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ま

しょうかん

１

ぎ

召喚の儀

じゅう

しょうがい

従 魔――それは、主人と生涯を共にするパートナー。

あこが

い

となり

時に主人の代わりにモンスターと戦う力になり、時に主人の落ち込んだ心を癒やし、隣
に座って一緒にご飯を食べる存在。
あいぼう

家族や友達や恋人とはまた違った、新しい関係だ。
えが

大好きな冒険譚に描かれた、数々の英雄『テイマー』たちに憧れて、僕も従魔を手に

ぼう けん たん

十五歳になり、僕は相棒と出会うための資格を得た。
する。
ねつぼう

野生モンスター、見知らぬテイマー、伝説に語られる恐るべき怪物。そんな強敵たちと
の戦いを熱望し、僕は目を開けた。
しかし、そこにいたのは……
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「キュルキュル！」
か わい

「……えっ？」

かわ

可愛らしい鳴き声と、小さな小さなその姿に、僕は目を丸くしてしまった。
＊＊＊＊＊＊＊＊
ぼっけん

あっ け

はじ

夕日で赤く染まった村の広場に、木剣を打ち合わせる乾いた音が鳴り響く。
かか

息を切らす僕の目の前に振り下ろされる木剣。

しぶしぶ したが

にぎ

僕は反射的に、右手に持った同じ木製の剣を掲げるが、呆気なく弾かれてしまった。
しか

「ほら、ルゥ！ ちゃんと受け止めろよ！」
叱り声に渋々従い、取り落としそうになった木剣を握りなおして構えを取った。

たま

しりもち

つ

だが、一般的な男子と比べて明らかに肉付きが悪い……ともすれば女子にすら見間違わ
しょうげき

れることもある僕では、片手で木剣を構えるのもおぼつかない。

み ま

次の瞬間、耐えきれないほどの衝撃が手に走り、僕は堪らず尻餅をついた。
ぶ ざま

「ぐっ……！」
けい こ

その無様な格好を見て、二度の攻撃を見舞った少年が、わざとらしいため息を吐く。
「はぁ……。しっかりしろよな、ルゥ。せっかく俺が稽古つけてやってんだから」

……どの口が言うのだろうか。

き くず

僕は稽古をお願いした覚えなんてないのに。そんな身勝手を押し付けてくる彼に、僕は
とが

何も言い返すことができなかった。
ためら

ツ ン ツ ン に 尖 っ た ブ ロ ン ド の 短 髪 に、 布 の 服 を ラ フ に 着 崩 し て い て、 見 る か ら に 活
発――というか、ヤンチャな感じで、関わることが躊躇われる男の子。
かたわ

僕と同じ村に住んでいて、昔から意地悪をしてくる、リンド・ラーシュ君だ。

あわ

僕たちの様子を傍らから見ていた他のいじめっ子たちが、笑いながら彼に声を掛けた。
「リンド、そのくらいにしておいてやれよ。また泣くぞ、そいつ」
「俺たちは止めたからな」
あと お

当然、彼はやめない。
その声に後押しされるように、リンド君は木剣を上段に構える。

はら

僕は剣を握ることも忘れて、格好悪く両腕を掲げた。
だがそのとき……
「こら、リンドー！」
どこからか、怒りを孕む少女の声が聞こえてきた。
しゅうげき

その声に反応して、頭上の木剣はピタリとその動きを止める。
周りのいじめっ子たちは、まるでモンスターの襲撃にでもあったかのように、慌ててこ
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の場から逃げ去っていった。
「やべっ、ファナが来たぞ！」
しかし、リンド君だけは動かない。

「逃げろ逃げろ！」

ほ

すぐに一人の少女が駆け寄って来た。

な じみ

ゆ

柔らかそうな頬っぺたの可愛らしい顔。風に揺れるショートカットの茶髪と短いスカー
おさな

物心つく前からずっと一緒にいる幼馴染、ファナ・リズベルだ。

もの ごころ

トが、元気そうな印象を与える。
「よう、ファナ」
うれ

木剣を構えていたリンド君は、それを隠しもせずファナに声を掛けた。
その顔は心なしか、少しだけ嬉しそうに見える。
リンド君が僕をいじめて、ファナがそれを止めに来てくれる。昔から変わらない。

つ

彼は、僕をいじめればファナが来てくれると分かっていて。僕の方も、ファナが助けて
つか

全速力で駆け寄ってきた彼女は、リンド君の胸元に掴みかかる勢いで詰め寄った。

くれるのだと、心のどこかで思ってしまっている。
「リンド！ またルゥのこといじめてたでしょ！」
「いじめじゃねえ、稽古だよ、稽古。こいつがどうしてもって言うから」

だんでしょ！ ルゥに謝ってよ！」

あやま

「ルゥがそんなこと言うわけないじゃん！ どうせまたあんたが無理やりルゥを巻き込ん

ひざ

しかしリンド君は〝やなこった〟と言ってスタスタと歩き去ってしまう。
け が

その後ろ姿を見届けたファナは、心配そうな表情で、地面に膝をつく。
「大丈夫、ルゥ？ どこか怪我しなかった？」
僕は労わってくれたファナに、いつものようにお礼を言おうとする。

いた

「だ、大丈夫」
「あ、ありが……」

つ

な

「まったくもう、ルゥも嫌なときは嫌ってちゃんと言わなきゃダメだよ。そんなんだから
あいつらにいじめられちゃうの。分かった？」
「……う、うん。ごめん」
こわ

なんか逆に怒られてしまった。
け が

だけど、少しだけ怖い顔をしていたファナは、次いで大きく胸を撫で下ろす。
「まあ、怪我がなくてよかったよ。明日は大切な儀式があるからね。怪我なんてしてたら、
儀式に影響が出ちゃうかもしれないし」
「そ、そうだね」
彼女の優しさに、僕自身もホッと息を吐くが、またしてもお叱りムードに。
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うなず

「私たちも明日、立派な大人になるんだから、ちゃんと自覚してよ、ルゥ」
す なお

「……う、うん。分かった」
の

その情けない返事を素直に信じたとも思えないが、ファナは大きく頷いて立ち上がった。
しょうかん

ぎ

さず

そして、いまだ地面に座り込んでいる僕に向けて、手を差し伸べてくれる。

あふ
あかし

「そんなんじゃ、
『召喚の儀』で授かったパートナーに、格好悪いと思われちゃうよ」
「……」
優しさに溢れたその手を見つめて、僕は固まってしまう。
な

召喚の儀――それは、十五歳になった者が受ける、成人になった証とも言える儀式だ。
め がみ

さず

モンスターの助力なしでは成り立たないこの世の中では、成人になると自分専用のモン
スターを女神様が授けてくれる。
モンスターの種類はたくさんあって、どんなモンスターを授かるかは、儀式を行なって
希 少 性や能力の有用性、単純な力の強さによってランク付けされていて、どのランク

き しょうせい

みないと分からない。

人と魔物の主従関係――それは世界の常識で、ありふれた光景。

のモンスターを授かったかによって、その人の価値が決められてしまう場合だってある。
従魔を手に入れてこそ、真に大人の仲間入りを果たせるということなのだ。
そしてその従魔を手に入れる儀式こそ、召喚の儀だ。

僕たちは明日その儀式を受け、相棒と出会うことになる。
いだ

その相棒に格好悪い姿を見せるのだけはいけない。
情けない僕にしては相当な覚悟を抱き、差し伸べられた幼馴染の手を取った。
こんな僕でも、明日、大人になることができるのだろうか。
生涯を共にするパートナーと出会えば、何か変えられるのだろうか。
その答えは……そしてパートナーとなる従魔は、明日にならなければ分からない。

たたず

＊＊＊＊＊＊＊＊
パルナ村。
へん きょう

つ

おきて

めずら

辺境の地にひっそり佇む、人口はおよそ五百人ちょっとの小さな村だ。
なご

そこそこ古くからあるらしい村で、代々受け継がれている掟もかなり珍しいものがある。
ふん い き

にぎ

それでも、雰囲気自体はとても和やかだ。

と

最近では子供の数も増えてきて、賑わいを見せている。
それが、僕の生まれ育った故郷だ。
むか

そしてそんなパルナ村では明日、大切な儀式が執り行われる。
十五歳を迎えた子供たちが対象となる、女神様から従魔を授かるための召喚の儀。
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み きわ

人々がモンスターと二人三脚で歩んでいくこの世の中では、儀式で授かったモンスター
の適性に合わせて職業を選ばなければならない。言ってみれば、その人の天職を見極める

ほ

た

ようなもの。それくらい大切な儀式を、僕は明日、ファナやリンド君など、村の子供たち
と一緒に受ける。
本当にこれで立派な大人になれるのだろうか？
かん そ

そんな疑問を胸に、僕は自宅まで帰ってきた。

ひと

ごと

つぶや

僕の家は、丸太を組み合わせて作った、簡素な掘っ立て小屋のような建物だ。
「……ただいま」
でも、普段なら家の中から返事が来ることはない。この家には僕一人しか住んでいない

玄関に入るなり、僕は独り言のようにそう呟く。
からだ。

すい じ

幼い時に両親を失った僕は、現在、父と母が生前に残してくれたこの小さな家で、ずっ
と一人暮らしをしている。
村の人たちに育ててもらい、どうにか家事や炊事が自分でできるようになってからは、
ずっと一人で生活をしてきた。
それは今でも変わらない。
だから、家に帰ってきて〝ただいま〟を言う意味はほとんどないんだけど、ついつい口

それはたぶん、いつだったか、返ってこないはずの〝おかえり〟という声を聞いてし

をついて出てしまう。
まったから。
そして今日も……
ま の

「おかえり～」
しかしそれは、家の中からではなく、玄関に入ったばかりの僕の後ろから発せられて

少し間延びした幼い少女の声が聞こえてきた。

ぬし

僕はジト目になって振り向き、声の主に対して疑問を投げかける。

いた。
「一緒に帰ってきて、
〝おかえり〟はおかしくない？」

たびたび

て つだ

「いいんだよ。ルゥがルゥの家に帰ってきて、それを私が見ていたんだから。それで私は、
おじゃましま～す」
「……はい、いらっしゃい」
そう言い合って、僕とファナは家に上がった。
さび

幼馴染のファナは、小さい頃から何かと僕の面倒を見てくれている。
一人で住む僕を寂しがらせないように度々遊びに来てくれたり、仕事の手伝いで疲れた
僕のために、家でご飯を作って待っていてくれたり。
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だから一人で家に帰っても、そんなファナの〝おかえり〟が聞こえるのを、僕はいつも
どこかで期待してしまう。

うれ

りょうしょう

今日は、いじめられた僕を案じてか、ファナが〝晩ご飯を作りに行ってあげる〟と提案
ことわ

してくれた。
お い

特に断る理由もなかったので、僕は嬉しい気持ちを隠しつつ了承したのだった。
自分で作るとあんまり美味しくないし。
「じゃあ、ルゥは座って待っててね」
「うん」
お言葉に甘えて、僕は居間に置かれたテーブルにつく。
ご飯の準備を始める幼馴染の背をぼぉーっと見つめていると、不意に彼女が口を開いた。
「そういえば明日ってさ、私たち召喚の儀を受けるよね」
「えっ……う、うん」
り ふ じん

「それでさ、女神様から授かったモンスターに合わせて、お仕事を選ばなきゃいけない
ぐ ち

何か真面目な話をするかと思いきや、ただ愚痴が言いたいだけみたいだった。

ま じ め

じゃん？ それってなんか理不尽じゃない？」
「まあ、みんなそうしているから、仕方がないんじゃない？」

かな

「でもさ、もし将来お菓子屋さんになりたい女の子がいたとして、授かったモンスターが

うんだよね」
じょうせき

アンデッド系の、スケルトンやマミーだったら、その夢は絶対に叶わなくなっちゃうと思
「……まあ、確かに」
職業によってそれぞれだけど、授かったモンスターに合わせて仕事を選ぶのが定石だ。
そうしないと、確実に不利になる。従魔は生涯を共にするパートナーだから。
えいへい

かりゅうど

ファナが言った通り、アンデッド系のモンスターを授かったとしたら、お菓子屋さんよ
りも衛兵や狩人の方が活躍できる場は多くなると思う。
しかしそれはお菓子屋さんを目指す女の子にとっては本意ではない。
確かに理不尽すぎる気もするけど……

たど

いっ しゅう

ちゃう。それで不幸になるくらいなら、やっぱり仕方がないことなんじゃないかな」

「今の時代じゃ、授かったモンスターに合わせて職業を選ばなきゃ、絶対に不利になっ

いっ しょうけん めい

晩ご飯の準備を進めるファナの背に、僕は僕なりの考えを語ってみた。
しかし、一 生 懸命考えた末に辿り着いた結論は、ファナの気の抜けた返事で一蹴され
てしまう。
「そっか～」
む だ

聞いてきたのはそっちなのに。
僕は、無駄だと思いつつもとりあえず続けた。
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か し か

従魔は、言ってしまえば才能そのもののように思える。

「それに、才能を可視化できていると思えば、それって結構幸せなことなんだと思うよ」
もし、叶えたい夢と授かったモンスターが一致しなかったとすれば、やる前から不向き
かし

だと分かるという見方もできるから、ある意味幸せだと思う。
彼女は首を傾げつつも、僕が言ったことを理解してくれたみたいだった。

おどろ

さえぎ

「でもさ……ルゥだって、もし、なりたいものと自分の才能が合ってなかったら、嫌だな
ぁって思うでしょ？」
「別になりたいものなんて――」

ふ

さけ

僕は〝なりたいものなんてない〟と返そうとしたが、それは驚くべき一言によって、遮
られてしまう。
い す

「冒険者に憧れてるんだよね、ルゥ」
あや

それを聞いて、危うく椅子から転げ落ちそうになった。
寸前のところで踏みとどまった僕は、料理を続けるファナに叫びにも似た声を上げた。
「な、なんでそのことを！」
はし

「ごめんごめん。掃除してるときに、たまたま見つけちゃったんだよね」
そう言って彼女は、背中を向けたまま居間の端っこを指さす。

そろ

そこにある小さなテーブルの上には、数冊の本が積み上がっていた。

ちょきん

は

たく

みずか

きょうぼう

村の仕事の手伝いでコツコツと貯金をして、少しずつ揃えていった本たち。あらゆる英
雄たちの冒険が描かれた、子供っぽくて恥ずかしい、僕のコレクションだ。
だま

「えっ……と……」
「いやぁ、なんか黙っているのも気が引けて、つい。ごめんね」
あ ぜん

ていうか、ベッドの下の、さらに奥の方に隠していたはずなのに！
唖然とする僕をよそに、ファナは追い打ちを掛けるかのように聞いてくる。

なりわい

「それでルゥは、冒険者になりたいの？」
「えっ……えっと……」
とうばつ

冒険者とは、主にモンスター討伐を生業としている者たちのことだ。
とうばつ

それは、召喚の儀で授かった従魔を巧みに操り、時に自らも一緒に戦いながら、凶暴
なモンスターを討伐していく職業。

世界には、召喚の儀で授かるようなモンスター以外にも、野生の凶暴なモンスターたち
ひそ

が多数存在する。冒険者はそれらを討伐する貴重な存在だ。
僕は密かに、その冒険者という職業に憧れを抱いている。
どんよく

――いやこんな本まで所有しているんだから、密かにとは言えないのかもしれない。
熱烈に、貪欲に、僕は英雄に憧れている。
だけどその気持ちをファナに言うのは、なんだか躊躇われて、黙り込んでしまった。
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み す

「隠さなくてもいいんだよ？」
ま

か

そんな僕の心を見透かしたみたいに、彼女は優しく言った。
うなず

やがて僕は渋々ながら――おそらく真っ赤になった顔で〝うん〟と小さく頷いた。
ファナの小さな笑い声が聞こえてくる。
不意に腹が立ってきて、僕は思わず言い返していた。
「僕だけ言うのは不公平じゃないか。ファナの夢も教えてよ」
そう聞くと、ファナは晩ご飯を作る手を止めた。
勢いで聞いてみたけど、幼い頃から親しくしているファナの夢というのは、改めて思い
返してみても聞いた覚えがない。
づら

もしかして、まずいことを聞いてしまったのだろうか。

おとず

せい じゃく
きん ちょう

そう不安に思っていると、ファナが言い辛そうに口を開いた。
とう とつ

「わ、私は……」
唐突に訪れた数秒の静寂。
答えるのはファナの方なのに、なぜか僕の方が緊張してきてしまった。
「実は、私もね……」
こ

ファナが意を決したように口を開いた瞬間、キッチンの奥からプシュー！ という大き
な音が鳴り、家中に焦げた臭いが広がってきた。

なべ

ふ

僕とファナは反射的にそちらを向き、絶望的な光景を目にした。
「ファナ！ 鍋、焦げてる！」
お い

「ご、ごめん！」
明らかに底が真っ黒になっている。

途中までは美味しく出来ていたはずなのに、噴きこぼれてしまった鍋。
ファナは大慌てで鍋の火を消し、後始末をする。
いつもの彼女なら絶対にこんな失敗はしない。
僕は信じられない思いでその状況を見守るが、しかし先ほどの質問をうやむやにする理
由にはならない。
だが、言い切る前に彼女はこちらを向き、なんでもないようににっこりと笑って答えた。

「それで、ファナの夢ってさ……」

思わず僕は口を閉ざし、椅子の上で固まった。

「私は……特にないよ」
先ほど彼女が口にしかけた答えと、少し違う気がしたから。そしてその笑顔が、どこか
作り物めいていたからだ。
はばか

だけど、
〝この話題はもうおしまい〟と言わんばかりのファナの態度を見ると、それ以
上追及するのは憚られた。
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ばく ろ

結局僕は、自らの恥ずかしい夢を暴露させられただけで、価値のあるものは何も得るこ
とができなかった。

けんぶつ

今日の晩ご飯もあんまり美味しくないんだから、まったく救われない。

「……ずるいな」

２
召喚の儀、当日。僕たちは村の教会に集まっていた。
教会の内部は子供達の声でがやがやと騒がしい。
召喚の儀を受ける子供たちが多いのはもちろん、大人たちも大勢見物に来ている。
まあ、年に一度の村の大イベントだから、仕方がないんだけど。
はし

うかが

「よう、ルゥ。お前も召喚の儀、受けるんだな。本当に十五歳になったのか？」
わ

はず

教会の端っこで周りの様子を窺っていると、不意にリンド君が声を掛けてきた。
こ

あいさつ

わざわざ友達の輪から外れて、僕のところまで来たらしい。
皮肉が篭もる挨拶に、僕は苦笑しながら頷く。
「う、うん。まあね……」

うっとう

ぜりふ

すると、やり取りを見ていたのだろうか、村人たちの間からファナが駆け寄ってきた。
「こらリンド！」
「何もしてねえっつーの」
彼女の声に、リンド君は鬱陶しそうに顔をしかめる。
ファナは僕を背中に隠すように立ちはだかり、リンド君は捨て台詞を吐いてこの場を立
ち去っていった。
あい か

「せいぜい格好いいモンスターを呼び出して見せろよな、ルゥ」
相変わらず意地悪なことを言ってくる。
ファナは肩をすくめてため息まじりに呟いた。
その通りだ。だからこそ、子供も大人もハラハラドキドキしているのだ。

「バッカみたい。授かるモンスターは自分で選べないっていうのに」
ファナと雑談を交わすこと数分。ついに待望の召喚の儀が始まった。
「それではこれより、召喚の儀を執り行う。儀式の対象となる者は前へ」
パルナ村に一番近い街――グロッソから来た神父様の声が上がった。
召喚の儀を行うには、儀式について学んだ者、つまりは神父様の存在が不可欠だ。
いなか

おぼ

辺境の田舎村にはそんな人物はおらず、大きな街から呼んでくるのが通例となっている。
神父様の指示に従い、僕たちは教会の真ん中に集まり、彼が書いたと思しき召喚陣の前
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さいこう び

先を競う子供たちに押しのけられ、僕とファナは最後尾となってしまった。

きそ

に一列に並ぶ。

て

その声を受けて、先頭に立っていた少年が元気よく返事をした。

「それでは一人ずつ儀式を受けてもらう。両手を召喚陣の上へ」

はな

そして言われた通り、膝をつき、召喚陣に両手を当てる。
瞬間、円形の陣から真っ白な光が放たれ、教会の中を明るく照らし出した。
これが従魔召喚。生涯のパートナーと出会うための、召喚の儀。
はり

するど

きば

つめ

光が収まると、召喚陣の真ん中に一匹のモンスターが出現していた。
針のように尖った白い毛に、獣らしい鋭い牙と爪。恐ろしくも格好いい、立派な白狼だ。
「ホワイトウルフ。Ｃランクモンスターだ」

さだ

神父様は手に持っていた本 ―― おそらくはモンスターの詳細が書かれた図鑑 ―― に目

たた

周りからは大きな拍手と歓声が上がった。

はくしゅ

を通し、そう宣言する。
「いきなりＣランクモンスターかよ」
ほうさく

「今年は豊作かもな」
村の大人たちは口々に、一人目の少年を称える。
Ｃランクモンスターは、確かに素晴らしい結果と言っていいだろう。

モンスターにはそれぞれ、ランクというものが設定されている。
強さ、応用性、希少性。この三つを総合的に判断し、モンスターの価値――ランクを定
めているのだ。
ランクは全部で六つ。
上からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ。
一般的にＤランクモンスターを当てれば仕事には困らなくなると言われているので、Ｃ
はい しゅつ

ランクモンスターを引き当てたあの少年の召喚の儀は、十分成功したと言っていい。

やまい

もう い

昨年はどうやらあまり良い結果が残せなかったらしく、大きく肩を落としていた人たち

パルナ村は元々、高ランクモンスターのテイマーたちを輩出することで有名だ。

は や

まあ、去年のこの時期は流行り病が猛威を振るっていて、召喚の儀を受けた子供たちが

が多かった。

それに対して今年は、十五歳になった子供たちが多いのみならず、昨年病気のために

そもそも少なかったから仕方がないんだけど。
召喚の儀を受けられなかった子供たちも集まったため、昨年に比べて倍以上もの人数と
さわ

おかげで村はかなりのお祭り騒ぎになっている。

なった。
一人目でＣランクモンスターが出たとあって、村人たちの期待は高まるばかり。
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控えめにガッツポーズをする少年に続き、儀式は順調に進められていった。

ひか

「それでは次の者、前へ」
「ラージホーネット。Ｄランクモンスター」
「ベノムスパイダー。Ｄランクモンスター」
「エリートエイプ。Ｃランクモンスター」
え

神父様がモンスターの名前とランクを口にする度に、村人たちは拍手と歓声を上げた。
そして子供たちは一生を共にするパートナーと出会って、喜びの笑みを浮かべる。
早く僕の順番が回ってきてほしい。
わくわくしながら召喚の儀の列に並んでいると、神父様から驚きの声が上がる。
つぐ

ちゅう

し

「び、Ｂランクだ！ グランドゴーレム！ Ｂランクモンスターだ！」
がん じょう

その声に教会の中にいる村人たちは全員、口を噤んで前方を注視した。
ちん ざ

そこには、他のモンスターとは大きさも雰囲気もまるで違う、頑丈な岩のブロックを積
み上げたような、巨人型のモンスターが鎮座していた。
も

僕は驚きのあまり声を漏らしてしまう。

「何……あれ……」

かた

一目見ただけで、そのモンスターの強さ、恐ろしさが分かる。
神父様が言った通りなら、あのモンスターの種族は力と堅さが自慢の、ゴーレム種。

その中でも、Ｂランクのグランドゴーレム。
やつ

一体、誰がそんなモンスターを……
「リンドの奴、いいモンスターを引き当てたみたいだね」
いまいま

不意に、どこか忌々しげなファナの声が聞こえてきた。

「えっ……」
彼女は、僕の前に並んだまま身を乗り出して、前方の召喚陣を窺っていた。
ほこ

ほうこう

も

見ると、確かにグランドゴーレムの前で誇らしげに笑っているリンド君の姿があった。
彼が立ち上がったのと同時にグランドゴーレムが咆哮を上げ、村人たちが盛り上がる。
「すげえ！ Ｂランクモンスターだ！」
「よくやったぞ、リンド！」
「パルナ村じゃ何年ぶりだ 」

すごうで

一説によると……Ｄランクモンスターを召喚できるのは五十人に一人。Ｃランクは百人

戦力になっている貴重な存在だ。

Ｂランクモンスターは、それらの物語に多数登場し、現代の凄腕冒険者たちの間でも主

数々の冒険譚を読んできた僕には分かる。

彼にいじめられている僕でさえ、ついつい拍手してしまいそうになった。

初めにＣランクモンスターを出した少年の時よりも一層、教会の中は騒がしくなる。

!?
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に一人。Ｂランクになると千人に一人と言われている。
み い

その情報が正確かどうかは分からないけど、希少な存在であるのは間違いない。
すると彼は周りの声援に応えた後、列の最後尾にいる僕をまっすぐ見返してくる。

せいえん

いまだ唖然としている僕は、そんなモンスターを引き当てたリンド君に見入っていた。
いつも一緒に遊んでいる友達の方ではなく、見物に来ている両親の方でもない。
とお め

そで

僕と、そしてファナに、遠目からでも分かるくらい、勝ち誇った顔を向けてきた。

な

それに対して、ファナはムッと顔をしかめる。見てろよと言わんばかりに袖をまくり、
ついでに舌まで出していた。
まさかリンド君があそこまで高ランクのモンスターを召喚するなんて、思ってもみな

反対に僕は、わくわくしていた気持ちがすっかり萎えてしまった。
かった。彼と同じか、それ以上のモンスターを呼び出せなければ、またからかわれるに違
かか

不安を抱えて肩を落としていると、儀式はいつの間にか僕とファナを残すのみになって

いない。
いた。
「では、残るはそこの二人だ。前へ来い」
「は～い」
「……」

気楽に返事したファナと違い、僕は無言でとぼとぼと召喚陣の前に出る。
それを確認した神父様は、他の子たちと同じように、儀式のやり方を教えてくれた。
「それでは、この召喚陣に両手を当てなさい。それだけで従魔を呼び出せる」

つと

再び気楽な声で応えると、ファナは僕よりも前に出て、にこっと笑った。

「は～い」
「それじゃルゥ、私から行かせてもらうね」
「うん」
異論はなし。

かよ

僕は意図せず今年のパルナ村の召喚の儀で、大トリを務めることになった。
そしてファナは、召喚陣の前に膝をつく。

ようしゃ

おそ

両手を陣に当て、これからやって来るパートナーと心を通わせるように、そっと目を閉
すさ

瞬間、凄まじいまでの真っ赤な光が召喚陣から放たれる。

じた。
今までとは比べ物にならないほど強大な反応。
光は教会の中を赤一色に染め上げて、見物していた村人たちの目を容赦なく襲った。
そして僕たちは……召喚陣の中央にいる、巨大な影を目にする。
「こ……これは……」
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うろこ

は ちゅうるい

神父様は、信じられないとばかりに声を漏らす。
赤い鱗をまとった爬 虫 類状の体。はばたくだけで強風を起こしそうな巨大な両翼。獣
それは、あらゆる英雄譚で、時に頼りがいのある味方として、あるいは英雄たちを苦し

たよ

型モンスターにも負けない鋭い牙と爪。

く

める凶悪な敵として描かれる伝説上のモンスター、超が付くほどのレアモンスター……ド
こう ちょく

ラゴンだった。
硬直していた神父様は、はっとなって図鑑を開き、食い入るように目を通して叫んだ。
「フレアドラゴンだ！ 召喚の儀で呼び出せる最高クラスの、Ａランクモンスターだ！」
しかし村人たちは先刻のように盛り上がったりはしない。
パルナ村でも昔は、Ａランクのモンスターを呼び出す人がいたらしいが、ドラゴンとな
ると話は別のようだ。
すく
ぜったいふく じゅう

突然、伝説上の魔物を目の前に召喚されて、皆どうしていいのか分からず固まっている。
僕もそのドラゴンを見上げて竦んでいた。
召喚の儀によって呼び出されたモンスターは、主人に絶対服従。命令されなければスキ
ルや魔法を使うこともできない。だから、このドラゴンが自分の意思でこの場にいる誰か
そう頭で分かっていても、知らず知らずのうちに一歩引いてしまう。

に襲いかかるようなことは絶対にない。

は

やったー！ リンドに勝ったー！」

だが、村人全員の恐怖は、一人の少女のお気楽な声で、あっさり消え去ってしまった。
こお

「うわっ、すごっ！ Ａランクモンスター

それに、体もそれほど大きくない。翼や外見の迫力のせいでいくらか〝盛って〟しまう

がいけん

恐ろしいというより、見入ってしまうような美しさがあるというか……

ンよりも細い体つきをしている。加えて、どことなく顔が綺麗な気がするのだ。

き れい

だが、よくよく見てみると、彼女が呼び出したフレアドラゴンは、僕が思い描くドラゴ

ドラゴンにスタイルも何もないと思うんだけど。

「あっ、声高いね。もしかして女の子？ スタイルいいからそうだと思ってたんだよぉ」

の中に響き渡った。

ファナがそれに応え、数回ドラゴンの頭を撫でてあげると、またも可愛らしい声が教会

撫でて、という意思表示なのだろうか。

次いでファナの手の下に頭を滑り込ませる。

すべ

赤い鱗をまとったドラゴンは、想像していたよりもだいぶ高い声で鳴いた。

「クルル」

「これからよろしくね、ドラゴンさん」

次いで召喚陣の中に踏み込んで、ドラゴンに手を差し伸べた。

村人たちを凍りつかせたフレアドラゴンの前で、ファナは嬉しそうに飛び跳ねる。

!?
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へ た

が、実際は大人一人がちょうど乗れるくらいだ。
おす

めす

下手したら、リンド君のグランドゴーレムの方が大きいかも。

ぼうぜん

モンスターにももちろん雄と雌があるので、ファナの言う通り、あのフレアドラゴンは
雌なのかもしれない。
時間が止まっていたかのように呆然としていた村人たちは、ファナのお気楽な声を聞い
て我に返る。そして、リンド君の時とはまた違った盛り上がりを見せた。
「Ａランクだ！ Ａランクモンスターが出たぞ！」
「しかもドラゴンだ！」
一瞬にして大騒ぎになってしまった。

「村全体に伝えろ！」
当然だ。Ａランクモンスターの中でもレア中のレア、ドラゴンなのだから。
しょうさん

騒ぎのせいでしばらく召喚の儀が中断され、僕の順番が残っていることが忘れ去られて
ご えい

しまうんじゃないかと心配になるくらい、ファナに対する称賛は続いた。

ゆう しゅう

大人たちの中にはファナを街の衛兵や専属の護衛に誘う者、果ては結婚を申し込む青年
までいた。

ひた

彼らはこの村の者ではなく、優秀な人材を見つけるために見学に来ていた、大きな街の
人間たちだろう。

あゆ

そして皆がようやく落ち着きを取り戻し、ついに僕の番がやってきた。
「では最後、そこの少年」
「は、はい」
僕はおずおずと召喚陣の前に歩み出る。
がん ば

よ いん

その最中、儀式を終えて見物に移っていたファナが手を振ってくれた。
「あ、あはは……」

「頑張れ、ルゥ！ 私と同じＡランクモンスター出しちゃえ！」
たぶんそれは無理。
しかし、そんな無茶な声援のおかげで、変な緊張感はなくなった。

ささ

村の大人たちはファナのＡランクモンスターが見られて満足し、その余韻に浸って気分
良く帰りたいと思っているだろう。
そんなプレッシャーすら、今は感じない。
僕は召喚陣に両手を当てる。
これからやってくる、生涯を共にするパートナーを思い、祈りを捧げるように目を閉
これが僕の、召喚の儀。

じる。
僕も、他の皆やリンド君みたいに。
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最高クラスのモンスターを呼び出した、ファナみたいに。
これまで読んできた冒険譚の、英雄みたいに。
―― 力がほしい。
瞬間、目の前の地面に描かれた召喚陣が、水色の光を放ちはじめた。
きょうれつ

目も開けられないほど強い光で、ファナの時と同じくらいの強烈な反応だ。
しゅうそく

薄暗い教会の中を明るく照らし出した水色の光はやがて弱まり、召喚陣の中心に収束す
るようにしぼんでいく。
皆、一斉に目を開けた。
他の従魔たちとは比べ物にならない大物を期待し、わくわくした様子で召喚陣の中央に
目を向ける。
とく ちょう

しかし、そこにいたのは……
とうめいかん

プルプルとした丸い体が特徴の、小さな小さなモンスター。
全身が透明感のある水色に染まっており、その中央にはくりっとした黒い瞳が二つ付い
ている。
他の子たちの従魔とは、迫力も大きさも全然違う、とても可愛いらしいモンスター。
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そのモンスターは僕たちの視線に気がつくと、挨拶をするように召喚陣の上でぴょんと
跳ねた。
この場に似つかわしくない、なんとも可愛らしい鳴き声が教会の中に響き渡った。

「キュルキュル！」

ちんもく

先刻のファナの召喚の儀とは、また違った種類の沈黙。

「……えっ？」
驚くというより、唖然とするような反応。
誰も、何も言わなかった。
そこに、召喚の儀を取り仕切る神父様の声が小さく響く。
彼は右手に抱えたモンスターの図鑑を開くことなく、ぼそっと呟いた。
図鑑を見なくても簡単に分かってしまう。
僕にだって、分かる。
村のみんなだって知っている。
このモンスターを知らない人なんていない。誰もが一度は見たことがある、特別なこと
なんか何もない、ごくありふれたモンスター。
召喚陣の上にいるスライムは、神父様の声に応えるように、その体を震わせた。

「……スライム。Ｆランクモンスター」

こうして僕は、相棒と出会った。

「キュルキュル！」

＊＊＊＊＊＊＊＊

しょうげき

召喚の儀が終わった後のことを、僕はあまり覚えていない。
しゅうじんかん

し

パートナーになったモンスターがスライムだった、という衝撃のせいもあると思う。
だけど一番は、あの衆人環視の中で最低ランクのモンスターを召喚してしまい、教会が
ゆ

揺れるほどの大爆笑を買ってしまったことが原因だ。
人生で一番恥ずかしい目にあった。
いた

ちっそく

当然、同じく召喚の儀を受けたいじめっ子たちは、僕を指差してバカにしてきた。
〝なんだよそのモンスター、格好よすぎだろ〟と、窒息しそうな
リンド君に至っては、
ほどに笑っていた。
本当に恥ずかしい。
「ねえルゥ？ 今日も晩ご飯、作りに行ってあげよっか？」
なぐさ

召喚の儀を終えて足取り重く帰宅していると、後ろからファナが声を掛けてくれた。
落ち込んでいる僕を慰めるつもりだろう。
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あの場において、笑わなかったのはファナだけだ。
まよ

まさか神父様も笑うとは、夢にも思わなかった。
つ

そこには凛々しくて格好いいフレアドラゴンを連れた女の子がいた。

り り

僕はどうしようか迷いつつ、後ろを振り向く。
その光景を見ると、変なところが痛みだす。
隣でぴょんぴょん跳ねている相棒のスライムに無意識のうちに視線を落とし、僕はつい
口走ってしまった。
「いや、今日はいいよ」
再び重い沈黙が訪れる。

「……そっか」
ファナとは小さい頃からの付き合いだけど、こうも話が続かないのは初めてだ。
それを嫌ってか、後ろからついてくるファナが話を振った。
「ところでさ、ルゥはもうその子の名前決めた？」
「……名前？」
「うん。召喚の儀で授かったスライムちゃんの名前。テイマーになったら、それも決めな
きゃいけないじゃん。まあ、そのままモンスターの種類で呼ぶ人もいるけど、ルゥはどう
なのかな～って」

あん ちょく

「えっと、じゃあ……スライムだから、ライム……とか」
「ライム……ちゃん？ ぷっ、安直すぎ」
「……かもね」
あいづち

ファナが一生懸命この場を盛り上げようとしてくれる。
だけど僕は適当な相槌を打つことしかできない。
いつもなら、落ち込んでもすぐに吹っ切れて、何事もなかったかのように彼女と会話が
できるのだが、今回だけはそうもいかない。
今の僕の落ち込み方は、意地悪をされた時とはまったく別のものだ。
再度静寂が二人を包む中、不意にファナが声を落として聞いてきた。
質問の意図が分からなかった僕は、彼女の方を振り向いて首を傾げる。

「ねえルゥ、これからどうするの？」
「……これから？」
「うん。儀式が終わった後、村長のカムイおじさんから話を聞いたでしょ」
「えっ……と……」
そう言われて必死に思い返してみる。正直言って、僕は自分の召喚の儀が終わった後の
ことを、あんまり覚えていないのだ。
村長のカムイおじさんは、両親がいない僕の面倒を見てくれた人だ。
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ていうか、今もお世話になっている。
あの後、おじさんは何を言ったんだっけ？
「ほら、私たちの進路のこと」
「あぁ……」
ようやく思い出した。
召喚の儀を受けた子供たちを集めてカムイおじさんが話したのは、僕たちの進路のこと。
基本的に、女神様からモンスターを授かった子供たちは、モンスターに合わせて仕事を
選ぶことになる。
自分の夢と従魔が見事に合っている人は、そのまま夢を追いかければいいし、合ってい
だ きょう

か ぎょう

なかった人は、ある程度妥協してモンスターの適性に合った仕事を選ばなくちゃならない。
中にはそんなこと関係なく自分の夢を追いかける人もいれば、単純に代々の家業を継ぐ
そんな将来の話の他に、村の掟についても教えてもらった。

人だっている。
パルナ村では、少なくとも二十歳になるまでは村で仕事をしなければならないという掟
がある。自分を育ててくれた村に恩を返すという意味もあるが、十五歳を迎えたばかりの
村での仕事を五年続けてみて、それから自由に仕事を選べばいいという、現実的な掟

新成人たちをいきなり外の世界に出すのは危険という判断だ。

ファナはそれについて聞いたのだ。

だった。
しかし僕は、逆に質問で返した。
誘を受けてたよね？」

「……ファナはどうするつもりなの？ 召喚の儀が終わった後、たくさんの人たちから勧
そして、胸の内が痛むのを自覚しながら続ける。
「それに、Ａランクモンスターを召喚できたんだから、今すぐに村を出られるでしょ」
とっ しゅつ

しば

パルナ村の掟には例外がある。それは、Ａランクモンスターを召喚できた者は、五年の
ほうこう

もったい

奉公をまたず、自由に道を選べるというもの。突出した才能を持つ若者を、五年も村に縛

十五歳を迎えたばかりの子供を外に出すのは確かに危険だが、Ａランクモンスターを従

り付けておくのは勿体ないという判断から生まれた特例らしい。

な じ

それに権利を行使するかどうかは召喚の儀を受けた新成人の自己判断。一応、もう大人

こう し

魔にしているのだから問題ない。
なのだからということだろう。
たて

ファナは曖昧な感じで首を縦に振り、そしてお馴染みのお気楽な声で続けた。

あいまい

「うん、そうなんだけど……」
「私も五年は村で仕事しよっかな～って」

40

な、なんで 」
!?

だけど……

ばな

「結局、ファナの夢って、何？」
「えっ、私の夢？」

み す

僕が真剣な眼差しでファナを見据えていると、彼女は小さく笑いながら答えた。

まな ざ

んでいるのだろうか？

王都の衛兵にも興味がなくて、王子様と結婚することも拒んだ彼女は、いったい何を望

こば

聞けずじまいになっていた彼女の夢は、いったいなんだろうか？

僕が放った唐突な質問に、ファナは疑問符を浮かべる。

ふ

そんなお母さんと離れ離れになるのが寂しいという理由なら、確かに納得できる。

はな

両親がいない僕は小さい頃からそのルナさんによくしてもらった。

でいてしっかりしている優しい人だ。

お母さんの名前はルナ・リズベルさん。ファナと同じく正義感が強く、お気楽で、それ

お父さんだけだけど。

それに彼女は僕と同じように、親を亡くしている身だ。僕のように両方の親ではなく、

彼女の性格なら、ただ報酬がお高いだけの職業に目がくらむはずもない。

ほう しゅう

ファナは本当に、なんでもないようにそう答える。

「全然。衛兵とか王子様と結婚とか、興味ないし。それに、村にはお母さんがいるから」

か、隣国の王子様と……その……結婚とか。勿体なくない？」

「なんとなく……って。でも、色んなところから勧誘を受けてたでしょ？ 王都の衛兵と

「なんでって、それはまあ、なんとなくだよ」

その答えに衝撃を受け、反射的に聞き返していた。

「えっ
!?

とを。

けた。

ふ

召喚の儀の後にたくさんの人から勧誘を受ける彼女の姿を思い浮かべながら、僕は続

その質問に、ファナは目を丸くする。

「えっ……」

「ファナも、冒険者に憧れてるんじゃないの？」

これ以上回りくどいやり取りをするのは嫌だと思い、僕はついに核心に触れた。

かくしん

それに、ファナが嘘を吐くときは、いつもこうして作り笑いを浮かべているのだ。

うそ

僕が冒険者に憧れているという話題になったとき、彼女が〝実は私も〟と言いかけたこ

だって、昨日聞いてしまったから。

しかし僕は、その言葉を素直に信じることができなかった。

「昨日も言ったけど、私は特にないよ」

立ち読みサンプル
はここまで
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