プロローグ
さら

かざ み しん ご

アウストラ帝国の首都で︑魔物娘のナトゥレルに攫われた︑五代目マレビト風見心悟︒
それから二日が過ぎ︑風見は今︑帝国北部にあるヴィエジャの樹海にいた︒目的地は樹
海の奥地にあるエルフの里︒ナトことナトゥレルに頼まれ︑エルフと魔物の争いを仲裁
少々強引に連れてこられたものの︑ナトは帝都で風見を助けてくれた恩人でもある︒

することにしたのだ︒

興じているわけではない︒彼は現在︑川魚を追い込んでいるのだ︒

クロエやナトと︑あははー︑待て待てーと追いかけっこをして︑甘ったるい楽しみに

そんな中︑風見は清流に膝まで入り︑ばしゃばしゃと水しぶきを上げて走っていた︒

か追跡を試みているはずだ︒

リズ︑クイナ︑キュウビとアースドラゴンのタマは︑風見たちに追いつこうと︑どうに

ちなみに︑仲間でついてきたのは︑無理をしてナトゥレルを追ってきたクロエ一人︒

エルフとの仲裁は︑言わばその恩返しだ︒

獣医さんのお仕事 in 異世界９
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﹁ミケ！ ほら︑そっちに魚が行ったぞ！﹂
サケによく似た魚が逃げる先では︑グリフォンのミケが行儀よくお座りして待ってい
さだ

た︒ナトが移動用に呼んだ魔物である︒ちなみに︑名付け親は風見だ︒
か せんじき

クマのように狙いを定めたミケは︑風見の声を合図に動く︒射程範囲に魚がやってく
るたびに︑それをべしっと河川敷に叩き飛ばす︒二匹︑三匹と叩き飛ばして獲物がいな
かけてくる︒

おお

くなると︑ミケは風見を見た︒くりくりとした目で︑もう終わり？ と言うように問い

のど

﹁おー︑よしよし︒どうどう︒よくやったなぁ︒魚はこれで十分だぞ﹂
な

くわ

そしてもっとじゃれたい︑じゃれさせろっ！ とでも言うように︑覆い被さろうと

馬にするのと同じく首を抱き撫でてやると︑ミケは喉を鳴らす︒
せま

あ

昨日︑石が転がる河川敷でじゃれつかれて︑痛い目に遭ったからだ︒

か せんじき

迫ってきた︒それを見た風見はミケの口に魚を咥えさせて︑早々に逃げる︒

捕まえた数はすでに十︒ミケの分も含めても十分な量だ︒風見が川から上がると︑食

﹁もう十分に捕れたし︑とりあえずご飯だな︑ご飯﹂
事の用意をしてくれていたナトは︑茶色くて丸いものを差し出してくる︒
﹁これ︑食べればいい﹂
﹁ん︑なんだこれ？﹂

﹁木の実を潰して焼いたもの︒焼き団子に似てる﹂
﹁おお︑ありがとう︒これって精霊の伝統料理とかか？﹂
﹁違う︒エルフの﹂
ナトはただの魔物ではなく︑精霊であるらしい︒
クロエによると︑
﹃生きる自然現象﹄の総称を精霊と呼ぶのだそうだ︒精霊は体の全
ての部位をいくらでも再生させることができ︑分類としては魔物の一種となるという︒
もく

確認された個体が少ない上︑人の生存領域から遠く離れた魔境くらいでしか発見され
ないため︑詳細は不明︒火ならサラマンダー︑風ならシルフ︱︱ 木 の精霊と目される
精霊のナトは︑食事を取る必要がない︒これまで彼女は風見らの食事風景を見ている

ナトはスクーグズヌフラ︑別名スクーグスローと呼ばれるらしい︒

りそうだ︒

ひた

くんせい

﹁風見様︑こちらもどうぞ︒昨日捕った魚を燻製にしたものです︒味に深みが出ている

くんせい

それをぼんやり眺めている風見に︑クロエが魚の燻製を渡してくれる︒

なが

千切って投げはじめた︒その様子は﹃水辺の妖精﹄とでも題して額縁で囲えば︑絵にな

ち ぎ

風見が感心していると︑彼女は靴を脱いで足を清流に浸し︑ミケに向けて焼き団子を

伝統料理を知っているなんて︑意外だ︒

ことはあっても︑一緒に何かを食べたりすることはなかった︒だというのに︑エルフの
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お い

はち

はちみつ

と思います︒あと蜂の巣も見つけました︒食後に蜂蜜はいかがですか？ 木の実の団子
につけても美味しいかもしれません﹂
﹁それもいいな︒ありがとう﹂
荷物を用意する時間もなく帝都を出たため︑調味料もない︒この旅ではただの焼き魚
くんせい

はち

か森の果実が主食となっている︒クロエは今日捕まえた魚も燻製にしてくれるだろう︒
風見が魚を頬張ったところで︑クロエは蜜がたっぷりと詰まった蜂の巣を持ってきて
くれる︒

はち

そうして風見とクロエが食べ物を広げていると︑ナトは川から上がり︑彼らに近寄っ
てきた︒
﹁ん︑どうした？ ナトも食べるか？﹂
にら

はち

問いかけてみるが︑どうも食事を一緒にしようという気配ではない︒何故か彼女は蜂
の巣を睨んでいる︒その意図が読めなかったクロエは︑風見に渡そうとしていた蜂の巣
を︑ナトに差し出した︒
﹁もしよければあなたもどうぞ︒あまり量がないのですが ︱ ︱﹂
はち

そう言ったナトは︑その蜂の巣を掴むと川へ放り投げてしまった︒

﹁いらない﹂

な︑何をするんですか ﹂

突然のその行為に驚いて︑クロエは声を上げた︒

﹁あっ
!?

ク ロ エ は 多 少 顔 を 引 き つ ら せ て い た が︑ す ぐ に 元 の 様 子 に 戻 り︑ 食 事 を 始 め た の

ナトの行動の意図は不明だが︑フォローするために風見はいい方向へ話を持っていく︒

﹁は︑はい︒大丈夫です﹂

んて言い方はしないと思う︒⁝⁝多分﹂

﹁クロエ︒きっとナトにも何か思うところがあったんだ︒じゃなきゃ〝あれは〟駄目な

﹁〜〜っ﹂

エは︑無言で耐えている︒

クロエの問いかけに答えず︑ナトはまた川の方へ戻ってしまった︒取り残されたクロ

﹁それはどういう ︱ ︱﹂

﹁あれはダメ﹂

!?

だった︒
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第一章 魔物の味方をします

ま じゅう

け しん

風見らは休憩を取りながらも︑エルフの里があるヴィエジャの樹海を着実に進んでい

おお

た︒ここは︑魔獣ドリアードの領域でもある︒ドリアードは︑山脈に根差す大樹の化身︒
その山岳樹にだんだん近づいてきている︒
ヴィエジャの樹海は広大だ︒見渡す限りが木々の緑に覆われ︑それを区切るのは幾本
美しく︑平和そうな風景︒だが︑ここは異世界である︒この地の植物は地球の植物ほ

かの川のみ︒丘や山など︑全てが緑に塗りたくられた地である︒

例えば︑バナナの木に似た巨大な植物があったり︑地球最大の花ラフレシアをさらに

ど穏やかではない︒

りっぽう

もち

巨大化させた植物の花畑や︑巨大カボチャの群生地があったりする︒植物系の魔物が陽
属性の律法でも用いて戦闘をしたのか︑巨大なツルや根が森林を荒らした場所も多い︒
それに加えて気になるのは︑森の木々が動いていることだ︒背の高いもの︑低いもの︒
統一性はないが︑動かないはずの木々が頭を揺らして移動している︒恐らく木の魔物ト
レントだろう︒

中には植生が少ないところもあるものの︑ここは植物が支配する領域と言って間違い
ない︒
もち

み まが

ちょうやく

そんな樹海の上空を︑風見とクロエはミケに乗って飛んでいた︒ミケを先導するナト
は︑帝都で見せたのと同じ風の律法を用い︑飛行と見紛うほどの跳躍で進んでいる︒
ちょうやく

﹁まずはあっちに行く﹂
ナトが跳躍の合間に指差したのは岩山だ︒エアーズロックの小型版とも言える一枚岩
大きな植物が生えていないため︑ミケが着地するのにもちょうどよかった︒岩山に

が森の中に置かれている︒

ぼうるい

揃って立ったところで︑ナトは遠くを流れる川を指差し︑その流れに沿って川の上流へ
すみか

と指を動かす︒

﹁あれが目的地か︒自然と共存しているように見えるんだけど⁝⁝﹂

させたいらしい︒

ナトはエルフたちを︑森やそこに住む魔物の敵と称していて︑彼らのおこないを改め

もしているそうだ︒

エルフはその二本の大樹に橋を架けて住み着き︑周囲の木を伐採して防塁を作ったり

確かに遥か遠くで︑一段と大きな二本の樹が川を挟んで立っている︒

はさ

﹁エルフの住処はあっち︒あの︑大樹が二本並んだところ﹂
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風見は疑問に思ってナトに視線を向けたが︑彼女はすでに岩山を下りはじめていた︒
この時点で必要な説明は終了したらしい︒風見とクロエは慌てながらナトについて
行く︒
ひら

ミケとは別れ︑ここからは歩きで樹海の奥に向かうそうだ︒
そのまま樹海を三十分ほども歩いただろうか︒突然森が開け︑目の前に数百メートル
も続く地割れが現れた︒対岸まで二︑三十メートルは離れている︒深さはそこそこある
らしいが︑岩壁に生えた木々が邪魔で底が見えない︒少なくとも数十メートルくらいは
ありそうだ︒
うなず

地割れを示しながら言うナトに︑風見は頷く︒

﹁ここを下りる︒あなたは私に掴まって﹂
﹁さすがにこれは自力じゃ下りられそうもないな⁝⁝わかった︒クロエは大丈夫か？﹂
﹁はい︒ところどころに生えている植物やでっぱりを足場にできるので︑この程度は大
丈夫です﹂
さら

そうしてナトにお姫様抱っこで運ばれながら︑風見は﹁あれ︑最近の俺ってどうなん
だ⁝⁝﹂と︑一人ぼやく︒攫われたり︑抱っこされたり︑完全にヒロインポジションで
つぶや

はなかろうか︒
風見の呟きを完全に無視したナトは︑風の律法でふわりと飛び下り︑人が入れるほど

の岩壁の亀裂まで案内した︒

あ

そそ

足元にちょろちょろと水が流れているトンネルだ︒導かれるままついて行くと︑広い
空間に出た︒

えだ は

どうくつ

地上に繋がる縦穴が空いている︒高さは五十メートルほどだ︒真上から降り注ぐ陽光
しらかば

は︑雨上がりに雲の隙間から差してくる光のカーテンに似ていた︒
おうせい

ぎ

も

それを受けるのは︑白樺に似た白い樹皮の樹だ︒大きなうろを持つが︑枝葉は洞窟内

やど

うろの中を覗くと︑獣の毛皮が敷かれ︑隅につづらが一つ置いてあった︒

けもの

いっぱいに広がり︑元気旺盛である︒
﹁これ︑ナトの家か？﹂
じゃっかん

﹁そんなもの︒これは私の宿り木だった﹂
若干ぼやけた回答だが︑そういうことらしい︒
どうくつ

そして︑さっきの水はこの空間の壁面から流れ出ているようだ︒地下水でも漏れてい

風見とクロエが感心していると︑ナトは静かに言う︒

とも神秘的だ︒

白い樹はこの水と︑穴から差し込むわずかな光だけで︑命を繋いでいるらしい︒なん

れている︒

るのだろう︒その湧き水は︑さっき歩いてきた洞窟に向かって︑十センチほどの幅で流
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にお

﹁適当に着替えて︒同じ服だと臭う﹂
大概のことは気にしないナトが言った時点で相当だ︒風見とクロエは恥じらいながら
も︑全面的に同意する︒何せ二人は︑帝都から飛び出した時の服のままだ︒
ナトはうろに入ると︑つづらを開けた︒その中には衣服や武器︑魔石がいくつか入っ

﹁あまり種類はないけど︑少しならある﹂
ていた︒ナトがポイポイと服を渡してくる︒質素な麻の服もあれば︑見慣れない意匠で
若草色に染色された服もあった︒
まれ

その服を手に取ったクロエは︑何かに気がついたような顔をする︒
た服で︑若い貴族の間では︑これを着こなすことが美人の証明と言われたりするんで

﹁これはエルフの服ですね︒交易品として稀に見ます︒とてもきめ細やかな布で作られ
すよ﹂
﹁ほほう︒俺たちの世界で言うチャイナドレスみたいな扱いかな﹂
おのおの

クロエはそのエルフの服にするらしい︒一方︑風見は普通の旅装を見つけたので︑そ
れに落ち着いた︒こうして服が決まり︑各々着替えはじめたのだが︱︱
風見はおもむろにナトに声をかける︒

﹁⁝⁝⁝⁝︒なあ﹂
﹁⁝⁝何？﹂

﹁着替えるところをじいっと見られると︑さすがに⁝⁝﹂
﹁快感を覚える？﹂
ゆず

﹁誰しもがその扉を開けてると思うなよっ ﹂

む く

じっ

ちゅう

︱︱だから知りたくて見ている︑というのが︑彼女の言い分らしい︒いくら興味が

﹁人の体は知ってる︒でも︑マレビトの体は知らない﹂

言葉を覚えたと突っ込まずにはいられないもの︒だからこそ扱いに困ってしまう︒

にまぁっとするでもない︒幼子のごとき無垢な瞳な上に︑彼女の言葉は︑どこでそんな

おさなご

肩や腕の筋肉のつき方︑その細部までをじぃーっと見つめられる︒キュウビのように︑

たのだが︑上を脱いでも下を脱いでも︑彼女が視線を注いでくるのだ︒

そそ

うろの中はクロエに譲り︑風見は外で着替えることにした︒ナトも一緒に外に出てき

!?

﹁それは知らなかった﹂

としての特性もあったりするらしいな﹂

いレベルでは違いもあるみたいだ︒どうもそのせいで律法が使えなかったり︑マレビト

﹁体の臓器とか作りのレベルだったら︑この世界の人間と何も変わらない︒もっと小さ

息を吐いてから︑風見はナトの興味に応じる︒

八九︑お前が言うなと言われていたことだろう︒

はっ く

あっても限度というものがある︑と風見は思う︒もっともこれをリズが知れば︑十中
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ナトはすたすたと歩いてきて着替え中の風見に手を伸ばし︑触れてこようとする︒ど
︱︱しかし︑寸前で横から伸びてきた手がそれを阻んだ︒いつのまにかうろから出て

はば

こがどのように違うのか︑確かめてみたいのだろう︒
きていたクロエである︒ナトは彼女に抗議の声を上げた︒

はさ

﹁⁝⁝知らないことなら調べたい﹂
﹁ダメです﹂
﹁私︑知らない﹂
﹁ダメです﹂
攻防を繰り広げる二人に挟まれて︑風見は困り顔だ︒こういう時︑どう言えば最も平
和に事が収まるのかわからない︒とりあえず反対を向いて着替えを続行する︒
見てはいけないものが視界に入ったからだ︒
﹁クロエ︑自分も着替えている途中なのを忘れないようにな﹂
は︑はい⁝⁝﹂

も

さま

がんぷく

どうしたものかと風見は顎を揉んで考えはじめる︒すると先に案を思いついたのはク

あご

それもそうだろう︒彼女は自分の手に余るからこそ︑風見の手を借りに来たのだ︒

﹁ない﹂

﹁あー︒じゃあ︑何か妙案は？﹂

は敵視して風見を村に入れようとはしない︑という解釈でいいはずだ︒

事が終わるまで︑ナトは風見から離れる気がない︒そしてそのナトがいれば︑エルフ

と一緒にいるから信用されない﹂

﹁それは無理︒私はあなたと行動する︒私の敵はエルフ︒エルフの敵は私︒あなたは私

話をしてみたいんだけど﹂

﹁で︑これからどうするんだ？ 俺に任せてもらえるんだったら︑エルフの里に行って

まか

風見はごほんと咳払いをして︑ナトに向き直った︒

窮屈そうだ︒だが着られないほどではない︒そのはち切れんばかりな様は眼福である︒

きゅうくつ

クロエが選んだ服は基本的に細身なエルフに合わせたものなので︑彼女には胸元が

そうして二人は着替えを終えると︑着ていた服を洗濯し︑枝に干しておく︒

り︑着替えを再開する︒

下着姿だった彼女は︑言われて初めて思い出したようだ︒クロエはささっとうろに戻

﹁あっ⁝⁝
!?

﹁なるほど︒それから俺が議長になって︑魔物もエルフも勢揃いで会議するのもありだ

ではいかなくても︑お話くらいはできるのではないでしょうか﹂

う？ 排外的なエルフでも︑マレビトの伝説は知っているはずです︒すぐに友好的とま

﹁キュウビ様たちと合流したら︑タマちゃんに同席してもらって話すのはどうでしょ

ロエだった︒

獣医さんのお仕事 in 異世界９

17

18

よな﹂
み と こうもん

あふ

もん どころ

もん どころ

ひか

ドラゴンは︑水戸黄門でいうところの紋所にでもなるのだろうか︒見た目もサイズも
随分とインパクトに溢れた紋所である︒民衆が控えるのも納得だ︒
あとはナトがエルフの里に入るのに異論を唱えなければ問題ない︒
その時︑風見はナトがこちらに視線を向けていたことに気づいた︒
﹁どうした？﹂
﹁⁝⁝守ってくれる？﹂
﹁ナトを守れるほど力があるのは︑クロエやリズたちだと思うけど﹂

べにいろ

だから信じてると言わんばかりの迷いない声だ︒他の誰でもなく︑風見だけを真っ直

﹁違う︒守るのはあなた︒あなたにしかできないことがあるから︑あなたに頼んだ﹂
そうぼう

風見はふと︑ひたりとナイフを首に当てられたかのような悪寒を感じた︒そちらを向

お かん

ぐに見つめる双眸はとても綺麗な紅色で︑吸い込まれてしまいそうな気分になる︒
くことはできないが︑クロエがこちらを見つめているのはわかる︒しばらくしてプレッ
シャーが薄まり︑風見がようやく振り返ると︑彼女はむくれた様子でこちらを見つめて
風見は気持ちを整え直し︑ずっと同じ顔のまま待っていたナトに視線を戻す︒

いた︒
﹁俺は俺なりに事を荒立てないよう︑頑張るつもりだ︒それでいいよな？﹂

﹁ありがとう﹂
いいか？﹂

﹁それまでにできることをしたい︒現状を知るためにも︑領域内を案内してもらっても

たぐい

﹁その程度は構わない︒夕食を探すついでもある﹂

かし

﹁それなら調味料の類も探しませんか？ 食事らしいものを食べた方が疲れが取れます
から﹂
ナトはきょとんとした様子で首を傾げる︒人間が生きるためには食事が必要というこ
とだけしか頭にないのだろう︒彼女は調味料の重要性を全く理解していない顔をしつつ
も︑風見の顔を覗き込んでくる︒
﹁⁝⁝必要？﹂

ドリアードの領域はあまりに広大だ︒

いち噛み合っていない三人組は︑まだ明るいうちに樹海へ出ることにするのだった︒

か

る料理を思い浮かべる風見と︑黒い笑みを浮かべたまま威圧を増していくクロエ︒いま

風見以外の人間など興味の対象外なのかクロエを無視するナトと︑数日ぶりの味があ

﹁近い︒近過ぎですよー？﹂

﹁欲しいなっ！﹂
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いど

ぜんじん み とう

いど

人が徒歩で挑むには︑魔物が強力すぎる︒空から挑んでも︑グリフォンや巨大な飛行
その中で伝説のように語られる存在は二つ︒エルフとミスリル鉱山の存在だ︒

型の昆虫が襲ってくるので︑前人未踏の秘境と言っても過言ではない︒
エルフの居住地区と︑ミスリル鉱山の周囲に生息するシルバーゴーレムは異様に目立
つ︒そのため飛竜乗りが発見して情報を広めたことが一度だけあったのだ︒
や く しま

いど

そんな地を︑風見とクロエはナトの先導で歩いていく︒風見は︑まるで小人になって
しらかみさん ち

えだ は

さえぎ

白神山地や屋久島の散策に挑んでいる気分だった︒
ふ よう ど

樹高はどれも十メートル以上︒枝葉に陽が遮られているため︑下草はほとんどない︒
あっても次世代の小さな木くらいだ︒そのため風見らは︑腐葉土の間を波打って走る太
い根にさえ気をつければ︑歩くのには大して苦労しなかった︒しかも森には︑人を優に
なら

ずぅん︑と重い足音が聞こえてくると︑ナトは道を空けるようにと言った︒

あ

踏み潰せるほどの大きさの何かに踏み均された道がある︒

そば

よ

白いの︑とはクロエのことだ︒彼女はこの世界の人間なので︑魔物に嫌われる体質な

﹁静かにした方がいい︒気性は穏やかだけど︑そこの白いのがいるから﹂
のだ︒
いだ

﹁⁝⁝う︒私も悪気はないのですが⁝⁝﹂
一体何が歩いてくるのかと疑問を抱きながらも︑近くの樹の傍に避ける︒その足音は

だんだんと近付いてきた︒
そこに現れたのは︑周囲の樹と同じくらいに巨大なトレント ︱ ︱ なのだろうか？
な

通常のトレントは︑人型に近い樹が自力で動けるようになったものだ︒しかしこの魔
物は︑根なのかツルなのかわからないものが絡み合って︑巨体を成している︒
たい く

ふくがん

た

も

円筒形の体躯に四つの足︒その足一本でさえ︑大木の幹に匹敵する太さだ︒
たた

はな

ふくがん

目らしき部分では︑クモのような複眼が絶えず青い光を漏らしている︒まさに触らぬ
神に祟りなしという言葉を体現していた︒
その姿に︑風見とクロエは息を殺す︒
魔物は︑風見たちの前に来ると緩やかに動きを止めた︒青色の光を放っていた複眼は︑
彼らのいる方向のみに光を残す︒そして魔物は小人を覗き込むようにわずかに体を傾け

たい く

は

なまつば

無数のツルが︑目の前をゆらゆらと動くのだ︒正直︑生きた心地がしない︒生唾さえ

で動きを止めた︒まるで風見らの様子をうかがっているかのようだ︒

チャクの触手のように風見らに向かってくる︒ツルは︑触れるか触れないかという距離

魔物を構成するツルがぺきぺきとその体躯から剥がれ︑メデューサの髪やイソギン

て動かない︒

その巨大な一脚が三人を一度に踏み潰せる位置まで寄ってくる︒それでも三人は決し

てきた︒
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呑めない︑長い時間が過ぎる︒
ふくがん

のど

も

やがて足を形成する根の合間から複眼と同色の光がじわりと漏れたかと思うと︑その
魔物はゆっくりとツルを下げてまた行進に戻った︒
ナトは魔物が去っていった方角を見て口を開いた︒

足音が遠ざかるのを待ってから︑風見とクロエは喉に詰まらせていた息を吐く︒
﹁クーカ・トレント︒あれは私もよくわからない﹂
﹁ま︑まあ︑何もしてこなかったから︑よしとしようか︒なぁ︑クロエ﹂
﹁そ︑そうですね﹂

むさぼ

その後も︑風見とクロエはしばしば冷や汗をかいた︒ドリアードの領域はそういった
こけ

静かな脅威を感じさせる存在が多いせいだ︒
体に積年の苔を背負ったウワバミ︒シカなどの中型草食獣を貪れるサイズの昆虫︒
や ぎ

な じ

真っ赤に染まった瞳を︑じっと向けてくる複数の巨大フクロウ︒グリフォン以上に大き
知る森や︑自然に生きる動物の域をはるかに超えた存在だ︒

く︑肉食獣のような体格をした山羊︒どれもこれも森に馴染む姿ではあったが︑風見の
だが無論︑危険なものばかりではない︒普通のウサギやシカ︑鳥︑陸ガメの姿なども
ま じゅう

確認できた︒それらを見たクロエは心底意外そうに言う︒
﹁魔獣がいる地ではまともな生物は住めないと思っていましたが︑違うのですね﹂

﹁そうだな︒やっぱり数とか逃げ足の速さで有利性を持った生き物は︑いなくならない
風見らが散策を続けていると︑動物が集まる岩塩地帯を見つけた︒その他︑食用にで

んだろ﹂
きそうな巨大カボチャ︱︱ 近寄った獲物をツルで絡め取る魔物などを見て回る︒
すみか

樹海は途方もなく広く︑半日かけて回っても︑見られた場所はごく一部だった︒
ナトの住処に戻った風見は︑くたくたになって座り込んだ︒
うなず

ナトの問いかけに︑風見は満足げに頷く︒

﹁もう満足？﹂

草食動物に対する肉食動物の数︑動物が口にできる木の実や果実︑植物の量は大まか

﹁ああ︒どういう生物や植物がいるかわかったし︑数もなんとなくわかった﹂

さか だ

たど

虫やらトレントやらに怯えて︑毛を逆立てているクイナの姿が目に浮かぶ︒

おび

﹁早く無事を確認したいな︒クイナとタマは大丈夫かなぁ⁝⁝﹂

です﹂

﹁そうですね︒タマちゃんや飛竜の移動速度なら︑もう辿り着いてもおかしくない頃

﹁あとは︑待ち人が来れば︑エルフの里に行ける﹂

取ったり狩りをしたりすれば︑動物が食料不足で困るのは容易に想像がつく︒

に把握できた︒食料となる植物はあまり豊富ではなく︑エルフが広い範囲で木の実を
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タマはといえば ︱︱お利口にしていればいいが︑と逆の方向で心配だ︒なんと言うか︑
大型犬を人に預けた時よりも数倍は不安だ︒リズとキュウビは心配いらないだろう︒こ
ういう時はとても頼りになる︒
最後にクライスが彼女らについてくるかどうか︒彼は元々皇太子直属の騎士で︑今は
任務で風見についている︒皇太子の気分次第だろうが︑なんとなくついてきそうな気が
そんな風に仲間の話をしながら夕食を終えた風見らは︑陽が落ちると早々に寝ること

する︒
にする︒
ナトは﹁寝床はいらない﹂と言い︑うろの内壁に背を預けて目を閉じてしまった︒背
ゆず

が痛くないのかと聞いてみても︑
﹁ここで大丈夫﹂と短く答えるのみ︒相変わらずよく
れに甘えて就寝する︒

わからないナトだが︑これは毛皮の敷物を譲ってくれるという厚意だろう︒風見らはそ
しばらくすると︑ナトは音を立てずに外へと出ていった︒
︵どうしたんだ⁝⁝？︶
風見はナトが気になり︑意識を向ける︒
食事も取らない上に︑そこらの植物からいくらでも体を作れるという彼女︒そんな存
在がまさかトイレに行ったというのは考えにくい︒

どうくつ

悪いとは思いつつも︑風見はこっそり彼女の後をつけることにした︒
洞窟の外に出た彼女は︑地割れの岩壁から生えた木に顔を向け︑何かをしていた︒
それは恐らく会話なのだろう︒唇が動くのだけは見える︒だが声は聞こえない︒彼女

すみか

風見はしばし︑追うか追うまいか悩む︒しかし︑ついついその後を追ってしまった︒

はしばらくするとその動きもやめ︑そのまま地割れの先へ歩いていこうとしていた︒
︵あれ︑でもこの先って行き止まりじゃないのか？︶
どうくつ

上から見た限りでは地割れは数百メートルしかなかった︒ナトの住処に繋がっていた
ように︑また別の洞窟があるのだろうか︒
歩いている姿には︑目的らしいものは感じられない︒変わったことといえば︑道端に
落ちている枝を拾い︑すぐ興味がなくなったように捨てたくらいであった︒

ほど

もうじき行き止まりだろう︒これは単なる気分転換の散歩だったのだろうか︒
そう思いはじめた矢先のこと︱︱

ある︒

はや わざ

振り返ると︑ナトが間近に立っていた︒まるで瞬間移動でもしたかのような早業で

ま ぢか

いきなり彼女の姿が植物に戻って解け落ちたかと思えば︑背後から声をかけられた︒

﹁何か用？﹂

﹁うおっ ﹂

!?
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﹁それで︑何か用？﹂
じゃっかん

﹁あー︑その︑後をつけたりして悪かった︒俺としても若干やましさはあったんだけ
いだ

ど⁝⁝こんな時間に出歩きはじめたことが気になってな﹂
ナトの歪んだ解釈に︑風見は声を荒らげた︒

ゆが

﹁私の体にやましい気持ちを抱いた？﹂
﹁それはやましい違いだっ！﹂
﹁うん︑知ってる﹂
﹁いや︑だから︱︱って︑え？ あ︑あー⁝⁝︒くそう︑俺はどうツッコめばいいん
うなず

ボケの一辺倒ならまだしも︑このように普通に頷かれると︑どう反応すればいいのか

だ⁝⁝﹂
わからない︒
な

風見はリズムすら合わないこの会話に苦悩し︑頭に手を当てる︒
し

おも も

するとナトは彼の頭を優しく撫で︑
﹁痛い？﹂と素直に体調を心配してくれた︒
その思いやりは︑やましさを抱える風見の心に多少沁みる︒彼は複雑な面持ちを彼女
誤解を招く余地などないくらい丁寧に説明しないと︑話がいくらでも脱線しそうで

に向けた︒
ある︒

﹁つまりだな︑食事も取らないで済む精霊が︑こっそり外に出ていく理由が気になった
んだ﹂
かわ

どう

今度は大丈夫だろう︒風見はこのまま︑真相について話を発展させるつもりでいた︒
だがナトは︑風見の熱い視線を回れ右して躱してしまった︒彼女の向かう先は︑洞
くつ

窟だ︒
どうやら彼女は風見の考えを聞いて満足し︑帰るつもりらしい︒マイペースが極まっ
風見は慌ててナトの背に声をかけた︒

ている︒
﹁ああ︑もうっ！ ちょっと待てって！﹂
﹁ん︒まだ何か？﹂

機械のように︑問えば答えを返す彼女だ︒確かに嘘ではなさそうである︒

﹁そ︑そうか﹂

﹁それだけ︒嘘をつく理由がない﹂

﹁それだけ⁝⁝なのか？﹂

えた﹂

﹁ 私 が い な い 間︑ 森 が ど う だ っ た か︑ 木 に 聞 い た︒ あ と こ れ か ら の 予 定 に つ い て 伝

﹁この際正直に聞くけど︑一体何をしてたんだ？﹂
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あや

そう思うと︑勝手に怪しんだことにばつが悪くなってしまう︒風見はナトに謝ろうと
彼女は︑すたすたと足音だけ残して先に行ってしまう︒

する ︱ ︱ が︑頭を下げた時には彼女の背しか見えなかった︒

たけ

ええい︑ナト︑待て︒ちょっと待ってくれ！﹂

つぶや

ぽつりと︑そんな言葉が呟かれる︒

な質問を重ねようとしたら︑ナトに指で口を塞がれた︒

ふさ

そ

どこで︑何に育ててもらって︑今回のように森のために動くことになったのか︒そん

﹁もう少し詳しく ︱︱﹂

に恥じらいのような感情を見せるのは︑初めてだ︒

会話の際は︑こちらが恥ずかしくなるくらい視線を注いでくる彼女である︒こんな風

そそ

彼女は首を横に振った︒続いて何かを言おうとしたが︑不意に視線を逸らす︒

精霊は他の魔物をまとめるリーダーなのか？﹂

団に属しているから仲間を守らなきゃいけないとか︑役割が行動に繋がっているだろ︒

﹁それはわかる︒でもなんでナトだけが動いているんだ？ 例えば人で言うなら︑自警

たくさんの命が失われてる﹂

殺した︒その代わり︑魔物もたくさん死んだ︒結果的に言えば︑エルフが増えたせいで

これ以上増やさないために︑魔物は自分たちの領域に踏み込んでくるエルフをたくさん

﹁大したことじゃない︒エルフは今まで以上に増えた︒増える速度も上がった︒だから

﹁まず︑この森を守ろうとしたきっかけを教えてほしい﹂

﹁何から聞きたい？﹂

いった︒彼女はちょこんと岩の上に座って︑真っ直ぐに見つめてくる︒

ナトは数秒ほど見つめ返してからそう言うと︑風見の手を引き︑手頃な岩まで連れて

﹁⁝⁝ダメじゃない﹂

多くの人間と同じだ︒

て話し合いたい︒相手が人外だからと隔たりを作っていたら︑魔物は害だと決めつける

へだ

相手の思考を読んで善悪を判断するなんて小難しいことは苦手だ︒最初から腹を割っ

て動きたい︒それはダメなことか？﹂

て神経を擦り減らしている︒どうせだったら俺はナトを信じて︑ナトにも信じてもらっ

﹁必要だ︒俺はナトのことが知りたい︒今は知らないことが多すぎて︑変に疑ったりし

﹁必要？﹂

俺が知らないことを教えてほしい﹂

﹁俺といろいろ話してくれ︒ナトがどうして森を守ろうと一人で動いているのかとか︑

風見はすぐに追いかけてナトの腕を掴むと︑思いの丈をぶつけた︒

﹁またかっ
!?

﹁⁝⁝私が生まれ育った場所だから﹂
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﹁言わない﹂

や ぼ

出しかけた言葉を声にできない風見︒しばらくして︑彼女は指を離す︒

じ

唇には未だに指の温かさが残っていた︒
﹁今日はこれまで︒もう遅い﹂
﹁⁝⁝そっか︒そうだな﹂
ただ

言いたくないという彼女に無理強いするほど︑風見も野暮ではない︒いきなり根掘り
葉掘り問い質そうというのは無理がある︒また機会があれば︑聞いてみるべきだろう︒
うなず

すると早々に立ち上がったナトは︑先ほどと同じく彼の手を引き︑今度こそ寝床に戻
寝床に戻るまでのわずかな間︑ナトはぽつりと口を開いた︒

ろうとした︒風見は頷き︑彼女について行く︒
﹁あなたはいい人︒それはわかった﹂
﹁それはありがとな︒そういえば︑ナトは俺に何か聞かなくていいのか？﹂
い人︒ただの人間とは違う人︒この国の魔物なら多分︑それを知らない者はいない﹂

﹁いい︒あなたのことは知ってる︒今までしたことも︑いっぱい知ってる︒あなたはい
内容は ﹂
!?

﹁つまりナトのお守りを預かれと？﹂

﹁違う︑あげない︒お守り︒持っていて？ そうすればみんなを守ってくれる﹂

﹁なんだ︑これ？ ちょっと高そうだぞ﹂

値段は相当のものかもしれない︒風見はそんなものをもらっても困ると表情に出した︒

ナトから手渡されたのは︑白い真珠のような宝石だ︒飴玉ほどの大きさしかないが︑

﹁これ︑持っていて﹂

に立ち止まり︑振り返った︒

仕方なく諦めた風見は︑大人しく彼女の後に続く︒すると彼女はふと思い出したよう

だがナトは﹁秘密﹂と言うのみで︑もう答えてくれない︒

どのような噂が囁かれているのか︑風見からすれば不安である︒

ささや

﹁え︒そこまで知れ渡ってるものなのか⁝⁝
!?

†

リズとキュウビ︑クイナ︑クライス︑そしてタマは︑風見とクロエを追って帝都を出

リズたちは︑ヴィエジャの樹海の始まりの場所にある︑川沿いにいた︒

風見が帝都でナトに攫われた日から四日︒

さら

尾行をした後ろめたさがある風見は︑結局は頷いてしまうのだった︒

うなず

よくわからないが︑精霊にはそういう習慣でもあるのだろうか︒

﹁そう﹂
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いわ

た後︑北方にあるエルフの里を目指していた︒
キュウビ曰くナトは精霊で︑千年前にヴィエジャの樹海で会ったことがある相手だと
にな

いう︒その時の経験から︑エルフの里に風見を連れていくとあたりをつけたらしい︒
案内はキュウビが担っていて順調なのだが︑問題はタマにやる気がないことである︒
今朝から一歩も動こうとせず︑もう昼になっていた︒
よ

川辺では︑タマから離れたところで飛竜二頭が丸くなっている︒キュウビらはタマの
巨体で風を避けていた︒金属カップの中で湯気を立てるお茶を手にたき火を囲い︑顔を
突き合わせて会議中だ︒
寒がりなクイナはカップを両手で持ちながら︑キュウビに問いかける︒
﹁キツネ様︑ここはもう樹海なんですよね？ わたしたちが行こうとしてるエルフの里
まで︑あとどのくらいですか？﹂
﹁飛竜の翼でなら二時間もあれば見えたはずなのですが︑今日中にどうにかするのは無
理かもしれません︒折を見てもうひと踏ん張りだとタマちゃんに語りかけ︑走ってくれ
ることに期待しましょう﹂
そう言って眉根を寄せるキュウビ︒リズは軽い調子で言う︒
﹁それがちょうどいいかもね︒エルフの里に突然この軍勢で押し寄せると︑いらん混乱
を招く︒このあたりで止まっておけば︑勝手に察知して︑適度な警戒に落ち着いてくれ

るんじゃないかな﹂
︱︱ そんな風に言っていたら︑本当に動けずじまいとなったのが昨日のハイライト
だった︒

たど

そんな風に言っていたが︑実際その日は一日動けずじまいだった︒翌日にはなんとか

たみ

よう さい

タマを説得し︑エルフの里まで辿り着く︒そうしてようやくその里を目にしたのだが︑
け げん

リズは怪訝そうに眉をひそめた︒その理由は里の外観にある︒
﹁なんだこれは︒エルフは森の民だろう？ それがどうしてこんな要塞じみた集落を
案内人のキュウビにちらと視線を向けると︑彼女もまた目を丸くしていた︒

作っている？﹂

えだ は

執事の嗜みで草木の手入れに覚えがあるクライスは︑それを見てから森の枝葉に視線

たしな

メートルほどもある︒

最大の特徴は︑森と集落の間に真っ平らな草原ができあがっていることだ︒半径五百

まるで果実のようだ︒その樹と樹の間には︑橋が何本も架けられている︒

川を挟んで巨大な二本の樹が生えている︒その樹の枝にはいくつも家が作られていて︑

はさ

が⁝⁝﹂

﹁ え え︑ 本 当 に︒ 千 年 前 に 来 た 時 に は︑ ち ゃ ん と 森 の 中 で 暮 ら し て い た 種 族 で し た
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せんてい

を向けた︒
ことも肝要︒しかしここではそれが疎かにされていますね︒樹海の魔物に襲われるの

おろそ

﹁植物の剪定は︑時期と枝の密度に関して配慮が必要です︒当然ながら︑新芽を育てる

うなず

で遠方まで薪や食料調達に出られず︑手近な物から根こそぎ伐採した結果でございま
しょう﹂
クライスの視線の先︑草原に接する森は木々が薄くなっている︒彼の意見に頷くと︑
リズは腕を組み集落を見つめた︒

くぐ

﹁ふむ︑なるほどね︒まあ︑仕方なしにというのもあるかもしれない︒だがこれは︑防

ぼうるい

里に踏み込むには︑この草原を通り︑さらには木々で組まれた門を潜り抜けなければ

衛の観点からすれば︑役立っているみたいだね﹂
ならない︒
にら

その門や集落の防塁︑物見やぐらの上には︑武装したエルフがぞろりと並び︑こちら
それも当然だろう︒誰も訪れないはずの樹海に人間がやって来たのだ︒しかも飛竜二

に睨みを利かせていた︒大した歓迎だ︒空気が緊張している︒
頭とドラゴンまで引き連れている︒こんな状況で警戒されない方がおかしい︒
うなず

﹁わたくしが行きますから︑皆さんはここでお待ちくださいな﹂
そう言ったのはキュウビだ︒リズとクイナは頷く︒

かな

﹁そうしておくよ︒矢で射られても敵わんからね﹂
﹁キツネ様︑気をつけてくださいね？﹂
﹁はいはい︑クイナ︒優しいのはあなただけですわね︒心配してくれてありがとうござ
います﹂
おいらん

ここは最も年長者であり︑この森に来たことがあるというキュウビが会話に向かう︒
彼女は花魁のように肩を出した着物を着ていて︑一見するとか弱い女だ︒エルフたちを
おおなぎなた

クイナの頭を撫でたキュウビは︑得物である大薙刀を地面に突き立てると︑エルフの

な

刺激することはないだろう︒この四人では無難な役割分担である︒
里に向き直る︒
﹁害意はありません︒わたくしはキュウビと申します︒族長や長老など︑数百ほどお年

に当たるのは一人しかおらぬ︒よもや未だに老いていないとは驚きだが﹂

おぼ

﹁九本の尾︒そしてその名︒儂も幼い頃に見たきりで顔などとうに忘れていたが︑記憶

わし

を︑さらに細めた老夫だ︒彼はキュウビを見つめ︑ふうむと唸る︒

うな

ぼよぼな者が出てきた︒杖の上で手を組み︑しわや皮膚のたるみにより小さく見える目

すると防塁の上から弓を向けていた若い衆の間から︑相当年を取っていると思しきよ

ぼうるい

しければお声をかけていただけませんか﹂

を召した方はいらっしゃいますか？ もしかすると面識のある方かもしれません︒よろ
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さま

﹁あら︑いやですわ︒わたくしが以前ここを訪れたのは︑少女と呼べるほど幼い時︒女
として︑今はこれこのとおり成長しています﹂
け げん

しっとりと微笑んだキュウビは︑その場でくるりと回ってみせる︒その様には以前の
おもかげ

面影など感じなかったのか︑老夫は少々怪訝そうに眉をひそめた︒
ココノビ

えん こ

しかし彼女の話を信じたらしく︑エルフたちに声をかける︒
﹁皆︑弓を下げよ︒九尾の炎狐にはそのようなものは通じぬ﹂
なつ

まな ざ

しぼ

﹁懐かしい呼び名ですわね︒存外︑記憶しているではないですか﹂
若いエルフたちは老夫に疑いの眼差しを向けながらも︑弦を絞る腕を次々に下ろした︒
キュウビは頬に手を添え︑くつくつと笑いながらその様子を見やる︒
﹁して︑そのキュウビ殿がドラゴンや飛竜なぞを連れて何用か︒魔物混じりの貴女がこ
のような時分に突然来られては︑我々も警戒せざるを得ないのだが﹂
﹁そんなところに閉じこもるあなた方にとって︑ドラゴンは天敵ですものね﹂

よし

二人の会話に周囲全体が注目している中︑キュウビの言葉の意味が理解できなかった
クイナはリズの裾を引いて尋ねた︒
﹁⁝⁝あの︑団長︒今のってどういう意味ですか？﹂
﹁残念だが︑エルフみたいに外界に出ん者のことは知る由もないね﹂
リズにも真意が掴めないらしく︑首を横に振る︒

するとクライスが代わって質問に答えた︒
と聞きます︒エルフは近しい属性同士で相加術を用い︑集落に結界を築くことがあると

もち

﹁閉鎖的な生殖の結果なのか︑エルフの属性は風︑水︑特異属性の陰と陽が極端に多い

ゆえ

エルフは長命な上︑集落には数十︑数百年と慣れ親しんだ者しかいない︒それ故に他

か︒しかしその結界も︑特殊で強力なドラゴンの律法を使われてしまえば︱︱﹂

ばっ こ

者と律法を同調させ︑強化する相加術も熟達しやすいのだろう︒
ま じゅう

い か

魔獣が住み︑強力な魔物が跋扈する森でエルフが生存できる理由はここにあるはずだ︒
﹁なるほど︒如何に強固な壁でもその力ごと食われる︒あれの律法は唯一の脅威という
納得したリズたちは︑エルフの若い衆と同じく静観をもって二人の動向を見守ること

わけか﹂

4

4

4

4

4

4

4

4

あや

ぬぐ

わし

﹁ドラゴンが好む人間など︑世では限られているではありませんか︒わたくしはその方

4

は族長として貴女方を受け入れるわけにはいかぬ﹂

﹁では︑ドラゴンなどを連れてきて︑何をする気なのじゃ？ 怪しさが拭えぬ限り︑儂

後ろには人も連れていますから﹂

﹁当初申した通り︑害意はありませんわ︒わたくしは魔物の仲間でもありません︒現に

キュウビと老夫の会話は未だに続いていた︒

にする︒
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さら

げい か

の代理です︒彼が帝都で木の精霊に攫われたので︑こちらに逃げたものだと思って追っ
てきたのです﹂
﹁またマレビトが召喚されたと？ それにしても奴が猊下に手を出すとは⁝⁝﹂
み す

ナトの話が出ると︑エルフたちはざわめきはじめた︒
げい か

だが︑族長を名乗る老夫は静かに見据えるのみだ︒
こさぬために交流を断っている︒お引き取り願えまいか﹂

た

﹁しかし︑残念ながら猊下はここにはおられぬ︒我らは元来︑他種族と無用な争いを起

さら

﹁彼がいないのなら︑私たちの目的は集落に入ることではありません︒その代わり︑し

とら

ばらくここで待たせていただけませんか？ 精霊が彼を攫ったということは︑きっとこ
こで何かを ︱ ︱﹂
会話の最中︑キュウビの耳は不意に風切り音を捉えた︒
あお

彼女だけではなく︑リズやクイナもふと顔を上げる︒ふて寝をしていたタマもそれを

またが

感じ取ると︑ばっと顔を上げて空を仰ぎ見た︒今までのやる気のなさが嘘のような反応
ぶりだ︒
またが

空には二体のグリフォンがいた︒一体には風見とクロエが跨っており︑もう一方には
ナトが跨っている︒それはリズたちとも︑エルフたちとも距離を取った位置に着地した︒
魔物と︑精霊だ︒そう認識したエルフは一斉に弓を構え直したのだが︱︱

そんなものは意にも介さず︑タマが跳び出した︒体をバネのようにして跳び出したそ
それは弓を暴発させてしまいそうなほどの揺れで︑エルフたちは慌てて弦を緩めた︒

の一足が地面につくと︑衝撃が走り︑地震のように辺りが揺れる︒

ま じゅう

たった一歩でこれである︒エルフたちの心に走った衝撃は地面の揺れよりも大きいだ
こわ ば

ろう︒あの巨体︑あの図体でありながら︑ここまで動ける魔獣が目の前にいるのだ︒体
が強張るのも当然である︒
そしてそれはナトにとっても同じであった︒
﹁⁝⁝っ！﹂
タマに驚いたグリフォンは︑小動物のように身を縮めて空へと逃げ出した︒一方のナ
トが迎え撃とうとしたところ︑風見が止めに入る︒

させ︑風見に撫でを催促する︒手の動きが止まれば︑鼻先で体を押し上げてまた催促

な

会えないのがよほど寂しかったのか︑旅行明けに会った犬のように尻尾をぱたぱたと

﹁よしよし︑タマ︒急に離れちゃったから心配してたけど︑元気にしてたみたいだな﹂

犬ほどに声帯が発達していないタマは︑オアァーとつたない声をしきりに漏らす︒

も

れている︒待っていると︑タマはブレーキをかけ︑風見の前に鼻先がつく距離で伏せた︒

猛烈な勢いで迫るあの巨体を見れば︑誰だって身構えるだろう︒しかし風見はもう慣

せま

﹁待ってくれ︑ナト︒構えなくていい︒それと︑ちょっと動かない方がいいぞ﹂
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した︒
あれほどの脅威であるドラゴンがこうしてかしずく相手といえば︑マレビトしかい
ない︒

うっぷん

⁝⁝と︑そのくらいで収まれば︑伝説上のマレビトと同じく威厳ある姿と言えただ
ろう︒
だが︑五日も離れていて鬱憤の溜まっていたタマが︑それで終わるはずがなかった︒
な

﹁ぐ︑ぬおっ⁝⁝ ﹂

うろこ

はさ

痛いってば︑タマ！ おい︑タマ

誰か︑誰か助けっ⁝⁝あだっ

に言えば胴体を挟まれ︑唾液でどろどろにされるという四重苦である︒
﹁ぐ︑痛いっ
肌がっ︑肌が裂けるっ ﹂

!?

うなず

した様子でぼやく︒その場の誰もが︑優しく頷いてくれるのだった︒
†

またが

い き

しょうちん

風見がよじ上ろうとすると︑タマは素直に頭を下げ︑指示通りエルフの老夫の前まで

のぼ

﹁さて︑タマ︒話をつけるためにあっちまで連れていってくれ﹂

見は︑ようやく落ち着いてくれたタマに語りかける︒

その後︑エルフは風見がマレビトだと信じたらしく︑警戒を解いた︒その様を見た風

さま

彼はハンカチで顔を拭くと︑
﹁とりあえず︑なかったことにしよう⁝⁝﹂と意気消沈

べとになった風見は︑よろけながらも立ち上がる︒

五分ほどが経過した︒威厳ある伝説の姿はどこへやら︒少々擦り傷がつき︑唾液でべと

いや︑ドラゴン相手に手を出すなんて無理でしょう︑と誰しもが見て見ぬふりをし︑

あだだだだだっ⁝⁝
!!

!?

鋼鉄の鱗による粗いやすりがけと︑しなり細やかな目の舌によるやすりがけ︒ついで

した︒

み︑逃がそうとしない︒そのまま彼に頭を擦りつけたり舐めたりと︑全身で愛情を示

な

見を鼻先で押し上げる︒そのせいで風見が足を滑らせると︑タマは彼を両前足で挟み込

はさ

巨体の鼻先を撫でられるだけでは触れ合いが足りないらしく︑タマは猛烈な勢いで風

!?

!?

!?

風見は老夫に声をかけた︒

高さにある︒

防塁に立つエルフの老夫と︑アースドラゴンの上に立つ風見︒二人の視線は今︑同じ

ぼうるい

りだ︒

人の十倍とも言われる長命なエルフでも︑その姿は珍しいらしく︑ただ見入るばか

なってくれることだろう︒

歩いていく︒こうしてたやすくドラゴンに跨るマレビトとしての姿こそ︑信用の材料と
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よ

﹁はじめまして︒あなたがエルフの族長ですね？ 俺は風見心悟と言います︒この世界

したが

は︑しないで済む争いは治めたいと思います︒できれば仲裁したいのですが︑話を聞か

に喚ばれた者です︒ここでは︑エルフと魔物の間で争いがあると聞きました︒俺として
せてもらってもいいですか？﹂
ま じゅう

つぐ

﹁確かにドラゴンをそうやすやすと従える人間など︑マレビト以外にないだろう︒じゃ
の席につかねば力尽くで這いつくばらせる︑と言外に示しているように思えてなりま

は

が︑そのように強力な魔物や魔獣を連れて歩くのは︑いかがなものか︒口を噤んで話
せぬ﹂
全くその気はなかったのだが︑いざ仲間を見れば族長の意見もわからなくはない︒

﹁え？ あー︑改めて考えてみれば︑確かにこれは怖い面々ですね﹂
アースドラゴン︑飛竜二体︑グリフォン二体︑キュウビとナトという人外に加えて︑
この森を進んでこられた人間が四人︒そして伝説の存在が一人︒それはもう︑少数精鋭
軍隊とも正面から渡り合える戦力が︑里の前に集まっているのだ︒事態を分析できる

も極まっている︒

風見は首を振り︑そんな気はないと主張する︒

者からすれば︑背筋が凍る光景だろう︒

へだ

﹁ 俺は誰も傷付ける気はありません︒俺の元の世界での仕事は獣医 ︱︱ 動 物と人の

こころざし

両方を助ける仕事でした︒だから︑エルフにも魔物にも︑分け隔てなく接するつもり
です﹂
﹁この争いを終わらせるという高貴な志には︑感服いたしましょう︒けれどそれは︑勢
力を伸ばしはじめた我々が魔物に譲歩せよ︑ということであられますか？﹂
﹁そうとも限りません︒ただ︑工夫によってなんとかなることなら︑提案させてもらい
ます︒何をどうするかは︑話し合ってゆっくりと決めればいいじゃないですか﹂
かたく

﹁残念じゃが︑それはお断りさせていただこう﹂
あたい

エルフの族長は頑なだ︒拒絶の意思を込めた目で風見を見つめ返してくる︒
﹁あなたはマレビトだ︒その言葉は信ずるに値する︒しかし︑森のためなら命などどう
ゆえ

とも思わない精霊と共にいる︒小心極まるが︑我らはその精霊を信ずることができない︒

にいるはずの彼女の声は︑風に乗ったのか︑風見の耳にもはっきりと届いていた︒

決して大きな声ではない︒いつもの静かな声だ︒しかし数百メートルも離れたところ

﹁別にいい︒それは必然﹂

のだが︑そんな矢先に声が差し込まれた︒ナトの声である︒

このくらいの反論は予想していた︒風見は言葉を尽くし︑もう少し歩み寄ろうとした

﹁いや︑それでもですね ︱︱﹂

故に︑話の席につく気は起きませぬ﹂
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せ すじ

うごめ

振り向けば︑彼女はぞわりと背筋を凍らせるような視線をこちらに向けている︒
それに加え︑彼女の後方に位置する森が蠢き︑様々な魔物が現れた︒数はざっと三十︒

まか

まだ少しも話していない

戦闘を起こすに十分な戦力を見たエルフは︑慌てて弓矢を構え直す︒風見も驚いて声
を上げる︒
﹁ちょっと待て︑ナト！ この話は俺に任されたはずだろ

まか

せられるからこそ︑仲裁役を任されたのだ︒

やど

風見はタマに指示を出した︒それは︑たったの一言である︒
うな

こた

﹁︱︱ 容赦はいらない﹂

﹁っ
いな

クロエ︑後ろだっ！﹂

そう思っていたのだが︑その時︑風見の視界に予想外のものが飛び込んできた︒

を蹴散らすのに何秒かかるか︑というだけの問題だ︒

け ち

タマは唸って応え︑四肢で力強く大地を掴んで構えた︒勝負ですらない︒魔物の群れ

む

魔物数十体など︑ドラゴンにとっては敵にすらならない︒こういう時にも場を鎮圧さ

さっきまでの交渉もこの行為も︑時間の無駄になるのか︑と悔しさはため息に変わる︒

﹁⁝⁝俺を頼ってきたから︑こういう手は取らないと思っていたんだけどな﹂

風見は歯噛みして悔しがる︒

は が

里へ押し寄せようとしている︒

型のトレントまで混在していた︒それらは地面を揺らすほどの怒涛の勢いで︑エルフの

ど とう

一斉に飛び出した魔物には︑草の魔物マンドレイクやキノコの魔物マイコニドから大

める︒

風見は声を張ったが︑届かない︒彼女が腕を水平に振ったと同時に︑魔物が動きはじ

﹁待て︑とにかく止まれ︒話を ︱︱！﹂

た︒それと同じ︒必要なことはする︒手段を問うつもりはない﹂

﹁私は元よりこの争いを治めるつもり︒そのためにあなたを選んだ︒あなたが必要だっ

風見は裏切られた気分でナトを睨み︑返答を求めた︒すると︑彼女は口を開く︒

にら

最初からこうする気なら︑わざわざ帝都から風見を連れ去ってくる意味なんてない︒

強引な暴力行為に走る気がないからこそ︑争いの仲裁を依頼してきた︱︱はずである︒

彼女は後方の森で気を尖らせる魔物と同調し︑瞳に魔力を宿していた︒

とが

のにいきなりそんなことはするなっ！﹂

!?

よ

何故クロエを狙うのか︑理由は不明だ︒しかもどういうわけか︑そこには攻撃らしい

らはツルを伸ばし︑エルフや他の誰でもなく︑クロエのみを追った︒

次の瞬間︑土がぼこりと盛り上がり︑クロエの背後に数体の魔物が生えてくる︒それ

死角から狙う︒彼女は声に反応して︑それらを紙一重で避けた︒

かみひと え

言うが早いか否か︒ナトや魔物に向けて警戒し︑構えていたクロエを︑複数のツルが

!?
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するど

殺意や鋭さが感じられない︒
とな

クロエはとにもかくにも走った︒肉体強化の律法を唱えたのだろう︑白い光をまとっ
ている︒その状態の彼女の瞬発力には︑特殊な技でもなければ追いつくことはできない︒
すさ

ふさ

だが︑彼女に追いすがる影があった︒ナトである︒しかもその速度はクロエを上回り︑

ふところ

回り込めるほどだ︒吹き荒ぶつむじ風に乗り︑ナトはクロエの前に立ち塞がる︒
﹁必要なことはする︒それだけ﹂

﹁ど︑どういうつもりですかっ⁝⁝ ﹂
﹁くっ︱︱ ﹂

!?

しまった︒

ふさ

ともな

足で魔物たちを払い飛ばす︒けれども︑クロエを捕まえた魔物はすぐに森の奥へ消えて

そう叫ぶと同時に風見は背から飛び下りた︒呼びかけに応じ猛烈に跳ねたタマは︑前

﹁タマ︑クロエをっ！﹂

れる︒律法を唱えられぬよう︑口まで塞ぐ念の入りようだ︒

とな

彼女はそこで待ち受けていたトレントに捕まえられ︑次いでツルで四肢を縛り上げら

中に吹き飛ばされた︒

トはクロエの腹に掌底を叩き込む︒それに伴って生じた突風によって︑クロエは森の

しょうてい

クロエは構えようとしたが︑攻撃する間もなくナトが懐に踏み込んできた︒直後︑ナ

!?
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む

む

け ち

タマは森に飛び込み︑目の前に群れる敵をまとめて蹴散らしていく︒木ほどの大きさ
ふさ

かぎづめ

じゅうりん

の敵が群れていても︑ドラゴンの力の前には無意味だ︒虫のように宙へと散らされる︒
な

あぶ

けれど森の魔物は次々に身を盾にして道を塞いだ︒タマがいくら鉤爪で蹂躙し︑炎の
い ぶき

まか

息吹で森を薙ぎ払っても︑クロエを捕らえた魔物は炙り出されない︒恐らく︑森の奥に
入り込んだのだろう︒
風見はタマにその場を任せると︑草原で立ったまま逃げもしないナトに駆け寄った︒
﹁どういうことだっ︑なんでクロエを襲った ﹂

どうどうめぐ

こぶし

フとの交渉に必要なら︑今ここで私と決別してくれてもいい﹂

さと

﹁⁝⁝そこまではいらない﹂

と

うなず

こた

な

彼らは何かを成し遂げたかのような満足げな表情を浮かべ︑事切れていく︒ナトはそ

な

まだ息のある魔物は早々に退き︑残されたのは虫の息となったトレントなどだ︒

しりぞ

﹁⁝⁝？ なんでこいつら︑こんな顔を⁝⁝？﹂

そんな時︑風見はふと視界に入った魔物に疑問を覚える︒

も出し抜かれることはある︒一念岩をも通すという言葉通り︑いい教訓になった︒

いちねん

でて労った︒仕方がない︒身を盾にした彼らには︑強い覚悟があったのだ︒ドラゴンで

ねぎら

風見はタマを呼び寄せる︒期待に応えられなかった︑としょげて帰ってくるタマを撫

れ去ったトレントの姿はない︒

会話が終わる頃には︑タマはあらかたの魔物を引き裂いていた︒その中にクロエを連

文句を言っても無駄だと悟った風見は言葉を呑み下し︑拳を握り締めた︒

にぎ

﹁必要のないことはしない︒あなたが仲介に本気を出す理由を作りたかっただけ︒エル

﹁⁝⁝クロエは無事に返してくれるんだろうな？﹂

叶えてくれる番﹂

る︒︱︱ 私はもう︑あなたのために頼まれたことをした︒今度はあなたが私の願いを

を円滑に進めるために必要なことをしただけ︒仲間を奪われれば︑あなたも本気にな

﹁エルフとの話は︑あのままだと堂々巡りだった︒けれどもう時間がない︒だから︑話

すると︑ナトは口を開いた︒

くっと歯噛みした彼は︑ひとまずその手を止める︒

は が

ナトの肩を掴み揺さぶりながら︑きつく問いつめる︒しかし彼女は何も弁明しない︒

!?

りません﹂

﹁すみません︑事情が変わりました︒多少無理やりにでも付き合ってもらわなければな

乗って村の前に戻った︒

そちらはひとまず置いておき︑風見はエルフとの交渉を再開するため︑タマの背に

の表情は変わらない︒

んな彼らに歩み寄り︑頷きを一つ返していた︒その意図は読めない︒こんな時にも彼女
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立ち読みサンプルはここまで

おど

エルフの族長が顔をしかめる︒
﹁脅すと申されるか︑マレビトよ﹂
﹁このまま魔物と争いを続けても血は流れます︒血を流さないで済ますための協議の場

すが

にエルフがつかないというなら︑俺は仲間を助けるために別の手段を講じないといけま
せん﹂
心にもないが︑風見は最悪の場合を匂わせる︒
エルフたちは魔境の中︑こんな狭い安全地帯に縋りついているのだ︒元より︑意固地

げい か

もう

でいられるほどの地力がないことは︑理解しているのだろう︒族長は悔しがりもせずに
うなず

息を吐き︑頷いた︒
﹁⁝⁝よかろう︒猊下ご一行との話し合いの場を設ける︒しかし︑そこな精霊は里に入
族長の確認に︑風見は頷く︒タマにここで待っているように頼むと︑リズたちを呼び

うなず

れられぬし︑ドラゴンも外で待たせていただきたい︒よろしいか？﹂
寄せ︑集落の結界内に入れてもらうのだった︒
†
里の生活方針を決める︑族長と呼ばれる高齢の統率者と︑里を守るために若い者を統

率する戦士長︒この二人が︑協力して樹海のエルフ社会を束ねている︒
まさ

千人に満たないので︑人間社会のような明確な権力関係や身分制度はないものの︑彼
めい

したが

らが共同体の中心なのは間違いない︒序列としては︑経験が勝る族長が上︒戦士長の仕
しかし近年は︑血気盛んで伝統や規律を重んじる戦士の発言力が上がり︑口答えをす

事は︑族長の命や規律に従い︑集落を守ることだ︒
ることが増えてきていた︒もちろん︑悪意があるわけではない︒同族のエルフを守ろう

しんがり

とする高潔精神の表れである︒私欲に走る者はこれまで一人としておらず︑それが彼ら
にとっての誇りだ︒
狩猟の時はいつだって殿を務め︑住民の盾となる戦士の姿は︑里の全員が知っていた︒
ばっ こ

しょうもう

彼らが言うのは︑いつも﹁仲間のため﹂
﹁家族のため﹂と正論ばかりである︒
しかしヴィエジャの樹海に跋扈する魔物は強い︒いたずらに争えば消耗する一方なの

やはり言ってきたか︑と族長は苦労がにじむ顔となる︒

と通ずる者を迎え入れるなど︑正気の沙汰とは思えない﹂

さ た

﹁族長︑此度のことはどういう了見か︒この集落に他種族を ︱︱ こともあろうに魔物

こ たび

それに対して時折返ってくる反発が︑族長にとっての悩みのタネとなっている︒

ちなそれを補うのが︑族長の責務であった︒

は明白で︑大を守るために小を犠牲にする判断も︑時には必要となる︒戦士に不足しが
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