プロローグ 忍び寄る影

ほ ばく

とどろ

バザータウンにて、英雄トキワ・ミカイツは騎士団と協力し、ハーモニック大陸に名を轟かせる
ひ ろう

大犯罪者『ルネオサ・トクラコス』を捕縛することに成功した。カオル・モチミズは、従魔格闘技
大会『テイマーズ』にて新たな体術を披露し、大会を騒がせた。この二人は聖女シャーロットの仲
かっ しょく

間とされており、聖女一行が去った現在も、タウンでは二人の話で持ちきりだった。
そんなとき、一人の長身、長髪、黒髪で褐色の肌を持つダークエルフが、テイマーズの会場付近
で笑っていた。
「あの泣き虫だったトキワが『英雄』か。コウヤが聞いたら、さぞ驚くだろう。彼とは会えなかっ
たが、私の求めていたものはカオル・モチミズのおかげで入手できた」
男はマジックバッグから、一振りの大剣を取り出す。
「『隕鉄の大剣』改め、『閃光の大剣』か。購入当初、重量感、魔力伝導性は申し分なかったが、硬
ふる

度や斬れ味に難があった。しかし、ここで有能な鍛冶師を見つけ、さらに私のユニークスキルを利
用したことで、この大剣は生まれ変わった。これで、私の悩みも解決だ。旧い友人の話も聞けたし、
いい休暇になったな。そろそろ、祖国へ戻るか」
男――イオル・グランデは剣を収納し、トキワとカオルのことを考えながら、一人バザータウン
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ひん

を離れていく。彼の祖国はサーベント王国。トキワがジストニス王国の英雄であれば、イオルは
サーベント王国の英雄と言える。
たた

しょう き

だ

今から六十年ほど前、サーベント王国は一体の魔物により滅亡の危機に瀕していた。国民を恐
怖のどん底に叩き落とした魔物の名はラフレシアドラゴン。王都から遠く離れた森林の瘴気溜ま
おちい

りから発生した魔物で、通った道筋は腐った大地と化し、人々も腐り果てゾンビと化すという事態

す

に陥った。しかも、かのドラゴンは王都へと少しずつ近づいている。この危機的状況を救ったのが、
イオル・グランデである。
彼は聖峰アクアトリウムに棲むアクアドラゴンと話し合い、腹心のラプラスドラゴンを従魔に従
またた

えることに成功すると、ラフレシアドラゴンへ戦いを挑んだ。一進一退の攻防が続いたものの、イ
オルは辛勝する。戦いの場が王都からほど近かったこともあり、このニュースは瞬く間に王都中へ
と広がったのだが、その際信じられない奇跡が起きた。
アクアドラゴンの美しい声が国土全土に鳴り響くと、清らかな雨が静かに大地へと降り注ぐ。す
き れい

るとどうだろう。イオルとラフレシアドラゴンの戦闘により腐った沼地と化した場所が、見る見る
うちに回復し、元の綺麗な草花が生い茂る大地へと復活していくではないか

』と宣言したことで、彼は確固たる称号を手にした。

その後、ラフレシアドラゴンのような難敵と誰もが戦えるよう、空戦特殊部隊が結成され、イオ

今、王都は大混乱なんですよ 』

つかったか、なんて話だろう。イオルだ、どうした？」
『よっしゃ～～～やっと、繋がった～～～』
「声が大きいぞ、どうしたんだ？」
のん き

『隊長、なに呑気なことを言っているんですか

‼

「この音は、いつ聞いても慣れんな。着信相手は……ディバイルか。どうせ休暇先で、いい女が見

つつある。

国王都で開発されてから、国内で爆発的にヒットし、今では貴族だけでなく、平民たちにも広がり

シェットから大きなアラーム音が鳴り響く。音の正体は魔導具『携帯端末』。四年前サーベント王

そんな彼が国境検問所へ到着し、サーベント王国へ入った瞬間、ズボン左側に配置されているポ

ルは隊長へと大昇進することとなる。

る

民の前で執り行われた表彰式において、国王自らが『イオル・グランデこそが我が国の英雄であ

と

当時平民の一冒険者だったイオルは国民から『英雄』と呼ばれるようになる。しかも、大勢の国

‼

出し、誰もが死を悟った。しかし、ベアトリスの顔は何もせず、そのまま霧散した。

おぞ

魔力に当てられたことで、王城内部は『気絶する者』『恐怖で足を竦ませる者』『失禁する者』が続

すく

変化したのだ。そして、彼女は高らかに笑い声をあげると、王城を深く睨みつけた。その悍ましい

にら

さらに、王城の上でピタッと止まり、ドラゴンは見る見るうちに……巨大なベアトリスの顔へと

こめられていた。王都にいる大部分の国民もその脅威を察知していた。

きょう い

ライトニングドラゴンを模した魔法攻撃には、はっきりわかるほど強烈な魔力と王族への憎悪が

ントでは、多くの国民が困惑している。

ベアトリスが積層雷光砲を放ってから、四日が経過していた。現在、サーベント王国王都フィレ

⁉
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‼

け

が

け

が にん

「私のいない間に、そんな大事件が起きていたのか。ディバイル、怪我人はいないんだな？」
『いませんが、精神的な意味合いで怪我を負った者は、大勢いますよ。それも、王城内限定で』
「犯人は、ベアトリスか？」
『間違いありません。昨日、セリカとルマッテが王城へ帰還し、全てを打ち明けてくれました。ベ
アトリスはジストニス王国に潜伏していたんです。二人はバザータウン付近で交戦し敗れこそしま
したが、この情報を持ち帰るため、死に物狂いで逃げてきたと国王陛下に話していましたよ。しか
も、俺たちの見たドラゴンやベアトリスの顔は、そこから放たれたものだそうです』
このとき、イオル・グランデの思考はディバイルのある一つの言葉で止まっていた。『バザータ
ウン付近』。彼はついさっきまでその街に滞在していた。にもかかわらず、その巨大魔力に気づけ
ていない。これが何を意味するのか。そう考えただけで、彼は戦慄する。
「確認するが、バザータウン付近で放たれたものなんだな？」
『ええ、そうですけど？』
「ディバイル、私は七日前から今日まで、バザータウンに滞在していた。だが、私はその魔力に気
づかなかった。騒ぎにもなっていないから、多くの人が同じだろう」
しばし、二人とも押し黙った。やがて、イオルが口を開く。
「ベアトリスに、そいつを隠せるほど強力な仲間がいるのは明白だ。知っていたら、名前を教えて
くれ」

したた

『ええ、特に強いのが、トキワ・ミカイツ、カオル・モチミズの二人。あと、聖女シャーロット・

エルバランもいるそうです』
名を聞いた瞬間、イオルの額から一筋の汗が地面へと滴り落ちた。
『トキワ・ミカイツ』。親友コウヤ・イチノイの弟子で、今では『ジストニス王国の英雄』と呼ば
れている。
『カオル・モチミズ』。イオル自身は面識がないものの、あの地下のオークション会場で放たれた
覇気だけで、その強さを十分認識できる。
この二人がベアトリスの仲間である以上、王都で本気で戦闘した場合、周辺は更地となってしま
う。それを理解したイオルは、すぐには言葉を出せずにいた。
『隊長？』
あまりの沈黙の長さからか、ディバイルが声をかける。
「これは、厄介なことになるぞ。『英雄トキワ』と『聖女シャーロット』が絡んでいる以上、間違
いなくクロイス女王も関わっているはずだ。そちらはどうなっている？」
き とく

かくま

『今朝、国王陛下が大型通信機を通して、会談が実施されました。クロイス女王と聖女シャーロッ
トは、危篤状態のベアトリスを匿い治療を施したそうです。完治後、あの事件の話を聞いたらしい

かくま

のですが、ベアトリスは自らの罪を認めたものの、結果に至るまでのプロセスに納得がいかないよ
うで、直接ここへ来て再調査したいと女王に訴えたとのことです』
治療を施すだけならば、まだ女王として許されるのだが、彼女を匿い、サーベント王国王都フィ
レントまでの道程をアシストしているとなると、明確な裏切りになる。

8
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「クロイス女王は、ベアトリスの言い分を信じたのか？」
『それだけでなく、「彼女は王家に復讐したいと言っていますが、そんなことは私がさせません。
だからこそ、トキワとシャーロットを仲間として同行させたのです。もし、王族の誰かに危害を加
えるような事態が発生したら、私は女王の座を降りましょう」と宣言しました』
「我が国の国王陛下に対し、そこまで言うとは……だが、女王としては甘いな」
ほ ばく

クロイスは、敬愛するベアトリスと絶対的な力を持つシャーロットを信じているからこそ、自国
を揺るがすほどの宣言をしている。サーベント王国の実力者が彼女らを捕縛しようと動くことも想
定済みである。不安に思っているのは、シャーロットが王都フィレントで暴走することだ。これを
防ぐため、彼女たちの状況が少しでも有利になるよう考えての行為とも言える。
現 時 点 で イ オ ル た ち は、 そ ん な ク ロ イ ス の 気 持 ち な ど 理 解 で き る は ず も な い。 そ の た め、
『甘
い』と判断し、女王としての評価を下げてしまった。

おこた

「目的と時期を考えれば、ベアトリスたちは、私が追跡しよう。お前たちは、王都で待機だ」
『本気ですか 』
ゆる

「無論だ。ベアトリスがあの魔法を王城に撃つ可能性もある。王都周辺の警戒を怠るな」
す

イオルはディバイルを説得し、携帯端末を切る。先程までの緩い休暇モードから一転、現在の彼
の体内では研ぎ澄まされた覇気が駆け巡っていた。

急転直下の危機

彼にとって、難敵は『トキワ』と『カオル』のみ

１話

以上言ってはいけません」

ほろ

「カムイ、そういう言葉を口にすると、大抵よくないことが起きるんだよ。だから……暇でもそれ

となると、絶対どこかで遭遇すると思う。

そうぐう

彼らを避けたくて、中継地以外の街や村には立ち寄らないことにしているけど、超エリート部隊

「どっちでもいいよ～。暇だよ～」

現在の馭者はトキワさんとアッシュさん。私たち女性陣とカムイは幌付きの荷台の中にいる。

ぎょしゃ

行の巨大騎獣とも、すぐ仲良くなれた。

に行動する。私にはユニークスキル『全言語理解』があるため、このトリケラトプスに似た四足歩

この騎獣は、一つ目の中継地点『ノベラッテ』の街で購入したもので、王都フィレントまで一緒

車代わりにして歩を進めている。

六つの中継地点を決め、現在三つ目の『貿易都市リムルベール』を目指し、二体の騎獣ガウルを馬

は何も起きていない。最終目的地『王都フィレント』までは、かなりの距離があるため、私たちは

私――シャーロットたちがサーベント王国に入ってから六日が経過した。この間、目新しいこと

「カムイ、『空戦特殊部隊』だからね～」

「シャーロット～暇だよ～。『苦戦雑務部隊』でもいいから、何かイベントが起きてほしいよ～」

‼
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⁉

たらい

さら

カムイは生後三十日にも満たない赤ちゃんドラゴン。卵の中にいる状態で、色んな種族によって
あちこちに盥回しされるという劣悪な環境に晒されたせいで、〇歳なのに、知能がやけに高い。入
国以降、あまりにも平和な時間が続いていることもあって、この状況に飽きたんだね。
「ベアトリス様、あの上空に見える点、何か感じませんか？」
荷台の後方から見張りをしているルクスさんが、何かを見つけたようだ。呼びかけに応じて、ベ
アトリスさんが彼女の方へ移動する。
「かなり遠いわね。でも、これは……視線？ あれって、魔物なの？ 遠すぎてわからないわ」
二人の会話が気になったため、私もそこへ移動し、上空に見える点らしきものを見た。通常の視
力では点にしか見えないけど、スキル『視力拡大』を最大限にまで高めると……
「多分……あれはドラゴンですね。遠すぎて、種類まではわかりません」
当初、ベアトリスさんは私の力やユニークスキルに頼らないように行動していた。でも、セリカ
さんとルマッテさんが現れ、自分一人では解決できない問題が発生したことで、現在では必要に応
もしかして、僕のお父さんかお母さん？」

じて頼ってくれている。
「ドラゴン
いるし、行方不明になって日も浅いから、まだ国内を探しているんじゃないかな？
僕の両親なら、絶対会いたいもん 」

「そこまではわからないよ。でも念のため、構造解析してみようか？」
「うん、やってよ

かわい

‼

３４５歳／出身地 サーベント王国聖峰アクアトリ

う、可愛い。純粋に目を輝かせ、私に期待を寄せるカムイ。ここは一肌脱ぎましょう
解析』
名前 プリシエル
種族 ラプラスドラゴン／性別 女／年齢

‼

‼

備考欄

称号：参謀・努力家・静読深思・機構打破・イオル絶対愛好者

じゅおん

ユニークスキル：全言語理解・無詠唱・サイズ調整・狂穏反転・呪怨

きょうおんはんてん

Ｓランクのドラゴンが、なぜこんなところにいるの？ もっと深くまで情報を読もう。

本スキルや応用スキルも四十種類以上習得している。おまけに、各スキルレベルが全て７以上だ。

なんなの、この強さは？ 習得している魔法も多く、最上級魔法だって二種類も持っている。基

「え？」

魔法適性 水・光／魔法攻撃６３８／魔法防御６９０／魔力量７３２……

５０１

レベル ／ＨＰ６９０／ＭＰ７３２／攻撃７１２／防御６８２／敏捷７８５／器用５６１／知力

ウム

『構造

ドラゴンと聞いて、カムイも私たちの方へやって来た。カムイの両親はフランジュ帝国に住んで

⁉
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‼
78

英雄イオル・グランデの従魔・最強種アクアドラゴン『シヴァ』の部下・現在の怒気量：０
性格は非常に温厚である。だが、崇拝するアクアドラゴン『シヴァ』と、愛するイオル・グラン
デの悪口を言われ、怒りが一定を超えた場合に限り、ユニークスキル『狂穏反転』により狂暴化し、
ステータスが十分間二倍となる。その場合、イオルかシヴァが止めなければ、周囲一帯を永久凍土
はる

と化すほどの力を発揮する。現在、イオル・グランデを乗せてベアトリスたちの行方を追っており、
遥か前方から強い違和感を覚えたため、現在そこへ向かっている。
「カムイがフラグを立ててしまったよ～～～」
「なんのこと？ 僕が、何かした？」
これは、まずい事態だ。あのドラゴンと主人のイオルという人は、ここへ向かっている。しかも、
イオル・グランデなる人物に関しては、トキワさんとベアトリスさんから聞いている。コウヤ・イ
チノイの親友で、その強さは『鬼神変化』前のコウヤさんと互角。だけど、この話自体が九年前の
もののため、今はそれ以上に強くなっているのは間違いない。

ぎょう し

「ルクスさん、大手柄です。あの黒い点に見えるものはラプラスドラゴン、空戦特殊部隊隊長イオ
ル・グランデの従魔です。しかも、こちらに向かっています」
ぎょしゃ

その瞬間、全員が大声をあげ、ガウルたちの動きが止まり、私を凝視する。まあ、無理もないよ
かす

ね。いきなり、ボスの登場だもん。トキワさんが馭者席からここまで移動し、後方の点を確認する。
「おいおい、嘘だろ。この微かに感じる気配と威圧感は、間違いなくイオルさんのものだ。だが、

どうしてバザータウン方面から向かってきているんだ？ 方向が違うだろ？」

うかが

そう、その通りだよ。彼がいるのは王都のはず。バザータウン方面からやって来るのはおかしい。
「シャーロット、イオルさんの目的はベアトリスなのか？」
トキワさんの顔は真剣そのもの。ここは茶化さずに話を進めていこう。
「はい、そうです。どうしますか？」
イオルさんは、わざと私たちに気配を感じ取れるようにしている。こちらの出方を窺っているの
は明白だ。ベアトリスさんを見ると、覚悟を決めたのか、険しい表情で言う。
「トキワ、ここで話し合いましょう。周辺は草原地帯、最悪ここでなら思う存分戦えるわ」

ぎょしゃ

おび

「やむを得ない……か。シャーロット、ガウルたちに事情を話して、大人しくしてるよう命令して
くれ」
「はい 」

私は急ぎ馭者席の方へ行き、ガウルたちに説明する。現時点で少し怯えていたけれど、私の力を
説明したら落ち着きを取り戻した。仲間全員がガウルから降り、イオルさんの到着を待つ。
やわ

「ねえ、シャーロット。あのドラゴンは僕の両親じゃないけど強いんでしょ？」
カムイの唐突な質問。全員の緊張を少しでも和らげるため、ここは素直に教えてあげよう。
「うん、強いよ。間違いなく、Ｓランクの力を有しているね。アクアドラゴン腹心の部下らしいか
ら、カムイの両親エンシェントドラゴンの現在位置を知っているかもしれない」
同じ竜種でＳランクなのだから、情報を持っていてもおかしくない。
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‼

「それじゃあ、トキワとベアトリスがイオルと話している間、僕はラプラスドラゴンと話すよ 」
うわあ～なんという空気を読まない発言。みんながカムイを見ているんですけど

今の危機感

‼

わ

シャーロットの力は切り札として、最後まで温存しておく。そもそも、ベアト

よし、方針が決定した

俺も『鬼神変化』で対抗するしかない」

もし俺たちの交渉が失敗し、やつがイオルさんと結託してベアトリスの捕縛に参戦しようものなら、

ほ ばく

カムイが話しかければ、間違いなく興味を示すだろう。極力、戦闘だけは回避したいところだが、

「やむを得ない……か。アッシュの言う通り、ラプラスドラゴンは知能も高く、魔人語を話せる。

ルさんたちはここへ着実に近づいている。あまり、熟考している時間はない。

アッシュさんの案も聞き、トキワさんとベアトリスさんは深く考え込む。だがその間にも、イオ

も円滑に進められると思うんです」

えんかつ

けてくるかもしれません。その間は少なくとも交渉や戦闘に介入できないので、イオルさんとの話

です。同種族で生まれて間もないドラゴンのカムイを見たら、事情を知ろうと、向こうから話しか

ラプラスドラゴンはＳランクでアクアドラゴンの部下なら、知能も高く、魔人語だって話せるはず

「トキワさん、僕とリリヤも足手まといになりたくないので、カムイたちの方へ移動しておきます。

変に怪しまれないと思う。

ここは全てトキワさんに任せて、ラプラスドラゴンのところへ行こう。カムイの事情を話せば、

ムイを護衛しましょう」

「わかりました。カムイにも事情がありますから、みんなが交渉もしくは戦闘している間、私がカ

私の行動次第で、本当にそうなるかもしれないから、注意しないといけない。

サーベント王国は恐怖で支配されてしまうわ」

ワやイオルを一蹴できるんでしょう？ そんな大きな力で物事を無理矢理解決させてしまったら、

「当然よ。話を聞いただけでイマイチ実感が湧かないけど、シャーロットがその気になれば、トキ

トキワさんが、彼女の方を見る。

リス自身がそれを望まないだろう」

「いや、ダメだ

突然話を振られたトキワさんはやや慌てるものの、私の求める回答を言ってくれた。

あわ

「トキワさん、交渉決裂で戦闘になった場合、私も参加した方がいいのでしょうか？」

てしまうのかもしれない。あ、そういえば、あのドラゴン、あのスキルを持っていたよね？

を理解できないのかな？ まあ、カムイ自身は話し合いに参加できないからこそ、自分本位に考え

‼

にも説明したいけど、もう時間がない。

げるだろう。あのドラゴンには、とある秘密がある。ステータス上でもっと情報を解析し、みんな

それが終了したら、私は個人的な質問をとある言語で放つ。その反応次第では、時間をもっと稼

らい、エンシェントドラゴンについての情報を聞き出す。

イ、アッシュさん、リリヤさんの三名プラス一匹はラプラスドラゴンに、カムイの事情を聞いても

トキワさん、ベアトリスさん、ルクスさんの三名が、イオルさんと会談する。その間、私、カム

‼

イオルさんたちはあと数分もすれば、ここへ降り立つ。ぶっつけ本番で試すしかない

‼
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‼

２話 イオル・グランデとの交渉

いきなりのピンチね。私――ベアトリスの目の前で、巨大なラプラスドラゴンが地面へ降り立と
うとしている。全身が紺色の化物、その姿から伝わる威圧感と存在感。全てを斬り裂き、噛み砕く
と言われている爪と牙、皮膚を覆う硬い鱗。これらを見ただけで、私には勝てないとわかるわ。
ほ ばく

つくづく、シャーロットと出会えてよかったと思う。出会う前の私なら、ルクスともども気絶し
て早々に捕縛されていたかもしれない。
『アクアドラゴン「シヴァ」様の腹心の部下』と呼ばれるのも納得よ。ミリンシュ家で貴族教育だ
す

けでなく、崇拝するシヴァ様についても色々教わったけど、こんな存在感を放つドラゴンでさえ、
聖峰アクアトリウムに棲むドラゴンたちの実質ナンバーツーなのよね。シヴァ様は、どれほどの強
さなのかしら？

あふ

翼を軽く振るうだけで、周囲に暴風が吹き荒れる。砂が目に入らないよう、私は目を細め、ドラ
かっ しょく

ゴンの背に乗る人物を見る。
あの長い漆黒の髪、褐色の肌、涼しい目、自信と覇気に満ち溢れている身体、空戦特殊部隊専用
の騎士服。なによりも、クレイグ様と婚約していたとき、彼と何度か話したことがある。この人物
こそ『空戦特殊部隊隊長イオル・グランデ』だ。

まゆ

どうして、ボスがたった一人でいきなり登場するのよ。彼はトキワを見て、若干眉を動かしたけ
ど、特に動揺することもなく、地面へと降り立ち、こちらへ堂々と歩いてくる。

向こうはほんの少ししか気

身体が震えるわ。これって恐怖？ それとも武者震い？ なんにしても、私が彼と交渉して、王
もら

かな

都への入場許可を貰わないといけない。絶対に、戦闘だけは回避よ

配や魔力を出していないのに、それだけでこの人には敵わないって思うもの。
りん

「トキワ、久しぶりだな」
凛とした透き通る声が、私の耳に響く。
「八年ぶりですね……イオルさん」
あのトキワですら、恐れを隠せていないわ。
「君がベアトリスか。魔鬼族に変異しているようだが、魔力や気配の質が変わっていないぞ」
嫌な汗が、背中から流れるわ。何のスキルも使わず、それを一瞬で見抜けるのは、あなただけよ。
「王都フィレントの状況は、同僚から聞いている。ベアトリス、自分の仕出かしたことを理解して
いるのか？」
わだかま

セリカとルマッテは国王陛下に上手く伝えたようね。英雄イオル・グランデ相手に駆け引きなど
通用しない。私の蟠りを正直に言いましょう。
「もちろんよ」
「王族への復讐として、サーベント王国を滅ぼすつもりか？」
まあ、ありったけの憎しみを込めて放っているから、そう思われても仕方ないわね。
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‼

おど

「ふふ、自分の生まれ故郷を滅ぼすつもりなんて毛頭ありませんわ。あれは、一種の脅しと怒りを
さ た
かす

まゆ

表現しているんです。シンシアを疑う一人の令嬢を国外追放同然に王都から追い出すなんて、正気
の沙汰ではありませんから」

うら

私の言葉に、イオルさんは微かに眉を上げる。私の抱えている違和感が、彼に上手く伝わるとい
いのだけど。
「何が言いたい？」
食いついた
しっ と

「イオルさん、はじめに言っておきますが、私はシンシアに対して恨みなどありません。彼女に対
して犯してきた数々の事件、あれらは間違いなく私自身が嫉妬に狂って引き起こしたもの。彼女と
再会したら、改めて謝罪するつもりです」
これは、本当の気持ち。自分の精神を制御することに成功した今になって、あのときの私がどれ
だけ馬鹿なことをしたのか理解できた。
「嘘は言っていないようだな。だが、戻ってきた理由がそれだけとは思えない」
「セリカ・マーベットに対する処遇、酷いと思いませんか？ 私の起こした事件を疑問に思い、シ
ンシア王太子妃の近辺を探っただけですよ？ それだけの行為で、国王陛下のあの仕打ち」
家臣たちは、なぜ疑問に思わないのかしら？
「彼女は、一人無闇に動きすぎた。それゆえに、シンシア様を崇拝する者たちに目をつけられたの

くだ

だ。あのまま何もしなければ、最悪殺されていただろう。国王陛下もそこを懸念し、マーベット子

ま

爵とも相談して、みんなを納得させるため、謁見の間にてあのような命令を下したのだ」
なるほど、そういうこと。学園在籍時から、シンシアはみんなから注目を浴びていたわ。さらに、
時を経るにつれて人気も出て、ついには崇拝する者も出はじめてきた。今となっては、マーベット
いささ

子爵や国王陛下でも抑えられないほど、その数が膨大に増えているのね。
「イオルさん、私は自分が落ちぶれるまでの過程で、些か疑問に思っていることがあるんです。あ
なたはシンシア・ボルヘイムの評価の上がり方について、疑問を感じたことはないですか？」
今は、自分の呪いやエブリストロ家に関する情報は話さないでおこう。シンシアとは直接的に関
係ないことだし、事を余計に荒立たせるかもしれないもの。
「何を言うかと思えば……別段疑問に思ったことなどない。当初、彼女は王城の人々から煙たがら
れていたが、その人柄が少しずつ認められていった。どの部分に、疑う要素があるというのだ？」
イオルさんですら、疑問に思わないのね。おそらく、ずっと見てきた私だからこそ、違和感に勘
づけたんだわ。
「これは私の推測でしかありませんが、シンシアは他人の自分に対する好感度を自由自在に操るユ
ニークスキルを所持しています。私は、それを魔法『真贋』で確認したい」
これが私の行き着いた結論。彼女は何らかのユニークスキルで相手の持つ自分の好感度を秘かに
少しずつ上げていった。そして逆に、他者の私への好感度を少しずつ下げていった。
ほ ばく

「馬鹿らしい。そんなユニークスキルなど聞いたこともない。君は、それを確認したいがために舞
い戻ってきたのか？ 捕縛され、公開処刑されるかもしれないのに？」
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‼

しっ と しん

せいさん

「その通りよ。私は自分の心の中に、制御できない嫉妬心があることをクレイグ様や国王陛下、王
妃様の三人に話しているわ。今後も、シンシアをもっと凄惨に害するかもしれないことを必死に訴
えていた」

まも

この話を聞き、イオルさんがどんな反応を示すのかが鍵ね。お願いだから私の話を信じて、王都
への入場を認めてほしい。
「三人が私の話す内容を真剣に聞き入れてくれたからこそ、彼女の命は護られていたのよ。でも、
でも、国王陛下や王妃様に限って、こんな裏

私は卒業パーティーで裏切られたわ。私の事情を知っているにもかかわらず、全ての責任を私に背
負わせ、私を殺そうとした。それが許せないのよ
切りをするはずがないと思ったわ。だから、シンシアのステータスを知りたいの 」
イオルさんは、黙ったまま何かを考え込んでいる。お願い

○○○

‼

私の思い、彼の心に伝わって

‼

どうして、そこに行き着くのよ

しいくらいよ」

「はあ

私は、嘘偽りなく話したわ

むしろ、協力してほ

その言葉を聞いた瞬間、私は我を忘れ、思ったままのことを口にしてしまう。

「今この場で、君の命を貰うことにしよう」

もら

え、それって私に協力してくれるってこと？

「そうか……ならば予定変更だ」

に注力している。クレイグ様と一生を添い遂げることが彼女の目的なのか、それを聞きたい。

ここまでの情報を整理すると、シンシアは王太子妃になってからも、自分のできる範囲で、国政

にするつもりです」

「シンシアに、自分の仕出かしたことへの動機を伺いたいわ。彼女の返答次第では、全てを明るみ

うかが

彼の目は真剣そのもの。私の荒唐無稽とも言える話をきちんと考えてくれている。

こうとう む けい

「ベアトリス、君の発言が仮に全て真実だとして、君は何を望んでいる？」

どんな結論に至るのかしら？

イオルさんが目を閉じて沈黙してから、数分が経過した。体感的には、もっと長く感じるけど、

‼

‼

‼

まぎ

私だって、それくらい理解しているわよ

トキワ、何が言いたいのよ

盤が大きく軋む。たとえ真実であったとしても、国を揺るがすほどのものならば、英雄として闇に

きし

「そこに……過去の異物が紛れ込み、夫妻の抱える闇が全て明るみに出た場合、間違いなく国の基

‼

シンシア王太子妃、次期国王夫妻が国政に力を注いだ結果と言えるだろう」

活気にあふれている。王都だけでなく街や村々の治安も、大幅に向上している。クレイグ王太子と

「イオルさん、あなたの言いたいことはわかる。今、サーベント王国全体が俺の知る八年前よりも

トキワを見ると、複雑な表情を浮かべていた。まるで、彼の気持ちをわかっているような……

んじゃないか？」

「私は、『サーベント王国の英雄』と呼ばれている。今のトキワなら、私の意図することがわかる

‼

‼
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⁉

ほうむ

まも

それって私たちミリンシュ一家を犠牲にして、国自体を護ろうってこと

ぎ せい

葬り去り、今の平和を維持しよう……ってことだろう？」
なんですって

ここに来て、あなたが私を裏切るなんて言わないわよね？ 彼の顔を見る

「そういうことだ。トキワは、私の意見を聞いてどうするつもりだ？」
ちょっとやめてよ

‼

ら……な……大剣を取り出したわ
「あ、閃光の大剣 」

き

さつ ばつ

以前見たものと違う

‼

近くにいるといい。彼女は温厚なドラゴンだ、安心したまえ」

「いいだろう。聖女シャーロットたちも私たちの戦闘の巻き添えをくらわないよう、プリシエルの

た位置に移動してほしいところだけど、許可してくれるかしら？

あんな巨大ドラゴンが目の前にいたら、絶対集中できないわ。それにカムイの件もあるし、離れ

ゴンのプリシエルさんを、もう少し離してくれないか？」

「イオルさん、俺は一対一での真剣勝負を望む。それで、俺の覚悟をお見せしよう。ラプラスドラ

ト）が従魔格闘技大会テイマーズで目立ってくれたおかげで、私たちは目をつけられなかったのね。

たんだわ。なんてこと、まさか彼がバザータウン内に潜んでいたなんてね。カオル（＝シャーロッ

シャーロットもただのダークエルフとしてしか見ていなかったから、『構造解析』を使用しなかっ

あの剣を所持しているということは、購入者はイオル・グランデだったのね。あの時点では、

……私の後方にいるんですけど？

「それを聞いて安心したぞ。彼女がいたら、プリシエルもこの戦闘に参加させていただろう」

え、あのイオルが胸を撫で下ろした。

な

摘発に協力してもらっただけだ」

「彼女は、俺たちの仲間じゃない。たまたまバザータウンで知り合い、従魔の教育や犯罪者どもの

したものだ。そういえばトキワよ、カオル・モチミズがいないようだが？」

「ほう、聖女シャーロットは知っているのか？ これは、バザータウンの地下オークションで購入

名称だったわよね？

後方にいるシャーロットが、急に大声をあげた。『閃光の大剣』って、彼女が構造編集した剣の

‼

な殺気を向けているわ。ただの殺気なのに、なんて重たさなのよ。左腰にあるマジックバッグか

涼しげだったイオルさんの雰囲気が、殺伐としたものへと変わっていく。私たち全員に、強烈

ふん い

なりかねん。トキワよ、そこまで覚悟しているのなら、私にその気概を見せてみろ」

「なるほど一理あるが、それはかなり危険な賭けだぞ？ 一歩間違えば、ジストニス王国と戦争に

か

意見を聞けて私と同じ気分みたいね。だけど、そこでクロイスの名を出して大丈夫なの？

それを聞いて安心したわ。後方にいるシャーロットたちも、ずっと黙っていたようだけど、彼の

ス女王は『英雄と呼ばれるようになった俺』と『聖女シャーロット』を同行させたんだ」

り強化させ、今以上の安寧を求めることも可能なはずだ。その話し合いを実現させるため、クロイ

つ』という考え方が気に入らない。互いにもっと話し合い、和解することで、国としての基盤をよ

「あなたの英雄としての考えもわかるよ。けどな、俺としては『ベアトリスを犠牲に国の平和を保

ぎ せい

と、何かを吹っ切ったような表情をしているけど、どうするのかを既に決めているの？

‼
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⁉
‼

願ってもない提案だわ。
「シャーロット、アッシュ、リリヤ、カムイ、私とルクスはこの戦いを見守るから、この場に留ま
る。あなたたちはラプラスドラゴンとともに、安全な位置へ避難して」
結局、戦闘になるのね。でも、あくまで私たちの覚悟をイオルに見せつけるためのもの。トキワ
一人で戦うことになるけど、当事者である私とルクスは二人の戦いを見届けないといけない。
正直、見届けるだけというのは悔しいわね。私たちにもっと力があれば、一緒に戦えたのに。で
も、二人は冒険者最高峰と言われるＳランクの実力者。戦闘の技術を盗ませてもらうわよ

３話 トキワ・ミカイツＶＳイオル・グランデ

すご

と似た力を手に入れた。今から、それをお見せしよう」

「相変わらず、凄い効果だな。俺はそんな大それたスキルを持っていないが、異なる方法であなた

られるわね。

私はそれを聞いてゾッとしたけど、トキワはなぜか笑っているわ。この状況下で、よく笑ってい

ジしている」

「当然だ。属性、硬度、耐久性能、斬れ味、魔力伝導性、魔剣の持つ全ての性能を私好みにアレン

る。あの大剣は、彼用に改造されているのね。

スキルを習得して間もない頃は、イオル自身も何度も何度も失敗を重ねたとトキワから聞いてい

くなってしまう。

り難しく、失敗すると、その物体に魔力を通せなくなり、魔力を無理に通した影響で内部構造も脆

もろ

好みに調整できる効果があったはず。一見化け物じみた効果を持つスキルだけど、調整方法がかな

ユニークスキル『変質化』。物質に所持者の魔力を流し込むことで、その物の構造や特性を自分

そういえば、ここに来る途中トキワから聞いた。

で、内部は別物になっているんだろう？」

「イオルさん、その剣の材質、見たところ鋼鉄製のようだが、あんたのユニークスキル『変質化』

耐久性能はオリハルコンと同等と聞いているわ。

ている二刀を抜く。あの刀、大剣と比較すると大きさのせいもあって脆そうに見えるけど、硬度や

もろ

私とルクスは、二人の戦いを見守っている。イオルの閃光の大剣に対して、トキワは両腰に差し

‼

『変質化』と似た力？ トキワは仲間になってから、そんな力を私たちに一度も見せていない。何
をするつもりなの？ あ、トキワの刀が輝き出したわ
しぐれ

「む、刀が融合して大刀に変化しただと 」

‼

⁉

変化』にも耐えうる武器だ。この大刀なら、閃光の大剣に対抗できる」
刀同士が物理的に融合するっておかしいでしょう

どんな材質

「これが、俺の武器、大刀『時雨』だ。あなたと同じように、俺専用に調整されているし、
『鬼神

⁉
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あのイオルも目を見開き、かなり動揺しているわよ

‼

ちょっと、なんなのよそれ
でできているのよ

‼

「『鬼神変化』した場合、『魔力具現化スキルを通して、自らの手で専用の武器を制作できる』とコ
ウヤから昔聞いていたが……トキワは違うのか？」
「ああ、俺の『鬼神変化』が特殊なのか、俺の力が未熟なのか不明だが、武器を作ってもすぐに消
えてしまうんだよ。それに、今は関係ない。『鬼神変化』しないで、俺は戦う！」
言っていることは勇ましいけど、相手はイオル・グランデ。それで大丈夫なのよね？

つば

「いいだろう、かかってこい。どこまで力を上げたのか、そしてお前が爆弾とも言えるベアトリス
となぜ組んだのか、その覚悟を見せてもらおう」
「俺の覚悟は本物だぜ。今の俺の百パーセントの力、見せてやるよ 」
周囲の空気が変化した……戦いが始まる

‼

空戦特殊部隊の面々に俺たちを監視させ、その状態で全ての情報を集めきった後、再度ベアトリス

ちはシンシア王太子妃に対する情報を百パーセントの精度で入手する術を持っている。王都到着後、

すべ

「今はまだ情報が少ない分、ベアトリスの覚悟が足りていないように感じると思う。だが、俺た

ネーベリック（＝シャーロット）と戦ったことで、新たな世界が開けたと豪語していたわ。

肝心のネーベリックは、シャーロットに討たれたのよね。でも、彼はそれ以上の存在である偽

「そりゃどうも、ネーベリックのおかげで強くなれたからな」

「この力、なるほど英雄と呼ばれるだけあるじゃないか」

り合いとなると、二人とも互いを睨みつけ、力勝負になっている。

にら

トキワがイオルに向かって突進し、刀と剣が衝突したわ。そこから何度も剣撃を繰り返し、鍔迫

‼

28

に復讐方法を質問すれば、正しい答えを導き出してくれるはずだ」
当初、私はシャーロットの強大な力に頼りたくなかった。でも蓋を開けてみれば、彼女の力がな
ければ、バザータウンでの局面を乗り越えられなかった。そして今、トキワの言った言葉、それは
本当のことだけど、それを証明するためには、結局のところ彼女の力を話すしかないのよね。
――私の心の在り方は、全て中途半端なのよ。
私は、真実を知りたい。それならば、今あるもの全てを利用して、王家との対決に望まないとい
けないかもしれない。実のところ、彼女の力に恐怖しているのは『私』なのね。
シャーロットは聖女で、人としての在り方も素晴らしい人物だわ。ここまでの彼女を見た限り、
自らの強大な力に支配されていない。王国の未来を考えるのなら、私も彼女を信じて、その存在
を……いい意味で利用させてもらいましょう。
迷ってはダメ、ここで迷ったらトキワにもシャーロットにも失礼だわ。私は、仲間を信じる
「それを信じろと？」

らんろう

『嵐狼』
」

え、トキワの周辺の地面から、白い狼が四体も出現した

力を感じる。あれって魔法？ それともスキル？
「その力は何だ？ そんな魔法は存在しないはずだが？」

あれは魔物じゃないけど、強い風の

「俺は、ベアトリス……いや仲間全員を信じている。だからこそ、前へ進んでいるのさ。こい、

ロットも、彼らと同じ立ち位置にいるの？

トキワは全力で戦っているように見えるわ。悔しいけど、私たちよりも遥かな高みにいる。シャー

はる

二人とも、話しながら幾度も幾度も剣を交えている。イオルは終始涼しい表情をしているけど、

‼

「面白い、ならばこちらも応戦しよう。来い、『氷花』 」

ひょう か

もの。トキワもそういうスキルをいくつか持っていると聞いてはいたけど、実物は初めて見るわ。

自分で新たに創り出したの？ 私のユニークスキル『紫電瞬花』も、私自身が独自で組み上げた

る魔法で攻撃しても時間の無駄だからね」

「俺が、スキル『魔力具現化』で独自に編み出したものだ。イオルさんに、世間一般に知られてい

‼

‼

「「いけ 」」

ら強い魔力を感じる。

イオルさんの周囲の地面から、氷の妖精が四体現れた。トキワの嵐狼と同じように、一体一体か

‼

あれだけのスキルと魔法が連動させているのに、どうして二人とも平然と動けるのよ 」

‼

レベルの戦い。

放てば、思考もそちらへ優先され動くことも困難なはずなのに、次元が違う。これが、世界トップ

混ぜているものだから、さっきよりも激しい戦いになっているわ。普通、あの数の魔法とスキルを

これまでと同じように、互いの刀と剣を激しく全力でぶつけ合うだけでなく、そこに体術を折り

「嘘

が吹き荒れた。

法『アイスストーム』が放出される。全てがぶつかり合い、その余波で私たちの周囲に冷たい暴風

全ての嵐狼の口から収縮された中級魔法『テンペスト』が放出されると、妖精の手からも中級魔

‼
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……あれから嵐狼と妖精は互角の戦いを繰り広げ、魔法で嵐狼を倒せば、物理で妖精を食い殺し、
最終的には勝者はおらず、引き分けとなった。
そして肝心の二人は何も言わず、お互いスキルだけで戦い、途中からは二人とも笑いながら剣と
刀を交えていく。時折、攻撃速度が速すぎて目で追えない箇所もあったけど、私の見える範囲では
どちらの攻撃も有効打になっていない。
うかが

あしさば

互いの武器の一振り一振りが鋭く無駄のない太刀筋だけど、二人ともそれをギリギリのところで
回避し、反撃に転じる機会を窺っている。
あんな大剣と大刀で、よくあれだけ無駄のない足捌きができるものね。どんな鍛え方をしている
のよ？ ここまで見た限り、イオルの方が、やや優勢のように感じる。まさか、本当にどちらかが
死ぬまで続けるんじゃないでしょうね？
「ちょっとルクス、どこを見ているの？ 今、トキワが私のために全力で戦ってくれているのよ？」
ルクスの存在を思い出し、彼女を見ると、どういうわけか明後日の方向を見て絶句している。
「ベ……べアトリス様、あ……あれ」
どこに行ったのよ 」

彼女が右手人差し指でとある方向を差す。私も釣られてその方向を見たら……
「ドラゴンがいない

○○○

勝負の真っ最中なのに、どうやったら敵とそこまで楽しく談笑できるのよ

ぶ

や上で、数値上では ～

の差がある。互いに隠し持っている実力を考慮しても、トキワさんの方

離れる間際、さりげなくイオルさんを構造解析すると、通常の戦闘能力自体はトキワさんよりや

離れていく。

へ歩いていく。ドラゴンの方も戦いの邪魔にならないよう、巨体をゆっくり動かしながら二人から

私――シャーロットはアッシュさん、リリヤさん、カムイを引き連れ、ラプラスドラゴンのもと

‼

ヤも話に夢中になっているせいなのか、こっちの戦いを全く見ていないわ。トキワとイオルが真剣

シャーロットたちが……あの小さなラプラスドラゴンと……笑顔で話している。アッシュとリリ

「あの子たち、なんで……」

「多分……そうだと思います。楽しそうに話していますね」

「え……あのカムイの横にいる青いミニドラゴン、あれがラプラスドラゴンってこと？」

周囲を見渡しても、あの巨体がどこにもいないわ。

‼

プラスドラゴンとの話し合いに集中することにした。

だから、私はアッシュさん、リリヤさん、カムイに伝達魔法『テレパス』で状況を伝えると、ラ

元々ない。

でも、この戦いにおいて、どちらも死ぬことはないと断言できる。二人とも、相手を殺す気は

がやや分が悪いと言える。

80
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びゃっこどう じ

びゃっこどう じ

「あのドラゴン、強そう。白狐童子と、どっちが強いかな？」
びゃっこどう じ

リリヤさん、白狐童子と話せるようになってから、どんどん強さに対して貪欲になっている。
「通常状態で互角だと思いますが、ユニークスキル『狂穏反転』を使われたら、白狐童子でも確実
に殺されます」
「狂穏反転？」
が ぜん

そうか、まだ三人にドラゴンの情報を伝えていなかった。私がそのユニークスキルについて説明
すると、リリヤさんだけでなく、アッシュさんも俄然興味を示すようになった。
「シャーロット……それってまさか、あのドラゴンは９９９の壁を超えているってこと？」
アッシュさんは、自分の求めるものと異なる方法でステータス５００の限界を突破した。次は、
システム限界と言われている９９９だ。これは、トキワさんの求めるものでもある。
「ラプラスドラゴン、プリシエルさんの持つ称号に、『機構打破』というものがあります」
「「機構打破？」」
称号『機構打破』
副次効果：全ステータス１００アップ、レベル限界値：１００→９９９
神ガーランドの製作したシステムの限界値は基本９９９と言われているが、実のところ強さに際
限はない。この壁は、一種の境界線を指す。ここを超えたら、いずれ大陸さえ崩壊させかねないほ
どの力を持つことになる。ゆえに、その限界の壁はこれまでになく厚い。突破するには、自らの力

で魂のリミッターを外さないといけない。これは、外した者のみに与えられる名誉ある称号である。
私の場合、死ぬ寸前になったことでスキル『環境適応』が働き、そのリミッターが解除された。
コウヤさんは地道に経験を積んだことで、魂のリミッターを自分の力で打ち破ったのだろう。
あせ

「魂のリミッターの外し方か。僕には見当もつかないよ。今の僕の目標は、少しでも強くなって
９９９という壁を超えることだ。焦らず、ゆっくり目指すことにするよ」
びゃっこどう じ

うん、堅実でアッシュさんらしい考え方だ。今知ったところで、どうしようもないもんね。

あせ

「今の私の目標は、白狐童子と一つになること。そのためにも、少しずつ強くなって『鬼神変化』
の制御に必要なスキルをどんどん習得していくわ」
あせ

リリヤさんもアッシュさんに似てきたのか、貪欲になってはいるけど、焦ってはいない。そもそ
も二人は十二歳なんだから、焦る必要はない。
「僕はもっと知識を吸収して、スキル面と攻撃面を鍛えて防御と同等にしたい 」
カムイ、素晴らしい答えだよ

「四人とも若いな～。うちもそんなときがあったわ～懐かしいわ～」

‼

え、この女性の声は誰？ 私たちがその声に驚き、周囲を見渡すと、あの巨大なラプラスドラゴ
ンがどこにもいなかった。
「ここや、ここや。赤ちゃんドラゴンの目の前におるやろ？」
「あ、僕の目の前に小さな青いドラゴンがいる 」

‼
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え

かわい

サイズが違いすぎて全く気づかなかったけど、青い鱗、可愛いドラゴンから感じる気配と

0

0

0

存在感は、間違いなくあのラプラスドラゴンだ。今のサイズは、カムイと同じくらいかな？ そこ
まで小さくなれるんだ……
「初めまして～、ラプラスドラゴンのプリシエルと申します～」
京都弁だ。やっぱり、このドラゴンは『構造解析』で見たとおり、転生者で間違いない。
「シャーロット・エルバランと申します～。その方言から察するに、関西のご出身ですか？」

ま、まさか、あんはんも転生者なん？」

私も関西弁っぽく話すと、プリシエルさんは目を見開く。
「ふえ
「はい、そうです。私は、東京……江戸出身ですが」
プリシエルさんの全身がプルプルと震え、目には涙を浮かべている。
「嬉しいわ～久しぶりに転生者に会えたわ～。何年ぶりやろ～五十年ぶりくらいやろか～」
まん じ

かんぶん

彼女の年齢は三百四十五歳、地球と惑星ガーランドの時の流れが一緒なら、多分千六百六十年く
みやこ

きょう

らいに亡くなったのかな？ 江戸時代の万治・寛文の時期になるよね。
「プリシエルさんの前世の出身地は……都……京なんですか？」
江戸時代の京都の呼び方って、『都』か『京』だったよね？

ひ

「ああ、大丈夫やで。日本出身の転生者と会ったことあるから、私が死んでからの大まかな流れは
わかるで。といっても、昭和六十年くらいまでしか知らんけど」
そこまで知っているのなら、現在の言い方でも通じるだろう。

まいこ

「私の出身地は京都、舞妓をしてたんやけど、二十七歳のとき、馬に轢かれてもうてん。古い話や
から、さすがに記憶も薄れてきてるわ～。シャーロットは、転生者と会ったことあんの？」
彼女からは、イザベルのような悪意を感じ取れない。『構造解析』で得た情報とこれまでの経験
から考慮しても、私の事情を話しても問題ないと思う。
えんかつ

あ

ベアトリスさん、私の力を戦闘面で発揮したら、恐怖が生まれるだろうけど、交渉面で発揮すれ
ば、事を円滑に運べるんです。今から、それを証明してみせましょう。
「私は、これまでに二人の転生者と会っています。そのうちの一人に、散々な目に遭わされ、この
大陸に転移させられました」
もちろん、『イザベル』のことだ。『ビルク』さんとは談笑したこともあるけど、転生者の件につ
いては言っていない。王城の使用人が常にそばにいたため、言いたくても言えなかったのだ。まあ、
温泉兵器の件もあって、私が転生者であることを彼も薄々勘づいていると思う。隠れ里の『カゴメ
さん』は故人で、ナリトアさんから話を聞いただけだから、会っているとは言えない。
「シャーロットは八歳くらいやろ？ どういうことなん？」
相手が転生者で善人なので、私はユアラや霊樹様について省いた状態で、自分の前世や今の強さ、
かわいそう

かわいそう

ここまでに至る経緯を話す。彼女は同情してくれたのか、大粒の涙を流してくれた。
「可哀想やわ～、ほんま可哀想やわ～。ガーランドはんもシャーロットのことを理解して、そんな
大層なスキルを与えて強うさせたんやろな～」
このドラゴン、優しい人やわ～。ガーランド様とも、面識があるんだ。
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「ところで、イオルさんとトキワさんを放っておいても大丈夫なんですか？」
現在も、二人は一進一退の激しい攻防を繰り返している。
「ああ、大丈夫やで。はじめは私もイオルも前方から違和感を覚えて警戒態勢になったんやけど、
トキワはんを認識してからは警戒もかなり薄まったわ～。まあ、ベアトリスはんとルクスはんがイ
オルに気があるようやったら、ブレスでもぶちかまして消滅させようかと思ったんやけど、そんな
感じは一切見受けられんかったしな～」
怖いことをさらっと言う。
て

ぼ

ほ

おちい

そんなものを放たれたら、周辺の地域が大騒ぎとなってしまうよ。称号『イオル絶対愛好者』は
だ

ひと め

伊達じゃない。彼女は、イオルさんに心底惚れている。
まも

最初の出会いで一目惚れして、彼がラフレシアドラゴンとの戦いで窮地に陥ったことにより、
きずな

『 愛 す る 者 を 護 り た い 』 と い う 愛 情 が 全 身 を 駆 け 巡 り、 そ の 衝 動 で 魂 の リ ミ ッ タ ー が 外 れ、 称 号
『機構打破』とユニークスキル『狂穏反転』に目覚めた。それ以降、二人は強い絆で結ばれている。

み じん

「さっきの言葉遣いから察するに、彼を試しているんやろな～。あの大犯罪者ベアトリスと同行し
ているんやから無理ないけどな～」
京都弁で話しているせいか、緊張感を微塵も感じとれない。プリシエルさんなら、カムイの事情
も察してくれて、エンシェントドラゴンに関わる情報を教えてくれるんじゃないかな？

４話 知らぬ間にやらかしてました
互いに転生者であるためか、彼女は私の話を全面的に信じてくれた。だから、私はカムイの事情
たらい

について、全てをプリシエルさんに打ち明けた。
「卵の状態で盥回しって、それは気の毒すぎるわ～。あんた、カムイって言ったな～？」
よろしくね、お姉さん 」

通常ではありえない話だから、少し怖かったけど信じてくれたようだ。
「うん、僕、カムイ

言い方が少し過激なので、ついつい反応してしまう。

正直、そこが微妙なんだよね。再会できたとしても、自分たちの息子と理解してくれるか不安だ。

オルでも無理や～。カムイの両親も喜んでるやろな～」

エンシェントドラゴンの卵を復活させて、全く新種のドラゴンに進化させる行為なんて、いくらイ

なんされたら、世界中の誰もが太刀打ちでけへんやん。あんたもいい子で、ほんまよかったわ～。

「ええ子やね～。それにしても、シャーロットの『構造解析』と『構造編集』は反則やわ～。そん

くるとは思わなかった。

ルマッテさんにオバサン呼ばわりされ、つい顔面に往復ビンタをかました経験が、ここで活きて

も言われているから」

「大丈夫だよ。『年頃の女性に対しての言葉遣いには気をつけようね』って、シャーロットにいつ

子供相手に怖いよ

「あら、あんた偉いわ～。ここで『オバサン』とか言ったら、子供でも張り倒すとこやったわ～」

‼
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うつむ

カムイもそれを理解しているのか、泣きそうな顔になり、俯いてしまう。
「フランジュ帝国のキラマンジュエ山にいるらしいけど、僕のこと……わかってくれるかな？」

カムイの匂いや魔力をかいだら、あの人たちかて自分の子供ってすぐにわか

にお

カムイも悲嘆にくれた顔をしているけど、プリシエルさんは意外な言葉を発してくれた。
「 何 言 っ て る ん？
るわ」
「ほんと 」
カムイの顔が、途端にぱあっと明るくなる。多分、子供の私が言っても信じてくれないだろうし、
なかむつ

むしろ怒るかもしれない。同族で年長のプリシエルさんだからこそ、心に響いたんだ。
「ほんまやで。私も何度か会ったことあるけど、あの二体は仲睦まじい夫婦で、見てるこっちが恥
ずかしくなるくらいやわ」
かわい

カムイの両親と面識があるんだ

しょうか？」
私の予感が、どうか当たりませんように

あれ？

ね、カムイ」

を目撃されでもしたら、それだけで大騒ぎになる。
「いえいえ、そこまで聞けただけでも十分です

ベアトリスの件を片づけたら、絶対に会いに行く

こえないけど、決着がついたのかな？」

「うん

‼

つ

しているのに、何を楽しく談笑しているんだ？」

「どうしたん……じゃないだろう？ 私たちとトキワたちは敵同士だぞ？ こっちが激しい戦闘を

四人全員が、深い溜息を吐く。

ためいき

「あらイオル、どないしたん？ トキワはんと戦闘中やろう？」

なんか、やらかした？

あれ？ なぜ、四人全員が私、カムイ、プリシエルさんをじ～っと見つめているのかな？

私が周囲を確認すると、なんとイオルさんたち四人が私たちのすぐ近くにいた。

あ、話に夢中になって、イオルさんたちの存在を忘れていた

‼

‼

そういえば、戦闘音が聞

アクアドラゴン『シヴァ』さんの部下で、イオルさんの従魔でもあるから、無断で国を出て巨体

し……ごめんな～」

けど、そんな便利スキルないからな～。私かて立場上、サーベント王国から無断で離れられへん

内を捜索しているはずや。私にドール族のような通信網があれば、すぐにでも連絡したいところや

んから、多分二人は人の姿になって、帝都にいる帝王と会談し事情を説明して、内密に徹底的に国

「それは大丈夫。そんなことしたら、国中が大混乱や。カムイの情報がこの国の王都まで届いてへ

‼

「ふと思ったんですけど、カムイの両親はエンシェントドラゴンの巨体のまま捜索しているので

ンジュ帝国が滅びるってことはないよね？

雑な事情を抱えているから、行くに行けないんだよね。まさか、彼女の方を優先したことで、フラ

そうだよね。本来であればすぐにでも帝国へ行ってあげたいところだけど、ベアトリスさんも複

「ただ、可愛い息子が自分たちの不注意でいなくなったんやから、今頃必死に捜しているはずや」

‼
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⁉

‼

そ

あき

仲良く話したくも

あ、仲良く話す私たちを見て、興を削がれたんだ。ベアトリスさんとルクスさんも、呆れている
もの。
「え～しゃあないやん。久しぶりに転生者に会えたし、しかも私と同郷やで

シャーロットと同じ日本出身者なのか 」

「プリシエルさんは、相変わらず変わったドラゴンだな。というか転生者で同郷って、あなたも

全くもってその通りなんですけど、イオルさんに対してはっきり言うな～。

うだけで、ベアトリスはんと関係ないやん」

なるわ～。それに敵同士言うたかて、シャーロット、カムイ、アッシュ、リリヤは旅の同行者とい

‼

にぶ

トキワさんは、プリシエルさんが転生者であることを今まで知らなかったの？

うろた

「なんやトキワ、鈍いな～。こんな独特な言葉遣いしてるのに、今まで転生者と気づいてなかった
ん？ 普通に考えて、こんなドラゴンおるわけないやん」
「いや……まあ……そうか」
それを自分で言いますか。トキワさんも調子を狂わされたのか、少し狼狽えている。
「ところでイオルさん、結局のところ私たち、いえベアトリスさんの話を信じてくれるのですか？」
プリシエルさんと仲良くなれたのはいいけど、彼がベアトリスさんの話を信じてくれないと

今の段階で、イオルさんは私の力を知らない。トキワさんとの戦闘で、納得してくれたのだろう
か？
次に進めない。
「ああ、トキワの覚悟は見せてもらった。近くにいたベアトリスとルクスからも、悪意を感じ取れ

ないことも考えて、私個人は信じてもいいと思っている。しかし、そのためには君たちの持つ情報
を全て開示してもらわんとな。シンシア様の持つ情報を百パーセントの精度でどうやって集めるの
か。それがわからない限り、王都へ入ることは許可できん」
当然だ。口だけで信じてもらえるとは、私だって思っていない。
「ベアトリスさん、私の情報を開示しますがいいですか？」
こうなったら、魔法『真贋』で私の情報を見てもらう、これしか方法がない。
「ええ、構わないわ。あなたの力に頼ることになるけど、自分の目的を達成するためなら、全てを
利用すると決めたの。あなたの力だって、使い方次第では恐怖だって生まれないわ」
出会ったときから私の力に対してどこか遠慮していたのに、彼女の迷いが消えている。トキワさ
んも何も言わないから、既に納得済みなんだね。
「イオル、魔法『真贋』でシャーロットのステータスを見たらええで。私は既に事情を聞いている
し、ユニークスキルに関しても理解したわ。ごっつう破茶滅茶な力やけど、同じ転生者仲間で同郷
やし、クロイス女王も信頼しているんなら大丈夫や」
プリシエルさんが私たちの味方になってくれたことで、イオルさんの警戒心もかなり薄れてきた。
私のステータスを確認してもらった後、彼女と同じく事情を説明すれば、納得してくれると思う。

○○○
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⁉

「はあ～」
ためいき

つ

イオルさんには魔法『真贋』で私のステータスを見てもらい、プリシエルさんと同じ内容の事情
を説明すると、思いっきり溜息を吐かれた。
「ベアトリス、私と出会った時点でシャーロットの力を教えていれば、トキワとの戦闘を回避でき
ただろう？」
しば

そう指摘するイオルさんに対し、彼女は複雑な笑みを浮かべる。
「あなたやプリシエルを恐怖で縛りつけるんじゃないかと思って、言うに言えなかったんです。私
としては、そういった力に頼りたくなかったですし」
それは、交渉の仕方次第だね。もっと早い時点で迷いを吹っ切れていれば、事をもっと簡単に運
べたと思うけど、しょうがない。
「プリシエルの言った通り、ステータスの数値、ユニークスキル『構造解析』と『構造編集』
、こ
れらは確かに危険だろう。だが、ジストニス王国を平和へ導いているのだから、シャーロットのこ
とは信用できる（あのクロイス女王の言葉は、この子のことを第一に考えたためだったのか）」
私のことを信頼してくれたのなら、これで一歩前進だ。
にら

「それじゃあ、あなたが付き添ってくれれば、王都に入れるわね」
ベアトリスさんの言葉に、イオルさんはじっと彼女を睨みつける。
「何を言っている？ 事は、そう単純なものではない。君は指名手配されている身だぞ。私個人が
信用したとはいえ、そのまま王都へ入れるわけなかろう。だが、今から国王陛下へ通信を入れる。

シャーロットのことも踏まえて全てを話し、陛下の許可が下りればそれも可能だ」
ここから王都まで相当な距離があるけど、どうやって通信するの？ 簡易型通信機では不可能だ
し、左腰に引っかけているマジックバッグの中に、大型通信機を持っているのかな？ あ、バッグ
の中からスマートフォンのような機器を取り出した。
「イオルさん、それって何ですか？」
私が質問すると、イオルさんは優しげな口調で答えてくれた。
はる

「そうか、シャーロットだけでなく、ジストニス王国にいた君たちがこれを知るわけないか。これ
は四年前に開発された魔導具『携帯端末』。これまでの通信機よりも遥かに小型で、これ一台あれ
ば、サーベント王国内のどこにいようとも、通信が可能だ。販売当初かなりの高額だったが、部品
全員が魔導具の機能を聞いて、絶句している。

が量産化されて安価になり、今では貴族だけでなく、平民にも広まりつつある品物だ」
地球の携帯電話やスマートフォンと同じじゃん
「そ……そんな便利な魔導具があったんですね」

「ルクス、そんな大層な魔導具が開発されたってこと知ってた？」

彼が携帯端末を作動させると、ここから少し離れた場所へと移動していく。

こんな便利魔導具があったからこそ、情報がいち早くイオルさんへ伝わり、ここへ来られたんだ。

‼

脱 獄 後 も、 そ ん な も の が 開 発 さ れ た と い う 話 も 聞 き ま せ ん で し た

ベアトリスさんが、じと～っとルクスさんを見つめる。
」

‼
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「 い い え、 知 り ま せ ん よ
し

‼

サーベント王国は、魔導具開発に関する技術力が大陸一と聞いていたけど、まさか地球と同じタ
イプの商品を開発していたとはね。
「シャーロット、ベアトリスはんたちと違って、あんま驚いてないな。私の知る限り、地球ではそ
んなん開発されていなかったはずやけど、あれから開発されたん？」
プリシエルさんは、私たちをよく観察している。別に教えても問題ないよね。
「西暦二千年代に入り、スマートフォンという小型携帯電話が普及しました。そのデザインが、携
帯端末と非常に似ています。地球の方は衛星を利用することで、世界地図が見られますし、自分の
現在地だって正確にわかるんですよ」

黒電話に関しては聞いたこともあるし、絵も描いてもらったから知っているけど、

もっと便利な機能もあるのだけど、悪用されると困るし、あまり言わないほうがいいよね。
「なんやて
そこまで進化したんや 」

さあ、どんな返事が来るのかな？

５話 イオル・グランデの思惑
どうしたものか？
シャーロット・エルバラン、あのステータス数値とユニークスキルは脅威に違いない。彼女が大

きょう い

国王陛下のとの話し合いが終わったのだから、私たちへの対処方法も結論が出たのだろう。

携帯端末の仕組みを学び、十分に堪能したところで、イオルさんが涼しげな顔のまま戻ってきた。

たんのう

レカ大陸のエルディア王国よりも、遥かに高い技術力を有している。私たちがプリシエルさんから

はる

現在、この端末が量産化され、平民にまで出回っているのだから、その技術力は本物だ。アスト

設することで、その弱点を減少させた。

開発当初、相手に繋がるまでのタイムラグがかなりあったらしいけど、
『アンテナ』を国中に増

信すると、『アンテナ』を経由して登録された端末だけが反応する仕組みとなっている。

無属性の魔石に登録することができる。この番号化された波長を雷や風属性のものと連携させて発

また、人にも固有の波長というものがある。端末はこの波長を番号化して、自分や他人のものを

石の波長を受け止める性質を持っている。

この端末が優れもので、内部に無・空間・雷・風属性の魔石が入っており、空間に放出された魔

すぐ

手く作動する。

わせ作り出したのが、魔導具『アンテナ』である。この魔導具の有効圏内であれば、携帯端末が上

属性を持ったものは放出速度が速く、風属性を持ったものは放出距離が長い。この二つの長所を合

世界中に存在する魔石は大気中の魔素と反応し、固有の波長を外に放出する。魔石の中でも、雷

だから、魔石や大気に飛び交う魔素を使っているのだろうか？ 私がそれを彼女に質問すると――

用しているけど、この世界の携帯端末は何を利用しているのかな？ 魔導具と言われているくらい

プリシエルさん、今の地球の若者はその黒電話の方を知りませんよ。地球の携帯電話は電波を利

‼
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‼

人で、なんらかの欲を持っていた場合、私は死を賭して彼女に勝負を挑んでいただろう。だが、彼
み じん

女は八歳の子供。おまけに私――イオルの従魔プリシエルと同郷の転生者、サーベント王国を滅ぼ
すことなど微塵も考えてはいまい。
「国王陛下にどう説明すべきか」
神ガーランドは、どうしてあのような子供にあそこまで強大な力を与えたのだろう？ 悪用すれ
けが

ば、世界征服もたやすい。前世の魂がいくら清浄であったとしても、この世界の環境次第で、魂が
すぐに穢れてしまう場合もある。事情を聞いた限り、転移以降の彼女は、善良な仲間に恵まれたこ
ともあり、力の暴走は起きていない。だからこそ、ジストニス王国に平和が訪れた。
アストレカ大陸に戻るまでは、年齢の近いアッシュたちもいることから最悪の事態は防げるだ
ろうが、それからが問題だ。特に人間族と獣人族の貴族ども、こいつらは独占欲、支配欲、色欲と
いった欲望を非常に強く持っている。彼女も成長すればそうなるのではないか？
ただ、彼女は三十歳で亡くなったと聞いているから、精神面では大人の感情も混じっているはず
だが、そういった欲望は感じ取れない。
「彼女は、善良な転生者ということか。国王陛下には、全てを話すしかない……か」
王都へ入ることを許可するかしないか、どちらに転んでも確実に何かが起こる。不敬になるが、
上手く陛下たちを転がし、私の思惑通りに進めるか。携帯端末に登録されている国王陛下の番号、
ほ ばく

これをタップした瞬間、この国に大きな変化が訪れる。私は覚悟を決めた。
『アーク・サーベントだ。イオル、ベアトリスを捕縛、もしくは殺害できたのか？』

かたよ

いささ

繋がって早々、いきなりベアトリスへ悪意を放つか。彼女が実行した犯罪を考慮すれば仕方ない
ことなのだが、あの事情を聞いてしまうと、確かにこの悪意の偏りは些か奇妙に感じる。
お前がそこまで言うとは……何者だ？』

「国王陛下、ベアトリスはトキワだけでなく、厄介な存在を仲間に引き入れたようです」
『何？

「今からお話しする内容は、私自身が『真贋』で確認しましたので、全て事実です」
私は、ベアトリスの抱える事情とシャーロット・エルバランについての全てを陛下に話すと、
思った通り絶句してしまった。
「陛下、一つ言っておきます。シャーロット・エルバランは世界最強の八歳児です。私やプリシエ
ル、シヴァ様が組んだとしても、一蹴されるでしょう。彼女を怒らせてはいけない」
『聖女シャーロットの件は、事実なんだな？』
しば

「ええ。会談において、クロイス女王は彼女の暴走を恐れたからこそ、自分の全てを投げ打ってで
も、彼女の行動を縛らなかったのでしょう。問題は、我々の次の行動です。それ次第で、大きく展
開が異なってきます」
はる

いかに国王陛下といえど、こればかりはすぐに判断できまい。ここは、私から次の一手を提案し
よう。貴族どもに反感を買うかもしれんが、国を崩壊させるよりは遥かにマシだ。
「陛下、あなた方にとって受け入れがたい案かもしれませんが、シャーロットやベアトリスの反感
を買うことのないよう、あちらの思う通りに事を運ばせてはいかがでしょう？」
『本気で言っているのか？』

48
元構造解析研究者の異世界冒険譚８
49

いと

声のトーンが低くなった。威圧が込められている。アーク様も王妃であるアレフィリア様も、シ

う の

ンシア様のことをとても愛おしく思っている。彼女を苦しめたベアトリスを許すつもりなど毛頭な
いのだ。
おっしゃ

「無論、相手の提案を全て鵜呑みにするわけではありません。我が部隊のメンバーの誰かを監視に
つけ、クロイス女王を盾にし、シャーロット側の行動を制限するのです。あの方は、こう仰ってい
たのでしょう？ 『シャーロットたちが王族側を傷つけた場合、自分は女王の座を降りる』と？」
『ああ、確かにそう言ったな』
「それを逆手に取りましょう。私から『君たちが我が国の王族に危害を与えた場合、クロイス女王
が在位している間、ジストニス王国との国交を断絶する』と伝えれば、下手に動くことはできませ
ほ ばく

ん。そこにはベアトリスも含まれているため、復讐も成し遂げることはできないでしょう。なお、
仮に彼女を捕縛して公開処刑を執行した場合、今後トキワとシャーロットは我が国の敵となり、損
にしかなりません」
ほ ばく

何も言わず、私の次の言葉を待っているようだ。さて、この案に納得してくれればいいが。
「そこで、セリカ・マーベットの件を利用しましょう。捕縛後の処遇を『公開処刑』から『終身

こんたん

刑』へ変更。ベアトリスを私の空戦特殊部隊に所属させ、一生をかけてシンシア様への罪を償わせ、
国に貢献させるのです」
この案なら、国王陛下側もシャーロット側もギリギリ納得できる範囲のはずだ。
『イオル、考えたな。君自身がベアトリスの監視者となり、あの膨大な魔力を利用する魂胆か。戦

いささ

ぼうとく

力が些か空戦特殊部隊へ集中するものの、我ら王族と同じくシヴァ様の加護を持つ君ならば、みん
なも納得するかもしれん。気になる点といえば、シンシアに対する冒涜だ。君はどう思っている？』
トキワとシャーロットが絡んでいる以上、私の思惑通りに事が運ぶとは思えん。全ての鍵は、シ
ンシア様が握っている。が、陛下のご機嫌を損ねてはいかんから、ここは意見を合わせておくか。
ほ ばく

「ベアトリスはシンシア様がみんなの好感度を操り、今の地位に登りつめたと思っているようです
が、それはありえないことです。今は彼女の好きなように行動させ、全て納得したところで捕縛す
ればいい。この形なら、シャーロットとて文句を言わないでしょう。シンシア様を疑っているわけ
ではありませんが、彼女には全てを伏せておきましょう」
あのライトニングドラゴンの一件で、彼女は数日間精神的疲労を抱え込み、体調を崩していた。
下手にこの一件を伝えてしまうと、体調を悪化させる恐れがある。
『私個人としては、イオルの案を尊重したいところだが……少し待て。至急、臣下を召集する』
みんなが、今すぐにこの案に賛成するとは思えん。
しかし、シャーロットの力は危険だ。私とて『真贋』で確認しただけで、実際にその圧を浴びた
わけではないが、トキワの覚悟は本物だった。このまま王都に入ることを許可しなければ無断で侵
入し、ベアトリスがシンシア様に危害を加える可能性もある。ここは素直に許可し、彼女たちの好
きなように行動させることが最善策と言える。
問題は、シャーロットの『構造解析』だ。その力で見たシンシア様に、どんな情報が刻まれてい
るのか、そこが気になる。ベアトリスの言うスキルなど存在するはずがないと思うが、この言いし
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れぬ不安感は何だ？ いかんな、私自身もシンシア様を疑っているようだ。

――三十分後。
『イオル、君の案で進めよう』
「早いですね。何かありましたか？」
シンシア様を崇拝する貴族連中が、たった三十分で私の案に賛成するとは思えんが？
『シャーロット・エルバラン、彼女の真の力をクロイス女王本人から聞いた』
アーク様から語られた内容は、私でも信じられないものだった。
『魔物デッドスクリームを自分の従魔にした』
『ジストニス王国を滅ぼそうとしたネーベリックを討伐した』
『世間一般に知られているトキワとネーベリックの対決は、ネーベリックが討伐されたことを国民

け

ど

たちに知らしめるため実行した「偽装行為」。現実は、シャーロット自身がネーベリックに変身し、
トキワと戦っている』
どれもこれもが、八歳児のものとは思えん。彼女が本気で動けば、我々に気取られず、事態を解
決することも可能だろう。ベアトリスの意見を最優先にしているからこそ、自分から行動を起こさ
ないわけか。
シンシアがスキルで我々の好感度を操作したなど、断じてありえん

『みんなが、シャーロットの存在を心底恐れたよ。彼女が、善良な魂の持ち主でよかった。だが、
ベアトリスの件は別だ

イオル、ベアトリスが納得するまで好きに行動させろ』
よし、それでいい。この案ならば、彼女たちも渋々納得するはずだ。

聖都フィレント

現在、私たちは旅の終着地『王都フィレント』へ向かっている。

６話

のメンバーたちを刺激せずに、事を上手く運べるよう、副隊長のミカサに連絡しておくか。

と似た端末を……いや、やめておこう。下手に利用されたら、厄介なことになる。ベアトリス以外

ルの方を見ると、どうやら私の持つ携帯端末の話をしているようだな。あのメンバー全員に、これ

ふう、みんなが納得してくれて助かった。クロイス女王、感謝しますよ。回線を切り、プリシエ

「了解しました」

を聞きたい』

『副隊長のミカサ……か、何か企んでいるな？ まあ、いいだろう。戻り次第、王城へ来い。詳細

供に人気のあるディバイルなら、機嫌を損ねることもあるまい。

ベアトリスの方は私なりに考えがあってのことだが、シャーロットの方は誰でもいい。女性や子

には『ディバイル・オルセン』にしましょう」

「わかりました。監視メンバーですが、ベアトリスには『ミカサ・ディバイラン』
、シャーロット
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これまで二頭のガウルに乗っていたのだけど、今はプリシエルさんによって……吊るされて運ば
れていると言えばいいのかな？
イオルさんは国王陛下との話し合いのあと、私たちに取引を持ちかけてきた。
『私とベアトリス
ほ ばく

さんに監視をつける』『王族とどこで出会ったとしても、絶対に危害を加えてはならない。破った
場合、クロイス女王が在位している間、ジストニス王国と一切の貿易を禁ずる』『捕縛後における

かわい

ベアトリスさんの処遇の変更』以上の三点を承諾するのなら、王都に入ることを許可するというも
のだ。
ベアトリスさんは、クロイス女王のことを妹のように可愛がっている。それを知っていて、こん
な取引を提案してきたのだろう。王都に堂々と入れる代わりに、王族へ復讐できなくなってしまう
のだけど、ベアトリスさんは即座に承知した。
「私は、肉体的なことで復讐するつもりはさらさらありません。それに、セリカの意見を通してく
れたのであれば、私としても嬉しい限りです。だから、取引成立ですね」
そう言ったベアトリスさんは、笑顔でイオルさんと握手を交わす。
その後、彼は監視役という形で一時的に仲間となり、私たちを直接王都フィレントへ連れて行く
と言ってくれたのだけど、私としては『貿易都市リムルベール』にだけは立ち寄ってほしいと内心
思っていた。
だって、あの街は王都フィレントの真北に位置し、そこから北西にジストニス王国、北東にフラ
ンジュ帝国があり、互いの国境から比較的近い位置にあるため、昔から三カ国の貿易の拠点となっ

ている。あの街は、『情報の宝庫』なのだ。だから、カムイの両親の情報が得られるかもしれない。
この思いをイオルさんと、ぷかぷかと宙に浮いているミニラプラスドラゴンのプリシエルさんに
言うと……
「あかんあかん、時間の無駄や。シャーロットの言うように、リムルベールにはあらゆる情報が集
まってるわ。でもな、それらが全て正しいわけではないねんで。たとえ『構造解析』スキルがあっ
たとしても、情報屋や冒険者が必ずしも正しい情報を持っているとは限らん」
このとき、目から鱗が落ちたね。このスキルで得た情報が、全て正しいとは限らない。自分自身
の過去とかならともかく、他人から収集した情報だってたくさんあり、当然それらには偽物も含ま
れている。さすがに、真実か偽物かの区別まではできない。
「あんたらが行っても情報に振り回されるだけや。私がシヴァ様に直接聞きに行ったるわ。そっち
の方が確実やろ？」
全員がその一言で納得し、カムイも喜んだ。エンシェントドラゴンと同格のアクアドラゴンなら、
普通の人々よりも正確な情報を持っているはずだ。
こうして『王都フィレント』へ向かうことになったのだけど、問題は移動手段だ。結構な人数で、
ガウルだっているのにどうするんだろうと不思議に思っていたら、突然イオルさんがマジックバッ
グから、巨大な流線型のコテージを取り出した。
くつろ

私たちはいきなりの出来事でポカ～ンとしていたのだけど、彼はそんな私たちにツッコミを入れ
ることなく、普通に中を案内してくれた。コテージの中は非常に広く、ガウル二体なら余裕で寛げ
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きょうがく

るほどのスペースがあった。天辺にはなぜか二つの強固な輪っかがあり、何に使うのか質問したら、
プリシエルさんが両足でこの輪っかを掴み王都まで運ぶと言ったので、全員が驚愕した。
彼女の真の大きさは、体長五十メートルほどで、通常時はイオルさん一人だけを乗せるため小型
化しているらしい。それだけ大きければ、巨大コテージも楽に運べるはずだ。ただ、そうはいって
も彼女の負担を少しでも減らすため、頑強で軽い材質のファルコニウム製となっており、また飛翔
速度を損なわないよう流線型をしている。
コテージの中を軽く見学させてもらったけど、必要最低限の家具しか設置されておらず、しかも
全て庶民向けのものだった。彼ほどの実力者なら、貴族向けのブランド家具だって揃えることもで
きたはずだけど、『一応、陛下から伯爵位の身分をいただいているが、高級品は私には合わん。安

くつろ

くて長持ちするもので十分だ』とのこと。私やアッシュさん、リリヤさんにとっては落ち着ける環
境だったので、心にゆとりを持てた。
そして現在、私たちは十八畳ほどのリビングで寛いでいるところである。
「む、今ベアトリスのステータスを『真贋』で確認したが、確かに『積重呪力症』なる呪いの名称
がある……が……もはや呪いとして機能していない。これはどういうことだ？」
ベアトリスさんが、イオルさんに自分の呪いに関わることを全く話していないことに気づいた。
プリシエルさんの飛翔速度はかなり速く、四時間ほどで王都に到着するため、このコテージでその
呪いの件を話したところ、イオルさんに驚かれてしまった。

ま

ひ

「シャーロットの『構造編集』で、かなり変化しています。これまでに、『重力三倍』『大幅好感度

さら

『盲目』
『雑音』など数多くの呪い
低下』『ステータス固定』『弱毒』『麻痺』『混乱』『突発性難聴』
に晒されました。でも『構造編集』のおかげで、呪いが機能しなくなったんです。問題は、私にこ
の呪いを放った人物です」
「そうか、『真贋』はステータスの表面しか見られないが、『構造解析』はその裏に潜む情報見られ
るのだったな。それで、その人物の名前は？」
私が絡んでいるため、イオルさんも全面的に信じてくれている。問題はこの後だけどね。

あ……エブリストロ家の躍動時

「現宰相クォーケス・エブリストロ。彼が私と妹のミリアリアにこの呪いを放ちました」
「なんだと 」

これには、さすがのイオルさんも驚いたようだ。
「エブリストロ家は、シンシア様の後ろ盾となっているんだぞ

期と、シンシア様とクレイグ様の婚約時期が近い。これは偶然か？ まさか……いや、クレイグ様
やシンシア様に限って……」
当初予想した通り、王太子がエブリストロ家と結託している可能性が高いね。もしかして、エブ
は

ろうばい

リストロ家は『シンシア様の持つ謎の力』のことを全て知った上で、ミリンシュ家に呪いを放ち、
シンシアさんが底辺から這い上がるための後ろ盾となったのかな？ イオルさんのあの狼狽よう、
多分同じ考えに至っているはず。
ああ、早く王都に到着して、シンシアさん、王太子、クォーケスに会いたい
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話した後は、各自休息をとる。少なくとも王都に到着するまでは絶対に安全だから、まずは疲労
回復のためお風呂に入ることにした。浴室には二人入れるほどの広い湯船があり、通常であれば水
たんのう

魔法で湯を出すのだけど、私たちは宣伝も兼ねて、温泉バズーカで湯船に温泉を投入した。案の定、
し かん

イオルさんが興味を持ってくれたため、実際に入浴してもらい、効果を堪能してもらった。
ゆる

今後の行動次第で王都の行く末が決まるという事態なのに、身体が温泉で弛緩している。さらに
はあの緩んだ表情から察するに、彼は温泉を絶対に気に入ったはずだ。近い将来、各国にこの温泉
たんのう

兵器を販売していくことを伝えると、本人は複雑そうな笑みを浮かべた。今後、国交を断絶したら、
温泉を堪能できないもんね。
めいそう

各自温泉に入り疲労回復すると、アッシュさんとリリヤさんは基礎訓練に没頭、イオルさんとト
キワさんは飲み物を飲みながら世間話を、ベアトリスさんとルクスさんは瞑想を、私は近況報告も
兼ねて、デッドスクリームやドール族たちに通信を入れ、カムイを紹介した。
楽しい時間はあっという間に過ぎていき、王都到着まで残り三十分ほどとなったところで、イオ
ルさんがみんなをリビングに集めた。思い思いにソファーやテーブル付近にある椅子へと座ったと
ころで、彼は私たちにとある重要事項を打ち明ける。
「二人に監視をつける話をしたが、そのメンバーをまだ言っていなかったな。シャーロットには
ディバイル・オルセン、女性や子供たちに人気のある男だ。カムイ、アッシュ、リリヤも、おそら

く気に入ってくれるだろう。ベアトリスには副隊長のミカサ・ディバイランをつけるのだが、彼女
は複雑な事情を持っていてね……到着早々、何か起きるだろう」
そんな女性をベアトリスさんの監視につけるって……絶対何か企んでいるでしょう？
はた

おど

「何か訳ありのようですね？ 私が監視されるのですから、当然理由を話してくれますよね？」
あはは、ベアトリスさんの目が怖いよ。傍からは、イオルさんを脅しているように見える。
じょうだん

「彼女は……国民の誰よりもシンシア様に対して、敬愛の念を抱いている。自分の求める理想的な
主君らしくてな、同僚が冗談で悪口を言うだけで本気で突っかかるほどだ」
そんなやつを私の監視役にしないでください 」

それを言った途端、ベアトリスさんがソファーから立ち上がる。
「私と対極の存在じゃないの

同意見です、これは絶対何か起こるね。

が、互いに暗い影を持つ君たちだからこそわかりあえると、私は思っている」

知らない。ゆえに、何らかの先入観を抱いているにちがいない。出会い当初は諍いも起こるだろう

いさか

「監視されている間、ミカサと話し合ってほしい。これまで彼女は大衆の新聞記事などでしか君を

「イオルさん、私に何をさせたいわけ？」

カサさんが殺意を抱いていてもおかしくない。

ベアトリスさんはシンシアさんに対し、数えきれないくらいの嫌がらせを実行していたから、ミ

視野が狭くなる傾向がある。シンシア様の場合だと、それが顕著に表れる」

「だからこそだ。ミカサは過去に色々あってね、女性が何か被害を受けていると、心が熱くなり、
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う～ん、イオルさんの言いたいこともわかるけど、そんな簡単に事が運ぶかな？
「……わかりました。今の時点で彼女の過去に関しては、何も聞きません。これから監視されます
し、とりあえず話だけでもしてみます」

がしら

ミカサさんの過去を聞きたいところだけど、下手な聞き方をしてしまうと、彼女のイオルさんへ
の信頼を損なってしまう場合もありうる。ここは何も聞かずに挑むしかない。
イオルさんの話では、二人は王都入口で私たちを待っているらしいから、必ず出会い頭で何か起
こるだろう。戦いに入る恐れもあるため、前もって王都の境界線とも言える入口から外側二十メー
トル付近を円形のダーククレイドルで囲んでおこう。そうすれば、騒ぎを最小限に抑えられる。
話が終わり、私とリリヤさんが窓から景色を眺めていると、前方に大きな都市が見えてきたとこ
ろで、プリシエルさんからテレパスが入った。
『王都フィレントが見えてきたで。そろそろ高度を下げて誰もいない草原に着地するわ』
いくら有名なプリシエルさんであっても、この巨体で王都上空に現れたら騒ぎになってしまう。
き れい

彼女の言った通り、高度が徐々に低下してきた。

す

「綺麗……あれが聖峰アクアトリウム、何だろう？ あそこから清浄な気配を強く感じる。シャー
ロットはどう？」
今日の天気は快晴のため、アクアドラゴンの棲む聖峰アクアトリウムの全体像がよく見える。高
さも相当あるようで、山の中腹から頂上まで雪に覆われており、山の形としては地球の『アコンカ
グア』に似ている。リリヤさんの言うとおり、清浄な水の気配を感じる。周辺には、大きな湖もあ

るようだ。
「この気配は、『水』ですね。あの山全体が強い水属性を帯びていて、魔物などが入ってきたとし
ても、低レベルならすぐに浄化されます。基本、ドラゴンも魔物に該当しますが、人と同じように
子を産めますし、知能も高く、感情も制御可能なため浄化されません。アクアドラゴンの縄張りと
はぐく

なっていますから、シヴァさんの属性もあって、それが余計に強化されています」
魔物の種の起源は負の感情だけど、生まれてからは各自で子を育むことが可能と、精霊様から教
わった。だから、山間などに行くと、魔物で構成された村もあると聞く。
すご

「水だけで、あそこまで清浄な気配が感じられるものなんだね。それだけあの山とシヴァさんの力
が凄いってことだよね？」
「はい、その力が下降気流の流れで王都フィレント全体を通っています。だから都市全体からも、
清浄さが感じられるんですよ」
王都フィレント全体は、ジストニス王国の王都と同じく、高い城壁で囲まれている。その中心部
には、大きな噴水があり、そこから水路が四つ形成されていた。水路は城壁付近から突然消えてい

となると、あの中心部の噴水では湖から地下を通った水が出ているのかもしれない。湖自体

るので、下水の方へ落ちていると推測できる。その後は、湖に流れて浄化されているんじゃないか
な？

にも、強い浄化作用があるのだろう。
「私たちの住む王都ムーンベルトと、全然違う。『大陸の聖都』と呼ばれるわけがわかるわ」
これからその聖都へ行き、ひと騒ぎ起こすんだよね。まずは、ベアトリスさんとミカサさんだ。
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立ち読みサンプル
はここまで

私も、ミカサさんを構造解析しよう。ディバイルさんは……別にいいかな。

がしら

７話 出会い頭の衝突と図書館での出会い

私たちは、王都から数キロほど離れた地点に降り立った。ここまで運んでくれたプリシエルさん
にお礼を言うと……
「ええで、ええで。ほなら、うちはこの件をシヴァ様に伝えてくるわ。ベアトリスの件が解決した
ら、シヴァ様のおるアクアトリウムに来たらええわ。ほなな～」
彼女は身体を縮小させ、聖峰アクアトリウムの方へ飛び去っていった。
私たちはそれを見届けてから、ガウルとともに王都フィレント南門入口へ向かい、約二十分ほど
で到着する。
にら

ここが正門と言われているためか、両端には、アクアドラゴンらしき巨大像が二体設置されて
がいせんもん

ふん い き

おり、私たちを選別するかのように睨んでいる。また周囲の城壁には、立派な紋様が刻まれており、
まるでフランスの凱旋門に似た雰囲気を感じさせる。
ぬ

そして、入口のすぐそばに騎士服を着た二人の人物が控えていた。イオルさんと同じく、服の左
かっ しょく

胸付近に双頭のドラゴンが縫い込まれているため、間違いなく空戦特殊部隊のメンバーだ。二人と
もダークエルフ族だから、肌は褐色で髪も黒い。

かも

一人は短髪のイケメン男性で、見た目は十八歳くらいに見える。物語の主人公のような包容力の

ふん い き

ある顔立ち、全身から醸し出す優しげな気配、この人が女性や子供に人気のあるディバイルさんで
間違いない。
しん

とげとげ

もう一人が首付近まで髪を伸ばしている女性、見た目は同じく十八歳くらいで、雰囲気がベアト
リスさんに近く、芯が強そうだ。隣にいるディバイルさんと違い、目付きも鋭く、刺々しい気配を
漂わせ、ベアトリスさんに向けて殺気を放っている。この人がミカサさんで間違いなさそうだけど、
う～ん何か起こりそうな予感。
早速、『構造解析』だけして、中身は宿屋とかで確認すればいいかな。とりあえず、ベアトリス
さんをリズさん、ルクスさんをクスハさんに呼び替えておこう。今はまだ本名だとまずいと、事前
に決めていたのだ。
「イオル隊長、その二人が例の？」
副隊長でもあるミカサさんが、威圧感のある言葉を放つ。
「ミカサ、ディバイル、端末で話した通りだ。騒ぎを起こさないよう、名前を言い間違えるなよ。
ミカサはリズとクスハ、ディバイルは聖女シャーロットたちを案内してあげてくれ」
「……了解しました」
ミカサさんは、明らかに納得していない表情をしており、機嫌も悪い。
「隊長、俺はシャーロット様たちの望む場所を案内するだけでいいんですか？」
それに対して、ディバイルさんはご機嫌で終始笑顔、こんな優しげな笑顔だからこそ、女性や子
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