１
ネクロマンサー

よみがえ

ふ はい りゅう

最強の死霊使い「キラウ」が 蘇 らせた腐敗竜が、もうすぐ冒険都市ルノを襲撃する。
そのことをこの世界の管理者であるアイリスから聞いた不遇職のレイトは、腐敗竜打倒に向けて
さらに成長しなければと考えていた。
現在、レイトはガーゴイルという魔物を所有している魔物使いを探して都市を歩き回っている。
魔物使いからガーゴイルを購入し、戦闘してレベルを上げようとしているのだ。
しかしいくら探しても見つからず、レイトはアイリスと交信する。
『あいりしゅっ（裏声）』
『なんでそんな声で呼びかけるんですか。というか、女声が上手ですね……』
『まあね。そんなことより、ガーゴイルを所有している魔物使いの正確な居場所を教えて』
『はいはい……レイトさんが今いる場所の近くの酒場に、金髪の女性がいます。酔い潰れています

なんで？ 起こさないの？』

から、そばに行ってテーブルの上に金貨三枚を置き、立ち去ってください』
『え？

『その人はガーゴイルを闇ルートで冒険都市まで運んでいるんですよ。正式な手続きを踏まない取
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なりわい

引を生業とする人間ですので、接触しているところを見られたらまずいです。ただ、大罪人ではな
いので通報はせず、ガーゴイルの代金を支払って帰りましょう』
『だけど、いきなりお金が置いてあったら向こうは困惑するんじゃ……』
『それなら、ガーゴイルをいただきました、というメモを残せばいいですよ。あと少ししたら目を
覚ますので、気をつけてください』
『分かった』

おんみつ

しゃだん

アイリスとの交信を終え、レイトは貴重な金貨を手に、酒場に行く。
「念のために……」
中に入る直前、彼は暗殺者の技能スキルである「隠密」と「気配遮断」
、さらに「無音歩行」を
発動した。他の人間に極力気づかれないようにするためである。

伝説のドラゴンゾンビが復活したって話……」

酒場の中では、ゴロツキ達が会話をしていた。
うわさ

「おい、聞いたかよ
エンパイア

「ただの噂だろ。なんで今さらそんなのが現れるんだよ」
エンパイア

ほうかい

「旧帝国の奴らが蘇らせたという話だぜ 」

当ての人物を探す。
すると、奥のほうに金髪の女性が寝ているのを発見した。

だ、誰？」

はし

れていますから、今のうちに収納魔法で回収してください』
『えっ……生き物は収納魔法で回収できないはずじゃ……』
く魔物なんですよ。両者の違いは、形状と材質だけですね』

ま せき

『大丈夫ですよ。ガーゴイルはゴーレムの仲間で、無生物です。核と呼ばれる魔石を動力として動

かく

『この酒場の向かい側に廃屋がありますよね？ あそこにいますよ。現在は暴れないように眠らさ

はいおく

『ガーゴイルはどこにいる？』

レイトは誰にも気づかれずに酒場を出て、アイリスと交信してガーゴイルの居場所を聞く。

女性は耳を揺らして目を覚ますが、すでにレイトは立ち去っていた。

「……んんっ？

「ガーゴイル、買い取りま～す」

に置いて、小声で耳打ちする。

レイトは 懐 から羊皮紙の切れ端を取り出して走り書きをし、三枚の金貨と一緒にテーブルの上

ふところ

なのか、細長い耳をしていた。

レイトは彼女のもとに移動して、様子をうかがう。意外なことに非常に若々しい外見で、森人族

エルフ

噂ではあるが、すでに腐敗竜のことは一般人も知っているらしい。そう思いながら、レイトは目

れないって騒いでやがった」

さわ

「だけど、実際に今は都市への出入りは禁止されてるぜ。商人の奴らがそのせいで商品を仕入れら

「旧帝国はとっくの昔に崩壊しただろうが……」

!!
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!!

ひね

せ じょう

アイリスの説明に納得し、レイトはガーゴイルの回収に向かう。

から

廃屋の入口に到着し、ドアノブを捻ると問題なく開いた。施錠されていなかったことに、レイト
は少しだけほっとした。
中に入り、レイトは念のためにアイリスと再度交信する。
『こっちで合ってる？』
『合ってます』
確証を得て、奥に進む。
すると、ゴブリンのような顔をした人型の石像が置かれた部屋を発見した。近くの地面には、空
の寝袋が放置されている。
つぶや

「あれか？」

静かにしてください……ガーゴイルは耳が良いんです。なるべく音を立てずに近づい

レイトが呟いた瞬間、脳内にアイリスの声が響いた。
『しっ
て――あ、「無音歩行」のスキルを持っているレイトさんなら問題ありませんね』
アイリスの助言通り、レイトは「無音歩行」を使ってガーゴイルに近寄る。

うず

ガーゴイルは両腕を交差した姿で、そこにいた。本物の石像のようである。
レイトは収納魔法を発動した。
すると、ガーゴイルの頭上に黒色の渦巻きが出現する。この中に物体を放り込めば、異空間に収

納されるのである。
「そっと……」
レイトは慎重にガーゴイルを持ち上げたが――
『ガアッ…… 』
『重撃』っ 」

!!

!!

今は都合が良いですから』

すき

アイリスの助言を受け、レイトは自分の所属する冒険者ギルドに行く。
な

じ

エリナ、そして馴染みの冒険者であるゴンゾウとダインがいた。

ルや他の仲間達と訓練場に移動した。

レイトは仲間達と合流したあと、ゴンゾウとダインを訓練に誘う。彼らはその誘いを快諾し、ウ

かいだく

ギルドに着くと、相棒のウルと仲間のコトミン、スライムのスラミンとヒトミン、森人族の少女

エルフ

『何してんですか。あ、このあとは「黒虎」の冒険者ギルドへ向かってください。そちらのほうが

くろとら

「ふうっ……危なかった。いててっ……さすがに石像を素手で殴るのは無茶だったか」

重力を乗せた一撃はガーゴイルの胴体を貫き、怯んだ隙に放り込む。

ひる

咄嗟にレイトは右拳に紅色の魔力をまとわせ、ガーゴイルの腹部を殴った。

とっ さ

『ウガッ 』

「うわ、起きるなっ

努力もむなしく、目を覚ましてしまった。

!?
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!!
!?

かんさん
が りゅう

腐敗竜の件もあり、黒虎に所属している冒険者はほとんどが都市に戻っているが、訓練場はいつ
も通り閑散としている。
「ここが黒虎の訓練場か？ うちの『牙竜』と比べてずいぶん狭いな……」
うなず

「ゴンちゃんのギルドにも訓練場があるの？」
レイトが尋ねると、ゴンゾウは頷いた。

しご

「ああ。俺達のギルドの訓練場は地下にあって、広さはこの訓練場の十倍ってところだな。誰もい
ないが、いつもこうなのか？」
「ここを使用しているのは俺くらいだよ。たまに新人が使うこともあるけど、大抵はバルの扱きに
耐え切れなくて辞めちゃう」
「だろうな……あいつ、本当に手加減しないからさ」
レイトの言葉にそう答えたのはダインである。
ダインはこの場にいる面々の中では、黒虎のギルドマスターであるバルとの付き合いが一番長い。
彼も昔、バルによる地獄の扱きを受けたのだ。その内容は想像を絶するものだったという。
そのため、黒虎に入った新人冒険者の大半は、半月もしないで辞めてしまう。だが、無事に彼女
の訓練を乗り越えた人間は、一人前の冒険者として活躍できるようになる。それゆえ、黒虎に所属
する冒険者はランクが低くてもたしかな実力を持っているのだ。
レイトはゴンゾウに話す。

「今月、うちに新しく入ってきた冒険者は五人だったけど、すぐに辞めちゃった。今のところは俺
しか利用していないから、邪魔者もいないというわけ」

かげ ま ほう

「それは分かったが……いったいどんな訓練をする気だ？ ダインと俺の力が必要なことか？」
ゴンゾウに続いて、ダインが言う。
「まさか僕に模擬戦の相手を頼む気じゃないよな……言っておくが、僕の影魔法は戦闘向きじゃな
いから、手加減してくれないと困るぞっ 」

イルを引っ張り出した。

その後、レイトは全員を自分から離れさせ、収納魔法を発動する。そして、回収していたガーゴ

レイトは安心させるようにダインに言い、肩に乗っていたヒトミンをコトミンに差し出した。

「んっ」

「大丈夫だよ。俺の訓練の相手は別の奴だから……コトミン、ヒトミンを頼む」

冷めた目でツッコミを入れるエリナ。

「なんでそんな決め顔で情けないことを言ってんすか」

!!

」

』

ガーゴイルは、外に出るなりレイトに襲いかかる。

」

『シャアアアアアッ
「うわっ

「危ないっ

!!
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!?
!?

ゴンゾウとダインが声を上げた。
「平気だよっ……ウル 」
「ウォンッ 」

『シャアアッ 』

レイトが指示を出すと、ウルはガーゴイルに飛びかかって力ずくで地面に押さえつけた。

!!

影魔法でガーゴイルを拘束して 」

全員が驚愕する中、レイトは冷静にダインに指示する。
「ダイン
「ええっ

さけ

たとえ相手が腐敗竜だろうと僕の影魔法は通用する……とい

きゅ、急に言われても……」

「できないの？」
「 で、 で き る に 決 ま っ て る だ ろ
いな」

!!

「え、最後の言葉がよく聞こえなかったんですけど……」

!!

分かったよ、喰らえっ
しょくしゅ

『シャドウ・バインド』 」

レイトがわざとらしく言うと、ダインはヤケクソ気味に叫ぶ。
「う、うるさいなっ
!!

!!

「くっ……ちょ、こいつ予想以上に力が強いっ……僕のレベルじゃまだきついかも…… 」
「……それなら、どれくらい止められるの？」
「あと、三十秒くらい……？」
「意外と長いじゃん……じゃあ、その間に抵抗できないようにするか」
」

レイトは動けなくなったガーゴイルに接近する。
「ッ……
つか

ガーゴイルは声を上げることもできないのか、ただ困惑している。
またた

レイトは両手でガーゴイルの頭部を掴んで、初級魔法の「電撃」を発動した。
高圧の電流がガーゴイルの頭部に注ぎ込まれ、瞬く間に全身をめぐった。

『ぷるぷる（×２）…… 』

威力に身体が痺れてしまっていた。初級魔法だが、使い手によってはそれなりの威力になるのだ。

しび

ガーゴイルは身体が石でできているので、雷属性の魔法には強い耐性がある。しかし、あまりの

!?

その光景に全員が感嘆の声を上げるが、ダインは全身から汗を流し杖を握りしめている。

ガーゴイルの肉体に絡みついて拘束した。

影はスルスルと伸び、ガーゴイルに接近する。そしてウルが後方に飛んで避難すると同時に、

ダインが手に持っていた杖を地面に突き刺した瞬間、彼の影が触手のように動き出した。

!!

!?

「じゃあ、遠慮なく……」

「俺の後ろに下がっていろ」

「電撃」に怯えるスライム二匹とコトミンに、ゴンゾウが声をかける。

おび

「スラミンとヒトミンが怖がってる……私も怖い」

!!
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コトミン達はそそくさとゴンゾウの背中に避難した。

」

そいつは痺れているようだから、僕の影魔法はもう必要ないん

あと少しでコツを掴みそうだから……ふんぬっ 」

ま、まだかっ

一方、影魔法を解いていないダインは苦しげな顔でレイトに叫ぶ。
「れ、レイト
じゃないかなっ
「もうちょっと頑張って

!?

早くないですか？」

もう熟練度が３になってる 」

!!

!!

ごうせい ま じゅつ

ルにとどめを刺してください。今度は合成魔術を試す番です 』

「合成魔術か……雷属性と相性が良いのはなんだろう」
半端ねぇっす 」

レイトが呟くと、エリナがそれを聞きつけて目を輝かせる。
兄貴は合成魔術なんて高等技術を扱えるんですか

!!

!!

!?

「ありがとっ 」

「雷属性は水属性と火属性とは相性が悪い……風属性が一番良いはず」

「ほ、本当か？ 僕はできないのに……ま、まあ僕には影魔法があるから必要ないけどな 」

「え？

!!

『この熟練度の上昇速度……さすがはバルトロス王家の子供ですね。さあ、あとは一気にガーゴイ

すると、アイリスの声が脳内に聞こえてきた。

原因である。

ない。これはレイトの魔法の才能がズバ抜けていることに加え、雷属性への適性が高かったことが

いくら初級魔法の熟練度が上がりやすいと言っても、こんなにあっさり熟練度が上昇することは

エリナとゴンゾウが驚いたように言った。

「そんなに簡単に上がるのか？」

「えっ

「そろそろ上がってるかな……お、やった

そしてしばらく電流を流し続け、頃合いを見てステータス画面を確認する。

!!

!!
!?

レイトはそう言って、さらに「電撃」の電圧を強めた。

!!

する。
たつまき

すると、彼の右腕に電流をまとう竜巻が出現した。
「うわっ……すごいなこれ」
「た、竜巻 」
「おおっ……格好いい」
ほとばし

レイトと仲間達が感嘆と驚きの声を上げた。
電流の 迸 る竜巻をまとった腕で、レイトはガーゴイルを殴りつける。
「おらぁっ 」
ふ

かんぼつ

『シャアアアアアッ―― 』

ろ しゅつ

コトミンの言葉にレイトは礼を言い、「電撃」を維持したまま風属性の初級魔法、
「風圧」を発動

!!

!?

!!

拳の触れた箇所が陥没し、ガーゴイルの肉体が派手に吹き飛んで核が露出した。レイトがそれを

!?
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一気に熟練度が上昇するはずですから 』

掴もうとしたとき、アイリスの声が響く。
『それも壊してください
!!

「『撃雷』 」
てのひら

ひじ

レイトは核を掴まず、今度は左手を前に突き出して新しく覚えたスキルを発動する。

〈技術スキル「撃雷」を習得しました〉

げきらい

彼女の言葉を聞いた瞬間、レイトの眼前に新たな技術スキルが表示された。

!!

「よし
あんな技を喰らったら死んじゃうだろ 」

し……もう少し試してみたいな。誰か俺の相手してくれない？」
「ば、馬鹿言うな

「クゥ～ン（首を横に振る）」

『ぷるぷるっ（怯え）』

「無理」

「いくらなんでもさすがにそれは……」

!!

せ

!?

ど かい

」

レイトはそう言って、地面に掌を押し当てた。
「久々の『土塊』
!!

な、なんだっ 」
!?

どうやって作り出したんだよ 」
!!

!?

エリナは不安げな顔をした。

「本当に動きそうで怖いんですけど……大丈夫ですよね？」

ダインが目を輝かせ、泥人形を観察する。

「うわ、すごいなこれ

「これでよし……少し形が雑かな」

こお

こんぼう

レイトはさらに「氷塊」の魔法を発動し、泥人形の表面を凍りつかせて硬度を上げた。

ひょうかい

ダインは驚いたようにのけぞるが、ゴンゾウは興味深げに泥人形を観察している。

「これは……ゴーレムか？」

「うわっ

すると、地面が盛り上がって、三メートルほどの泥人形が現れた。

どろにん ぎょう

「本当に？ ……あ、でもやっぱり危ないし、大丈夫。その代わり、いいことを思いついたよ」

「俺が相手をしてやろうか？」

レイトの言葉に全員が拒否の意を示したが、ゴンゾウだけは背負っていた棍棒を構えた。

お

意外とあっさり限界まで上げられた。なかなか頼りになりそうな技術スキルを覚えた

になっており、さらに「電撃」の熟練度は限界値の５になっていた。

その光景に全員が圧倒されたが、レイトは気にせずステータス画面を確認する。するとレベルが

レイトのパンチによって、空中に浮遊する核が破壊される。

そのとき、レイトの左 掌 から肘にかけて電流を帯びた竜巻が発生した。

!!

!?
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50

「レイト、今度は私の人形を作ってみて」
「いや、人間の人形を作るのはさすがに無理だから……」
コトミンの言葉にレイトがそう言った。
ゴンゾウは泥人形を見つめ、レイトに聞く。
「こいつを訓練用の相手に見立てて、魔法を使うんだな？」
「そういうこと。みんなは下がっていてね」
レイトは泥人形から一定の距離まで離れ、自分の得意とする打撃系の戦技も組み合わせて、攻撃

な、何？」

を仕掛ける準備をする。そして彼が踏み出そうとしたとき、コトミンが彼の肩を叩いた。
「レイト」
「うわ、びっくりした

かけら

「……さっき壊したガーゴイルの核はどこにやったの？」
「えっ……」
レイトは周囲を見渡し、先ほど砕け散った核の欠片が消えていることに気づく。
彼は次に、自分が作り出した泥人形を見た。
すると、わずかにではあるが、泥人形が動いている。
『ッ……
兄貴……この泥人形は動かすこともできるんですか？ すごいですね～」

』

「あれ？

いや、そんな機能を付けた覚えはないけど……」

感心したようにエリナが言うが、心当たりのないレイトは首を横に振る。
「えっ
そのとき、泥人形の目が赤く輝いた。
「これは……まずい 」

」

『シャアアッ 』

「ぬんっ

ゴンゾウは素早く泥人形に近づき、前蹴りを放つ。

ガーゴイルの生態に詳しいゴンゾウが声を上げ、即座に動き出した。

!!

「な、受け止めたっ 」

しかし、泥人形は両手でキックをガードした。

!!

『アイリス

』

そんな中、レイトはアイリスと交信を行う。

その光景を目撃した全員が戦闘態勢に入る。

!?

たんです』
こ

でも、壊したのになんで動いたの 』

ぱ

み じん

『面倒なことになりましたね……ガーゴイルの核がその泥人形に入り込んだことで、自我が目覚め

!!

『ガーゴイルの核には再生能力があるので、木っ端微塵に砕かない限り何度でも再生しますよ』

『マジで

!?
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『早く言ってよ 』
たい ま とう

『すみません。それと、核は破壊される度に段々強度を増しますからね』
アイリスとの交信を終え、レイトは仕方なく収納魔法を発動して退魔刀を取り出した。
俺がぶっ壊す 」

「みんな下がってて
!!

こいつはさっきと様子が違うぞ 」

「気をつけろレイト

!!

「分かってる 」

!!

『シャアッ 』

そのまま「剛剣」を発動して攻撃しようとしたが――泥人形が跳躍して彼の頭上を飛び越えた。

ごうけん

ゴンゾウにそう言って、レイトは退魔刀を握りしめて泥人形に接近する。

!!

「飛んだ 」
「嘘っ

」

泥人形が着地し、標的を前方のコトミンに定めて駆け出す。
全員がコトミンを救うために行動を開始するが、彼女は肩に乗せているスラミンに指示を出した。
「スラミン、『水鉄砲』 」
『ぷるぷるっ 』

!!

『シャギャアッ 』

どの水が入っているのか、という量である。

その言葉を合図に、スラミンが口から大量の水を勢い良く放出した。小さな身体のどこにそれほ

!!

」

核が出てきたぞ 」

「任せてほしいっす 」

「やった

レイトは驚くが、泥人形の身体から再生した核が露出しているのを見て、喜びの声を上げる。

「ええっ

水によって泥人形の表面の氷が溶け、泥の身体がたちまち崩れてしまう。

!?

!!

「ガアアッ 」

それを見たウルが真っ先に駆け出し、核を口で受け止めて噛み砕く。

矢は核を、溶解した泥人形の身体から弾き出すことに成功した。

はじ

エリナがボーガンを構え、矢を発射した。

!!

拾い喰いはやめなさい、めっ 」

!!

んだ。

すると欠片がまだ蠢いていることに気づき、その生命力に驚きつつ、彼は欠片を両手で包み込

うごめ

レイトはウルの頭を撫でてやり、砕かれた核を見る。

な

ウルはレイトに近寄り、口を開いて噛み砕いた核を掌の上に乗せた。

「いや、今のは別に食べるつもりではなかった？ ごめんごめん、勘違いしたよ」

「クゥ～ンッ……」

「あ、ウル

!!

!!
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「『重撃』」
あん ど

つ

レイトの両手に紅色の魔力がにじみ、欠片は重力の負荷を受けて粉々に砕け散った。
両手を開けて欠片が動かないのを確認すると、レイトは安堵の息を吐く。
「ふうっ……まさか復活するなんて驚いたな」
ふ りょ

「ガーゴイルはゴーレムよりも再生力が高い。すまない……俺が注意しておくべきだった」
「ゴンちゃんのせいじゃないよ。不慮の事故でしょ」
すると、ダインが大声を出す。
「いや、そうかもしれないけどさ……事故の原因を作り出したのはお前だろっ 」
「そうだった、みんなに迷惑をかけてごめんなさい」
「仕方ない奴だな……まあ、許してやるよ」
レイトが謝罪すると、ダインはあっさりそう言った。

ざんがい

核の残骸を？」

「いや、体色が変わるだけだと聞いているけど……」

「え？ ということはヒトミンもガーゴイルみたいになるの 」

ゴイルの核を吸収したんじゃないのか？」

「そういえば……スライムは水以外にも魔石を好むと聞いたことがある。もしかしてそいつ、ガー

その変化にレイトは驚き、ダインは何かを思い出したように言う。

次の瞬間、ヒトミンの身体が赤く変色した。

ヒトミンがレイトの掌に張りついていた核の粉末を吸い上げた。

『ぷるぷるっ……』

「えっ？

「レイト、この子がそれを欲しがってる」

した。しかしそのとき、コトミンが彼の前にヒトミンを差し出す。

レイトは掌に残ったガーゴイルの核に視線を落とし、この状態では使い道がないので捨てようと

!?

「たく、なんの騒ぎだいっ

こっちは会議中だよ 」

そのとき、訓練場に二人の女性がやってくる。

なった。

青と赤のスライムがコトミンの肩の上に移動する。こうして、二匹は一目で見分けられるように

『ぷるるんっ』

『ぷるぷるっ』

「なんだ……でも色が変わったから、スラミンと見分けが簡単につくようになったな」

!?

しておいて」
お

ば

「あ、バルに……マリア叔母さん」
やってきたのは黒虎のギルドマスターと「氷雨」のギルドマスター、バルとマリアだった。

ひさめ

「よく言うわね……良案が思いつかないからって、全員で討伐に向かうなんて馬鹿馬鹿しい提案を

!!
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!!

マリアはレイトの言葉に対し、複雑そうな表情になる。
「せめて叔母様と呼んでほしかったわね……なんの騒ぎかしら？」

ざんがい

レイトが答える前に、ゴンゾウが所属する「牙竜」のギルドマスター、ギガンが現れる。
「ゴンゾウ、お前もここにいたのか」
「師匠 」

レイトが説明する前に、マリアが泥人形の残骸に掌をかざす。
分かるの？」

「これは……魔法の力で生み出したのかしら。それにこの魔力……レイト、あなたの仕業ね？」
「えっ

「私は姉さんと違って魔法が得意なの。それと、わずかに別の魔力も感じるわ……これは魔石、い
そんなことまで分かるんですか？」

やゴーレムかガーゴイルの核が入っていたのね？」
「うえっ

そう驚いたのはエリナだった。
マリアはエリナを見て、目を丸くする。
エルフ

「あなたは……もしかしてエリナ？ ティナの護衛役の子ね。どうしてこんなところにいるの？」
マリアは、森人族の王女ティナの護衛であるエリナが、なぜこの場にいるのか不思議だったよ
うだ。
「あ、どうも……お久しぶりです」

不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど悪くありません？４
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慌ててエリナは頭を下げた。
レイトは、マリアがエリナを知っていたことに驚いて尋ねる。
「二人は知り合いなの？」
「あ、いや……あたしなんかがハヅキ家のマリア様の知り合いだなんて、恐れ多いっす」
「その名前を口にするのはやめなさい。私も姉も、今さら家に戻るつもりはないわ」
「す、すいませんっ 」

「……ぷるぷるっ」
「ガクガクブルブルッ…… 」
!?

というかお前はなんで平気なんだよ 」

すると、マリアが今度はダインを見る。

「割と怖いものは見慣れてるから」

「しょ、しょうがないだろ

レイトが思わずツッコんだ。

「いや、ダインはちょっと怯えすぎじゃないっ 」

!!

!?

「誰だよ

文字数しか合ってないよ

」

も

ぼ、僕はゴレムの街のダインだ……ですっ」

しょうじん

「そんなことより、私からレイトに話したいことがあるんだけど、構わないかしら」

んたの仕業じゃないだろうね」

「ガーゴイルとゴーレム……うちの訓練場にそんな危険な奴らが居着いてたのかい？ レイト、あ

「いや、ちょっと色々あって……ガーゴイルとゴーレムもどきをぶっ倒した」

「それでいったいなんの騒ぎだったんだい？ また何かしでかしたのかい？」

移動した。

ゴンゾウとギガンのやり取りに、コトミンがそう言って二匹のスライムを抱えてレイトのもとに

「……暑苦しい」

「押忍っ

お す

「ゴンゾウ、こいつはお前の良い強敵になるだろう。お互いに精進することだ」

と

「レイト、師匠から聞いたぞ。まさか金剛と呼ばれた師匠の肉体に傷をつけるとは……すごいな」

こんごう

そのとき、ギガンと話し込んでいたゴンゾウがレイトに話しかける。

「そうそう。よくあたしの訓練から逃げ出していたどうしようもない奴さ」

マリアがバルに言うと、彼女は豪快に笑い声を上げた。

「ああ、思い出したわ。昔、あなたのギルドに預けられていた子ね」

!!

「あら……そっちの子もどこかで見覚えがあるわね。たしかクヌギ……だったかしら？」

!?

『ぷるぷるっ』

り、コトミンとダインもゴンゾウの背中に隠れてしまった。

ていることに気づき、慌てて取りつくろう。それでも彼女の怒気にスラミンとヒトミンが震え上が

ハヅキ家という単語が出てきた瞬間、マリアの表情が固くなった。しかしレイトが自分の顔を見

!!
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そ

「あ、ああ……別にいいよ」
え しゃく

こた

まぬか

上手くマリアが話題を逸らしてくれたおかげで、レイトはバルの説教を免れた。
レイトが感謝の意を込めて会釈すると、マリアはウインクで応える。
そして彼女は、天井を見上げて手を叩いた。
「シノビ、こちらに来なさい」
「はっ 」

だ、誰だ 」

その言葉を合図に、天井から何者かが飛び下りてきて、マリアの近くに着地した。
「うわっ
「いつの間に…… 」

!?

おお

エルフ

でもあたしは年下が好みなので……」

!!

おい

「シノビ、彼は私の甥よ？」
「……失礼しました」

たんせい

び こう

レイトの予想通り、カゲマルはエリナとコトミンが告げていた尾行者であった。彼は以前レイト

「そうだったんですか……」

に護衛を命じていたの」

「よろしい……ごめんなさいね。氷雨の子があなたにちょっかいを出さないか心配だったから、彼

う ち

すると、マリアがジロリとカゲマルを睨む。

にら

「その通りだ。それと俺のことはカゲマルと呼べ。シノビと呼んでいいのはマリア様だけだ」

「あの、シノビさんは俺達のことをずっと尾行してたんですか？」

レイトは冷静に指摘したあと、カゲマルに尋ねる。

「いや、ここにいる全員がエリナよりも年下だと思うけど……」

エリナが残念そうに言った。なお、森人族である彼女の実年齢は七十を超える。

「おお、イケメンっすね

「その通り、俺は和国から訪れた忍だ」

しのび

「シノビだと……まさか、東洋に存在する和国の忍者か？」

ワ コク

ギガンはシノビという名を聞いて眉をひそめる。

バルがカゲマルを胡散臭そうに見た。

う さんくさ

「なんだいそいつは……そんな奴がいるなんて聞いていないよ」

「ごめんなさいね。シノビは人見知りが激しいの。話し方がおかしいのは気にしないで」

とっている。顔の下半分は黒頭巾で覆われているが、わずかに見える素顔は端整な顔立ちだった。

くろ ず きん

そう言って頭を下げたのは、身長が百八十センチを超える黒髪の男性だった。全身に黒装束をま

「シノビ・カゲマルと申す……よろしく」

「紹介するわ。私のギルドに所属するシノビよ。ほら、挨拶しなさい」

と知らされていたため、彼がその人物だと判断する。

ダインとゴンゾウは驚くが、レイトは以前、エリナとコトミンから誰かが自分達を尾行している

!?

28
不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど悪くありません？４

29

!!

!?

ヴァンパイア

ひってき

が戦った吸血鬼のゲインにも匹敵する隠密能力を持っており、彼がその気になればレイトは簡単に
命を奪われていただろう。
マリアは言葉を続ける。
「シノビは私の配下の中で、最も腕の立つ冒険者よ。だけど、彼でも今回の任務はきついかもしれ
ないわね」
「任務？」
レイトが聞くと、マリアが詳しく説明する。
「どうせ隠したところでしょうがないしね……昨日、腐敗竜の調査に向かわせた暗殺者達が帰って
きた。でも腐敗竜にたどり着く前に、アンデッドの大群に襲われて退散したのよ」
「アンデッド？ まさか墓場にでも立ち寄ったんですか？」
その質問には、ギガンが代わりに答えた。
はいかい

「そんなわけないだろう……現在、草原に大量のアンデッドが湧き出している。しかも腐敗竜を守
るように、山村を囲って徘徊している」
ギガンに続いて、バルも言う。
「アンデッドは生物の気配……というか存在を感じ取れるからね。いくら暗殺者の職業が隠密に特
化した能力を持っていようと、あいつらには気づかれちまう。だから調査は諦めようとあたしは
言ってるんだけど……」

「正確に言えば隠密と速度に特化した職業ね。シノビ、あなたなら問題ないでしょう」
「承知」

はく ろう しゅ

おと

マリアの言葉にカゲマルが頷いた。バルは不安そうだが、敵の調査を行いたいのは同じなので、
あえて何も言わない。
「だけどカゲマルさんもアンデッドには気づかれるんじゃ……」
しゅんそく

「問題ない、逃げればいいだけだ」
「 彼 の 足 の 速 さ は 俊 足 の 魔 物、 サ イ ク ロ プ ス 顔 負 け よ。 そ こ の 白 狼 種 の ワ ン ち ゃ ん に も 劣 ら な
いわ」
「グルルルッ…… 」
「ふっ……勝負するか？」
ウルとカゲマルが睨み合う。
レイトは二人を無視して、腐敗竜に襲われたバルトロス王国の王女、ナオの容態をバルに聞くこ
とにした。
「バル……ナオの様子は？」
「安心しな……とは言えないね。身体の治療は終わっているが、未だに目覚めていない。あとであ
んたも見舞いに行きな。姫様とは知り合いなんだろう？」
「…………」
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ぎ

きょうだい

バルの発言にマリアは複雑な表情を浮かべる。彼女はレイトとナオが義 姉 弟であることを知っ
ており、レイトとあまり関わってほしくないのだ。
レイトとしては、ナオのことは義姉弟というより友人だと思っている。彼女には、森を出たばか
りの頃に助けてもらった恩がある。
レイトはアイリスと交信する。
『アイリス、ナオを救う方法はないの？』
『彼女が目覚めない原因は、精神的ダメージですからね。身体の問題なら解決できますけど、さす

ネクロマンサー

がに精神面はどうしようもありませんよ。彼女が立ち直るまで待ちましょう』
『そっか……』
『それよりもアンデッドの大群が問題です。どうやらキラウは他の死霊使いを集めて、腐敗竜を都
市に襲撃させる前にアンデッドの軍勢を送り込むようですよ』
『えっ 』
エンパイア

『まあ、生まれたばかりのアンデッドなんてこの街の冒険者だけでも対応できますけど、問題なの
は都市の内部に潜り込んだ旧帝国の手先ですね。こいつらをなんとかしないとのちのち困ったこと
になりますから、今のうちに始末しましょう』
『つまり……殺すの？』
『そのほうが手っ取り早いですけどね。ギルドに連れていって情報を吐かせる必要がありますから、

今回は捕まえるだけにしましょう。とはいえ、今のレイトさんにはちょっと荷が重いので、仲間の

エンパイア

方々の力を借りたほうが良いですね。そしたら普通に勝てますよ』
『分かった』

エルフ

交信を終え、レイトはひとまず都市に入り込んでいるという旧帝国の手先の対処を自分達で行う
ことにする。
おとしい

エルフ

ろう や

「エリナ、悪いけどライコフを探しに行った森人族の人達を呼び出してくれない？」
ゆくえ

ライコフとは、かつてレイトを 陥 れようとした森人族の男である。牢屋に捕まっていたのだが
急にどうしたんですか？」

脱走し、行方知れずとなっている。
「え？

「少し頼みたいことがあって……コトミンとスラミンとヒトミンとウルも手伝って」
「私も？」
『ぷるぷるっ？』
「ウォンッ？」
名前を呼ばれた一人と三匹が首を傾げた。
続いて、レイトはダインとゴンゾウにも協力を願う。
「二人にも手伝ってほしいことがあるんだけど、いいかな」
「な、なんだよ急に……こんなときに何をする気だ？」
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「俺は構わないが……」
すると、バルがレイトをジロリと見た。
「おいおい、また抜け出す気かい？ 今度は何をしでかすつもりだ？」
「ちょっと用事があってね……」
「……そうかい。まあ、あんまり無理はするなよ」
レイトの真剣な表情を見たバルは、彼の意志を尊重してそう言った。
他の人間もただごとではないと悟ったのか、何も言わない。
レイトがみんなを連れて建物を出ようとしたとき、マリアが彼を呼んだ。
「レイト……これを持っていきなさい」
「え？ あの……これは？」
「あなたの母親のものよ……決して手放さず、大切にして」
いんねん

マリアが差し出したのは、銅製の髪飾りであった。それはレイトの母親であるアイラが、幼少の
頃に彼女の父親からもらったものである。その髪飾りには複雑な因縁があることを、レイトは以前
マリアから聞かされていた。
これはマリアにとっても大切なものであるはずだ、とレイトは考えた。そして、そんなものを受

エンパイア

け取っていいのかと迷ったが、マリアは彼の手を取って強引に押しつける。
「必ずあなたの手で母親に渡しなさい。約束よ」

「……はい」
髪飾りを握りしめ、レイトは静かに頷いた。そして彼は、旧帝国のスパイを狩るために仲間とと
もに訓練場をあとにした――

エンパイア

建 物 を 出 た あ と、 レ イ ト は 即 座 に ア イ リ ス と 交 信 を 行 い、 都 市 に 入 り 込 ん で い る と い う

びっくりした

なんで急に、心の中で叫び声を上げるんですかっ 』

「旧帝国」の手先の居場所を尋ねる。
『アイリスぅううううっ 』
『うわぁっ

!!

『今回の標的は三人です。以前解決した武装ゴブリン事件のときと違って、時間はかけられません

だった。

彼 女 の 話 に よ る と、 手 先 は 複 数 人 存 在 す る の で、 迅 速 に 行 動 し て 捉 え る 必 要 が あ る と の こ と

じん そく

いつも通りの冗談めかしたやり取りをし、今度は真面目にアイリスから敵の情報を聞く。

『唐突なメタル〇ア……本当にレイトさんはそのネタが好きですね。じゃあ、情報を教えますよ』

『こちらス〇ーク、情報を求める』

ね？』

『そういうテンションは愛の告白のときだけにしてください。まったくもう……敵の居場所です

『熱い思いを伝えたくて……』

!!

!!
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!?

から急いで行動してください。全員が賞金首なので、捕まえれば賞金も手に入りますよ』

ただの小悪党ですよ 』

『賞金首か……麦わら帽子を被っている人がいないといいけど……』
『そんなゴムっぽい大物はいませんからっ
!!

アイリスからツッコミを受け、レイトは彼女との交信を終える。それから彼は仲間達に言った。

!!

「みんな、俺は今からとある賞金首を捕まえに行く。だから手伝ってほしい」
こんなときに 」

エンパイア

!?

そうだったのか……」

ど、どいつも高額賞金首の殺人鬼じゃないかっ

そう言った瞬間、ダインは目を見開く。
「はあっ
」

おのおの

ダインの言葉通り、冒険都市に潜伏している三人の手先は全員が幹部クラスの大物であり、凶

!?

ように尾行して、奴らの居場所を突き止めたんだよ」
普通はギルドに報告す

「あいつらの顔を見たとき、俺はその場で戦闘を仕掛けたらまずいと思った。だから気づかれない

レイトは少々心苦しかったが、さらに嘘をつく。

ない。

悪な殺人鬼でもある。ゲインほどの強さではないにしろ、各々が相当な実力者であることは間違い

か

そんな奴らを捕まえるっていうの

「えっと……俺が見つけたのはバルガル、マガリ、ファルカドって奴だよ」

レイトはアイリスと交信して手先の名前を聞き、ゴンゾウの質問に答えた。

「事情は分かった……だが、相手はどんな奴なんだ？」

ゴンゾウが再びレイトに問いかける。

ダインが感心したように言った。

「え

「知ってる。というか、実は昨日偶然突き止めたんだ」

エリナの問いに、レイトは頷く。

「兄貴は賞金首の居場所を知ってるんですか？」

「賞金首を野放しにしていたら、都市の人々が危険だよ」

「それはそうだが……事態が急変したときに備えて、ここにいるべきなんじゃないか？」

すると、ゴンゾウが首を捻りながら言う。

れない状況だし……」

「こんなときだからこそだよ。腐敗竜の件で、今の俺達は何もできないでしょ？ 街の外にも出ら

れない程度に嘘を交えて説得するしかない。

アイリスから聞いた情報は、レイトしか知らない。本当のことを説明できない以上、彼は怪しま

同様である。

賞金首が旧帝国の手先だと知らないダインが、驚愕の声を上げた。驚いているのは他の仲間達も

「賞金首
!?
!?

「そ、それならどうして僕達に話すんだよ？ 相手は大犯罪者なんだぞ

!?
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!?

!?

るんじゃ……」
取り乱すダインに対し、レイトは首を横に振って言う。
「いや、正直に言えばギルドには報告したくない。実は三人の他に冒険者らしき人間が一緒にい
たのを見かけた。どこのギルドに所属しているのか分からないけど、多分そいつが情報を売って
いる」

さすが兄貴っす 」

「なるほど……内通者というわけですか。下手にギルドに報告すれば、情報が漏れる危険性がある
んですね
「レイト、頭が良い」
『ぷるぷるっ』

「で、でもさ

どう考えても僕達だけでどうにかなる相手じゃないだろ。今からこっそりバルや

だが、ダインはまだ不安げな表情で反論する。

目をキラキラさせてレイトを称讃するエリナ。コトミンやスライム達も、彼を褒めた。

!!
ジャイアント

より、将来は大魔導士になる予定のダインもいるよ」
「むっ」
「へへっ……照れるっす」
「任せて」

レイトは感謝しながら、アイリスとともに考えた作戦を伝える。
「じゃあみんな、よく聞いて――」

エルフ

レイトはまず、エリナを近くにある建物の屋根の上に移動させた。もし敵が建物から逃げ出した

外に、数人の手下がいるらしい。

の建物は冒険者を三十人以上も殺したバルガルという賞金首の隠れ家だという。しかも中には彼以

――三十分後、レイト達は冒険都市の西部に位置する建物の前にいた。アイリスの情報では、こ

!!

『ぷるるんっ（×２）』
!!

レイトに激励されたことで、ダインを含む全員がやる気を見せた。

「そ、そう言われると悪い気はしないな……仕方ない

やってやるよ 」

パーがいる。あとは感知能力に長けた人魚族のコトミンと白狼種のウルとスライム二匹、そして何

た

「俺達なら大丈夫さ。こっちには 巨 人 族のゴンゾウという戦士と、森人族のエリナというスナイ

そのため、彼はダインを安心させるように言う。

勝算に関して言えば、レイトは必ず勝てるという確信があった。それはアイリスも保証している。

も殺してる大悪党が相手なんだぞ？」

「それはそうかもしれないけどさ……その、本当に勝てると思ってるのか？ 全員合わせて何百人

「バル達は腐敗竜の件で忙しいだろ。これ以上負担をかけたくないよ」

マリアさんやギガンさんに相談したらどうだ？」

!!
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!!

がいとう

おお

エンパイア

場合、そこから狙撃をしてもらうのである。さらに、狙撃しそこねた場合に備え、向かい側の建物
の路地裏にはコトミンとウルを待機させた。
そしてレイトとゴンゾウとダインは、フード付きの外套で全身を覆い隠している。旧帝国の人間
のフリをして、隠れ家に侵入しようと考えたのだ。
中に入る直前、ゴンゾウとダインがレイトに話しかける。
「レイト……作戦は上手く行くのか？」
「ほ、本当に一人でいいのか？ やっぱり僕も一緒に……」
「大丈夫だって……もしも俺が家の中に入って三分以上経っても出てこなかったら、そのときは助
けに来てね」
「分かった」
「ううっ……き、気をつけろよ」
きざ

ゴンゾウとダインの言葉に頷き、レイトは錬金術師の専用スキルである「物質変換」と「形状高
エンパイア

あかし

のぞ

速変化」を発動した。そして右手に握りしめていた大きな石を、剣と槍が交差した紋章が刻まれた
黒色の金属板に変形させる。これは旧帝国の人間ということを示す証である。
レイトは慎重に入口の扉を三度叩き、一定の時間のあとに今度は四回叩く。
すると、扉の向こうから返答があった。
『……合言葉は？』

「帝国に栄光あれ」
アイリスから教えてもらった合言葉を唱えるレイト。
『入れ』

いぶか

その言葉と同時に、ガチャリと鍵が開錠された。続いて扉が開かれ、片腕が義手の男性が顔を覗
かせる。
彼はレイト達を見て、訝しげな表情を浮かべる。
「……誰だお前らは？ いつもの伝令役はどうした？」

この質問が引っ掛けであることを、レイトは事前にアイリスから聞いていた。そのため、冷静に
お前のほうこそ何を言っている。伝令は毎回違う人間を使っているだろう」

男の質問に答える。
「いつもの？

「そうだったな……すまない、中に入ってくれ」
男はそう言って、レイトに掌を出した。証の金属板を見せろ、ということだろうとレイトは推測
する。
彼は内心冷や汗をかきながら、先ほど変形させた証を手渡した。
レイトの「物質変換」と「形状高速変化」は万能ではない。このスキルによって作られたものは、
彼の手から離れて十秒以上経過すると元の物質に戻ってしまうのだ。
そのため、男が確認に十秒以上かけたらたちまち偽物だとバレてしまうのだが……
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「……ああ、本物だな」
幸い、男は適当に確認しただけで証をレイトに返却した。
気を取り直し、レイトは男に尋ねる。
「バルガルはいるか？」
「バルガルさんだ。口のきき方に気をつけろ……あの人は幹部だぞ」
「そうだったな……お前達はそこで待っていろ」
「「…………」」
レイトがゴンゾウとダインに高圧的に指示を出すと、彼らは無言で頷いた。こうすることで、彼
らをレイトの部下だと男に思い込ませたのである。
レイトの作戦により、ゴンゾウとダインは自然に入口を固めることに成功した。
隠れ家の中に入ると、男がレイトに尋ねる。
「今日はなんの用事だ？ まだ決行日まで時間はあるだろう？」
調子に乗るなよ……言っておくが俺はあの人の右腕だ

「まずはバルガルに会わせろ。見張りの人間も全員呼んでこい。説明はそのあとだ」
「おい、『さん』を付けろと言ったよな？
ぞ？ 口のきき方に気をつけ――」
男が言い終わる前に、レイトは彼の口を押さえた。近くに他の人間が見当たらなかったので、行

ひざ うら

動を開始することにしたのである。

「ご苦労様」
「ふぐっ…… 」

レイトは相手の膝裏に蹴りを入れ、体勢を崩させたあとに左手を首筋に当て、覚えたばかりの
「電撃」をさっそく発動させる。
「痺れてろ」
「んぐぅうううっ…… 」

!?

た やす

たときに木々の間を飛び回っていたおかげで鍛えられた彼の脚力は、補助魔法の力を借りずとも
こんとう

レベル程度の人間であれば気絶させることは容易い。

30

レイトは「跳躍」のスキルを発動して一気に男に接近し、顔面に膝蹴りを放つ。森で暮らしてい

「どうもっ」

「おい、なんだ今の音は……なっ 」

そのとき、異変に気づいたらしい眼帯を巻いた男がやってくる。

殺者の技能スキルを全て発動させる。これで彼は他の人間に気づかれにくくなった。

レイトはフードを脱ぎ捨てて、意識を失った男を部屋の隅にどかし、彼自身は壁に貼りついて暗

高圧電流によって、男は気絶した。

!?

異常があったのか 」

!?
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!?

眼帯の男はそれほど強くなかったようで、一撃で昏倒した。
「おい

!!

「何が起きた 」

」

に向けて拳を振り抜く。
しょうふう

「『衝風』
「ぐはぁっ 」
「うぎゃっ 」
「がはぁっ 」

「ううっ……な、なんだてめえっ……俺達が何者か知っているのか 」

はっけい

そう呟いた瞬間、「電撃」を喰らって倒れていた男がヨロヨロと起き上がった。

「よし……これで全員かな」

「衝風」による風の衝撃波によって、敵が次々と吹き飛ばされる。

た技術スキルである。

「衝風」はレイトが以前、森人族の護衛部隊の隊長を務めるリンダの「発徑」を真似して作り出し

エルフ

その中にバルガルと思しき人物がいないことを確認したレイトは「身体強化」を発動させ、彼ら

おぼ

さすがに音を立てすぎたらしく、廊下の中に何人かの手下が姿を現した。

!?

ふんがい

「ああっ

こんなもの……うぎゃあっ 」

「もうバレてるだろうし、邪魔だから悪いけど外に出てて」

放った。

レイトは感心しつつ、指先に初級魔法の「火球」を発動する。そして指を男に向け、ポンッと

か きゅう

「あれ、もう起きたのか……しぶといな、右腕というのは本当だったんだ」

!?

な、なんだ 」

「人が吹っ飛んできた……まだ、生きてはいるな」

「うわっ

爆風で吹き飛ばされた男は、入口の扉を突き破って外に飛び出す。

れるのだ。

に空中で停止して小規模の爆発を引き起こす。「火球」の魔法はレイトの意志で自由に爆破させら

男は憤慨してナイフを構え、小さな火球をはたき落とそうとするが、火球は男の身体に触れる前

!?

外にいたダインとゴンゾウが、男に近寄った。
「がはぁっ……ば、化け物…… 」
「あ、まだ意識があるぞっ
「ふげぇっ 」

この、大人しくしてろよっ 」

!?
ビースト

ダインが杖で男を殴り、完全に気絶させた。
や

くさり

喧嘩なら外でやれと言っただろうが、くそっ 」

匂いを漂わせ、身体は痩せ細っている。右腕には鎖を巻きつけていた。
「おい、今の音はなんだっ
「あんたがバルガルだな」

!!

ただよ

一方、隠れ家の内部では、二階から獣人族の男が荒々しく階段を下りてきたところだった。酒の

!!

!?

!?

!?
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!!
!? !? !?

!?
!?
!?

「あっ？ 誰だてめえっ……？」
バルガルはレイトの姿を見て首を傾げ、廊下に倒れている部下の姿を見た。そして状況を理解し、
舌打ちしながら足元の部下の頭を蹴り飛ばす。
「ぐへっ 」
「ちっ
殺す気かっ 」

見張りも満足にできないのか、くそどもがっ 」

「おい、やめろっ
!!

!!

「うるせえ……俺は寝ているときに起こされるのが一番嫌なんだよっ 」

怒鳴るレイトを、バルガルが危険な目つきで睨みつける。

!!

「おらっ 」

た鎖を放った。

レイトは両手を構えて魔法を発動しようとしたが、バルガルが右腕を振り回して、巻きつけてい

バルガルは廊下に転がる部下達を蹴り飛ばしながらレイトに近づいてきた。

!!

「くっ 」
レイトは「跳躍」を発動して回避するが、相手はなおも鎖を振り回して、壁や床を削りながら彼
に攻撃を仕掛ける。
ふうじん

「おらよっ 」
「『風刃』……うわっと 」

!!

「「レイト 」」

魔法で対抗しようとしたレイトだったが、その前に鎖が彼の足に巻きついた。

!?

ちょろいもんだぜ……」

「なんてねっ 」

「はっ

バルガルは、レイトの足に絡めた鎖を引き寄せようとする。

ダインとゴンゾウが叫んだ。

!!

「うおおっ 」

キルで鎖を操作して、バルガルの右腕に巻きついた部分を締め上げる。

だが、レイトが足を拘束されたのはわざとだった。彼は鎖に手を伸ばし、
「形状高速変化」のス

!!

「『撃雷』 」

その隙にレイトは鎖を解き、右腕に意識を集中させ、電流を帯びた竜巻をまとわせて攻撃する。

ほど

バルガルはまさか自分の鎖が利用されるとは考えておらず、動揺して悲鳴を上げた。

!?

「ぐぇええええっ 」

!!

「おおっ 」

で絶命は免れたが、意識を失ってしまった。

レイトの拳を受け、バルガルは派手に吹き飛んで壁に衝突した。バルガルのレベルが高かったの

!?

「す、すごいっ 」

!?
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!?

!!
!!

!?

!!
!!

感嘆の声を上げるダインとゴンゾウ。
結果として、レイトは単独でバルガルに勝利したのだった。バルガルが酒を飲んでいた上に油断
していたことも要因の一つだが、それ以上にレイトの戦い方が素晴らしかった。彼がここまでの戦
闘センスを持っていたとは、世界の管理者であるアイリスにも予想できなかった。
レイトは倒れたバルガルや手下達が死んでしまわないよう、念のため「回復強化」を発動して治
療を施す。そして外に待機させていた仲間達を呼び寄せ、手分けして彼らを拘束したのだった。
やがて、比較的軽傷だった手下達が目を覚ました。彼らは恐怖と戸惑いの表情を浮かべながら、
レイト達に問う。
「ううっ……な、なんだよお前らっ 」
「俺達が誰だか分かってるのか 」

!?

「く、くそっ…… 」

「賞金首でしょ？ 金貨百二十枚のバルガルと、その手下達だよね」

!?

」

ぼろ儲けじゃないですか 」

彼の話によると、拘束した人間全員を冒険者ギルドに引き渡せば、百五十枚近くの金貨をもらえ
るという。

「マジっすか

エンパイア

というか、スラミンとヒトミンとウルも数に入ってるよねそれっ 」

!?

「構わんが……」

「えーっと……家に忘れ物をしてさ……すぐに戻るから先に行っててくれる？」

ダインとエリナの質問に、レイトは少し考えてはぐらかすことにした。

「兄貴はどこに行くんですか？」

「え？ 急にどうしたんだよ？」

「みんな、悪いけど冒険者ギルドにこいつらを運んでおいてくれない？」

次は単独で向かおうと考えたのだ。

交信を終えたレイトは、ウルの背中に乗り込む。彼はバルガルを一人で倒したことで自信がつき、

取っているらしい。

位置を教えてもらった。運が良いことに、そのうちの一人である「マガリ」という女が単独行動を

事前に用意していた馬車に賞金首達を運び入れる途中、レイトはアイリスと交信して次の標的の

仲間達は喜んでいるが、まだ都市には二人の旧帝国幹部が残っている。

「なんでだよっ

ドヤ顔で言うコトミンに、ダインがツッコミを入れる。

「取り分はレイトが二、私も二、あとは残りのみんなで一ずつ分ける、完璧な配分」

!!

ぞ

「おいレイト、バルガル以外の奴らも全員が賞金首だ。しかもこいつらみんな、金貨単位の額だ

すると、拘束した面々の顔を一人ずつ確認していたダインが、興奮気味にレイトに言う。

!!

嬉しそうな声を出すエリナ。

!!
!!
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!!

立ち読みサンプル
はここまで

け げん

すそ

ダインは怪訝な顔をしながらも、追及せずそう言った。
そのとき、コトミンがレイトの服の裾を引っ張る。
「レイト、私も付いていく」
「いや、本当にすぐに戻るから大丈夫だって……あ、でもヒトミンは借りてくよ」
『ぷるぷるっ？』
レイトはコトミンの頭に乗っていたヒトミンを抱き上げ、自分の肩の上に置いた。ヒトミンには
優れた感知能力があり、何かと役に立つだろうと考えたのだ。
こうしてレイトはみんなと別れて、マガリがいるという方角に向けてウルを走らせる。

はる

しの

「ウル、できる限り静かに走れよ……俺が合図したら止まって」
「ウォンッ 」
ウルが馬を遥かに凌ぐ速度で、都市の中を疾走する。
十分もしないうちに、レイト達は目的の場所に到着した。そこは大通りで、かなりの人間が歩い
ている。この人数では、誰がマガリなのか分からない。
レイトはウルから降りて、指示を出す。
「ウル、お前はここで待機してろ」
「ウォンッ」
ウルから離れたレイトは「観察眼」のスキルを発動した。これは観察能力を高めるスキルだが、

いんぺい

実は暗殺者の「隠密」や「気配遮断」のような、隠蔽系のスキルを見破ることもできるのだ。
「観察眼」で人々を見ていたレイトは、一人怪しげな気配を持つ人物を発見する。
その人物は黒色の外套を着た老婆であり、片足が義足らしく、歩きにくそうに道をゆっくり歩い
ていた。だが、周囲の人間はその老婆に気づいていないかのように彼女の横を素通りする。レイト
も「観察眼」を使わなければ、間違いなく見落としていただろう。
レイトは肩に乗っていたヒトミンに指示を出す。
「ヒトミン、あのお婆さんを感知し続けてくれ」
『ぷるぷるっ』
「よし、いい子だ」
ヒトミンの感知能力ならば、老婆をマークすることは容易い。
レイトは「観察眼」を解除し、時折ヒトミンに老婆の場所を確認しながら彼女をこっそり尾行
する。
あのお兄ちゃん、赤いスライムを肩に乗せてるよ～？」

そのとき、彼の後ろを歩いていた母親と子供の話し声が聞こえてくる。
「お母さん

私もスライム飼いたいよ～」

「あらあら……ペットかしら？ 仲が良いわね」
「お母さん

「もう……しょうがない子ね。あとで魔物商に立ち寄りましょう。スライムがいるかは分からない
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不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど悪くありません？４
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