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らんかく

ちゅう

第一話 激レア素材・乱獲中
夏！ ……じゃないけど、海！

う ま

白い砂浜！ 青い海！ 水着の美女！ なぜか美味い、海の家の焼きソバ！
恋の季節、僕らは青春まっしぐらに、ひと夏のアバンチュールへ

あいぼう

もぐ

とうばつ

というわけで、僕らは今、海に来てます。冒険者の仕事で。

ぶん、と海の中へと潜っていくのでした。

い

今日もジト目のかわいい相棒エルクにぴしゃりと言われ、僕は仕事を再開するため、ざ

「へーい……」

「世迷言はいいから。ほら、さっさと潜る」

よ まいごと

ト・キャドリーユの意味もない現実逃避でした。以上。

とう ひ

よって平常運転、つまり本当はそのへんで野良魔物討伐でもしてたかった、僕ことミナ

の ら

……しかし、
そんなもんは転生してやってきたこの異世界にはないし、
そもそも要らない。

!!
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けい ゆ

やと

きっかけは、最近仲間に加わったナナさん……というか、彼女の雇い主であるノエル姉
かか

さんが、ナナさん経由で持ってきた『依頼』だった。
き

しょう

さいしゅ
と

なんかここんとこ、ノエル姉さんのお抱え冒険者みたいになってる気がするな……とか
そうかいこうせき

。
思いつつ、聞いた内容は『希少素材の採取』
素材の名は『蒼海鉱石』といって、海の中でしか採れないという特徴を持つ、不思議で
き ちょう

貴重な激レア鉱石である。
六日前、その新しい鉱脈が見つかったという情報を、ナナさんや別の仲間ザリーが入手
やと

した。さらにナナさんは、姉さんからの『依頼文』まで一緒に持ってきた。
の通り、このビッグニュースに飛びつく商売人は多かった。

『他の業者も冒険者を雇って収穫に乗り出すやろから、できるだけ急いでや』という内容

しつ

それを察知したザリーがあらかじめ馬車を予約していなかったら、目的地にたどり着く
のも一苦労だったに違いない。
こう ど

でんどうりつ

すぐ

何せその蒼海鉱石とやらは、質によっては黄金と同じ値段で取り引きされるらしい。
コイツを加工して作った金属は、硬度・強度はもちろん、魔力伝導率にも優れるため、
そう しょくひん

武器や防具、マジックアイテムの素材としてかなり優秀なのだ。
加えて、
加工すると宝石のようにキレイな見た目になるため、
装飾品としても人気がある。
結果、その希少さと相まって、値段は極端につり上がっていた。

そもそも蒼海鉱石が、超のつくレア素材である理由は二つある。
こう みゃく

一つ目は、鉱脈が少なく、どんなところに存在するのかわかっていないから。
『海の中にしかない』っていう情報しか知られておらず、数年に一度大規模な鉱脈が見つ
かったりするのだが、過去のデータと照らし合わせても何の規則性も無い。
さっとう

なのでどんな場所に発生しやすいとか、いつ発生するなんていう研究が進まず、偶然見
そして二つ目……むしろこっちがメインの理由かもしれないが、採取するのがとにかく

つかったらそこに殺到するしかないのだ。
大変なのだ。
さまざま

てっこうせき

この鉱石は、原石の段階から様々な特性を持っている。
くだ

まず、蒼海鉱石の鉱脈は金や鉄鉱石、ダイヤみたいに地中に埋まっているのではなく、
わ

はんべつ

海底にぽつぽつと湧き出る。そのため、見つけたら海底の岩を砕くだけで採取できる。
す

しかし原石の段階では普通の岩と判別しづらく、注意していないと見逃してしまう。
けん ま

さら

研磨すると、青水晶のような透き通った輝きを見せるんだけど、それまではほんのり青

やっかい

いただの石。
発光しているわけでも無いので、
海中で目を皿のようにして探すしかなかった。
次に、重い。
加工前の蒼海鉱石は、水中での質量が陸上での数十倍になるという、厄介どころではな
い特徴がある。質量保存の法則はどこいった？
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こぶしだい

だい

にぎ

そのため海中で見つけても、一人で抱えて浮上するのはほぼ不可能。質にもよるが、握
くさり

かご

た

り拳大でしかないのに、大の大人が数人も必要となることがあるそうだ。

ぬ

ロープを直接結びつけるのも難しいので、鎖か何かで籠を垂らし、その中に入れて引き
上げる。
そして、硬い。

ちなみに水の中でなくても、濡れているだけで重さは数倍になるそう。

がん じょう

きわ

有用な防具素材なんだから当然だけど、加工前の段階でも、鉄の剣やハンマー程度じゃ
そう簡単には砕けないくらいに頑丈だ。なので、小さく砕いて運ぶなんてことは極めて難
しかった。
き ちく し よう
こ

見つけにくい・重い・硬い――この三つが、蒼海鉱石を激レア素材にしている要因なの
である。なんつー鬼畜仕様だ。

かくさく

マ ー マ ン

そもそも探すには、長時間息を止めて海底に潜り、目を凝らさないとならないので、人
間には無理に近い。
あ じん

やと

『半魚人』にカテゴライズ
なので、この鉱石の仕入れを画策する大手の商会の多くは、
される亜人を雇い、その力を借りている。
かざ

エルフやドワーフだけでなく、この世界にはこんな存在もいるのだ。
彼らは耳のあたりにヒレっぽい飾りがあったり、手に水かきがあったり、肌の色が独特

う

なおどこかに、上半身が人間で下半身が魚の『人魚』もいるらしいんだけど、その辺は

だったり……個人差（個体差？）は様々あるが、だいたいそんな感じ。
くわ

詳しくわかっていないとのこと。
マーマン族は水中でも呼吸ができる上、種族特性として人間よりも力が強く、泳ぎも上
ま

手い。よって蒼海鉱石の探索・採取にはもってこいの人材である。
彼らを雇い海底で蒼海鉱石を見つけさせる。そして時間はかかるが手頃な大きさに切り
め ちゃ く ちゃ

出して、先ほど説明した方法で船に回収するというのが、普通のやり方だ。
りょく そ

でき し

（……ま、僕はその辺ガン無視で、相変わらず滅茶苦茶なやり方でやってんだけど）
ま

ちからわざ

というのも、僕には『魔緑素』があり体内で酸素を作り出せるので、溺死の心配は無い。
人々を悩ませる『硬さ』と『重さ』
、コレはもう力業でクリアする。
鉱石を見つけたら力任せにバキッと引っこ抜き、続いてペットであるフクロウのアルバ
え、何でいきなりアルバが出てくるのかって？

に、重力魔法で一時的に岩を軽くしてもらう。
いや、こいつ例によって、魔緑素を覚えやがったんだよ。
ただしアルバは僕と違って、
『エレメンタルブラッド』を応用し、体内で魔緑素を作り
出すんじゃなく、僕が使ってる魔緑素をそのまま再現した、って感じなんだけど。
僕の魔緑素が『アルラウネ』のコピーだから、コピーのコピーだ。
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う もう

ア ル バ

ともかくそのおかげで、この鳥は水中でも活動できるようになってしまった。
き ほう

羽毛に魔緑素を作ってるからなのか、羽がほんのり緑色になっており、そこから気泡が
水の中を当たり前のように、すいすい泳ぐフクロウ。シュールどころではない光景であ

ぷくぷく出ている。
る。だって想像してみ？
ほうがん な

話を戻すと、そんなアルバに軽くしてもらった鉱石を、僕は力任せに船に向かってぶん
投げる。砲丸投げのような要領だ。
あみ

で、船の上で待ってるエルクが魔法で『ネットシールド』を展開し、それを受け止める。
あらかせ

この繰り返しで荒稼ぎ中。

く

はねる魚を空中ですくうみたいに、網でキャッチするのだ。
僕らは現在、
ノエル姉さんの『マルラス商会』が用意してくれた、
素材採取用の船に乗っ
ている。
し がい

の

がん じょう

船は全長十メートル超とけっこう大きめで、漁船みたいな形をしている。重量級の素材
や魔物の死骸を載せることも考えて、かなり頑丈に作られている上等な船だ。
え もの

おおつぶ

せきさい

今回の獲物……蒼海鉱石を載せるには、必要なスペックと言えるだろう。
普通なら、船一隻につき一日数キロの魔緑素が採れれば上等だが、僕らはもう大小三十

せき

そしてこの船には、すでに大量の、しかも大粒の蒼海鉱石が積載されている。

個、重量にして三百キロ以上も集めている。
かせ

これ以上はちょっと船が心配になるぐらいだ。積載可能重量的に。
しかも時刻はまだ昼前。僕らはこれだけの量を稼ぐのに、半日もかかっていないのだ。
そして今はゆっくり休憩中。船の上で、ナナさんお手製の弁当を食べているところ。
船のへりを背もたれにしてくつろいでいる僕の目の前では、ここ最近いつも一緒にいる
僕の隣に座っているエルクは、このあたりの海図にさらさらとメモを書き込んでいた。

仲間達が、同じように弁当を食べながら、細かい作業をしたりしていた。

かわ

シェリーさんは、
『火』を使った魔法で蒼海鉱石を乾かし、軽くしようとしている。そ

採取済みの場所を記録してるのかな？

うかが

ザリーはシェリーさんの作業に『砂』の魔法で協力しつつ、周囲の様子を窺っている。

の小麦色の肌は、海と太陽にかなり似合う。
そしてナナさんはというと、何やら書類にカリカリとペンを走らせていた。
え

一応、彼女はマルラス商会の所属なので、そっち関係の報告書だろう。
その顔には笑み。どうやら、胸を張って報告できるだけの収穫量と見てよさそうだ。
……ってなことを言ったら、エルクとナナさん、それにザリーから同時に『いやいやい
やいや』ってな感じのツッコミを返された。
「さっきも言った気がするけど、ちょっとどころじゃないってコレ。蒼海鉱石の希少性を
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あき

ザリーがそう言うと、エルクが呆れたように首を振る。

全否定してるって感じだよね」

きょうじん

「でもしょうがないんじゃない、ミナトだし。私はもうこのくらい気にしないわよ」
さい こ さん

しら

「さすが最古参。強靭な精神をお持ちで……まあでも、これはホントに予想外の大漁です

め き

もと

ね。質は調べないとわからないですけど、これだけの量と大きさの蒼海鉱石なら、えーと、
そう ば

相場で……このくらいですかね？」

づ

ナナさんはペンを取り、姉さんのところで勉強したらしい目利きに基づいて、すぐに売
却価格の見積もりを出す。
こちらに見せてきたその数字は、前世の感覚で言うと、だいたいマグロ（一本釣り）数
匹分になりそうなお値段だった。
船一隻で一回海に出て、一年働かずに暮らせるくらいの収入とは……マグロ漁師もとい、
蒼海鉱石が目当ての商人達が、こぞって海に出る理由もわかるってもんだ。
「いや、こんなに採れるのはミナト君だけだから。間違いなく。ところで、アルバ君はど
うしたの？ 一緒に上がってこなかったけど」
か

「ちょっと休憩するって伝えたら、おやつ食べに行った。この辺、魔力を持ったエビみた
いな魔物いたじゃない？ それ、セルフで狩りに行ったみたい」
「……何でもありだねー、ホント。
」

さい ちゅう

鉱石を探してる最中にそのエビもどきを見つけると、水の抵抗はないのかってくらい素
早く泳いでいって、ぱくっといってたから。
「さて、じゃあアルバちゃんが帰ってきたら、今日はもうおしまいにして帰りましょうか」
「え、もういいの？ まだ昼前だけど」

ごうかい

「ノエルさんが想定してた量の三日分がすでに採れましたから、問題ないですよ。ホント、
ミナトさんにはいつも驚かされてばっかりです」
「あ、ノエルさんはやっぱり予想してたんだね、その辺のこと」
姉さんは、
『うちの弟は一日で同業者の十日分くらいは採るやろ』と、なんとも豪快と
いうか思い切った予想を立てていたらしい。

いまさら

まあ半日かからずに、その三倍集めてやったけど。そしてその結果、今日は午後からフ
リーになってしまいました、と。
ナナさんは港に戻ったら、商会の『チャウラ』支部（あ、今更だけどこの町の名前ね）
に行って、今日の成果を報告するらしい。
そく じ

マルラス商会は、主要な都市の多くに『支部』を持っている。
ほう しゅう

姉さんからの依頼だと伝えれば、採集した素材を即時支部に納品することもできた。荷
ひど

おおざっ ぱ

物を減らせるので助かるし、依頼が完了すればその場で報酬を受け取れる。
ただ今回の場合、姉さんからの依頼は酷く適当というか、大雑把だった。姉さんも急い
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期間は『二週間』
（ただし片道五日の移動期間含まず）
。その間に採れるだけ、とのこと。

でいたのか、
『採れるだけ採ってき』というものだったのである。

さんせん

こ かつ

過去の記録によると、鉱脈発見から一～二ヶ月くらいで採り尽くしてしまうケースが多

よって僕らの依頼は、期日が来るまで終わらない。
いらしい。
さいくつ

ただし、それは『いつも』の場合。
今回、僕というスーパー採掘マシーンが参戦するのだから、それを待たずして枯渇する
いわ

であろうことは明白だと、姉さんは言っていたとか。
『多分十日くらいで
そしてナナさん曰く、姉さんが定めた『二週間』という期間には、
採り終えるだろうけど、一応三、四日は様子を見てから帰って来い』という意味が込めら
れているらしい。
そんなことを思い出しつつ、午後からどうしようかな、なんて考えているうちに、船は
港に到着した。
か見渡してみた感じ、中々楽しめそうな雰囲気じゃない？」

なかなか

「いや～それにしても、ここいいわね～。普通に依頼仕事のつもりで来たんだけど、なん

くっ きょう

船から身を乗り出し、周囲を見渡して、シェリーさんがそんな一言を。
にやり、と笑うその視線の先には……海岸を歩く、屈強な男達がいた。中には女連れも

まあ、海っていうのは、僕の前世でも、ナンパの定番スポットだったし。

何人か。
海辺では心が開放的になるというのはこの世界でも一緒なようで、男が女に、または女
現にさっきも出港前に、エルクやシェリーさん、ナナさんに声をかけてきたチャラそう

が男に声をかける光景も珍しくは無い。

どこの世界でも、ああいうやつらの頭の中は一緒ってことだ。

な男もいたし。僕やザリーをキレイに無視して。
「ん？ 何だシェリーさん、逆ナンでもする気？」
「違う違う。私の今のターゲットは彼一人だから、ね♪」
ひど

ザリーの疑問に、シェリーさんは僕にウインクを飛ばしつつ、さらっとそう返す。
と うぞ く

な んく せ

から

「ほら見てよ。どこもかしこも皆、
冒険者か盗賊って感じ。しかも酷く荒っぽそうな連中ばっ
かりでしょ？ こんだけ大量の蒼海鉱石を持ち帰ったら、難癖つけて絡んでくるわよ～♪」

から

「……なるほど、ちょうどいいエサを見つけたってわけか。シェリーさんは」
んなこったろうと思った。
ホントに、この戦闘狂娘は……何を絡まれるの楽しみにしてんだ。
「そういうあんたはどうなのよ、ザリー？ せっかくの自由行動なんだし、女の子を引っ
掛けに行かないの？ 見た目はあんた、その辺の連中と変わりないじゃない」

シェリーさんがザリーに問いかける。
けいはく

けいそつ

「いや、見た目で判断しないでよ……しないってば、そんな軽率なこと」
「そ、
『軽率』
。こういう、ナンパや逆ナンが自然にできるような場所っていうのは、裏を

「軽率？ 軽薄、じゃなくて？」

はず

返せば、ハニートラップを仕掛けるのに絶好のスポットなの。僕、一応情報屋だし、そう
いうことには普段から目を光らせてるから、逆に冷静になるってわけ」
ほー、なるほど。そういう見方もあるのか。
何だか二人とも、
どっちもどっちっていうか、
海の楽しみ方から見事に外れた感じだけど。
エルクが僕に尋ねた。

「ちなみに、あんたはこの後どうすんの？」
「海の中にいるとさ、そこで役に立ちそうな新しい魔法のアイデアが次々と……」
まあ、僕も人のことは言えないけどね。

「あーはいはい。そんで私はそれに付き合えばいいのね。わかりました」
前にエルクが、魔法関連で何かを思いついたときの僕の目は、いつもよりキラキラして
いる、と言っていた。あと、嫌な輝きだ、とも。多分、今もそうなってるんだろう。
ご かい

そしてそのたびに、エルクは何だかんだ言っても付き合ってくれるのである。もちろん、
危険な実験なんかは絶対にさせてないので、誤解の無いように。

しゅうとく

おかげで現在、エルクの使える魔法の種類は、一ヶ月前の三倍くらいになっている。
そういや、前にザリーが言ってたけど……普通の魔法使いは、一つの魔法を習得するの
に一週間から一ヶ月、あるいはそれ以上の時間がかかるそうだ。
けどエルクの場合、長くても一週間、短ければ数時間で、僕が考えた魔法を次々に習得
してくれる。しかも、複数の魔法を同時進行で。
ひと け

今更だけど、これ、才能という一言で片付けていいんだろうか？
「あ、でもミナト。その実験っていつも通り、人気のない場所でやるのよね？」
と

「え？ ああ、うん。海辺の岩場とか、その辺に行こうかな、と」
「そっか……なら、帰りに釣りでもして、魚でも獲って帰らない？ 私達がノエルさんに
紹介された宿屋は、漁師宿でしょ？ 魚とか持ち込むと、それを料理して出してくれるら
しいのよ」
うわ、それ楽しみ！」

とか、巨大ガニとか……あー、狩りかー、洋館時代を思い出すなあ」

「確かこの辺、食べられる大型の水生の魔物とかいるんだよね？ 巨大魚とか、巨大エビ

「そうだね。でも……（ちらっ）
」

「あらあら……ミナトくんったら、子供みたいに喜んじゃって。かーわいい♪」

僕の歓声を聞き、シェリーさんとザリーが反応する。

「ホント
!?
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お い

つか

僕の言葉にザリーは少し肩を落としたようだったけど、シェリーさんは気にした様子も

「……獲物は、ちょっとかわいくないラインナップになりそうだね」
なく一言。
「……ま、いいんじゃない？ 美味しけりゃ」

ぞんぶん

――そして、夕方。
思う存分に実験と研究を行った後、適当に潜って捕まえた獲物を、僕らが泊まっている
し と

漁師宿『マリアナ亭』に持ち込んだ。
「ちょっ、これ、兄さんが仕留めたのかい 」

び み

おかみ

たやす

ほ

で、その翌朝。

と たん

む さん

会中ずっと『ありがとよ！』ってな感じで絡まれることになった。

かい

しゅんびん

えん

そこで女将さんが、今回の功労者として僕のことを大々的に（無断で）告げたため、宴

こうろうしゃ

かったけど、その豪華さを目にした途端に、一瞬でそれも霧散した。

ごう か

急遽メニューが変更になったため、宿の食事が三十分遅れ、不満たらたらの冒険者も多

……で、こうなったわけだ。

そして、この巨大ガニを今夜の夕食で振る舞ってもいいかと聞かれたので、承諾した。

しょうだく

の経営者で、現役の海女をしている女将さんに感謝されてひとしきり褒められた。

あ ま

そんな、
『食材』でもあり『駆除対象』でもある魔物を狩って持ち込んだ僕は、漁師宿

く じょ

しかし意外にも、その肉は極上の美味。

ごく じょう

浅瀬ではかなり危険な魔物の一つに数えられている。

あさ せ

木製の船底くらいなら、そのはさみや太い足で容易く破壊する。水中での動きも俊敏で、

合わせたような、八本足の魔物である。

巨大ガニはその名も『スパイダークラブ』
。体長二メートル以上もあり、カニとクモを

らだ。

僕が昼間持ち込んだあの巨大ガニが、急遽今晩の夕食メニューに加わることになったか

きゅうきょ

その夜、マリアナ亭は、飲めや歌えやのお祭り騒ぎになった。

第二話 海の家と占い少女

うらな

まあ獲ってきたのが、体長二メートル以上の巨大な魔物だったから、無理ないけども。

宿の従業員の、小麦色の肌のお姉さんに、尋常じゃないぐらいに驚かれた。

じん じょう

「はい、そうですけど……やっぱ大きすぎましたかね？」

!?
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あと さき

たの

よ

そ しゃく

えん げ

後先考えずに騒いだ結果、宿泊客の三分の一ほどが二日酔いでグロッキーになっている
ぜい

現状を横目に見つつ……ただいま朝食中。
も

二日酔い勢があっさりしたものを頼んで、それすらも咀嚼・嚥下に苦しんでいる中、僕
ぎょかい

ころも

は朝からガッツリ、フライの盛り合わせである。
たんのう

おかわりしようかな、なんて考えながら、サクサクといい音を口の中で立てて堪能して

新鮮な魚介がさっくりとした衣に包まれている。うん、美味。

すると、きょとんとした顔になっていたっぽい僕に、ちょうど飲み物のおかわりを持っ

いると、ふと、食堂の外が何やら騒がしくなっているのに気付いた。
てきてくれた海女さんが声をかけてくる。
ろ しゅつ

この宿は漁師宿だからか、従業員はみな、漁師さんか海女さんである。
と まど

これから海に潜るからなんだろうけど、朝っぱらから皆さん露出が激しい感じの服装な
その海女さんは、テーブルにアイスティーを置きながらニヤニヤと笑う。

ので、最初はちょっと戸惑った。
「おや、口をぽかんと開けてどうしたのさ？ 外にかわいい女の子でもいたかい？」
ゆび さ

「え？ ああいや、そういうわけじゃないんですけど……何です？ あの人だかりは？」
すると海女さんは、僕の指の先に視線を向ける。

外に見える、行列って感じの人混みを指差して尋ねた。

うらな

「ああ、あれね。占いだよ、占い」
「占い？」
み うち

じ まん

うれ

「そ。この辺じゃそこそこ有名なんだよ、ミュウちゃんの占いはね」
まるで自分の身内のことのように自慢げというか、嬉しそうに話す海女さん。ふーん、
意外な名物があったもんだな、港町に。
というか、ミュウちゃんって誰だろ……と思ったその時、人混みの一角から一瞬だけ、
中心にいる人物が見えた。

て ざわ

年齢は十二～十三歳、ってとこだろうか？ 背は低くて顔もまだ幼い感じ。美少女とい
うよりはむしろ……美幼女だろうか？
レモン色とかクリーム色と表現したくなる、色も手触りも柔らかそうな長い髪。腰のあ
たりまでありそうだ。
そして何だか眠そうな、半開きの目。そう、ある種のジト目。
要するに、僕的な好みで言うとかなりかわいく、将来が楽しみな美幼女である。
え、何？ 今の一瞬でよくそこまでわかったなって？
あ

いや、あの娘、実は昨晩も見てるんだよね。あの宴会の最中に。
食堂をせわしなく、料理や空いたお皿を持ってとことこと駆け回っていた。僕のところ
にも、何度か「お待ちどおさまです～」って料理を持ってきてくれたし。

22
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くっ きょう

しんせき

いそうろう

他の従業員さんは皆、色っぽい海女さんか屈強な漁師風のおっさんだったから、一人だ
け浮いてた。なのでよく覚えてる。
聞いた話だと、あの女の子はここの経営者の遠い親戚で、居候させてもらう代わりに店
を手伝ってるんだとか。
いかい？ さっきも言ったけど、あの子の占い、ホントによく当たるからね」

「お兄さんもどうだい？ 冒険者らしいから、仕事運でも占ってもらったらいいんじゃな
「へー、そんなにですか？」
あ

「ああ、もちろん。かくいうあたしも、最初は子供の遊びだと思ってたんだけどさあ……
よく獲れる漁場のポイントとか、今日の天気とか海の荒れ具合とか、ホントに当たるんだ
せい ど

たい

よこれが。今じゃ、漁に出る前には必ず占ってもらうって奴もいるくらいさ」
ほー、職人にアテにされるくらいの精度だと？ そりゃ大したもんだ。
かたぎ

見るとエルク達も、そりゃすごい、と感心したような目をしていた。
「まあでも、それも一部だけどね。漁師や海女は職人気質の人も多いから、占いなんかよ
りも自分の経験や直感を信じるって奴も多いのさ」
ひま

「あーまあ、そうでしょうね。でも……」
話題作りとか、暇つぶしにはよさそうかな？
ちょっと好奇心を刺激された僕は、
視線はその人混みの方に固定したまま、
皿の上に残っ

ていたフライを口に放り込んだ。
☆☆☆
「そろそろ行くわよ、ミナトー？ 準備できてんの、あんた？」
「できてるよー。っていうか、準備するほど荷物無いし、僕」
み じ たく

けいこう

朝食を済ませた後、本日の仕事のために一度部屋へ戻った僕ら。
し たく

身支度の最中なんだけど、僕の場合、携行する荷物や装備のほとんどを『収納ベルト』
に入れてるから、支度も簡単だ。
てっこう

きゃっこう

だから実質、エルクの準備ができるのを待つだけなんだけど……。

かぎばり

「ホントにぃ～？ 装備持ったの？ 手甲と脚甲」
「ベルトにしまってあるよ」

ぼうえん きょう

「探索用の装備は？ 耐水ロープとか、固定用の鈎針とか」
「それもベルトの中だってば」
「じゃ、昨日新しく市場で買ってた、水中用望遠鏡は？」
かんじん

「……あ、机の上に置きっぱ……あいたッ」
「ほら見なさい、あんた肝心なとこ抜けてんだから」
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チョップというエルクのツッコミが頭にヒット。
しか

やれやれ、またやっちゃったよ。時々こういうドジやるんだよなあ、僕。そのたびにこ
うしてお母さんに叱られ――。
「誰がお母さんだ、誰が」
まった

ね ぐせ

って、また声に出てたか。

つか

「全くもう。寝癖も直ってないじゃないの……ほらちょっと頭下げて、直したげるから」
「えー、いいじゃんコレくらい。どうせこれから海入るんだから……」
「い・い・の。私らのリーダーなんだから、少しは身だしなみにも気ぃ遣いなさいっての。

む とん ちゃく

めんどう

そう言うとエルクは、自分のブラシを持ち出してきて、僕の髪の毛をとかしてくれた。

いつどこに、どんな人の目があるかわかんないでしょ？」

いま

「しょうがないわねあんたは」とか、ぶつぶつ言いつつ。

せいはつ りょう

僕はこういうことには、前世から通して未だ無頓着なので、正直面倒なだけなんだけど
な。
せいぜい大事な式典とか、面接の日ぐらいしか、そういうもののお世話になったことな

しきてん

ブラシとかもほとんど使わなかったし、整髪料なんて持ってもいなかった。

せ わ や

ぎ み

転生してからも、依頼人と会う時に少し気を遣うぐらいだったんだけど、エルクは最近

てん せい

かったし。

つね ひ ご ろ

まあ、
かわいい女の子に気にかけてもらえるのは嬉しいので、
一応言われるがままにやっ

『常日頃からきちっとしときなさい』と世話焼き気味だ。
てる。
な

「さっとでいいよ、さっとで。なんなら、ブラシを貸してくれれば自分でやるし」
「あんたに任せると、
ほんとに『さっ』と髪の毛撫でただけで終わっちゃうでしょうが……

やーん、もしそんなことになっちゃったらどーしよーかしら？ 一応正

せい

ちなみに、以前こんな感じの光景をシェリーさんに見られて、
「どこの新婚夫婦よ」っ

よし、できた」
てからかわれたのも、今となってはいい思い出である。
「え、ホント

ひ やく

ど きょう

支度を済ませて僕らが下へ降りると、さっきまで人が集まっていた場所に、椅子に腰掛

「わ、やっぱそう思う？ よーし、今日はお姉さんがんばっちゃおっかなー♪」

動がモノを言いますからね～」

「ふふふっ、そうでもないかもですよ～？ 結局こういうのは、最後には自分の度胸と行

出てきたわけでもないんだし……」

「いや、シェリーさん？ 何か展開予想が飛躍しすぎてない？ 別に、具体的な個人名が

妻はエルクちゃんなのにーぃ」

さい

!?
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なぞ

立って対応に困ってるっぽいザリーがいた。

なな

こうほう

けて幼女と向き合い、謎のハイテンションになっているシェリーさんと、その斜め後方に
なんだ、アレ？ いやまあ、なんとなく予想はつく……。
こちらに気付いたらしいシェリーさんは、
「あっ」と声を出して僕らの方を向くと、手

しょうだま

シェリーさんの後ろにいるザリーと、その向かいに座っている幼女……ミュウちゃんも

うし

を振って「こっちこっち」と呼んだ。

すい

シェリーさんとミュウちゃんの間にある小さめのテーブルの上には、水晶玉が置いて

こっちを見る。
あった。占いの道具……かな？
さっ

どうやらシェリーさんは僕らを待つ間、暇つぶしに占ってもらっていたらしい。
そのテンションから察するに、何かしら好ましい結果だったんだろうけど……。
「というわけでミナト君、今日は私と一緒の部屋で寝ない？」
かんぺき

一体どんな結果が出たら、朝っぱらからこんなせりふが出てくるんだコラ。
ザリーの存在も完璧に忘れ、シェリーさんがこっちにぐいっと身を乗り出す。
あき

ひ わい

その光景に呆れたのか、はあ、とため息が後ろから聞こえてきた。
「だってだって、
聞いてよエルクちゃん。わたしこれから数日、
恋愛運絶好調なんだって！

「おい、そこの色ボケ女。いきなり何を公然と卑猥なこと口走ってんのよ」

こりゃいつも以上に積極的に行くしかないわね！」
「あっそ、やっぱ占いか。でも意外ね？ あんた、占いとか信じてるんだ？」
こ

きょう

ふう しゅう

ね づよ

エルクの言葉を聞いて、シェリーさんは一瞬、きょとんとした目になる。
だかんだいって、私もそういうの楽しんでた気もするし、そのせいかも」

「あー、うん。私の故郷って、そういうの結構大事にする風習が根強かったのよねー。何
「ふーん……ザリーは？」
「僕はパスしたよ。あんまりこういうのに興味ないから……っと、
コレは失礼。別に、
ミュ
ウちゃんのこと否定するつもりは無いんだけど」
「いえいえ、お気になさらず。冒険者の方はほとんど皆さん、占いなんかよりも自分の経
験や直感、あるいは仲間の情報を信じますからね～。占いは、女性と仲良くなるための話
題づくりに利用されるのが多いくらいで」
うんぬん

あ、そうなんだ？
話題づくり云々はともかく、まあ、理由としてはわかる気がする。冒険者は時として命
いっきょしゅいっとうそく

がけの旅もするから、占いなんて不確かな要素を持ち込みたくはないだろうし。
よう ち

仲間の一挙手一投足に神経をとがらせる、ザリーみたいな職業の人間なら、なおさらだ。
「ところで、いかがですか？ 黒いお兄さんに緑色のお姉さん。一つ、このミュウの幼稚

な占い遊びに付き合ってみるというのは。
今なら特別に、
代金をサービスしておきますよ？
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まかな

そう言って、ミュウちゃんは僕とエルクを見て、にっこりと笑った。

昨日の夜は、私も美味しい賄いを食べられましたからね～」

☆☆☆
「へぇ～、それで、占ってもらったんですか？」
らんかく

「ん。タダだっていうし、せっかくだから、ってことでね？」
ばくしん

港でナナさんと合流し、今日も蒼海鉱石の乱獲目指して、あんまり他の冒険者がいない

ひとあし

だん

スポットを探して海上を驀進中。移動中の暇つぶしがてら、今朝の出来事をナナさんに話
していた。

う の

いちおう

ちなみにさっきナナさんがいなかったのは、一足先に港へ行って、商会のスタッフと段
ど

取りを確認していたからである。ホント助かるわ。
「まあ、別に占いを鵜呑みにするつもりはないけどね。一応参考にするだけ」
あれ。僕、そんな風に見える？

「でしょうねー。ミナトさんって、占いとか信じて無さそうですもん」

んて気にするのもめんどくさがる、って感じですかね？」

「ええ、なんとなくですけど。いや、信じてないっていうより……いちいち占いの結果な

めいさつ

おお、ご明察。僕、占いとか全ッ然信じてない。前世から通して。
い っ き いち ゆ う

ぼ う きゃく か な た

朝、
色んなテレビ番組でやってる占いとかも、
暇つぶしに見る程度。その場ではテンショ
ンが上がって一喜一憂した記憶はあるけど……家を出る頃には忘却の彼方だったっけ。
信じてないっていうよりも、気にしないんだ、僕。そういうの。
えんりょ

たとえ星座占いで最下位でも、一秒後には忘れたし。
すす

だから最初、僕もエルクも遠慮したんだけど、あんまりにも熱心に、っていうかテンショ
ンＭＡＸでシェリーさんが勧めるもんだから、やってもらうことにした。
で、その結果が……ちょっと意外というか、予想外だったのである。
☆☆☆
はさ

テーブルの上の水晶玉を挟んで、エルクとミュウちゃん（ジャンケンで僕が負けたため、
こういう順番）が向かい合って座った。

し きんきょ り

のぞ

まあ、水晶玉占いというのは、おそらく一般的なイメージ通りのものなんだろう。
「……むむむむ～」
（多分）真剣な表情で、ミュウちゃんが水晶玉を至近距離で覗き込んでいた。
より具体的に言うと、もうほんのちょっと前かがみになれば、鼻の頭が水晶玉の表面に
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ふ

ひ し

はた

触れて皮脂が付いちゃうんじゃないか、ってくらい。
「むむむむむむ～……」
本人はおそらくどこまでも真剣。しかし傍から見ると、ほぼギャグな光景。
きんぱくかん

は

つ

あの……ミュウちゃん？ 本も未来も、あんまり近くで見ると目を悪くするよ？
でもなんというか、逆に緊迫感というか、空気が張り詰めるような感じすらしてきた。
ぎ せい

どこまで真剣なんだこの子。
自分の未来の視力を犠牲にしてまで、僕らの未来を明るくしようとしてくれてるのか。

め がしら

すると、ふいにミュウちゃんが水晶から目を離し、ついでに顔も離し……ふぅ、と一息

なんかお金払いたくなってきた。
ついた。
はんがん

疲れた目を休めるように、しばらく目を閉じて目頭を押さえたあと、数秒で元のキュー
トな半眼に戻り、エルクに向き直った。

ぜん と た なん

「さてさて、エルクさんが占ってほしいのは、冒険者としての今後の展望でしたね～？」
「ええ、そうだけど……」
いうか、波乱万丈なようですね。身近にいる誰かさんのせいで」

は らんばん じょう

「まずですねーエルクさん。一言で言うと、今後の冒険者人生ですが～中々に前途多難と
「あ、やっぱり？」

おい、やっぱりって何だ、やっぱりって。
よ こ

いや、具体的な個人名を出されたわけじゃないけど……ミュウちゃんを含む僕以外の全
か い が い

員が、その瞬間チラッとこっちに視線を寄越したのには気付いたぞコラ。
あまのじゃく

変な、っていうか余計なこと言ってないで、

よ けい

「まあ、そう感じつつも甲斐甲斐しくお世話してあげながら、ついていっちゃうエルクさ
何言ってんのあんた

じゅうぜん

ですね？ しかしまだ、その力を十全に使いこなすための修業中、と」
がわ

お？ なんだ？ 今のちょっと当たってるというか……具体的だったような？
なん ぎ

こうていてき

つも気にしない、むしろ悪い気もしないし肯定的……と」
……ホントに、えらく具体的になってきてない？

「んなっ 」

「へ？」

ぎゃく ぎ

み

「
『むしろ望むところ』ですか……ふふふ、愛されてますねえ、パートナーさん」

『私もすっかりあんたに毒されてきてるわね』っていう感じの意味か？

どく

今まで『呆れる側』だった領域にって……もしかして最近エルクが自虐気味に言ってる、

じ

かねない、といった道筋も見えますねえ。けど、エルクさん自身は、そのことを自覚しつ

みちすじ

『呆れる側』だった領域に踏み込み
「う～ん、これは難儀な……今まで自分が『見る側』

ふ

ものばかりのようですね～。どうやら最近、色んなきっかけから大きく成長なさったよう

「しかしその困難も、自分の力を信じて全力で取り組めば、ほとんどは乗り越えていける

こ

けど、言ってることは占いによくありがちな、誰にでもそこそこ当てはまる内容だった。

なってきたかも？

ふーん？ なんか、最初こそツッコミどころが多かったけど、だんだんまともな感じに

「へ、へー……そうなんだ」

なることがたくさんあって、色々と身についていく、といった感じでしょうか～」

うな感じの日々になりそうですね～。色んな理由から山あり谷ありですが、その分ために

「はいはい～。まあでも、これから先しばらくは、波乱万丈と順風満帆が混ざり合ったよ

じゅんぷうまんぱん

ミュウちゃんは、
『仕方ないなあ』って感じの表情になった。

一瞬にして顔を赤くしたエルク。むぅ、なんか残念。

なんか、少し嬉しいフレーズが混ざってた気がするミュウちゃんのセリフをさえぎって、

!?

!?

んは幸せ者というか天邪鬼だなあと……」
「ちょ、ちょっと
結果だけ聞かせなさいよ 」

!?

そんな感じで、顔を赤くしたままのエルクを放置して、占いは終了した。

ほう ち

に正直になってガンガン進めば、期待以上の結果が望めるでしょう」

「まあどうやら、エルクさんの未来は明るそうです。山あり谷ありですが、自分の気持ち

いきなり話を振られてぽかんとする僕と、対照的に激しく反応するエルク。

!?
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……なんだか、ただのお遊び、っていう感じじゃない……かも？
☆☆☆
いったん

で、僕もエルクの後に占ってもらったわけなんだけど……おっと、今日の収穫ポイント

回想、一旦終わり。

もと

……でも僕の占いは、あんまり当たって欲しくない結果だったなあ。簡単に振り返る

の海が近づいてきた。
と……。

かいめつてき

めぐ

『うむむむ……またかなり大変な星の下に生まれていらっしゃいますね、お兄さん。特に

ぼう よ

女運と家族運あたりが壊滅的ですね……いや、これはある意味、恵まれているとも言える
ような……』
『生気を全く感じないお言葉をどうも。その分だと心当たりがあるか、当たってはいるも

せい き

』
『……わー、すごーい、あたってるー（棒読み）

どくしん じゅつ

のの素直に喜べない、といったご様子ですね～』
『……読心術でも使えんの？ 君』

こと か

『質問に質問で返すのは心苦しいのですが、性格がわかりやすい、って言われたことは？』
『……いいや。続けて』
じゅんぷうまんぱん

『はいはい。しかし本当に珍しいですね、お兄さんの運勢は。トラブルには事欠かないん
ですねえ』

ですが、そのほとんどを正面から踏み潰していく様子が見えます～。ある意味、順風満帆
『喜んでいいのかな？ それ……』

『何を自分にとっての幸福と考えるかは、あなた次第ですよー。ですがまあ、ここまで強
運というか、前だけ見てれば何とかなる人生をお持ちの方も珍し……ぉ？』
『？ 何？』
す。一般人には乗り越えられないどころか、目にした瞬間に挫折するか死にそうなレベル

ざ せつ

『ほうほう……どうやらそんなお兄さんにも、近々かなり大きな壁が立ちはだかるようで
の……お兄さんの人生には珍しく、壁らしい壁になりそうですねえ』
『ほぉ……』
かぎ

『しかも、その壁は一枚じゃない……小さいのが二つ、大きいのが一つ。乗り越えるため
がん ば

きち

の鍵は、ひらめきと……お仲間を大切にすること、ですかねぇ。まあいつも通りに、しか
し気を抜かずに頑張っていくのが吉かと。こんなところですかね～』
『ふ～ん……ありがと、参考にしてみるよ。けっこう具体的だったし』
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『はいはい～。お仕事、頑張ってくださいね～』

第三話 肉食魚と海女少女
「今日も午前中上がり？」

かご

前にも言ったけど、姉さんが用意したこの船は結構な大きさだ。そのため、かなりのボ

「はい、例によってすでに積載重量ギリギリですので。いや、ホント予想の斜め上ですよ」

おさ

そして、船の前と後ろに、採取した蒼海鉱石を収めるための籠が付いている。

リューム＆重量の素材を積み込むことができる。

かたよ

なんで前後両方にあるかっていうと、アホらしくなるほど重い蒼海鉱石を積み込むこと
で、前後どっちかに重心が偏るのを防ぐためだ。
み た

しかし、それで船の態勢は一応安定しても、最大積載重量ってもんはある。
姉さんおよび商会の職員の見立てでは、この大きさの船なら、僕らが一日ずっと海に出
て蒼海鉱石を集めていれば、ほぼ限界重量になるはずだった。

まんぱい

だから昨日は、一日海の上にいたままでも作業を続けられるようにと、ナナさんが気を
き

利かせて弁当を作ってくれたんだけど……。

昨日も今日もその期待は裏切られた。いい意味でね。
はさ

うな

クリップボードに挟んだ紙に、何やら書き込んでいたナナさんが、前後両方の籠に満杯
になった戦利品を見ながら、うーん、と唸った。
「これは……逆にちょっと、まずいかな？」
「？ っていうと？」

「いや、ちょっとですね……予想以上過ぎまして。収穫量としては申し分ないんですが、
ね くず

加工が間に合わない可能性があります。あと、この量を一気に売りに出すと……」
し じょう

「……あ、もしかして値崩れ、とか？」
しゅっ

か

「ええ。そんなに一度に市場に流さず、こっちでセーブすれば大丈夫でしょうけど……一
応、出荷のペースは要検討ですね」
かま

わり

「なら、これまで通り採れる分は採っちゃって構わないかな？ このままのペースだと僕
ら、この新鉱脈の蒼海鉱石の半分以上を採るかもよ？ いや、割と本気で」
「そもそも貴重な鉱石だってことは変わらないですからね、別にいいでしょう。けどどっ
びん

ふた

ちみち、今日はもうおしまいですね」
あい ず

携帯式のインク瓶の蓋を閉め、ペンについたインクをふき取ったナナさんは、商会の職
員に合図して船を出させる。
動き出した船は、来た時よりもかなり遅いペースで、岸に向かって進んでいった。
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昨日も午前上がりだったせいか、今日はナナさんの弁当がなくて、ちょっとがっかりし
海の家といっても、前世でよく目にした典型みたいな、観光客目当ての飲食店ではない。

つつ……しかしせっかくなので、
『海の家』で食べることにした。

海に入れば水棲系の魔物だって出るようなところに、観光客なんかが来るはずもなかっ

すいせいけい

ここは、漁場や採掘場ではあっても、海水浴場ではないのだ。

ようへい

もまた、
そういう客層をターゲットにした、
ここに来るのは傭兵や冒険者であり、『海の家』

た。
酒場っぽい店である。
う ま

だがそれでも、どうやら『焼きそばの法則』は適用されているらしい。異世界だという
のに、そして水着の美女などどこにもいないのに、焼きそばは美味かった。
まわ

めん

まあ、美女・美少女なら周りにいくらでもいるしね。
かいせん

いた

こう

というか、名前は違ったけど、焼きそばっぽい麺料理が普通にあったのには驚いた。
たっぷりの野菜や肉、そして海鮮と一緒に、焼くというか炒められたもの。香ばしくて、
繰り返しになるが美味かった。
エルク達も、思い思いの品を注文してぱくついているけど、その様子から察するに、だ

ひ

いたい同じ気持ちを抱いていると見てよさそうだ。

ぜ

これは是が非でもお代わりすべきメニューだ、と僕は心の中で確信した。
たてやくしゃ

「お！ 誰かと思えば、昨日の宴会の立役者じゃないか！」
けん

「あ、ホントだ。どうりで見覚えのある、いい食べっぷりだと思った」
きゅう じ

き し かん

給仕兼ウェイトレスの海女さん二人が、僕を見つけるなり、そんな軽い感じで声をかけ
まあ、無理ないか……。

てきた。なんか既視感あるな？

かっ しょく

だい た すう

この町では、漁師宿で従業員をやってる人も含め、そこらじゅうに海女さんがいる上に、
ほとんど皆さん、似たような格好してるから。
具体的にいうと、日焼けのせいか肌は全体的に褐色で、露出も多い。
ぬ

下半身は普通の服だけど、上半身はビキニみたいに面積の小さい服って人が大多数。下
もしかしたら、ズボンの下に水着パンツでも着けてるのかな。

さえ脱げば、すぐにでも海に飛び込めそうだ。
そんなセクシースタイルの海女さんが、フレンドリーに笑う。
「いやあ、昨日のマリアナ亭はすごい騒ぎだったねえ？」
よ いん

「そうそう、近所って理由で、私らまでお呼ばれしちゃったもんねー♪」
昨夜の余韻がまだ続いてるかのように言う海女さん達。
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と

昨日の晩は、僕が獲ってきた『スパイダークラブ』があまりに多かったので、宿の経営

なまもの

陣と仲のいい、近所の海女さんや漁師さんにも振る舞われたそうだ。
当然っちゃ当然、か。
熊以上の大きさのカニだったし……しかも生物は足が早いから、その日のうちに食べよ
ち そう

うと思ったら、そういう規模のパーティになるわな、そりゃ。
き げん

のぞ

けどまあ、結果的にかなりの人数が、思いもかけないご馳走にありつけたと、今日は朝
にん き

なに げ

それと相まって、カニを提供した僕の人気が何気に上がっていると、テンション高めの

あい

。
からご機嫌だ（ただし、二日酔いになった人を除く）
海女さんから聞かされた。
「調子いいこと言わせてもらうけどさ。もしよかったら、うちの店にもなんか獲ってきて
まかな

ぜっぴん

持ち込んでおくれよ。腕によりをかけて美味い料理に仕上げるからさ」
「そして、その夜の私達の賄い料理も絶品になるのでしたー♪ あはは」
だいたん

昨日から思ってたことだけど、何かこう、壁を感じさせないフレンドリーな雰囲気の人
ね いろ

その時、店の入り口の扉に付けられたベルがカランコロンカラーン、という音色を響か

が多いな、海女さんって。服装の大胆さといい、そういう性格なんだろうか？
せた。
「失礼します。店主……ラシアさんは、いらっしゃいますか？」

その音に反応して入り口の方を見ると、そこに、一人の海女さんが立っていた。
ただ、他の海女さんとは……ちょっと雰囲気が違う部分がある気がするけど。
きょうえい

普通（？）の海女さんが露出の多い服装なのに対し、今そこに立っている少女は、上下
年の頃は、僕と同じくらいかな。

一体の競泳水着っぽい服で身を包んでいる。
肌は褐色。ひきしまったスレンダーな体つき。
たば

顔は、美女とも美少女とも言えそう。目はきりっとして鋭く、気が強そうだった。ほど

て。とりあえず獲れるだけ獲ってきましたので、おすそわけにと」
と たん

「ほぉ？ おすそわけとは嬉しいね……って、こいつは……！」
シェーンちゃんの籠を覗き込んだ途端、ラシアさんというらしい海女さんは驚愕してい

きょうがく

「はい。実は先ほど西の岩場に、潮流に乗ってこいつらが流れ着いているのを見つけまし

ちょうりゅう

「いつもは日暮れ前になるまで戻らないのに、今日は珍しいね？ 何かあったのかい？」

足早に近づいていく。

ウェイトレスの海女さんがその姿に気付くと、
『シェーン』と呼んだ海女少女のもとへ

「おや、シェーンちゃんじゃないか？ どうしたんだい、こんな時間に？」

その少女は、大きな魚籠のようなものを背負っていた。

び く

いたら少し長いかもしれない、紫色の髪の毛を後ろで束ねている。

立ち読みサンプル
はここまで
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