異世界でのおれへの評価がおかしいんだが
～極上の恋を知りました～

ＳＩＤＥ 白翼騎士団団員レイ

「――ぐっ、くぅっ……！」
「レイ、囲まれないように気を付けろ！」
「分かってます、って！」
右手から迫りくる白茶けた毛色のグレートウルフに剣を振るう。
鋭い剣先で鼻先を切り裂かれたグレートウルフが「ＧＡＡＧＧＡＡ！」と悲鳴をあげたが、致命
傷ではない。
致命傷ではないどころか、赤黒い血をだらだらと流しながら憎しみと殺意をたたえた目でオレを
睨みつけ、突進をしてくる。

はく よく

こく よく

おう よく

迫りくるグレートウルフの牙をすんでのところで身をひねって避けつつ、悪態をつきたい気持ち
をぐっと堪えた。
――オレの所属する白翼騎士団と、黒翼、黄翼騎士団の三騎士団が合同でメヌエヌ市の救援に
行った日から、三週間が経過した。
あの日から、国内におけるモンスターの襲撃率はどんどんと増すばかりだ。

今日、白翼騎士団には、王都の東門から続く街道に出たモンスターの討伐指令が下っていた。
今までならば、このような人の多い街道付近にモンスターが出るなんて考えられなかった。それ
が今では、ヤツらはだんだんと人の前に姿を見せるようになったのだ。
「ＧＡＧＵＧＵＧＵ……！」
街道に出たモンスターは、グレートウルフが十体。それに対峙する白翼騎士団は、オレを含めて
二十人。
これもまたおかしな話だった。本来ならばグレートウルフとは、その大きな体躯とは裏腹に臆病
なモンスターで、相手の群れの数が自分たちより多ければ、あっという間に逃げ出してしまう。
……モンスターの大群がメヌエヌ市を襲撃したあの日から、なにかがおかしくなっていた。
「くそっ……邪魔だっ！」
再び剣を振るえば、グレートウルフがひらりと左側に身をかわした。
だが、そこがオレの狙いだ。オレは腰のポーチにつけていたエリクサーの小瓶をグレートウルフ

ず がい

に向かって投げつける。小瓶はグレートウルフの顔にぶつかって割れると、中に入っていた液体が
その顔に降りかかる。
「ＧＹＡＡＧＧＡＡＡ 」

「これで――トドメだ！」
すかさず、身体を硬直させて金切り声をあげるグレートウルフの顔に突きを放つ！
大きく開いた口の、その真っ赤な口内に入り込んだ剣先は、そのままグレートウルフの頭蓋を串
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刺しにした。
脳天を貫かれたグレートウルフがびくんびくんと身体を跳ねさせたところで、オレは腕を引いて
剣を抜こうとする。
「ちっ、抜けねー……すみません先輩、ちょっと手伝ってくれませんか？」
「うん？ ああ、分かった。少し待て、ポーションを飲む。レイも一応飲んでおいたほうがいいぞ、
グレートウルフは片づけ終わったみたいだが……万が一という可能性もあるからな」
「分かりました」
手伝ってくれるように頼んだ先輩は、ちょうどポーションの瓶を開けたところだった。
オレも先輩にならってポーションの瓶を手に取る。
いや

――黒翼騎士団の発明した画期的な霊薬、ポーションとエリクサー。
ポーションは飲んだ者の体力を回復させ、傷を癒す力がある。
ま

ひ

そしてエリクサーはさらに高い性能を持ち、体力や傷だけでなく魔力をも改善・回復させる。ま
た、先ほどのようにモンスターに向かって振りかければ、麻痺や毒などの状態異常を発生させるこ
とができる優れものだ。
……この二種類の霊薬のおかげで、今のリッツハイム魔導王国があるといってもいいだろう。
この霊薬がなければ、数の増してきたモンスターの襲撃に騎士団が渡り合うことは難しかったは
ずだ。いや、そもそも、先日のメヌエヌ市襲撃事件が勝利で終わることができたのも、このポー
ションとエリクサーがあってこそ。

「…………」
けれど、そこまで考えて、ふと嫌な考えが頭をよぎる。
もしも――ポーションの生産が追いつかないほどモンスターに襲撃されるような事態が生じたら、
どうなるのだろうか。
それに、王都や都市は高い城壁で守られているが、そのような者がない農村がひとたびモンス
ターの群れの襲撃を受ければ、ひとたまりもないだろう。
必然的に、数多くの死傷者が出る。住む場所を失った者がいっせいに王都に避難してくれば、街
は家も金もない失業者で溢れかえる。それに……
せっぱく

「――っ、レイ！ 逃げろ！」
先輩の切迫した声にハッと顔を上げる。
見ると、先ほど先輩が倒したはずのグレートウルフが立ち上がっていた。

ず がい

そして、先輩が慌てて振るった剣をひらりとかわし、真っ直ぐにオレに向かってくる！
「っ、しまった、武器が……！」
反射的に腰に手をやったところで、自分の剣がグレートウルフの頭蓋に突き刺さったままだった
のを思い出した。
しかも、頼みの綱のエリクサーも先ほど使ったもので最後だ。
慌ててその歯牙から逃げようとするも、足がもつれて地面に転んでしまった。その隙を逃さず、
グレートウルフがぐわっと口を開けて突進してくる。
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先輩がこちらに駆け付けようとするが、間に合わない――！
「――ＧＡ、ＧＵ……？」
しかし、真っ赤な口を開けたグレートウルフが、オレの首筋に食らいつく直前。
まるで――流星のように銀色に光るなにかが、オレの目の前を通り過ぎていった。流星のきらめ
きに横断されたグレートウルフは、口を大きく開いた体勢のまま、カッと目を見開く。
それから遅れて一秒後、グレートウルフがどさりと地面に崩れ落ちた。
どくどくと赤黒い血が地面に溢れ出す。見れば、銀色に光り輝く刀がグレートウルフの首を見事
に貫いていた。
「――大丈夫だったか？」
そして、この緊迫した戦いの場には似合わないほど、落ち着きはらった声が響いた。

ぞう げ

そこでようやく、誰かが剣を投げてグレートウルフを仕留め、オレを助けてくれたのだというこ
とに気が付いた。
のろのろと声のほうに目をやる。
こくたん

そして、オレは息を呑んだ。
また

黒檀のように真っ黒な髪と瞳と、珍しい象牙色の肌。
太陽を背にして黒馬に跨がったままオレを見下ろす青年は、まるで一枚の絵画のように美しい。
彼の乗っている黒馬も見事なもので、どっしりとした非凡な身体つきと鋭い眼差しからは異様な
迫力すら感じる。

青年はひらりと優雅な仕草で馬上から飛び降りると、オレに向かって手を差し出してきた。

ういうい

オレと同じ年頃のはずなのに、シャツの襟から覗く首筋や腕は細く、きめ細かい。見ていると無
性にドキドキしてしまう。
おずおずと手を掴むと、青年はオレの身体を支えて立ち上がらせてくれた。
……オレは、この黒髪黒目の青年を知っていた。
なにせ、あの時もこうして、彼は震えるオレの手を握ってくれたのだ。
「――君が無事でよかった」
――黒翼騎士団に所属する団員、タクミ。
彼はそう言って、今しがたグレートウルフを一撃で仕留めた男とは思えないほど、初々しくはに
かんだ。
◆

びより

いやー、今日はいい天気だなぁ！
そう きゅう

まさにピクニック日和だ。
澄み渡る蒼穹には雲一つなく、思わず鼻歌を歌いそうになるほど心地いい陽気だ。
それに、馬上からの景色というのがまたいいのだ。
馬に乗っているおかげで、広々した新緑の野原やたわわに実を付けた果樹林を悠々と見渡すこと
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ができる。
ずいぶん

「――タクミも、随分と様になったなァ。出会ったばかりの頃、フェリクスが一緒に乗っけてやっ
てたのが懐かしいぜ」
せりふ

馬を停めて景色を眺めていると、背後からそんな風に声をかけられた。
からかい混じりの台詞に、馬首をめぐらせて振り返る。
「おれなんか、ガゼルやフェリクスに比べればまだまだだ。様になっているように見えるなら、馬
がいいんだ」
「それが分かってるならたいしたもんだ。馬っていうのは俺らが一人で乗るもんじゃねェ。こいつ

たくま

らは、俺たちの相棒だからな。お互いがお互いを尊重し合わなけりゃやっていけねェもんさ」
せいかん

白い歯を見せてにっかりとおれに笑いかけた男は、ガゼル・リスティーニ。
ワインレッドの髪に金色の瞳を持った長身の美丈夫だ。彫りの深い精悍な顔立ちと、逞しい肢体
は雄々しく、服の上からでも、その身体が隅々まで鍛え上げられていることが分かる。
そんな彼はこのリッツハイム魔導王国に存在する八つの騎士団の内、黒翼騎士団の団長だ。
おれは黒翼騎士団の平団員なので、彼はおれの上司にあたる。しかも、この国で身寄りのないお
れの身元引受人になってくれた人でもある。
正直、まったく頭が上がらないぜ！
今日はおれたち――今ここにはいないが、副団長であるフェリクスの三人組で、リッツハイム魔
導王国の東門を抜けた先にある街道沿いまでピクニックに来たのである。

雲一つない青空の下、なだらかな緑の丘にはぽつぽつと葉を茂らせた木々が生えている。とても
のどかだ。
ちなみにフェリクスは、十分ほど前に、昼食を取るにふさわしい場所を探しに行った。
……でもフェリクス、ちょっと遅いなぁ。数分で戻るって言ってたのに……おれもついていった
ほうがよかったかなぁ？ いや、でもフェリクスの馬術についていける気は全然しないしな……
「でも、タクミの乗ってる馬は、実のところすげェ気難しい奴なんだぜ？ 今までに何人もの団員
を振り落としやがったんだが、タクミの言うことだけは素直に聞きやがる」
「そうか？ いつも、大人しく言うことをきいてくれて、扱いやすい馬だと思っていたが」
「もしかすると、こいつも〝黒〟だからな。タクミに親近感を覚えてるのかもな」
ガゼルの言う通り、この筋骨隆々の見事な馬は、頭から尾の先まで真っ黒な毛並みを持った『黒
馬』だった。
ガゼルの言葉は、おれの黒髪黒目にかけたものだろう。
このリッツハイム魔導王国には、黒髪黒目の人間はいない。
他の国はどうだか知らないが、国内にそういった容貌を持つのはおれしかいないそうだ。

サインしてください！」とか言われたことはついぞ

なので、おれはこの国でとても珍しい存在のはずなのだが……今日まで女の子から「キャー、黒
髪黒目なんて珍しくてカッコいいですね！
ない。
まぁ、珍しいってだけで、黒髪黒目がカッコいいって思われてるわけじゃないってことだね……
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悲しいものだ。
さて。リッツハイム魔導王国に黒髪黒目の人間がいないのなら、何故おれがこの国に存在してい
るのかというと――この国の人間ではないからだ。
というか、この世界の人間でもない。
おれはもともと、こことは別の世界――日本に住むしがない学生だった。

しかもこれからモンスターの襲撃とか、

それがある日、なんの因果が元の世界でプレイしていたＲＰＧ『チェンジ・ザ・ワールド』の世
界に来てしまったのだ。
初めこそ、「どうしてこんな死亡フラグ乱立の世界に

りてやってこられたのだ。

おちい

だからこれからも、皆の助けがあれば乗り越えられない問題はないはずだ。
……おれが足を引っ張りさえしなければな！
「――ガゼル団長、タクミ！」

いぜ！

イ ケ メ ン の 上 に エ リ ー ト 街 道 邁 進 中 で 家 柄 も バ ッ チ リ と か、 男 と し て 勝 負 す る 気 も 起 こ ら な

まい しん

ちなみにフェリクスは、伯爵家の三男であり、おれの所属する黒翼騎士団の副団長を務めている。

あまりにも優雅で、正直、さっきガゼルに褒められて調子に乗っていた自分が恥ずかしくなる。

るでおとぎ話の白馬の王子様そのものだ。

さらさらの金髪に紫水晶の瞳を持つ彼が、白馬の手綱を持って優雅に野原を駆けてくる様は、ま

た づな

おれたちの名前を呼んだ青年は、フェリクス・フォンツ・アルファレッタ。

きた。

おれがこの世界での出来事を思い返して感慨にふけっていると、背後から馬の蹄の音が響いて

ひづめ

いまだに数多くの問題はあるけれど、でも――今までだってギリギリの土壇場で、皆の助けを借

けれど、おれたちはあの戦いを乗り越えることができた。

ヌ市の戦いで黒翼騎士団は壊滅状態に陥ってしまうのだ。

元の世界でプレイしていた『チェンジ・ザ・ワールド』のシナリオでは、本来ならばあのメヌエ

でも、あの戦いでおれの大事な人たちが誰も死ななくてよかったよ！

あの戦いから三週間も経ったなんて、信じられないなぁ。

えた三騎士団で、メヌエヌ市に押し寄せたモンスターの群れを撃退したのだ。

そして、騎士団つながりで、黄翼騎士団や白翼騎士団の方々とも知り合って――黒翼騎士団を加

たり。

ゼルから黒翼騎士団に勧誘してもらって、そんでもって騎士団の皆と一緒にポーションを開発し

海賊やらモンスターやらと戦ったり、かと思えば、その時の戦いがきっかけで、今ここにいるガ

本当にいろいろあったなぁ……

……うん。いろいろあったけれど、うまくやっている。

やっている。

魔王との対決とかがある、最悪な時代じゃん 」と絶望感を覚えたものの、今ではなんとかうまく

!?
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しかもフェリクス、めちゃくちゃ好青年なんだよ……
……今更だけど、この二人、本当にスペックが高いなぁ。
天は二物どころか、ラッピング包装とのし紙をつけた上で五物くらい与えてる二人だもん。
……なんでこんなパーフェクト超人のお二人が、おれなんかに愛を告白してくれたのか、いまだ
に不思議である。
「どうした、フェリクス？」
「ガゼル団長、それが……今、私のもとに騎士団から急ぎの連絡が届いたのですが。なんでもこの
東門の街道沿いでグレートウルフの群れが出現したそうです」
ひそ

「……最近、やけに人里に下りてくるモンスターが増えたな」
フェリクスの知らせに、ガゼルが眉を顰めて難しい顔をする。

びより

「白翼騎士団の部隊が討伐に向かったそうなので、問題ないと思いますが……いかがいたしましょ
う？」
「せっかくの行楽日和だっていうのに、ツイてねェな。まぁ、なにかあってからじゃ遅いしな。
どっか場所を変えるか」
仕方ないというように、ガゼルが肩を竦める。
おれも残念ではあるが、グレートウルフの群れにうっかり遭遇するのはごめんだ。ここは街道か
ら離れた場所だが、それでも危険がないとは限らない。
おれもガゼルもフェリクスも、念のために帯剣はしているが、せっかくの休養日にまでモンス

ターと戦いたいとは思わない。なにより、ガゼルとフェリクスの二人は実力派の騎士だからいいだ
ろうが、おれは『この刀』のスキルに頼らないとろくに戦えないのだ。
ふと、そんなことを考えていると、おれの乗っている馬が「ヒヒン」と小さな声をあげた。
なにかを訴えかけるような声に、おれは馬をなだめるため優しく首筋を撫でてやる。
すると、馬が黒々と濡れた瞳をこちらに向けた。
「話を聞いていたのか？」
試しにそう尋ねてみると、馬は「ヒヒン！」ともう一度声をあげた。
ささや

偶然だろうが、本当に馬と会話しているみたいでなんだか嬉しくなる。おれはもう一度馬を撫で
つつ、そっと囁いた。
「お前も残念か？ おれも残念だよ。グレートウルフが早く討伐されてしまえばいいんだがな」
「ヒヒン！」
「――――えっ」
た づな

馬が一際大きな声でいなないた後――地面を蹴り、ものすごいスピードで走り出した。
突然のことに慌てて手綱を掴み、振り落とされないように耐えることしかできない。背後でガゼ
ルとフェリクスが、「タクミ 」「タクミ、いったいなにを…… 」と驚いているが、返事すらかな
わない。
や、やっぱりおれには馬での移動はまだ早かったのか
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ガゼルに褒められていい気になって、ドヤ顔していたツケがこれだというのか

!?

!?

!?

そ、そうだよね……おれ、馬に乗ったのこの世界に来てから初めてだもん……！

う、馬が通りすがりになんだ

必死で馬を止めようとするも、まったく彼は言うことを聞いてくれない。
ほどなくして、前方に人影らしきものが見えてきた。
しかも、なんだか見覚えのある人たちのような……って、ああ
か犬っぽいモノを踏みつけにしたんだけど！
骨の折れる嫌な感触が、振動でおれにも伝わってきましたよ
わ

ばくしん

犬の傍にいた人は、呆気にとられた顔でおれを見つめている。
だが、そんな彼に詫びる暇もなく、馬は暴走機関車のごとく驀進した。
さっきからこの馬、なにをそんなに必死に走って――――って、あれは！

らんらん

馬が一直線に向かう先を見れば、オレンジ色の髪の青年と――その彼に向かって牙をむき出しに
する狼型のモンスターがいた。
白茶けた毛色の狼型のモンスターは子牛ほどの大きさがあり、敵意を宿した目を爛々と光らせて、
青年に噛みつこうとしている。
あ、あのモンスターは見覚えがあるぞ……！
『チェンジ・ザ・ワールド』でよく出てきたモンスター、グレートウルフだ！
うわっ、目の前にするとなるとあんなに恐ろしいモンスターなのか……！
『チェンジ・ザ・ワールド』では経験値稼ぎのために何十、何百体も狩ったものだが、実物にはと
てもそんな気になれない。

「あっ……！」
そうこうしている内に、オレンジ色の髪の青年が地面に転んでしまった。その隙を見逃さず、グ
レートウルフが青年に一直線に襲いかかる！
「くそっ、仕方がない！」
おれは腰に携えていた刀を、思いっきり青年に向かってブン投げた。
見たところ、青年は武器などは持っていない。ここからでは助けは間に合わないが、せめて武器
さえあればわずかなりとも抵抗できるはず――それで少しでも時間を稼いでくれれば、馬がたどり
着くのに間に合うぞ！

さや

そう思って投げた日本刀は、ブーメランのように風切り音を立てて青年へ向かって飛んでいく。
そして――
「――――あっ」
ブン投げた刀は、おれの投げ方が悪かったようで、途中で鞘からすっぽーんと抜け出てしまった。
その勢いのまま、鋭い切っ先が青年に噛みつこうとしていたグレートウルフの首にドスッと突き刺
さった。
……ノ、ノーコンにもほどがあるだろ、自分！
幸い、先ほどの一撃でグレートウルフは倒せたようだ。
馬を走らせて青年のもとにたどり着く。落っこちないようにゆーっくりと馬から降りた後、おそ
るおそる青年に問いかけた。
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「………………大丈夫だったか？」
青年は呆然として、目の前に転がるグレートウルフの死体を見つめていたが、おれが声をかける
とのろのろと顔を上げた。
も、もしかして「お前、どこ放り投げてるんだよ……オレに当たるところだったじゃねーか」っ
て思ってる？
ご、ごめん！
わ

でも、君を助けるには武器を投げ渡すくらいしか思いつけなくて……！
おれはお詫びの気持ちを込めて、そっと彼に手を差し出す。
振り払われたらどうしようかとドキドキしたが、彼はおれの手を握ってくれた。ホッとしつつ、
彼の身体を引っ張るようにして立ち上がるのを手伝う。
「君が無事でよかった」
「あ、ああ……」
いしょう

そこで、おれはふと、彼の服装と顔立ちに見覚えがあることに気が付いた。
白を基調とした軍服に、白い翼の意匠がほどこされた胸当てをつけた恰好は、白翼騎士団のも
のだ。
それに、彼のオレンジがかった茶髪に明るい緑の目。三白眼に近いようなちょっと目つきの悪い
顔立ちは、なんとなく、人になつかない野良猫を連想させる。
彼は確か――三週間前のメヌエヌ市の救援任務で、一緒に戦った白翼騎士団の人だ！

おおっ、まさかこんなところで会うとは！
あの時は少ししか会話ができなかったし、名前もろくに聞けなかったから、どうしてるかなと
思ってたけど捜せなかったんだよなー。
いやぁ、元気にしてるみたいでよかった！
……って、待って。白翼騎士団の団員？
あ、あれ。そういやさっき、フェリクスが『この東門の街道沿いでグレートウルフの群れが出現
したそうです』って言ってたね？
……もしかして、ここがそう

敵の油断を誘う的な！

マ、マジでごめん……余計な手を出した挙句、ノーコンっぷりを見せつけるとか本当にないよ

あっ、これ、ダメなやつだ。めちゃくちゃ気を使われてるヤツじゃん。

青年はそう言いながら、頬をほんのりと赤くしつつ、顔を逸らしてしまう。

し、オレも命を救われた」

「い――いや、助かったよ、ありがとう。……アンタのおかげで、最後の一匹も片づいたみたいだ

「……悪い、余計な手助けだったか？」

じゃ

もしかしてさっき、グレートウルフに襲われる寸前に見えたのは、作戦の一環だったりしたん

戦っていたのが白翼騎士団の人なら話は違う。

し、しまった。てっきり、モンスターが一般人を襲ってるのかと思って慌てちゃったよ。でも、

!?
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ね……
「あのさ――オレの名前、レイっていうんだ」
「レイか」
落ち込んでいるおれを見かねてか、オレンジ頭の青年が自己紹介をしてくれた。

メ ヌ エ ヌ 市 の 防 衛 戦 の 時 に、 オ レ、 ア ン タ と 話 し た こ と あ る ん だ け

おれも自己紹介をしようと思ったが、その前にレイが言葉を続ける。
「 ア ン タ は タ ク ミ だ ろ？
ど……覚えてるか？」
「ああ、もちろん覚えてるさ。レイが覚えていてくれて嬉しいよ」
なんと、レイはあの時少し話をしただけのおれのことを覚えていてくれた！
わ ー、 嬉 し い な。 お れ が 覚 え て い て も、 彼 が 覚 え て い る と は 限 ら な い だ ろ う と 思 っ て い た の
に……
めちゃくちゃいい人じゃん、この人！
それなのに、マジでごめんな、余計なことしちゃって……！
「名前が聞けてよかった。メヌエヌ市では聞けなかったから」
「そうだったか？ わ、悪い……」
ち しぶき

「また話をしたいと思っていた。まさか、こんなところで会うなんてな」
そんな会話をしながら、おれは、レイの頬に血飛沫がついているのが気になった。
先ほど、グレートウルフに刀が突き刺さった際に飛び散った血がかかったのだろう。

とうてき

本当に申し訳ない。おれが下手な投擲をしなければ、血で汚れることもなかったろうに……
おれはズボンのポケットからハンカチを出すと、血で汚れたレイの顔を優しく拭った。
「もう一度会うことができて嬉しいよ、レイ」
そう言って笑いかけると、レイは何故か顔をこれでもかというぐらいに真っ赤にして、石像のご
とく固まってしまう。
だが、嫌がられている様子はなさそうだったので、そのまま彼の頬を拭ってやる。
君が何故ここに…… 」

レイの顔についた血をあらかた拭き終えた頃、聞き慣れた声がおれの名前を呼んだ。
「――タクミ

こ

れい り

馬を降りたリオンが、グレートウルフの死体を目にし、困惑した様子でおれたちに近づいてきた。

「タクミ……どうして君がここに？」

……おれは勝負以前に、同じ土俵に上がることすらできないけどな！

まっ、でもイケメン度ならうちのガゼルとフェリクスだって負けてないぜ！

で氷でできた彫刻のような印象すら受ける。

白銀の髪と氷色の瞳を持つ彼が白い団服を身に纏う姿は、戦場にあってもあまりに美麗で、まる

まと

よりも意匠を凝らした、白を基調とした騎士団服と胸当てを身に着けている。

いしょう

リオンは長い白銀の髪と色素の薄いアイスブルーの瞳を持った、怜悧な顔立ちの美青年だ。レイ

る八つの騎士団の内、白翼騎士団の団長だ。

おれの顔を見て驚いたように目を見開いているのは、リオン・ドゥ・ドルム――この国に存在す

!?
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そりゃそうだ。自分たちの作戦の場に、勝手に部外者、しかもよその騎士団のヒラ団員が入り込
んでいたら、誰だっていい気はしないだろう。
「すまないな、リオン。そちらの作戦の邪魔をした」
「いや……どうもうちの団員の危機を救ってもらったようだ。礼を言うのはこちらのほうだろう」
苦笑いを浮かべてそんなことを言ってくれるリオンだが、ますます申し訳ない気持ちが強くなる。
やっぱりおれ、完全に作戦の邪魔をしたっぽいじゃん……
思わずおれをここに連れてきた犯人――いや、犯馬にジト目を送る。
だが、おれの乗ってきた黒馬は反省するどころか「ほら、褒めてくれてもいいんだよ！」と言わ
んばかりのキラキラとした瞳で見つめ返してきた。
うっ……悪気がない分、逆に怒りにくい……！
「……重ね重ねすまなかったな、リオン、レイ。白翼騎士団の戦いを邪魔するつもりではなかった
んだが……偶然に通りかかったので、つい手を出してしまった」
「い、いや、オレは本当に別に……」
「あまり謝らないでくれ、タクミ。それ以上言われると、彼の立つ瀬がなくなってしまうからね。
それよりも――」
そう言って、リオンはちらりと目線をおれたちから外した。
その視線の先には、首に日本刀が突き刺さった状態で地面に横たわったグレートウルフの死体が
ある。

いちべつ

グレートウルフの死体を一瞥したリオンは再びこちらに向き直り、そのアイスブルーの瞳に切な
げな光をたたえておれを見つめた。
「あのメヌエヌ市での戦いで、私も君の腕前は知っている。だから君にとってはグレートウルフな
ど敵ではないのだろうが……あまり無茶をしないでくれたまえ」
…………ん？
今、「グレートウルフなど敵ではない」って言われたような気がするんだけど、おれの聞き間違
いか？
聞き間違いじゃないとしたら、リオンさん、マジでなにを言ってるんです？
「リオン……誤解があるようだが、今回、おれはほとんどなにもしていない。あのグレートウルフ
は、レイたちとの戦いでもともと弱っていたんだろう。そこにおれがとどめを刺しただけだ」
「ふふ、相変わらず君は謙虚だな」
おれの説明に、苦笑いを零すリオン。
いやいや、謙虚とかじゃなくて、ただの純然たる事実なんですけど
……ハッ！ そ、そうか、分かったぞ。
リオンは見かけこそ繊細な美を兼ね備えた、見目麗しい人物だが、彼は白翼騎士団の団長だ。
そんな彼にとっては、グレートウルフの一体や十体の討伐など、お茶の子さいさいの朝飯前なの
だろう。その基準をこのおれにも当てはめているから、おれがあっさり倒したという誤解が発生し
たんじゃないか？
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きんよく

ぎんよく

それに――もしかするとおれが黒翼騎士団の団員だということも、それに拍車をかけているのか
もしれない。
せきよく

せいよく

りょくよく

というのも、リッツハイム魔導王国には八つの騎士団――金翼騎士団、銀翼騎士団、白翼騎士団、
黒翼騎士団、赤翼騎士団、青翼騎士団、緑翼騎士団、黄翼騎士団が存在する。
ひき

そして、その騎士団には各々の特色がある。
や

ゆ

たとえば、リオン率いる白翼騎士団は貴族の子息たちを中心にした騎士団だ。そのため一時期は
ずいぶん

『お飾り騎士団』なんて揶揄をされたりもしていた。しかし、三週間前のメヌエヌ市の防衛戦を経
て、彼らは随分と変わったし、今ではそんな陰口を言う人も少なくなったようだ。
ちなみに他の騎士団は、赤翼騎士団は女性の騎士を中心にした騎士団、緑翼騎士団は平民出身者
を中心にした騎士団、黄翼騎士団は獣人や異種族を中心にした騎士団、青翼騎士団は海戦メインの
騎士団といった具合だ。
そして、おれの所属する黒翼騎士団は、他の騎士団とは異なり、どんな種族・身分であっても平
等に入団できる。その際、重視されるのは本人の実力のみという、他とはちょっと一風変わった騎
士団なのである。
つまり――黒翼騎士団に入団しているイコール、この国の人々には「あの実力重視の黒翼騎士団
に入団を認められるのだから、かなりの腕前なんだね！」と思われること必至なわけで。
そのため、いくらヒラ団員といえど、リオンからしたら「黒翼騎士団に入団している」という事
実それのみで、おれもそこそこの実力者と思われている可能性が高い。

……本当に、おれってよく黒翼騎士団に入団できたよなぁ……
「――おや、これは……リオン団長？」
「タクミ、無事か？」
あっちゃーと思っていると、また新たな声がかけられた。
言わずもがな、ガゼルとフェリクスの二人である。二人共おれを追いかけてきてくれたようだ。
「ガゼル、フェリクス。すまなかった、勝手に馬が走り出してな」
「いえ、貴方が無事でなによりです。……それはともかく、あのグレートウルフにタクミの刀が突
き刺さっているように見えるのですが」

ひそ

「ああ、おれが放り投げた。少し、狙いが逸れてしまったがな」
「…………」
おれの答えに対し、眉を顰めて何事かを言いたげな、苦い顔になるフェリクス。
えっ、なんで？
「タクミ……お前また一人で無茶な戦い方をしたんじゃねェだろうな？」
「無茶な戦い方なんか、おれは一度もしたことはないぞ。今回だって、最後のとどめを刺しただ
けだ」
「……お前なぁ……」
おれの言葉に、何故かガゼルは「またこいつは……」と言わんばかりの呆れた表情になった。
えっ、どうして？
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……もしかして、ガゼルやフェリクスはおれが「とどめを刺しただけ」というのが気に入らな
かったんだろうか？
二人共、まさか「黒翼騎士団の団員たるもの、刀を投げてとどめを刺すだけなんて生ぬるいぜ！
もっと自分から切り込んでいかないとな！」って思ってる？
うーん、さすがは黒翼騎士団の団長・副団長を務めるだけはある。なんというバトルジャンキー
脳。二人がこんな考え方なら、そりゃリオンに誤解だってされるよな……
でも、だからっておれまで皆と同じバトルマニアだと思わないでほしい。
おれは、これでも精いっぱい頑張ったほうですよ！

◆

――さて、その後。レイを含む白翼騎士団の団員さん方は、モンスターの素材回収や死骸の片づ
けを始めた。
リオンはフェリクスに話があるみたいで、少し離れた場所で真剣な様子で顔を突き合わせている。
二人の邪魔をするのがはばかられたおれは、レイと一緒にモンスターの死骸の片づけを手伝うこと
にした。
グレートウルフの首に刺さったおれの刀、ちゃんと持って帰らないといけないしね！
ちなみにガゼルもおれと一緒だ。リオンとフェリクスと一緒に話をしに行かなくていいのかと聞

いたら、ガゼルは肩を竦めて「リオンは俺がいないほうが話しやすいだろう、フェリクスに任せる
さ」とのことだった。
んー？ リオンはフェリクスだけと話したいってことか……？
フェリクスがリオンと同じ貴族の子息だからだろうか。
まぁ、貴族の子息同士とはいえ、リオンは白翼騎士団の団長、フェリクスは黒翼騎士団の副団長
と、二人の選んだ道は似ているようでまったく違うのだけれど。
でも、リオンとフェリクスの仲がよいのはいいことだよな。
ずいぶん

一時期、リオンとフェリクスの間にはいろいろとわだかまりがあったようだけれど、最近はそれ
らも随分と解消されたようだ。フェリクスの友人であり仲間であるおれとしても、それは喜ばしい
ことである。
…………って、ちょっと待てよ？
リオンとフェリクスの仲がこじれた理由は――フェリクスが白翼騎士団の勧誘を蹴って、黒翼騎
士団に入団してしまったからだ。
そんなフェリクスに対し、リオンが二人きりで話したいことって……？
ま、まさか……リオンはフェリクスを白翼騎士団に入団させるのを諦めていないんじゃないか
ど、どうしよう

もしもそうなら、こうしている間にもリオンが、
『今、白翼騎士団に入団してくれたら、トイレットペーパーと台所用洗剤を一年分つけてやるぞ、

!?
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フェリクス……』
『トイレットペーパーと台所用洗剤を一年分…… 』
『ふっ、さらには今なら柔軟剤もつけようじゃないか！』
って、フェリクスに迫っているかもしれない！
「タクミ？ どうした、様子が変だぞ」
「ガゼル……」
グレートウルフの死骸の片づけが終わり、白翼騎士団の皆はぞろぞろと集まって、帰り支度を始
めていた。

けんてき

そんな彼らとは反対に、ガゼルが呆然と立ちすくむおれのところにやってくる。
「いや、問題ない。ただ少し考え事をしていた」
「ふぅん……それならいいけどよ。そういや、お前の刀はすげェな。馬上から剣擲して、刃こぼれ
一つしてなかったんだって？」
「ああ、折れなくてよかった」
おれはこくりと頷く。
そう、おれの持つ日本刀――この刀はおれが馬上から放り投げても傷一つ、刃こぼれ一つしてな
かった。
とはいえ、この刀はただの刀ではない。『チェンジ・ザ・ワールド』で『カースド・コレクショ
ン』と呼ばれていた、使用者に様々なメリットをもたらす代わりに、代償を与えるという武器の一

つだ。
恐らくはそのために、通常の刀よりも耐久性が高いのだろう。
せんめつ

ちなみに、この刀のメリットは使用者の攻撃力や素早さを上げるというものだ。
対するデメリットは二つあり、一つは、戦闘時には敵の殲滅か刀を手放すまで持ち主の意思で行
動できなくなるというもの。二つ目は、戦闘終了後に、使用者を状態異常にするというものだ。
なお、今回おれは刀を放り投げただけであり、刀を使って戦闘を行ったわけではないからか、デ
メリットは発生していない。ラッキー！
「ガゼル、おれはそろそろフェリクスを呼びに行ってくる。話もいい加減に終わっただろう」
「了解だ、悪いが頼む。白翼騎士団の奴らも、声をかけあぐねてるみたいだしな。タクミが行って
やるのが一番いいだろ」
「そうだな。それじゃあ行ってくる」
「俺たちもせっかくの休暇だ、早く続きを楽しまねェとな」
案外、自分のコントロール力がそこまで悪くなかったことが分かり、おれは上機嫌でリオンとフ
じゅうたん

ェリクスのもとへと歩き出した。
緑の絨毯が広がる野原と、その上を吹き抜けていく冷たい風が心地いい。先ほどまで、ここで苛
烈な戦闘が行われていたのが夢みたいだ。
爽やかな景色を目の前にして、鼻歌を歌いたい気持ちが込み上げる。しかし、皆に聞かれると恥
ずかしいと思い直し、ぐっと堪えて静かに歩く。
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そして、おれはリオンとフェリクスのもとにたどり着いた。
樹木の下で話をしている二人に近づくと、いまだに真剣な顔のままだ。
二人の名前を呼ぼうとしたところで、その時、ハッと思い出した。
そういえば……さっき、リオンがフェリクスを白翼騎士団に勧誘してたらどうしよう！ って考
えてたんだった。
その後ガゼルに声をかけられて、思考が逸れてしまったけれど。
二人はいまだにおれに気が付いていないようで、深刻な面持ちで話し続けている。
ま――まさか、本当にリオンはフェリクスを白翼騎士団に勧誘してるんじゃ……

私は、一人の男として彼に惚れている」
「っ……」

これ、なおさらおれが聞いちゃダメなやつだ

お

フェ、フェリクスの勧誘じゃなかったのは幸いだけど――――いやよくない！

ま、まさかの恋バナーーーー

な――なんですと

堂々と告げたリオンに、フェリクスが一瞬、気圧されたように息を詰まらせる。

け

「……両方……いや、そう言えば嘘になるかもしれないな。貴殿の察している通りだ、フェリクス。

リクスをはっきりと見つめ返した。

そんなフェリクスの言葉に、リオンは恥じ入ったように俯く。が、すぐに彼は顔を上げて、フェ

うつむ

珍しくも、フェリクスは硬質な態度でリオンをじっと見つめた。

「リオン殿。それは、白翼騎士団団長としてのお言葉ですか？ それとも、貴方個人の？」

「だが、そうは言っても――」

に動かない。リオンは柳眉を曇らせて続ける。

りゅうび

盗み聞きみたいな形になってしまい良くないと思いつつ、おれの足は地面に縫いつけられたよう

――だが、聞こえてきた会話は、予想をまったく裏切るものだった。

くとも、自分から誰かの窮地に駆けつける人ですよ、彼は」

きゅうち

「その命令に彼が大人しく従うとは思えませんね。見たでしょう？ ……黒翼騎士団の任務ではな

「なら、どうにもできないのか？ 彼を前線から外すという手は……」

「――自分自身を顧みない彼の戦い方は、確かに、私もなんとかしたいとは思っています」

かえり

トイレットペーパーと台所用洗剤なら、おれの給料からいくらでも出すから！

だ、だめだめーー！ 頼むからよその騎士団なんか行かないでくれ、フェリクス！

!?

まと

もある。そうなる前に、彼を止められるのはきっと貴殿なのだ。私ではなく、な」
「リオン殿……」
リオンの言葉に、フェリクスは纏っていた硬質な空気をふっとやわらげる。
そして、紫水晶色の瞳でじっとリオンを見つめた。
リオンはそんなフェリクスに対して無言のまま頷いてみせた。まるで、とても大事なものを託す

たく

「彼ほどの腕前であれば、並大抵の敵に後れをとることはないだろう。だが――万が一ということ

!?
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ような、決然とした表情だった。
話はそこで終わりだったらしい。リオンはくるりと後ろを向いて、白翼騎士団の団員たちのもと
へ戻っていく。おれはリオンに見つからないように、慌てて木の幹の反対側を回って彼の死角に移
動した。
そんなリオンの背中をフェリクスはじっと見つめているものの、追いかけるつもりも、これ以上
話を続けるつもりもないようだ。
おれはそんなフェリクスを見つめながら、なんて声をかけたらいいかますます分からなくなって
しまう。
ビ、ビックリしたぁ……
二人がどんな大事な話をしてるんだろうと思ったら、まさかの恋バナとは……
しかもしかも、リオンに好きな人がいるなんて……！
それに、今の話の内容だと、リオンが惚れてる人が、黒翼騎士団にいるってことだよな
えっ、誰だろ～～

てっきりおれは、フェリクスがリオンに勧誘でもされてるんじゃないかと思ったから、もしもそ

うっ……ご、ごめんフェリクス！

浮かべていた動揺を一瞬で押し込めると、フェリクスは普段通りに微笑んだ。

「……いえ、お待たせして申し訳ありません」

いていたみたいだから、そこで待たせてもらったんだ」

「ああ、そうだな。フェリクス、すまなかった。フェリクスたちを呼ぼうと思ったんだが、話が続

「タクミ、フェリクス。俺らも行こうぜ」

……ちょ、ちょっと苦しいかな？

にも話は聞いてませんでしたよー」という露骨なアピールである。

とっさにおれは、フェリクスに片手を上げて笑いかける。
「今ちょうどここに来ましたよー、な

ガゼルに呼ばれたことで、フェリクスは死角にいたおれの存在に気付いたのだ。

おれはハッと顔を上げる――すると、驚いた顔でこちらを振り返るフェリクスと目が合った。

いのを不思議に思ったようだ。

どうやらリオンが白翼騎士団のもとに戻ってきたのに、おれとフェリクスがなかなか戻ってこな

誰だ誰だと考え込むおれの耳に、ガゼルの声が聞こえてきた。

「おーい、タクミ、フェリクス！ なにかあったか？」

あとの人は全員既婚者か、恋人がいるしなー。むむむ……

でも、彼らがリオンと会話してるところ見たことないなぁ。

うーん……オーグさんとか、ヴァリアスさんとかかなぁ？

前線で戦ってるならおれと同じ隊じゃん！

黒翼騎士団の強い人……しかも、話の内容からして前線の部隊にいる人っぽい。

人だよね？

並大抵の敵に後れをとることはない、なんて言ってたから、黒翼騎士団内でもめちゃくちゃ強い

!?
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うならフェリクスを引き留めようと思ったんだ……！
まさかあんな話題だとは思わなかったんだよ！
しかし、まさかあのリオンが恋バナかぁ……
しかもお相手はうちの黒翼騎士団の人だなんて！
気になるなぁ……いったい誰なんだろう？
「どうした、タクミ？ なんか悩み事か？」
「いや、大丈夫だ。遅くなって悪かったな、ガゼル」
わ

ガゼルの傍までたどり着くと、おれは彼を待たせてしまったことを詫びた。
その瞬間――不思議そうにこちらを見下ろすガゼルを目にした瞬間、おれの中で、すべての点と
点が線で繋がった。
そ、そうか、分かったぞ！
リオンの好きな人――――それは、ガゼルだ。
おれは先ほどの、リオンとフェリクスの会話を思い返す。
『なら、どうにもできないのか？ 彼を前線から外すという手は……』
きゅうち

『その命令に彼が大人しく従うとは思えませんね。見たでしょう？ ……黒翼騎士団の任務ではな
くとも、自分から誰かの窮地に駆けつける人ですよ、彼は』
ガゼルは騎士団長という重要な役職であるにもかかわらず、戦いの場ではいつも先陣を切る。
それに、ガゼルなら騎士団の任務ではなくとも、目の前で誰かが困っていたらすぐに助けに入る

だろう。
『彼ほどの腕前であれば、並大抵の敵に後れをとることはないだろう。だが――万が一ということ
もある。そうなる前に、彼を止められるのはきっと貴殿なのだ。私ではなく、な』
『リオン殿……』
これもそうだ。
かえり

ガゼルほどの剣の腕前であれば、どんなモンスターも一撃瞬殺である。だが、やはり同じ団長職
であるリオンにとっては、危険を顧みず、いつでも前線で先陣を切るガゼルの戦い方にハラハラし
てしまうのだろう。
そうは言っても、リオンはガゼルよりも年齢が下のようだし、他の騎士団の事情に苦言を呈する
ことは難しいのかもしれない。
「フェリクスじゃないと止められない」っていうのは、フェリクスが黒翼騎士団の副団長だからだ
ろう。
あの言葉は、「直属の部下であるフェリクスなら、ガゼルの戦い方に待ったをかけることもでき
るだろう」という意味だったのだ。
「おい、タクミ？ お前、どこか具合でも悪いのか？」
「な、なんでもない」
様子のおかしいおれを心配してか、ガゼルが心配げに顔を覗き込んでくる。
おれは首を横に振ってガゼルに答えた。
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なんてこった……まさか、リオンがあんなにガゼルのことを好きだったなんて、今まで全然気が
付かなかった……！
あの様子じゃ、リオンがガゼルにすぐ告白をすることはないだろうけど……も、もしもリオンが
覚悟を決めて、ガゼルに思いの丈を伝える日が来てしまったら。
それでもって、もしも、ガゼルがリオンの告白を受けるなんてことになったら……！
…………おれはその時、どうすればいいんだろう？

◆
王都にある黒翼騎士団の宿舎に戻った頃には、すっかり日が暮れていた。夕陽を受けて、雲は
すっかり薄紅色に染まっている。
敷地内は団員たちがせわしなく行きかい、誰かとすれ違うたびに声をかけられた。皆は、これか
ら夜の街に向けて遊びに行くのだろう。訓練を終えた後でよくもそんな元気があるもんだと、モヤ
シのおれは毎回感心させられる。
ゆ あ

そうして、おれはガゼルとフェリクスと別れた後、隊舎内にある自室に戻った。
荷物を片づけ、隊舎内にある共同浴場で湯浴みをしてから、こざっぱりとした恰好に着替えて食
堂に向かう。
隊舎の食堂で出される食事も、担当の騎士団員さんが作ってくれている。

平時には、栄養豊富で身体づくりに最適なメニューを。戦時には、持ち運びがしやすく手軽に補
給ができる食事を作ってくれているのだ。
なお、今日のメニューはトマトとひき肉のラビオリが入ったスープ、薄切りの揚げジャガイモと
鶏肉とホウレン草のクリームソース、サラダといくつかの副菜に、白パンだった。美味しかった
です！
ちなみに、騎士団ごとに食事の内容もがらりと変わるらしい。

酒！

パ ン！

聞くところによると、たとえば白翼騎士団だと、料理人を団員として雇っており、夕食には全員
席に着いてフルコースを食べるのだとか。
逆 に、 獣 人 が 大 多 数 を 占 め る 黄 翼 騎 士 団 だ と、 副 菜 は ほ と ん ど な く「 肉！
肉！」というなんとも豪快なメニューになるそうだ。
食事一つとっても騎士団の特色がこんなに出るなんて面白いものだと思う。
いつか、全部の騎士団のご飯を食べ比べてみたいな！
金翼騎士団の人たちとか、どんなご飯食べてるんだろう？
「――おっ、いたいた。おーい、タクミちゃん！」
「……うん？ 呼んだか？」
「呼んだ呼んだ！ ガゼル団長がさ、飯食い終わったら団長室に来てくれってよ」
「了解した。わざわざすまないな」
ちょうどご飯を食べ終わったところで、団員の一人から声をかけられた。
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なんでも、ガゼルがおれのことを呼んでいるらしい。
……呼び出される用件に心当たりはなかったが、もしかすると、今日の件だろうか？
黒馬を暴走させて、他の騎士団の任務――しかもモンスターとの戦闘の真っ最中に突っ込んで

ためら

いったのだ。お小言の一つや二つはもらってもおかしくはない。というか、最悪、今月のお給料と
さよならバイバイする覚悟を決めたほうがいいかもしれない。
それに――リオンとフェリクスの会話を聞いた後ではなおさら、ガゼルと二人で会うのは躊躇わ
れた。
だが、ガゼルからの呼び出しを拒否するわけにもいかない。
おれは食器を所定の位置に返した後、騎士団の隊舎内にある団長専用の執務室へと向かった。

あか じゅうたん

ドアの前で立ち止まり、ノックすると「入れ」とくぐもった声が聞こえる。
一呼吸を置いてからおれはゆっくりとドアを開けた。
ガゼルは部屋の正面にある執務机に座っていた。床には毛足の短い赤 絨 毯が敷かれ、執務机を
含む家具は濃茶色のウォールナット材で統一されている。
おれは執務机の前まで行くと、「黒翼騎士団団員、タクミ。招集により馳せ参じました」と言っ
て敬礼した。
そんなおれを見て、ガゼルが椅子に座ったまま苦笑いを浮かべる。
「相変わらずお前は真面目だなァ、タクミ。そんな規定通りの敬礼する奴、うちの隊じゃお前さん
だけだぜ？」

「規則は規則だからな。それに、おれが好きでやっているんだ。相手がガゼルだから」
「へぇ、嬉しいことを言ってくれるじゃねェか」
ガゼルが相手ならいくらでも敬礼したってかまわないぜ、おれは！ ガゼルのことはもちろん大
好きだし、おれが一番尊敬してる人だからな！
それに……これはあまり大きな声では言えないけど、ホラ、敬礼ってカッコいいじゃん？
おれの中の中二病心が大はしゃぎなんですよ。っていうか、おれだけじゃなくて、男の子なら誰
でも憧れるでしょ！
い や、 そ れ と は 違 う。 ま ぁ、 確 か に お 前 が 一 人 で 駆 け 出 し て っ た 時 に は ビ ッ ク リ し た

「ところでガゼル……おれが呼ばれた件だが、もしかして今日のことか？」
「 ん？
がな」
「あれは……その、本当に申し訳なかった。やはり、おれはまだ馬と心を通わせきれていなかった
ようだ」
「はは、そういうことにしといてやるよ」
あれー？ ガゼルがおれを呼んだ理由は、白翼騎士団に突っ込んでいった件ではないらしい。
ならば、いったいなんの話なのだろうか？
「いや、フェリクスを呼びに行かせた後、お前の態度がおかしかったから気になってな」
「っ！」
「フェリクスの前だと話しづらいかと思ってな。……なにかあったのか？」
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真剣な顔で問いかけるガゼルに、おれはなんと説明したらいいものか迷う。
――「なんでもない」だと、「なにかあります」って言ってるのと同義だよな……
か と 言 っ て、「 リ オ ン が ガ ゼ ル を 好 き だ っ て 話 を 聞 い て し ま っ た 」 っ て 言 う わ け に も い か な
いし！
「その……リオンとフェリクスを呼びに行った時に、うっかり二人の話を聞いてしまったんだ」
「ふぅん？」
「盗み聞きをした形になってしまい、二人に申し訳ないと思っている」
「なるほどなァ。でもタクミ、それだけじゃねェだろ？」
「え……」
「他にもなにか気に病んでることがあるんじゃねェのか。顔、見てたら分かるぜ」
静かな光を金色の瞳にたたえて、ガゼルがおれを見つめる。
その言葉に、おれは口ごもった。彼の言う通りだったからだ。
――おれは、ガゼルとフェリクスの二人から「愛している」と告白されている。だが、その返事
を保留のままにしている状態だ。
二人共尊敬できて、頼りにできるかけがえのない人たちだ。だから、おれもガゼルとフェリクス
のことは大好きだ。
そ、その……キスとか、性行為とかはまだ慣れないけれど、嫌ではないし、嫌だと思ったことも
一度もない。いや、なんか二人のテクニックとか勢いについていけなくて「もう無理」と泣いたこ

とは何度もあるんだけど……って、そうじゃなくって！
……おれは、ガゼルとフェリクスに告白されているにもかかわらず、二人の内どちらかを選ぶこ
となんてできなくて、その返答を先延ばしにしている。
けれど――ここにきて、リオンがガゼルのことを好きだと知ってしまった。
あの様子ではリオンがガゼルにすぐに告白することはないだろうが……でも、そう遠い日じゃな
いかもしれない。その時、リオンから告白をされたらガゼルはなんと思うだろうか？
リオンは容姿端麗で、白翼騎士団の団長になれるほど剣も強く、おまけに貴族だ。しかも黒翼騎
士団のヒラ団員であるおれが、呼び捨てで名前を呼ぶことを許してくれるほど気さくで優しい。
対するおれは、黒髪黒目がちょっと珍しいだけの平々凡々な男。剣の腕前どころか乗馬すらか
らっきし。ガゼルに拾ってもらえなかったら密入国者・無職・住所不定という三連コンボを決めて
ひいき め

いただろう男だ。
…………どう贔屓目に見ても、圧倒的敗北ーーーー！
ど、どうしよう

ガゼルはおれのことを好きだって言ってくれるけど……もしもリオンがガゼルに告白したら、さ
すがのガゼルも気持ちが揺れ動くんじゃないか？
でも、ガゼルとリオンが結ばれるのは嫌だ……！
……いや、けれど、おれがどの口でそんなこと言えるんだよ。
おれは別にガゼルの恋人でもなんでもない。だから、もしもガゼルがリオンを選んだとしても、
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おれに引き留める権利なんてどこにもなくて……
ぎゅっと心臓が引き絞られるように痛む。
「……ガゼルは……」
「うん？」

しばたた

「その……二人からの告白に対して、おれが答えを引き延ばしていること、どう思ってる？」
気付いたら、そんなことを口走っていた。
わずかに震えたおれの言葉に、ガゼルが目を 瞬 く。そして、ふっと顔を緩めると、おれを自分
のもとに手招いた。
誘われるがままに机を回り込んでガゼルの傍に行くと、ガゼルは立ち上がりおれの身体を抱きす
くめる。
――って、ちょ、ちょっとガゼルさん
うわぜい

「前にも言ったろ？ 急かすようなことじゃねェんだ、タクミが満足いくまで悩めばいいさ」
上背のあるガゼルにすっぽりと抱きしめられ、幼子にするみたいによしよしと頭を撫でられる。
耳に響く声はどこまでも優しい。
「それとも俺がなにか、お前を不安にさせるようなことをしちまったか？」
ひ きょう

「そ、そういうわけじゃない。……その、詳しくは言えないんだが……リオンとフェリクスの話を
ひ

きょう

聞いた時に、ちょっと考えさせられたんだ。同時に、自分の卑怯さがすごく嫌になった」
「卑 怯 ？」

「ガゼルとフェリクスに告白されて……二人共、おれなんかにはもったいない人だ。なのに、その
返事をおれはずっと先延ばしにしていて……改めて、二人には本当に申し訳ないと思って」
ガゼルの胸元を手で押して、彼を見上げる。ガゼルは静かな眼差しでおれを見下ろしており、こ
ちらを責める様子はない。それに、ますます申し訳なさが募る。
「こんなに待たせて……二人共、本来ならおれに怒って告白を取り消してもいいくらいだろ？ だ
から、その……」
「可愛い奴だな、お前は。そんなことで悩んでたのか？」
すると、再びガゼルがおれの後頭部に手を添え、そのまま掌で髪の毛をかき混ぜるようにしてぐ
しゃぐしゃと撫でてきた。
あんまり勢いよく頭を撫でられたものだから、ぐわんぐわんと首が左右に揺れる。
「ぅわっ、ちょ、ガゼルっ！」
「そんな気難しく考えるなよ。お前のためなら俺はいくらでも待てるぜ」
「ガゼルがそう言ってくれるのは嬉しいんだが……その間に、ガゼルだって気持ちが変わることも
あるんじゃないのか？」
「ん？ ――へぇ？ お前、俺の気持ちが変わったら困るのか？」
「っ……！」
ガゼルの言葉にハッと息を呑む。
しかし、自分の失言に気付いたところで、発した言葉を引っ込めることはできない。
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せりふ

「ふーん？ おいタクミ、今の台詞、もう一回言ってみろよ」
ガゼルは一転して、ひどく上機嫌な声音になった。
そして、こちらをからかうようなニヤニヤとした笑みを浮かべる。

うつむ

羞恥が込み上げ身体を引いたが、その前にガゼルがおれの腰に腕を回してがっちりとホールドし
てきた。
「なぁ、タクミ。言えって」
「……っ……」
多分、自分の顔は今、ものすごく赤くなっている。
あご

こちらを見下ろすガゼルと視線が合わせられなくて、思わず俯く。だが、ガゼルが腰を抱いてい
るのとは反対の手でおれの顎を掴み、無理やりに上向かせてきた。
せいかん

逃げるどころか、顔を隠すのも許さないということだろうか。
喜色を浮かべる精悍な顔が眼前に迫り、おれは目を泳がせた。どくどくと心臓の音がうるさい。
「……こ、困るっていうのとは、少し違って……」
「ふむ」
「ガゼルの気持ちが他の誰かに向いてしまったら……ちょっと……いや、かなり嫌だなと思ったん
だ。っ、もちろん、恋人でもなんでもないおれが、こんなことを言うのはお門違いだとは分かって
いる。でも、その……」
しどろもどろになりながら、なんとか言葉を紡ぐ。

がら す

次の瞬間――目の前にあったガゼルの顔は消え、おれの視界には天井が映っていた。
天井に吊り下げられた硝子製のシャンデリアが光を反射し、目にまぶしい。
「…………え？」
自分が、ガゼルによって執務机の上に押し倒されたのだと気が付いたのは、数秒遅れてのこと
だった。
衝撃で、机の上にあったペンが転がって床の上に落ちていく。
「ガ、ガゼル？」
「お前が悪い」
「はっ 」

まさかの、おれに原因があるとな……
ど、どういうこと？

!?

お前があんまり可愛いこと言うからな、我慢できなくなっちまった」

「怒るわけねェだろ、逆だよ逆。俺は本当に、今日は手を出すつもりはなかったんだぜ？ なのに、

「ガ、ガゼル……？ 怒ったのか？」

身体を起こそうとしたが、ガゼルが反対の手でおれの肩を上から押さえつけた。

そう言って、ガゼルはおれのシャツに手をかけると、早急な手つきでボタンをはずしていく。

「ったく……そんなにいじらしいことを言うんじゃねェよ」

おれのあまりにも身勝手な言い分に、さすがのガゼルもマジ切れになったのか

!?
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どうもう

混乱するおれのシャツをすっかりはだけさせると、ガゼルはまるで獲物を見下ろす肉食獣みたい
な獰猛な笑みを浮かべた。
そして、ごつごつと骨ばった掌でおれの胸に触れる。
ああ、よかった。ガゼルは別に怒っているわけじゃないらしい。
それなら安心だ……って、ぜんぜん安心じゃないよ！
ちょっ、ガゼルさん
ああっ、そうこうしている間に、おれのズボンと下着にまで手をかけているし……！
「ガゼルっ。ここ、執務室だぞ……っ！」
「大丈夫だって、最後まではやんねェから」
あ、そう？
最後まではしないなら安心かな……って、だからぜんぜん安心じゃないって自分！
「だ、誰か来たらどうするんだ……んっ、ふ」
「大丈夫だ、こんな時間にこんなところ、わざわざ誰も来やしねェよ」
ガゼルはそう言うものの、おれとしては不安で仕方がない。

あご

だが、やめるように告げる前に、彼はおれの顔を上向かせて唇を重ねてきた。
「んっ……！」
噛みつくような、貪欲で、荒っぽいキスだった。
唇の隙間から強引に舌が割り入ってくると、舌先で歯列や顎の裏をなぞられる。

じわじわと湧き上がる快楽から逃げようとしたものの、ガゼルはおれの舌を難なく捕らえた。隅
から隅まで味わい尽くすように肉厚の舌を絡ませ、吸い上げる。
「ぁ、ふっ……」
舌技の合間になんとか息継ぎをするものの、絶え間ないキスに頭がぼうっとしてくる。
滲む視界に、自分の瞳に涙がたまっているのが分かった。
おれはガゼルを止めるため、腕を伸ばしてしがみつくように彼の首に腕を回した。が、何故かガ
ゼルは止めるどころか、ますます口づけを深く、荒々しいものに変えた。
「ふっ……はっ……」
銀糸を引きながらようやくガゼルの唇が離れる頃には、おれはぐったりとデスクの上に身体を投
げ出していた。
その様を見下ろして、ガゼルが喉の奥で低く笑う。
「くくっ……キスなんか何度もしてんのに、まだ慣れねェのか？」
「……全然慣れないし、慣れる日が来るとも思えないな……」
憮然としてそう言うと、ガゼルはおかしそうに笑った。
「ははは、いつまで経ってもお前はすれねェな。ま、そこがいいんだけどよ」
またもやくつくつと喉の奥で笑いながら、ガゼルはそっとおれの胸に指を伸ばした。そして、あ
らわになっている素肌をなぞっていく。
気が付けば、いつの間にかシャツはすっかりボタンが開けられてしまい、ズボンと下着すらなか
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ば脱がされかけて太腿の途中で引っかかっている状態だった。
はや わざ

い、いつの間にこんなに脱がされてたんだ？
相変わらずの早業だけど、他人の服を脱がせるのがうまいのって……それだけガゼルは慣れて
るってことだよな。
……なんだろう、ちょっと寂しいかも。
前はそこまで気にならなかったし、それどころか、むしろ「さすがイケメンは経験豊富なんだな
ぁ」と感心すらしていたのに……リオンがガゼルに惚れているなんて話を聞いてしまった後だから
だろうか。

どうしたタクミ、またそんな顔して……なんか他に悩んでんのか？」

……いや、だからおれはガゼルの恋人でもなんでもないんだし、寂しいと思う権利なんかないん
だけど！
「ん？
そんなことを思っていたら、ガゼルが再びおれの顔を覗き込んできた。
そして、指先でふにふにとおれの頬に触れてくる。
「あんまり小難しく考えるなよ。前にも言ったろ？ お前が望むなら、
俺は別に三人でもいいぜ？」
「そ、それは道徳的にどうなんだろうか……？」
いじ

さすがに問題があるのでは、と思ってガゼルを見つめると、ガゼルは指で再びふにふにとおれの
頬を弄ってきた。「やわらけェなー」とか言って楽しそうにしているあたり、おれの言葉を聞いて
いるのかだいぶ怪しい。

「ガ、ガゼル。人の顔で遊ばないでくれ……」
「ああ、悪い悪い。ついつい楽しくなっちまった。で、えーっと……ああ、そうだそうだ。さすが
に俺だって他の野郎は勘弁だが、フェリクスなら許せるぜ。あいつは俺の部下だが……同時に大事
な相棒でもあるからな」
そう言って、どこか遠い目をするガゼル。
多分、おれが出会う前の二人のことを思い返しているのだろう。
たく

「俺みたいな学も後ろ盾もない男が、今日まで団長なんてやってられるのはあいつがいてくれたお
かげだ。だから、万が一俺になにかあった時、あいつにならお前を託せる」
「なにかあった時って――」
不穏な言葉に、胸がざわつく。
ど とう

思い返すのは三週間前のメヌエヌ市の防衛戦だ。おれが元いた世界のＲＰＧ『チェンジ・ザ

ワールド』の中では……怒涛のように押し寄せたモンスターとの戦いで、黒翼騎士団は壊滅状態と
なった。
そして、その戦いでガゼルかフェリクスのどちらかが命を落としてしまうのだ。
「……縁起でもないことを言わないでくれ、ガゼル」
思わず、ガゼルの服の裾をぎゅうっと握りしめる。
ガゼルはそんなおれを優しい眼差しで見下ろしながら、顔を寄せてこめかみに触れるだけのキス
を落とした。
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立ち読みサンプルはここまで

事故や病

「俺だって死にたいと思ってるわけじゃねェ。だが、戦場に身を置く以上、覚悟は決めておかな
きゃならん」
「…………」
「そんな暗い顔すんなって。ほら、そもそも人間なんざいつ死ぬか分かんねェだろ？
気って可能性もあるじゃねェか。……ただな、もしも俺がそうなった時に、お前を一人きりにした
くねェんだよ」
「……ガゼル……」
思いもかけない言葉に、ガゼルの顔をまじまじと見つめてしまう。
そんな風に考えていてくれたなんて、全然知らなかった。
よこしま

「お前は自分が思ってる以上に、周囲を惹きつける男だ。だが、それで集まるのはいい連中ばかり
じゃねェ。時には 邪 な考えを持って近づいてくる連中もいる」
よこしま

いつになく真剣な顔のガゼルに、おれもつられて頬を引きしめる。
…… 邪 な考えで近づいてくる人って、具体的にどんなのだろう？
うーん……？ 「へっへっへっ……お兄さん、この壺を買えば彼女もできるし宝くじも当たりま
くりで億万長者待ったなしのゴージャスな生活が送れますよ……」みたいな感じかな？
「フェリクスも俺と同じ考えだろう。だから……俺たちは、お前がどんな選択をしようと受け入れ
るつもりだ」
「……でも、おれは……」

「ま、なにが言いたいかっつーと、そんなに焦るなよって話だ。俺らはタクミを急かすつもりはね
ェからな、せいぜい気の済むまで悩んでくれればいいさ。――とは言っても……」
ガゼルは言葉を区切ると、手を胸の上の乳首に滑らせ、指でつまんできた。
唐突な刺激にびくりと身体が震える。
「ひぁッ！ ぁ、ちょっ、ガゼルっ……！」
「俺も独占欲がないわけじゃないんだぜ？」
「んっ、ふ、ぅっ……！」
しび

はし

ガゼルは上体をかがめ、おれの胸に顔を寄せた。そして、淡く色づく乳首を唇ではむりと挟む。
次いで、乳首の先を舌先でつんつんと突かれると、じんと痺れるような快楽が奔った。
「あっ、ガゼル、そこ、だめだっ……んっ、ぁっ」
「お前のここは嫌とは言ってないみたいだけどな」
意地悪げな笑みを浮かべたガゼルが、尖りきった乳首を甘噛みしながら、おれの足の間に手を伸
ばした。
おれの性器はすでに緩く頭をもたげている。だが、ガゼルはそこには触れずに、太腿の付け根の
やわらかい皮膚を指でなぞった。
「んっ、ふぅっ……ぁっ」
「あと、言っておくとな。タクミに対する俺の気持ちが変わることなんてあり得ないぜ。ま、それ
は今からたっぷりと教え込んでやるけどな」
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