プロローグ
レッドドラゴンのハチが五代目のマレビトと出会い︑アースドラゴンを預かってから
振り返ればたったの七日という事実が︑ハチには信じられなかった︒

七日が経った︒
五代目にタマと情けない名前をつけられたアースドラゴンは︑二日目にはそわそわし
いただき

はじめた︒五代目と離れていることが耐えられないのだろう︒
も

そして︑竜の巣の頂にいる現在︑タマは右に行っては床を掻き︑左に行っては竜にあ

﹃その必要はない︒散るがいい﹄

﹃紅き主よ︒我らが竜の巣周辺の様子を見て回るがよろしいか？﹄

あか

手伝いにきてくれたらしい︒

穏に統治し続けたハチを勝手に慕っている魔物だ︒タマに手を焼いているハチを気遣い︑

き づか

呆れつつタマを眺めていると︑魔物がそこかしこから姿を現した︒彼らはこの地を平

るまじき声を漏らしている︒日を増すごとに落ち着きがなくなっているのは明らかだ︒
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ハチは魔物たちの申し出をことごとく断った︒
やいば

彼らは普段︑決してこの場に近寄らない︒ここは︑訪れた冒険者とハチが刃を交える
いただき

場であり︑神聖不可侵とされているからだ︒

う おう さ おう

ハチたちがいるこの竜の巣の頂とは︑山頂に存在する遺跡のことである︒遺跡は半壊
おごそ

しているものの︑厳かな雰囲気をかもしだしていた︒

たど

ろうぜき

だが︑その荘厳な場所で︑このタマといったらどうだ︒右往左往したり不安げな声を
出したりと情けないことこの上ない︒
ここが冒険者が命を張ってようやく辿り着く大舞台と知っての狼藉だろうか︒
同じドラゴンとして︑ハチは嘆息を禁じえない︒
ある時︑生まれ落ちていたタマを見つけてしまったのが︑ハチにとって運の尽きだ︒
もっとも︑監督が上手くいったとはいえない︒タマには嫌われ︑教育を終える前に手

年長のドラゴンであるハチは︑タマの監督者にならざるをえなかった︒

こんじょう

元から逃げられた︒今回︑五代目のもとから一時的に連れ戻したのは︑その教育を最後
まで終えるためだ︒
けれども︑それだけである︒タマと五代目に今生の別れをさせたわけではない︒再会
わずら

の約束さえ許したのだ︒いくらなんでも七日と待てない忍耐力のなさはありえない︒
﹃幼き時のココノビとて︑これほどまでに煩わしくはなかったぞ﹄

ハチは大きくため息をついてその場に伏せ︑目を閉じる︒見ないふり︑聞かないふり
でしばらく耐えれば静かにならぬものかと思ったのだ︒
おもむ

その時︑ハチはふと五代目について気になることを思い出した︒
そういえば︑彼らがこの地に赴いた理由を聞くのを忘れていた︒歴代のマレビトの行
かんが

な

動を鑑みて︑ハチは想像する︒大方︑視野を広げるためだろう︒
てい

あやつ

この国のマレビトは︑どの代も偉業を為した︒そのため時の権力者は︑次なるマレビ
しかしマレビトたちは権力者に流されず︑自分がこの世界で何をおこない︑何を目的

トが現れると︑彼らを囲いこんで体のいい操り人形にしようとする︒
としていくのかを考えるために︑世界を見て歩く者がほとんどだった︒
まじゅう

この国で中立の立場を取るハドリア教や︑長命なエルフに助言を求めるのはもちろん

まじゅう

五代目がここを訪れることに視野を広げる以外の目的があるとすれば︑タマのことだ

人外の方が︑人間以上にマレビトという存在に目と耳を傾けているのかもしれない︒

にとってだけでなく︑人外からしても噂になるほどに注目される存在なのだ︒あるいは

わり者らしい︒実際に今代と関わった渡り鳥のハーピーが噂していた︒マレビトは人間

五代目 ︱︱ 今代のマレビトはというと︑魔獣どころか魔物とも付き合おうとする変

特なマレビトもいる︒

のこと︑中には話ができる魔獣と語らうことで︑より広く公平に物事を見ようとした奇
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ろう︒
すみか

タマはここを飛び出し︑縁もゆかりもない地にいたはずだ︒その経緯を問うことが︑

別れ際にタマへ﹃迎えにいく﹄と言った以上︑住処に戻しにきたとは考えにくい︒
この場所へ来た目的だろうか︒
﹃改めて問われるほどのこともないのだがな⁝⁝﹄
再び薄く目を開けてみても︑先ほどまでと同じことをしているタマの姿しか見えな
と

かった︒ただ黙っているだけでは変わらないものらしい︑とハチは諦めの息を吐く︒今

まじゅう

かたまり

日までドラゴンとしてあるべき姿を説いてきたが︑まだ多少︑講釈を垂れてやる必要が

し し

曰く︑ドラゴンを含む魔獣とは不条理の塊だ︒動物や魔物とは比べるべくもない︒

いわ

あるだろう︒
ひゃくじゅう

くじら

じじゅう

百獣の王たる獅子さえ︑その力を存分に発揮し続けることができる時間は十分にも満
かんぜん む けつ

たない︒巨大な鯨は︑陸では自重すら支えきれず︑内臓が圧迫されて死んでしまう︒
空を飛ぶ鳥も太古の生物も含め︑完全無欠な肉体を持った動物はいない︒真っ当と言
りっぽう

われる動物は常に物理的な限界に縛られているものだ︒
りょうが

また︑魔物は︑微弱な律法を長時間発生させられる能力を持つ︒そのおかげでミノタ
いき

ウロス︑ヒュドラ︑飛竜をはじめとする魔物の身体能力は︑動物を軽く凌駕していた︒
だが︑魔物もまた常識の域を出ない︒

ろう

魔物はいわば︑律法を使える動物︒洪水に呑まれれば溺死するし︑火に包まれたら
やけど

はんちゅう

ば

もの

火傷や呼吸困難で死ぬ︒ただの人間でも︑策や武器を弄することで撃退手段が見つけら
まじゅう

れる相手なのだ︒
しょうにゅうどう

一方︑魔獣は︑そんな常識の範疇を越えた︑真正の化け物である︒
け しん

じんじょう

山を呑みこむほどの巨大樹の化身ドリアードや︑広大な地下鍾乳洞をたった一体で埋
あらが

すべ

たた

触らぬ神に祟りなし︒大昔のマレビトが伝えたこの言葉は︑的をよく射ている︒

まと

め尽くすヒュージスライムは︑いい例だ︒尋常でない規模の怪物が︑律法という超常現
あやつ

象まで操るのである︒真っ当な生物には抗う術などない︒
近寄れるものではないし︑近づかないに越したことはない︒ドラゴンとは本来︑そう
よわい

いう存在の一角なのだ︒

ドラゴンは巣立つ時︑その成長の証として︑監督者のドラゴンから律法の使い方を教

あかし

律法の使い方を教えたのは︑まだ早かっただろうかと︑ハチは心配になった︒

思っていたが︑不安は増すばかりだ︒

少々性急でも︑必要なことだけ教えて巣立たせ︑あとはタマが自分で学べばよいと

ほどから耳に届く︑くぉぉぉんというタマの声が許せない︒

幼い頃のハチは︑監督者のドラゴンを真似て堂々と振る舞っていた︒だからこそ︑先

ま ね

﹃齢十年以下とはいえ︑かような振る舞いはありえぬ⁝⁝﹄
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えられる︒律法を習得すること自体には︑特別な儀式も訓練もいらない︒走り方や飛び

ごう か

方を覚えるようなものだ︒しかし︑そうやって簡単に手に入ってしまうからこそ︑力の
意味を理解できるかが重要になる︒
ドラゴンのみに許された律法は特殊で︑その特性上︑扱いが難しい︒
それは大地を埋めるほどの軍勢が放った律法をことごとく掻き消し︑一噴きの業火で
この律法を持つドラゴンが有象無象に敗れることは︑ありえない︒ドラゴンの律法は︑

う ぞう む ぞう

あたりを焼き尽くしたという逸話を残しているほどの威力である︒

えいゆうたん

他種族の律法とは全く別種である︒まさに世界を律するだけの力を持つ︒
とぎばなし

ゆえ

ドラゴンはお伽噺に描かれる聖獣にも︑英雄譚に描かれる悪竜にもなりうる︒強大す
ぎる力を持つが故に︑どちらにも容易に転がるのだ︒
ま ね ごと

ハチはそれを伝えたつもりだったが︑タマは本当に理解しているのだろうか︒
まどろ

﹃やめぬか︒誇り高き竜種が飼い犬の真似事をするな﹄
かんにんぶくろ

ハチは微睡みながら五代目マレビトを待とうと思っていたが︑こうしてタマに目の前
か

ほ

ほ

をうろうろされては落ち着かない︒ハチの堪忍袋の緒が︑ついに切れた︒また目の前を
通り過ぎようとしたタマに半ば噛みつきそうな勢いで襲いかかり︑吠え立てる︒
まぎ

ドラゴンは言語を解するものの︑こういう部分は猛獣とさして変わらない︒
ひとしきり取っ組み合うと︑タマは身を低くして逃げ出し︑苦し紛れにハチへ吠えた︒

またも犬の真似事のようである︒ハチはその姿に嘆息を禁じえない︒
ぬか？﹄

﹃何故︑落ち着いて待っておれぬのだ︒貴様にとってあのマレビトはそれほど信用なら

さげす

そう問いかけた途端︑激しく否定する鳴き声が上がった︒
そんなわけがない︒人間を蔑んでいるお前とは違う ︱︱ 人間の言葉でこのような意
とうと

味の声をタマは返してきた︒
ハチは人を尊び︑信用しているからこそ︑彼を信じて待てという意味で問いかけたつ
もりだった︒だが︑タマには伝わらなかったらしい︒
はた

ふ そん

とら

ち き

めぎつね

自分が誤解されやすい性格なのはハチ自身も認めている︒
﹃荘厳かつ誇り高く︑竜ら
しい姿でも︑傍から見れば厚顔で不遜とも捉えられますよ﹄と︑知己である女狐に何度

こ

するとその時︑ハチは不意に何かを感じ取り︑ある方向に視線を投げた︒そして﹃頃

ないではないか︑とハチは独りごちる︒

信頼がないのは百も承知だが︑ここまで誤解されるのも難儀なものだ︒何も話が進ま

そう言ってみるものの︑タマにはぐるぅ⁝⁝と唸り声を返される︒

うな

﹃それは捉え違いだ︒我らほど人に焦がれる種はいない﹄

とら

しかしそれでもタマの言葉は心外だ︒

言われたことか︒
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うなず

合いよな﹄と頷いて言う︒
こ

しま

待てとは言わぬ︒そのあとはどこへ行こうと貴様の好きにするがいい﹄

﹃では︑最後の語らいだ︒我らが何故︑人に焦がれるのかを伝えて終いとしよう︒もう
昔も今も︑子守りは苦手だ︒
ハチは息を吐き︑
﹃貴様は我らの責務を覚えておるな？﹄と切り出した︒
この七日間︑親元から離された子のようだったタマを押さえつけ︑それを言い聞かせ
てきたのだ︒忘れたとは言わせない︒
おか

おのれ

おか

タマは﹃最後﹄という言葉が効いたのか大人しくなり︑小さく応答の声を出した︒
まじゅう

ないようにすることが我らの責務︒我らが君臨し︑その下で魔物や獣が生きる︒ただそ

けもの

﹃魔獣たる我らは縄張りを統治する︒領域外を決して侵さず︑己の領域を他者に侵され

その決まりを聞いたタマはぐるると低く唸り︑孤独は嫌だとハチに反発する︒

うな

れのみよ︒難しいことなど︑一つもありはしない﹄

うなず

ハチはタマを咎めず︑穏やかに深く頷いた︒

とが

﹃︱︱そうさな︑認めよう︒それこそ我らの最たる不幸だ﹄
﹃我らは祝福された体に生まれた︒人間や魔物で我らに並び立つ者などおらぬ︒⁝⁝い
けもの

や︑並び立たれることに体が耐えられぬ︒なんであろうと︑生きている限りは近づくだ
けで我らの頭に痛みを与える︒例外は同種か︑律法を使えぬ獣︑そしてマレビトくらい

うら

きょうじ

なものだ︒天は我らを孤独にするために︑孤高でいられる体を与えたのだ︒これを恨ま
ずにいられるか︒そうであろう？﹄
その問いかけにタマは目を見開いた︒
以前︑竜の巣に身を置いていた時︑タマは︑ドラゴンとは孤高でいるものだと矜持を
押しつけてくるハチが嫌でたまらなかった︒そして孤独に耐え切れなくて飛び出したの
まっと

だが︑まさか自分の気持ちを読んだかのような言葉が出るとは思ってもいなかったのだ︒
らばいっそ︑知恵も与えず︑歯車のごとく淡々と生きられる体を与えてくれれば良かっ

﹃責務を全うしさえすれば良い︒たったそれだけが我らの命の意味だ︒しかし︑それな

あかし

うれ

まじゅう

たと思わぬか︒心さえなければ︑我らは何一つ不自由を感じることはなかっただろう︒
何の証も残せずに消えても︑憂うこともない﹄
それこそ規格外に巨大なだけで心を持たないヒュージスライムが︑魔獣としてふさわ
わ

うろこ

かたわ

を持っていようと︑何を思い憂おうと︑それを認める者が我らの傍らにはいない︒これ

うれ

み︑焦土と化すことができる身に意味はあるか？ ⁝⁝ないのだ︒どれだけ誇らしい力

しょうど

この翼に︑牙に︑爪に︑鱗に意味はあるか？ その気になれば山河を三日三晩炎で包

きば

者はいない︒動物はことごとく身を隠し︑魔物は声が届かぬ果てまで逃げ出す︒では

﹃古き竜は叫んだ︒我が翼はここにある︑と︒しかしその叫びを聞いて竜に向き合う

しい︒
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だけの能力を与えられた我らだが︑等しく空虚なのだ︒比類なきこの身を持つ意味まで︑
知恵はあるのに語り合える相手がいない︒孤独を感じる心があるのに︑他者と共にい

天は与えなかった﹄

い

それが竜の日常だ︒恵まれた何もかもを活かせないまま︑長すぎる寿命を浪費してい

られる体ではない︱︱
くしかない︒
おびや

おのれ

そのうちに百年千年と続いた孤独に耐えきれず︑悪竜になるドラゴンが現れる︒
まじゅう

人々の平穏を脅かす悪竜とは︑己の役目から逃げたもののこと︒領域外に踏み出して
しまった魔獣とは︑孤独に耐えられなくなったもののことだ︒
みずか

そして自分を倒してくれる勇者が現れた時︑悪竜は歓喜の声を上げる︒何故なら無意
あかし

ほ

味に与えられた力をぶつける相手も︑自らを認めてくれる瞳も︑この時初めて手に入る
のだから︒こうして悪竜は存在の証を得ることができるのだ︒
たた

えいゆうたん

うた

むな

全てを出しきって勇者に敗れた悪竜は︑トドメの一刀を振り下ろそうとする勇者を褒
め称えると相場が決まっている︒英雄譚で謳われる勇者は︑戦いの裏に秘められた虚し
さだ

それが魔獣として生まれた命の定めなのだと︑ハチは語った︒

まじゅう

さを知らないだろう︒
なんて悲しい現実なのだろうか︑とタマは思う︒結局︑自分が嫌っていた境遇はそん

な結末に至ってしまうのだと知ったタマは︑声を出すこともできなかった︒
こ

けれどもそんな空気を吹き飛ばすようにバサリと翼を広げ︑ハチは言う︒
あかし
うらや

﹃聞くがいい︑幼き者よ︒まだ話は終わってはおらぬ︒ここからが︑竜が焦がれた〝幻
想〟
︒我らが得る証の話なのだ﹄
み い

彼の姿は地竜のタマからすれば︑羨んでしまうほどに荘厳なものだった︒
この翼に魅入られるのはタマのみではない︒自分では届かないその先にまで︑この翼

たずさ

は羽ばたけるのだ︒夢を見ない者はいない︒自分に竜として生を与えておいてこんな思
けもの

いをさせるなんて︑神は残酷だ︒
﹃獣も魔物も︑竜から逃げた︒だが︑人間だけは違ったのだ︒人間は剣を携え︑古き竜
ほま

みずか

の前に現れた︒古き竜は問うた︒何故︑ここにいるのかと︒何故︑我を見つめてくるの

そうして︑ドラゴンとして生きる証を得ているのである︒

あかし

ア教の白服の通過儀礼として戦う習わしを作っているブルードラゴンなど︑形は様々だ︒

しろふく

人と戦うドラゴンは多く存在する︒ハチのように冒険者を待つ場合もあれば︑ハドリ

らの生にも意味ができたのだからな﹄

にも押しつけただけだっただろう︒だが︑古き竜は満足していた︒それでようやく︑我

のだと︒その言葉に竜は何より歓喜した︒人間としては物語の竜に抱いた幻想を︑我ら

いだ

かと︒人間は答えた︒竜に挑み︑認められれば誉れ︒それだけで自らの生に意味がある
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こ

から

﹃あの短き命で︑弱き体で人間は生きる意味を探している︒空っぽの我らはその姿に︑
その夢に焦がれた︒だから我らはその夢が消えぬよう︑人間が思い描く幻想そのもので

つぶや

あろうとしたのだ︒そうすることで我らは孤独を忘れることができた︒いつとは知れぬ
が︑それが我らと人間との関係の原点だ﹄
どうくつ

いただき

さむらい

ハチはそう言うと再びとある方向を見やり︑
﹃来たか﹄と呟いた︒
洞窟から頂へ入ってきたのは︑四人の人間だ︒若い騎士と老齢の侍が前を進み︑その
後ろには女性が二人続いている︒
女性のうち一人は︑この世界では珍しい黒瞳黒髪だ︒彼女の姿を認めて︑ハチは目を

にな

伝えるべきことをあらかた語り尽くしたハチは︑客人を迎えようと踏み出しつつ︑タ

細めた︒
マに言う︒
﹃今より巣立ち︑旅をするがいい︑幼き者よ︒我らは責務を担うその日まで︑世界を見
て回る︒その中で存分に学び︑貴様が信じるように振る舞うがいい﹄
なつ

あまた

そして彼はほんの少し何かを懐かしむような声色で︑言葉を付け足した︒
もかかわらず︑体が軽くなったと感じる矛盾の意味さえ︑理解できぬ︒貴様も︑何が空

﹃恵まれておるのだ︑我も貴様も︒数多の竜は温もりを知らぬ︒誰かを背に乗せたのに
虚を満たすのかを知るがいい︒︱︱ 保証しよう︑幼き同胞︒良くも悪くも︑それは千

年忘れえぬ夢になる﹄
言い終えると︑ハチは冒険者と向き合う︒
ひ いろ

か

﹃よくぞ領域を踏み越え︑ここへ至った︒名乗るがいい︑人の子よ︒その名と勇姿︑こ
あか

古 く か ら 謡 い 伝 え ら れ る 人 と 竜 の 物 語 の ご と く︑紅 き ド ラ ゴ ン は 声 を 響 か せ る の

うた

の緋色の翼に懸けて忘れぬと誓おう！﹄
だった︒
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第一章 空のドラゴンと地のドラゴン
かざ み しん ご

とうばつ

五代目マレビト風見心悟一行が︑リザードマン討伐を終え︑竜の巣へ向かうために必
風見とリズ︑クロエ︑キュウビの四人は宿泊していた街ドラゴンレイクを出た︒それ

要な武器を手に入れた翌日︒
から数時間の行軍の末︑ようやく竜の巣目前の高原まで舞い戻ってきた︒
は め

タマの素性を知る手掛かりになるだろうと︑目指していた竜の巣︒六日前に一度ここ
ほんそう

へ来ていたものの︑戦力不足で武器を調達する羽目になったり︑そのための資金稼ぎに

はんじんはん ま

奔走したりと︑実に遠回りをしてしまったものだ︒しかしようやくこの高原まで戻って
くることができた︒
おく

ハイリザードという強敵との戦闘経験を得た上に︑半人半魔のキュウビもメンバーに
加わった︒もはやこの高原で後れを取ることはないだろう︒
て ごわ

そこには︑数日前は強敵だったミノタウロスの姿がちらほらとある︒
ミノタウロスの手強さはハイリザードと同等︒防御力はそこまで高くはないが︑腕力
や知能はミノタウロスの方が上だ︒決して油断できない︒

﹁再戦もやぶさかではないんだけど︑せっかくだしキュウビの力を頼ってみようか？﹂
キュウビが扱う陰属性の律法でなら︑光学迷彩の服を着こむように風景に同化し︑ミ
ノタウロスの前を素通りできるかもしれない︒風見は名案を思いついた気分で発言する︒
しかし︑キュウビは首を横に振った︒
﹁それは得策とは言えません﹂
﹁え︑なんでだ？﹂
まぼろし

ろう

﹁陰属性の幻は︑嘘と同じなのです︒頻繁に使ったり︑突拍子がなさすぎたりすると︑
こぶし

あっという間に見破られてしまいます︒ああだこうだと下手に策を弄するより︑固めた
拳で障害物を殴り飛ばしてしまう方が手っ取り早い︒そんな風に考えていただければ︑
わかりやすいかもしれませんわ﹂

おおなぎなた

おおなぎなた

さば

風見はその動きを見て︑一流のヌンチャク捌きとヘリコプターの回転翼を思い出す︒

は少しも巻きこまれない︒

まるで自ら踊り出すかのように回転する大薙刀だが︑ひらひらとした着物や九つの尾

みずか

く利かせて振り回した︒

き

キュウビは地面に突き刺していた得物の大薙刀を手に取ると︑手首のスナップを上手

﹁うふふ︒そうでしょうか？﹂

﹁わかりやすいというか︑俺的にはキュウビの怖さがよくわかった気が⁝⁝﹂
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たおやかな見かけのせいで忘れそうになるが︑彼女もまた武闘派だ︒
重要なのは彼女〝も〟という点である︒
﹁前回と同じく︑私とリズが前衛でミノタウロスの動きを崩します︒キュウビ様はトド
メを刺してくださいませんか？﹂
たい じ

そう言ったのはクロエだ︒
は お

いつミノタウロスと対峙してもおかしくない状況なので︑クロエは彼女の武器のガン
うろこ

まご

トレットを装着して臨戦態勢を取っている︒白いローブを羽織った聖職者という見かけ
でありながら︑ドラゴンの鱗で作ったガントレットとレガースで身を固めた︑紛うこと

さか だ

なき武闘派である︒可愛らしい外見と裏腹なものをいろいろと抱えていることを忘れて
はならない︒
﹁ええ︑わたくしは構いませんが︱︱﹂
けもの

キュウビはちらと横に目をやる︒その先にあるのはリズの姿だ︒
しっ ぽ

彼女は作戦会議なんてそっちのけで獣の瞳孔を細め︑興奮してざわざわと毛を逆立て
ていた︒それは尻尾にも伝染しており︑左右に揺れている︒

た ち

風見にはなんとなく見覚えがあるのだが︑これは狩猟体勢と見ていいのだろうか︒
﹁えーと︒もしもし︑リズ⁝⁝？﹂
﹁私一人でいい︒試してみたい﹂

﹁あっ︑おい！﹂
ほたるまる

とうばつ

その銘は蛍丸︒リザードマン討伐の報奨金と付加武装のサーベルのセットを対価にし

めい

そう言ってリズは他の意見も聞かず︑長大な太刀を手に走り出した︒

しゃく

すん

ぶ

りん

て︑ようやく手に入れることができた新しい武器だ︒
かたな

つか

長さは刀身だけでも三尺三寸四分五厘︒一メートルを超えている︒通常リズには構え
ぜろ

ることさえ困難な刀だが︑柄にはめこまれたシルバーゴーレムの魔石のおかげで︑重量
の調整が可能なのだそうだ︒ほぼ零から︑元の数十倍まで増やせるらしい︒
﹁︱︱ Exercicio
﹂
前方には︑ミノタウロスが立ちはだかっていた︒
うず

こら

な

以前の武器のサーベルではその皮膚さえ貫けなかったが︑付加武装となった蛍丸なら

いっせん

浅い吐息と共に︑一閃︒

﹁ふっ︱︱！﹂

よ

おおづち

がんかい

読みし︑隙間を縫うようにして華麗に避けると︑一気にミノタウロスの首を狙った︒

ぬ

だが︑リズを捉えることはできない︒同じ地属性の術者である彼女はそれらを全て先

とら

ける︒それに伴って律法が発動し︑地面から無数の岩塊が飛び出してきた︒

ともな

ミノタウロスはヴォォォッ！ という咆哮と共に︑大槌のような両腕を地面に叩きつ

ほうこう

ばどうだろうか︒リズは胸の疼きを堪えきれず︑唇を舐めた︒
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やいば

き

て ごた

刃はすんなりとミノタウロスの皮膚を通り︑気管まで斬り裂く︒確かな手応えを刀越
振り返ると︑喉から血を噴き出したミノタウロスが膝から崩れ落ちていく︒

のど

しに知ったリズは︑そのまますれ違いミノタウロスの背後に逃げた︒

けいれん

リズはひゅんと蛍丸を払い︑念のために正中に構えて様子を見た︒

は

けれどミノタウロスは倒れたままびくりびくりと痙攣するばかり︒致命傷で間違いな
いらしい︒
﹁うん︑ほれぼれする切れ味だね﹂
彼女はぞくぞくと身を震わせ︑ミノタウロスの首を刎ね飛ばした︒どうせ長くないの
た

こうこつ

だ︒ひと思いに殺してやった方が楽だろう︒
やいば

肉を断つ感触を︑はあぁっ⁝⁝と恍惚として味わい︑リズは血のりを振り払った︒
さや

刃紋についた血は味があっていいのだが︑刃を駄目にしてしまう︒リズは紙で丁寧に
血を拭き取り︑鞘に納めた︒
た ち

風見は遠くからそんなリズの姿を見つめる︒
今にも太刀に頬ずりしそうだ︒ここまで嬉しそうな顔は未だかつて見たことがない︒
しっ ぽ

尻尾は千切れ飛びそうなくらいに揺れ︑耳までパタパタ動いていた︒
﹁しかしあれを一瞬か⁝⁝︒おっそろしいな﹂
彼女を止める一言のために溜めていた息を︑風見は吐き出す︒

いっとうりょうだん

まさに一刀両断だ︒
むな

この調子ならば︑彼女一人に任せてもこの草原を突破できそうである︒苦戦した前回
の記憶がありありと思い出されて︑少しだけ虚しい︒あれは一体なんだったのだろうか︒
﹁複雑なところなんだけど︑高かっただけの価値はあったんだよな？﹂

かたな

よ

﹁うん︑あったね︒シンゴ︑感謝しているよ︒それにクロエの頑張りのおかげでもある︒
今の私の心境をどう言い尽くそうかな？﹂
ようやく我に返ったリズは風見に応じる︒しかしリズはまだ刀酔いが抜けていないら
しい︒もうしばらくこのうっとりと発情したような状態が続くに違いない︒
二人の会話にクロエが加わる︒
﹁いえ︑リズの戦力が増せば︑全体の安全も大きく増しますから︒喜んでもらえて何よ

今はまだ︑付加武装の効果を使っただけ︒彼女自身の律法を全力で使ったわけでも︑

﹁くく⁝⁝︒いつかは竜種も斬り裂いてみたいね﹂

き

うし︑リズ自身も同じ属性なので効力を上げやすいはず︒おそらく相乗効果ですね﹂

そうじょう こ う か

﹁両方だと思います︒シルバーゴーレムの魔石ならゴーレムより出力がずっと上でしょ

ところはどうなんだ？﹂

﹁それにしても︑刀自体がすごいのか︑シルバーゴーレムの魔石がすごいのか︒そこの

りです﹂
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そう か じゅつ

いだ

両者を同時に使う相加術を使ったわけでもない︒新たな武器はどれだけの力を秘めてい
彼女は可愛いものを前にした乙女のような顔になっているのだが︑それをちらりと見

るのかと︑リズはまだまだ冷めやらぬ興奮を抱いていた︒
た風見の背筋はぞっとした︒ぬいぐるみに対してならともかく︑刃物に対してこの表情
はどうなのだろう︒
彼女の飼い主として︑風見は複雑な心境である︒そろそろリードを引っ張って落ち着

︵日本刀のロマンは理解できるんだけどなぁ⁝⁝︶

き

かせるべきだろうか︒
﹁ふふ︒斬れるかどうかは︑試してみればわかりますわ﹂
げい か

ころころと笑うキュウビに︑クロエが話を向ける︒
たことがおありになるのですよね？﹂

﹁そういえばキュウビ様は二代目猊下が駆っていらしたドラゴンを︑実際にご覧になっ

したものだと思います﹂

﹁はい︒当時は血気盛んなやんちゃものでしたわね︒︱︱それが今や竜の巣の主︒成長
二代目のドラゴンって︑竜の巣の主なのか？﹂

た好青年だ︒

き づか

とうばつ

レ

イ

ン

ひき

とうばつ

でも言えば一番しっくりくるだろうか︒路銀稼ぎのためのリザードマン討伐で︑風見ら

ろ ぎん

なんと表現すればいいのか困る一団だったが︑末席のお姫様率いる世直しの四人組と

エ

カインは帝都の元騎士団長で︑仲間のシギン︑アカネ︑エレインと旅する勇者様じみ

風見は彼らの安否を気遣った︒

か？﹂

﹁やんちゃか⁝⁝︒そんなドラゴンに挑みにいったカインたちは︑大丈夫なんだろう

きているものくらいなのだろう︒

な驚きようだ︒彼らが活躍した時代は千年も昔なので︑それを知るのは︑その頃から生

意外な繋がりを耳にして︑風見は目を丸くする︒クロエも知らなかったそうで︑大層

しい︒

驚いたことに竜の巣の主であるレッドドラゴンは︑二代目と共に語られる竜と同一ら

﹁えぇっ
!?

に殺される力量ではございません︒心配は無用かと﹂

る程度に力を抑えるものですわ︒それにわたくしが見た限りではカイン様方もそう簡単

﹁シンゴ様︑ご安心を︒冒険者を待つドラゴンは争乱時とは違い︑人との戦いを楽しめ

へ行ってしまった︒

解散したのだ︒リズが蛍丸を購入し︑付加武装にしてもらっている間に︑彼らは竜の巣

そして討伐を終えてドラゴンレイクに戻る際︑互いに目的が異なるからとパーティを

とうばつ

がパーティを組んだ相手だ︒彼らの力なしでは討伐を達成できなかっただろう︒
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﹁だよな︒カインは文句なしで強かったし︑シギンも︑リズとクロエが二人がかりで
戦ったハイリザードを一人で抑えていたし︒アカネやエレインの実力は知らないけど︑
きっとそこそこだろう︒戦力で困りそうなのは俺くらいだよな﹂
風見のメイン武装であるコンパウンドボウは大破してしまった︒その上リズやクロエ
のような体術も使えなければ︑律法もなしと来ている︒
一応︑グランドオークの能力で弓を用意したものの︑攻撃力は半減だ︒ましてや慣れ
ない弓では命中率︑消音性共に下がってしまう︒いくらキュウビがメンバーに入って戦
力的に安定したからといって︑これでは肩身が狭い︒
︱︱と風見は思ったのだが︑意外なことにリズがそれを真っ先にフォローする︒
﹁そんなことはないさ︒シンゴは一人でハイリザードを倒しただろう？ 私の背中は充
分︑シンゴに預けられるよ﹂
﹁うおっ⁝⁝ ﹂

いたずら

﹁ふふん︑私は使えるなら猫の手も借りる主義だよ︒怪我をしたらシンゴの医術を頼る

﹁リズがそんなことを言ってくれるなんてな︒貶されるかと思った﹂

けな

風見が思わずよろけてしまうと︑リズは悪戯な笑みを向けてくる︒

てきた︒

そっと風見の背後に忍び寄っていたらしい彼女は︑言葉通り背中合わせに体重を預け

!?

28

ほう

にぶ

し︑敵の対処も今まで以上に任せる︒今までは私の目が鈍かったと認めるよ︒そのかわ
り︑これからの戦闘では呆けている余裕なんぞやらんからね？﹂
﹁なんでだっ︒なんで前の扱いの方がマシなんだっ ﹂
彼女の意地悪はいつも通りであった︒

外敵から身を守るために断崖絶壁に巣穴を作る鳥がいるが︑その穴によく似ている︒

だんがいぜっぺき

口である岩壁には︑穴がいくつも空いていた︒

あ

竜の巣とは︑山脈の中腹過ぎから山頂まで続く︑巨大な洞窟のことらしい︒その入り

どうくつ

キュウビはそんな彼らの気持ちもわかると微笑んで同意した︒

され︑歩みを忘れてしまっている︒

風見とクロエは竜の巣を見上げ︑あんぐりと口を開けた︒目の前に広がる光景に圧倒

﹁す︑すごいですね︒これほどに大きいものだとは⁝⁝﹂

﹁うっわぁ︑なんてどでかい⁝⁝﹂

†

旅から帰ったら必ず探そうと︑風見は心に決めたのだった︒

︵これはもう絶対に男の側近が必要だ⁝⁝︶

このパーティでは男性が風見一人だからだろうか？

は︑潜れないようにまきびしまでセットされている気分である︒

くぐ

なんでこう︑女性陣はハードルを上げるばかりなのだろうか︒しかもハードルの下に

﹁どうしよう⁝⁝︒追いこみと包囲網が強固になった気しかしない⁝⁝﹂

キュウビに続き︑クロエまでこれだ︒

せん︒私はどこまででもついて行かせてもらいますっ！﹂

﹁私はもう充分すぎるほど︑風見様の勇姿を見せていただきました︒疑いなんてありま

﹁シンゴ様のご活躍ならばもっと見せていただきたいですわ︒ご健闘をお祈りします﹂

た 狼 さんだ︒

おおかみ

嘆く風見を︑リズは板についた様子でくつくつと笑う︒さすが︑他人の虐め方を心得

いじ

精神的に優しくなったかと思えば︑肉体的な扱いが厳しくなるとは︑あんまりだ︒

!?

それが二百メートルほどの高さがありそうな岩壁に点々と続いているのだ︒

入りしている穴も見受けられた︒

インドや中国の石窟寺院のような人工物らしき穴もあるし︑鳥ではなく巨大アリが出

せっくつ

しかし︑それだけではない︒

だろう︒

数メートルはあろう怪鳥が穴を出入りしている姿が見受けられるし︑似た生態の鳥なの
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自然が作ったのか︑はたまたなんらかの遺跡を呑みこんでできたのかわからないが︑
この竜の巣が相当深いダンジョンだということだけは確信を持って言える︒
﹁ここではどんな魔物が出るんだ？﹂
で生活するミノタウロスなどの魔物は滅多に入ってきません︒生息する魔物の様相はが

めっ た

﹁話によると︑中には溶岩が流れている場所もあり︑環境が外と違いすぎるので︑草原
らりと変わり︑ストーンゴーレムやレッドスコーピオン︑フレイムスライムなどが生息
しているらしいです﹂
クロエは冒険者ガイドのように解説してくれる︒
りん き

どうやら今までとは違う戦闘スタイルが要求されそうで︑風見はゲッと顔をしかめた︒

ひねずみ

こちとら戦闘のプロでない上に︑体力が下り坂に差しかかった青年男性だ︒そんな臨機
おうへん

応変さを求めないでほしい︒
﹁ええ︑代表的なのはそれらでしょう︒しかし火鼠などの小型ながら律法を使う魔物も
います︒生態系の頂点はレッドスコーピオンですが︑それすら集団で捕食する魔物もい
るので︑どうぞご注意を﹂
と︑キュウビは補足した︒
これから竜の巣という魔境の生態系に飛びこむのだ︒戦闘形式の決まったゲームとは
わけが違う︒旧知のレッドドラゴンに会うためこの地へ足を運ぶことがあるというキュ

ウビのアドバイスは︑かなり役立ってくれそうだ︒
竜の巣では︑ゲームで言うところの火山フィールドの魔物が出ると思えばいいらしい︒

﹁わかった︒律法を使われそうな気配があれば︑できるだけ俺が狙おう﹂

竜の巣に入る前に︑四人は打ち合わせを始める︒考え得る状況を出し合い対策を練る

きっと敵の属性としては火や地属性が多いのだろう︒
と︑フォーメーションを決めた︒
前衛はリズとキュウビ︒そして風見の護衛兼中衛にクロエで︑風見は後方から射撃で
めぎつね

援護という配置だ︒

しりぞ

﹁女狐︑私の動きは充分に見ただろうし︑今度は私がお手並み拝見させてもらう︒構わ
んね？﹂

リズをたしなめようか迷っていた風見とクロエは︑その空気を察しひとまず放ってお

しんでいるとでもいえばいいだろうか︒

リズに断られたキュウビは︑社交辞令とは違う雰囲気で微笑んでいる︒この関係を楽

しゃこう じ れい

﹁ふふ︒ではそれはまたの機会に﹂

﹁それは断る︒お前に背中を預ける気なんかない﹂

張れることをお見せしましょう︒そのあとは背中を合わせて戦ってみませんか？﹂

﹁もちろんですわ︒第一線からは退いていましたが︑足手まといにならない程度には頑
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いた︒
つぶや

風見はよしと呟いてから︑号令を出す︒
﹁じゃあドラゴンに会いにいきますか！﹂
そうして︑四人は竜の巣に足を踏み入れた︒
どうくつ

おもかげ

どうくつ

洞窟内の壁面には外から見た時と同じく︑人工物らしき石の積み重ねが少しだけ残っ

だいだいいろ

ていた︒大昔︑人か何かが作った遺跡のようだが︑面影は残っておらず︑ほとんど洞窟
の様相となっている︒
歩いていくと︑時折橙色のスライムや大型犬サイズのアリのような魔物と遭遇する︒
彼らと長い年月がこの遺跡を風化させたのだろう︒リズとキュウビが前方で魔物の相手
ものかげ

ひそ

をしていて暇を持て余した風見は︑ちらと視線をさまよわせた︒
生物は堂々と歩き回るものだけではない︒普段は物陰に潜み︑獲物が来た時はバッと
たい ぎ めいぶん

飛びかかって奇襲をかけるものの方がむしろ多いだろう︒
これも警戒の一環︑と大義名分を用意して︑風見はいくつかの物陰に目を移す︒
せ

しばらくして彼は眉を上げた︒興味をそそられるものを見つけたのである︒
壁から迫り出していた岩に歩み寄り︑その陰に隠れていたものをむんずと捕まえる︒
﹁お⁝⁝？ いつものスライムは水みたいに冷たいのに︑これは温かいのか﹂
これが︑クロエが話していたフレイムスライムというやつなのだろう︒

せきとうしょく

ぐにゅりとしたその感触は︑クラゲよりアメフラシのような軟体動物の感触に近いか
が︑元の形に戻ろうと収縮を始めた︒
お い

もしれない︒洗面器一杯分くらいの体積をした赤橙色のスライムはでろんと伸びていた
やはりナメクジや貝の動きによく似ている︒
﹁⁝⁝水っぽそうだけど︑乾燥させて食べたら美味しかったりして﹂
貝もクラゲも食する日本人としては︑味見をしてみたい気持ちになってしまう︒
みずか

味に関する興味もさることながら︑このスライムが持つ体温も注目ポイントだ︒
たい ひ

スライムは植物や死体︑排泄物を土に戻してくれる︑いわゆる分解者︒自ら熱を発す
るスライムは周囲の微生物の働きも活性化させてくれるだろうし︑堆肥作りに利用すれ
から

ばこの上なく役立ちそうである︒大変︑興味深い︒
風見はちょうど持っていた空の革袋を取り出し︑あとでじっくり調べるためにスライ

﹁確かにそんなことをしそうな色をしているもんな﹂

らっ！﹂

﹁かっ︑風見様︑スライムを革袋にしまわないでください！ それは火を放ちますか

クロエは風見に視線を向け︑ぎょっと表情を豹変させた︒

ひょうへん

風見のごそごそしている動きが目についたのだろう︒前方からの攻撃に注意していた

ムを押しこんでみる︒
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クロエが注意を喚起した瞬間︑スライムは彼女に反応したように律法を放とうとする︒
それを予期していた風見は︑スライムをひょいと壁の方に向けた︒
途端︑噴き出されたのは料理人が酒で豪快にフランベをした時と同じくらいに大きい
やけど

命の危険を感じるほどではないが︑無防備なところに噴きつけられれば︑火傷を負う

炎だ︒

こぶし

予想以上の攻撃性に風見が目を丸くしていると︑クロエはすかさずスライムの核を拳

危険はあるだろう︒
で打ち抜いた︒
払ってくださいね︒危険物です︒いいですか︑自然発火する危険物ですからね！﹂

﹁風見様︒スライムを察知してくださるのはありがたいですが︑扱いには細心の注意を

む やみ

﹁お︑おおう﹂
やまい

無闇に触らないでくださいと言わないあたり︑クロエはもう半分諦めている︒彼の突
言葉と共に指を突きつけられた風見は︑このまま革袋に入れてスライムを持ち帰るこ

発的好奇心はもう不治の病の領域だ︑と︒
とはやめた︒
︵持って帰るなら別の形じゃないとダメか⁝⁝︒これから冬が来るし︑種とか卵みたい
な安全な形態で見つからないかな⁝⁝？︶

風見が一人で考えていると︑リズとキュウビの戦闘も一段落したらしく︑こちらを見
む

くせもの

キュウビは︑風見が魔物に対して好奇心を剥きだしにしているところを初めて見るの

てくる︒
で︑興味深そうだ︒
くせもの

﹁シンゴ様はその曲者に興味がおありですか？﹂
むら

﹁いろいろ使えるかなって思ったんだけど︑これって曲者なのか？﹂
サが見つかるまで密集したままの場合が多々あります︒すると︑運悪く近くを横切った

﹁ええ︒彼らは知性がないため︑大きなエサを見つけると群がり︑そのあとも新たなエ

もう

冒険者が一斉に襲われてしまい︑実力者でも命を落とすことがあるのです︒それに彼ら
からは付加武装の素材が取れないので︑儲けにも繋がりません︒だから厄介者と評され

﹁人肌から少々熱い湯と同じくらいまでの体温を持つ︑特殊なスライムですわね﹂

だよ﹂

﹁素材ってのは考えなかったな︒そんなことより︑こいつらの体温が俺は気になったん

輝かせた︒

ともしない︒だというのに何故風見が興味を持ったのかが気になる︑とキュウビは瞳を

それを知る人間ならフレイムスライムに近づかないだろうし︑まして革袋に詰めよう

るわけですわ﹂
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はち

はちみつ

﹁蜂だって危険だけど︑工夫して世話をすれば安全に蜂蜜を手に入れられる生き物だ︒
スライムは単純な生物だからこそ︑生態さえ理解すれば生活に役立てやすいと思うんだ
よ︒魔物だから近づかないっていうのは︑もったいないと思うな﹂
風見の言い分に︑リズとクロエは複雑そうな顔をする︒
毎度彼の言動に振り回されるものの︑功を奏していることもあるから否定しにくい
そんな三人を見つめたキュウビは深く納得をしたように微笑む︒

のだ︒

あ

﹁なるほど︒ならば︑竜の巣近辺でいいものが見られるかもしれませんわね﹂
﹁そうなのか？﹂
﹁はい︒魔物は世界の異物ではありません︒お互いの在り様を保てる適度な距離を持つ
彼女は意味深に呟くと︑風見らを先導するように歩いていく︒それ以上はあとのお楽

つぶや

ことができれば︑共に生きられる︒そう感じられるものを見せられると思います﹂
しみ︑ということなのだろう︒
どうくつ

それからも遭遇した魔物に風見がはしゃぐことはあったが︑彼らは順調に進んでいた︒
多くの冒険者が竜の巣の入り口として使うこの洞窟は︑かなりの広さがある︒四人が
両手を広げて横に並んでも余裕があるくらいで︑高さもなかなかのものだ︒

おおなぎなた

道から分岐する小道もとてもたくさんある︒

なめ

はち

そちらもキュウビが大薙刀を振り回せるくらい広いのだが︑土石でできているにして

4

4

気になって︑風見はそれをじっと見つめる︒すると壁は︑蜂の巣のように液状のもの

は壁面が不自然に滑らかだ︒
を塗り固めてできているとわかった︒
﹁そちらには行かないでくださいましね︒きっと何かが巣食っていますから﹂

む

キュウビが風見に声をかけた︒
﹁そうなのか？﹂
﹁確かにね︒音からすると虫の群れかな﹂
きつね

おおかみ

リズもキュウビに同意する︒
狐と 狼 の耳を持つ彼女らには︑この先の状況に察しがつくのだろう︒死体を見ても
4

﹁あ︑はい﹂

さいね﹂

うごめ

﹁⁝⁝風見様︒コウモリでも無言のままスッと踏みこんでいくことだけは︑やめてくだ

か哺乳類系だったら確かめてみたいけど︑虫ならやめよう﹂

ほにゅうるい

﹁なるほど︒魔物がこうやって出入り口や横道を増やしているってことか︒コウモリと

きっと何かが︑無数に蠢いているのだ︒

4

眉すら動かさないリズが︑嫌そうな顔をしていた︒
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クロエは風見の様子を見て︑これまで彼が山野で突発的に行方不明になった時と同じ

どうくつ

気配を察したらしい︒彼女は︑彼の興味が次のものに移る前に︑彼の服を掴んで歩きだ
した︒
見てすぐにそれとわかれば迷いこむこともないが︑中には何の特徴もなく︑ただの横

多く存在する横道は︑洞窟を掘り進める魔物の巣となっていることが多いようだ︒
穴としてぽっかり口を開けている魔物の巣もある︒ところによっては︑正規ルートより
大きなものもあるくらいだ︒

あ

たいまつ

天然のトラップなので︑初めて訪れる冒険者にとっては厄介なのだが︑実はいいこと
もある︒
どうくつ

それは明かりだ︒
魔物が洞窟のところどころに穴を空けてくれているため︑松明がなくとも歩けるくら
い光が差しこんでいるのである︒剣と盾を持たなければいけない冒険者にとって︑これ
はありがたいことだろう︒
こけ

うな

﹁ちなみにさ︑竜の巣って貴重な苔や薬草が生えているみたいなことってないのか？﹂
奥へ進みながら風見が問いかけると︑キュウビが唸る︒
ま

﹁ふうむ︑そうですわね︒少なくともヒカリゴケやヒカリダケの胞子は︑ここを訪れる
冒険者が蒔いているかと思いますわ︒しかし︑他の有用な植物は聞いた覚えがありま

せん﹂
なぁ﹂

﹁ そ っ か ぁ︒こ う い う 秘 境 だ っ た ら 希 少 な も の が 存 在 す る の が セ オ リ ー な ん だ け ど
﹁そういうものでしょうか？ 残念ながらわたくしは存じません﹂
﹁ ん ー︒や っ ぱ り ゲ ー ム の 中 の 話 は イ ベ ン ト あ り き で 設 定 す る も の だ し︑不 自 然 だ
わな﹂
どうくつ

竜の巣の主とも知り合いな上︑ここに何度も足を運んでいるキュウビが知らないとい
うことは︑望み薄だろう︒危険な洞窟の奥にのみ自生する薬草を取りにいこう！ なん
てイベントは︑やはりＲＰＧの中だけの話らしい︒
どうくつ

当然︑道の先に宝箱があるわけでも︑魔物を倒せば経験値がもらえるわけでもない︒

ひら

低く重い風鳴りが︑遠い奈落の底から吹き上がっていた︒

な らく

﹁ひえぇ⁝⁝︒なんだ︑これ﹂

しばらくして︑風見らは急に開けた空間に出た︒

いく︒

ぼない︒平原にいたミノタウロスのような強敵に出会うこともなく︑すんなりと進んで

幸い︑キュウビの案内とリズの耳もあるので︑モンスターハウスに突っこむ危険はほ

風見らはできるだけ戦闘を避け︑最短の道で洞窟を抜けていく︒
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どうくつ

そこは山にできた巨大な裂け目だ︒雪山にできる巨大クレバスの中腹に洞窟が繋がっ
どうくつ

この裂け目は天井まで届いており︑光のカーテンが中を照らしてくれるので︑洞窟よ

ていた︑というイメージである︒
りよほど明るい︒そのおかげで︑どれだけとんでもない光景が目の前に存在しているの
か︑彼らは思い知った︒
このクレバスは見える限りで一キロほど続いている︒
しかもその先は裂け目が曲がって見えなくなっているだけで︑まだまだ続いているよ
うだ︒
左右を挟む絶壁同士の幅はおよそ二百メートル︒

うごめ

右の壁沿いには踊り場のような広い足場やトゲ状に突き出た細い岩の橋があり︑それ
おぼ

が風見たちのいる場所から先の道となっている︒
な らく

そこにはサソリやゴーレムと思しき魔物がちらほらと蠢き︑獲物を待っていた︒
反対側︑向かって左には足場はなく︑奈落だ︒覗きこんでも底が見えない︒
風見は︑裂け目のずっと遠くを見やった︒
壁から溶岩が流れ落ちている場所もあったのだが︑数百メートルは先だ︒距離があり
すぎて溶岩の落ちた先がどうなっているのかはよくわからなかった︒
と︑そんな時︒風見の目に妙なものが映る︒

そば

遠い溶岩の滝の傍でムカデに似た形の羽虫が飛んでいるように見えたのだ︒

けもの

⁝⁝この距離で見えるなんて︑一体どれだけ巨大なのだろうか︒おそらく過去最高レ
ベルに巨大な生物のはずだ︒
な らく

それだけではない︒
耳を澄ませば︑奈落からはなんとも言いがたい獣の鳴き声が︑無数に聞こえてくるで
はないか︒
て ごわ

﹁な︑なあキュウビ︒竜の巣で一番強い魔物はレッドスコーピオンなんだよな⁝⁝？﹂

4

4

﹁ええ︑間違いありません︒普通に歩ける範囲では︑あれが最も手強かったと記憶して
いますわ﹂

﹁いや︑知らない﹂

か？﹂

4

﹁シンゴ様︒ここが何故︑竜の巣と呼称されているのか︒その由来はご存知でしょう

どうやらキュウビも風見の言ったものに気づいたようで︑ああと納得の息を吐く︒

した︒

そんなの無理︒絶対相手にしたくないです！ と風見は表情で語りながらあれを指差

4

﹁⁝⁝てことは︑だ︒レッドスコーピオンって︑あのずっと先にちっさく見えるあれよ
りもすごいやつなのかっ ﹂

!?

40
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すみか

﹁竜の巣と言うからには竜種の住処です︒しかし︑わたくし共はドラゴンを竜種の一つ
そういえば︑かなり前にそんな話を聞いた覚えがある︒竜とは飛竜など鳥のように翼

とは言っても︑竜とは呼称しません﹂

ならば竜の巣の〝竜〟とは︑一体何を指すのだろうか？

と二本の脚しかないもので︑ドラゴンとは四脚プラス翼だとか︒
﹁竜の巣は上層と下層に分かれています︒上層はレッドスコーピオンやストーンゴーレ
ま くつ

こ どく

つぼ

ムなどが歩き回りますが︑せいぜい中級止まりの魔物ばかり︒下層はあの羽虫のような
竜種モドキの魔物が大量に湧く魔窟となっています︒蠱毒の壺と同じ状態といえばよろ
しいでしょうか︒その凶悪さは竜種にも引けを取らないので︑恐れをこめて竜の巣と呼
つぼ

称されているのです﹂
蠱毒とは︑生き物を一ヶ所に集めて争わせるものだ︒その結果︑最後に生き残ったも

こ どく

﹁⁝⁝その壺の中身︑想像したくないなぁ﹂

だ

ヒュドラ級の怪物の掃き溜めともなると︑その恐ろしさは言葉にできない︒

は

のは呪術的に特別な毒を獲得しているため︑それを利用するという話だったはずである︒

つぶや

竜の巣はやさしめなダンジョンです︑と聞いた割には壮絶な話だ︒
﹁ぞっとしますわね﹂とキュウビがおっとり呟くが︑全然本気で言っているように思え
ない︒

あぶらあせ

風見は脂汗を流しつつ問いかける︒
﹁襲ってこないよな︑あれ？﹂
﹁基本的にはございませんわ︒自分から手を出さねば︑たまーに運の悪い冒険者がぱく
りとされるだけでしょう﹂
﹁⁝⁝底に落ちたら︑どうなる？﹂
めぎつね

﹁上層と下層を繋ぐ道らしい道はありません︒落下死できればきっと幸せですわ﹂
聞くんじゃなかった︑と風見は真っ青になって壁際に寄る︒

大変素晴らしい笑顔でそう幸せを語ってくれる︑女狐さん︒
すると誰かにぶつかってしまい︑耳元で﹁ひゃっ ﹂と大きな声を聞いた︒

しっ ぽ

にら

そして彼女は数秒休むと︑キッと風見を睨む︒

のギリギリのところに立っている︒

彼女は足の間に挟みこむように尻尾を丸め︑はぁっはぁっと心臓を押さえていた︒崖

がけ

しかし︑彼女のいつもの声とは違う気がする︒というか︑慌てて振り向く前に︑風見

こんな女の子らしい声を出すのはクロエしかいないだろう︒

!?

一体誰が？ と思いつつ︑風見が振り向くと︱︱そこにいたのはリズだ︒

つまり声の主は別である︒

は声とは逆の方向でクロエを見つけてしまった︒
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な らく

どうやら風見は︑彼女が奈落を覗きこんでいたところに︑ぶつかってしまったらしい︒
む

と︑リズは震え声で牙を剥く︒

きば

﹁シ︑シンゴ⁝⁝お前︑いまのは⁝⁝︒今のは︑許さんよっ⁝⁝﹂
うっすら目に涙が浮かんでいるあたり︑本気で怖かったらしい︒
リズの涙目を見たのは︑初めてではないだろうか︒これが︑なかなか可愛らしい︒

すいていじゅ

こんな顔ならもっと頻繁に見せてくれていいのに︑と風見は変な趣味に目覚めそう
だった︒

た ち

そういえば︑水帝樹の湖に行く途中の吊り橋でも彼女はこんな風に怖がっていた︒鉄
いか

それ故に彼女の怒りも本物である︒ぷるぷると震え︑今にも鉄拳か太刀を振りそうな

ゆえ

壁のリズだが︑高所だけは苦手らしい︒
様子だ︒
﹁お︑落ち着け︒こんなところで暴れたら︑危ないだろっ⁝⁝ ﹂
!?

渡りきるまで︑私はこの手を離さんからなっ！ 絶対にだ！﹂

﹁そんなことはわかってる！ いいか︑シンゴ︒今度押したらお前も道連れだ︒ここを
﹁い︑いだっ︒いだだだだっ ﹂

悪手認定︑待ったなしである︒

うところか︒

﹁違うからなっ

かっ ぽ

ふさ

これはただ普通にじゃれているだけだからなっ ﹂

﹁シンゴ様はお二人まとめてですか？ 英雄︑色を︱︱﹂

目を向けられると︑風見の胸に恥ずかしさがこみ上げてしまう︒

今までは︑こんなことがあっても︑距離を置いて眺めてくる人はいなかった︒こんな

キュウビは三人の様子を︑にまにまと見つめる︒

﹁あらあら︑まあまあまあ﹂

クロエは明らかに怖がっている風ではないのだが︑それにツッコむ人はいない︒

周囲を警戒していたクロエは︑この騒ぎを聞きつけるとすぐに風見の左手を奪った︒

が本気で痛いっ！﹂

﹁ちょっと待った︒それだと魔物に一番やられやすい俺の両手が塞がるっ！ それと手

﹁なっ︒リズ︑抜け駆けですか

私も怖いです︑風見様っ！﹂

奈落落ちの可能性は一割減︒しかし︑そこらを闊歩する魔物への即応力は四割減とい

な らく

入れ︑腕まで巻きつけてきた︒確かにこれならば運命共同体だろう︒

リズはそう言って風見の右手をひったくると︑全力で握ってくる︒これでもかと力を

!?

!?

!?

意を﹂

を呼んでしまいますわ︒そうなれば足場もろとも奈落行きでもおかしくないので︑ご注

な らく

﹁ふふふ︑そういうことにいたしましょう︒さて︑あまりに騒ぎ立てると︑下層の魔物

!?
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な らく

しび

てきめん

奈落行き︒その言葉は効果覿面だった︒
びびっと耳と尾を痺れさせたリズは︑黙って風見の手を握り直す︒クロエもキュウビ
から声をかけられたとあっては︑大人しかった︒
ぱたりと騒ぎが静まると︑キュウビは前を向く︒
おおなぎなた

とどこお

﹁それでは参りましょう︒わたくしが先導いたします﹂
大薙刀を手に滞りなく足を進めるキュウビの背は︑頼もしかった︒風見らもそのあと
に続く︒
そうして進むと︑噂のレッドスコーピオンやストーンゴーレムにすぐ遭遇した︒
それにプテラノドンのような魔物まで天井にぶら下がったり︑飛んだりしている︒こ
れらは上層の魔物らしいが︑下手に音を立てると周囲の魔物を集めて総攻撃をしてきそ
うだ︒交戦はできるだけ避け︑戦っても瞬殺を心掛けて進む︒
﹁このまま︑魔物を避けながら上に向かえる道を選んで歩くしかないんだよな？﹂
第に魔物を薙ぎ払って進むのも︑無理ではないかと思いますよ？﹂

な

﹁はい︑危険を避けるならそうすべきですわ︒もっとも︑わたくしたちなら手当たり次

周囲を歩いているストーンゴーレムやレッドスコーピオンを集めたくない︒

﹁いやいや︑勘弁してくれ﹂

い かく

こ ぜ

あ

これら二体の大きさは︑ほぼ同等だ︒両者とも体長は二メートルから三メートルほど

こぶし

である︒たまにこの二体が鉢合わせすると互いに威嚇し︑小競り合いを引き起こしてい
貫く︒

た︒その際にストーンゴーレムの拳は壁を突き壊すし︑レッドスコーピオンの爪は岩を
正直︑こんなものを何体も相手にしたら︑命がいくらあっても足りない︒
﹁ではこちらへ︒近くにいる魔物は排除しなければなりませんが︑スロープ状になった
のぼ

道をいくつか抜ければ︑もう一つ上の階層へ抜けられますわ︒下層落ちの心配はもうあ
あの溶岩の滝が流れ落ちていた場所も越え︑時々洞窟を抜けたり裂け目を歩いたりし

どうくつ

りませんよ︒ドラゴンがいる場所まではそれを含めて三階層ほど上れば︑着きます﹂

のぼ

て進んでいると︑広い踊り場に到着した︒そこにはまた五メートルほどの大穴が口を開
け︑ヒカリゴケが先の道を照らしている︒

いる︒

ならば徒歩で行きたい﹂とキュウビから申し出があったので︑このような旅路となって

さすがの飛竜でも︑四人とその装備を乗せて竜の巣を上るのは無理だし︑
﹁せっかく

のぼ

彼女の乗っていた飛竜は︑現在空のどこかを散歩中だ︒

すね﹂

﹁ い い え︒普 段 は 飛 竜 に 上 ま で 運 ん で も ら う の で︑自 ら の 足 で 上 る の は 久 方 ぶ り で

みずか

﹁キュウビはここに来る時はいつもこの道を通るのか？﹂
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ふさ

おど

﹁知っている道がいくつか塞がっていたり︑知らない通路ができていたりしていました︒
ふふふ︑と笑う彼女は少女のように冒険を楽しんでいるらしい︒実力から生まれる余

わたくしとしても︑探険に心を躍らせているところですわ﹂

いや︑実際問題︑彼女にとってはそうなのかもしれない︒竜の巣という魔境といえ

裕のおかげか︑さながら散歩の延長だ︒
ど︑何度もここに来たことがある彼女にしてみれば知人に︱︱相手はドラゴンではある
が︱︱ 会いにきただけなのだろう︒
し とつ

キュウビの戦闘は︑日本舞踊に似て流麗だった︒
やなぎば

かわ

そ

なぎなた

レッドスコーピオンがレイピアの刺突のごとく突き出してくる毒尾も︑彼女はさらり
と柳葉のように躱す︒爪を振り回されても半身を反らす程度ですり抜け︑最後に薙刀を
き

すぱんと両爪を斬り裂くと︑続けて尾も両断し︑最後に脳天を串刺しにして終了だ︒

ひと振り︒

きつね

あふ

風見が驚いていると︑彼女が次に相手にしたのはストーンゴーレムだった︒キュウビ

強敵に見えたのに︑なんとも呆気ない︒
は即座に駆け寄り︑胸部を一突きで貫く︒
えいしょう

﹁その図体では少々邪魔になるので︑細かくさせていただきますわね﹂
直後︑いつの間に律法の詠唱をしたのか︑ストーンゴーレムの内から狐色の炎が溢れ

なぎなた

てくる︒巨体はすぐに爆散してしまった︒彼女はひゅんひゅんと薙刀を振り回し︑舞を
終える︒
て だ

くだ

彼女が相当の手練れなのは︑見ればわかった︒
しかしゴーレムを砕くのは容易ではない︒以前シルバーゴーレムはテルミットと水蒸
ほうむ

しろうと

気爆発すら耐え抜くことができた︒いくらキュウビが強くても︑こんな風にたった一撃
でストーンゴーレムを葬れるものだろうか︒
わざ

風見はそんな疑いさえ持ってしまった︒けれどそれはプロの業を素人が見て︑
﹃簡単

︵もしかしてここの魔物は弱いのか⁝⁝？︶

リズが戦った時︑彼女はストーンゴーレムを一撃で貫くことはできなかった︒今だっ

そうじゃないか︒これなら俺にもできる﹄と笑うことと同じ︒

のに苦労していた︒
リズの戦闘も見た上で︑風見はようやく理解した︒
キュウビは一般人の彼の物差しでは︑到底測りきれない存在のようだ︒

よ

わざ

気づいた時には避けられない︒気づいていても避けきれない︱︱ そんな業があるそ

よ

する頃には︑こちらの攻撃が終わっているのだ︒

武芸を極めた者は︑攻撃の気配を相手に見せないという︒相手が気づいて避けようと

よ

て︑レッドスコーピオンは巧みに前進や後退も組み合わせてくるので︑間合いを詰める

獣医さんのお仕事 in 異世界６

49

50

立ち読みサンプルはここまで

けんさん

な

わざ

うだが︑キュウビの動きはそれに近いのだろう︒

しんかん

あれだけキュウビを警戒していたリズも︑彼女の技量には舌を巻いていた︒クロエは

千年の研鑽が為す業と思えば︑なんとなく理解できる︒

武闘派の女子勢はちゃっかりと通じ合っているようで恐れ入る︒

その到達点の高さが知れたのか︑打ち震えている︒
︵⁝⁝ふらふらしているだけにしか見えないんだけどなぁ︶
ま ね

武芸をかじった程度の風見には︑何かすごいっぽいとしかわからず︑二人の震撼っぷ
りを真似することしかできなかった︒

おおなぎなた

りゅうこつ

きば

実力以外に︑付加武装でも使っているのだろうか︒風見としては︑キュウビの強さに
は何か特別な要因があるのだと考えずにはいられない︒
おおなぎなた

﹁キュウビはいろんな付加武装を持っているから︑炎も幻術も扱えるのか？﹂
﹁いえ︑わたくしの付加武装はこの大薙刀と衣だけです︒大薙刀は竜骨とドラゴンの牙
から︒衣は自動再生と強化の能力を持つ木竜のヒゲから織られています︒ただし古いも
のなので︑能力はもうほとんど残っていません︒素材がいいという利点しかもうないの
ですよ﹂
しろもの

付加武装は通常︑一年と経たずに劣化する︒よほど質がよかったり︑特殊な素材はそ

にご

の限りではないが︑キュウビの付加武装も永久に使える代物ではないそうだ︒

おおなぎなた

しかし大薙刀の輝きは全く濁っておらず︑彼女の着物もほつれた部分は少しも見えな

しろもの

い︒律法として能力を発現できなくとも︑まだ素材は生きているのだろう︒
﹁ふぅむ︒なんかレア装備っぽそうだな﹂
﹁仮にも伝説の存在なんだから︑そういうのを何個か持っていても︑さほどおかしくは

﹁な︑
なんかどころではありません︒貴族が家宝にしてもいいレベルの代物です⁝⁝！﹂
ないだろうね﹂
おおなぎなた

クロエがおののいている一方で︑リズは特に興味もなさそうに言う︒

た ち

かつ

ぎ

切れ味や強度で言えば︑キュウビの大薙刀はリズが持つ蛍丸にも引けを取らない︒
かたな

だがリズは刀以外にはそそられないようだ︒
彼女は自慢の太刀を肩に担いだまま︑次の試し斬りだけを気にしていた︒

うなず

あやつ

リズとクロエを見てみれば︑彼女らも疑問を抱いているようだった︒

いだ

いはずだ︒けれど︑キュウビは少なくとも二種 ︱︱ あの狐火と幻術を操る︒

きつねび

律法は一人一属性のみ︒しかも自分が所有するワードに規定された効果でしか扱えな

その話は︑クロエが以前教えてくれた律法のルールとかけ離れていた︒

キュウビはすんなりと頷く︒

﹁その通りですわ﹂

﹁じゃあキュウビの炎も幻術も自分の律法っていうことか？﹂
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