽い怪我では済まないどころか、下手をすれば殺してしまう。
さっきのチンピラのような、刀を抜かずに気絶させられるほど、簡単な相手でもない。
――とは言え、いつまでもこうやって攻撃をかわし続けるのもきつい。
ぎ

にん じょう ざ た

飛車角落ちで将棋をしている気分になりながら、夜行はどうしたものかと考えを巡らせ

しょう

「やれやれ……」
た。
きゃっ か

とにかく、ワケの分からない誤解の末に刃傷沙汰を起こすなんてのは論外。故に戦うの
は当然却下。

はば

誤解を解くにしたって、さっきからこの剣士は人の話を全く聞こうとしない。よって、
交渉も説得も不可能。
つちか

そうなると……残る選択肢は、夜行の思いつく限りだとあとひとつ。
その名も、
『コマンド：にげる』であった。別名、三十六計逃げるに如かず。

し

古来より培われてきた兵法の中で、あらゆる局面において効果的な一手。
「よし、退さ――」

「させるかぁッ 」

よ！」
「ッチィ……！」

たが、その場合、低確率だが攻撃を食らってしまう恐れがある。

い か

他にも技を使うなり、スピードでごり押しするなりすれば、何とかなるかも知れなかっ

アーツ

……この分では明確な隙を作らせない限り、逃げるのは難しいだろう。

イロモノ染みた外見のくせに、何とも抜け目ない。目は仮面で見えないけれど。

そして相手はその踏み込む瞬間をキッチリと狙って攻撃してきた。

躍力と言えど、少々の踏み込みが必要だった。

辺りの飛び移ることができそうな足場はどれもそれなりの高さがあり、如何に夜行の跳

舌打ち、次いで歯を軋ませる夜行。

きし

「卑劣な悪党の考えそうなことなど、大体お見通しだ！ わたしから逃げられると思うな

ひ れつ

かわすために無理な体勢からサイドステップを取る。

ジャストタイミングで放たれた、仮面の剣士の叩き付けるような振り下ろしに阻まれ、

手近な建物の屋根にでも飛び移るべく、夜行が足を踏み込もうとした瞬間。

夜行は逃げ出した！ しかし、回り込まれてしまった！

!!
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かかと

そんな、わざわざ自分で痛い目に遭う可能性を作るなんてのも、馬鹿馬鹿しい話だ。
何せ一瞬だけでも隙が出来れば、確実に無傷で逃げ切る自信はあるのだから。
（とは言っても、武器も使えないんじゃその隙を作るのが……ん？）
悩んでいる内、夜行が剣尖をかわした先に落ちていた物が、カツンとブーツの踵にぶつ
かった。
何かと思いちらと視線を下ろせば、そこにはチンピラのリーダー格が持っていた剣。

「……こいつは」
使われないまま放り投げられたそれが、ちょうど夜行の足元に転がっていたのだ。
―― 今の状況じゃ、使いどころの難しい妖刀よりは、まだ都合がいいか。
油断なくこちらを見据えている剣士と視線をかち合わせたまま、夜行はその剣を足で蹴
り上げる。
宙に浮いた剣の柄を握り、鞘だけを空中に残すようにして引き抜いた。
「なるほど、
それが貴様の得物だったか。言えば拾う時間ぐらいはくれてやったものを！」
み けん

カランと地面に落ちる鞘の音を聞きながら剣身に目を遣り、少しばかり、夜行は眉間に

「どーでもいい親切、ありがとよ」
しわ

皺を寄せる。

あんなお笑い集団みたいなチンピラの持っていた剣だ。確かに、期待などこれっぽっち
もしていなかったけれど。
ろく

は こぼ

抜き放たれたチンピラの剣は、想像していた以上に酷い、とんだナマクラであった。
ゆが

ちょっと握っただけでも分かるほど重心は滅茶苦茶、手入れも碌にされてないのか刃毀

やっつけ仕事の数打ちにも程がある品だった。恐らく、武器屋でタダ同然に売られてい

かず う

れだらけ。そもそも、その刃が歪んでいる。
たのを購入したのだろう。

めい

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
銘：ブレイズ・インフェルノ・バーナー
ショートソード

ダスト

分類：片手剣
そ あく

等級：雑級
か じ し

状態：粗悪

詳細：鍛冶師見習いバーズ・シュミエルが練習で作った剣。辛うじて武器として使える。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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「…………」
スキル

め き

……突っ込まない、俺は突っ込まないぞ。
う

こ

個人技能『刀剣目利き』で確認した剣のステータスに、内心でそう繰り返す夜行。
よくよく見たら、剣身に思いっきり銘と製作者の名前が刻んであるし。

きざ

きっと初めて鍛った作品とかで、テンション任せにやたら凝った名前を付けたのだ。
もしこの剣を鍛った職人が後々大成したら、きっと死に物狂いでこれを探して破壊する
ことは疑いようがない。
異世界にも黒歴史ってあるんだなぁと、しみじみ思った瞬間だった。
「はあぁッ 」
「ッ！」

い

!!

てて砕かれた瞬間。
「――シッ！」

りょく

く飛び退って、素早く構えを取り直した。

しさ

ぬ

何とか側面からの力押しで再び剣を弾き、さながら襟首を引っ張られたかのように大き

えりくび

夜行は踏ん張りが利かず、徐々に後ろへ押されているのだ。

２人の膂力自体にもそれなりに大きな差がある。更に加えて圧倒的な体重差によって、

りょ

ここでもまた、夜行の軽過ぎる体重が災いした。

「どうした、そんなものか！」

「ッ……」

けれど返す刀によってその一撃は防がれ、互いに剣を押し合う鍔迫り合いへと移る。

つば ぜ

夜行は剣士の肩口に向け、袈裟懸けに『ブレイズ・インフェルノ・バーナー』を振るった。

け さ が

延べ９つ目の振り下ろしが地面にぶつかり、その切っ先に触れたレンガが激しく音を立

の

４連、５連、６連。素早く鋭い剣撃の合間を縫うように動き、かわし続ける。

同様にかわして行く。

間髪を容れず、そのまま追撃を仕掛けてくる剣士の連撃を、今度は受け止めず、先程と

かん はつ

「まだまだぁッ 」

「チッ……！」

く後退させられた。

双方の剣が弾かれると同時に、夜行は靴底をレンガの地面で削りながら、１メートル近

しかし、それだけでもやはり衝撃で、身体を持って行かれてしまう。

ルノ・バーナー』で迎え撃つ。

一気に間合いを詰めてきた剣士の斬撃を、
チンピラの剣……もとい、『ブレイズ・インフェ

!!
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うっとう

だ は

わざもの

ね

この鬱陶しい状況を打破するにはどうすべきかと、普段あまり使わない頭で案を練る。
ま ず

……あまり長引かせると、非常に不味い。
相手の、仮面の剣士が持つ剣は見るからに業物であった。
流石に戦闘中では銘や等級までは分からないが、レンガを砕くほどの勢いで叩き付けて
て だ

も、切っ先には歪みも刃毀れも見当たらない。
そして持ち主もかなりの手練れ。格好こそふざけているけれど、ややもすれば帝国将軍
クラスの実力者。
比べてこっちは、手札の過半数は使えず、武器は３流以下の粗悪な剣。
長引くと不味い理由のひとつとして、このナマクラが問題だった。
き れつ

直接相手と打ち合ったのは２度だけだと言うのに、既にこの剣の限界が近いのだ。
鍔迫り合いから弾く時、剣身に亀裂が入った。もう一度強くぶつけたら、間違いなく折
は め

そうなれば隙を作ることは難しくなり、逃げるためには少しだけ危ない橋を渡る羽目と

れる。

更に、何より。

なってしまう。
（ヤベェ……ちょっと、楽しくなってきたぁ……）

じき

手練れとの攻防で、夜行自身に戦意が湧き始めていた。
ダラダラと続けていたら、直に我慢が利かなくなり『娼啜』を抜いてしまいそうなくら
いに。
コートに隠した後ろ腰の妖刀を抜けば、そこからはもうほぼ殺し合い。
無論のこと殺さないよう配慮はするが、
『ビーストアッパー』でテンションが上がると
性格まで凶暴化してタガが外れてしまうのだ。
ご めん

殺さないようにしても、弾みで腕の１本は斬り落としてしまうかも知れなかった。
そうなる前に早いところ逃げなければ。帝都へと戻る前に犯罪者となるのは御免だ。
大手を振って宮殿に帰るためにも、この場はなんとしても逃げ延びる必要がある。
しかし手持ちの武器は、折れかけのナマクラ。こんな物で、どうやって……。
「……！」
いや……ある。
得物が折れかけだからこそ、使えそうな手が。
「…………」
思いついたからには、即実行に移さなければ。
何せこの手、自分が攻め手じゃないと意味無いし。

