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東北地方太平洋沖地震の被害に遭われた方々に、謹んでお見
舞い申し上げます。

この作品には、モンスターの襲撃を津波に例えた「モンスタ
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ー津 波」との表 現が あります。また、「霊力を 生成する霊子炉
は メ ル ト ダ ウ ン 寸 前 に 追 い 込 ま れ た 」 と の 表 現 も あ り ま す。

どちらも、２００８年に公開したときから存在する表現であ

日

り、このたびの災害に着想を得たわけではありません。あらか
じめご了承ください。
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第一章

はんぎゃく

聖母叛逆

が強奪 された。

犯人はルビーロ ーズだった。
五億 六千万
午前四時。訪問 者の姿もぱったり と途絶えた地ノ 塔
通用門 に、ひとりのリヴ リーが姿を見せ た。制帽に腕
章。額には 星形のタトゥー。ア カゲパキケのル ビーロ
ーズだった。
夜勤 の守衛はノーチ ェックでルビーロ ーズを通した。
なにしろパ キケフーズの管理リ ヴとして、聖母 と慕わ
まか

れるルビーローズ だ。管理リヴ委員 会に所属する幹 部
でもあ る。幹部には通 用門を罷り通る特 権が認められ
ているから、顔パスも当然だった。
ルビーローズを 追いかけるよう にして、マハラと チ
ャパテ ィも姿を見せた 。どちらも管理リ ヴで、どちら
も委員会幹部。地ノ塔に出入りするのも仕事のうちだ。
守衛はこれもまた 顔パスで通した。 いつもつるんで い
るなか よし三人組で、 打ち合わせでもす るのだろうと
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dd

思った。
三 人の挙動に怪しい ところはなく、 そろって堂々と
守衛の前を通り過ぎていった。
そして二時間後の午前六時。三人は地の底から浮上
してき た。
地ノ塔 はＧＬＬ城の地下 にあった。地中塔と して塔

はっかく

全体が地面に埋ま っており、地上に あるのは通用門 だ
けだっ た。
城内に 広がる庭園に八角 堂が建てられている 。八角
すい

錐の屋根はちょう ど傘が開いたよう な形をしている 。
らんかん

傘は一 本の軸で支える が、屋根は八本の 柱で支えられ
ていた。壁はなく、柱と柱の間に欄干があった。欄干
がそのまま背もた れとなるような形 で、内側にはベ ン
チが設 けられていた。 腰掛ければ、庭園 がぐるりと見

らせん

渡せる作りだ。雨露をしのげるようにと建てられた、
休憩用のコテージ に見える。
し かし屋根の下には 、地底へと下り てゆく螺旋階段
があった。コテージに見えてもそうではない。通用門
なのだ。地ノ塔へ の唯一の出入り口 で、通用門はあ っ
ても正 門はない。
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ものみやぐら

物見櫓の監視塔 とはちがって、 地ノ塔には管理機 関
が入っ ている。リヴリ ーアイランドを管 理運営する、
ほとんどの機関が集中している。機密を取り扱う部門
も多い。そのため 、重要拠点として 地ノ塔は地下に 隠
すよう に建築されたの だった。
地の底 から戻ってきた管 理リヴの三人は、来 たとき
と同じように堂々 と守衛の前を通り 過ぎていった。 手
ぶらで やってきて、手 ぶらで帰っていっ た。守衛が気
はやで

に留めるような点はなにもなかった。
さらに一時間後の午前七時。早出の職員たちがちら
ほらと 出勤してきた。 守衛はもう顔パス は許さなかっ
た。幹部とただの職員とでは扱いもちがう。全員が見
知った顔でもバイ オレコードを出さ せて、目視で素 顔
と比較 してから通した 。
早朝出 勤の職員たちと入 れ替わりに、夜勤組 が出て
くるのを守衛は待 った。もうじき自 分の就業時間も 終
わる。 誰が夜間勤務を こなして、誰が退 勤したか。帰
らずに居残っているのは誰なのか。日勤の守衛にきち
んと引き継ぐ必要 がある。
と ころが、今日に限 って誰も出てこ ない。夜勤組は
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ひとりも帰ろうと しない。守衛はい やな予感を覚え た。
背中が なんだかこう、 もにょもにょする ような、不思
議な感覚だった。やがて、数人の職員が血相を変えて
螺旋階段を駆け上 がってきたのを見 て、守衛はなに か
よくな いことが起こっ たのだと悟った。
地ノ塔の地下三階にはドゥードゥー金庫があった。
パ キケフーズなどの 売り上げが集め られ、保管され
ていた。警備員も常駐しており、不測の事態に備えて
いた。
し かし、管理リヴで あるルビーロー ズたち三人が警
戒されることはなかった。三人ともショップの運営を
任されている。
ル ビーローズのパキ ケフーズ。
マハラ のマハラショップ 。
チャパティのやどかり亭。
こ れらショップの売 上金が金庫に保 管される。つま
り、三人は金を預ける立場にあるのだ。金が持ち出さ
れるのではなく、 持ち込まれるとい う安心感から、 警
備員の 警戒心は麻痺し た。
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ましてや相手は 三人そろって皆 、幹部。言われる 前
に金庫 室のドアを開い て待つなど、警備 員はもはやド
アボーイも 同然だった。
軽く会釈をして、ルビーローズたちは金庫室へと消
えた。 警備員はドアを 閉めると金庫のあ る部屋を背中
で守り、仁王立ちで廊下の反対側ににらみをきかせた。
しばらくして、金庫室のドアが少しばかり開いた。
ルビー ローズが顔をの ぞかせると、ちょ っとお願いと
声をかけて きた。
聖母の頼み事とあれば聞かないわけにはいかない。
警備員 は持ち場を離れ て金庫室へと入っ ていった。
ドアを くぐった最初の部 屋はケージ室だった 。一列
に並んだ鋼鉄の棒 が天井から床まで を貫いて、中央 で
おり

部屋を 仕切っている。 棒の向こうは部屋 ごと檻となっ
ている。
その檻の前でマハラとチャパティが警備員を待ちか
まえて いた。警備員は いやな予感を覚え た。背中がな
んだかこう、もにょもにょするような、不思議な感覚
だった。逃げ腰で 振り返ると、目の 前でドアは閉じ ら
れた。
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ルビーローズが 自分の背中でド アに封をした。
後 ろ手で隠していた 麻縄を使って、 マハラが警備員
の上半身に輪をかけた。一瞬で締め上げると両腕の自
由を奪った。
チ ャパティも隠して いた縄を警備員 の両足に巻き付
けて、一気 に締め上げた。
抵抗する間もなく、警備員は縛り上げられた。相手
が管理 リヴだっただけ に頭が混乱してし まい、なすす
べもなかっ た。
巨漢のマハラが警備員を小脇に抱えて奥へと運んだ。
ケージ 室の右端にある ゲートをくぐって 檻の中に入り、
突き当たり の部屋へと進む 。
ケージ室の奥にはもうひとつ部屋があった。正面の
壁に大 きな穴があいて いる。鋼鉄の扉も 見える。歩い
ではい

て出入りできるウォークイン型の大型金庫が壁の中に
設けられていた。
大 きく開いた扉の向 こうにはお宝が 並んでいる。た
っぷりとドゥードゥーの詰まった麻袋が、ラックに収
納されている。
金 庫のある部屋は事 務室も兼ねてい るらしく、左手
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の壁には書庫がし つらえてあった。 帳簿類が整然と 並
んでい る。壁の前には 年季の入った木製 の事務机が二
脚、向かい合わせにされて置いてあった。机の足元に
は、経理を担当す る財務局の夜勤職 員が二人、縛ら れ
て転が っていた。頭か らすっぽりと麻袋 をかぶらされ
ている。
運び込まれたドゥードゥーは麻袋に詰めてから金庫
に納め られる。その袋 を裂いてよれば縄 となる。袋の
口を結ぶ紐もよりあわせれば、やはり縄となる。袋ご
とかぶせてしまえ ば目隠しだ。
地 下三階を制圧した ルビーローズた ちは、ほかの階
にいた夜勤職員を次々と金庫室に誘い込んだ。誘い込
んでは縛り上げ、 縛り上げては袋を かぶせ、無造作 に
床に転 がした。夜間勤 務の職員は数も少 ないから、あ
っという間に地ノ塔は空になった。そして金庫室は縛
られて転がる覆面 リヴリーでいっぱ いになった。
ル ビーローズ一味は 金庫からドゥー ドゥーを運び出
した。麻袋ごと担いで、どこかへと運び去った。役割
の分担も決まって いるようで、もっ ぱらマハラとチ ャ
つと

パティ が運び役を務め ていた。ルビーロ ーズは力仕事
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には参加しなかっ た。
目 隠し代わりに袋を かぶらされても 、目の粗い麻袋
からはある程度のことが透けて見えた。けれども、盗
み出された金がど こに運ばれたのか は、金庫室の床 に
転がる リヴリーたちに はわからなかった 。
早出の職員が出勤してきても、すぐには騒ぎになら
なかっ た。夜勤組の姿 がなくても、トイ レだろうとか、
睡魔に勝てずに仮眠室だろうとか、憶測で判断された。
管理機関の各部門 はそれぞれ独立し ている。地ノ塔 内
のすべ ての部署におい て夜勤組の姿が見 えないのだと
は、なかなか気づくことではなかった。
財務局の職員が交代のため地下三階の金庫室まで下
りて、 ようやく異状に 気づいた。警備員 がいない。大
事な金庫が無防備だ。恐る恐るドアを開けて中の様子
をうかがえば、そ こには部屋いっぱ いに、縛られて 転
がる覆 面リヴリーたち の姿。
一気に 騒ぎとなった。解 放された夜勤職員た ちは口
早に事情を語り、 金庫破りの被害を 知った早出職員 た
ちは地 ノ塔を封鎖する べく守衛のもとに 走った。
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だが、しかし。 犯人のルビーロ ーズ一味はすでに 逃

く

亡した あとだと知らさ れた。その一方で 、手ぶらで出
て行ったことも明らかになった。
が強奪されたと わかった。た

経理担当の職員が大あわてで帳簿を繰り、被害額を
算出し た。五億六千万
ったの三人で、それもわずかな時間で、遠くに運び出

おちい

せる金額ではない 。しかも、手ぶら で出て行ったの な
らなお さらだ。
現 場 は 大 混 乱 に 陥 っ た 。 手ぶ ら で 盗 み出 さ れた 大
金。その金額もで かければ、犯人の 正体はもっとで か
い。
聖母ルビーローズの犯行――！
誰もが動揺し、興奮し、収拾がつかなくなった。
た だし、ひとつだけ はっきりしてい ることがあった。
それは、一般職員にすぎない自分たちに解決できる問
あが

題ではないという こと。よりにもよ って、リヴリー 界
でも一 、二を争う人気 者のルビーローズ を、聖母と崇

められるルビーローズを、管理リヴ委員会に所属する
幹部のルビーロー ズを、容疑者とし て取り調べるこ と
などで きはしない。な によりも、その権 限すらない。
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dd

あいつを呼べ――！
エルアイエスディー

幸 いにも、この厄介 事を押しつける 相手は決まって

Livly Island Sheriff's D

いた。捜査 権を持つのは ＬＩＳＤ だ けだった。
Ｌ ＩＳＤ。正式名称 を「
」 という。 リヴリーア イラン ドの保安 官事
epartment
務所だ。
悪 党を恐れない腕自 慢が、あるいは 悪党本人が、直
ちょうぜいけん

接選挙によって保安官に選任されて四年の任期を務め
かこく

る。 諸 経 費 を 賄 う た め に 独 自 の 徴 税権 を付 与 さ れ て
おり、 時に苛酷に取り 立てることもあっ た。また、軽
犯罪については即決裁判権も付与されているため、判
しいてき

事と検事と弁護士 をも兼任し、時に 恣意的に処罰す る
ことも あった。
これで は治安組織ではな くて犯罪組織だと、 陰口を
たたかれることも 多い。事実、歴代 の保安官のうち 、

ひ

最後に はＧＬＬ城の地 下牢獄に投獄され てしまった者
も少なくは ない。
先代の保安官がそうだ。激しいリコールによって罷
めん

免され たあと、当代の 保安官によって逮 捕され、管理
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リヴ委員会の裁決 により懲役刑に処 せられた。
しかし、次に捕まるのは当代の保安官だ――との声
うた

はどこからも聞こえてこない。いまの保安官は史上初
めての、女性保安 官だった。汚職や 腐敗との決別を 謳
って当 選を果たした、 クリーンな保安官 だった。
種名は ミミマキムクネ。 名前はもにょりぶ。
誰もが親しみを込めて、りぶたんという愛称で呼ん
だ。
悪党ど もはミミマキムク ネの体型をからかっ て、裏
でこっそりこう呼 んだ。
どすこい娘――と。
午前八時。聖母叛逆の一報がＬＩＳＤに届けられた。
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第二章

もにょもにょ団
１

青いチューリップは存在しない。
ユリ科の植物チ ューリップ。園芸 用に改良されて 多
彩な品 種が誕生したが、 青いチューリッ プだけは存在
とぼ

しない。青 色の色素デルフィニ ジンに乏しいの が理由
で、花弁全体にこの 色素が蓄積され ない限り、どん な
花も青 く輝くことはない 。
その青いチューリップが咲いている。
パキケフーズと ショップゲートに は、青い花弁を 持
った巨 大なチューリッ プが咲き誇ってい る。リヴリー
アイランド原産の固有種、モンスターチューリップだ。
ふつうのチューリ ップとはちがって 大木のように育 つ。
しか し、パキケフー ズのモンスター チューリップは
心なしか、くすんで見えた。それもそのはず。チュー
リップの青よりも 、さらにあでやか な青に染まった リ
ヴリー がそこにいた。
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青紫のミミマキ ムクネ。
Ｌ ＩＳＤの保安官、 りぶたんだった 。
頭には 制帽をかぶってい る。幅がなくて細め の帽子
だが、奥行きはあ る。四角く見えて も丸みを帯びて い
はこぶね

る。方 舟をひっくり返 したら、ちょうど こんな形にな
るだろうか。濃紺の生地にＬＩＳＤの紋章が金糸で刺
繍されている。
制 帽の正面で輝く紋 章は翼の生えた ピグミーだ。中
央にピグミーの頭部がシルエットとして配置されてい
る。左右の上部に は、翼を開いたよ うな紋様がある 。
そして 下部には、ＬＩ ＳＤの四文字がく っきりとよく
見えるように縫い取られている。
りぶたんは腕組みをして、じっと考え込んでいた。
ここは パキケフーズ。 視線の先にはルビ ーローズの姿
があった。
時刻は午前九時。地ノ塔のドゥードゥー金庫が破ら
れてか ら、すでに三時 間以上が経過して いる。証拠の
隠滅は完璧なのか、それとも事件とは無関係なのか、
ルビーローズは今 日も笑顔を振りま いて楽しそうに 働
いてい た。
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そ れにしても、謎の 多い事件だった 。
本当に ルビーローズたち が犯人なのか？
だとしたら、正体はバレているのになぜ監禁した職
員に目 隠しをしたのか ？

奪わ

そもそ も手間暇かけて夜 勤職員を全員監禁す る必要
があったのか？
そ して、どうして手 ぶらで出て行け たのか？
れた大金は どこに？
犯 人は奪った金をム ーブで持ち出し たわけではない。
それははっきりしている。なぜなら、地ノ塔はプロテ
クションゾーンだ からだ。ムーブで もドライブでも 出
入りは できない。ホー ムやランダムも同 じ。呪文で移
リップス

動はできないように、ＬＩＰＳ上でプロテクトがかけ
られている。
リ ヴリーアイランド ・ポジショニン グ・システム、
通称ＬＩＰＳ。ミュラー博士が開発した、リヴリーア
イランドの座標空 間識別システムだ 。現在地を正確 に
把握す ることで、ムー ブなどの呪文を用 いたリヴリー
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が目的地にきちん と移動できるよう システム化され て
いる。
リヴリ ーたちが呪文ひと つで、知らない場所 にも安
全にテレポートで きるのはＬＩＰＳ があるからこそ 。
しかし ながら、一般開 放していない閉鎖 区域にまで自
由に移動を許したのでは都合が悪い。そこで、閉鎖区
域にはシステム上 でプロテクトをか け、移動できな い
ように ロックしてある 。それがプロテク ションゾーン
だ。
一般のリヴリーが監視塔や地ノ塔に進入できないの
は、そ ういうわけ。
もちろ ん、呪文を使わず に徒歩で入ることも 許され
ない。飛行リヴが 空を飛んでも結果 は同じ。すべて の
プロテ クションゾーン には、特殊呪文マ インドウォー
ルをかけて ある。
ＬＩＰＳに頼らずに、自分の力でプロテクションゾ
ーンに 入ろうとしても 入れない。入る気 にすらならな
い。入る気になっても入り口は見つからない。入り口
が目に入っても、 脳がそれを認識し ない。
マ インドウォールは リヴリーたちの 精神に直接作用
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する特殊な呪文だ った。
だから こそ、謎の多い事 件なのだ。
現場がプロテクションゾーンである以上、一般のリ
ヴリー が犯人だとは考 えにくい。
本当に ルビーローズたち が犯人なのかもしれ ない。

おか

だとしたら、監禁した職員に目隠しをする理由がわ
からな い。

奪わ

怪しま れて抵抗される危 険を冒して、夜勤職 員を全
員監禁する理由が わからない。
そ して、どうして手 ぶらで出て行け たのか？
れた大金は どこに？
悩 んでいても答えは 出ない。
りぶた んは、とりあえず 軽く当たってみるこ とにし
た。ルビーローズ をはさんで反対側 から様子をうか が
ってい た相棒のヒナタ に視線を送る。
ヒナタ がこくりとうなず く。
肌色に近いベビーピンクの体に、青い目をした乙女
のピキ 。けれども、頭 の上にはＬＩＳＤ の制帽がずし
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りと重く乗ってい る。
り ぶたんとまったく 同じ帽子だ。紋 章も縫い込まれ
ている。ちがいはひとつ。かぶり方だけ。細めの制帽
をちょっぴり斜め に傾けて、おしゃ れにかぶるヒナ タ
はＬＩ ＳＤの副保安官 だった。
保安官 のりぶたんひとり で職務は遂行できな いから、
職員を任命する権 限が与えられてい る。副保安官や 保
安官補 佐、あるいは保 安官助手などとい った職種の部
下を採用することが認められている。
ぐう

ヒナタは補佐職の中でも最上級職に当たる副保安官
として 遇されていた。 補佐的な立場では あっても、決
して部下ではなかった。公的にはともかく、私的には、
ふたりの関係は対 等だった。
Ｌ ＩＳＤには汚職に まみれた忌まわ しい過去がある。
てつ

その轍を踏まないように自らを律するため、りぶたん
はヒナタを対等の 相棒として迎え入 れた。保安官選 挙
の際に は選挙参謀も務 めてくれたヒナタ にりぶたんが
求めたものは、部下としての忠節ではなくて、親友と
しての忠言だった 。
自 分が間違いをしで かしたならば、 遠慮なく叱り飛
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ばしてほしい――と。
も っとも、別の思惑 もあった。丸っ こいピキの体型
から、のほほんとしたのんびり屋さんに見えるヒナタ
であるが、選挙参 謀を務めただけあ って、実はてき ぱ
のうり

きとそ つなく事務をこ なす能吏タイプの リヴリーだっ
た。
つまりヒナタがいれば、りぶたんはデスクワークか
ら解放 されるわけだ。 ないしょの話。事 務だの経理だ
のといった細かい作業は苦手な、どすこい娘だった。
「ＬＩＳＤだ」
客 足が途絶えたとこ ろを見計らって 、りぶたんはル
ビーローズ に声をかけた。
お下げのような耳の毛を持つミミマキムクネには不
似合い な、男っぽい物 言いだった。
「おまえに 用がある」
「はい……」
ル ビーローズは目を 伏せると小さな 声を落とした。
保安官が遠巻きに見つめているのは知っていたようで、
声をかけられても 驚いたそぶりはな かった。
「なん の話かわかるな 」
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「はい……」
「では 、おまえが犯人 なのだな」
「ちがいま すっ」
ルビーローズはきっぱりと否定した。目を伏せるの
をやめ て、真正面から りぶたんと視線を 合わせた。ア
カゲパキケの大きな瞳からは、まるで光線でも照射さ
れているかのよう に強い光が放たれ て、りぶたんの 瞳
を焼い た。
「ほう。ならばなぜ、なんの話かわかるのだ？」
りぶたんはルビーローズの瞳をのぞき込むと、視線
の光を 射込み返した。
「噂はもう耳に届いておりますから」
強奪事件が発覚してから時間もたっている。ＬＩＳ
Ｄに通 報があり、りぶ たんとヒナタが捜 査に乗り出す
か んこう れい

まで、情報は漏れ放題だった。通報を受けてすぐさま
箝口令を敷いたも のの、人の口に戸 は立てられぬと い
う。そ の後もやはり、 そこここで漏れて いることだろ
う。犯人と目されてはいても、ルビーローズほどの管
理リヴならば、情 報が筒抜けとなっ ていてもなんら 不
思議で はなかった。
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「午前四時から二 時間。どこでなに をしていた？」
「いつ もどおりここで 営業しておりまし た」
「誰か証明 できる者は？」
「特には誰も。店 の奥で休憩したり もしましたし」
「犯人 に心当たりは？ 」
「ありませ ん」
「犯人はなぜ、お まえになりすまし たのだ？」

な にか隠しているよ うだが」

「そんなこと、わたくしにわかるわけがないでしょ
う？」
「そうかな？
「なに も隠してはおり ません」
互いに 目をそらすことな く、りぶたんとルビ ーロー
ズはにらみあった まま言葉を交わす 。
「盗ん だ金はどこに隠 した？」
「存じませ ん」
あず か

「ほう。しらを切 るのか」
「わた くしの 与 り 知らぬことですか ら」
「いいのか 、それで？」
「ええ。もちろん 」
「大金 を強奪された夜 勤職員たちは、全 員牢屋送りに
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なったぞ」
「えっ ？」
「おまえの せいでな」
「なっ――！」
冷 たく装われていた ルビーローズの 顔が燃え上がっ
た。
職員たちは被害 者ではありませ ん
犯人でも ないの

それにわたくし が犯人なら、とっ くの昔に逃げ

「なんて横暴な！
か！
ていて、ここにはもうおりません！

あなた 、いいかげんに し

いくら保安 官だからって、お となしく聞い

に犯人扱いされる なんて！
なさい ！

ていれば、このわたくしをおまえ呼ばわりするとは、
無礼にもほどがあ りましてよっ！」
ル ビーローズはりぶ たんの制帽をは たき落とした。
はたいたその手が、腕ごと、体ごと、わなわなとふる
えている。
「まあ まあ。落ち着い てくださいな、ル ビーローズさ
ん」
ヒナタがふたりの間に割って入った。自分の体で押
しのけ るようにして両 者を引き離しにか かる。ついで
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に頭もわずかに振 る。
まり

ピ キの耳はふさふさ の毛に覆われて いて、大きくふ
くらんでいる。頭を少し振るだけで、毛の固まりが鞠
のように跳ねる。 それで顔をなでら れたらくすぐっ た
いから 、りぶたんもル ビーローズも反射 的に離れた。
いまに も取っ組み合いを 始めそうな雰囲気で 、激し
く火花を散らすふ たりを自分の意志 で下がらせ、ヒ ナ
タは巧 みに引き離した のだった。
「りぶたん もっ」
めん つ

そして相棒にいささかきつく注意することで、管理
リヴ委 員会の幹部であ るルビーローズの 面子を立てた。
「お忙しいところにお手間を取らせてしまって、もう
しわけありません 」
ヒ ナタは穏やかに会 話を打ち切りに かかった。
「今日のところはこれで失礼させていただきます。で
も、こういった事 情ですので、また お話をうかがい に
参るか もしれません。 悪く思わないでく ださいね」
「そう。それならあなたひとりでおいでなさい。歓迎
してあげるから」
ル ビーローズはヒナ タにだけ笑顔を 見せると、ぷい

- 26 -

ときびすを返して 店の中へと消えて いった。
「んも う。りぶたんっ たら。怒らせちゃ ったじゃない。
わたし、知らないからね。あの人、幹部なのに」
「気にしない、気 にしない」
なにか収穫はあった？」

ど すこい娘はけろり としている。
「それで？
ヒナタははたき落とされたりぶたんの制帽を拾い上
げて汚 れを払うと、相 棒に渡した。
受け取 った制帽をかぶり ながら、りぶたんは 聞いた。

か

「いまのルビーロ ーズ。ヒナたんは どう思う？」
「んー 」
丸い目 で宙を見つめると 、ヒナタは耳の毛を 掻いた。
「そうね。最初は 少しおとなしい感 じがしたけれど 、
怒って からはいつもど おりのルビーロー ズさんだった
かな。女王様っぽくて。職員さんたちのことも心配し
てたしね。……で も、ちょっとびっ くりしたな。あ の
ルビー ローズさんが手 をあげるなんて」
「そうだな。余裕がなかったな。ルビーローズにして
は」
「うん 」
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ヒナタは視線を 相棒に戻した。
そ の視線を目で受け 流すようにヒナ タを誘導して、
りぶたんは歩き始めた。ふたりはルビーローズの店か
ら遠ざかりながら 、話を続けた。
「もし もルビーローズ が犯人なら、どう いう態度を取
ると思う？ 」
「んー。ふつうど おり、かな？」
「犯人 なのに逃亡して いないということ は、捕まらな
い自信があるわけだ。それなら、神妙にして見せたり、
むきになって手を あげたりはしない だろう。ルビー ロ
ーズら しくないし。不 自然だ」
「そうよね 」
「では、ルビーロ ーズが犯人でない のなら、どうい う
態度を 取ると思う？」
「うーん。……怒る、かな？」
「犯人でないのな ら濡れ衣を着せら れたわけだから 、
神妙に するどころでは ないな。最初っか らプリプリと

あれ？

ちょっ と待って」

怒っているだろう。そのほうがルビーローズらしいし。
自然だ」
「うん うん。……え？
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ヒナタの足が止 まった。
「それ って変じゃない ？
でも 、ルビ

ルビーローズ さんが犯人だ

としたら態度が不自然ってことでしょ？
なんだかややこし いけど」

ーローズさんが犯 人じゃないとして も態度が自然じ ゃ
ないっ てことよね？
「そうなる な」
「犯人にしては不 自然。でも、犯人 じゃないなら自 然
じゃな いから、やっぱ り不自然」
ヒナタ はふと振り返ると 、さっきまでルビー ローズ
がいた場所に視線 を投げた。
「犯人 でも、犯人じゃ なくっても。どっ ちにしても不
自然って… …」
投げた視線を急に戻すと、ヒナタはまっすぐに相棒
を見つ めた。
「ねえ。わたし、気づいたんだけど。ルビーローズさ
ル ビーローズさんが 犯人なら、濡

ん。犯人のこと、 なじったりしなか った。一度も文 句
言わな かったよ？

れ衣着せられたふりして犯人に怒ってなきゃいけない
のに。そしてルビ ーローズさんが犯 人じゃないのな ら、
真犯人 に怒っていて当 たり前なのに」
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「…………」
り ぶたんはヒナタの 言葉に沈黙を返 した。
ヒナタ はその沈黙を受け 取った。
会話が止まった。
や やあって、りぶた んが口を開いた 。
「さてと。マハラとチャパティにも当たってみよう
か」
「そう ね。どっちを先 にする？」
「どっちで も」
「じゃ、近いから マハラさんから」
「オッ ケー」
ＬＩＳ Ｄのふたりはマハ ラショップへとムー ブして、
その場から飛び去 った。
誰 もいなくなったパ キケフーズに、 どこからか飛ん
できたちっちゃなマダラカガが舞い降りた。マダラカ
ガはひょこっと片 手を上げて店の中 をのぞき込むと 、
上げた その手で子供の ようにごしごしと 目をこすった。
「あら、いらっしゃい。ちょっぴり甘いケセランパサ
ランはいかが？」
ル ビーローズが店の 奥から出てきて 、ちっちゃなお
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客ににこりと微笑 んだ。
ケ マリとハナアルキ も降ってきた。 ルビーローズは
にぎ

ふたりにもやさしく話しかけた。
聖母の店に賑わいが戻った。
２
手 描きのポートレー トだった。

ど すこい娘こと、Ｌ ＩＳＤ保安官の りぶたんがどっ
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しりと構えている 。特にポーズを取 るわけでもなく 、
直立不 動の姿勢だ。
もう一 枚のポートレート も手描きだった。Ｌ ＩＳＤ
副保安官のヒナタ がすました顔でポ ーズを取ってい る。
両手を 後ろに回し、体 を斜めにして背伸 びして、おし
ゃまなしぐ さを見せている 。
最後の一枚も手描きだったが、それには三人のリヴ
リーが 描かれていた。
中央に は胸を張り、腕を 組んだりぶたんが陣 取って
いる。
そ のりぶたんの背中 に隠れたヒナタ が、顔と、ふさ
ふさの毛に覆われた耳と、しっぽをのぞかせている。
かし

小首を傾げたポー ズで愛嬌たっぷり だ。自分の顔を 見
せるの に邪魔だからと 、前にいるミミマ キムクネの垂
れ下がった耳の毛を遠慮なく持ち上げている。りぶた
んとヒナタ、ふた りの仲のよさが絵 からも伝わって く
る。制 帽だから帽子も おそろいだ。
そんな ふたりの真横にト ビネが描かれていた 。ヒナ
タが顔を出した反 対側に、寄り添う ようにして立っ て
いる。 なんだか誇らし げな表情だ。オレ ンジ色に近い
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卵色のトビネだっ た。明るい体色に 、しぶいカーキ 色
のベレ ー帽がよく似合 っている。
三枚の 絵にはどれも同じ 画家のサインが入っ ていた。
お世辞にもきれい とは言えない字で はあったが、見 る
者に語 りかけてくるよ うな絵の世界を壊 すことなく、
すっきりと 収まっていた。
スペルは Flame
。 フレ イム は新 進気 鋭の 絵本 ジャー
ナリス トだった。
「それ、いいだろう。ぼくのお気に入りなんだ」
トビネのフレイムは自慢げにとがった鼻を天井に向
けた。
「もちろん、絵の中のトビネはこのぼくだからね」
りぶたんとヒナタに並んで描かれていたトビネは、
絵を描 いた本人だった 。
「このベレー帽、ＬＩＳＤのバッジがついてるじゃ
だん まる

ん」
団 丸は見逃さなかっ た。
つやけ

よく見 ると、絵の中のト ビネがかぶるベレー 帽には
ＬＩＳＤの帽章が あった。艶消しを 施された金属製 ら
しきバ ッジが帽子の正 面に描かれている 。ピグミーの
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シルエットに、広 がる翼。アルファ ベットが四文字 。
ＬＩＳ Ｄの紋章をかた どったバッジだ。
カーキ 色の帽子に褐色の バッジと、どちらも 茶系だ
から目立たない。 けれども、団丸は 絵の細部まで抜 か
りなく 目を走らせてい た。
「あんた、ＬＩＳＤなんだ。あたいをだましたね？」
団丸は横目でにらんだ。
ピ ンクのショウジョ ウダルマだった 。ミミマキムク
ネよりも、はるかにどすこい体型のリヴリーだ。声を
聞けば若い女とわ かるが、聞かなけ ればごついおっ さ
んにし か見えない。
「ちがうよ。ぼくは絵本ジャーナリストだよ」
「じゃあ、これは なにさ？」
団 丸は横に立つフレ イムに絵を突き つけた。
太いシ ョウジョウダルマ と細いトビネが並ん でいる。
お

身長にも大きな開 きがある。しかし 、トビネのフレ イ
ムは体 格の差に怖じけ ることなく、平然 と答えた。
「ある事件で人手が足りなくてね。一時的に、保安官
助手に任命された んだ。この絵はそ れを記念して描 い
たもの なんだよ」
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「ふーん」
筋 は通っている。追 及するのはやめ にして、団丸は
飾り棚に絵 を戻した。
絵は三枚とも木製の額縁に納められていた。額の裏
側に支 えとなる棒がつ いており、置くだ けで立てて飾
れるようになっていた。質素な作りの額縁で、装飾も
なければ塗装もな かった。余計な加 工をしないこと で、
絵の邪 魔にならないよ う配慮してあった 。ただ、ガラ
ス板だけはしっかりとはめてあって、ほこりや汚れか
ら絵を守っていた 。
「あた いの絵がないじ ゃん」
「？」
「あたいの絵はど うして飾ってない のさ？」
「えっ と……」
フレイ ムは返事に困った 。団丸とは初対面だ 。絵を
描いて飾っておく ような間柄ではな い。
じゃあさ、そのくらい配慮しなよ」

「あん た、あたいにイ ンタビューして本 にしたいんで
しょ？

「それはまあ…… 」
フ レイムは苦笑した 。
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確かに、団丸を アトリエに招待 したのは取材のた め
だ。字 を読むのはあま り得意ではないリ ヴリーたちの
ために、団丸の話を絵本にして出版する。そのために
わざわざ足を運ん でもらった。しか し、だからとい っ
て、気 を引くために初 対面の相手の肖像 画を描いて飾
青臭い坊やだ ねえ。冗談に決 ま

っておくのは、あまりにあざとい手段といえた。
「本気にしたんだ ？
ってる じゃん。でもさ ぁ。飾るのは冗談 でも、絵を描
あたいからい ろいろ聞き出す つ

いておいてプレゼントするとか、そんな感じでおだて
て損はないっしょ ？
もりな らさ」

……ふっ」

「言われてみればそうだよね。今度から気をつける
よ」
「今度 ？
団丸は かすかに笑った。
悪びれもせずに次の機会を口にするとは、若いとい
うか、 幼いというか、 天真爛漫なジャー ナリストだっ
た。しかも今度とは、次に団丸に会ったときという意
味ではなくて、次 に誰かにインタビ ューするときと い
う意味 のようだ。目の 前にいる団丸への プレゼントに
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はまるで思いが至 っていない。
「ほん と、坊やだねえ 。ま、そんなあん ただからこそ、
裏社会に首を突っ込んでもヤケドしないのかもしれな
いね。よくもまあ 、このあたいにツ ナギをつけられ た
もんだ 。裏の連中は絵 なんかもらったっ て動きゃしな
いし。あんたの人柄を気に入ったってことかねえ」
団丸はそばにあった応接用のソファに、勧められも
とう

しない のに腰を下ろし た。ショウジョウ ダルマの太め
の体を預けられて、籐で編まれたソファがギシリと鳴
った。
「それ に連中はあんた がＬＩＳＤとずぶ ずぶだってこ
と、知って んでしょ？」
あご

団丸は言いながら顎をしゃくって、アトリエの主に
座るよ う指図した。
テーブ ルをはさんで対面 するソファにフレイ ムは腰
を下ろした。トビ ネのほっそりした 体を預かっても 、
ソファ は鳴らなかった 。
「知ってると思うよ。別に隠してないし。それに、う
ちにはしょっちゅう、りぶたんたちも遊びにくるし
ね」
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「りぶたん？」
「そっ か。出てきたば かりで知らないん だ？
んはいまの 保安官だよ」

りぶた

「ああ、さっきの 絵の。前の保安官 を地下牢獄に送 り
込んだ 、どすこい娘ね 」
「そうそう。……あ、いや。どすこいって言うと怒ら
れる」
フ レイムは笑った。
「前のには向こうで会ったよ。えらそうにふんぞり返
わら

ってあたいを取り 調べておきながら さ。再会してみ り
ゃ、お んなじ囚人。あ れは嗤えたね」
団丸は 嗤った。
「じゃ、そろそろ 始めなよ。あたい にツナギをつけ た
坊やに 敬意を表して、 話せることは話し てやろうじゃ
ん。ただし、話せないことや、話したくないことは言
わないからね」
「もち ろん、それでか まわないよ。でも 、ぼくはこう
見えて口が堅いんだ。そうでなきゃ、ジャーナリスト
のぼくがたとえ一 時的にでも、保安 官助手に任命さ れ
たりし ないよ。オフレ コはオフレコでき ちんと約束を
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守るから、できる だけ話してくれる とうれしいな」
かわ

「あん たは口が堅いっ てこと、ツナギ役 も言ってたよ。
……ところでのどが渇いたな。なんか飲み物ない？
さっぱりしたやつ で」
団 丸に遠慮はなかっ た。
「グリーンティならあるけど」
「それちょうだい 」

のれん

「熱い のと冷たいの、 どっちがいい？」
「冷たいや つで」
「わかった。いま 持ってくるよ」
たけ

フ レイムは席を立っ た。
応接ソ ファの後ろには丈 の長い暖簾が掛かっ ていて、
間仕切りとなって いた。その暖簾を 合わせ目から左 右
にめく って奥へと抜け ていったフレイム は、すぐにお
盆を持って戻ってきた。お盆にはコップがふたつ載っ
ている。中の氷が ガラスに当たって 、涼しい音が響 い
た。
フレイ ムがテーブルに置 こうとしたコップを 直接手
で受け取ると、団 丸は礼も言わずに ぐびぐびと飲み 干
した。
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「うん。酸味と苦 味がかすかにあっ て、のどごしす っ
きりじ ゃん。フサムシ のグリーンティな んか、ひさし
ぶりに飲ん だよ」
「中では飲めない んだね」
「フサ ムシなんて高級 食材、囚人には出 しちゃくれな
いさ」
団丸は飲み干したばかりのコップを手前に傾けた。
中をの ぞいて太い指を 差し入れると、つ るりとすべる
氷を器用につまみ上げて、口の中へと放り込んだ。
「よかったらこれ も」
フ レイムは自分の分 として用意した グリーンティを
テーブルに 置いた。
「ん」
団 丸はバリボリと氷 を噛み砕きなが らうなずくと、
コップの中からもう一個つまみ上げた。
「ＬＩＳＤだっ！ 」
ア トリエのドアが激 しく叩かれた。
「！」
つまみ上げた氷が団丸の指からすべり落ちて、テー
ブルの 上に転がった。
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団丸は反射的に 立ち上がった。 ショウジョウダル マ
の重た げな見た目から は信じられないほ どのすばやさ
だった。
「神妙にお縄をち ょうだいしろっ！ 」
「ちょ うだいしろっ。 くすくす」
ドアの 外から、威圧する 声と、まねをして笑 う声が
聞こえてきた。
Ｌ ＩＳＤのりぶたん とヒナタだった 。
３
アトリ エのドアが開いた 。
りぶたんはまるで我が家のように、ずかずかと中に
入って いった。ヒナタ もためらうことな く足を踏み入
れた。
ドアをくぐると、もうそこがアトリエになっていた。
部屋が 広い。イーゼル が置いてある。キ ャンバスも架
かっている。壁には何枚も絵が飾ってある。窓際には
デスクがあって、 机の上に絵の具の たぐいが散らか っ
ている 。その絵の具を 何度もこぼしたら しく、デスク
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まわりの床が色取 り取りに染まって いる。
ア トリエの奥には小 さな絵を置く飾 り棚もあった。
そばには籐でできた夏向きのソファが応接用に置いて
ある。ソファの後 ろで、隣の部屋と の間仕切りにな っ
ている 暖簾がゆらめく 。外から入り込ん だ風が抜けて
いくのだろうか。丈の長い暖簾は奥へと吸い込まれ、
そして自分の重さ で戻ってくる。
まだ十時だよ」

「まさ か、こんな早く からお弁当食べに きたんじゃな
いよね？

笑顔で出迎えたフレイムはからかうように聞いた。
絵 本ジャーナリスト のフレイムだが 、画家として絵
だけを発表することもある。アトリエで展覧会を開く
ことだってある。 足を運んでくれた 顧客には飲み物 や
つまみ を振る舞ったり もする。展覧会に 訪れるような
客はみんな上品だから、サロンとして使われてもなに
も問題はない。
と ころが、りぶたん とヒナタはちが った。展覧会が
なくても平気でやってくる。昼には弁当持参で遊びに
くる。午後には手 ぶらでお茶を飲み にくる。フレイ ム
のアト リエを食堂か喫 茶店のように使っ ている。
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「お昼前のおやつ だ」
「お昼 後にもおやつだ 」
りぶた んの冗談に、フレ イムも冗談で応えた 。
「お昼にもおやつ だ」
最 後にヒナタが一番 おいしいところ を持っていった。
「あっ、そうそう。食事の話で思い出したけど、今度
うちでね。バーベ キューパーティー しようよ」
ヒ ナタがポンと両手 を叩いた。
「いいね、それ。じゃあ、ぼく、カブトムシの幼虫持
って行くよ」
「うん 。丸焼きにする とうまそうだな」
りぶた んは自分が食べる ことしか言わなかっ た。
「わたしはケセラ ンパサランのスー プを用意するね 。
こしよう

ケセは ちょっぴり甘め だから、クロムシ の胡椒でぴり
っとした味 付けで」
「うんうん。胃袋 がすっきりして、 バーベキューも い
っぱい 入りそうだ」
やっぱ りりぶたんは自分 が食べることしか言 わない。
「…………」
「…… ……」
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ヒナタとフレイ ムは白い目でり ぶたんを見た。

すぐおなかい っぱいになるか ら、

「わか ったわかった。 シマミミズのミー トソース作っ
てやるから 」
「えー。またそれ ？
ぼく、 食べきれないよ 」
「バーベキューって言ってるのにぃ」
どすこい娘の得意料理は、結局いつも、本人の胃袋
に収ま ってしまうのだ った。
「それでい つやるの？」
「えっと……」
ヒ ナタはフレイムの 質問には答えず に、りぶたんを
見た。
「今度の事件が片 付いてからだな」

勝手 に本にしないか ら

り ぶたんが答えた。 友達同士でじゃ れあう雰囲気は
消えていた 。
「へえ、今度はど んな事件？
教えて よ」
なにか 大事件ってこと？ 」

「さすがに今回は、おまえもまだ知らないか」
「えっ？

「まあ な。とりあえず 座って話そうか」
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りぶたんは身振 りでついてくる ようにうながすと 、
応接ソ ファまで進んで 真っ先に腰を下ろ した。まるで
アトリエの主であるかのような振る舞いだった。
ミミマキムクネが座ると、籐のソファがギシリと鳴
った。
りぶた んの隣にはヒナタ が腰掛けた。ピキが 座って
もソファは音を立 てた。
ふ たりの正面にはフ レイムが座った 。やはりトビネ
は軽いと見えて、今度もソファは鳴らなかった。
「客だったのか？ 」
り ぶたんの目の前に 飲み干されたコ ップが置いてあ
る。行儀の悪い来客だったと見えて、テーブルの上に
氷をこぼしている 。
「そう じゃなくて。静 物画の構図を選ん でたんだ」
「そうか。フサムシのグリーンティだな。うまそう
だ」
「あっ 、新しいの持っ てくるよ」
フレイ ムは気をきかせよ うとして、下ろした ばかり
の腰を上げた。テ ーブルの上のお盆 を手に取る。
「そっ ちは飲みかけな のか？」
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りぶたんの前に あるコップは空 だが、ヒナタの前 に
あるコ ップは手をつけ ていないようだ。 薄く透きとお
ああ、 ちがうよ。口はつ けてないからき れ

った緑色の液体に、氷が浮かんでいる。
「うん？
いだよ 、それ」
「では、も らっておこう」
りぶたんはヒナタの前から飲み物を失敬すると、ご
くごく と飲み干した。 そしてそのままの 勢いで氷を口
の中に流し込み、バリボリと音を立てて食べ始めた。
「わたし、いらな いから。おかまい なく」
ヒ ナタは聞かれる前 に断りを入れた 。
君に遠 慮はしないぞ？」

「遠慮しな くてもいいのに 」
「おや？
「そう いえばそうだね 」
フレイ ムは上げた腰を下 ろした。手に取った お盆は、
立てて太ももに乗 せ、そのまま体で 抱え込んだ。
「それ で構図は決まっ たの？」
「どうもノリが悪くていまいちなんだ。暇だから、お
昼ご飯までゆっく りしてくといいよ 」
「そう したいけど、今 日はちょっとね… …」
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「そっか……」
むさ ぼ

誰 か さ ん が 氷 を 貪 り 食 らう 音 がう る さく て 、 ヒナ
タとフレイムの会話はすぐに途切れた。
氷を食べ終わったりぶたんはコップをテーブルの上
に戻す と、口を開いた 。
さが

「団丸を捜していただろう。ツナギはついたのか？」
「まだだけど、事 件ってまさか団丸 が？」
フ レイムは驚いた顔 で身を乗り出し た。
「それはわからないが、奴がお勤めを終えて出てきた

狙う相手がい ままで

次の日に、こんな 事件が起きるなん てタイミングが よ
すぎる 」
「でも団丸さんは義賊なのに？
とちがうんじゃな い？」
ヒ ナタが質問した。
「世間が義賊と呼んだところで、泥棒はやっぱり泥棒
だよ、ヒナたん。 それに、奴が自首 したってのが前 か
ら気に なっていた。団 丸の奴、名前は知 られていても
正体は不明だったのだから、泥棒稼業から足を洗うな
らそのまま消えれ ばいいのに。なに もわざわざ地下 牢
獄に入 る必要はないだ ろう」
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「それは……そう よね」
「…… ……」
フレイ ムは口をはさむこ とを差し控えた。こ んな事
件とはどんな事件 なのか、いまなに が起こっている の
か、早 く知りたい。し かし、質問はせず に沈黙するこ
とを選んだ 。
目の前でＬＩＳＤのふたりが貴重な話を聞かせてく
れてい る。スクープだ からと、フレイム が友情を裏切
って報道したりしないと信じてくれている。なるべく
多くの情報を得る ためにも、いまは 聞き役に徹する べ
きだっ た。
「奴はなにも、反省したから自首したわけではない。
罪を償おうなんて 、これっぽっちも 思っちゃいない 。
奴はた だ、地下牢獄に 入りたかったのだ 。……なにか
を探して」
りぶたんのまなざしが強い光を放っていた。
「なに かって？」
ヒナタ は話の続きをうな がした。体をひねり 、隣に
座る相棒に注意を 向けている。
そ の相棒はテーブル の上をじっと見 つめている。視
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線の先には氷があ る。テーブルの上 に転がったまま 、
少しず つ溶けてゆく。
りぶた んはゆっくりとソ ファの背もたれに体 を預け
た。
きし

静 かなアトリエに、 籐の軋む音が流 れた。
「地下牢獄は、ＧＬＬ城の地下にある」
「……うん」
ワ ンテンポ遅れてヒ ナタは相槌を打 った。
「ドゥードゥー金庫は、どこにある？」
「……あっ」
ヒ ナタは口に手を当 てた。
りぶた んはヒナタに目を やった。
「地ノ塔だから、 ＧＬＬ城の地下だ ……でも」
「でも ？」
あいまい

「でも……うーん。そうなの？」
言葉が続かずに、ヒナタは曖昧に問い返した。
「さあ 、わからない。 奴に直接聞いてみ ないと」
「それでフーちんのアトリエに」
「そう。それでフ ーちんちんのアト リエに」
り ぶたんがからかっ た。
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「フーちんちんて 」
フレイムはそこで口をはさんだ 。「ちん」が一個余
分だと、別の意味に聞こえる。
「くすくす」
ヒ ナタが笑った。友 達同士でじゃれ あう雰囲気が戻
ってきた。
心地よい雰囲気ではあったが、しかし。フレイムは

団丸、 地下牢獄、ドゥ ー

ジャー ナリストとして 、ためらうことな く流れを引き
戻した。
「で、なにが起こ ったの？
ドゥー 金庫。話してく れるよね？」
「………… 」
ヒナタの笑みが消えた。今日は、いつものように楽
しい雑 談ばかりとはい かなかった。
りぶた んはフレイムに話 した。
今日一日の流れをかいつまんで話して聞かせた。午
前四時 から午前十時ま で。フレイムのア トリエにやっ
てくるまで 。
一時的にとはいえ、保安官助手に任命したフレイム
だ。バ ッジも預けた。 絵本ジャーナリス トが本業であ
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っても、許可なく 報道しないと信用 できた。これま で
もそう だった。友情と 信頼を裏切るフレ イムではなか
った。
それともまさ か本物？」

「犯人はなぜ、ル ビーローズたちに なりすましたん だ
ろう？
事件の 概略を知ったフレ イムの質問攻めが始 まった。
「本物かどうかは なんとも言えない が、偽者なら、 な
りすま した理由は明白 だ」
「三人とも幹部だし。三人とも金庫に出入りしても怪
しまれないしね」
その点は不利なんじゃ？」

り ぶたんとヒナタが 交互に回答した 。
「でも目立 つよね？

「いや、目立つか らこそ有利なのだ 。ひと目でルビ ー
ローズ とわかったら、 もう誰もじっくり 顔を見たりし
ないからな 」
「犯人が偽者なら ……わたしたちは 偽者のことをダ ミ
ーロー ズって呼んでる んだけどね。偽者 のダミーロー
ズがルビーローズさんになりすますのは、仮面をつけ
るようなものなの 。仮面が目立てば 目立つほど、逆 に
素顔は 目立たなくなる の」
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「なるほどね。通 用門は顔パスで、 金庫室まで顔パ ス。
職員が こぞって言うこ とを聞く、魔法の 仮面ってわけ
か。うまいところに目をつけたよね」
フレイムは無邪気にほめた。
目立つ仮面のおかげで素顔を隠せたんだから、

「じゃあ、なぜ監禁した職員に目隠しをしたんだろ
う？
目隠しの必要はな いのでは？」
若 いジャーナリスト は次の質問に移 った。
「犯人がダミーローズなら、あくまでもルビーローズ
の犯行に見せかけ るためだ」
「どん なに上手に変装 しても、なにもか も本物とそっ
どこ かしら、

そ れを見破られな い

くりっていうわけにはいかないでしょ？
ちがいは出てくる んじゃない？

ように したんじゃない かな。つまり、あ くまでもルビ
ーローズさんたちが犯人だと見せかけたかったのね」
ヒナタの説明に熱がこもっていた。
「犯人 が本物のルビー ローズなら？」
「そこはあたしとヒナたんで意見が分かれている。あ
たしは偽装工作だ と思うな」
「わた しはちがうと思 う」
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「保安官の意見は ？」
フ レイムはあえて官 名で呼ぶことで 、ふたりの友人
のどちらに先に質問するか、優劣をつけないように配
慮した。官職なら りぶたんのほうが 上だから、優先 し
ても気 が楽だ。
「偽者の犯行に見せかけるために、わざと袋をかぶせ
たのだ。犯人は変 装がバレないよう にするため、見 ら
れたくないと考えた――と思わせるための偽装工作だ
な」
「ううん。ちがう ちがう。犯人が本 物のルビーロー ズ
さんな ら、ほんとに見 られたくなかった の。ルビーロ
ーズさんが犯人なら、事情があってのことだと思うの
ね。だから、巻き 込んじゃった職員 さんたちにもう し
どん

わけな いって、心から 思っているはず。 でもね、職員
あ

さんたちにはそんなことわからないでしょう？

それがね、心 やさしいルビ

な目に遭わされる んだろうって、お びえた目でルビ ー
ローズ さんを見るよね ？

ーローズさんには耐えられなかったんだって思うの。
だから袋をかぶせ て、職員さんたち の目を見なくて も
すむよ うにしたの。見 られないための目 隠しじゃなく
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見ら

って、見ないため の目隠しだったの よ。だって頭か ら
かぶせ ても、中から透 けて見える麻袋な のよ？
れないための目隠しになってないもの。……ルビーロ
ーズさんが犯人な らの話だけどね」
ヒ ナタは一気に説明 した。言葉に迷 いはなかった。
ただし、ルビーローズが犯人だと仮定した話であると、
重ねて強調した。
「どっ ちも一理あるよ ね」
フレイ ムは友人として、 りぶたんとヒナタが 意見の
食い違いから対立 することがないよ うに、バランス を
取ろう とした。
「うんうん 」
りぶたんはあっさりとヒナタの意見を受け入れた。
なかたが

別に仲 違いを恐れて迎 合したわけではな く、本心から
ヒナタの考えも認めているのだった。
「ううん。わたし の考えであってる から。ルビーロ ー
ズさん が犯人なら」
ヒナタ は自説に固執した 。和を捨てて対立を 選ぶの
はヒナタらしくな いように見えるが 、実は極めてヒ ナ
タらし いことだった。
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りぶたんの意見 を採用すれば、 ルビーローズはた だ
の犯罪 者におとしめら れてしまう。聖母 と呼ばれて尊
敬されているルビーローズのやさしさが偽りとなって
しまう。それだけ は受け入れられな いヒナタだった 。
つ まり、ルビーロー ズのやさしいイ メージを守ろう
とするヒナタのやさしさが、意固地な意見となって表
れていた。
「でも 、どうして夜勤 職員をわざわざ全 員監禁したん
だろう？」
フレイムは質問を変えた。
「夜勤 の職員は数も少 ないから、全員監 禁してしまっ
たほうが手っ取り早くて、犯人にとって安全なのはわ

そう までし

だから、金庫 室に誘い込む

かるけど。でも、 三人組の犯人より は職員のほうが 数
も多か ったわけだよね ？

なんて手の込んだことをしたんだよね？
て全員監禁する必 要はあったのかな ぁ？」
「…… ……」

りぶた んは答えずに横目 でちらりと相棒を見 た。
「…………」
ヒ ナタは弱々しくう つむいた。
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ふぅと吐息をひ とつ漏らしてか ら、りぶたんは口 を
開いた 。
「それは……ダミーローズ犯人説なら説明のつかない
ことだ」
「だよ ね。ダミーロー ズには変装がバレ るというリス
クがあるも んね」
言いにくそうなりぶたんの代わりに、フレイムは自
分で答 えた。
「怪しまれて騒がれたらおしまいだから、職員とはな
るべく顔を合わせ ないで、金庫室だ け押さえて、あ と
はこっ そりやったほう がいいに決まって る」
「そうだな 」
りぶたんの回答が短い。
「それ でルビーローズ 犯人説なら？」
フレイ ムは容赦なく切り 込んだ。
ルビーローズの容疑が濃くなるとヒナタが悲しむ。
しかし ながら、そんな ヒナタに遠慮した くても、ジャ
ーナリストとして質問を避けるわけにはいかないフレ
イムだった。
「ルビーローズが犯人なら――」
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「わたしが言う」
ヒ ナタはりぶたんの 言葉をさえぎっ た。
「わたしに言わせて。聞きたくないから。自分で言い
たい」
「…… ……」
りぶた んはヒナタに任せ ることにした。
「ルビーローズさ んが犯人なら、監 禁される職員さ ん
たちの ためを思っての ことなの」
「職員のた め？」
フレイムは首をひねった。
全 員を監禁すること が職員のためだ とはとても思え
ない。むしろ、監禁の被害者はひとりでも少ないほう
が職員のためでは あるまいか。
「だっ て、一部の職員 さんだけを監禁し たら、その人
そういう ことか！」

たちだけの 責任になるもの 」
「あ！

よ うやくフレイムは 理解した。
「地ノ塔の職員を上から下まで全員監禁してしまえば、
全員の責任になる 。ううん、ちがう 。それほどの大 事
件にな ったら、もう職 員さんたちの責任 は問われない

- 57 -

よ。みんな監禁さ れたってことは、 監禁されてもし か
たがな かったってこと になるよ。だから ……だから、
あえて全員監禁してしまうことがルビーローズさんの
やさしさなの。あ くまでもルビーロ ーズさんが犯人 な
らの話 だけどね」
沈んだ 声でヒナタは説明 したが、最後に仮定 の話だ
と付け加えること は忘れなかった。
「うー ん……」
お盆を 抱えたままのフレ イムは、そのお盆を 見つめ
てうなった。聞け ば聞くほど、犯人 はルビーローズ に
思えて くる。しかし、 断定するには至ら ない。なによ
りも、最大の疑問が残っている。
フレイムは顔を上げると保安官に尋ねた。
「それ で盗まれたお金 はどこに？」
犯人一 味は手ぶらで出て 行ったという。
地ノ塔はプロテクションゾーンだから、ＬＩＰＳに
プロテ クトがかけてあ る。リヴリーが安 全にテレポー
トできるようにと、ミュラー博士が開発したリヴリー
アイランド・ポジ ショニング・シス テムは使えない 。
呪文で 移動はできない 。
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それなのに犯人 たちは手ぶらで 出て行った。奪っ た
ドゥードゥーは持ち出さなかった。ということは――。
「まさか、お金はいまも地ノ塔の中？」
「うんにゃ」
り ぶたんは即座に否 定した。
「そんなは ずはない」
「もう調べたんだ ？」
「まだ だ。塔内をくま なく調べようにも 人手が足りな
い。職員を動員すると、犯人一味が紛れ込む恐れもあ
る。もっとも、紛 れ込んだところで 、いまさらあん な
大金を 持ち出せるとは 思えないが。犯人 が職員で、隠
した金をこれから先、毎日小出しにして持ち出すなん
て気の遠くなる話 だし。第一、そん なに長いこと隠 し
ておけ るとも思えんな 。つまり……」
りぶた んは言葉を切ると 、ソファの背もたれ から体
を起こして続けた 。
「奪われた金は、すでに地ノ塔から運び出されてい
る」
「犯人は手ぶらで 出て行ったのに？ 」
「うん 」
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「現場はプロテク ションゾーンなの に？」
「うん 」
「マインドウォールだってかけてあるのに？」
「うん」
「犯行 時間だって短か ったのに？」
「うん」
「いったいどうや って？」
「わか んない」
りぶた んはあっさりとさ じを投げた。
はたん

「うーん。事件の 大筋は理解したよ 。これまで聞い た
推理も 破綻してないと 思うよ。だけど、 まだ一番最初

ぼ くには事情にくわ しい者の内部

犯人はダ ミーローズで、そ の正体は団丸だ っ

の疑問が片付いてないよ。どうして団丸を捜してるん
だい？
て疑っ てるわけ？
犯行に思え るけどなぁ」
いつものように休憩するために、りぶたんとヒナタ
はフレ イムのアトリエ にやってきたので はなかった。
団丸の所在という情報を求めてやってきたのだ。
「確かに幹部や職 員なら、地ノ塔へ の出入りも簡単 だ。
しかし 、どうやって金 を運び出したか見 当もつかない
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ような、こんな事 件を起こせるのは 、かつて怪盗と 呼
ばれた 団丸くらいだ。 それに奴は昨日、 刑期を終えて
地下牢獄から出てきている。犯人がダミーローズだと
団丸さんは

したら、一番怪し い奴に話を聞かな いとな」
「でも 、今回の事件は 三人組の犯行よ？
一匹狼でし ょ？」
ヒナタが首を傾げて質問した。
「団丸は一匹狼だと、ほんとにヒナたんはそう思
う？」
だって……」

りぶたんは逆に質問を返した。
「え？

「単独犯だと、団丸が自分でそう言っているだけだ。
前の保安官はろく に調べてはいない からな」
「それ は知ってるけど ……」
「そもそも、怪盗と呼ばれるほどの盗み働きを、ひと
りでできるとは思 えない」
り ぶたんはもう一度 背もたれにもた れかかった。今
度はゆっくりとではなく、勢いもよかった。しかし、
籐の軋む音はりぶ たんの力強い声に 掻き消された。
「奴に は仲間がいるは ずだっ」
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ミミマキムクネ の目がするどく 光った。
「相棒 かもしれないし 、手下かもしれな い。あるいは
じもく

すき

ボスということもありうる。いずれにせよ、奴が一匹
狼の怪盗として耳 目を集めているそ の隙に、仲間が こ
っそり と裏で動いてい るのだ。そうでな ければ、神出
鬼没で正体不明の怪盗なんて誕生するわけがない」
「その仲間たちが 今回は犯行に加わ ったってこと？ 」
「…… ……」
質問は 副保安官のヒナタ に任せて、フレイム は成り
行きを見守った。 怪盗団丸複数犯説 は初めて耳にす る。
絵本伝 記の執筆にも関 わってくる興味深 い話だった。
「ちがうよ 」
声がした。
り ぶたん、ヒナタ、 フレイム。誰の ものでもない声
だった。
「あたいに仲間な んかいないよ」
フ レイムの後ろ。応 接ソファのその 向こう。丈の長
い暖簾の裏側に、声の主はいた。別に隠れるつもりは
ないようで、暖簾 の裾から足がのぞ いている。
「誰だ っ！」
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「誰っ！」
「！」
りぶた んとヒナタが即座 に立ち上がった。フ レイム
は座ったままだっ たが、やはり驚い て振り返った。
「それ にあたいが盗ん だんじゃないよ」
合わせ 目から左右いっぱ いに暖簾を押し広げ て、ピ
ンクのショウジョ ウダルマがぬうっ と入ってきた。
「おまえは――！」
「――団丸さん！」
りぶたんとヒナタの言葉が流れるようにつながった。
「そん な……帰ったん じゃ……」
フレイ ムの声がうわずっ ている。体で抱え込 んでい
もうツナ ギはついていて、 取材中だった

たお盆がすべり落 ちて、床で騒がし い音を立てた。
「そう か！
のだな！」
「どうしてそれを 早く言わないのっ 」
り ぶたんとヒナタは フレイムに怒っ た。
まさか 部外者がいるとは 思いもせずに、ふた りは捜
査情報を漏らして しまった。元保安 官助手の、それ も
勝手知ったるアトリエだからと安心しきって用心を
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おこた

怠 ってしまった。
と いう大金の強奪 事件は、

フ レイムに話すのは かまわない。緊 急時の非常招集
要員である し、五億六千万
その規模と影響の 大きさから見て、 ＬＩＳＤの人員 増
強は避 けられない。り ぶたんとヒナタの ふたりだけで
はとても手が足りないから、助手としてフレイムにも
手伝ってもらうこ とになるだろう。
だ が、しかし。ＬＩ ＳＤとは無縁の 、それも元囚人
隠してたんじゃ な

の団丸に話を聞かれたのはまずかった。
裏か ら帰したんだ！

ぼくのほ か

でなき ゃ、ふたりに

ほんとだ よ！

帰ってもらった んだよ！」

「ちがっ！
い！
フレイ ムはあわてた。
「いいわけじゃな いよ！
は誰も いないはずだっ たんだ！
ろうえい

だって話は させないよ！」
あざ む

捜査情報の漏洩は由々しき事態だ。決してＬＩＳＤ
を 欺 い た わ け で は な い にし ろ 、フ レ イ ムは そ の要 因
を作ってしまった。最初にひと言断っておけばよかっ
たものを、裏口か ら団丸を帰して事 はすんだと思い 込
んだば かりに、とんで もない事態を招い てしまった。
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dd

しかも、責めを負 うのはフレイムで はない。責任は あ
くまで もＬＩＳＤのふ たりにある。
「ちがうん だよぅ……」
いまにも泣き出しそうな声だった。
最 悪の場合、友情が 壊れてしまう。 りぶたんとヒナ
タ。楽しい仲間たちとのひとときが、永遠に失われて
しまう。
「坊や の言うとおりさ 」
団丸は フレイムをかばっ た。恩を着せような どとい
うあさましい腹づ もりからではなく 、単にそれが事 実
だから フレイムの味方 をした。
「ＬＩＳＤが来たから帰るって、あたいが言ったのさ。
余計な面倒はごめ んだからね。つい でに、あたいの こ
とはだ まっとくように 坊やを脅してやっ たのさ」
「脅しただ と？」
りぶたんの目つきが険しい。
「バラ すともう取材に は応じないよって ね」
「ああ、そ れで……」
ヒナタがほっとしたように小さな声を漏らした。
「で、 裏から出て行っ たんだけど、こっ そり戻ってき
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たのさ」
「なぜ だ？」
りぶた んはきつい口調で 質問した。もはや尋 問だっ
た。
「だっ て気になるじゃ ん。あたいを呼び つけておいて、
そこに都合よくＬＩＳＤが現れるなんてさ。まあ、話
は聞かせてもらっ たから、裏はない ってわかったけ ど
ね」
「どこから だ？」
「なにがさ？」
「話は どこから聞いて いたのだ？」
「どこからって、あんたが坊やの飲み物をぶんどった
ところからだよ？ 」
「…… ……」
さすが のりぶたんも沈黙 した。大事な話は全 部聞か
れてしまっている 。
「安心 しなよ。漏らし ゃしないから。そ んなことより、
犯人扱いは迷惑なんだよね。なんなら、捜査に協力し
てやってもいいよ 。このあたいがさ 」
「おま えが協力だと？ 」
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「…………」
り ぶたんは思わず、 ヒナタを見た。
ヒナタ はヒナタで、やは りりぶたんを見たが 口にす
る言葉が思い浮か ばない様子だった 。
「だっ てさ、わかんな いって言ってたじ ゃん。どうや
って金を運び出したか見当もつかないって。犯人の奴
らがどんなからく りを使ったか、あ たいが突き止め て
やろう じゃない」
「容疑者に捜査させてどうする」

なんだ。あん たって、

それだ けのことであ

団丸は容疑者だと、りぶたんははっきりと告げた。
「容疑 者ねえ。じゃあ 、なに？
たいを牢屋に入れちゃうわけ？
そんな程度の保安 官だったんだ？」
「む… …！」
「それともなにかい？

あたいは知らな いはずのこと

このまま帰してくれるのか

りぶた んは団丸をにらみ つけた。
いいのかなあ？

い？
あご

を、いっぱい知っちゃったぞ？」
団丸は顎をしゃくって顔を上げると、保安官を見下
す視線 でおちょくった 。
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「むむ……！」
く やしいが自分の失 態であるだけに 、りぶたんも言
い返す言葉 がない。
「あたいから目を 離さなきゃいいじ ゃんか。目の届 く
ところ に置いといて、 いいようにこき使 ったらいいじ
ゃんか。それなら、罪もないのに牢屋にぶち込むこと
一石二鳥じ ゃん」

もなく、秘密を知 ってるのに野放し にすることもな い
っしょ ？
「そうね。団丸さんなら、わたしたちとはちがう目を
持っているから… …」
ヒ ナタは団丸の提案 を受け入れた。
「前に帳簿の見方を教えたでしょ？」
まっすぐに相棒を見つめると、ヒナタは説得を始め
た。
「数字が合わないのに何度見ても間違いがわからない
ときは、ほかの人 に見てもらうのが 一番だって。間 違
ってい るところを自分 の目で見ても、頭 は合っている
と思い込んでるから、間違いに気づくことができない
団丸さ んは元怪盗。わた したちとはち

のね。だから、ち がう目が必要なん だって、教えて あ
げたで しょ？
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がう目を持ってい るのよ」
「こい つはただの泥棒 だよ、ヒナたん。 それに、いま
はもう泥棒ではないとどうして言える？」
りぶたんの言葉はヒナタにやさしかったが、その目
はなじ るように団丸を 見つめている。
「でも団丸さんは、自首したくらいなんだから――」
「ちがう。自首し たのは罪を償うた めではない」
ヒ ナタの発言をさえ ぎったりぶたん は語気を強めて
続けた。
団丸！」

「おまえは地下牢 獄に入りたかった だけだ。そうだ ろ
う？

「あんなところに入りたがる奴なんていやしないさ」
団丸はもっともらしく答えた。
「他人 のことなど聞い てはいない。あた しはおまえに
聞いている のだ！」
団丸の返事は、どこかの誰かを想定しての客観的な
回答に すぎなかった。 決して、自分のこ とを語ったの
ではない。それをさも自分のことのように話すとは、
なにかやましいこ とがあって、口先 でたぶらかそう と
してい るにちがいなか った。
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じょうぜつ

「…………」
饒 舌 だ った団丸が沈 黙した。
「………… 」
「…………」
り ぶたんとヒナタも だまった。無言 の圧力をかけて
いる。
「…………」
らんらん

フ レイムは意気消沈 したままだが、 さすがにジャー
ナリストだけあって、事の成り行きを爛々と光る目で
見守っていた。
し ばらく沈黙を守っ た団丸は、無言 の行に耐えかね
たように鼻から大きく息を吐くと、口を開いた。
「地下牢獄に入り たかった……か。 まいったね。ど う
にもこ うにもさ。悪党 どもが陰でこそこ そ悪口言うし
かない気持ちがよくわかったよ。保安官。あんた、た
いしたもんさ」
「おだ てても無駄だぞ 」
「そんなつもりはないよ。どうせ、そこの坊やの質問
に答えてやる気で ここまで来たんだ 。あんたの質問 に
だって 、答えてやろう じゃん」
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団丸はそう言う と、暖簾から離 れてソファに腰を 下
ろした 。
二人掛 けソファの中央に 座っていたフレイム はおと
なしく体をずらし た。
フ レイムと団丸が並 んで腰掛けてい る。フレイムの
前にはヒナタが、団丸の前にはりぶたんがいる。テー
ブルをはさんで反 対側のふたりは立 ったままだ。
立 ったままでも、り ぶたんとヒナタ の視線は上向き
だった。
ずんどう

団丸はショウジョウダルマだから立派な体格をして
うわぜい

いる。 広い肩幅と太い ウエストの寸胴な 体型ばかりが
目立つが、上背もかなりのものだ。
ソファに腰掛けた団丸の顔は、立ったままのミミマ
キムク ネやピキよりも 、まだ高い位置に あった。
「まあ、座りなよ。警戒しなくてもなにもしやしない
さ。あたいは事件 とは無関係だし、 過去の罪ならも う
清算し たよ。お勤めは 果たしたんだ。… …反省する気
がなくて、罪を償おうなんて思っちゃいなくてもね」
それはりぶたんの主張を認めた発言なのか、あるい
は単な る皮肉なのか、 ショウジョウダル マのとぼけた
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表情からは読み取 れなかった。
「いい だろう。聞かせ てもらおう」
りぶた んはどっかと腰を 下ろした。
遅れて、ヒナタも座った。
「あん たの言うように 、確かにあたいは 地下牢獄に入
りたくて自首したのさ。でも、金庫に用があったわけ
じゃないよ。あた いは、ただ……」
団 丸はふと、言いよ どんだ。これま で隠してきたこ
とを、いまここで話してしまっていいものかどうか、
この期に及んでた めらっているよう だった。
「ただ 、なあに？」
ヒナタ がやさしく誘い水 を向けた。
「ひとを……捜し てたのさ」
言 葉にした瞬間、団 丸の両肩が落ち た。
「そう」
ヒナタは短く受けた。素っ気ない言い方ではなく、
情感は こもっていたが 、それっきり言葉 をつなごうと
はしなかっ た。
「…………」
り ぶたんはヒナタに 任せて、口を真 一文字に結んで
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いる。
ふ たりとも口数が少 ないのは、団丸 に語らせるため
だった。
「あたいは、もう ずうっと長いこと 、その人を捜し て
るんだ 」
団丸は 静かに語り始めた 。
「ふつうに捜して も見つからなかっ たから、向こう に
あたい を見つけてもら おうって思ってさ 。手っ取り早
ぬすっと

く名前を売るには、悪いことするのが一番じゃん。だ
から、あたいは盗 人になったのさ。 でも、貧しい者 や
かっさい

弱い者 から盗んだんじ ゃ、その人に合わ せる顔がない
よねえ。それで、人様から義賊と呼ばれて喝采される
ような、そんな盗 人になってやった のさ」
う つむいて話す団丸 の声がしんみり としている。
「でも、あたいは見つけてもらえなかったんだ」
団丸の話は続いた。
誰 も横から口をはさ もうとはしなか った。
「もう死んじゃったのかもしれない。それなら捜せっ
こない。でも、会 いに来れないだけ かもしれない。 そ
れなら 、あたいから会 いに行くっきゃな い。会いに来
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たくても来れない場所。って、地下牢獄くらいじゃ
ん？」
「それで自 首したのか」
りぶたんの口調が穏やかになっていた。
「そう 。だから、あた いは犯人じゃない んだ。もう盗
む理由がないんだ。……あたいが犯罪者としてどんな
に悪さをしたって 、その人が心配し て訪ねてきてく れ
たりし ないってこと、 わかっちゃったも ん」
さみし い声だった。
「……ははっ。な ーにやってんだろ うねえ、あたい っ
てば。 バカやって。人 様に迷惑かけて。 世間を騒がせ
て。何年も牢屋に入れられてさ。出てきても白い目で
見られて。それで もまだ、見つけて もらえないなん て
さぁ」
団丸は 自嘲気味に薄笑い を浮かべて見せたが 、そん
な団丸を笑う者は いなかった。
「でも 、あたいは捜す んだっ」
団丸の 声に張りが戻った 。うつむいていた顔 を上げ、
一直線にりぶたん を見た。その瞳に は迷いもためら い
もなか った。
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「いまさらあきら めるくらいなら、 初めっから捜し ゃ
しない よ。昨日の夜中 に坊やからツナギ がついてさ。
あたいの話を絵本にしたいって聞いてさ。あたいを見
つけてもらうのに 、そんな方法もあ ったんだって思 っ
て。待 ちきれなくて。 ここにやってきた のさ。そんな
なんにも ありゃしないよ 」

あたいがいまさら金庫破りなんかして、いったいなん
の得があるってん だい？
「それ で誰を捜してる の？」
ヒナタ が興味深そうに聞 いた。
「いいじゃないの さ。誰だって」
「よか ったらＬＩＳＤ で捜してあげても ……」
「勘弁しておくれよ。あたいだけの問題でいいのさ。
そんなことより、 こうなったらあた いにも犯人捜し を
．っ
．と
．は役に立つ自信あるし」
手伝わ せてもらうよ。 ち
団丸は テーブルに両手を ついて身を乗り出し 、自分
を売り込んだ。
「それ に、あたいが悪 党だったから会い に来てもらえ
なかったのかもしれないじゃん。生まれ変わったあた
いがまじめに働い たら、ちゃんと人 様のお役に立て た
ら、会 いに来てもらえ るかもしれないじ ゃん。だから
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さあ、手伝わせて よっ」
聞 き入れられなけれ ば拝み倒しそう な勢いだった。
「ね？」
ヒナタはりぶたんに同意を求めた。
団 丸の後押しをする ヒナタの言葉は とても短い。わ
ずか一音だ。けれども、りぶたんとヒナタ。ふたりの
間はそれで充分だ った。
「…… ……」
りぶた んはだまって制帽 を脱いだ。アトリエ に入っ
てもかぶったまま だった、ＬＩＳＤ の紋章入りの帽 子
を脱い で、逆さまにひ っくり返した。
幅は細 くても奥行きのあ る帽子だ。丸みを帯 びては
よすみ

いるものの、四隅 は角張って見える 。ひっくり返せ ば、
方舟の ような形をして いる。
その舟 の中にりぶたんは 手を入れた。
「！」
「！」
ヒナタ とフレイムが同時 に反応した。うれし そうに
視線を交わす。
な にやら、もぞもぞ と手探りをして いたりぶたんは、
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制帽の中から銀色 に輝く物体を取り 出した。それを フ
レイム に、ぽいと投げ 渡した。
「あ、前の と色がちがう」
受け取ったフレイムにはそれがなにかわかっている
ようだ 。
「見て見て。絵に描いたのとは色がちがうよ」
フレイムはさっそく隣に座る団丸に見せびらかした。
銀 色に輝いているの はＬＩＳＤの紋 章をかたどった
バッジだった。裏には回転ピンと呼ばれる安全ピンが
留め具としてつい ている。先のとが ったピンを受け 具
でホー ルドし、その受 け具を回転させる ことでピンが
外れないよう、ロックする構造になっている。
「ベレー帽につい てたやつ？」
団 丸はバッジに顔を 近づけて、しげ しげと見つめた。
ピグミ ーの頭部がシルエ ットになっている。 翼を開
いたような紋様が 逆三角形に広がっ ている。図形の 下
にはＬ ＩＳＤの文字も ある。飾り棚に並 ぶポートレー
トに描かれたバッジと、そっくり同じデザインだ。
「そうだよ。それ の色違いだよ、こ れ。……ほらっ 」
バ ッジを渡されたの がよほどうれし いらしく、フレ

- 77 -

わかった！

イムは副保安官の ヒナタにまで見せ びらかした。
「でも 、どうして色が ちがうんだろ？
ぼく、 出世したんだ！ 」

前の茶色いのは保安官助手のだったけど、こっちの銀
ピカは保安官補佐 のだね！
フ レイムは本当にう れしそうだ。
「くすっ」
ヒナタはこらえきれない様子で笑い声を漏らした。
「うん にゃ。それも助 手のだ」
でも色が ……」

りぶた んがぶっきらぼう に答えた。
「え？

「ほら 、前のバッジは 目立たなかったで しょ？」
ヒナタ が説明役を買って 出る。
ポートレートに描かれたバッジは茶系の金属に艶消
しが施 されていて、沈 んだ色合いだった 。地味な色の
帽子にあわせても、まったく目立たなかった。
「だから作り直し たの」
「なん だ、そっか。ち ぇっ、出世したと 思ったのに。
でもまあ、いいや。これ、銀ピカだから新しいベレー
帽にぴったりだし 。ちょっと待って て。ぼく、帽子 取
ってく るから」
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言い終わる前に 席を立ったフレ イムは、暖簾を破 か
んばか りの勢いで、隣 の部屋へと小走り に駆けていっ
た。
「ほれ」
り ぶたんは制帽の中 から今度はワッ ペンを取り出す
と、テーブルの上に投げ出した。
平べったいワッペンは音もなくすべって団丸の前で
ぴたり と止まった。
「なにさ、 これ？」
ぺらぺらのワッペンをつまみ上げた団丸は不満げだ
った。
素材は 制帽と同じなのか 、濃紺の生地だった 。制帽
の紋章は金糸だが 、こちらは銀糸で 縫い取られてい る。
金と銀 のちがいはあっ ても、紋章は光を 反射して輝い
て見える。
決してちゃちな代物ではないが、フレイムに渡され
た金属 製で厚みのある バッジに比べると 、ワッペンは
保安官助手の、 そのまた下の、 保

布製で薄っぺらいだけに、明らかに見劣りがした。
「あたいはなに？
安官助 手見習い？」
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「うんにゃ。それ も助手のだ」
り ぶたんは同じセリ フを繰り返した 。
「だって団丸さん、いま、帽子持ってないでしょ？」
体 に穴があいて

またもやヒナタが説明役を買って出る。
「バッ ジもらってどこ につけるの？
痛そうだけ ど」
「それもそうだわ ね」
言 われて団丸も納得 した。
「そのワッペン。裏にテープがついてるから、左胸に
貼ってくださいね 」
「貼る のは別にいいん だけどさぁ……」
団丸は ワッペンの裏を見 た。裏一面に、両面 テープ
のようなものが貼 り付けられている 。片面でワッペ ン
にくっ つき、もう片面 で胸にくっつくよ うになってい
はくり し

る。あとは剥離紙をはがして、シールのように貼るだ
けだ。
「じゃ あさ。あたいが 帽子持ってきたら 、坊やと同じ
バッジに取り替えてくれる？」
つまんだワッペンをいかにも安っぽそうにぺらぺら
と振っ て見せながら、 団丸は物欲しげな 目つきでりぶ
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せま

たんに迫った。
「帽子 を取りに行く暇 ならないぞ」
りぶた んはソファから立 ち上がった。
「そうじゃなくて さ。替えてくれる かどうか聞いて ん
の。別 に帽子取りに帰 ったりしないから さぁ」
つられ るように団丸も腰 を上げて、質問し直 した。
「いいだろう」
り ぶたんは了承した 。
団丸に バッジを渡さなか ったのは、なにも意 地悪し
たからではない。 ピンを刺す場所が ないからワッペ ン
を選択 しただけだ。
「そういうことなら、このぺらぺらで我慢するさ」
団丸はテープの剥離紙をはがすと、ぺたりと胸に貼
り付け た。
うた

かつて 義賊と謳われた怪 盗は、ＬＩＳＤの保 安官助
手に任官した。
「遅い ぞ、フレイム。 置いていくぞ」
りぶた んはフレイムに声 をかけた。
「はいはい、お待 たせっ」
帽 子をかぶったフレ イムが別人とな って戻ってきた。
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まるで特殊部隊 のエリートコマ ンドのようだった 。
画家に も絵本作家にも 見えない。ジャー ナリストだな
んてとんでもない。ペンを好むタイプとは思えない。
帽子ひとつでずい ぶんとイメージも 変わるものだ。
フ レイムがかぶって いるのはエッジ の立ったベレー
帽だった。左右の高さがちがう。向かって右側には厚
みがあるが、斜め に下った左側は薄 くなっている。 ポ
ートレ ートに描かれた ベレー帽はふっく らしたタイプ
で柔らかい印象があったが、コマンド風のベレー帽は
研ぎ澄まされた感 じがして、線の細 いトビネによく 似
合って いた。
しかも 、色は純白。天使 の羽の色だ。銀色に 輝くＬ
ＩＳＤのバッジが 、正面やや右の、 厚みのあるとこ ろ
に帽章 としてピン留め されて威厳を漂わ せてもいる。
オレン ジ色に近い卵色の トビネが純白の帽子 をかぶ
ると、明るい色で 統一されて華やか さが増す。さら に
銀ピカ のバッジがアク セントになって、 なかなかのコ
ーディネー トだ。
「あら、いいじゃ ない」
ヒ ナタはひと目で気 に入ったようだ 。
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「…………」
団 丸はせわしなく目 を配った。
フレイ ムの純白のベレー 帽と銀色のバッジは かっこ
よかった。
り ぶたんとヒナタは 、部外者には入 手不可能なＬＩ
ＳＤ専用デザインの制式帽子をかぶっている。金属製
の帽章はなくとも 、高級そうな金色 の糸で紋章が刺 繍
されて いる。濃紺の制 帽は色も形もフォ ーマルだから、
青紫のりぶたんにも、ベビーピンクのヒナタにも、ど
ちらにも似合って いる。
そ れに対し、団丸は 無帽。ピンクの 体に薄っぺらい
ワッペンを両面テープで貼り付けただけ。どうにもみ
すぼらしくて、ひ とり浮いて見える 。
「もに ょもにょ団、そ ろったわね」
全員集 合したところで、 ヒナタはようやくソ ファか
ら腰を上げた。
「うわ ぁ、脱力系のネ ーミングだ。団結 してるのに力
が抜けそう 」
フレイムが笑った。
「保安 官もにょりぶと 、ちょっぴりもに ょもにょな仲
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間たち」
ヒ ナタがおどけた。
「もにょもにょしていたら仕事にならんぞ」
りぶたんも冗談につきあう。
「…… ……」
団丸は 輪の中に入るきっ かけがつかめなかっ た。
りぶたん、ヒナタ、フレイムの三人は前々からの友
達同士 でも、団丸は今 日出会ったばかり 。たったいま
知りあった ばかり。
ねえ、ぼ くは？」

「団長はりぶたん ね。わたしはマス コットガール」
「ぼく は？
「………… 」
団丸は口をつぐんだまま。
ぷっ」

「そし て、まるたんは 荷物運び」
「まるたん って団丸か？

まるまると肥えたショウジョウダルマのおなかに目
をやり ながら、自分の ことは棚上げした ミミマキムク
あたい… …？」

ネがわざとらしく吹き出した。
「え？

団 丸は驚いて目をぱ ちくりさせた。
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いきなりあだ名 をもらって面食 らったのもあるが 、
フレイ ムを飛ばして先 に自分に話が振ら れるとはまっ
たく予想し ていなかった。
「まるたん、力あ りそうだもんね。 それでぼくは？ 」
フ レイムは自分が後 回しにされても すねたりしなか
った。トリは最後だ。一番おいしい役回りだ。
「フーちんはお片 付け係。……ねっ 」
ヒ ナタは愛嬌たっぷ りにウインクを して、すぐにり
ぶたんに視 線を送った。
「えっ、そうなの ？」
い ったいどういうオ チなのか、フレ イムには理解で
きなかった 。
「用意はいいか！ 」
はき

保 安官のりぶたんが リーダーらしく 覇気のある声で
ほ

吼えた。
「はいっ」
副 保安官のヒナタが すかさず返事を した。
「は――」
「おうっ！」
「――いっ」
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フレイムの返事 に団丸が割り込 んで、声の大きさ で
むりや り順番を奪い取 った。
ヒナタ がからんでくれた ので、団丸は自分の 立ち位
置をつかめた。輪 の中に入るきっか けに迷うことは 、
もうな い。それで安心 して、遠慮なく坊 やの前に割り
込んだのだ った。
「…………」
フ レイムはちらりと 横目で団丸を恨 めしげに見たが、

ほ

ついて こいっ」

文句は言わ なかった。
「よし！

り ぶたんはもうひと 声吼えると、そ の場からムーブ
くす くす」

して飛び去 った。
「おうっ！

ヒ ナタは団丸の返事 をまねして、忍 び笑いを漏らし
ながら飛ん でいった。
「ラジャー！」

ね え！」

ま ねをされた団丸は ひと工夫凝らし てちがう返事を
ちょっ と待ってよ！

し、ふたり の跡を追った。
「あっ！

も う誰もいないのに 、フレイムは待 ったをかけた。
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「ぼく、戸締まり しなくちゃ！

ね えったら！」

こ こはフレイムのア トリエだ。
りぶた んたちはさっさと 移動すればそれでよ くても、
フレイムはそうも いかない。しっか り戸締まりをす る
必要が ある。それにも うひとつ。
「………… 」
フレイムはふと、誰もいなくなった応接セットに目
をやっ た。
床には お盆が落ちている 。
テーブルの上には飲み干されたコップがほったらか
しにな っている。
団丸が 食べようとしてコ ップの中からつまみ 上げ、
落としてしまった 氷もある。テーブ ルの上で、溶け か
けの氷 がちっちゃな水 たまりを作ってい る。
それに 、なにやらくるり と反り返った半透明 の紙切
れも転がっている 。団丸がワッペン についていた剥 離
お片付け係って、このことかよ

紙をテ ーブルの上に捨 てていったのだ。
「なんだよ 、もう！
っ」
ヒ ナタのオチをよう やく理解したフ レイムが、置い
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てきぼりにされて むくれた。
格 好だけなら特殊部 隊のエリートコ マンドに見えて
も、中身はまだまだ幼い、坊やのトビネだった。
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第三章

地ノ塔
１

音にも闇 がある。
光のない闇の世 界は誰しも経験が あって、そこに 驚
きはな い。
目を閉じれば暗くなる。毛布をかぶれば真っ暗にな
る。窓のない倉庫。 窓があるはずも ない地下室。光 さ
え遮断 すれば、完全な暗 闇はいつでもど こでも訪れる。
簡単に経験 できることだから、 光のない世界に なにを
感じることもない 。

じこう

しか し、音の闇はち がう。音のない世 界など、滅多
なことでは 経験できない。
耳をふさいでも 音は消えない。 指先で耳孔をふさ げ
ば、筋 肉の奏でる音が 聞こえてくる。耳 をふさいだと
ころで、体の中の音が聞こえやすくなるだけ。
耳を覆い隠して も無意味だ。
音 はエネルギーを持 っている。空気 にぶつかっては
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これをふるわせ、 鼓膜にぶつかって はこれをふるわ せ、
こつにく

音とし て聞こえてくる 。耳の外側を覆い 隠したところ
で、音のエネルギーは体にぶつかって骨肉をふるわせ、
肉体の内側から鼓 膜へと抜けてゆく 。
そ んな音も、闇に入 れば死に絶える 。
こずえ

た と え ば 山 の 中 。 風が 吹 けば 梢 は ざ わめ く 。鳥 は
歌い、虫が鳴く。 足元では乾いた落 ち葉が踏まれて 文
句をい う。山はいろん な音に満ちている 。その音が、
こずえ

闇に喰われ て死に絶える。
風 が や め ば 梢 は 沈黙 す る。 ひ と の気 配 に、 鳥 は 逃
げだし 、虫は息を潜め る。敷き詰められ た落ち葉も、
湿って柔らかくなれば音を吸収する。しかし、これだ
けなら山中ではま まあること。完全 な闇にはまだ遠 い。
の

最 後に、冷たい空気 に呑まれて、ひ とは音の闇に沈
む。
空気にも温度があり、暖かい空気と冷たい空気が混
ざり合 うことなく境界 を作ることがある 。
切り開 かれた登山道が太 陽に焼かれ、熱い地 面にあ
ぶられて暖かい空 気が作られる。
生 い茂る草木は太陽 熱をさえぎるだ けでなく、葉か
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ら水蒸気を排出す ることで空気から 熱を奪い、冷た い

あい

空気を 生み出す。山肌 から染み出る水も また空気を冷
やす。
山の形状も相まって、暖かい空気と冷たい空気が交
差する 。焼かれた登山 道を進み、暖かい 空気でできた
トンネルの中を歩いていても、複雑な地形に誘い込ま
れて、不意に冷た い空気の固まりに 突入する。
そ の瞬間。世界の音 が消える。
どこか 遠くで発生したか すかな音の波は、暖 かい空

じゅうたん

気と冷たい空気の 境界層に跳ね返さ れて、耳にはも う
こずえ

届かな くなる。
梢 は 騒がず、動物は 鳴かず、湿った落ち 葉の 絨毯

に音を吸い取られ 、暖かい空気のト ンネルを抜けて 冷
たい空 気に包まれたと き。なにも聞こえ ない無音の世
界が誕生す る。
音の闇。
そ れはまるで、ぎゅ うぎゅうと押し 固めた空気で、
耳に栓をしたかのよう。耳孔だけでなく、耳全体を。
耳だけでなく、頭 全体を。頭の外側 だけでなく、脳 の
中まで 。すっぽりと栓 をしたかのような 気分になる。
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いや、すっぽりで はない。ずっぽり だ。
不 思議な感覚だが、 すぐに不安に駆 られる。生まれ
て初めて経験する、音のない世界。耳が聞こえなくな
ったのではないか 。そう思う。あわ てて声を出せば 、
音はふ つうに聞こえて くる。
耳は正 常なのだ。音が闇 に呑まれて消滅した だけ。
ただ、それだけ。
音 にも闇がある。
その闇 がいま、地ノ塔通 用門を覆っている。
り ぶたんは先頭で仁 王立ちとなって いた。ミミマキ
ムクネの長い耳の毛が、螺旋状に巻かれて垂れ下がっ
ている。垂れた先 には地の底へと続 く螺旋状の階段 が
ある。
隣には 、半歩ほど下がっ てヒナタが立ちすく んでい
た。音のない世界 に不安そうな顔を 見せている。心 な
しか、 ピキの太いしっ ぽも縮こまって見 える。
ヒナタ の脇にはフレイム がいた。なぜ音が聞 こえて
こないのか、不思 議そうにきょろき ょろしている。 音
がしな くなった世界に 無意識に対抗して いるのか、ト
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ビネの細い爪先で かすかにリズムを 刻んでいる。
団 丸は一歩下がった ところにいた。 斜め前にはりぶ
たんがいる。その横のヒナタ、さらに横のフレイムと、
仲間たちの背中が 見える位置だ。そ こで顔は動かさ ず
に、シ ョウジョウダル マのつぶらな瞳を 左右に走らせ
ている。
もにょもにょ団は全員が無言だった。
通 用門に入ったとた ん、音の闇に呑 まれたのだった。
「音が…… 聞こえない」
最初に口を開いたのはヒナタだった。無音の世界に
耐えか ねて、自ら音を 生み出したようだ 。
「封鎖しちゃって誰もいないと、こんなに静かな
の？」
ヒ ナタは音を生み続 けた。
「空気も冷たくて、なんだか変な感じ」
地ノ塔は封鎖されていた。ＧＬＬ城の庭園全体を封
鎖して あった。
誰もい ないから音がしな い。風も吹いていな い。通
用門はコテージ風 になっていて、足 元の石畳は歩い て
も音が 立たない。そし て螺旋階段からは 、地下で冷や
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された空気がこん こんと湧き出して くる。
音 の闇を生み出す冷 たい空気は地の 底からもたらさ
れていた。
「換気をやめたか ら、地下の冷たい 空気がここまで 上
がって きているようだ 」
螺旋階 段を見下ろしなが ら、りぶたんが説明 した。
目の前に石の階段がある。壁も石で組まれている。
階段は 下りながら右へ と曲がってゆく。 左の壁が石段
を押し、石段は右の壁を押し、押し出された右の壁は
視界から消えてゆ く。
「そっ か。換気扇、止 めちゃったもんね 」
ヒナタ は地の底へと続く 階段から目を背けた 。
地ノ塔は地下にある。地上にあるのは通用門だけで、
塔全体 が地面の下に埋 まっている。きち んと換気をし
ないと塔内の空気がよどむから、換気口を設けてある。
ふだんは換気扇で 強制的に空気を循 環させており、 地
下で冷 やされた空気も 換気口から抜けて ゆく。その換
気扇が止まったため、排気されなくなった冷たい空気
が行き場をなくし て、通用門にまで 押し寄せている の
だった 。
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らんかん

「それにしても静 かよね」
ヒ ナタは欄干に近づ くと、手すりに 両手を乗せて外
を見た。
通用門はＧＬＬ城庭園に建てられたコテージのよう
になっ ている。庭園の ど真ん中に壁のな いお堂が建っ
ており、傘のように開いた八角錐の屋根を八本の柱で
支えている。柱と 柱は欄干でつなが って、その内側 に
はベン チもあった。ベ ンチに腰掛けると 、欄干にちょ
うど肘が乗る。そのまま楽な姿勢で、広い庭園をのん
びりと眺めること ができる。八角堂 は、暑い日差し を
さえぎ り、降りしきる 雨から逃れ、庭園 で休憩するた
めの場所に 見える。
その庭園は隅々まで手入れが行き届いていた。草木
の精も 宿っている。
庭園に 宿る草木の精は女 性だという。
春には乙女となって、桜をピンクに染める。梅雨時
にはジ ューンブライド となって嫁いでゆ く。結婚する
のがちょっぴり心配なのか、あじさいがマリッジブル
ーに染まる。
夏 にはたくさんの子 供たちが生まれ る。セミにバッ
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お うか

タにチョウチョ。 虫たちが暑い夏を 謳歌する。
秋 になって涼しくな ると、去ってい った子供たちを
なつかしむ。もうすぐ終わる自分の一生を振り返り、
命豊かな生の喜び にキンモクセイが 匂い立つ。やが て、
眠りに つくときがやっ てくる。木の葉が 赤く染まり、
散ってゆく 。
冬。草木の精は眠っている。
そ して春はまた巡り 、命が芽生える 。
いまの 季節はちょうど、 草木の精がお嫁に行 く前だ。
一年で一番元気な 年頃だ。だから、 お腹が減るのも 早
い。
「お天気もいいし。いまからお弁当にしない？」
庭園を眺めながら、ヒナタは冗談とわかる口ぶりで
言った 。
目の前 に芝生の絨毯が広 がっている。晴れ渡 った空
は真っ青ですがす がしい。おひさま をいっぱいに浴 び
ながら 、芝生の上でみ んなで輪になって 弁当を広げる
と、さぞかし気持ちのいいことだろう。ムラサキシジ
ミの追いかけっこ ランチをするのに 絶好のロケーシ ョ
ンでも ある。
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それに今日は貸 し切りで邪魔も 入らない。
地 ノ塔だけでなく、 庭園全体を封鎖 してあるから誰
も入ってこない。ＬＩＳＤが全職員に退去命令を出し、
もの大 金が強奪されて いる。金庫から

立ち入ることを固 く禁じている。
五 億六千万
持ち去られている。奪われた金の行方は不明だ。探索
はこれから。しか し、すでに地ノ塔 からは運び出さ れ
たもの と、保安官のり ぶたんは見ている 。
犯行時 間はおよそ二時間 。犯人のルビーロー ズ一味
は午前四時に姿を 見せて、午前六時 に出て行った。 二
時間の うち、夜勤職員 の監禁にも時間を 費やしている
から、奪った金を運び出す時間はさらに短い。遠くへ
持ち去る余裕はな い。おそらく、ど こか近場に隠し た
はずだ 。広大な庭園の どこかに、奪われ た金が隠され
ていること も考えられる。
だから、庭園ごと封鎖してあるのだった。
「そう いえば、守衛は どうして監禁され なかったんだ
ろう？」
フレイムが聞いた。
り ぶたんは螺旋階段 を下り始めてい る。
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dd

「監禁してしまえ ば、通用門から楽 勝でお金を持ち 出
せるよ ね？」
「楽勝とは限らないぞ。誰かやってきたらどうする」
階段を下りながら、振り返りもせずにりぶたんは答
えた。
「実際には誰も訪ねてこなかったけれど、でもそれは
結果論なのね」
ヒ ナタもりぶたんに 続いて階段を下 り始めた。
「いつ誰がやってきてもおかしくはないでしょ。だか
ら、守衛さんを監 禁すると、守衛さ ん役の犯人がひ と
り余分 に必要になるわ け」
ルビーロー ズか！」

「でも、守衛を監禁しなくても、誰か来たらどのみち
困るんじゃ……あ っ！

フ レイムは質問の途 中で、自分で答 えに気づいたよ
うだ。階段を下りようとして、足が止まった。
「ルビーローズは 見張り役だったん だ。それで自分 ひ
とりだ け、力仕事はし なかったんだな」
ルビー ローズ一味が金庫 からドゥードゥーを 運び出
したときに、マハ ラとチャパティだ けが運び役を務 め
ていた との目撃証言が ある。ルビーロー ズは力仕事に
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は参加していない 。
「誰か やってきても、 夜勤職員を丸め込 んだ要領で、
見張り役のルビーローズが対処する手はずだったんだ
よ」
フ レイムはなにを思 ったのか、後ろ を向いて団丸に
自説を話し て聞かせた。
「わかったから行 きなよ」
団 丸は階段を指さし た。
先に下 りたふたりは螺旋 階段のカーブを曲が って、
姿が消えてゆく。 自分の意見を語る ことに夢中とな っ
て、ま わりが見えなく なるとは困った坊 やだった。
「あ、ちょ っと待ってよ」
トビネが軽い体を活かして、一段飛ばしで階段を駆
け下り る。
「………… 」
しんがりを務めることになった団丸は、すぐには続
かずに ひと呼吸置いた 。
ショウ ジョウダルマの太 い体をひねり、誰も いない
庭園をゆっくりと 見回す。それから 、団丸は地の底 へ
と下り ていった。
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「それに守衛は監 禁してやらなくて も、責任を問わ れ
たりし ないよね」
螺旋階 段にフレイムの声 が反響する。
石段に石壁。天井も石造り。音の闇に呑まれていた
地上と ちがって、螺旋 階段では音がよく 響く。
地底へ と下りてゆく石の 階段は見るからに冷 たそう
だ。それでなくて も日が当たらない のに、地下の空 気
でさら に冷やされてい る。もっとも、肌 寒いわけでは
ないし、目には暖かい色も飛び込んでくる。
も

壁にはＧＬＬ城と同じ電灯が据え付けられている。
ロウソ クの形をした電 灯だ。炎を模した 電球がオレン
ジ色に燃え ている。
「幹部は顔パスっ て決まってるんだ もん。犯人一味 を
ノーチ ェックで通した って守衛に落ち度 はないから、
ルビーローズが監禁してやる必要はないもんね」
フレイムはヒナタに追いついた。
「だか らって、ルビー ローズさんが犯人 だと決まった
わけじゃな いからね」
前を向いたまま階段を下りながら、ヒナタは後ろの
フレイ ムに釘を刺した 。
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犯人一味は本物 のルビーローズ たちなのか、それ と
も本物 になりすました ダミーローズたち なのか、ＬＩ
ＳＤは断定 できないでいる 。
ただし、夜勤職員をわざわざ全員監禁した理由はダ
ミーロ ーズ犯人説では 説明できない。怪 しまれる危険
を冒して余計な手間をかける必要はないからだ。犯人
がダミーローズな ら、監禁する職員 の数は少ないほ う
が望ま しい。
その点 、ルビーローズの 容疑は濃い。
あえて全員を監禁することで、ひとりひとりの責任
が軽く なるよう配慮し たと考えられるか らだ。
「だいたい、守衛も犯人の一味かもしれないじゃん」
最後尾を下りてきた団丸が仲間たちに追いついた。
「守衛 も犯人なら、う その証言をするだ けで、手ぶら
で盗み出すからくりは一丁上がりなんだからさ」
犯人のルビーローズ一味は手ぶらで出て行ったと、
夜勤の 守衛は証言して いる。だが、その 言葉が真実だ
とは限らない。守衛も一味かもしれない。
「まさか、そんな 簡単なからくりで ？」
フ レイムはまた足を 止めると、今度 もわざわざ振り
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返った。
「トリ ックなんて、タ ネを明かせば簡単 なものさ」
「それなら先に守衛を取り調べたほうがいいので
は？」
「坊や に言われなくて も、もう保安官が やってるっし
ょ」
団丸はまた指を突き出すと、前に進めとトビネの坊
そうなの？」

やに指 示した。
「えっ？

フレイムは今度もまた一段飛ばしで階段を駆けなが
ら、先 頭のりぶたんに 大きな声で尋ねた 。
「当然だ。最後に犯人を見たのは守衛だからな」

シロ？

そ れともクロ？」

先頭でりぶたんが答える。階段を下りる足は休めな
い。
「それで結 果は？

「さあな。たぶん 、シロだろう。そ もそも守衛も一 味
なら、 守衛を叩けば犯 人は芋づる式かも しれないのだ
から、かえ って楽だ」
「じゃあ、守衛は 無罪放免されたん だ」
「うん にゃ。牢屋にい る。守衛だけでな く、夜勤職員
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はみんな牢屋の中 だぞ」
なんで？」

Ｌ ＩＳＤの保安官は さらりと言って のけた。
「ええっ？
驚いたフレイムの足が止まる。
団 丸は今度も注意し ようと手を上げ かけて、そのま
まゆっくり と下ろした。
先頭を切って階段を下りるりぶたんが足を止め、振
り返っ たからだった。
「白だとか、黒だとか、物事はそんなに簡単に割り切
れるものではない 。どちらでもない 灰色だってある 。
白の裏 側は黒だったり もする」
りぶた んは階段の下から フレイムを見上げて 話を続
けた。
「ひと が行動するとき 、そこには必ず動 機が存在する。
こうしたい、そうしたいという思いが行動を決定づけ
から

るのだ。でも、そ の思いは決してひ とつではない。 い
くつも の思いが複雑に 絡みあっている。 動機というの
は、毛糸の切れ端を集めて丸めた玉のようなものだ。
外から見れば真っ 白な毛糸ばかりで も、真ん中の一 本
はどす 黒く染まってい ることだってある 。清く正しい
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善人が、白い毛糸 にしたがって善行 を積み重ねてい て
も、最 後の最後にこの 黒い一本だけは譲 れないと、平
気で悪事を働くことだってあるのだ」
「…………」
ヒ ナタも振り返ると 上目遣いでフレ イムを見た。た
だし今回は沈黙を守って、口をはさむようなまねはし
なかった。どうや らりぶたんは、フ レイムに伝えた い
ことが あるようだ。
「動機の毛糸玉を解きほぐすのは容易ではない。上っ
面だけを見てわか ったつもりになっ てはいけない。 そ
れはと ても簡単なこと だから、ついつい やってしまう
けれど、自分で自分をいつもしっかり見つめて、気づ
かなくてはならな い」
「…… ……」
フレイ ムはおとなしく耳 を傾けている。
「ドゥードゥーを 盗んだ動機。まる で職員を助けて や
るかの ように、あえて 全員を監禁した動 機。犯人の動
機という、もつれた毛糸の玉を解きほぐしていけば、
そこに、守衛が自 ら進んで犯罪に荷 担する動機が隠 れ
ている かもしれない。 もしかしたら、守 衛だけではな
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く、すべての夜勤 職員が強奪事件に 協力するほどの 動
機が隠 されているのか もしれない」
「まさか、 そんな……！」
フレイムは絶句した。
「全員 が犯人なら、手 ぶらで盗み出すか らくりは一丁
上がりさ」
団丸がフレイムの背中に声をかけた。
「ひと の思いはひとつ ではない。本人に もわからない
ほどのたくさんの思いが絡みあって、ひとつのように
固まって見えるだ け。ＬＩＳＤの仕 事も、絵本ジャ ー
ナリス トの仕事も、根 っこは同じだ。遠 くから一個の
毛糸玉をぼんやり見るのではなく、しっかり踏み込ん
で、一本一本の毛 糸を見つめるのだ 」
「うん 、わかった。肝 に銘じるよ、ぼく 」
説教じ みた保安官の言葉 を、フレイムは素直 に受け
入れた。
「あ、 でも。だからっ て、職員さんたち がみんなして
怪しいっていうわけじゃないのよ。それに、むりやり
牢屋に入れたわけ でもないからね」
ヒ ナタがフォローし た。
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「ちゃんと了解し てもらってるの。 犯人一味は夜勤 の
っ て、お

職員さ んたちに責任を 負わせたくなかっ たみたいだか
ら、みんなちょっと逮捕されてくれない？
願いしてあるの」
「なん だ、そういうこ とかぁ」
全員逮 捕は合意の上と知 って、フレイムは胸 をなで
下ろした。
「夜勤 の職員さんたち が捕まったって聞 いたら、犯人
一味がなにか動きを見せるんじゃないかって思って、
協力してもらって るのよ」
「それ だけではないけ どな」
りぶた んが補足した。
「もしも職員の中 に犯人がいれば、 自由な行動を制 限
したこ とになる。牢屋 に入れられた不安 から、ボロを
出すかもし れない」
「でも、みんなよ く協力したよね。 ぼくなら牢屋は い
やだよ 、やっぱり」
「それは… …」
ヒナタは言葉を濁すと、冷ややかな目で一段下の相
棒を見 た。
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「ちょっぴりお願 いしただけで、み んな進んで牢屋 に
入って くれたぞ」
りぶた んはにやりと笑っ た。
「あー！」
フ レイムは声だけ荒 げて、追及はし なかった。
悪党ど もが裏でこっそり けなすことしかでき ない、
どすこい娘と呼ば れる保安官が、ど んな風にお願い を
したの か、なんとなく わかったような気 がした。
「犯人は複数犯だ。いっしょにヤマを踏んでも、動機
はそれぞれ別々。 揺さぶって、動機 という名の毛糸 玉
をほぐ していけば、た った一本の糸くず で激しく対立
することだってある。夜勤職員と守衛の全員逮捕はそ
のための一手だ。 ……職員の中に犯 人がいてもいな く
ても、 な」
りぶた んは再び階段を下 り始めた。
「いてもいなくて も？」
フ レイムはヒナタを 見た。
一味がみんな い

「職員さんの中に犯人がいたら、仲間から切り離され
て牢屋の中で動揺 するんじゃない？

っしょ なら意志を統一 できても、ひとり ぼっちになっ
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たら、もう自分の ことしか考えない でしょ？」
ヒ ナタも階段を下り 始めた。
「いなかっ たら？」
フレイムがヒナタを追いかける。
団 丸も一番後ろから ついてゆく。
通用門 から地ノ塔へと続 く螺旋階段はけっこ う長い。
どうやら、塔は地 下深くに埋まって いるようだ。
「犯人 一味は夜勤の職 員さんたちに責任 を負わせたく
なかった。だから、わざわざ全員を監禁して助けてあ
げた。もしもそう だとしたら、職員 さんたちの全員 逮
捕を知 って、一味はど うするだろうね？ 」

そうい

ヒナタ は前を向いたまま 、後ろのフレイムに 質問を
投げかけた。
「どう するって、えっ と、助けにくると か？
うこと？」
「いくらなんでも 、助けにはこない と思うぞ？」
ヒ ナタはくすりと笑 った。
「なんだよ、もう。わかってないの、ぼくだけ？」
フレイムは首を横に向けると後ろの団丸に視線を飛
ばした 。そして、階段 を踏み外さないよ うに、あわて
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て前を向いた。
「犯人 一味が仲間割れ するかもしれない のさ」
なんで？ 」

団丸が 代わりに答えてや った。
「え？
フ レイムにはよくわ からない。
「犯人一味の動機に、ずれが生じるからだ」
先頭のりぶたんが説明を始めた。
「職員 をかばってやる ことについては、 一味の動機は
一致していたかもしれない。しかし、かばってやった
のに逮捕されてし まった職員をどう するかは、別問 題
だ。お そらく、そんな 事態は予想もして いなかっただ
ろう。このまま見捨てるか否か。一味の意見が割れた
っておかしくはな い」
「逮捕 された職員さん たちをなんとかし てやりたい犯
人がいたら、見捨ててしまいたい犯人にとって、邪魔
ってことになるで しょ？」
り ぶたんの説明にヒ ナタが続く。
「そのままモメて、しっぽを出してくれるとありがた
いがな」
「うん うん」
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「……そうかなぁ 。これだけの仕事 をいっしょにや り
遂げたのに、そんな簡単に仲間割れするものかな
ぁ？」
フレイムはりぶたんとヒナタの意見に同意しかねる
ようだ 。
「ひとにはひとの道がある。なにもケンカ別れとまで
はいかなくても、 犯人たちの進む道 はそれぞれちが っ
てくる だろうよ」
「………… 」
りぶたんの言葉に、最後尾の団丸が反応した。足を
止めて 立ち止まった。
「一致団結しているなら手強いが、ちりぢりになれば
仕留めやすくもな る」
「でも ……」
ふ

フレイ ムはどうにも腑に 落ちないらしい。
「山の向こうに海 があるなら、登山 と海水浴で目的 が
ちがっても、峠までは同じ道をゆく。それはわかる
な？」
りぶたんはたとえ話を持ち出した。
「うん ……」
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「あたしたちの道 もいっしょだ」
り ぶたんの話し方が ふっと柔らかく なった。
「あたしたちはいま、こうしていっしょに行動してい
る。心の中で複雑 に絡みあった動機 の毛糸玉の、ほ ん
の一本 が同じ色に染ま っているから、み んなでいっし
ょに行動し ているのだ」
りぶたんは背中でやさしく語り続ける。
「でも 、次の瞬間には ちがう動機で行動 しているかも
しれない。今日はなかよくいっしょでも、明日には、
みんなそれぞれバ ラバラに、ちがう 道を歩いている か
もしれ ない」
りぶた んが語ったそのと き。
「！」
ヒ ナタの動きが一瞬 固まった。階段 を下りてゆく手
足の動作がぎこちなくなった。
けれども、それはほんの瞬間の出来事だった。すぐ
後ろの フレイムは気づ きもしなかった。 先頭で階段を
下りてゆくりぶたんは、ヒナタに背中を向けているか
ら、もちろん気づ いてはいない。
「…… ……」
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だが、立ち止ま って見ていた団 丸は異変に気づい た。
わ ずか一瞬ではあっ ても、ヒナタが 見せた動揺を見
逃さなかっ た。
団丸は螺旋階段の途中で立ち止まったまま、地の底
に向か う三人を見つめ た。
りぶた ん、ヒナタ、フレ イム。なかよしの三 人。い
まは同じ道を同じ 方向に進んでいる 。でも、いつか そ
の日が 来たなら、三人 はそれぞれちがう 道を進むこと
になるのかもしれない。そして、その日はもう、そこ
まで来ているのか もしれない。
み んな。
それぞ れ。
バラバラに 。
り ぶたんはそう言っ た。
――おれたちの道はここまでだ。
団丸の心に聞こえてくる声があった。
――おまえは右へ。おれは左へ。これからは別の道
をゆく。
うつむいた団丸は自分の影を見た。壁の電灯に照ら
されて 、足元に黒い固 まりができている 。
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――そんな顔するなよ。いつかこの日がくることは
わかっ ていたろ。
団丸が 立ち止まっている ことを知らない、新 しい仲
間たちは、螺旋階 段を曲がっていっ た。前にも、後 ろ
にも、 誰もいなくなっ た。
――おまえなら、その人をきっと捜し出せるさ。あ
きらめるなよ。
ディー

ひ とりっきりになっ た団丸は階段に 腰を下ろした。
ケイ

――じゃあな、 Ｄ 。縁があったら、また会おうぜ。
「……Ｋ……」
階 段に座り込んだ団 丸は、そっと静 かに手を伸ばす
と、自分の 影に触れた。
自分の道を、迷 わずまっすぐ

「あたいは、あた いの道を、しっか り前に進んでる よ。
あんた はどうなのさ？
進んでるか い？」
そうつぶやくと、怪盗団丸はなつかしそうに黒い影
をなで た。

- 113 -

２
金庫は空っぽだった。
中 になにも入ってい ないから、重く て頑丈な鋼鉄の
扉を閉める必要もない。守るべきものを失い、無用の
長物として開け放 されたままの扉が 泣いていた。
「うわ あ、なんにもな いや。全部持って ったんだね」
ではい

フレイ ムは金庫の中でく るりと体を回転させ た。
歩いて出入りできるウォークイン型の大型金庫だっ
た。中 は左右にパイプ ラックが設置され ており、見た
目ほどの広さはない。それでも、ほっそりとしたトビ
ネなら、詰めれば 十人は通路に並べ そうだ。
「あた いも」
団丸も 金庫の中に入って みた。
円形の入り口は、まるであつらえたように団丸の体
型にぴ ったりだった。
金庫の 中は入り口よりも 広いのだが、ぼって りとし
たショウジョウダ ルマが入ると通路 がふさがれて、 た
きゅうくつ

っ た ひ と り で も う 窮 屈 に な っ た。 先 に 入っ た フレ イ

- 114 -

ムが奥に押し込ま れた感じになった から、余計にせ ま
くるし く見えた。
「全部持ってかれたわけじゃないのよ」
ヒナタは金庫の出入り口に立った。
本 当はいっしょに中 に入って遊びた いのか、ピキの
太いしっぽがもぞもぞしている。
「一袋と三分の二 、残っていたの」
「半端 は置いてったの かな？」
つぶや くように言いなが ら、フレイムはラッ クにさ
わった。
鉄 のパイプを組み合 わせて、縦に二 段、横に五列と
格子状に仕切ってある。接合部にはパイプ継ぎ手を噛
ませ、ボルトで締 めてしっかり固定 している。ドゥ ー
ドゥー を詰めた麻袋を 収納するためのパ イプラックだ。
それが金庫内の左右両側に設置されているから、全部
で二十の麻袋を収 納できることにな る。
「それ で盗まれたのは 何袋なのさ？」
団丸も ラックの手触りを 確かめながら聞いた 。
「十六袋よ。なん だか帳簿がいりそ うね」
ヒ ナタは書庫へと移 動した。
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「十六ってことは さぁ……」
「マハ ラとチャパティ が八往復したのだ 」
ヒナタ と入れ替わりに、 りぶたんが金庫の出 入り口
に立った。丸い内 枠に片手をついて 体を支えている 。
手をつ いた内枠は鋼鉄 製で、大きな穴が あいている。
扉のかんぬきを受け入れる穴だ。
「マハラさんとチ ャパティさんが犯 人かどうかはと も
かく、 ひとり一袋でふ たりが八往復。全 部で十六袋を
運び出した のね」
帳簿を抱えて戻ったヒナタが、りぶたんの後ろで説
明した 。
ちょう ど目の前にりぶた んが立っていて邪魔 だ。ヒ
ナタは背伸びした り、しゃがんだり して隙間をうか が
ったが 、中に入れても らえそうな気配は なかった。
「………… 」
ふと横を向いたヒナタは金庫の扉に目をとめて、り
ぶたん が通せんぼをす る理由を察した。
全員が 金庫の中に入って 不測の事態が生じ、 扉が閉
まりでもしたらた いへんなことにな る。そんな事態 は
簡単に は起こりそうも ないが、万が一と いうこともあ
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る。四人のうち、 フレイムに団丸と 半分が金庫の中 に
入って いるのだから、 残りの半分は外に いるべきだ。
りぶたんの無言の背中がそう告げていた。
「十六袋で五億六 千万ってことはさ ぁ……」
団 丸は両手を使って ラックのひと区 画の大きさを測
った。
その団丸の次の質問を先読みして、ヒナタは帳簿を
ぺらぺ らとめくった。
よ」

が六 個しか入らない袋 だけどね」

がたった の六個しか入ら ないのなら、三

団丸は 左手を握りしめる と、拳で唇をとんと んと打
った。
一 袋に千
千五百万

の一パーセントにも満たない計算だ。
ぼくが説 明するよ！」

金 庫の奥に押し込ま れていたフレイ ムが伸び上がっ
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「一袋にいったいいくら入るのさ？」
「三千五百万

「でも、千

そして 、顔を上げるとい たずらっぽく付け加 えた。

帳 簿を見ながらヒナ タは即答した。

dd

「それ で三千五百万っ てことはさぁ…… 」

dd

dd

「はいはい、ぼく ぼく！

dd

て手を挙げた。
「ぼく は保安官助手の 先輩だからね！
よ！」
のさ 」

教えてあげる

「袋の中身はオー ロラダイヤだね。 額面百万
団 丸は坊やを無視し た。先輩の教え は必要なかった。
「………… 」
伸び上がって威勢もよかったフレイムが、一瞬でし
ぼんだ 。
「ほう。よ く知っているな 」
りぶたんは扉の内枠に手をつくのをやめて腕組みを
すると 、今度は肩でも たれかかった。
「ほんと。まるたんはフーちんとちがって、保安官助
手の講習、まだ受 けてないのにね」
ヒ ナタは一歩前に出 て、りぶたんの 隣に並んだ。
もう通 せんぼはされてい ないのだが、ヒナタ は金庫
の中に入ろうとは しなかった。
「へえ 。ほんとにあっ たんだねえ、オー ロラダイヤっ
てさ」
「どこまで知って いる？」
「なんでも聞いた話じゃさ――」
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dd

団丸は説明した 。
大きさは百
にも なる。世間にはま ったく知られて い

のダイヤとほぼ同じだが、金額は桁違い

オ ーロラダイヤは財 務管理用のドゥ ードゥーだった。
で一個百万
ない幻 のドゥードゥー だ。
噂を聞 きつけたところで 、一般のリヴリーが 呪文を
使っても生み出す ことはできない。 そもそも、オー ロ
ラダイ ヤを生み出す呪 文は「オーロラダ イヤ」であっ
て「ドゥードゥー」ではない。それに財務局の職員で
すら、事務官には 許されていない呪 文なのだ。職員 で
オーロ ラダイヤを生み 出す呪文を使える のは、財務技
官のみ。
特別な用途のドゥードゥーにふさわしく、オーロラ
ダイヤ は宝石としても 異彩を放っている 。色は透きと
おったアズールブルー。と言いたいところだが、実は
光の強さによって 色が変わるという 不思議な性質を 持
ってい る。強い光を浴 びたときは透きと おった青でも、
光が弱まってくると青い色は徐々に濃くなってゆく。
そして極め付きの現象が起こる。なんと、オーロラ
ダイヤ は発光するのだ 。
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dd dd

ある程度まわり が暗くなると、 オーロラダイヤは 突
然光り 始める。暗闇に 置いて観察すれば よくわかるの
だが、宝石の中に青白い光の玉が発生して、陽炎のよ
うにユラユラとゆ らめく。その光が 宝石のカットに あ
わせて 四方八方に照射 され、なにもない 空間がゆらめ
く青白い光でデコレーションされる。
まさに、オーロラダイヤと呼ぶにふさわしい宝石だ
った。
「でさ。額面百万のオーロラダイヤがブラックマーケ
出回っている のか？」

ットじゃ、いくら になるか知ってる かい？」
「む？
りぶた んは思わず腕組み を解いた。
財務管理用のドゥードゥーが流出したなら、それだ
でも の

けで大 事件だ。出物が 今回の強奪事件の ブツなら、さ
っそく押収して関係者を取り調べる必要がある。
「そうじゃなくっ て、昔の話なんだ けどさ。噂話に 聞
いただ けでも、マニア って奴は欲しがる じゃん。それ
で、あたいがまだ自首する前にさ。オーロラダイヤを
手に入れてくれっ ていうオファーが 、闇のブローカ ー
から舞 い込んだのさ」

- 120 -

「怪盗団丸なら盗 み出せると思った のね。それでい く
らくら いになるの？」

は 、闇で

好奇心 に駆られたヒナタ の目が輝いている。
百倍じゃ ない！」

「一億で売れると さ」
「すご い！
じゃあ、盗まれた五億六千万
になるって こと？」

「えーっ！
さばいたら五百六 十億

「あ、そっ か」

るんじ ゃない？」

まる たんのは一個だ け

一個 なら希少価値があ るから百倍で

五百六十個もある んだから、これだ け多いと値崩れ す

ね くず

売れても、盗まれたオーロラダイヤは全部で、えっと、

の値段 でしょ？

「それはちがうん じゃない？

算数はあっているが、考え方が間違っている。

坊 やのフレイムがと んでもない計算 を持ち出した。

dd

一袋に何個入るの

フレイムはばつが悪そうにぽりぽりとほっぺたを掻
いた。
「全部でそんなにあるんだ？
さ？」
「三十 五個よ」
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dd

ヒナタは帳簿を 見ながら答えた 。
「へえ 。けっこう入る じゃんか」
団丸は 上下に仕切られた ラックの棚に手を置 くと、
ぽんぽんと軽く叩 いた。
「五億 六千万なんて半 端な数だと思って たけどさ。オ
ーロラダイヤが三十五個入る袋が十六で、ちょうどそ
の数字になるんだ ねえ」
「半端 どころか、狙い すましたような数 字だぞ」
りぶた んはまた腕を組ん だ。
「奴らは一袋と三 分の二を残してい った。ブツをど こ
に運び 出したのか知ら んが、あと一往復 するだけで、
奪った金は六億に届くものを。惜しげもなく捨ててい
った。なぜだと思 う？」
「タイ ムリミットだね ？」
「そうだ。金よりも時間を優先したのだ。目の前にあ
しゅ っ

る五千万もの金を 捨てて、奴らは午 前六時に地ノ塔 か
たいきん

ら 出 て行 っ た 。正 確 に は五 時 五十 八 分 だ。 守 衛は 出
てっしゅう

退勤帳簿にそう記帳している」
「六 時 に は 撤 収 す る 予 定 で、 金 を捨 て て まで そ い つ
をきっ ちり守ったって わけじゃん。どう 見たってプロ
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の仕事じゃないの さ。ルビーローズ たちにできるも ん
かねえ ？」

もったい ぶらないでおくれ よ」

団丸は 首をひねった。
「まだある」
「なに さ？
「奪った袋は十六。残した袋は二。全部で十八の袋が
ここにはあった」
「じき に二十袋になる から、ラックが満 杯になる前に、
うまいタイミングで盗んでったってことかい？」
「うまいどころか 、絶妙のタイミン グだ」
り ぶたんは扉の内枠 にもたれかかる のをやめた。腕
は組んだまま、金庫の出入り口に仁王立ちとなって、
話を続けた。
「ラッ クは余裕を持た せて満杯にしない 規則になって
いる。十八袋が積み上がった時点で、まとめて全部廃
棄処分される」
「金庫 のドゥードゥー は最終的に処分さ れるのね」
ヒナタ は開いていた帳簿 を閉じると、両腕で 抱きし
めるように抱え込 んだ。
「たく さんのリヴリー たちが毎日いっぱ いドゥードゥ
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ーを出すんだもの 。大事に取ってお いてもしかたが な
いの」
「その話なら知ってるさ。ってことは、ここにあった
ドゥードゥーは十 七袋と三分の二だ ったから、十八 袋
になっ て廃棄処分され る直前の、一番お いしいタイミ
ングで、犯人一味はかっさらっていったってことじゃ
ん？」
「そう いうことだ」
「………… 」
団丸が沈黙した。
にご

「それ だけ内部情報に 通じてるのは、や っぱり……」
フレイ ムは最後まで言わ ずに、口を濁した。
「それはそうと、 ひとつ教えて欲し いんだけどさ」
団 丸は急に話題を変 えた。
「犯人一味はなんでドゥードゥーをゲットしなかった
のさ？」
素 朴な疑問だった。
れいし

リヴリ ーはドゥードゥー に触れることで、宝 石を形
作っている粒子を 霊子にまで分解す る能力を持って い
れい か

る。霊 化されたドゥー ドゥーは消えてな くなるように
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こんぱく

見えるが、霊子と してリヴリーの魂 魄に取り込まれ る。
せいせい

ドゥー ドゥーという呪 文はこのプロセス を逆にして、
体内で宝石 を生成する技だ 。
つまり、ドゥードゥーに触れてゲットしてしまえば、
かさば る宝石を抱えて 苦労して運び出す 必要はないわ
けだ。もともと、ドゥードゥー強奪犯が手ぶらで出て
行くのは当たり前 ともいえる。
「まっ 、あたいの知ら ない事情ってやつ があるんだろ
うけどさ」
にもかかわらず、ドゥードゥーのゲットはできない
もの、 運び出すしかな いもの、としてこ れまで扱われ
てきた。
保安官のりぶたん。副保安官のヒナタ。先任保安官
助手の フレイム。三人 には常識としてわ かってはいて
も、新任保安官助手の団丸は知らない理由があるにち
がいなかった。
「あら 、ごめんなさい 」
ヒナタ ははっとした感じ で口に手を当てた。
「別に謝らなくて もいいさ。さっき の話だと、ほん と
はあた い、講習受けな きゃいけないみた いじゃん」
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「そうなの。保安 官助手になったら 講習を受ける義 務
がある のね。いろいろ 知っておいて欲し いことがある
し。フーちんは前回受けたからもういいんだけど、ま
るたんは……」
ど うしようと、ヒナ タはすがるよう なまなざしをり
ぶたんに向 けた。
ヒナタは副保安官だ。りぶたんと対等の相棒ではあ
っても 、公式には補佐 職に就いている。 相棒として、
ヒナタが勝手に決めていいこともあれば、補佐として、
勝手に決めるわけ にはいかないこと もある。
りしゅう

保 安官助手を任命す る権限はヒナタ にはない。同様
に、保安官助手に履修が義務づけられている講習をど
さいりょうけん

うす る か 、 そ の 裁 量 権 も ヒ ナ タ には な い 。す べ て は
りぶた んが決めること だ。
なぜな ら、保安官として 選挙で選ばれたのは 、りぶ
たんなのだから。
「いま はのんびり教え ている暇はない。 すでに実地研
ずいじ

修の形で講習は始まっているものと心得よ。場当たり
的ではあるが、随 時習得していくよ うに」
腕 組みをして仁王立 ちのどすこい娘 が、しかと言い
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渡した。
ふ んぞり返っていば るような態度で も、ミミマキム
クネには不思議と似合っていて、いやな感じはしなか
った。
「ラジ ャー！」
団丸は 敬礼をした。
どうやら自分なりにまじめに誠意を見せたつもりの
ようで 、胸を張り、シ ョウジョウダルマ のお腹まで無
理に引き締めた。それはそれで、姿勢を正したものと
理解はできるが、 無理なものはやっ ぱり無理だった 。
引 き締めたばかりの 団丸のお腹が、 勢いもよくリバ
ウンドした。戻ってきたお腹は、なんだかちょっぴり、
前よりも太って見 えた。
「くす くす」
ヒナタ はこらえきれずに 笑い声を漏らした。
「はいはい、ぼく ぼく！」

いろいろ教えてあげる

金 庫の奥に押し込ま れたままのフレ イムが勢いを盛
り返した。
「ぼくは先輩だからね！
よ！」
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フレイムは後輩 ができて、うれ しくてたまらない よ
うだ。 裏の世界では経 験も豊富なその後 輩に、ついさ
き おく

っきオーロラダイヤの件で無視されたばかりだという
のに、気後れする 様子はまったくな い。
「うむ 」
「やったぁ！
実はねっ――」

あのね、実はね――」

りぶた んがフレイムの指 導を許可した。
「そう なの！
先生役 はヒナタのお気に 入り。
トビネの坊やに役目を譲り渡す気はさらさらなかっ
た。
ドゥー ドゥーを出したり ゲットしたりは日常 的によ
く行われるが、地 ノ塔では公金を扱 うから禁止せざ る
を得な い。そこで特殊 呪文ゲット・ジャ マーを塔内全
そがい

体にかけてある。ジャマー系のこの技は、ドゥードゥ
ーの霊化獲得能力 を阻害する機能を 持つ。そのため 、
地ノ塔 ではドゥードゥ ーにさわっても自 分のものとし
てゲットすることはできない。
ちなみにゲット・ジャマーがかかっていても、ドゥ
ードゥ ーの呪文は使え るし、ふつうにう んちをするこ

- 128 -

とも可能だ。これ らはドゥードゥー が増えるのだか ら、
厳しく 対処する必要は ない。もっとも就 業規則で禁止
されており、処罰の対象ではある。だから、地ノ塔に
はトイレが設置さ れている。うんち を我慢できなく な
ったら 、トイレで出し て、財務局のトイ レ番に預ける
ことになっ ている。
さらにもうひとつ。
オ ーロラダイヤは財 務管理用のドゥ ードゥーとして、
その用途も限定されている。一時的に金庫で保管し、
あとは廃棄処分と 決まっている。リ ヴリーたちが霊 化
こう れいか ぞくせい

してゲ ットする必要は まったくないわけ で、初めから
抗霊化属性のドゥードゥーとなっている。
業務上の都合でオーロラダイヤを霊化獲得する必要
が生じ たならば、その ときにはやはりオ ーロラダイヤ
専用の呪文 が必要となる。
すなわち、財務技官のように呪文を使える立場でも
ない限 り、オーロラダ イヤは生み出すこ とも獲得する
こともできないという、きわめて特殊な宝石なのだ。
ゆえに、犯人一味も袋を背負って運び出すよりほか
に手は ない。
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「――というわけなの」
邪 魔をされないよう に一気に説明す ると、ヒナタは
満足そうに 微笑んだ。
「…………」
先 輩面して後輩を指 導するという、 念願の役目を横
取りされたフレイムは、ショックで口をパクパクさせ
た。
「じゃ あさ。その財務 技官とやらが犯人 の一味なら、
手ぶらで盗み出すからくりは一丁上がりじゃん。って
ブ ラックマーケット でちびちび売

いうかさ、財務技 官がいないとオー ロラダイヤは換 金
できな いっしょ？

りさばいたんじゃさぁ、初めは高く売れたって、すぐ
夜勤 職員の中に技

に事情を見透かさ れて買い叩かれる だろうしさ。足 も
つくじ ゃんか。で、ど うなのさ？
官はいなか ったのかい？」
「オーロラダイヤ を取り扱うほどの キャリア技官が 、
真夜中 に眠いのをこら えて働いたりはし ない。連中の
勤務時間は九時から五時までだ」
りぶたんは皮肉を込めた。
「昼はえらいさんでも、夜は泥棒かもしれないじゃ
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ん」
ちくいち

うかが

「肝心 の呪文は財務局 長が握っているか らな。キャリ
ア 技 官 と い え ど も、 逐 一 お 伺 い を 立 てて 呪 文を 授 か
って、初めて使う ことができるのだ そうだ。そして 呪
文を使 える時間は一時 間にも満たないと いう。犯人一
味が財務技官を仲間に取り込んだところで、役には立
たん」
「？」
団丸は 不思議そうな顔を した。
「あのね、オーロ ラダイヤの呪文は 特別なの」
帳 簿を抱きかかえた まま、ヒナタが 説明した。
「局長さんが腕章に呪文を吹き込んでね、その腕章を
授かった技官さん がオーロラダイヤ を取り扱うんだ け
ど、で も、腕章に吹き 込まれた呪文はじ きに消えちゃ
うのね」
「へえ、そんな形 の呪文もあるんだ 。ＬＩＳＤのバ ッ
ジやワ ッペンをつけて ると、プロテクシ ョンゾーンも
フリーパスっていうのと、似たようなもんかねえ？」
団丸は右手の親指を立てると、左胸に貼り付けたワ
ッペン を指さした。
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「うーん。似てな いけど、似てる… …かな？」
ヒ ナタは苦しそうに 愛想笑いを返し た。
ジュ リエットだよ？

財務局長は！

「だったらさぁ、その局長が一番怪しいじゃんか」
「えーっ！
理リヴ の！」
フレイ ムが大きな声を出 した。

管

どっ ちもおんなじ管理 リヴなんだか

「ルビーローズが 怪しいんなら、ジ ュリエットだっ て
怪しい っしょ？
らさ」
ちがう のかい？」

団丸の発言に、なにやら気まずい空気が流れた。
「なん だい？

「……微妙に、ちがうみたいなのよね。管理リヴ委員
会はトップの組織 だから、わたした ちＬＩＳＤには よ
くわか らないんだけど ……」
「ミューミュー派とルビーローズ派に分かれてるって、
ぼく、聞いたこと あるよ」
フ レイムにもようや く、うんちくを たれる機会が巡
ってきた。
「情報源はちょっ と明かせないけど 、ミューミュー 、
しゅきゅうは

ジュリ エット、プーケ 、ダークヤグラの 守旧派と、ル
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かいしんは

ビーローズ、マハ ラ、チャパティの 改新派が二大派 閥
なんだ って。あとの管 理リヴはどっちつ かずで中立を
保っている らしいよ」
「なにさ、それ。 派閥争いじゃん。 管理リヴも人の 子
なんだ ねえ」
「……争いにはなってないみたいだけど」
ヒナタがぽつりとつぶやいた。
「ミュ ーミュー派が圧 倒的に支配的なの だそうだ」
りぶた んにはおもしろく ない話題と見えて、 不快感
を隠そうとはしな かった。
「ルビ ーローズは食糧 局の局長だ。チャ パティはそこ
の副局長。マハラにしても、アイテム類を担当する経
済産業局の局長と いう立派な肩書き を持っている。 だ
が、三 人とも自分のシ ョップに入りびた りで、実務は
事務次官に丸投げしている。……要職を担うほどの気
概を持ち合わせて いないのか。それ とも、やりたく て
もやれ ない理由がある のか」
「三人とも、局長さんの肩書きは名前だけっていう噂
よね。名誉職じゃ ないのにね」
聞 かれて困るような 相手はいないの に、ヒナタは声
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を潜めて続けた。
「食糧 局も経済産業局 も、財務局長のジ ュリエットさ
んが裏で取り仕切っているそうよ」
「ふーん。まっ、 えらいさんだろう となんだろうと ジ
ュリエ ットが犯人なら さ、手ぶらで盗み 出すからくり
は一丁上が りじゃん」
「それがちがうの よね」
ヒ ナタは首を振って 否定した。
「ジュリエットさんはわざわざ強奪しなくても、オー
ロラダイヤを廃棄 するときに処分し たふりをして、 着
らんよう

服すれ ばいいのよね。 なんてったって財 務局長なんだ
もの。職権濫用すれば、危ない橋を渡る必要なんかな
いんだから」
「そう いやそうだわね 」
敵 対派閥のルビーロ ーズ派をつぶす た

言われ て団丸も納得した 。
「わかった！
めに罪 を着せたんだ！ 」
フレイ ムが元気よく発言 した。
「ジュリエットさ んの派閥のほうが 段違いに強いら し
いから 、そこまで追い 込まれてないと思 うのね」
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「じゃあ、ルビー ローズ派が、強く てかなわない敵 対
派閥をつぶすために――あ、無理があるや」
フレイ ムは途中で自分の 意見を放棄した。
「そうね、無理が あるよね」
ヒ ナタはこくりとう なずいた。
「ルビーローズさんがジュリエットさんの足を引っ張
ろうとして事件を 起こしたのだとし ても、なにも自 分
を犯人 に仕立てて、わ ざわざ疑われる必 要はないもの
ね」
「うーん、むずか しいや。怪しいの は結局全部、管 理
リヴか ぁ」
フレイ ムはベレー帽を脱 ぐと、顔の前でうち わのよ
あお

うにぱたぱたと煽 った。
「そう とも言いきれん 」
りぶた んは腕組みをほど くと、もう用はない とばか
りに金庫に背を向 けた。
「なに も犯人は管理リ ヴだと決まったわ けではない。
職員という線も捨てきれないし、職員ですらないのか
もな」
隣 のケージ室に向か ってりぶたんは 歩きだした。
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「いまから探す？ 」
ヒ ナタはあわてて帳 簿を書庫に戻し に行きながら、
歩み去ってゆく相棒に聞いた。
「うん」
「大仕 事よね」
帳簿を 戻したヒナタは小 走りで相棒を追いか けた。
「でも、ほんとに あるかな？」
「探せ ばわかるよ、ヒ ナたん」
「そだね」
ふたりの声が遠のいてゆく。
「…… ……」
「………… 」
金庫の中に取り残された団丸とフレイムは、顔を見
合わせ た。
声もか けずに出て行った ふたりは、これから なにか
を探すのだという 。いよいよ本格的 にＬＩＳＤの捜 査
が始ま るようだ。
あたいらを置い てかな
ぼくた ち、保安官助手な んだぞ！」

「ちょっと 待ってってばさ ！
いでよ！」
「そう だよ！
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太めのショウジ ョウダルマと、 細めのトビネ。
で こぼこコンビのふ たりは大あわて で金庫から飛び
出すと、りぶたんとヒナタの跡を追った。
３
捜索が始まった。
こんせ き

隠 し扉はないか。抜 け穴はないか。 どこかにトリッ
クの痕跡が残されてはいないか。デスクを動かしては
き ゃ たつ

床を調べ、キャビ ネットをずらして は壁を調べる作 業
が始ま った。脚立に乗 って天井も調べて 回る。
もちろ ん、隠し扉や抜け 穴があると決まった わけで
はない。しかし、 犯人一味が手ぶら で出て行ったと い
う守衛 の証言を信じる なら、どこかにか らくりがある
はずだ。
だから、捜索する。
調 べて空振りに終わ ってもなにも困 りはしない。隠
し扉も抜け穴もないとなれば、次のステップに移るだ
けだ。
守 衛がうそをついて いるのかもしれ ない。やはり、
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犯人の仲間なのか もしれない。そう ではないとして も、
席を外 したり、居眠り をしている間に、 ルビーローズ
一味が奪ったドゥードゥーを堂々と通用門から運び出
したかもしれない 。守衛の腕章にス リープ・ジャマ ー
がかけ られているから といって、本人の 自然な居眠り
までは防止 できない。
けんぎ

怪しいのは守衛だけではない。夜勤職員たちの嫌疑
が晴れ たわけではない 。財務技官だって 容疑者だ。な
んらかの方法で授かった呪文の効力を伸ばし、呪文が
切れたはずの頃合 いに何食わぬ顔で オーロラダイヤ を
ゲット したということ もありうる。財務 局長のジュリ
エットが犯人という線だって考えられなくはない。
ルビーローズ一味。守衛に夜勤職員。財務技官に財
務局長 。そして、いま だ捜査線上に浮か んではいない
者ども。
ドゥードゥー強奪犯が何者であるにせよ、いまＬＩ
ＳＤに できることは、 可能性をひとつひ とつ消してゆ
くことだけ 。
だから、捜索する。隠し扉や抜け穴を調べる。犯人
一味を 最後に目撃した 守衛の証言から、 洗ってゆくの
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だ。
「下の 階はほんとに調 べなくてもいいん だね？」
脚立の 上でフレイムが念 を押した。

なにか、なん

捜索は地下二階からのスタートだった。
「下に は金庫しかない からな」
「それに一番最初に調べてあるもの」
りぶたんとヒナタが答えた。
「でも 、なにを探せば いいんだろう？
て曖昧な指示だと、探しにくいよ」
さと

「そんなことじゃ 保安官助手は務ま らないぞ」
ヒ ナタはやさしく諭 した。
捜索は 、バラバラに手分 けするのではなく、 全員が
ひと固まりになっ て行われた。
古 参のヒナタと新参 の団丸がコンビ を組んでいる。
ふたりで力を合わせて、オフィスを埋めているデスク
を動かす。壁を覆 い隠しているキャ ビネットも動か す。
障害物 を移動させては 床や壁を丹念に調 べる。
フレイ ムは脚立に乗って 天井を調べている。 身軽な
トビネにうってつ けの役目だ。楽な 作業だと初めは 喜
んだフ レイムだったが 、すぐに無駄口が 多くなった。
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重い物を動かさな いから気楽な作業 に思えるが、顔 を
上げて ずっと天井を見 ているのはきつい し、手を上げ
くず

っぱなしだと腕が疲れて苦痛だ。しかも、気を抜けば
バランスを崩して 脚立から落っこち そうになって危 な
い。
りぶた んは目を光らせて いる。
別にさぼっているわけではない。その証拠に、仲間
たちも 文句は言わない 。
地ノ塔 は、重要拠点とし て地下に隠すように 建築さ
れている。塔内に はリヴリーアイラ ンドの管理機関 が
集中し ている。
最上級 機関の管理リヴ委 員会がある。ドゥー ドゥー
を管轄する財務局 もある。アイラン ド全土を担当す る
国土交 通局に、アイテ ム類を任されてい る経済産業局。
バイオレコードは厚生労働局が、フードは食糧局がみ
ている。ほかにも 、呪文を開発する 部門もあれば、 モ
ンスタ ーの脅威からリ ヴリーアイランド を守る部門だ
ってある。
これら多くの機関が機密を取り扱っているから、捜
索も慎 重になる。手違 いがあってはなら ない。
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りぶたんはなに もしないのでは なくて、保安官と し

空気 を入れ換えるた め

て、捜 索作業を監督す るという重責を果 たしているの
だった。
「ねえねえ、この 換気口は？
に外につながってるんだから、けっこう怪しくな
い？」
天井を調べるうちに換気口に行き着いたフレイムは、
また手 を止めるともっ ともらしい無駄口 を叩いて小休
止した。
地ノ塔には窓がない。窓があっても換気はできない。
土砂や 地下水が流れ込 んでくるだけだ。 そのため、空
気がよどむことのないようにと、換気扇を回して強制
的に空気を入れ換 えている。排気口 から汚れた空気 を
吐き出 し、吸気口から 新鮮な空気を取り 込んでいる。
外部につながる穴はあるわけだ。
「それは気にしな くていい」
「換気 扇を止めて、お おもとを調べてあ るもの」
りぶた んもヒナタもちら りと見ただけで、換 気口に
はまったく興味を 示さなかった。
「そっ か。換気扇、止 めたって言ってた もんね」
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小休止の理由も あっさりと退け られ、フレイムは し
かたな く天井を調べる 作業に戻った。
結局、 地下二階には隠し 扉も抜け穴もなかっ た。怪
しく思えるような ものは、なにも見 つからなかった 。
動かし たデスクやキャ ビネットはそのま ま放置して、
ＬＩＳＤの一団は上の階に移動した。
「またおんなじこ とするのかぁ」
フ レイムはぼやいた 。
「これこれ。お仕事なんて、そんなものよ」
ヒナタがなだめる。
「毎日 おんなじことの 繰り返しなんだか ら。昨日はお
花屋さんで、今日はお医者さんだったりしたら、いつ
までたっても一人 前にはなれないぞ 」
「でも 、ぼく。昨日は 絵本ジャーナリス トで、今日は
保安官助手 なんだけど」
フレイムがつぶやいた。
「あら まあ」
ヒナタ は自分の失言に気 づいた。
「だから、いつま でたっても坊やな のさ」
団 丸がからかった。
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ぽっちゃり三人娘 でなかよくし

りぶたんとヒナ タがどっと笑っ た。
「なん だよ、もう！
ちゃってさ ！」
むくれたフレイムが、レディに言ってはならないこ
とを口 にした。やはり 、坊やのようだ。
「なんです ってぇーっ！」
真っ先に声を荒げたのはヒナタだった。
グラマーなだ

ぽっちゃりっていうのは、こういうの

「わた しはぽっちゃり じゃないから！
けだから！
っ！」
ピ キがミミマキムク ネのお腹をビシ ッと指さした。
「ちがっ！ 」
りぶたんも大声を出した。
グラマーなだ

ぽっちゃりっていうのは、こういうのだ

「あた しはぽっちゃり じゃないから！
けだから！
っ！」

ミ ミマキムクネがシ ョウジョウダル マのお腹をビシ
ッと指さし た。
「ちがっ！」
あ わてた団丸はきょ ろきょろとあた りを見回したが、
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ぽっちゃり三人娘 の三番手とあって 、もう押しつけ る
相手は いなかった。
スイマ ーなだ

ほんとはほら、逆三角形の体なのさ

「あたいはぽっちゃりじゃないから！
けだから！
っ！」
そう叫 ぶと、団丸は胸を 張ってお腹をむりや り引き
締めた。ショウジ ョウダルマの丸っ こい体が水泳選 手
のよう に、見事な逆三 角形となった。け れども、無理
なものはやっぱり無理だった。それにお腹を引き締め
たところで、すぐ に元に戻るのは金 庫の中で実証済 み
だ。
「くくっ… …」
限界を迎えた団丸はうめき声を漏らすと、力を抜い
た。む りやり引き締め られたお腹が一気 にリバウンド
くず

した。せっかくの逆三角形も、大きく崩れてただの三
角形になった。頭 を頂点にして、底 辺のヒップライ ン
は一直 線だ。
ショウ ジョウダルマがお むすびになった。
それを見たりぶたんたちが爆笑した。
くず

前 よりも体型が崩れ てしまった団丸 は大あわてで、
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お肉を寄せて上げ て、元の丸っこい 体に整えた。
仲 間たちの笑いが加 速した。
りぶた んは思わず、相棒 の背中を叩いた。
叩かれたヒナタは、膝の力が抜けてその場にしゃが
み込ん だ。笑い転げる 寸前でなんとか踏 みとどまって
いる。
フレイムは片方の手で腹を抱え、もう片方で自分の
膝を叩 いた。
笑いの 渦に引きずり込ま れた団丸も、自分の ことな
のに笑わずにはい られなかった。
腹 の底から込み上げ て、体の外にま で突き抜けてゆ
く笑い声が、たまった疲れを吹き飛ばした。
「さて。仕事に戻 るぞ」

ぬぐ

一 段落したところで 、保安官がうな がした。
「うん」
ヒナタは笑いすぎてにじんだ涙を指先で拭いながら、
立ち上 がった。
思わぬ 形でリフレッシュ したもにょもにょ団 は捜索
を再開した。
地 下一階でも、なに も発見できない 状態が続いたが、
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とある小部屋に入 った瞬間。全員が 違和感を覚えた 。
フロア の隅っこに追い やられたような、 小さな部屋だ
った。
「冷たいな」
り ぶたんは足を止め た。
部屋の 空気がはっきりと 冷たい。肌で感じる ほどの
ちがいがある。
「ほん とだ。なんで、 この部屋だけ空気 が冷たいんだ
ろう」
部屋の中を見回したフレイムは団丸と視線があった。
「通用 門に立ったとき にさぁ」
団丸が 口を開いた。
「螺旋階段の入り 口からさ、冷たい 空気が湧き水み た
いにわ いてたじゃん。 湧き水はどっかか ら水が流れて
くるわけだよねえ。じゃあさ。通用門の冷たい空気は
どこから流れてき たのさ？」
「…… ということは」
フレイ ムは団丸からりぶ たんへと視線を移し た。
りぶたんは、うんとうなずいてから号令した。
「かか れ！」
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「さあ、みんな！
う！」

ここがゴールよ！
こぶ

がんばろ

ヒナタ は両手を叩いて仲 間を鼓舞すると、真 っ先に
キャビネットに歩 み寄った。部屋に 入ってすぐ左に あ
るキャ ビネットだった 。
フレイ ムは少し離れた場 所で脚立を開いた。
団丸はヒナタに従った。
キ ャビネットにはペ ンや帳簿などの 事務用品が陳列
おもむき

されていた。どれも新品のようだ。部屋全体に、なん
購買部？」

だか文具店のよう な 趣 があ る。
「この 部屋なにさ？

キャビ ネットに手をかけ ながら、団丸はりぶ たんに
質問した。
ようど

「総務 局の用度室だ」
「ヨード？ 」
団丸は聞き返した。
「購買 部みたいなもの だが、品物を売っ ているわけで
はない。ここにそろえてある事務用品や消耗品は無料
で配られるのだ」
「だからって、好きなだけもらえるわけじゃないの
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よ」
ヒ ナタが補足した。
「局ごとに予算が割り振られていて、予算内でしか渡
してもらえないの 」
「予算 だって。お役所 らしいや」
脚立に 上りながらフレイ ムが茶化した。
「ふーん」
自 分から質問してお きながら、もう 関心をなくした
のか、団丸は気の抜けた返事をした。

せーのっ」

フロアの奥ま ったところにあっ たら不便よ。

「それに購買部だ ったら、みんなが いつも利用する で
しょ？
……用意は いい？

ヒナタの掛け声にあわせて、キャビネットがわずか
に浮い た。と同時に、 壁から少しだけ離 れた。
「あっ、風 」
ずらしたキャビネットの裏から冷たい風が吹いてき
た。耳 を覆う長い毛が 生えているおかげ で、ピキは空
気の流れを敏感にキャッチできる。
「なんかでっかい 穴があいてるじゃ ん」
壁 にぺたりと頬を寄 せた団丸は、キ ャビネットの裏
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じゃ、こ れ。ずっとあっち まで動かすか

側をのぞき込んだ 。
「ほん と？
らね。フー ちんも手伝って 」
「ラジャー」
副 保安官の指示を受 けたフレイムは 、脚立から降り
ると力仕事 に加勢した。
りぶたんは部下たちの作業を見守った。
事 務用品を陳列した キャビネットが ゆっくりと壁か
ら離れてゆく。電灯の明かりが届く。確かに大穴があ
いている。壁のレ ンガが何個も抜き 取られて、菱形 の
穴とな っている。幅も 高さも、犯人の一 味と目されて
いるマハラの大きな体がくぐり抜けるには充分なサイ
ズだ。
り ぶたんは穴の前に 立った。しゃが んでのぞき込ん
だ。穴の奥までは電灯の明かりも届かないのでよく見
えないが、確かに 風が吹き出してく る。ミミマキム ク
ネの長 い耳の毛が、風 に吹かれてかすか に揺れている。
「どう？」
キャビネットを邪魔にならないところまで移動させ
たヒナ タは、りぶたん の背後に立った。 腰をかがめて、
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しゃがんだままの 相棒に頭の上から 声をかけた。
「うん 」
りぶた んは生返事で振り 返ると、体を大きく 傾けて
背後のヒナタをよ け、用度室の入り 口に目を移した 。
そのま ま、視線をドア の上へと走らせる 。
ドアの 上には通気孔が設 けられていた。換気 口では
なくて通気孔だ。 小さな穴がいくつ もあいたパネル が、
ドア枠 の上部にはめら れている。用度室 の空気を、廊
下の空気と入れ換える仕組みになっている。
「？」
ヒ ナタはりぶたんの 視線を追った。
フレイ ムと団丸も通気孔 を見た。
「そうか、自然対 流だったか」
り ぶたんはつぶやい た。
「なになに ？」
ヒナタが説明をうながす。
「電灯 で暖められた空 気が上に昇って通 用門から抜け
てゆく。減った空気を埋めようと、地底の冷たい空気
が穴から吸い込ま れて入ってくる。 自然対流だな」
り ぶたんは右手で天 を指し、それか ら同じ手で壁の
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穴を指した。

通用門

「だか らこの部屋の空 気は冷たくて、通 用門にも冷た
い空気が湧 いていたのね」
上に昇るのは 暖かい空気なんじ ゃ？

ヒナタは小さくうなずいた。
「え？
の空気は冷 たかったけど？ 」
フレイムが聞いた。
「感じ 方のちがいよ。 外から見たら冷た い空気でも、
中から見たら暖かい空気なのね」
「あ、なるほど」
「用度 室は小部屋だか らな。換気口では なく、通気孔
になっている。ドアを閉じていても空気は流れるわけ
だ。しかし、換気 扇を止めずに強制 対流のままにし て
いたら 、穴の発見は少 しは遅れたかもし れんな」
「それはないと思う。こんなに大きな穴なのに」
ヒナタが笑いながら首を振った。
「じゃ 、中を見よっか 」
ヒナタ はハンドライトを つけた。
薄ぼんやりとした明かりがヒナタの両手に灯る。限
定技の 結束の光によく 似た感じの明かり だったが、ゆ
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いま

らめいて目障りに 感じることはなか った。それに、 両
手の光 がつながること もなかった。
「なにそれ ？」
ハンドライ トっていうの」

団丸が驚いてヒナタのそばに寄った。
「これ ？
「そんな技 があるんだ？」
「うん。あのね、 地ノ塔は地下にあ るでしょ？
それで緊急時に手元が明るくなるようにって、

は電灯 で明るいけど、 停電したら真っ暗 になるじゃな
い？
この技が用意され たの。非常灯って わけね」
「あた いもそれ、使え る？」
「もちろんよ。まるたんは保安官助手なんだもの。呪
文はそのままハン ドライトね」
「…… ……」
団丸は 教わったばかりの 呪文を念じた。
手のひらが明かりに包まれた。団丸は手のひらを何
度も返 して、両手に灯 る光を物珍しそう に眺めた。
「先に見る ぞ」
りぶたんは雑談には加わらずに、ハンドライトをつ
けた手 を壁の穴の中へ と差し入れた。左 手を床につい
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て体を支え、頭を 穴の中に突っ込む 。
「犯人 の痕跡があるな 」
穴の中 を見回したりぶた んは、ハンドライト の明か
りを頼りに現場検 証を始めた。
「床に つもったほこり に足跡が残ってい る。何度も出
ぬぐ

入りしたな。たくさんの足跡だ。壁には、ほこりを拭
ったような跡が見 える。犯人が担い だ麻袋でこすっ た
のだろ う。壁のほこり が拭い取られて、 線を引いたよ
うになっている。高さのちがう二本の線だ。つまり、
身長の異なるふた りの犯人が、麻袋 を担いでここを 通
った」
「マハラとチャパティだね！」
フレイムが少し興奮している。
「ダミ ーマハラとダミ ーチャパティかも 」
ヒナタ が反論する。
「強奪したブツを ここから運び出し たということは 、
ひとけ

夜勤職 員をわざわざ全 員監禁した理由も 察しがつくな。
いくら人気のない未明とはいえ、金庫からここまでを
八往復もすれば、 誰かに見られるだ ろう。だったら い
っそ全 員を監禁してし まえ、というわけ だ」
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「それなら、ダミ ーローズ犯人説も 成り立つよね」
ヒ ナタはうれしそう だ。
犯人一 味は大胆にも、地 ノ塔で夜間勤務中の 全職員
を監禁するという 暴挙に出ている。 金庫室に誘い出 す
などの 手間と暇をかけ 、怪しまれて抵抗 される危険を
冒してまで、あえて全員を監禁したのはなぜか。ＬＩ
ＳＤではその真意 を測りかねていた 。ダミーローズ 犯
人説で はリスクを負う 説明がつかない。 そこで、職員
をかばおうとしたと、ルビーローズ犯人説に傾いてい
た。
し かし、地下一階の 用度室に抜け穴 が見つかったこ
とで、ようやく理由がわかった。地下三階の金庫室か
ら麻袋を背負って 運ぶのに、誰にも 見つからないよ う
祈って すませるわけに はいかないからだ 。
「これ以上はハンドライトでは無理だな。暗すぎる」
「どれどれ」
ヒ ナタはりぶたんの 隣にしゃがんで 床に両手をつい
た。そして、わざと体を相棒にぶつけて自分のスペー
スを作り出すと、 隙間から穴の中を のぞいた。
「ほん とだ。暗いね」
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えいぜん

ヒナタはすぐに 立ち上がると手 を払った。
「ちょ っと、わたし。 営繕まで行ってく る」
「ん」
穴から頭を抜いたりぶたんは、制帽を脱いで汚れが
ついて いないかどうか 確認した。
「営繕って、オーロラライト？」
フレイムがヒナタに聞いた。
「うん 。借りてくる」
「ぼくも手 伝う」
ふたりは連れだって、用度室から出て行った。
「あの さぁ。ちょっと 聞いてもいいかな ぁ？」
ヒナタ とフレイムを無言 で見送った団丸が遠 慮がち
に聞いてきた。
「うむ 」
りぶた んは穴のそばに座 り込むと、両足を投 げ出し
て壁にもたれかか った。どうやら休 憩するつもりの よ
うだ。
「ってかさ。まとめていくつも聞きたいんだけどさ
ぁ」
「かま わんぞ。おまえ は研修中なのだか らな。遠慮は
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いらん」
保 安官助手になりた ての団丸はいま 、実地で研修を
受けている。なにも知らないのだから、聞きたいこと
が山ほどあるのは 当然だった。
「オー ロラライトって なにさ？」
自分だ け立っているのも 変なので、団丸もそ の場に
座り込んであぐら をかいた。
「工業 用のオーロラダ イヤを加工して作 った照明器具
だ」
「工業用？」
「そう だ。財務管理用 のオーロラダイヤ を廃棄処分す
る過程で、ドゥードゥーとしての価値をゼロにしたも
のだ。そのままで は幻想的な光で、 照明として実務 に
は不向 きだからな。加 工して調光器を取 り付けてある。
石を板状にカットしてカンテラ風の容器に入れたり、
棒状に削りだして 懐中電灯風の容器 に詰めたりして 使
うのだ 」
「へえ」
「カンテラも懐中 電灯もどちらもオ ーロラライトだ が、
区別す るためにカンテ ラのほうはオーロ ラランプと呼

- 156 -

んだりもする。実 際、板状に加工さ れたオーロラダ イ
ヤの中で、青白い炎が燃えているように見えるから
な」
「そっちのほうが 非常灯に便利じゃ ん。ハンドライ ト
よりも さ」
「うむ。それで、オーロラライトを非常灯として設置
する工事が決まっ ていて、いま営繕 が工程表を作っ て
いると ころだ」
「エーゼン って？」
「国土交通局の営 繕室だ。わかりや すくいうと、修 繕
屋だな 」
なにこ

「ふーん。あとさぁ、さっきから気になってたんだけ
どさ。レンガの中に草が生えてるじゃん？
れ？」

すぐ

あぐら をかいていた団丸 は四つんばいになっ て、壁
の穴ににじり寄っ た。
なんか、もろそう」

「って いうかさ。この レンガ、枠だけじ ゃん？
に割れるん じゃないの？

壁のレンガは菱形の穴から断面をのぞかせている。
中が空 っぽの構造が丸 見えとなっている 。
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ちょうど、消し ゴムの紙ケース を立てたような感 じ
だ。消 しゴムのケース は正面と裏面、そ れに側面が紙
でできているが、消しゴム本体を出し入れする上面と
底面にはなにもな い。内部はがらん どうだ。壁のレ ン
ガも似 たような作りに なっている。
もっと も、紙のように薄 くはなくてしっかり 厚みも
ディーエルシー

シーエフシー

エム

あるし、強度も申 し分のない素材で できている。
「 そ れ は Ｄ Ｌ Ｃ ― Ｃ Ｆ Ｃ ― Ｍ レン ガ だ 。簡 単 に割 れ
たりはしな いぞ」
「なにそれ？」
「ダイ ヤモンドライク コーティング・カ ーボンファイ
バーコンポジット・モノコックレンガ」
なにやら小難しそうな横文字を、りぶたんは早口で
並べ立 てた。ただ、本 人も意味まではよ くわかってい
ないのか、 棒読みだった。
「……レンガでい いじゃん」
「…… そうだな」
場の空 気がちょっぴり陰 った。
「で、なんで草が 生えてるのさ？」
気 を取り直して、団 丸は質問を続け た。
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「レンガの中じゃ ん？

壁の中じゃ ん？」

枠 だけのレンガの中 に、植物が生い 茂っているのは
実に奇妙な光景だった。レンガの枠の中ということは、
壁の中に生えてい ることになる。
そ もそも壁の中は穴 だらけだ。消し ゴムの紙ケース
に例えるなら、ふたつのケースを立てて並べて、その
真ん中に別のケー スを立てるという 積み方になって い
る。上 の段と下の段は そろわずに、互い 違いになるわ
けだ。
この積み方だと、レンガの穴は上から下まで一直線
につな がるだけでなく 、斜めにもつなが る。そればか
りか、水平方向にも波打つ曲線でつながってしまう。
つまり、壁を構築 しているすべての レンガが穴でつ な
がるこ とになる。
はんも

その穴 に謎の植物が生え ている。壁の中で繁 茂して
いる。
壁 の穴は菱形だ。頂 点から末広がり で、肩幅ほど開
いてからは尻すぼまりになっている。菱形の底に向か
うレンガは階段状 で、断面がのぞい ている。レンガ は
空洞に なっており、そ こに黒い植物が生 えている。
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くき

のぞけば、曲が りくねった茎が 何本もレンガの内 側
に張り ついているのが 見える。上のレン ガへと伸びて
いたのだろうか、切断された茎が真新しい切り口を見
せている。空洞の 中には黒い葉っぱ も茂っている。
「さわ ってみろ」
「………… 」
団丸は黒い植物にさわってみた。
茎 も葉も、植物にし ては異様に硬か った。
「鉄のツタ だ」
たい しんせ い

たいかじゅうせい

手を伸ばしてりぶたんも黒い植物に触れた。
は

「耐震 性と耐荷重性を 向上させるために 、穴のあいた
レンガの中に鉄のツタを這わせてある。ツタだからレ
ンガに張りつく。 鉄だから簡単には 折れない。複数 の
茎が曲 がりくねって生 えているから、曲 げる力にも強
い。鉄のツタは、鉄筋よりも優れた建材なのだ」
「これがそうなん だ。地下牢獄にも 使われてるやつ っ
しょ？ 」
「そうだ。あそこはここよりもっと深いからな」
「でも、こんな硬 いもの、どうやっ て切ったのさ？ 」
鉄 のツタは、ところ どころですっぱ りと切断されて
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いる。
さ

せんてい

ぞう

「専用 の剪定バサミが ある。それを使え ば切るのは造
作ない」
鉄のツタをさわっていた団丸は、壁の穴のさらに奥
へと手 を伸ばした。
壁のす ぐ向こうにもうひ とつ、壁がある。二 重にな
っている。
「手前 が内壁で、奥の は外壁だ」
綿？」

わた

外壁も 内壁同様に、菱形 に穴があいている。
「これはなにさ？

団 丸は綿のような白 いものを引っ張 りだした。外壁
と内壁の間にたくさん詰められている。
「ロックウールだ 」
り ぶたんは壁に伸ば していた手を引 っ込めた。腕を
組み、目をつぶり、うつむく。壁にもたれて両足は投
げ出したまま、仮 眠でもするかのよ うな姿勢だ。し か
し口だ けは休まずに、 新人を指導し続け た。
「岩を溶かして作った綿だ。ザラメを溶かしてふわふ
わの綿菓子を作る だろう。あんな感 じだな。元は岩 だ
から燃 えないし、水に も強い。長持ちも するから、ロ
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ックウールは断熱 材にうってつけな のだ。ふわふわ の
綿が空 気を包み込むか らな」
地下水の水漏 れ

「なんかそれ、聞いたことある。じゃあさ、こっちの
ゴムみたいなのは コーキングだね？
防止っ しょ？」
内壁の 外側に塗りたくら れている半透明の物 質を、
団丸は指差した。 同じものは外壁の 両側にも塗られ て
いる。
「おしいな。それは水密シールドだ」
目を閉じたまま見もせずに、りぶたんは回答した。
「水密 ……」
「ここは地の底だ。地上なら水漏れ防止はコーキング
で間に合うだろう 。流れ落ちる水が 染み込まなけれ ば
それで いいのだからな 。しかし、地下で はそうはいか
ない。水は溜まって地下水となる。水位が上昇すれば、
地の底はそのまま 水の底と化す。水 圧は半端じゃな い
ぞ」
「そんなに すごいんだ？」
「ゴムホースをく わえて風呂の底に 横になってみろ 。
ホース で息ができるは ずなのに、空気は 吸えない。た
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空 気が流

かが風呂の深さでも、水が重くて胸が圧迫されるの
だ」
「へえ。でもさ、水入ってこないじゃん？
どっかに通じて るわけっしょ？

じゃあさ、な

れ込んでくるってことは、この穴は抜け穴なんじゃ
ん？
んで地下水は穴から入ってこないのさ？」
「なかなかいい質 問だな」
目 を閉じ、うつむい て休憩している りぶたんが、口
とうすいそう

たいすいそう

だけでにやりと笑った。なんだかうれしそうだ。
「このあたりは透 水層だ。帯水層ま では余裕がある 。
壁に穴 があいても、被 害はおしめり程度 だ。そうは言
っても、大雨などで地下水位が上昇することはありう
る。だから、三重 の防壁に五重の水 密シールドで防 護
してい るのだ」
「三重に、 五重？」
団丸は指をさして数えた。壁は内壁に外壁で二重。
水密シ ールドは内壁の 外側と、外壁の両 側で三重。と
いうことは――。
「まだひとつ、壁 があるんだ？」
外 壁のさらに外側に も壁があれば、 計算はあう。
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「そのとおり。地 ノ塔を取り囲むよ うに、外周を防 護
壁で覆 っている。壁は 、内壁、外壁、防 護壁の三段構
えだ」
「穴の奥に見える 壁はちがうっしょ ？」
団 丸はハンドライト をつけた手を、 穴の奥へとさら
に伸ばした 。
外壁の向こうにも壁が見える。
「あれ は隣の部屋の壁 だよねえ。左の壁 は廊下だし。
防護壁は右のほうにあるんだろうけど、暗くて見えな
いんだ？」
穴 の中に頭を入れて 、団丸は左右を 見回した。
「そうだな。それであっている」
「ひとつの壁でふ たつの部屋を仕切 るんじゃなくて さ、
わざわ ざ部屋ごとに壁 を設けてあるんだ ？」
「壁も柱も、多いほうがいいからな」
「さっき言ってた、耐震性と耐荷重性とかってや
つ？」
「うむ」
地ノ塔が 重いってこと？」

「耐震性はわかる んだけどさぁ、耐 荷重性ってどう い
うこと さ？
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おもし

「塔も重いが、重 しも重い」
り ぶたんは休憩をや めて、立ち上が った。
「遅いな、 ふたりとも」
「重し？」
団 丸も立った。
「通用門から続く螺旋階段は、妙に長かっただろ
う？」
顔 だけを団丸に向け てそう言うと、 りぶたんはドア
へと向かっ た。
「それはあたいも 思ったけど……」
「あの 空間に重しがあ るのだ。地ノ塔が 浮いたりしな
いようにな 」
「浮くって、地ノ 塔が？」
団 丸は驚いた。地下 にある建物が浮 くなどとは考え
たこともな かった。
「鉄の固まりも、 薄く延ばして箱に すれば、水に浮 く。
浮力と いうのはバカに できないものだ」
「水って、 地下水？」
「そうだ。地下水 が上昇すれば、浮 力が発生する。 地
ノ塔が 浮いてしまって は困るから、重し を乗せてある
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し、グランドアン カーも打ち込んで ある。この塔は 、
ただの 鉄筋レンガ造り ではないのだぞ。 モルタルだっ
て、ハイドロ・ポリマーモルタルを使っているくらい
だからな」
そ こまで説明して、 りぶたんは用度 室のドアを開け
た。

たいへん！

オーロラライトがない

ドアを開けると、ちょうどヒナタが駆け戻ってきた
ところ だった。
「りぶたん！
の！」
ヒ ナタが叫んだ。
「全部盗ま れてるっ！」
大きな声で報告するヒナタの息が荒かった。
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第四章

アウターゾーン
１

みんなでフレイムを待った。
オーロラライト の盗難を知った副 保安官のヒナタ が
機転を きかせて、保安官 助手のフレイム を事務所まで
走らせてい る。夜間の出動に備 えて保安官事務 所にも
支給されているオー ロラライトを取 りに行かせたの だ。
過去 になにかと問題 のあったＬＩＳＤ は、重要拠点
である地ノ 塔に事務所を開設す ることが許され ていな
い。そのため、Ｇ ＬＬ城内のプロテ クションゾーン に
事務所 を構えていた。
ビーワン

ＧＬＬ城 で最も往来の激 しい玄関ホールの、 真下。
かつて「ＧＬＬ 城Ｂ１地下倉庫 」と呼ばれた場所 。
そこ に、ＬＩＳＤの 事務所はあった 。
「おまたせ ー」
ぼろぼろのワー クバッグを抱え て、フレイムが戻 っ
てきた 。
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バッグの中にカ ンテラが見える 。人数分のオーロ ラ
ライト をずだ袋に入れ て運んできたのだ とわかる。そ
れにしても、油汚れなどが染みついた小汚いバッグだ。
「…………」
な にさ、それ。きっ たないバッグだ ねえ。もう捨て
ちゃえばいいじゃん――いかにもそう言いたげな顔で、
団丸は口を開いた 。だが、汚いバッ グでもまるで気 に
しない 仲間たちの姿を 見て、団丸はキッ と口を結ぶと
言葉にはし なかった。
まかな

ちょうぜいけん

いまのＬＩＳＤが貧乏なのは、周知の事実だ。
も ともとＬＩＳＤに は諸経費を 賄 う ために 徴税 権

が付与されている。必要な資金は税として取り立てる
ことで確保する。 ところが、先代の 保安官が制度を 悪
かこく

用して 苛酷に取り立て て、私腹を肥やす という事件を
起こした。先代だけでなく、同様の事件は過去に何度
となく繰り返され ている。
そ こで、りぶたんは 保安官に立候補 したときに、徴
税権の返上を公約に掲げた。選挙参謀を務めたヒナタ
の提言を全面的に 採用し、税金を取 り立てないこと で
とくしょく

汚職を なくそうと 、
「徴税返上・ 涜職 根絶」のスロー
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ひめん

ガンを打ち出した 。
お

先 代の保安官を罷免 に追い込んだリ コール運動はヒ
ナタが主導していたこともあって、そのヒナタが推す
りぶたんは、圧倒 的な支持を得て保 安官に選ばれた 。
たまわ

選 挙 前 か ら 、 ど す こ い娘 の 異名 を 賜 っ て人 気 があ っ
たことも有 利に働いた。
りぶたんは親友として、リコール運動のリーダーで
あるヒ ナタのボディガ ードをしていた。 演説中のヒナ
いっ

タを襲撃しようとした暴漢をぶちかまし一発で沈めて、
かつ

その場に居合わせ ながらなにもしな かった保安官を 一
喝し、 壇上から拳を突 きつけた。

悪徳保 安官への宣戦布告 ともいえる、このと きの出
来事が多くの人々に賞賛されて 、「どすこい娘」が誕
生した のだった。
徴税権 を返上したために 保安官事務所の開設 資金に
も事欠いたりぶた んとヒナタは、管 理リヴ委員会に 掛
じゅうき

けあっ て「ＧＬＬ城Ｂ １地下倉庫」の専 有許可を得た。
しかもそれは、ゴミ扱いされていた倉庫内の什器備品
もまるごと全部、 もらい下げるとい うものだった。
みが

ほ こりをかぶった古 い机も、磨けば 光る。脚の折れ
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つ

た椅子だって、接 げば定まる。倉庫 のゴミも、資金 難
のりぶ たんたちには宝 の山だった。
そんな ふたりの清貧活動 をフレイムが報道し ている。
字を読むのが苦手 なリヴリーたちの ために、絵本で わ
かりや すく伝えている 。
油汚れ が染みついていて どれほど汚くても、 ぼろぼ
ろのワークバッグ は、汚職とも腐敗 とも決別して生 ま
れ変わ った新しいＬＩ ＳＤの象徴なのだ 。
それを 捨てろだなどと、 とても言えない。
だから団丸は口を固く結んだのだった。
「ご苦 労」
りぶた んは短い言葉でフ レイムをねぎらって 、ワー
クバッグを受け取 った。
仲 間たちを手招きし て近寄らせると 、一番上のカン
テラをフレイムに渡し、次のカンテラを団丸に渡した。
そして、バッグの 底から拾い上げた 二本の懐中電灯 は
ヒナタ と自分のものと した。
「最初にあ たしが入る」
りぶたんは一同を見回した。
「二番 目は団丸だ。す ぐあとに続け」

- 170 -

「ラジャー！」
団 丸は敬礼をした。 表情はあくまで も真剣だった。
「三番目はフレイムだが、安全を確認して呼ぶまで穴
の外で待機しろ。 中には入るな」
「ラジ ャー！」
フレイ ムもまじめな顔で 敬礼をした。
くすく す」

「ヒナたんはしん がりを頼む」
「ラジ ャー！
ヒナタ はうれしそうに敬 礼をすると、忍び笑 いを漏
らした。どうやら 、助手たちの間で 流行っている返 事
をまね したくてしかた がなかったようだ 。
「勝手に動くな。常に二人一組で行動しろ。いいな」
「ラジャー！」
三 人の部下たちが声 をそろえた。そ して、ひとりだ
け小声でく すくすと笑った 。
「よし、行くぞ」
い の一番にりぶたん は、なにが待ち 受けているかも
わからない危険な穴へと入っていった。
「次、あたい」
団 丸がりぶたんに続 いた。
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壁の穴を抜ける とせまい空間に 出た。用度室の壁 と、
きゅうくつ

隣室の 壁とにはさまれ ている。横幅のあ る団丸にはい
ささか 窮屈 だ。
オーロラライトのおかげで、あたりは明るい。
けん

足 元はレンガだった 。鉄のツタが入 っているから堅
ろう

牢でしっかりしている。室内とちがって床板などはな
く、一面に塗られ た水密シールドが 剥き出しになっ て
じゅうたん

いる。 半透明の水密シ ールドはゴム状で 柔らかい。そ
のため、歩 くとふかふかの 絨毯 の ような感じがし た 。
天井のレンガも水密シールドが剥き出しになってい
る。床 とのちがいはほ こりのつもり具合 だけだ。
水密シ ールドは壁にも塗 られていた。降りか かるよ
うにして壁につも ったほこりを、拭 い取った跡があ る。
ドゥー ドゥーの詰まっ た麻袋を担いだ犯 人が、幅のせ
まい通路を抜けようとして、袋で壁をこすったのだろ
う。高さのちがう 二本の線が、両側 の壁のところど こ
ろに引 かれている。目 測では、マハラと チャパティの
身長に合致 する。
りぶたんはせまい通路を進んで、地ノ塔を取り囲む
防護壁 に向かった。ハ ンドライトよりも 明るいオーロ
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ラライトのおかげ で、防護壁が破ら れているのは見 え
ている 。内壁や外壁と そっくり同じに、 菱形の穴があ
いている。
その穴の向こう側まで、オーロラライトは照らして
くれる 。地の底なのに 平らな地面が見え る。どうやら
トンネルが掘られているようだ。
用心深く防護壁に近づいたりぶたんは、腰をかがめ
て穴の 中をのぞいた。 オーロラライトが 土の壁を照ら
し出す。正面は壁だった。トンネルは地ノ塔に平行す
るように掘られて いた。
り ぶたんは壁の穴に そっと顔を入れ た。懐中電灯を
握りしめた手をトンネルに入れて、左右を確認した。
調光器で強化されたオーロラライトのまばゆい光が
地底の 闇を押し戻す。
大きな トンネルだった。 金庫破りのために掘 ったと
は思えないほどの 規模だ。幅も高さ も余裕がある。 巨
漢のマ ハラが何人も並 んで全力疾走でき そうなほど、
広くて高い 。
トンネルの左側は防護壁に沿ってしばらく直線に進
み、急 角度で右に折れ ていた。オーロラ ライトが突き
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当たりとなる土の 壁を照らしている 。
右 側は防護壁から離 れるように、ゆ るやかな左カー
ブを描いていた。直線に近いゆっくりとしたカーブだ。
オーロラライトの 光も届かなくなっ た先で、暗闇が 待
ちかま えている。
明かり の届く範囲に、障 害物やトラップのよ うなも
のは見当たらなか った。代わりに、 予想もしなかっ た
ものが 見つかった。
トンネ ルの右側。防護壁 にあけられた穴の近 くに、
レンガが整然と積 み上げられていた 。内部が空洞の 、
枠だけ のレンガ。ＤＬ Ｃ―ＣＦＣ―Ｍレ ンガだ。
ほかに もいろいろと置い てある。バールや、 鉄のツ
せんてい

かい

タの剪定バサミな どの工具がある。 水密シールドの 分
はさい ようざい

離除去 剤もあれば、ハ イドロ・ポリマー モルタルの界
めん はくり ざい

面剥離剤に、ＤＬＣ―ＣＦＣ―Ｍレンガの破砕溶剤も
ある。これらはす べて破壊のための 道具だから、壁 に
穴をあ けた現場に放置 してあってもおか しくはない。
は

その証 拠に、ゴミ捨て場 のような区画には破 壊され
た建材がまとめら れている。剥がさ れてぼろぼろに な
せつごう

った水 密シールド。レ ンガを接合する力 を失ったハイ
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ドロ・ポリマーモ ルタル。粉々に砕 かれたＤＬＣ― Ｃ
ＦＣ― Ｍレンガ。切り 落とされた鉄のツ タ。
破壊の 道具と、破壊され た建材。強奪事件の 現場に
ふさわしいといっ ても過言ではない 遺留品だ。
だ が、しかし。破壊 されていない完 全品のレンガが
積み上げてあるのはおかしい。破壊の現場にふさわし
くない。よく見れ ば、おかしいのは レンガだけでは な
い。水 密シールドのボ トルや、ハイドロ ・ポリマーモ
ふ んむ

き

ルタルのチューブが、何本も新品で用意されている。
ボトル噴霧器にチ ューブガンと、シ ールドやモルタ ル
を塗る のに必要な工具 もある。壁から抜 き取ったロッ
クウールは再利用するつもりのようで、捨てずに保管
せいちよう

されている。鉄の ツタの 生長 促進剤 まで置いてある 。
つ まり、補修道具一 式がそろえられ ているのだ。
「……奴らは元どおりに直す気だったのか」
予想外の成り行きに、りぶたんは思わずつぶやいた。
破壊し たあとを律儀に 修繕する強奪犯な ど、聞いたこ
ともない。
「なにがさ？」
団 丸が後ろから声を かけた。団丸に はトンネルの状
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況は見えないから 、なにもわからな い。
「あと でまとめて説明 する。ここで待て 」
りぶた んはトンネルに体 を入れた。
トンネルの右側は、オーロラライトの光も届かなく
なるほ ど先まで見通せ る。しかし、左側 はすぐに突き
当たりとなり、右に折れている。角を曲がった先がど
うなっているのか 、そこまで確認し ないことには、 安
全とは 言えない。
「二人一組で行動しろって言ったじゃん」
待て って言うんなら待 つけどさ、あ

「そこの角を見て くるだけだ」
「どこ の角さ？
たいもそっちに行って――」
「よせ！」
り ぶたんは強い口調 で制止した。

プロテクションゾ ーンとはちが

「ここはアウターゾーンだ。なにが起こるかわから
ん」
「アウ ターゾーン？
うのかい？ 」
「プロテクション ゾーンはＬＩＰＳ でしっかり管理 さ
れてい る。プロテクト されているから、 好き勝手に移
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動できないだけだ 。しかし、ここは ちがう」
「どう ちがうのさ？」
「アウターゾーンはＬＩＰＳに登録されていない、未
知の空間だ。つまり――」
り ぶたんはいったん 言葉を切ってか ら続けた。
「人跡未踏というわけだ。……犯人一味を除けばな」
「じゃあさ。この 壁からそっちはシ ステム上、存在 し
ない場 所ってことかい ？」
団丸は 防護壁にあいた穴 に手をかけた。
壁の穴をはさんで、ふたりの会話は続く。
は

「そう いうことだ。お まえがなにかと経 験豊富なこと
はわかっている。神出鬼没で正体不明として名を馳せ
プロテ クションゾー

た怪盗だったのだ からな。だが、ア ウターゾーンに 足
を踏み 入れたことはあ るのか？

ンに忍び込むのとはわけがちがうぞ」
「……うーん。正 直、なんとかゾー ンとか言われて も、
あたい にはよくわかん ないんだよねえ。 あたい、生ま
れつきマインドウォールが効かなくてさぁ」
団丸は沈んだ声で話した。人捜しのためにあえて犯
罪者に なったと、フレ イムのアトリエで 告白したとき
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と似たような雰囲 気だった。
「マイ ンドウォールが 効かないだと？」
りぶた んは驚いた。と同 時に、怪盗団丸が神 出鬼没
だった理由を知っ た。
呪 文を使ったリヴリ ーたちが、知ら ない場所にも安
全にテレポートできるようにとＬＩＰＳが用意されて
いる。しかしなが ら閉鎖区域には移 動させられない と
して、 ＬＩＰＳにプロ テクトをかけたプ ロテクション
ゾーンが存在する。そのプロテクションゾーンには特
殊呪文マインドウ ォールがかけられ ている。
マ インドウォールは 、リヴリーたち が呪文を使わず
に自分の足でプロテクションゾーンに入り込んだりし
ないように、精神 に直接作用する特 殊な呪文だ。そ れ
が効か ないのであれば 、プロテクション ゾーンは出入
り自由とな る。
プロテクションゾーンから姿を現し、プロテクショ
ンゾー ンに姿を消せば 、神出鬼没のから くりが完成す
るわけだ。
「そうか、わかっ た。興味深い話だ が、いまは後回 し
だ。穴 から顔だけ出し て、監視を頼む。 あたしはそこ
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の角まで偵察して くる」
「ラジ ャー」
保安官 の指示に、団丸は それ以上逆らわなか った。
りぶたんが動くと、団丸が顔を出した場所はすぐに
暗くな った。りぶたん の持つオーロララ イトは指向性
のある懐中電灯型だ。前は照らせても、後ろは照らせ
ない。
顔 だけ出せとの指示 には逆らって、 団丸はオーロラ
ランプをトンネルに入れた。カンテラ型のオーロララ
イトは遠くまで照 らせないものの、 四方をまんべん な
く照ら す。明るくなく ては、監視の任は 果たせない。
団丸は 、右に左にと視線 を動かした。右を向 いては
暗闇を凝視し、左 を向いてはりぶた んの背中を見つ め
る。
そのり ぶたんが曲がり角 に近づく。
団丸は一層の注意を払う。
お 辞儀をするように 頭を下げて、曲 がり角の奥をり
ぶたんが用心深くのぞき込む。
「！」
り ぶたんがのけぞっ た。

- 179 -

オーロラライト の明かりを地面 に向け、のぞいた 先
を照ら さないようにし た。
せいたい

だが、 次の瞬間には意を 決したように大きく 踏み込
み、曲がり角の向 こう側に正対した 。両手を構えて 戦
闘態勢 に入った。オー ロラライトの明か りも、まるで
それが武器であるかのように、まっすぐ向けた。
「……！」
り ぶたんの行動から 異状を察知した 団丸は声を出そ
うとして、すんでのところで呑み込んだ。
団丸には曲がり角の向こうがどうなっているのか、
状況が つかめない。り ぶたんが沈黙して いる以上、声
を出すべきではない。安易に声を出してしまえば、逆
にりぶたんを危険 にさらすことにも なりかねない。
えんご

団 丸は両腕を穴の中 に入れて、いつ でも援護に飛び
出せるよう 準備した。
戦闘態勢に入ったりぶたんは、じりじりと前に進ん
だ。構 えは解かずに、 曲がり角の向こう 側に集中して
いる。
りぶたんが前に進むのにあわせて、団丸も少しずつ
体を穴 の中に入れた。 肩が入り、脇が入 り、ついに上
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半身がトンネルに 入り込んだ。
「…… ……」
無言の まま、りぶたんが 構えを解いた。戦闘 態勢は
解除された。
り ぶたんはふだんと 変わらない様子 ですたすたと歩
きだし、曲がり角の向こう側へと消えた。そして、す
ぐに戻ってきた。
ど うやら安全を確認 したらしく、戻 ってくるのに後
ろを気にする様子はなかった。
団丸の肩から力が抜けた。地面に向けて、ふぅと吐
いた息 で土ぼこりが舞 った。
「なんだっ たのさ？」
団丸は戻ってきたりぶたんに聞いた。
「まと めて説明する。 後ろのふたりを呼 んでくれ」
そう言 うと、りぶたんは 額の汗を拭った。
冷たい空気で満たされている地の底が、暑いわけは
ない。 りぶたんが拭っ たのは冷や汗だっ た。
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２
もにょもにょ団が地底トンネルに勢揃いした。
ヒ ナタもフレイムも 、トンネルの規 模に目を見張っ
た。
それから、地面に整然と並べられた遺留品の数々に
目を奪 われた。
壊され て捨てられた古い 建材がある。補修の ために
用意された新しい 建材がある。工具 類もそろってい る。
大金を 強奪して手ぶら で出て行った犯人 一味が、大量
に残していった遺留品だ。これらから、犯人一味の意
く

図が少しは酌み取 れる。
「トン ネルを使って、 手ぶらで盗み出し たからくりは
わかったけど、どうして壁を直そうとしたのかな？」
ヒナタは鉄のツタの生長促進剤を手に取った。逆手
しゃこう

に握っ た懐中電灯型の オーロラライトで 小瓶を照らす。
いかに も化学薬品が入っ ていそうな、味気な い遮光
びん

瓶だった。茶褐色 のガラスで光をさ えぎるようにな っ
ている 。ふたはスポイ トを兼ねている。
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壁の補修などで 鉄のツタを切り 落としたら、スポ イ
しゃだん

けんこうせい

トを使 って切り口に生 長促進剤を滴らせ る。あとは壁
あんごうせい

をふさいで光を遮断すれば、嫌光性植物である鉄のツ
タが光合成ならぬ 闇合成をして伸び てゆく。
生 長促進剤がなくて も鉄のツタは伸 びるのだが、鉄
だけに生育は遅い。早く茂らせてレンガに固着させ、
早期に安全を確保 するためには、生 長促進剤の使用 は
補修作 業に欠かせない 工程だ。
しかし 、だからといって 、ドゥードゥー強奪 犯がそ
こまで懇切丁寧に 修繕するのはおか しな話だった。
「この トンネルを完璧 に隠すつもりだっ たんだよ。証
拠隠滅にもなるし。トンネルの存在がバレなかったら、
次の機会にまた使 うことだってでき るよ」
そ れ以外に考えられ ないと、フレイ ムは自信たっぷ
りに答えた 。
「あるいは、単純 に地ノ塔が大事だ ったか」
り ぶたんは異論を唱 えた。
それだと内 部犯行の疑いが濃 くなるよね。で も、

「大事な塔だから、ちゃんと修繕しようとしたってこ
と？

どうし てせっかく道具 を用意したのに、 直さないで放
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置しちゃったんだ ろう？
るとか ？」

まさか、 いまから直しに く

フレイ ムは仲間たちを見 回した。
犯人一味は朝の六時に地ノ塔を出ている。破った壁
を修繕 するならするで 、早いうちにすま せるのが道理
だ。昼飯時になってから、のこのこ直しに舞い戻ると
は到底考えられな い。
「もう 来ないと思うな 、わたし。いまか らじゃ遅すぎ
るもの。きっとなにか、予想外の出来事が起こって直
しに来れなくなっ たのね」
ヒ ナタはそう言うと 、ちらりとりぶ たんの顔を見て
から付け加 えた。
「夜勤の職員さん たちをみんな逮捕 しちゃったこと と、
関係あ るかも」
ＬＩＳ Ｄは夜勤職員をひ とり残らず逮捕して いる。
正確には逮捕した のではなく、逮捕 されたように見 せ
かける ために、協力し てもらっている。
犯人一 味は職員に罪が及 ばないように配慮し たよう
だから、わざと逮 捕することで犯人 の動揺を誘うと の
名目で 、職員には半ば 強制的に牢屋に入 ってもらった。
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その結果、職員 の自由な行動は 制限されることと な

オーロ

った。 もしも職員の中 に犯人がいたとし たら、壁を直
しに戻りたくても戻れないわけだ。
「それにしても、 すごいトンネルね 」
ヒ ナタは改めてトン ネルを見回した 。
「地ノ塔を造ったときの坑道かなにかかな？
ラダイヤを運び出 すために掘ったに しては、無駄に 立
派よね 」
ヒナタ は両手を広げた。 トンネルは幅も高さ も余裕
があって、体を大 きく見せても窮屈 な感じはまるで し
なかっ た。
「いや、坑 道ではない」
「ちがうの？」
り ぶたんがきっぱり と否定したので 、ヒナタは不思
議そうな顔 をした。
「もうひとつ、見 せるものがある。 こっちだ」
り ぶたんは曲がり角 に向かって歩き だした。
団丸は 待ちかまえていた かのように、すかさ ずりぶ
たんに続いた。
「？」
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ヒナタとフレイ ムは顔を見合わ せた。
防 護壁に沿ってまっ すぐ進むと、す ぐにトンネルは
直角に曲が って右に折れた 。
りぶたんは曲がり角で足を止め、横を向いて角の向
こうに オーロラライト の光を当てると言 った。
「トンネルを掘ったのはこいつらだ」
それを聞いて団丸が駆けた。
つ られて、ヒナタと フレイムも駆け だした。
角を曲 がると、トンネル は半分近くふさがっ ていた。
目の前に大きな障 害物がある。
くい

ま るく盛り上がった 黒い点がふたつ 。その下から飛

新種？」

び出した茶色い棒がふたつ。太い杭の並んだ焦げ茶色
の柵がふたつ。
その正体は――。
「……モン スターじゃん」
団丸がうめいた。
「…… 死んでるのよね ？

緊張し ているのか、ヒナ タの声が妙に甲高い 。
「……これ、モグ ラコオロギだよ」
フ レイムがかすれた 声をしぼりだし た。

- 186 -

障害物の正体は 巨大な昆虫だっ た。未知のモンス タ
ーだ。
ブルド ーザーのバケット のような、どでかい 前脚を
突き出した状態で 、オケラが死んで いる。胴体はト ン
ネルの 奥へと横たわっ ていて正確な大き さはわからな
いが、トンネルを半ばまでふさいだ前脚と顔だけで、
巨体だとわかる。
死 骸でも、モンスタ ーを目の前にす ればふるえがく
る。ましてや、どれほど凶暴なのか想像もつかない未
知のモンスターと なればなおさらだ 。
ま るく盛り上がった 黒い目で、目の 前の獲物を見つ
めているような気がする。目の下から飛び出した触角
はいまにも動き出 しそうだ。杭のよ うな突起のある 前
脚で襲 われたならば、 リヴリーはひとた まりもないだ
ろう。
「モグラコオロギ ？」
り ぶたんは小首を傾 げてフレイムを 見た。コオロギ
なら知っているが、モグラの意味がわからない。
「うん、大先輩の ボンドさんに教わ ったんだけどね ―
―」
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フレイムは説明 を始めた。
絵 本ジャーナリスト のフレイムにと って、リヴリー
タイムズ社のボンドは憧れの人だった。
「ミュラー博士の いる人間界にはモ グラという生き 物
がいる んだって。オケ ラと同じように土 の中で暮らし
ているんだけど、そのモグラの前脚と、オケラの前脚
はそっくりなんだ って。地面に穴を 掘るのに最適な 形
しゅうれん

ってこ とで似通ったわ けだけど、全然ち がう生き物な
の に よ く 似 た 姿 形 に な るこ と を、 収斂 進 化 って 言 う
んだよ。……でも 、モグラやモグラ コオロギの話は 聞
いたけ ど、こんな新種 モンスターの話は 聞かなかった
なぁ。あのボンドさんが知らないんだもん。きっと犯
人は偶然このトン ネルを見つけたん だね」
「それ はちがうな」
りぶた んは首を振った。
「そんなに都合の いい偶然など、あ りはしない。偶 然、
新種の モンスターがい て、偶然、地ノ塔 まで穴が掘ら
れていて、偶然、夜間無人の用度室まで穴は延びてい
て、偶然、オーロ ラダイヤを盗み出 すのに便利だっ た。
とでも 言うのか？」
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くどいくらいに 、りぶたんは偶 然という言葉を口 に
した。
「偶然と必然が折り重なって、このトンネルはできて
いる。なるほど、 モグラコオロギの 誕生は偶然だっ た
ろう。 なにも犯人一味 が生み出したわけ ではあるまい。
発見したのも偶然だったにちがいない。だが、地ノ塔
地下一階の用度室 に向けてトンネル を掘ったのは、 偶
然では ない。これは必 然だ。犯人一味が モグラコオロ
ギを手なずけるか操るかして、トンネルを掘らせたの
だ。オーロラダイ ヤを強奪して運び 出すためにな」
「でも 、そんな簡単に 手なずけたり操っ たりできる？
こんな に大きなモンスタ ーなのよ？」
ヒナタはモグラコオロギにこわごわ近づいた。
「ふつ うのモンスター とはちがうみたい だよ、ヒナた
ん。だって、こいつ。スズメバチに襲われて死んだみ
ほんと？」

たいだから」
「えっ ？

ヒナタ が驚いて振り返っ た。
モンスターはモンスターを襲わない。スズメバチに
ジョロ ウグモ。オオカ マキリにタガメ。 オニヤンマに
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か

イトトンボ。モン スター同士で争っ ているところな ど、
誰ひと りとして見たこ とがない。
「こいつは背中の、羽の付け根のところを咬み裂かれ
ている。羽を突き 破って、腹部にま で達する刺し傷 も
ある。 傷口から見て、 やったのはスズメ バチだ。どこ
かで襲われ、ここまで逃げてきたところで、毒が回っ
て死んだのだろう 」
「じゃ あさ。このモン スターはスズメバ チのエサって
ことじゃん ？」
団丸はモグラコオロギの脇に回り込んだ。爪先立ち
で背伸 びをして、オー ロラランプを高く かざす。確か
に咬み裂かれたむごたらしい傷口が見える。透明な体
液が傷口からにじ み出し、体をつた って地面まで滴 り
落ちて いる。
「捕まえて、咬み砕いて、肉団子にして、幼虫のエサ
モン スター同士なの に

モグラコオロギはリヴリーを襲わない

にしようとしたわ けじゃん？
さ」
「わかった ！
んだ！」

フ レイムはりぶたん の真横に並ぶと 、モンスターの
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死骸を指さしなが ら、たったいま思 いついたばかり の
考えを ぶちまけた。
「体格はモンスター並みだけど、性格はおとなしいん
だ。ただ大きいだ けの虫なんだよ。 だからスズメバ チ
はモグ ラコオロギをエ サにしようとする し、犯人一味
は手なずけたり操ったりできたんだよ」
「いきなり大胆な 仮説だな」
「でも 、説明はつくよ 」
じゅんしょく

「あくまでも仮説にすぎん。自信があるからといって、
盲信はするな。 殉職 者 は出した くない。モグラコ オ
ロギを 見つけても、う かつに近寄るんじ ゃないぞ」
りぶた んはオーロラライ トを握る手で、フレ イムの
ほかにもまだ いるってこと？」

胸をトンと突いた 。
「え？

「そうだ。よく見ろ。こいつはトンネルよりも小さい。
穴を掘ったのはも っとでかい奴だ」

せ いくら

「ああ 、それで。トン ネルを掘ったのは こいつらだっ
て、複数形 だったのね」
ヒナタはモグラコオロギの死骸と背比べをした。
た とえ性格がおとな しくても相手は モンスターだ。
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死んでいなければ 、顔の前に立つ気 にはなれない。 モ
グラコ オロギの顔はヒ ナタよりもずっと 大きい。生き
ていれば、頭から丸かじりにされそうな恐ろしさがあ
る。
「事件 の概要も、だい たい見えてきたな 」
「そうね」
ヒナタはモグラコオロギから離れると、りぶたんと
フレイ ムのそばに寄っ た。
場の空 気を読んで、団丸 も戻ってきた。
「犯人一味はモグ ラコオロギを発見 した。それが、 す
べての 始まりだろう」
りぶた んが静かに語り始 めた。
「目撃報告は一件 もなく、噂すら聞 かないのだから 、
モグラ コオロギの発見 場所は近場ではあ るまい。誰に
も見られない場所。おそらくは、怪物密林の奥深くだ
ろう。怪物の森で は近すぎる。かと いって、ミュラ ー
山脈を 越えたのでは、 はるかに遠すぎる 」
りぶた んの推理に、部下 たちはだまって耳を 傾けた。
「一味の規模は三 人以上としかわか らないが、これ だ
けのヤ マを踏むのに、 事前になにひとつ として情報を
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漏らさなかったと ころをみると、統 制の行き届いた 集
団であ るにちがいない 。少数で、精鋭だ と思われる」
「………… 」
ヒナタがコクリとうなずいた。
相 棒の同意を得たり ぶたんはそのま ま話を続けた。
「精鋭とはいえ少ない人数で、ＬＩＰＳに頼ることの
たんりょく

できない未踏査の ジャングルに分け 入るとは、悪党 な
が ら 恐 れ 入 っ た 胆 力 だ 。た だ 者で は な いな 。 小役 人
ごときにできる芸当ではない」
「じゃあ、やっぱり――」
口 をはさんだフレイ ムを、ヒナタが 肘で小突いた。
「続けて、 りぶたん」
かえり

「犯 人 一 味 が な ぜ 、 危 険を 顧 み ずに 、 怪 物密 林 に 足
を踏み 入れたのかは置 こう。どのような 目的があった
にせよ、地ノ塔へのトンネルを掘るために、存在する
おも む

かどうかもわからない未知のモンスターを探索しに
赴 い た り は し な い だ ろ う 。 こ い つ を 見 つ け た の は、
あくまでも 偶然だ」
りぶたんはモグラコオロギにライトを当てた。
すべ

「そし て、一味はこい つを操る術を会得 した。モンス
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ターであるにもか かわらず、スズメ バチに襲われた と
いうこ とは、この新種 はいささか毛並み がちがうよう
だ。フレイムの言うように、リヴリーを襲わないのか
もしれない。とな れば、調教もやっ てやれないこと は
ないだ ろう」
仮説を 取り上げられて、 フレイムは自慢そう に胸を
張った。
「一味 がモグラコオロ ギを利用しようと 血道を上げた
動機なら、問わずともわかる。モグラコオロギを使え
ば、地底のトンネ ルが手に入る。安 全な地下に、専 用
道を思 うがままに張り 巡らすことができ るのだ。怪物
密林にいかなる用があるのか知らんが、専用道さえあ
れば行き来する時 間を短縮できる上 に、隠密行動も 取
れるか らな。ジャング ルをさまよい歩い てモンスター
の標的となる危険も減るわけだ」
「でも、ひとつだ け足りない物があ った」
ヒ ナタはオーロララ イトを消した。
「そう。足 りなかった」
りぶたんもオーロラライトを消した。
「…… ……」
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フレイムと団丸 は、手にぶら下 げていたオーロラ ラ
ンプを 持ち上げた。互 いに無言で視線を 交わしてから、
カンテラ型のオーロラライトを消した。
明かりが消えると暗闇が襲いかかってきた。地の底
に日光 は届かない。さ っきまで透明だっ た空気が、一
やみい ろ

あっ！

あーっ！」

瞬で闇色に 染まった。
「あ！
事 件の真相を悟って 、フレイムが言 葉をなくした。
「犯人の狙いは明かりだったんじゃん！」
団丸も驚いて大きな声を出した。
「そう だ」
黒一色 の、なにもない世 界にりぶたんの声が 響いた。
「見てのとおり、 真っ暗なトンネル の中では、なに も
できや しない。歩ける ものなら、歩いて みろ。たった
一歩、足を踏み出すことがどれほどたいへんか」
明かりのない地底のトンネルは真っ暗闇だ。足を踏
み出し たその先に、地 面があるのかどう かさえわから
ない。それに動いてしまえば、たちまち前も後ろもわ
からなくなる。こ れでは進むどころ ではない。
「進む には明かりが必 要だ。だが、ハン ドライトの光
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では弱すぎる」
り ぶたんはハンドラ イトを灯した。
まっす ぐ伸ばされた保安 官の手がかすかに光 って、
四人のリヴリーが 暗闇に浮かび上が った。しかし、 仲
間たち の姿がうっすら 見えるだけ。少し 離れたモグラ
コオロギの死骸は闇に呑まれて見えない。

ほう

「焚き火なら少し は明るいが、移動 しつつ照明とし て
使うに は難がある」
たいまつ

りぶた んはトーチを放っ た。
火のついた松明がくるくると宙を舞って地面に落ち
た。落 ちた瞬間に松明 は本数を増やして 、そのまま焚
き火となっ た。

れいし

リヴリーには特殊な能力がある。霊子を自在に操る
能力。 霊能力だ。
さんぜんせかい

ぞうか

この世 もあの世も、三千 世界のすべては霊子 で構成
れいか

されている。霊子 を元に万物を創造 することを造化 と
いう。 そして万物を元 の霊子に戻すこと を霊化という。
造化も霊化 も、神の業だ。
神である造物主が行ったことを、人間の錬金術師が
まねよ うとし、その結 果として生み出さ れたリヴリー
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は、ほんのちょっ ぴり神業を使える 不思議な生き物 だ
った。
神業が 使えるといっても 、なんでも好き勝手 に創造
できるわけではな い。そんなことが 可能なら、リヴ リ
ーは神 になれる。残念 ながらリヴリーの 能力は著しく
低く、できることには限りがある。しかも、力を行使
するには複雑なプ ロセスを踏まなけ ればならない。 そ
れ以前 に、プロセス自 体を開発する必要 がある。
そのた めの機関が呪文科 学局だ。目的を果た すのに
必要なプロセスを 開発し、手っ取り 早く使いこなせ る
よう、 短い言葉に呪文 化する。あとは呪 文を念じるだ
けで、秘められた神業能力が瞬時に発動する。
まき

トーチの呪文を覚えてさえいれば、薪はなくとも、
火をお こさずとも、松 明は現れて、焚き 火は燃え盛る。
ちっぽけな力でも、確かにそれは神の業だった。
「でも、なにかに 燃え移ったら危険 よね」
ヒ ナタがウインドを 使って、焚き火 を吹き消した。
「トンネルの中じゃ燃える物はないかもしれないけど、
火事になったら逃 げ場がないもの」
焚 き火が消えてハン ドライトの明か りが残った。薄
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ぼんやりとした明 かりは焚き火に負 け、前よりも暗 く
感じら れた。
「そこで、犯人一味はこれに目をつけたわけだ」
りぶたんはオーロラライトのスイッチを入れると、
手首の スナップをきか せて懐中電灯をバ トンのように
放り上げた 。
前は照らせても後ろは照らせない懐中電灯が、空中
で縦に 回転する。強い 光が円を描き、渦 を巻く。たた
ずむリヴリーたちの背後で、影が踊った。
「ひとつあれば、 たちまち明るくな るからな」
り ぶたんは放り上げ た懐中電灯を受 け止めた。
「大金が盗まれたので、お金目当ての犯行だとわたし
たちは思い込んで しまったのね」
ヒ ナタは余計なアク ションを入れず に、ふつうにラ
イトをつけ た。
「ほんとだよ。ぼ くなんか、絶対に お金だって思っ た
もん」
「あたいもさ。まさか明かりが欲しいだけなんて、そ
んなこと考えもし なかったさ」
フ レイムと団丸はス イッチをひねっ た。オーロララ
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ンプが四方を照ら して、トンネルの 中はすっかり明 る
くなっ た。
「犯人は真っ先に、営繕室のオーロラライトを盗み出
したのね。それか ら金庫室のオーロ ラダイヤを、タ イ
ムリミ ットまで盗める だけ盗んだの。時 間切れになっ
て金庫にはお宝がまだ残されていたのに、ただのライ
トがひとつも残っ ていなかったのは 、そういうわけ だ
もするオーロラダイヤの幻想的な光よりも、

ったの よ。なによりも 明かりが欲しい犯 人にとって、
一個百万

調光器が取り付け てあってちゃんと 照明器具として 使
えるオ ーロラライトの ほうが、価値があ ったってこと
ね。犯人はお金なんてどうでもよかったの」
ヒナタの説明に、りぶたんが大きくうなずいた。
「でも、お金なんてどうでもいい犯人って、誰だろ
う？」
フレイムは純粋な疑問をヒナタにぶつけた。
し かし、トビネのま っすぐなまなざ しは、ヒナタに
は痛かった 。
「…………」
ヒ ナタはだまって目 を伏せた。
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dd

「犯人の正体に、 もはや思い迷うこ とはない」
り ぶたんは仲間たち を見た。

だ

団丸が いる。フレイムが いる。そして、目を 伏せた
ままのヒナタがい る。
かば

「地ノ 塔の内情に通じ 、職員を庇い立て し、壁の補修
に心を砕く。団結は固く、情報は漏らさず、少数で精
あわ

鋭。ＬＩＰＳに頼 らず、モンスター を恐れず、怪物 密
林に踏 み込むだけの度 胸と戦闘力を併せ 持つ。そもそ
も怪物密林に赴くことさえ尋常ではないというのに、
発見した新種モン スターを意のまま に操るほどの気 概
を示す 。なおかつ、目 先の小金はもとよ り、大金です
ら平気で捨て去る。金目当てなどという、さもしい性
根ではなく、明ら かに、大志を抱く 者ども」
り ぶたんはもう一度 、仲間たちを見 た。
団丸が いる。フレイムが いる。そして、ヒナ タがり
ぶたんを見つめて いる。
そ のヒナタが無言の まま、ゆっくり とうなずく。
りぶた んもうなずき返す 。
「犯人は……ルビ ーローズ一味だっ 」
力 強い声が地底のト ンネルにこだま した。
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３
やつかい

トンネルを掘るのは厄介だ。
な にしろ土の中だか ら、目印となる ものがなにもな
い。左右にずれるどころか、上下にもずれてしまう。
闇雲に掘ったなら 、絶対に地ノ塔に はたどりつかな い。
そ こで測量の必要が 出てくる。
別に高 度な知識はいらな い。ごくごく初歩的 な技術
で充分だ。
棒 を三本用意する。 長い紐も用意す る。重しもいる。
できれば、滑車を取り付けた重しが望ましい。
モグラコオロギは生き物だから、機械のようにまっ
すぐな 穴を掘ることは できない。巨体だ から、細かく
制御するわけにもいかない。そこで、とりあえず好き
に掘らせる。方向 だけを大まかに指 示して、あとは 成
り行き に任せる。
しばら く掘り進むと、目 に見えるほどのずれ が生じ
る。そうなって初 めて測量をし、修 正を施す。
カ ーブを描いたトン ネルに棒を立て る。横幅をきち
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さいおう

んと測って、棒は トンネルの中央に 立てる。三本の 棒
で基準 点・中間点・最 奥点の三つのポイ ントが定まっ
たら、今度は棒の間に紐を渡す。カーブが右曲がりの
場合は、三点が紐 で結ばれて「く」 の字になる。
真 ん中のくびれた部 分で、紐が交差 する角度を水平
面で調べれば、左右のずれが何度になるのかわかる。
直線でどのくらい 進んだのかも求め ることができる 。
た だし、高低差は測 ることができな い。張った紐は
自身の重さでたわむから、紐が交差する角度を垂直面
で調べても意味が ない。
高 低差を測るには重 しを使う。張っ た紐に滑車を引
っかけ、重しをすべらせる。紐がたわんでいても一向
にかまわない。す べり始めた重しは やがて止まる。 止
まった 場所が真ん中だ 。紐の長さを左右 で比較してお
おむね一致すれば、トンネルは二点間で高低差なく、
ほぼ水平に掘られ ている。そうでな ければ、紐の両 端
で深度 に相違があるわ けだ。
正確な 測量にはほど遠い が、やり方は簡単。 それに
トンネルは、なに も地下一階の用度 室にピンポイン ト
で到達 する必要はない 。地ノ塔にたどり つけばそれで
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いい。
「そう してぶち当たっ た場所が、そこだ 」
りぶた んは親指で背後の 防護壁を指し示した 。
「死骸と同じ方向 から掘り進めてき たのだな。…… と
なると 、こっちのトン ネルは怪物密林に 続くと見てい
いだろう」
横たわってもう動かないモグラコオロギの後方に、
りぶた んはオーロララ イトの光を飛ばし た。
「ほんとだ。ここの水密シールド、新しいや。塗り直
してあるよ」
フ レイムはランプを かざしながら防 護壁に近寄った。
「ってことはさ。ここの壁を破ってさ、塔のどこいら
へんか確認したっ てことじゃん」
壁を破ったらトンネルがバレるよ？」

団 丸も防護壁の前に 立った。
「えっ？

「使えない坊やだ ね。中の音が拾え る程度にこっそ り
壊すっ て意味さ」
「あ、そっか。耳を当てて音を聞けばいいもんね。そ
れに、中からわざ と音を立てたりも できるよね」
「そう いうことさ。位 置さえ特定できり ゃ、あとは壁
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沿いにさ、目的の 場所までトンネル 掘るだけじゃん 」
「なる ほどねー。でも 、どうせ外からト ンネルを掘っ
てきたんだから、そのまま金庫に穴をあけちゃえばよ
かったのにね」
「なに 言ってんのさ。 金庫ってのは、破 られないよう
に頑丈に作ってあるものなのさ。壁だって、薄っぺら
い作りじゃないし さ。だから、正面 から扉を開けて 盗
むのが 一番簡単なんじ ゃん」
「あ、そっか。それによく考えたら、金庫に穴をあけ
ちゃうとトンネル 隠せないや」
「った く。坊やだねえ 」
「てへっ」
「…………」
背 後で騒ぐふたりを 尻目に、りぶた んは心配そうに
ヒナタを見 つめた。
これまで精一杯ルビーローズをかばってきたヒナタ
だが、 ついに観念した 。犯人はルビーロ ーズになりす
ましたダミーローズだ、との説はもはや成り立たない。
なぜならば、隠しトンネルがある以上、ダミーロー
ズがわ ざわざ通用門を とおる必要はない からだ。トン
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ネルから侵入した ほうが人目を避け られる。
「…… ……」
落胆が 激しいのか、ヒナ タは肩を落として伏 し目が
ちに足を踏み出し た。
「…… ……」
声をか けようと、りぶた んは近づいてくるヒ ナタに
手を伸ばした。け れども、なぐさめ る言葉が見つか ら
ない。
しかし 、ヒナタは元気だ った。
りぶたんとすれちがう瞬間に、ヒナタはミミマキム
クネの 脇腹のお肉をむ ぎゅっとつまんだ 。
「！」
不意を突かれたミミマキムクネの耳の毛が跳ね上が
った。
「くすくす 」
ヒナタは、気を回しすぎるやさしい相棒をおちょく
ってみ ただけだった。
「壁の向こ うは食堂かな」
背中を向けている助手たちに、ヒナタは声をかけた。
「うん 。ぼくもそう思 う。あっちの穴が 用度室だから、
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このあたりはちょ うど食堂だよ」
フ レイムは力を込め て壁を叩いた。
柔らか い水密シールドの 下に、硬いレンガが ある。
ＤＬＣ―ＣＦＣ― Ｍレンガはハイド ロ・ポリマーモ ル
タルで しっかりと接合 されているようだ 。鉄のツタの
くず

生育状況はわからないが、叩いて崩れるようなもろさ
はない。
補 修道具一式を取り そろえるだけあ って、犯人一味
の工事に手抜きはないようだった。
「壁を壊して現在 地を確認したら、 そのあとほんと に
ちゃん と直したのね。 ほら、横を見て」
用度室 の抜け穴に向かう 防護壁を、ヒナタは 指さし
た。
「？」
後ろで 指さされても右か 左かわからない。フ レイム
は右を見た。
「？」
後ろで 指さされても左の ことだとわかる。右 には土
の壁しかない。団 丸は左を見た。
「！」
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フレイムと団丸 の目があった。
「…… ……」
団丸は 困った顔を見せる と、坊やの頭を鷲づ かみに
してむりやり反対 側に向けた。横と 言われて、どう し
てなに もないほうに顔 を向けるのかまっ たく理解でき
ないと、しかめっ面の表情が物語っていた。
その様子を見て、ヒナタがくすくすと笑った。
「あ、 シールドが！」
むりや り反対側を向かさ れたフレイムの目に 、水密
シールドを補修し た跡が飛び込んで きた。横から見 る
とよく わかる。用度室 の抜け穴までずっ と、防護壁の
水密シールドがきれいになっている。
「ここのシールド は塗り直してある のに、同じ感じ で
あっち までずっと続い てるよ」
フレイ ムははしゃぐよう に駆けだした。
「へえ。マジじゃ ん」
団 丸は防護壁の水密 シールドを検分 しながら、ゆっ
くりと歩い た。
「そうね。よく見 ると全面的に塗り 直してあるのよ ね。
たぶん 、モグラコオロ ギがここを掘った ときに、水密
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シールドを削り取 ってしまったんじ ゃないかな」
ヒ ナタは指先でそっ とシールドを押 した。厚みも弾
力性も申し分ない。薄く塗って手を抜こうなどとは考
えもしなかったよ うだ。犯人にとっ てどうでもいい は
ずの補 修工事を、職人 並みの頑固さで完 璧に仕上げて
いるのだから、逆に好感すら覚えてしまう。
「……さすがね… …」
ヒ ナタは声を潜めて 犯人をほめた。 見えないところ

ここに シールドのかけら が埋まってる

でも決して手を抜かないなんて、さすがはルビーロー
ズさんね、と。
「見て 見て！
よ！」
フレイムが地面を指さした。用度室の抜け穴まで、
半分ほ ど戻った場所だ った。
水密シ ールドのかけらが 土の中に埋まった状 態で、
少しだけ頭をのぞ かせている。しゃ がみ込んだフレ イ
ムがつ まんで引っ張っ ても、ゴム状のシ ールドがほん
の少し伸び ただけ。
オケラのモンスターがごつい前脚で削り取っただけ
あって 、地面に埋まっ た水密シールドの かけらは意外
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ぼく、わか ったよ！」

に大きいようだ。
「あっ ！
フレイ ムはしゃがんだま ま顔を上げた。
「これだけ大きな トンネルだと、掘 った土を運び出 す
のはた いへんだなって 思ってたけど、実 はそうじゃな
かったんだ。土は運び出してないんだよ」
「運び出さなくて どうするっていう のさ？」
団 丸は坊やの突拍子 もない発言につ きあった。
「簡単だよ。土を押しのけるように掻き分けながら穴
を掘って、掘った 土はまわりに押し つけて固めちゃ え
ばいい んだよ。それだ ったら運び出さな くてすむし、
壁も天井も固く締まって落盤しにくくなるよ」
「……あんたって ……」
団 丸は驚いて足を止 めた。なにかを 言いかけて、言
葉を呑んだ 。
「フーちんって、 すごい！」
ヒ ナタが団丸の気持 ちを代弁した。
「なるほど。そういうことか」
りぶたんは地面を蹴るようにして踏みつけてみた。
場 所がトンネルなの で地面が押し固 められていても、

- 209 -

なにも気にならな かった。ごくふつ うの歩きやすい 道
だから 、意識すること すらなかった。
しかし 、よくよく考えて みればフレイムの言 うとお
りだ。トンネルを 掘って土を運び出 すのはたいへん な
作業だ 。そして掘った だけなら地面はや わらかくて歩
きにくいだ ろう。
くず

オーロラライトを向けて、りぶたんは壁や天井も調
べた。 どちらも土が引 き締まって見える 。崩れ落ちそ
うな気配は 微塵もない。
「よく気づいたな 」
「うん 。だって、シー ルドのかけらが深 く埋まってる
んだもん」

あたいだって負けらんないっ」

保安官にほめられて、トビネの坊やはうれしそうに
照れた 。
「よーし！

対抗心に火がついた団丸は、オーロラランプをかざ
見っけた！」

してト ンネル内を舐め るように調べ始め た。
「あっ！

タイ ヤの跡じゃん！」

団丸もなにかを発見したようで、地面を指さした。
「ほら 、ここ！
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「どれどれ」
お もしろそうに団丸 のあとをついて 回っていたヒナ
タが、指さされた場所をのぞき込んだ。
レン

「トンネルがどこ まで続くのか知ら ないけどさ。道 具
や材料 を担いで運び込 むのはたいへんじ ゃん？
ガなんかいっぱいあるし。それでさ、運ぶのになんか
使ったなって思っ てたらさぁ。あた い、見っけたよ 」
「ふむ ふむ」
「ほら。ここにタイヤの跡、あるじゃんか。これ一本
道具とか材料と か運び込んでさ、 盗んだブツも

しか見当たらないしさぁ。工事用の一輪車じゃない
の？
こいつで運 び出したのさ」
団丸が指さす先には、地面にうっすらとタイヤの跡
が残っ ていた。そこだ け土もやわらかか ったようだ。
タイヤ の跡は一本だけで 、左右のどちらにも 、対に
なる痕跡は見当た らない。どうやら 、工事現場でよ く
見かけ る一輪の手押し 車を使って、補修 道具一式を運
び込んだものと思われた。そして、強奪した品物を積
み込んで運び去っ たのだろう。
「まる たんって、すご い！」
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ヒナタが素直に ほめた。
「この くらい、どって ことないさ」
鼻の穴 を大きくふくらま せて、ショウジョウ ダルマ
が謙遜した。
「よく 見つけたな。そ の調子で向こう側 も頼む」
あご

りぶた んはタイヤの跡を 確認すると、顎をし ゃくっ
てトンネルのさら なる奥を指した。 用度室の抜け穴 か
ら見て 、右側のトンネ ルだ。直線に近い ゆるやかな左
カーブを描いて、暗闇へとつながっている。
「そっか。あっち にタイヤの跡がな かったら、トン ネ
ルのこ っち側が使われ たって、しぼり込 めるよね。ぼ
くが見てく るっ」
「それはちがうぞ 」
「えっ ？」
フレイ ムは駆けだそうと して足を止めた。
「タイヤの跡がな いからといって、 使われなかった こ
とには ならない」
「じゃあ、 なにを探すの？ 」
「もちろん、タイ ヤの跡だ。もしも あれば、向こう 側
も使わ れたと断定でき る。安易にしぼり 込もうとはす
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るな。まずは確認 することが大切だ 」
「うん 。わかった」
フレイ ムは返事もそこそ こに用度室の抜け穴 まで駆
け戻ると、地面を 丹念に調べながら 奥へと足を運ん だ。
「…… ……」
りぶた んは動かずに、張 り切る助手を見守っ た。
隣にヒナタが並んで、やはりフレイムを見守った。
ふ たりの後ろには団 丸がいる。
「向こうにもタイヤの跡があったらどうするのさ？」
団丸は保安官の背中に問いかけた。
「別に どうもしない。 向こうもこっちも 、どちらも使
われたという事実を確認したことになる」
それ

「タイヤの跡があ れば、使われた。 なくても、使わ れ
なかっ たことにはなら ない。ってわけじ ゃん？
ためいき

ってさぁ、なんていうかさぁ……」
捜査なん てそんなものだ」

団丸の声に溜息が混じっている。
「徒労 か？

振り返 りもせずにそう言 うと、ミミマキムク ネが腕
を組み、胸を張っ た。
ど れほど無駄骨を折 ろうとも、一切 苦にはならない
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ぞと、体で語って いた。
「…… ……」

こっちにもタイヤの跡

ヒナタ はちらりと隣を盗 み見て、相棒のいつ ものポ
あったよ！

ーズをまねした。
「あった！
が！」
オーロラランプを掲げたフレイムが、ランプごと勢
いよく 手を振った。
あご

「そうか。 あったか」
りぶたんはぐっと顎を引いた。
「一味 が用度室に狙い をつけたのはわか る。夜間は無
人だし、置いてあるのは消耗品ばかりで貴重品などは
ないから、警備も 手薄だ。それに角 部屋で目立たな い
からな 」
「その点、食堂は夜中でも休憩しに来る人がいたりす
るものね」
怪

ヒ ナタは物まねポー ズをやめて、両 手を下ろした。
「だが、なぜトンネルは奥へと続いているのだ？

物密林からトンネ ルを掘り進めてき て、目的地の用 度
室にた どり着いた。し かし、そこで終点 とならずに、
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さらに先へと掘り 進めたのはなぜだ ？」
り ぶたんは腕を組ん だまま、隣の相 棒に顔を向けた。
「タイヤの跡があるってことは、トンネルの向こう側
でもなにかを運ん だってことよね」
「運ん だ物は、補修道 具一式に、強奪品 だ」
「用度室から左カーブでこのまま進んだら、ショップ
ゲートあたりに行 き着くんじゃない ？」
「あそ こにはパキケフ ーズもあるが、マ ハラショップ
もあるな」
「なんでも調達す るマハラさんのお 店ね」
「奴が いれば、補修道 具も建材も、一式 そろえるのは
わけない」
「ということは、 向こうのタイヤ跡 は、道具類を運 び
込んだ ときのもの」
ヒナタ は正面に向かって 指をさした。
「そして、こっちのタイヤ跡は――」
さ した指を固定した まま、ヒナタは 体ごとくるりと
回転した。
振り返った指の先には、団丸がいた。
「盗ん だブツを運び出 したときについた のさ」
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どうし たの？」

ヒナタの代わり に団丸が答えた 。
「なに なに？
ダミーのみなさんを逮捕す

フレイ ムが戻ってきた。
「これからどうする？
る？」
ちょっ ぴり斜めに傾けて かぶる制帽に手を当 てて、
ヒナタは装いを整 えながら保安官に 確認した。ＬＩ Ｓ
えり

Ｄの副 保安官として、 さらに一歩踏み込 んだ捜査活動
が始まる予感に襟を正したのだった。
「ダミーのみなさ んって？」
な んのことやらフレ イムにはわから ない。

事件を起こ したり、トン

「ダミーローズはいたのよ。ルビーローズさんの代わ
そういうこと か！

りに、お店で働い ているの」
「あ！

ネルを掘ったりする間、ショップに身代わりを立てて
おいたんだ！」
「そう 。わたしたち、 話を聞きにショッ プを訪ねたん
だけど、ルビーローズさんの態度が変だったのね。犯
人でも、犯人じゃ なくっても、どっ ちにしても不自 然
な態度 だったの。それ にね、犯人のこと 一度もなじら
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なのに、 ルビー

そうじ ゃないなら、

なかったのよ。自 分が犯人なら、濡 れ衣着せられた ふ
りして 怒るのがふつう でしょ？
真犯人に怒っていて当たり前よね？
ローズさんは犯人 に一度も文句を言 わなかったの」
「言わ なかったのか、 それとも言えなか ったのか」
りぶた んは歩きだした。 用度室の抜け穴へと 戻って
ゆく。
「ショ ップの主として 振る舞ってはいて も、その正体
はただの替え玉。偽者にすぎん。強奪犯でも、相手は
本物のルビーロー ズだ。おいそれと 文句は言えまい 。
それに 、おそらくは好 きで替え玉をして いるのだろう。
ルビーローズになりたくて。だとすると、口が裂けて
も文句は言わない か。……自分自身 の存在を消し去 り、
他人に なりたがるとは 。哀れなことだな 」
「複雑なファン心理ね。それにしても、あのとき、ち
ゃんとバイオレコ ード見たらよかっ たね」
ヒ ナタはりぶたんの すぐ後ろに続い た。
「うんにゃ。バイレコは偽造してあるはず」
「そっか……。そ うよね。でないと 、ダミーとして 身
代わり は務まらないも のね」
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「チャパティはあ あ見えて、知恵が 回る。手抜かり は
ないだ ろう。マハラは そそっかしいが、 物資の調達に
かけては誰にも引けを取らない。このふたりが組めば、
バイレコの偽造な ど朝飯前だろうよ 」
「そん なふたりを抜群 のカリスマで引っ 張ってゆくの
が、聖母と慕われるルビーローズさん。……手強いわ
ね」
「そう だな。ダミーど もも一筋縄ではゆ くまい」
「バイレコの偽造を暴けなかったら、身代わりだって
もしかし たら、もうずっと ？」

証明できないね。 ……あ、待って。 いつからダミー な
んだろ う？

「うん。身代わりになりっぱなしではないにしても、
ずいぶんと前から 入れ替わっている はず。トンネル 工
事に着 工するよりも前 から替え玉をやっ ているはず。
連中はもう、本物になりすますことに慣れているな。
だから、化けの皮 は簡単に剥がれな いとみるべきだ 」
「それ なのに態度が変 だったってことは 、事件は知ら
されてなかったってことかな？」
「前もって知らせ ると情報も漏れや すくなる。なに よ
り、な にも知らないほ うが本物らしく振 る舞える。そ
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う考えたのかもし れない。まあ、お かげでダミーロ ー
ズが動 揺し、失敗して くれたわけだが」
用度室 の抜け穴まで戻っ てきて、りぶたんは 足を止
めた。

つ

ヒ ナタと、だまって 聞き耳を立てな がらついてきた
助手たちが保安官を取り囲んだ。
「これからどうす るの？」
改 めてヒナタは確認 した。
「うん」
りぶたんは短くうなずいてから、言葉を継いだ。
「奪わ れた大金。盗ま れた明かり。地底 のトンネル。
新種のモンスター。おまけに、ここはアウターゾーン
だ。応援が必要だ な」
「ＬＩ ＳＤに手を貸し てくれる人、いる かな？」
ヒナタ は助手たちに目を やった。
フレイムや団丸のように、自ら進んで協力してくれ
る人材 がほかにもいれ ば、ありがたい話 だ。しかし、
事ここに至っては、もはや一般のリヴリーは受け入れ
られない。捜査の 舞台は安全な地ノ 塔から、危険な ア
ウター ゾーンへと移る のだ。
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フレイムには絵 本ジャーナリス トとしての使命感 が
あるし 、なんといって も保安官助手の経 験者だから、
多少の危険も承知で任せられる。
団丸には元怪盗という特殊なキャリアがある上に、
なによ りもうっかり捜 査情報を漏らして しまった負い
目もあって、目を離すわけにはいかない。
このふたりは別にして、さらに応援を募るとなると、
対象は 当然ながら管理 機関の職員に限定 される。
「とりあえず、地ノ塔の封鎖は解除だ」
「夜勤の職員さん たちも釈放してあ げないとね」
「そう だな。連中の何 人かが協力してく れるといいの
だが」
「それは……たぶ ん無理だと思う」
ヒ ナタが苦笑した。
「全員逮捕はちとやりすぎたか」
「結局さぁ……」
団 丸が遠慮がちに口 をはさんだ。
「トンネルから侵入しないでわざわざ通用門をとおっ
たのはさ、職員に 罪を着せないため ってことっしょ ？
犯 人は自分たちだっ て見せつけてお いてさ。でもシ
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ョップには、事件 と無縁のダミーが いて本物になり す
まして いるから、犯人 の正体は謎になる って筋書きだ
ったんじゃ ん？」
「そうだな」
道具も 材料も

「んで さぁ。破った壁 は完璧に直してさ 。このトンネ
ルは隠し通すつもりだったんじゃん？
そろってるわけだ しさ」
「うむ 」
「じゃあさ。ルビーローズたちはなんで壁を直さなか
ったのさ？」
団 丸に聞かれて、り ぶたんとヒナタ は顔を見合わせ
た。
「夜勤職員はもう 関係ないじゃん。 逮捕したから動 き
が取れ なくて、壁を直 しに来れなかった って話はさ、
もうちがう んじゃん」
「ほんとだよ」
フ レイムも話に割り 込んできた。
「逮捕されて動けないのは夜勤職員で、ショップにい
壁を直せるのに直 しに来ないで、

るのはダミーなん だよね。じゃあ、 ルビーローズ一 味
はどこ に行ったの？
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トンネルを隠そう としていたくせに 隠すのやめちゃ っ
て、ル ビーローズ一味 はどこに消えたの ？」
フレイ ムはじっとりぶた んを見つめた。
団丸も答えを待っている。
け れども、りぶたん はその答えを持 ち合わせてはい
なかった。
「なぜだ？」
り ぶたんは一味が強 奪品を運び去っ たと思われる方
向をにらん だ。
「ブツを運び出し たあと、なぜ戻っ てこなかった？
いや、 そうではない。 運び出す前に、先 に、壁を直し
てしまうのが道理だ。修繕する気でいるのなら」
りぶたんの言うとおりだ。
いんぺい

ル ビーローズ一味が トンネルの隠蔽 を目論んで壁を
修繕する気なら、真っ先に直すべきだ。
盗んだブツをトンネルに隠し、通用門から地ノ塔の
外に出 て、犯人は自分 たちだと見せつけ る。そして、
どこかからトンネルに入って抜け穴までやってきたら、
まず最初に用度室 の壁を修復する。
ト ンネルを隠蔽する なら、それが最 善の方法だ。
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ろ けん

しかし、一味は そうしなかった 。壁には手をつけ ず
に、真 っ先にブツを運 び出した。
そして 、そのまま戻って こなかった。
戻らなかったばかりに、隠しトンネルは露見した。
用意し た補修道具一式 は無駄になった。
「ルビーローズ一味に、なにがあったのだ？」
準備万端整えておきながら、肝心の作業を放棄した
ルビー ローズ一味。
ふと、 りぶたんの背筋に 冷たいものが走った 。
地の底に横たわる暗いトンネルのどこかで、ルビー
ローズ たちが闇に喰わ れて消えてしまっ たような、そ
んな気がし た。
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第五章

ペットモンスター
１

クローゼットの中にいたのはカマキリだった。
オオカマキリの 幼虫で、羽はまだ 生えていない。
羽を 除けば見た目は 成虫と変わらない のだが、小さ
い分、かわ いらしかった。
成虫のオオカマ キリなら、その昔 「パーク建設予 定
す

地ブル ー」に棲みついて いたローズウッ ドのように、
凶悪そのも のだ。クローゼット に押し込めたと ころで
おとなしくはしな いだろうし、そも そも押し込める こ
とすら 難しいだろう。 いったいどれほど のリヴリーが
犠牲になる ことか。
その点、クーた んはおとなしか った。クローゼッ ト
に入れ ても暴れたりは しなかった。外に 出せば、りぶ
たんにすり寄ってきた。エサを与えると、むしゃむし
ゃとがっついて食 べた。そして食べ 終わってから、 ク
ーと鳴 いた。
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クーと鳴くから 、クーたんと名 付けられたのだっ た。
ち っこくてもモンス ターなのに、甘 えた声で鳴くの
がまたかわいかった。しかし、鳴かないはずのカマキ
リが鳴く理由を思 うと、りぶたんの 気持ちは沈んだ 。
ク ーたんは胸に火傷 を負っていた。 腹の火傷はもっ
とひどく、焼け焦げて体に穴があくほどだった。クー
たんが腹をふくら ませてからしぼま せると、体にあ い
た穴か らなぜだか音が 出た。声を出して 鳴いているよ
うに見えても、そうではなかった。音が出るのは、火
傷のせいで障害が 残ったからだ。
焼 いたのはリヴリー だった。
リヴリ ーはモンスターを 殺せない。技を使っ ていく
ら攻撃しても、モ ンスターは死なな い。気絶するだ け
だ。だ が、クーたんは 技ではなく、道具 を使って攻撃
されていた。悪質なケースだった。ただし、違法では
なかった。モンス ターを保護する法 律などは存在し な
い。
大勢の リヴリーがよって たかって、カマキリ の幼虫
をリンチしている ところに出くわし 、りぶたんは怒 声
を張り 上げた。相手が 悪名高いＬＩＳＤ の保安官だと
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知って、不届き者 どもは逃げ散った 。あとに残され た
のは、 花火の燃えかす と、生きたまま焼 かれて殺され
かけた、小さなカマキリだった。
そばに寄ると、まだ幼いカマキリはおびえて後ずさ
った。 ふるえる体で必 死に逃げようとし た。モンスタ
ーの面影はどこにもなかった。……いや。むしろ、つ
ぶらな瞳でモンス ターを見つめてい た。緑色をした 複
眼に映 し出されたその モンスターは、ミ ミマキムクネ
の姿をして いた。
りぶたんは思った。
い ったい、どちらが モンスターなの だろう。平和に
暮らすリヴリーたちに襲いかかる巨大昆虫がモンスタ
ーなのか。それと も、巨大昆虫を見 つけ次第、問答 無
用でリ ンチにかけるリ ヴリーのほうがモ ンスターなの
か。
リヴリーは昆虫を食べる。昆虫は巨大化してリヴリ
ーを襲 う。もしかした ら、これは虫たち による報復で
少し

はないのか。だとすると、もしもリヴリーが昆虫を食
べなくなったら、 世の中は変わるの だろうか？
は平和 に、なるだろう か？
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クーと鳴く声が した。
助 けられて保護され て、すっかり元 気になったカマ
キリの幼虫が、そっと前脚を伸ばして飼い主の頬をな
でた。いっしょに 暮らす大好きな飼 い主にケガをさ せ
とげ

ること のないようにと 、棘のある鎌はし っかり折りた
たんでいる 。
「……クーたん… …」
頬 をなでる幼いカマ キリの前脚を、 りぶたんはなで
さすった。
「りぶたん、いる ？」
突 然ドアが開いてヒ ナタが入ってき た。
りぶた んは大あわてでク ーたんをクローゼッ トに隠
した。幼虫でもカ マキリだ。ちっこ くてもモンスタ ー
だ。リ ヴリーといっし ょに暮らすことは 許されない生
き物だった 。
「どうした？」

れんけつ

むね

ク ローゼットの扉を 閉め、りぶたん は何食わぬ顔で
返事をした 。
部屋はワンルームだった。廉潔をもって旨とするい
まのＬ ＩＳＤは給料も ろくに出ない。ヒ ナタに手伝っ
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てもらって、島に ログハウスを自分 で建てた。ドア を
開ける と家の中が丸見 えとなるのもあん まりなので、
竹を使って屏風型のブラインドスクリーンもこしらえ
た。
ク ローゼットを覆い 隠すように立て てあるスクリー
ンのおかげで、クーたんはヒナタに見られなかった。
「…………」
な にやら気まずい雰 囲気を感じ取っ たのか、ヒナタ
は沈黙した 。
「現場には助手た ちを残してきたの か？」
り ぶたんはブライン ドスクリーンの 陰から出た。た
いしたことはなにもしていなかったようなそぶりでご
まかした。
「…… ううん。もう帰 した」
ヒナタ の声が重い。
「帰した？」
り ぶたんは素知らぬ ふりを続ける。
「うん。防衛局の人たちがモグラコオロギを調べに来
てね。しばらくか かるって言うから 、戻るまで現場 を
お願い して、フーちん とまるたんには家 に帰ってお昼
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ご飯を食べておい でって、言っとい た」
「そう か」
りぶた んは食卓についた 。せまい家なのでほ かにテ
ーブルはない。た だし、椅子だけは 二脚用意してあ る。
家まで 訪ねてくるのは ヒナタだけだから 、もうひとつ
はヒナタ専 用の椅子だ。
フレイムに用があって三人で集まるときは、フレイ
ムのア トリエに押しか けるか、保安官事 務所を使う。
坊やのフレイムではあったが、乙女の自宅を訪ねるの

誰か協力して くれる

は気が引けるらし く、りぶたんの島 にやってくるこ と
はなか った。
「それで応援はどうだったの？
人、いた？」
「うん にゃ。ひとりも いなかった」
「やっぱり ね……」
ヒナタは溜息をつきながら、椅子に腰掛けた。
Ｌ ＩＳＤは評判が悪 い。過去に何人 もの悪徳保安官
を出し、世間を騒がせてきたせいで、りぶたんとヒナ
タによって生まれ 変わったいまでも 、昔の陰口がつ い
て回る 。
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さげす

特に、管理機関 の職員からは 蔑 ま れることが多 い 。
各機関 の長はいずれも 管理リヴが務めて いるが、ＬＩ
ＳＤの長はりぶたんだ。保安官ではあっても管理リヴ
ではないから、ど うしても格下だと 軽んじられてし ま
う。
それに ＬＩＳＤだけが地 ノ塔に事務所を開設 できな
ビーワン

いことも見下され る原因となってい る。資金に困っ て
「ＧＬ Ｌ城Ｂ１地下倉 庫」を無償で借り 受け、そこを
事務所としたことも輪をかけている。ＬＩＳＤと呼ば
ずに、陰でこっそ り倉庫番と呼ぶ職 員もいるのだ。
し かし、りぶたんと ヒナタはくじけ なかった。
いばら の道ではあっても 、それがふたりの望 んだ道
だった。
「結果 的に今回は、や りすぎちゃったも のね」
「そうだな 」
「夜勤の職員さん たちは牢屋に入れ たし。地ノ塔を 封
鎖した から業務に支障 が出たし。抜け穴 調べで動かし
た机とかは、ほったらかしで元に戻さなかったし。ま
た嫌われちゃった よね」
「すま ん」
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こうべ

りぶたんは小さ く 頭 を垂れた。
「なに 言ってるの。わ たしだって賛成し たことじゃな
い。それに、これはわたしたちの選んだ道だもの。り
ぶたんのゆく道は わたしの道。わた しのゆく道はり ぶ
たんの 道。ふたりでそ う決めて、これま でずっとやっ
てきたんだもの。これからも、ずっとやっていくんだ
もの。ずっとずっ と、いつまでもい っしょに。ねっ 」
「うん 」
どすこ い娘がはにかんで 、ちょっぴり頬が赤 く染ま
った。
「それ でクローゼット には誰がいるのか な？」
ピキが いじわるく笑った 。
「え？」
「あわ てて誰かを隠し たとこ、見ちゃっ たもん。わた
しがドアを開けたら、ちょうどその人の名前を呼んで
相 手は誰なのかな？

彼氏？

ね

あん なところに隠れて 、ふたりでなに を

してい たのかな？

こいつぅ」

たでしょ？
え、彼氏で しょ？

ヒナタは指を伸ばして、ミミマキムクネのほっぺを
ぷにっ と押した。
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「ちがっ！
「さっ ！

そん なんじゃ……！」
紹介して！ 」

いきな り立ち上がると、 りぶたんを出し抜い てヒナ
タは一気にダッシ ュした。
「ちが うってば！」
りぶた んも椅子から立ち 上がって、ヒナタを 捕まえ
ようとしたが手遅 れだった。せまい 家の中では、ダ ッ
シュを 許した時点で勝 負はついた。
「さあて。りぶたんの彼氏はどんな人かな？」
期待に胸をふくらませて、ヒナタはクローゼットを
開けた 。
「クー」
がらくただらけのクローゼットの中に、カマキリが
たたず んでいた。
「かっ、か っ、……彼氏！ 」
「カマキリっ」
指 をさして、どもり ながらもボケて きたヒナタのそ
の手をはたいて、りぶたんはツッコミを入れた。
「ちぇ」
「ちぇ じゃない」
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「彼氏かと思った のにぃ」
「彼氏 じゃない」
がっか りして肩を落とす ヒナタと、なぜだか 勝ち誇
るりぶたん。しか し、ふたりの立場 はすぐに逆転し た。
「で、 また拾って来ち ゃったのね」
「……ごめ ん」
りぶたんがシュンとなった。
「この 子がケガしてい るところを見ると 、なにがあっ

いま、この子 鳴いたの？」

たか手に取るようにわかるけど」
「クー」
「え？

てっきり、

ヒナタ が驚いた。鳴く昆 虫も多いが、カマキ リは鳴
かない。
「そう いえば、さっき のもこの子なの？
きし

なにかが軋 んだ音かと…… 」
「うん。お腹をや られたところがち ゃんと治らなく て、
音が出 るみたい」
「そう…… 」
言葉をなくしたヒナタに、クーたんが近づいた。
小 首を傾げて、初め て会ったピキを 見上げると、ク
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ーたんは鎌を折り たたんだ前脚でヒ ナタの手に触れ た。
まるで 、手をつなぎた がっているかのよ うだった。
名前はク ーたんってつけた んだ。それでね ―

「かわいい ！」
「ね！
―」
「りぶたん 」
ヒナタの声が急に冷たくなった。
「いっ しょには暮らせ ないってこと、わ かってるでし
ょ」
「……ごめん」
「よう やく、ここまで 来たのよ。でも、 まだなにも始
まってない のよ」
「……うん」
「前の 保安官は悪い人 だったけれど、そ れでもリコー
ルするのはたいへんだった。保安官選挙は圧勝したけ
れど、それでも気 は抜けなかった。 そうして、わた し
たちは ＬＩＳＤを手に 入れた。どうして 保安官になっ
たのか。なんのために権力が必要なのか。もちろん、
覚えているよね？ 」
「うん 。あたし、絶対 に忘れない」
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すき

「それなのに、り ぶたんがここで降 りてどうするの ？
こ のカマキリが、ク ーたんが、目を 離した隙に誰か
いまはおとな しくて

どうもう

にケガをさせたらどうするの？
かわいくても、大 きくなれば獰猛な モンスターにな っ
てしま うのよ。そして 、責任を取ってり ぶたんが保安
官を辞任することになったら、わたしたち、せっかく
手に入れたＬＩＳ Ｄを手放すことに なるのよ。やっ と
ここま で来れたのにっ ！」
ヒナタ は本気で怒ってい た。
「……ごめんよ。 ヒナたん」
り ぶたんはうなだれ た。
「あれから、もう何年になるのかな」
ヒナタの声がやさしくなった。
「あの 日。わたしたち のゆく道が決まっ たよね。ふた
りで泣きながら、誓いあったよね」
「うん。覚えてる 」
「ねえ 、りぶたん。わ たしたちふたりで 決めた、この
道。とっても険しい道だけれども、あの日のわたした
ちをもう二度と悲 しませないように 、最後までしっ か
り歩こ うよ。いつまで もずっと、ふたり でいっしょに
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歩こうよ」
「うん っ」
ピキが 両手を伸ばして、 ミミマキムクネの両 手をつ
かんだ。
ふ たりは、手と手を 固く握りしめあ った。
２
茂みの 奥でなにかが動い た。
原っぱには誰もいなかった。りぶたんとヒナタだけ
だった 。
ふたり でどんぐりを拾っ ては、遠くに投げて 遊んで
いた。拾うことに も、投げることに も、意味はなか っ
た。た だの遊びだ。
ふたり はまだ子供だった 。
投げたどんぐりが転がって、茂みに入っていった。
両手で 抱きかかえるの がやっとの、大き などんぐりだ
った。枝を押し分け、葉っぱを押しのけ、どんぐりは
茂みの中で騒がし い音を立てた。
そ の音に驚いたよう に、茂みの奥で なにかが動いた。
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「なんかいるー」
り ぶたんは茂みを指 さして、ヒナタ を見た。
「行ってみ よっ」
ヒナタはりぶたんの手を引っ張って、茂みの中に入
ってい った。
茂みの 奥に隠れていたの は茶色のカマキリだ った。
まだ幼虫だ。
の けぞるようなしぐ さで、突然目の 前に現れたリヴ
リーを警戒 している。
「これ、食べれる ？」
じ っとカマキリを見 ながら、りぶた んが聞いた。
「えー、モ ンスターだよ」
「これ、こわい？ 」
「こわ くないよ、赤ち ゃんモンスターだ もん」
「じゃあ、りぶたん。お友達になる」
「モンスターと？ 」
「うん 。なかよくする 」
「じゃあ、ヒナタもそうする」
幼いふたりは、幼いカマキリと友達になることにし
た。
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りぶたんもヒナ タも、モンスタ ーを攻撃するよう な
呪文は マスターしてい なかった。
そして 、カマキリの幼虫 もリヴリーを攻撃で きるほ
ど大きくはなかっ た。
互 いに相手を攻撃で きない者同士の 出会いは、とて
も平和だっ た。
「名前はどうしよ っか？」
「あの ねえ。りぶたん 、チョコたんにす る。ヒナたん
は？」
「それじゃあ、ヒ ナタもチョコたん にする」
「やっ たあ！」
茶色の カマキリはチョコ たんと名付けられた 。
ヒナタがおやつのウスバカゲロウを与えて、ふたり
でチョ コたんがご飯を 食べるところを見 守った。
「食べてる 食べてる」
「お腹すいてたん だね」
「うん 」
出会い は平和だった。
しかし、長くは続かなかった。
原 っぱに若者の集団 がやってきた。 子供を追い払い、
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傍若無人に振る舞 う不良どもだった 。
「悪い お兄ちゃんたち 、また来たー」
「しー。見つかったら、チョコたんがいじめられちゃ
う」
「うん 。りぶたん、静 かにする」
茂みの 奥で子供たちは息 を潜めた。隠れるの は得意
だった。
け れども、カマキリ のチョコたんは そうもいかなか
そつう

った。名前をつけて、ご飯をあげて、友達になったつ
もりでいても、言 葉は通じない。意 思の疎通はでき な
い。相 手はただのモン スターだ。
カマキ リは好き勝手に動 いた。
りぶたんとヒナタを警戒して隠れていたくせに、な
にもし ないでエサまで くれたふたりが無 害だとわかる
と、幼さゆえにリヴリーそのものが無害だと判断して
しまったのかもし れない。
「動い ちゃダメ」
「じっとし てなくちゃダメ 」
子供たちの警告は、モンスターには届かなかった。
「おっ 、見ろよ。チー カマじゃねえか」
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「暇つぶしにちょ うどいいや。やっ ちまおうぜ」
「マジ かよ。弱すぎて つまんねえよ」
「そんならよ。どんぐりぶつけるっつーのはどう
よ？」
「なに それ。だっせえ 」
「うるせえ よ」
獲物を見つけた不良どもがチョコたんを取り囲んだ。
「ダメ ーっ！」
我慢で きずにりぶたんが 飛び出した。
「いじめちゃダメ っ！」
「なん だ、このチビ？ 」
「ほっとけ よ、ガキなんか 」
必死になって飛び出した幼い子供の心中を、思いや
るよう な相手ではなか った。
不良ど もはどんぐりを拾 い上げると、カマキ リめが
けて力いっぱい投 げつける遊びを始 めた。
「ダメ ーっ！」
チョコ たんを守ろうと、 ヒナタも飛び出した 。
「いじめないでっ ！」
ヒ ナタは両手を広げ てチョコたんの 前に立ちふさが
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り、自分の体を盾 とした。
「じゃ ますんなよ、ガ キ！」
「そこにいると当たるぞ、チビ！」
「つーか、むしろ 当てろ！」
不 良のひとりがわざ とヒナタを狙っ た。
幼いピ キの頭よりも大き などんぐりが、ヒナ タのお
でこに命中した。
大 きさに比例して、 重さもそれなり にあるどんぐり

くず

だった。しかも、たちの悪い不良が手加減することな
く、力いっぱい投 げつけている。
ぶ つけられた衝撃で ヒナタは頭を反 らせ、崩れ落ち
るように尻餅をつき、仰向けにひっくり返った。
「うわーんっ！」
大 声で泣きわめきな がら、りぶたん が突進した。
目の前 でチョコたんばか りか、大好きなヒナ タまで
いじめられ、考え るよりも先に体が 動いた。
「うお っと！」
一発ぶ ちかまそうと頭か ら突進してきた幼い ミミマ
キムクネを、不良 のひとりが片手で 押さえた。
人 数も、体格も、初 めから勝負には ならなかった。
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「チビのくせに、 生意気なんだよ！ 」
はら ば

不 良は上から圧力を かけて、押しつ ぶすような感じ
でりぶたんを突き倒した。倒されて腹這いになったり
ぶたんの足をつか むと逆さまに持ち 上げ、ハンマー 投
げの要 領で遠心力をつ けてから放り投げ た。
りぶた んは遠くまで飛ば された。斜めに飛ん で、木
の幹に腰からぶち 当たり、弾みで水 平に回転しなが ら
いまのおもしれー！」

茂みの 向こうに落ちて いった。
「うは！
「ムクネ投げ世界 新記録っつーこと で」
「ミミ マキ死んだんじ ゃね？」
「つーか、そこのピキ。もう動かねえし」
「爆笑」
小 さな抵抗者を情け 容赦なく排除し た不良どもは、
ターゲットをカマキリにしぼって、リンチを続行した。
大きなどんぐりを拾っては力いっぱい投げつける。
よって たかってみんな で投げつける。無 抵抗のカマキ
リの幼虫を、バカ笑いしながら攻撃し続ける。
やがて、チョコたんはぐったりと地面に伸びて動か
なくな った。
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ぷりぷりと音を 立てて、ほんの わずかなドゥード ゥ
ーをチ ョコたんは漏ら した。
「しょぼっ 」
文句を言いながらも、不良どもは我先にドゥードゥ
ーを拾 った。

ざんぎゃく

拾い終 わると、もう動か なくなった獲物に対 してリ
ンチを再開した。
弱 者 を 痛 め つ け る 残 虐 な 遊 び は、 い つま で も 続け
られた。
ヒナタは横たわったまま、動かなかった。目をつぶ
ってい る。気絶したの かもしれない。
りぶた んはぼろぼろの体 で茂みから出てきた 。
ヒナタもチョコたんも、地面に横になって動かない
のを見 ると、よろめい ていたりぶたんの 背筋が伸びた。
怒りのあまりに、いつもは垂れ下がっている耳の毛が
わずかに持ち上が った。巻かれた螺 旋も広がって、 大
きくふ くらんだ。
幼いな がらも知恵をしぼ って、りぶたんは今 度は無
言のまま突進した 。
全 力で駆けて、つい さっき自分を投 げ飛ばした不良
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の背中に頭突きを ぶちかました。不 良はちょうど、 ど
んぐり を拾おうとして かがんでいた。
「いってぇ ーっ！」
思わぬ反撃を食らって、不良は声を上げた。
し かし、口で言うほ どに痛みがあっ たかどうかは疑
問だ。
全力でぶちかましたにもかかわらず、りぶたんは逆
に跳ね 飛ばされた。ど んなに勢いをつけ ても、体格の
だっせ え、こいつ！

チ ビにやられてや が

圧倒的な差は埋めようもなかった。
「うわ！
んの！ 」
「うるせえ ！」
わら

ぶっ殺 してやるっ！」

仲間に嗤われて、反撃を食らった不良がキレた。
「この ガキ！

不良は 、ミミマキムクネ の長い耳の毛を片方 だけ引
っつかむと、その ままちぎりそうな 勢いで持ち上げ た。
「ぐっ ……！」
片方の 耳の毛にりぶたん の全体重がかかった 。
手を伸ばして抵抗しようにも、ちっちゃなおてては
届かな い。
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いくら体の小さ な子供でも、体 毛で体重を支えれ ば
泣きた くなるほどに痛 い。子供だけにな おさらだ。
それで も、りぶたんはも うわめいたりしなか った。
くやしくて涙はぽ ろぽろこぼれたけ れども、唇を噛 み
しめ、 ぐっと痛みをこ らえ、不良をにら みつけた。
そして 、短くて届かない 足で、何度も相手を 蹴ろう
とした。
なにをしてやがるっ！」

何 度も。何度も。… …何度でも。
「てめえら ！

しわがれた大声が原っぱに響き渡った。耳にしただ
けでふ るえが来そうな ほど、迫力のある 声だった。
「そこを動 くんじゃねえ！ 」
別の大声も響いてきた。こちらもまたドスのきいた
声だっ た。
「ヤクザだ ！」
「やっべえ！」
「逃げ ろっ！」
弱い者 には強かった不良 どもが、あっという 間に飛
んで逃げていった 。
手 を放されて、りぶ たんは落下した 。突然のことで
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うまく着地はでき なかった。地面で 背中をしたたか に
打ち、 息が苦しくなっ た。
「なんて無道なことをしやがる！」
しわがれた声の主に、りぶたんは抱え起こされた。
じょう

ショウ ジョウダルマの 老人だった。
おじき

「 こ り ゃ 、 ひ で え や。 叔 父 貴。 お 嬢 と 同 じ くら い の
歳の子ですぜ」
遠 くまで放り投げら れて全身傷だら けの子供を、心
配そうにのぞき込んだもうひとりもまたショウジョウ
ダルマだった。
「おい。いまのハナタレ小僧どもを取っ捕まえてこ
い」
老人が命令した。感情を抑えた声に、怒りのほどが
うかが えた。
あ

「すぐに若いもんを走らせまさぁ。一歩間違えりゃ、
お嬢がこんな目に 遭わされたかもし れねえ。イカレ た
ガキど も、ただじゃお かねえや」
もうひ とりのショウジョ ウダルマは飛び去っ た。
……どんぐりぶっ つけられた、

あとには老人が残った。
「…… ヒナたんは？
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ヒナたんは？」
老 人の腕の中で苦し そうに息をしな がらも、りぶた
んは真っ先にヒナタの心配をした。
「ピキの子かいな 。ケガしとらんと ええが」
老 人はりぶたんを抱 え上げて、ヒナ タのところまで
連れて行っ た。
「これ、嬢ちゃん や。……これ」
り ぶたんを抱きかか えたまま、老人 は地面に横たわ
るヒナタを 揺すった。
「……！」
し ばらく反応しなか ったヒナタは、 いきなり跳ね起
きた。
「おっと。じっと してな、嬢ちゃん 。これは何本か 、
わかる かいな？」
老人は 指を一本立てて、 ヒナタの眼前に突き 出した。
「一本……」
ヒ ナタは答えてから 、不思議そうな 顔で老人を見た。
「うむ。もうだいじょうぶ。ちぃと頭がしびれとった
のじゃろうて」
のうしんとう

ど うやら、ヒナタは 脳震盪を起こし ていたようだ。
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「チョコたんは？
チョコ たんは？」

ねー、どんぐり ぶっつけられた 、

ヒナタ の無事を確認する と、りぶたんはせが むよう
カマキリかい な？」

に老人に訴えた。
「ん？
「チョコたん、さっきお友達になったの。りぶたんと
ヒナたんとなかよ しなの」
「なる ほどのう」
老人は ヒナタもいっしょ に抱え上げて、カマ キリの
ところまで子供た ちを運んだ。
「む… …」
カマキ リの幼虫は死んで いた。気を失ったの ではな
く、命を失ったの だと、老人にはひ と目でわかった 。
モ ンスターを殺せる 技はリヴリーに はないが、道具
を使えば殺すことは可能だ。そして、不良どもはどん
ぐりを道具として 使ったのだった。
「チョ コたんも頭がし びれてるの？」
りぶた んは老人に聞いた 。
「…………」
老 人は返事に困った 。とりあえず、 ふたりを地面に
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降ろした。
「チョ コたん、これ何 本？」
りぶた んは老人のまねを して、指を一本立て てカマ
キリの死骸に突き つけた。
老 人がヒナタに指を 数えさせた意味 は、りぶたんに
はわからなかった。寝ている者を起こすおまじないだ
と思っていた。
「…… チョコたん、死 んじゃったの？」
ヒナタ が老人に聞いた。
「うんにゃ。死ん どらん。気絶しと るだけじゃて」
老 人はうそをついた 。
「チョコたん、起きて。これ何本？」
「チョコたん、死 んじゃったのよね ？」
同 い年のふたりだっ たが、成長の度 合いには差があ
った。りぶたんはまだまだ幼く、ヒナタはもうしっか
りしていた。
「うん にゃ。ええか、 嬢ちゃんたち。リ ヴリーはのう、
モンスターを殺せないんじゃ。じゃからして、このカ
マキリは死んどら ん」
老 人はうそを突き通 すことにした。
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「うそ」
し かし、ヒナタには 通じなかった。
「それ、技の話だもん。ヒナタ、知ってるもん。悪い
お兄ちゃんたち、 技は使わなかった 。どんぐりぶつ け
てた。 チョコたん、死 んじゃったんでし ょ？」
「……うむ 」
うそを見破られた以上、老人もうなずくしかなかっ
た。
の

「……えっ ……えぐっ…… 」
ようやく事の次第を呑み込めたりぶたんがべそをか
き始め た。
「……うっ……うえっ……うえーんっ」
おえつ

嗚咽をこらえきれなくなったりぶたんは、火がつい
たよう に大声で泣き出 した。
友達に 泣かれて、ヒナタ もこらえきれなくな った。
自然に涙があふれ てきた。
「ええ 。ええ。いっぱ い泣いたらええ」
老人は 子供たちの気がす むまで泣かせること にした。
「泣くのが終わったら、カマキリを埋めてやろうの
う」
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ぬぐ

「どうしてチョコ たんは殺されたの ？」
握 りしめた拳で涙を 拭いながら、ヒ ナタが質問した。
「モンスターじゃからかのう」
「どうしてモンス ターは殺されるの ？」
「リヴ リーとモンスタ ーはのう。仲が悪 いんじゃ」
「どうしてなかよくできないの？」
「そうじゃのう。 なかよくできたら ええと、わしも 思
っとる んじゃよ」
老人は 子供たちの頭をな でた。
「りぶたん。チョ コたん、埋めてあ げようよ」
ふ

ふ

「…… んっ……ぐすっ ……」
涙を拭 き拭き、りぶたん がうなずく。
「よし。わしが嬢 ちゃんたちを秘密 の場所に連れて っ
てやろ う」
「秘密の場 所？」
ヒナタは泣くのをやめた。涙はこらえて、むりやり
止めた 。

そ れ、天国？」

「うむ。すぐ近くにあるんじゃが、とても遠い場所じ
ゃでな」
「近く て遠いの？
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りぶたんはまだ 涙をこぼしてい る。
「はっ は。天国に行く のは困るのう。わ しにゃあ、ま
だまだ、やらねばならんことがあるでな」
老人は子供ふたりを片手で抱きかかえた。そしても
う片方 の手で、カマキ リの死骸を持ち上 げた。
「誰も来ない場所に連れてってやろう。そこなら、カ
マキリも静かに眠 れるじゃろうて。 お墓も壊された り
はせん からのう」
老人は 茂みの奥に向かっ て歩きだした。
茂みを抜けると、広大な空間が見えた。遠くまで青
い空が 広がっている。 空の下にはどこま でも続く原っ
ぱがある。
それは別に珍しい光景ではなかった。見慣れた光景
だった 。
りぶた んもヒナタも、か くれんぼや鬼ごっこ で、茂
みを抜けたことは 何度もある。原っ ぱの向こうにも 原
っぱが あることは前か ら知っている。だ だっ広い原っ
ぱが存在することは、誰だって見ればわかる。
しかし、存在を知ってはいても、なぜだか足を運ん
だこと はなかった。目 には見えても、な いも同然の空
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間だった。不思議 なことに、誰もい ない広大な原っ ぱ
がある と知りながら、 そこに行ってみよ うと考えたこ
とは一度も なかった。
老人の歩みは止まらなかった。
り ぶたんとヒナタの 思考が止まった 。なにかを考え
ることも、思うことも、急にできなくなった。ただ目
まんぜん

を開けて、景色を 漫然と見つめてい た。
そ の目も勝手に閉じ た。頭の中がむ ぎゅっとなった。
世界が小さく押しつぶされて頭の中に入ってきた。押
し込められた世界 はさらに小さく縮 んで、脳内でぐ る
ぐると 回転した。
そして 世界は回るのをや めると、一気に弾け た。頭
の中から世界が飛 び出して広がって いった。子供た ち
は驚い て目を開けた。 目を開けると、そ こにはふだん
となにも変わらない世界があった。
「さあ、ここじゃ 」
老 人は歩みを止めた 。
原っぱ から歩いただけだ った。どこにもテレ ポート
はしていない。そ れに、歩いた距離 もたいしたこと は
ない。
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だが、そこはも う遠い場所なの だと、地面に降ろ さ
れた子 供たちも肌で感 じた。近くて遠い 、不思議な場
所にやって きたのだと。
「頭がむぎゅって なったー」
り ぶたんは老人を見 上げた。
「変な感じ だったよね？」
ヒナタはりぶたんに聞いた。
「うん 」
りぶた んがうなずく。
「ここはのう。秘 密の場所なんじゃ 。誰にも言うて は
ならん ぞ。カマキリを 埋めてやるんじゃ からのう」
「りぶたん、ないしょにする」
「ヒナタもないし ょにする」
「よし よし。いい子じ ゃ。さて、穴を掘 ろうかいな」
老人は カマキリの死骸を 地面に横たえると、 手ごろ
な大きさの石を拾 い、穴を掘り始め た。
そ れを見て、りぶた んとヒナタもま ねをした。石を
拾って、ちっちゃなおててで手伝った。
穴はすぐに大きくなった。子供たちが加勢したとは
いえ、 ほとんど老人が ひとりで掘った穴 だった。
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「よし。このくら いでよかろうて」
穴 の中にカマキリの 死骸が安置され た。
「さ、埋め ておやり」
老人にうながされて、子供たちはカマキリの死骸に
土をか けた。
途中で りぶたんが何度か しゃくりあげたが、 泣き出
すのはこらえた。
り ぶたんとヒナタは ふたりで協力し て、チョコたん
を埋めた。
「ヒナタ、お花摘 んでくる」
「りぶ たんもー」
子供た ちが花を探して駆 けだした。
花々が咲き誇るような原っぱではなかったが、所々
に名も ない小さな花が 咲いている。りぶ たんとヒナタ
は連れだって、名もない花を摘んで回った。
ぼひょう

老人はかぶせた土を手で押し固めると、最後に、穴
を掘る のに使った石を 墓標代わりに置い た。
かわい らしいお花を摘ん できた子供たちは、 今度も
老人をまねて、自 分たちが使った石 を墓標とした。 そ
そな

れから 花びらをきれい に並べて、供えた 。
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おが

「しっかり拝んで おくのじゃぞ。こ こにはもう来れ ん
からの う」
「えー。りぶたん、明日も来る」
「そりゃ無理じゃ 。嬢ちゃんたちは ここには来れん の
じゃ」
「だいじょうぶ。りぶたん、おじいちゃんに連れてき
てもらう」
「おじ いちゃんとな？ 」
首を傾 げる老人を、りぶ たんはまっすぐ指さ した。
「わしかいな。… …なあ、嬢ちゃん たち」
老 人はしゃがむと、 子供たちと同じ 高さの目線で話
しかけた。
「リヴリーとモン スターがなかよく できたらいいと 思
わんか ？」
だまっ てうなずく子供た ちに、老人は熱心に 語り始
めた。
わんぱく

「わし にはのう。嬢ち ゃんたちと同じく らいの歳の孫
がおるんじゃ。女の子なのに腕白でのう。悪そうばっ
かりしよるんじゃ が、いつかモンス ターに手を出し て、
とんで もないことにな りゃせんかと、わ しは心配しと
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るんじゃよ。モン スターものう。チ ョコたんみたい に
おとな しかったらええ が、中にはこわい のもおるから
のう」
子供たちはうんうんとうなずく。
お

「それ でのう。わしは 偉い人に会うて、 リヴリーとモ
ンスターをなかよくさせてくれるよう、頼むことにし
たんじゃ」
「偉い 人って？」
ヒナタ が聞き返す。
「ミュラー博士じ ゃ」
「博士 はどこにいるの ？」
「うむ。ずっとずっと遠くにな、おられるのじゃよ。
天よりも、ずうっ と高いところにの う」
老 人は大空を見上げ た。
「りぶたん、知ってる。それ、天国」
「はっは。嬢ちゃ んにはかなわんの う。ミュラー博 士
に亡く なられたら困る んじゃ。なんせ、 このわしは、
これから博士に会いに行くんじゃからのう」
老人は両手を子供たちの肩に置いた。
「なあ 、嬢ちゃんたち 。わしはこれから 遠くまで行か
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にゃあならん。嬢 ちゃんたちをこの 場所に連れてき て
やるこ とは、もうでき ん。その代わりじ ゃ。嬢ちゃん
たちが大きくなるまでに、リヴリーとモンスターがな
かよくいっしょに 暮らせる世界にし てやろう。博士 に
会うて 、頭を下げて、 頼み込んで、平和 な世界にして
もらうんじ ゃ」
「ほんと？」
ヒ ナタの顔が明るく なった。
「うむ」
「わあ！」
り ぶたんもうれしく てたまらない顔 で、ヒナタと見
つめあった 。
「さあ。チョコた んにお別れじゃ。 これが最初で最 後
の墓参 りじゃからのう 」
「うんっ」
モンスターとなかよくできる未来がやってくる。
そ の言葉を信じたり ぶたんとヒナタ は、ちっちゃな
おててを合わせた。ふたりで並んでチョコたんのお墓
を拝んだ。
「チョ コたん、ヒナタ のこと忘れないで ね」
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「チョコたん、り ぶたんのことも忘 れないでね」
手 を合わせて拝んで いると、目頭が 熱くなってきた。
ついさ っきまで、元気に していたチョコたん だった。
ご飯もおいしそう に食べていた。そ れなのに、いま は
もう動 かない。動かな いで、冷たく暗い 土の下にいる。
りぶた んの目から涙がぽ ろりとこぼれた。
ヒナタの目からもしずくが滴り落ちた。
シ ョウジョウダルマ の老人が平和な 未来をもたらし
てくれても、チョコたんは生き返ったりしない。チョ
コたんはこのまま だ。このままずっ と、土の下。
「チョ コたん、かわい そう」
りぶた んが嗚咽を漏らし た。
ヒナタは手を伸ばしてりぶたんの両手を握りしめた。
自分の 体をりぶたんに 向け、握りしめた 手を引っ張っ
て、りぶたんを自分のほうに向き直らせた。
「ねえ、りぶたん 。チョコたんは助 けてあげられな か
ったけ れど、未来のチ ョコたんは助けて あげようよ。
ヒナタとりぶたんで、ふたりで力を合わせて、リヴリ
ーとモンスターが なかよくいっしょ に暮らせる世界 に
しよう よ。そうしたら 、チョコたんも安 心して生まれ
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変わってこれるよ 、きっと」
「うん っ」
こぼれ る涙を拭おうとも せずに、ふたりはち っちゃ
なおててを強く握 りしめあった。
３
雨 が降った。
風も吹 いた。
夏には太陽が照りつけ、冬には雪がつもった。
そ れでも、チョコた んのお墓は昔の ままだった。
墓標代 わりに置かれた三 つの石が、ほんのち ょっぴ
り地面に埋もれて いる。大きな石が ひとつ。小さな 石
がふた つ。あの日と同 じ場所に、いまも ある。
「あのとき のままね」
ヒナタはお墓を見つめた。
時 は流れても、思い はいつでも過去 に帰る。
お墓も 。ふたりも。なに もかも。あのときの ままだ
った。
「そう だな」
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りぶたんは強く なった。
い まではＬＩＳＤの 保安官だ。あの ときは守ってや
れなかったチョコたんも、いまならかすり傷ひとつ負
わせることなく守 ってやれる。
「結局 、あのじいさん には二度と会えな かったな」
「そうね。おじいさん、元気でいてくれるといいな」
あの日の次の日。りぶたんとヒナタは原っぱでショ
ウジョ ウダルマの老人 を待った。
次の日 も、そのまた次の 日も、待ち続けた。
うの

老人が遠くに行くことはわかっていた。ミュラー博
士に会 いに行くなどと 、ふつうなら鵜呑 みにしないよ
うなことでも、幼い子供たちは信じた。なにより、原
っぱで暴れ放題だ った不良どもが、 あの日を境にぷ っ
つりと 姿を見せなくな ったことで、真実 味も増した。
きゅう

悪 い お 兄 ち ゃ ん た ち は お 灸 を す え ら れ た ん だ よ。
ふたりでそう話し 合った。
いちる

老 人が遠くに行くと わかっていて、 幼いふたりは待
ち続けた。一縷の望みにすがったのだ。もしかしたら、
まだ出発していな いかもしれない。 また原っぱに来 て
くれる かもしれない。 そう思った。

- 261 -

しかし、老人は 二度と再び、ふ たりの前に姿を現 す
ことは なかった。
ふたり は成長した。
成長して大きくなった。
大 きくなって、ＬＩ ＳＤの保安官と 副保安官になっ
た。ふたりは真っ先に、あの日の不思議な老人のこと
を調べた。
老 人が連れて行って くれた秘密の場 所はプロテクシ
ョンゾーンであろうと、ふたりは見当をつけていた。
長い間、どこにあ るのかわからなか ったチョコたん の
お墓も 、プロテクショ ンゾーンをフリー パスできる特
権を手に入れてみれば、あっさりと見つかった。
いつもの原っぱの奥にあるプロテクションゾーンに、
お墓は あった。老人が 言ったように、す ぐ近くでとて
も遠い場所 だった。
お墓の場所は判明したが、老人の正体はわからずじ
まいだ った。
プロテ クションゾーンに 出入りできたからに は、老
人は管理機関の職 員かとも思われた が、それらしい 人
物は当 時の職員名簿に は載っていなかっ た。それに不
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のう しんと う

良どもは、老人と 連れの男をヤクザ と呼んだ。ヒナ タ
は脳震 盪を起こしてい て記憶が曖昧だが 、りぶたんは
はっきりと 耳にしている。
ヤクザならＬＩＳＤに資料が残っていそうなものだ
が、不 思議なことに当 時の資料だけが抜 け落ちていた。
それで も、一度だけ情報 が舞い込んだ。
ばくと

――その昔、ショウジョウダルマの親分が博徒の一
とば

つぼ

家を構 えていたという 。なにかと面倒見 のいい親分を
慕って、賭場では気っぷのいい乙女が壺を振っていた
そうな。
古 い話とあって、情 報はたったそれ だけだった。
かぎょう

老人が 本当にヤクザなら ば、管理機関の職員 だった
ごはっと

とは思えない。し かし、そうなると 御法度稼業のヤ ク
ザがプ ロテクションゾ ーンに出入りでき たことになり、
それもまたＬＩＳＤのふたりには信じられない話だっ
た。
「そう いえば、団丸は マインドウォール が効かないそ
うだ」
「ほんと？」
「うん 。生まれつき効 かないと本人が言 っていた」
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「おじいさんもそ うだったのかな？ 」
「じい さんもマインド ウォールが効かな かったのなら、
団丸同様、プロテクションゾーンへの出入りも自由だ
ったろうな」
「ふた りともショウジ ョウダルマね」
「うん」
「おじいさん、わ たしたちと同じく らいの歳の、孫 娘
がいる って言ってたよ ね」
「うん」
「もしかすると、 もしかする？」
「まさ か」
りぶた んは一笑に付した 。
「世の中、そんな にせまくはない。 あれだけ捜して も、
どこの 誰やらわからな かったじいさんの 、孫娘がいま
はあたしたちといっしょにいるだなんて」
「そうね。おじい さん、捜しても見 つからなかった よ
ね。で も、まるたんも 誰かを捜していて 見つからなか
ったのよね 」
「…………」
り ぶたんは無言でヒ ナタを見つめた 。
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「もしかすると、 もしかする？」
「まさ か」
否定す るりぶたんの声が 小さかった。
「おじいさん、わ たしたちが大きく なるまでに、リ ヴ
リーと モンスターがな かよくいっしょに 暮らせる世界
にしてやるって、言ってくれたのに。わたしたち、も
う大きくなっちゃ ったね」
「うん 。でも、じいさ んは失敗したわけ じゃない」
「そうよね。おじいさんのおかげで、いま、わたした

あ

ちがこうしてここ にいるもの」
「クー 」
散歩に 飽きたのか、クー たんが鳴いた。
「放してもだいじ ょうぶそうね」
「…… うん」
りぶた んがないしょで飼 っていたカマキリを 逃がす
ために、ふたりは プロテクションゾ ーンまでやって き
たのだ った。
「もっと遠くで放さないとね」
「……うん」
「りぶたん。わたしたち、大事なお仕事の途中なの
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よ」
はっぱ

気 分が沈んでいるり ぶたんに、ヒナ タは発破をかけ
た。
「これから地底ト ンネルを調べなく ちゃならないの よ。
アウタ ーゾーンなんだ から。どんな危険 が待っている
か、わから ないんだから」
「そうだな。あた したちふたりでや らないとな」
り ぶたんは、自分た ちふたりだと言 った。
「やっぱり、あの子たちは連れて行かないつもりなの
ね」
「うん 。応援がいるな らまだしも、誰に も協力しても
らえなかった以上、危険な捜査にあいつらを巻き込む
わけにはいかない 。ヒナたんだって 、そのつもりで ふ
たりを 家に帰したんで しょ？」
「ちぇ。バ レてる」
「ちぇじゃない」
ふ たりはくすくすと 笑いあった。
「じゃ、急ごうよ。お昼休みが長くなると、フーちん
に怪しまれそう」
「フレ イムか。あいつ は深く考えること なしに、いき
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なり答えにたどり 着いてしまうよう なところがある か
らな」
「理詰めじゃなくっても、物事の本質をしっかり見抜
いてしまうのは画 家としての才能な のよ」
「じゃ あ、その才能は 絵で活かしてもら うとするか」
「そうね。保安官助手になって張り切っているおふた
りさんには悪いけ れど、そのままず っとお昼休みを 過
ごしてもらって、危険な仕事はわたしたちでやろう
ね」
「うん。おいで、 クーたん」
り ぶたんはクーたん に向かって手招 きをした。
「クー」
すっかりりぶたんになついているカマキリのモンス
ターは 、呼ばれるとす ぐにそばまで来た 。
りぶた んはクーたんを抱 きかかえるようにし て自分
の体に止まらせる と、ヒナタに告げ た。
「グラ スガルフに放そ う」
「あそこなら、怪物密林に近いものね。クーたんもそ
っちに行ってくれ るよね」
「うん 」
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ひとこと答えて 、りぶたんは飛 び去った。
ヒ ナタもすぐに跡を 追った。
怪物密林は文字どおりジャングルだった。
凶 暴なモンスターが うようよしてい る暗黒地帯だ。
怪物の 森にもモンスター は出るが、恐ろしさ は密林
の比ではない。
そ もそも怪物の森は 、怪物密林の一 部だ。密林に生
い茂る木々は段々とまばらになって、周辺部では森と
なる。森と密林に 明確な境界はない 。ジャングルと 呼
べるほ ど木が生い茂っ てはいない端っこ が、森と呼ば
れているに すぎない。
森は草原に接している。突然、木がなくなるのでこ
ちらの 境界ははっきり している。
その草 原が森に食い込ん でいる一角がある。 草原が
食い込んだという よりは、森がへこ んでいるという べ
きだろ うか。地形によ るものか、地質に よるものか、
定かではないが、森に深々と食い込んで密林にまで達
している。
木 がなくて見通しが いいため、草原 は森や密林より
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も安全だ。逆にモ ンスターにとって は危険が増すよ う
で、草 原にはあまり出 没しない。そのた め、怪物密林
リップス

にまで食い込んだ草原は、草の湾「グラスガルフ」と
名付けられ、ＬＩ ＰＳの管理下に置 かれた。
つ まり、グラスガル フは安全にテレ ポートできる最
も遠い場所のひとつであり、最も怪物密林に近い場所
だった。
り ぶたんとヒナタは そこに降り立っ た。
ヒナタ はふと視線を感じ て振り返った。
遠くに物見櫓が見える。てっぺんの監視所で、なに
かが日 光を反射してき らりと光る。双眼 鏡かなにかで
監視員がこちらを見ているようだ。
「すぐにチェック が入るなんて、仕 事熱心ね」
ヒ ナタは遠くの監視 所に向かって敬 礼をした。
先方は すでに、ＬＩＳＤ の制帽を確認してい ること
あいさつ

だろう。保安官と 副保安官が公務で 訪れたと、判断 し
たにち がいない。ヒナ タの敬礼はほんの ご挨拶だった。
「ここはプーケ線の真上だからな。連中も気は抜くま
い」
り ぶたんは抱きかか えていたクーた んを地上に降ろ

- 269 -

した。
プ ーケ線とはモンス ター防衛線のこ とだった。
せ

防衛局 長プーケの提案に より構築された要塞 線だ。
四つの要塞を拠点 にして、怪物密林 を堰き止めるよ う
ゆみなり

な形で 弓形に延びてい る。
グレー ト・リヴリー・ラ ンドの開発に先駆け て、怪
物密林に潜むモン スターの脅威から リヴリーアイラ ン
ドを守 るべく、要塞が 築かれた。
要塞は 司令官の名を取っ てそれぞれ、ミュー ミュー
要塞、ジュリエッ ト要塞、プーケ要 塞、ダークヤグ ラ
要塞と 命名された。ふ だんは防衛武官を 要塞司令官代
理として配置してあるが、有事の際にはミューミュー
と

たち管理リヴがす ぐさまテレポート して陣頭指揮を 執
ること になっている。

要塞の 建設は安全確保を 目的として行われた のだが、
建設時の騒音か振 動かが、怪物密林 のモンスターを 刺
激した ようだ。皮肉な ことに安全を求め た結果、モン
スターの大規模襲撃を誘発する事態を招いてしまった。
世に言う「モンスター津波」である。
強大なモンスターをも撃破できるよう、要塞には
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「要塞砲メガスリ ング」を配備して あった。だが、 大
地を埋 め尽くし、大空 を覆い隠し、さな がら津波のご
とく押し寄せたモンスターの大集団に対して、巨砲は
あまりにも無力だ った。
りゅうだん

砲 弾 を 急 造 の 榴 弾 に 変 更す る こと で なん と か 持ち
こたえ、モンスターの群れを撃退することには成功し
かんらく

たが、争乱のさな かに、建設途中だ ったダークヤグ ラ
要塞は 陥落した。
事態の 収拾後も、同じ失 敗を繰り返さぬよう 、要塞
の再建は見送られ た。プーケ線はダ ークヤグラ要塞 を
欠きつ つもそのまま維 持されたが、防衛 線にほころび
が生じたことにより、モンスターのＧＬＬ侵入を許す
羽目となった。
け ん ちょ

そ の被害が顕著に現 れているのが、 怪物密林の末端
に当たる怪 物の森だ。
ジャングルを思わせる深い森をグレート・リヴリー
・ラン ドに取り込み、 密林のモンスター はダークヤグ
あだ

ラ要塞とプーケ線でシャットアウトするという大胆な
こうてつ

主席防衛武官 が更迭された

開発計画が仇とな ったのだった。
「そう いえば、聞いた ？
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話」
せんめつ

ヒ ナタは視線を物見 櫓から相棒へと 移した。
ほ

じょうしん

「 うん に ゃ 。ど う せま た モ ンス タ ー 殲滅 作 戦を 上申
して、プーケに干 されたのだろうよ 」
いちべつ

り ぶたんは逆に、振 り返って遠くの 物見櫓に一瞥を
投げた。
「そうみたい」
「あの 作戦は連中の悲 願だからな」
「防衛局はモンスター津波でたくさんの戦死者を出し
たものね」
さんげき

ま

「正直 言って、プーケ には感謝している 。あれほどの
惨劇を目の当たりにしながら、首尾一貫して殲滅作戦
を拒絶し、武官ど もを完全に抑え込 むなど、あの女 で
なけれ ばできまい」

殲滅

「そうね。プーケさん、局長なのに幹部職員のみんな
と対立してまで、 よくやってくれて るよね」
「しか し、ひとつだけ わからないことが ある」
「なあに？ 」
「なぜ、プーケは モンスターを恐れ ないのだ？

作戦は 論外だが、防衛 局の考え自体は理 解できる。モ
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がん

ンスターを恐れて のことだからな。 だが、殲滅作戦 を
プーケだけではない。ミューミュ

頑とし て受け入れない プーケは、なぜモ ンスターを恐
れないのだ ろう？
ー派はどいつもこ いつも、モンスタ ーを怖がってい な
いよう に見える。かと いって、モンスタ ーとの共存を
願うような、しおらしいことも言わない奴らだ」
りぶたんはいつもの癖が出て、腕を組んだ。
「考え すぎなんじゃな い？」
「そうかな ？」
「そうよ。だって 、プーケさんがモ ンスター防衛線 を
提案し たのよ。要塞だ って、防衛線には 軍事拠点が必
要って、プーケさんが言い出したんじゃない。モンス
ターが怖いから、 そういう話になる んでしょ？」
「それ はまあ、そうだ が……」
す

「プーケさんたちミューミュー派は、モンスターと棲

み分けできればそ れでいいって思っ てるんじゃない か
な。争 いさえなくなれ ばいいのね。別に 共存したいわ
けじゃないから、モンスターが栄えようと滅びようと
どうでもいいのよ 。ただ、モンスタ ーを生み出した の
はミュ ラー博士なんだ から、ミューミュ ー派は自分た
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あが

ちの手で滅ぼそう なんて絶対に考え ないはず。だっ て、
あの人 たち。ミュラー 博士を神として崇 めているんだ
もの」
「問題はそこだ」
り ぶたんはすり寄っ てきたクーたん の背中をなでた。
モンスター はリヴリーを殺 せ

「博士はなぜ、リヴリーだけでなく、モンスターまで
生み出したのだろ う？
そして、呪文では絶対に殺せないモン

るのに 、リヴリーはモ ンスターを殺せな いようにした
のはなぜだ ？

スターを、道具を 使って殺すことは 許されるのか？ 」
難 しい質問だった。 正解など、誰に もわからない。
ヒナタ はしばし沈黙し、 熟考してから口を開 いた。
「わたしね、こう 思うの。もしかし たら、博士はわ た
したち で実験してるん じゃないかって。 きっと博士の
いる人間界も、いがみあって、憎みあって、殺しあっ
たりする世界なの よ。そんな地獄の ような世界に、 争
いのな い日は訪れるの か。それとも、永 遠に争いあう
のか。博士はわたしたちリヴリーを観察することで、
見極めようとして いるんじゃないの かな。……だか ら、
わたし たちは人間界の ひとたちの分まで 、しっかりし
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なくちゃいけない のよ。モンスター が怖いから憎い か
らって 、殺してすませ てはだめなの。リ ヴリーとモン
スターがなかよくいっしょに暮らせる世界にしなくち
ゃならないの」
「だと すれば、ミュー ミューたちは間違 っているな。
プーケ線で線引きをして棲み分けても、憎みあう未来
はなにも変わりは しない。それどこ ろか、要塞を巡 っ
て戦争 をやらかす始末 だ。モンスター津 波からこっち、
防衛局から聞こえてくるのはモンスター皆殺しの話ば
かりだ。事態は確 実に悪化している 。それに近頃は …
…」
言いか けて、りぶたんは 口をつぐんだ。
「……それに近頃 は、モンスターを 殺すための呪文 ま
で極秘 に開発している という噂」
ヒナタ が代わりに口にし た。
「あくまでも噂だ が、要塞を作るな ら呪文だって作 り
かねな いな」
殺しの道具に、 殺しの呪文。い ま

「ねえ、りぶたん。わたしたちリヴリーはどこに行こ
うとしているの？

はみん な、モンスター を滅ぼそうとして 頭がいっぱい
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みたいだけど、も しもモンスターが いなくなったら 、
そのあ と道具と呪文は 誰に使うの？」
「誰にって ……」
「リヴリーしかい ない世界で、殺し の道具と殺しの 呪
文を、 誰に使うの？」
「………… 」
りぶたんは返事に詰まった。いつもの癖で組んだ両
腕もほ どけて、力なく 垂れ下がった。
リヴリ ーしかいない世界 なら、使う相手も、 リヴリ
ーしかいない。
殺 しの道具も。殺し の呪文も。
厚い雲 が太陽にかかって 、草原に影が差した 。吹き
寄せる風が急に冷 たくなった。
「いけ ない。この話は また今度にしよう よ。早く捜査
に戻らないと、お昼休みが長くなりすぎて、あの子た
ちに怪しまれちゃ うぞ」
「うん 。わかった」
りぶた んはクーたんを追 い立てた。垂らした 両腕の
手のひらを、外に 向けて大きく振っ た。
「さあ 、行くんだ。お まえの棲む場所は 向こうだ」
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「クー」
とげ

ク ーたんは飼い主が 遊んでくれてい ると思ったよう
だ。棘のある鎌を折りたたんで、前脚をりぶたんの両
手の上に置いた。
「ちが うってば。もう お別れなんだよ」
口では そう言いながらも 、りぶたんは目を細 めてク
ーたんを見つめた 。
「説明 してもペットに はわからないのよ ね。だから、
はっきりわかるような行動を取るしかないの。クーた
んはここに……捨 ててゆくのよ」
ヒ ナタはりぶたんか ら目をそらした 。
――捨てろ。
それは、言わなければならないひと言だったが、言
いたく はないひと言だ った。
「ごめんね。わたし、先に行ってる」
ヒナタは飛び去った。いたたまれない気持ちになっ
て、逃 げ出したのだっ た。
別れの 場面も、つらそう にするりぶたんの姿 も、も
う二度と見たくは ないヒナタだった 。
「…… ……」
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自分のせいで相 棒を苦しませて しまったことを、 り
ぶたん はいまさらなが らに知った。
クーた んを拾いさえしな ければ、拾ってもす ぐに逃
がしておけば、ヒ ナタは余計なひと 言を口にして苦 し
むこと はなかったのだ 。
りぶた んはようやく、心 を鬼にする決心がつ いた。
放す、逃がすと、口にするのは簡単だが、実際には
捨てる ことになる。互 いに愛着を覚えて いるというの
に。互いに離れたくはないというのに。それでも、一
方的に冷たく捨て 去らねばならない 。
こ んなことなら、い っそ出会わなけ ればよかったと、
りぶたんは 悔やんだ。
けれども、すぐに後悔の気持ちを打ち消した。
出 会えてよかった。 クーたんが元気 になってくれて
よかった。
ふたりでいっしょにご飯を食べたね。
ふ たりでいっしょに ベッドで眠った ね。
いっし ょに暮らせて、と っても楽しかったよ 。
そして――。
「さよ うなら」
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りぶたんは、手 のひらに乗せら れたクーたんの前 脚
から、 両手を放した。
「リヴリーには気をつけるんだよ。あれは……」
クーたんに別れの言葉を告げる。
「…… モンスターだか ら」
そう言 い残して、りぶた んはクーたんを捨て た。
「クー」
ク ーたんはあたりを 見回した。
かくれ んぼなのだと思っ た。大好きな飼い主 が遊ん
でくれているのだ と信じた。
危 ないところを助け てくれた飼い主 だった。大切に
かわいがってくれた飼い主だった。
暗いところに閉じ込めるときには、いつも決まって
悲しそ うな目をしてい た。
明るい ところに出してく れるときには、本当 にうれ
しそうに笑ってい た。
「クー 」
クーた んはもう一度あた りを見回した。
でも。
飼 い主はもう、どこ にもいなかった 。
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「クー、クー」
ク ーたんは前脚を上 に伸ばして抱っ こをせがんだ。
後脚を 伸ばしたり縮めた りして体を上下させ 、早く
とせがんだ。
こ うすれば、飼い主 はいつも抱きか かえてくれた。
いつだって、抱っこしてくれた。
とげ

棘のある鎌はしっかり折りたたんでいる。大好きな
あの人 に、ケガなんて させられない。
「クー…… 」
でも。
い つも抱きかかえて くれるあの人は 、もう現れなか
った。
「ク……」
ク ーたんは鳴きかけ てやめた。
お腹か ら音が出ると、あ の人は振り向いてく れた。
あの人は話しかけ てくれた。
で も、あの人はもう いない。
「………… 」
クーたんは鳴くのをやめた。
捨 てられたのだと、 悟った。
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密林に向かって クーたんは歩き 始めた。
無 言だった。カマキ リは鳴かない。
あの人 はもういないのだ から、音を出す理由 がない。
クーたんはとぼとぼと足を運んだ。
ふ と気になって、振 り返ってみた。
いたず ら好きなあの人が 、笑顔で待っていて くれる
ような気がした。
「…… ……」
でも。 いない。
誰も待っていない。
あ の人はもういない んだ。
あの人 にはもう会えない んだ。
「クー」
最 後に一度だけ、ク ーたんは鳴いた 。
さっき まであの人がいた 場所に向かって、鳴 いた。
大好きなあの人に、お別れを伝えた。
あ りがとう。さよう なら。
草原を 渡ってきた冷たい 風が、さっきまであ の人が
いた場所の温かい 空気を、吹き流し ていった。
「…… ……」
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クーたんは密林 に向かった。
も う二度と振り返る ことはなかった 。
もう二 度と鳴くこともな かった。
もう、二度と。
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第六章

モンスター津波
１

地底のトンネルに戻ると仲間が待ち構えていた。
「ほらね。ぼくの言 ったとおりだよ 」
「マジ じゃん。あたいた ちを置いてきぼ りにする気だ
ったんじゃ ん」
フレイムと団丸 だった。
オー ロラランプを地 面に置いて、なか よく並んで立
っている。
「おまえたち…… 」
防護 壁の穴をくぐり 抜けたりぶたんは 、トンネルの
中で抜け目なく待機していた助手たちを見てあきれた。
「こら、君たち。 お昼休みはどうし たの？」
りぶ たんに続いて穴 をくぐり抜けて きたヒナタは苦
笑した。
危険な捜査に巻 き込むまいと一 計を案じたのに、 無
駄骨だ った。
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「もちろん、休憩 したよ。ね？」
「うん うん。ちゃんと 家に帰ったさ。ほ ら見なよ、こ
の帽子。い かすっしょ？」
頭にかぶったカウボーイハットのつばを、団丸は指
で押し 上げて見せた。
つばは 左右で上向きに反 り、帽子のてっぺん は左右
がへこんでいる。 色はジェットブラ ック。ピンクの シ
ョウジ ョウダルマによ く似合っている。
ひ

「そんなわけでさぁ。これ、取り替えてくんない？」
ぱ

団丸は胸に貼り付けていたＬＩＳＤのワッペンを引
っ剥が すと、保安官に 差し出した。
「バッジに取り替えてくれる約束だったじゃん」
「そうだったな」

り ぶたんは制帽を脱 ぐと逆さまにひ っくり返した。
ＬＩＳ Ｄの制帽はひっく り返すと方舟のよう な形を
している。舟の中 に手を入れて、り ぶたんは銀色の バ
ッジを 取り出した。
バッジ はＬＩＳＤの紋章 をかたどっていた。 ピグミ
ーの頭部がシルエ ットになっている 。左右に広がる 翼
の紋様 がある。一番下 にはＬＩＳＤの四 文字がどっし
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りと構えている。
差 し出された団丸の 手にバッジを置 くと、りぶたん
は引き替えにワッペンを回収した。そのまま帽子の中
にワッペンをしま い込んで、制帽を かぶりなおす。
団 丸は鼻の穴をふく らませて、うれ しそうにバッジ
を帽子に取 り付けた。
バッジの裏には回転ピンが留め具としてついている
から、 つけるのは簡単 だ。ピンを帽子に 刺す。先のと
がったピンは受け具でホールドする。その受け具を回
転させて、ピンが 外れないようにロ ックする。
Ｌ ＩＳＤのバッジが 帽章となってカ ウボーイハット
を飾った。
「むふぅ」
喜 びをこらえきれな いらしく、団丸 の鼻息が荒い。
すぐにかぶってしまうのはもったいないとでも思った
のか、つばの反り 具合を整える。
つ いでに、団丸は仲 間たちの装いを ちらちらと盗み
見た。
紫がかった青色のミミマキムクネがいる。同系色の
濃紺の 制帽が似合って いる。
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肌色に近いベビ ーピンクのピキ がいる。暖色でも 淡
い色合 いの体なので、 寒色でも濃い紺色 の制帽は似合
う。それに、フォーマルな帽子をちょっぴり斜めに傾
けたかぶり方がお しゃれだ。
卵 色のトビネもいる 。オレンジの体 に純白のベレー
帽と、華やかだ。しかもコマンド風のベレー帽は見た
目も鋭く、線の細 いトビネにぴたり と合って強く見 え
る。
ＬＩＳ Ｄ専用デザインの 制式帽子には、濃紺 の生地
に金糸で、紋章が 真正面に刺繍され ている。コマン ド
風のベ レー帽には、純 白の生地に銀色で 、バッジが正
面やや右のところにピン留めされている。
三人ともかっこいい。
そ れなのに、いまま で団丸だけが帽 子をかぶってい
なかった。団丸だけが胸に薄っぺらいワッペンを両面
テープで貼り付け ていた。団丸だけ がみすぼらしか っ
た。
しかし 、いま。団丸は待 望のバッジを手に入 れた。
お気に入りのカウ ボーイハットも持 参した。
団 丸は誇らしげに帽 子をかぶった。
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乙女色のショウ ジョウダルマが いる。ピンクの体 に、
あねご

ジェッ トブラックのカ ウボーイハットが クールに決ま
って、いなせな姐御に見える。つばの広い帽子はちょ
っぴり太めのぽっ ちゃり体型にもば っちり似合うし 、
じゅんこく

純 黒 の 生 地 に 銀 色 の バ ッジ が 輝 いて ハ イソ な 雰 囲気
かも

を醸し出し ている。
「はいはい。もに ょもにょ団、そろ ったわね」
ヒ ナタが笑っている 。
身につ けたものは帽子と 帽章だけなのに、ド レスア
ップにこだわって 自分のファッショ ンにうっとりす る
団丸は 、やっぱり女の 子だった。
「防衛局の 人たちは？」
ヒナタは助手たちに聞いた。あたりに気配はない。
トンネ ルにいたのはフ レイムと団丸だけ のようだ。
「さっき帰 ったよ」
「あたいたちが戻 ってきても、まだ モグラコオロギ を
調べて たんだけどさ。 なんか変な悪口言 いながら帰っ
ていったさ。あいつら、感じ悪いったらありゃしな
い」
フ レイムは我慢した ようだが、団丸 は遠慮なく不満
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をぶちまけた。
「ごめ んね」
ヒナタ はふたりに謝った 。
さげす

Ｌ Ｉ Ｓ Ｄ は 管理 機 関 の 職員 か ら 蔑 ま れ てい る 。 中
でも、 防衛局からは特 にうとまれている 。そして、そ
の理由はフレイムにも団丸にも関係のないことだった。
「なんで、あんた が謝るのさ。悪い のはあいつらじ ゃ
ん。こ っち見て男らし く正面から文句を 言うなら、あ
たいがこっぴどく言い返してやるんだけどさ。こっち
は見ないでよそを 向いてさ、ぎりぎ り聞こえるよう な
小声でさぁ、通りすがりに悪口言いやがんの。ね
え？」
団丸は横にいるフレイムに同意を求めた。
「…… ……」
ヒナタ が痛々しくほほえ んでいる。顔で笑っ て、目
で謝罪している。
モン スター愛護派
助手なんかやってると死ぬぞとか、

「あい つら、なんて言 ったっけ？
どもめ、だ っけ？

大きなお世話だよ ねえ？」
団 丸は引き続きフレ イムに話しかけ たが、フレイム
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はなにも答えずに しっぽでそっと合 図を送った。
ト ビネの長いしっぽ の先が、ショウ ジョウダルマの
細い足をな でた。
「？」
団 丸は合図の意味が わからなかった 。目を合わせよ
うともしないフレイムを不思議そうに見つめて、それ
から視線を移した 。
ヒ ナタの笑みが消え て、うなだれて いる。
りぶた んは腕を組んで、 目をつぶっている。
フレイムはそっぽを向いて、沈黙したまま。
気 がつけば、なにや ら空気が重苦し い。
「………… 」
団丸はカウボーイハットのつばをつまむと、ばつが
悪そう に引き下げた。 事情はさっぱりわ からないが、
目を隠してなにも見えないふりをして、知らん顔を決
め込んだ。
「とこ ろで、おまえた ち」
りぶた んが目を開けて、 何事もなかったよう に話を
切り出した。
「覚悟 はできているの だろうな」
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突き刺すような まなざしで、助 手たちを脅しにか か
る。
「わたしたちだけなのよ。応援はひとりも来ないの
よ」
ヒ ナタはもうあきら めていた。いま さら逃げ帰るよ
うなふたり ではない。
「なに言ってんの さ。あたいたちが 応援なんじゃん 」
「そう だよ。ぼくたち だってＬＩＳＤな んだぞ」

てん

「だが、臨時雇いの助手だ。なにも無理をする必要は
ない」
まつ

「それ なら、ぼくはジ ャーナリストだ。 この事件の顛
末を、しっかり見届ける義務がある」

フレイムは絵本ジャーナリストだった。字を読むの
が苦手 なリヴリーたち のために、絵本で 報道するのが
仕事だ。評判の悪いＬＩＳＤを健全な組織に立て直そ
うと、涙ぐましい 努力をする女性保 安官たちの活躍 を、
絵本に して伝えた実績 もある。
「それなら、あたいは……。あたいは、えっと……」
団丸は世間を騒がせた怪盗だった。自首して裁きを
受け、 地下牢獄から出 てきたばかりだ。 ＬＩＳＤに犯

- 291 -

人扱いされはした が容疑ならもう晴 れたし、漏れた 捜
査情報 もいまとなって は隠すほどのこと もない。危険
な捜査に付き合うだけの道義的な理由はなかった。
「それなら、あた いは暇だからっ」
団 丸は、やけになっ て開き直った。
「………… 」
一瞬、場が静まりかえった。
「くす くす」
真っ先 に笑い声を漏らし たのはヒナタだった 。
「そうか。暇なら しかたがないな」
り ぶたんは団丸の言 葉を真正面から 受け止めた。先
を読んでトンネルで待機するなど、やる気満々の助手
たちをこの期に及 んで追い返すつも りはなかった。
「いい か、おまえたち 。ここはアウター ゾーンだ。Ｌ
ＩＰＳの管理区域外だ。危なくなっても、どこにもテ
レポートはできな い。それを忘れる なよ」
り ぶたんは厳しい口 調で念を押した 。
「ラジャー ！」
助手たちは声をそろえて敬礼した。
「それ では二手に分か れる。ヒナたんは フレイムを連
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れて、右側を頼む 」
「ラジ ャー！」
ヒナタ も助手たちをまね て、うれしそうに敬 礼した。
「捜査といっても 、ルビーローズ一 味がいまだにト ン
ネル内 に潜伏している とは思えん。これ から手分けし
て行うのは、トンネルの探索だ。どこにどんな危険が
隠れているか、わ からない。単独行 動は禁止する。 常
ぶんき

に二人 一組で動くよう に。見た限りでは 一本道のトン
ネルだが、分岐があってもおかしくはない。分岐点に
むやみ

出たら、そこで引 き返せ。道が枝分 かれしているか ら
そく

といっ て無闇に進めば 、目印のない地底 のトンネルで
迷うぞ。目印をつけたところで安心とはいかない。側
どう

道から出てきたモ ンスターに退路を 断たれる恐れも あ
る。そ うなれば、出口 があるかどうかも わからないト
ンネルをひたすら前に進む羽目となる。分岐点に出た
ら一旦、引き返す のだ。それから、 モグラコオロギ に
は注意 しろ。見つけて も手出しは無用だ 。リヴリーを
襲わないモンスターだと、決まったわけではないのだ
からな」
長 々と注意を与えな がら、りぶたん は三人の補佐職
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ひとりひとりと視 線を交わした。
「ラジ ャー！」
保安官 の注意を肝に銘じ つつ、三人は直立不 動で元
気よく返事をした 。そして、ひとり だけくすくすと 忍
び笑い を漏らした。
「よし行くぞ。ついてこい、団丸」
りぶたんは首をひねって団丸に同行をうながすと、
懐中電 灯型のオーロラ ライトを手に、ト ンネルの左側
に向かった 。
防護壁に沿ってまっすぐ進み、突き当たりを右に曲
がる。 行く手をモグラ コオロギの死骸が さえぎる。高
くて広いトンネルを半ばまでふさいだ巨体の脇を通り
抜ける。
そ こで、ふと、りぶ たんは足を止め た。二手に分か
れて歩きだしてから、どれほども進んでいない。
「攻撃技の使い方 を教えておかねば ならんな」
振 り向いたりぶたん はモグラコオロ ギの死骸に目を
やった。
背中に傷がある。羽の付け根が咬み裂かれている。
羽ごと 腹を刺した傷も ある。襲ったのは スズメバチだ。
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モグラコオロギも 脅威だが、スズメ バチはもっと恐 ろ
しい。 それに、モグラ コオロギとスズメ バチの争いに
巻き込まれる危険だってある。
なにが起こるか見当もつかないアウターゾーンなの
すべ

だから 、モンスターに 襲われるその前に 、身を守る術
を団丸に伝授しておく必要があった。
保安官助手に任命されると講習を受けなければなら
ないの だが、時間的な 余裕もなく、団丸 は実地研修の

派手 なアクション

ターゲット指定の 代わりにさ、指 と

形で必要に応じて知識を習得することになっている。
「あれじゃん？
かさし て方向指定する んじゃん？
付けたり、大声で呪文唱えたりしてさ」
「なんだ。知って いたのか」
「あた い、前の保安官 にけっこういろい ろやられたか
らさぁ」
「そういえば、な にかと経験豊富だ ったな」
り ぶたんは皮肉を言 ってにやりと笑 った。
「でもさ。攻撃は食らったけど、やり方知ってるわけ
じゃないし。どう やんのさ？」
「うむ 。教えてやろう 。だが、本来なら 講習で時間を
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かけて学ぶことだ 。はてさて、どこ から手をつけた も
のやら ……」
保安官 が迷っている。
「むずかしい話？ 」
「別に むずかしくはな いが、ちょっぴり ややこしいか
もしれん。講習ではまず、ＬＩＰＳについて教わる。
とくろん

管理ブロックにつ いて。拡張機能の 呪文ブースター と
呪文ブ レーカーについ て。ここまではシ ステム特論だ。
がいろん

それから、呪文と技の講義に移る。霊力について。射
程について。ここ は呪文概論だな。 そして講義は我 々
げんろん

リヴリ ーの持つ霊能力 にも及ぶ。霊化と 造化について。
霊子について。ここは霊能原論だが、根っ子となる大
かくろん

事なところだぞ。 三つの各論は、理 論体系としては 心
霊論に 集約されるから 、まとまりはある 。以上、理論
の講義が終われば、最後に演習として実技を学ぶ。…
いち

…とまあ、ざっと こんな感じか」
「パス １」
いかに も難しそうな説明 が終わるや否や、団 丸は冗
談めかして講義を 拒否した。
「七並 べじゃないぞ」
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ボケた団丸に、 りぶたんは素で ツッコミを入れた 。
お受験じゃあるまいしさぁ。そんな話、

笑 える話ではないか ら、互いに笑み もない。
「なにそれ ？
じっと聞いてる暇 なんかないじゃん 」
「まっ たくだ。このま ま立ち止まって聞 かせていたら、
ヒナタ組はショップゲートまで行って戻ってくるな」
ヒナタとフレイムはトンネルの右側の探索を任され
ている 。ゆるやかな左 カーブを描いたト ンネルは、そ
た

のまま進めばショップゲートあたりにたどり着く。物
資調達能力に長け たマハラが、用意 した補修道具一 式
を運び 込むためのルー トだろうと推定さ れている。
だとす れば、行って戻っ てくるのにさして時 間はか
からない。
「かと いって、歩きな がら聞かせていた のでは、もし
ものときに 手遅れだ」
「じゃあ、どうす んのさ？」
いいねえ、 手っ取

「理論 はすっ飛ばして 、実技から入ろう 」
「とりあえず、やってみるわけ？
り早くてさ。あた い好みじゃん」
「実技 は簡単だ。まあ 見ていろ」
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そう言うと、り ぶたんはオーロ ラライトを左手に 持
ち替え て、あいた右手 をかざした。
「スリング 」
念じればそれでいいはずの呪文をわざわざ口で唱え
て、り ぶたんはかざし た右手を振り下ろ した。右手は
水平になって止まった。指先のなにもない空間に石こ
ろが出現し、つぶ てとして撃ち出さ れた。
つ ぶては右手が指し 示す方向に飛び 、トンネルの側
壁に命中し た。
うが

モグラコオロギが前脚を使って押し固めた側壁に、
穴が穿 たれた。
「やることはさっきおまえが言ったとおりだ。ターゲ
ット指定の代わり に方向指定をする 。アクションを 付
け、呪 文を唱える。動 きが増えて面倒に 見えるが、実
はこっちのほうが楽なのだ。理論は後回しだが、楽を
すれば霊力も節約 できるからな」
「やっ てみる」
団丸は 地面にオーロララ ンプを置くと、右手 をかざ
した。
「スリ ング！」
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かざした右手を 振り下ろし、団 丸が呪文を唱えて も、
なんでさ？」

なにも 起こらなかった 。
「あれ？
念じる必要がある ならさぁ、別

「念じるのを忘れ たな」
「えー 、なにそれ？
に楽じゃないじゃん。ふつうにやればそれでいいじゃ
ん」
「なら ば、ふつうにや ってみろ」
コーチ 役のどすこい娘が 腕を組んだ。
「…………」
団 丸は口を閉じて、 ふだんどおりに 呪文を念じたが、
なんで さ？」

やはりなにも起こらなかった。
「あれ？
「アク ションを忘れた な」
「ああ！」
団丸の表情がぱっと明るくなった。
「なん か、わかったよ うな気がする。も っかいやるか
ら、見てて 」
団丸はもう一度右手をかざした。
「スリ ング！」
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今度はしっかり つぶてが飛んだ 。
「でき たっ」
「うむ。なかなか筋がよろしい」
コーチが尊大な態度でほめた。
「呪文 は口先で唱えた って、だめなんじ ゃん。ちゃん
と念じないとさ。あと、方向指定はきちんとアクショ
ンで。って、こと っしょ？」
「基本 はそうだ」
「応用は？ 」
「コツをつかめば 、アクションなし でも方向指定や 位
置指定 はできるように なる。特に位置指 定はターゲッ
ト指定よりも扱いやすいぞ。誰それという名前で指定
しなくても、あそ このあいつで攻撃 できるからな。 ま
あ、タ ーゲット指定も 確実に命中させた り、隠れた相
手を攻撃できたりで便利ではあるが」
「なるほどねえ。 状況に応じて指定 方法を使い分け る
んだ」
「ターゲット指定だけだと、同種のモンスターの群れ
に遭遇したときに 、目の前にいる奴 を攻撃できなか っ
たりす るからな」
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「ああ、あれね。 前にアオイトトン ボが大量発生し た
ときに さぁ。目の前の 奴を攻撃するつも りでサンダー
使ったのに、一番遠くの奴に落ちてちょっとびっくり
．ト
．ト
．ン
．は 攻 撃 し て こ な い か ら 助 か っ た け
したさ。イ
ど」
「そういうことだ。いきなり攻撃してくるような奴が
群れていたら、タ ーゲット指定では お手上げどころ か、
お陀仏 だからな。…… ああ、それから一 番大事なこと
を覚えてお け」
「なにさ？」
「アウ ターゾーンでは 方向指定しか使え ないのだ。タ
でさぁ。アクシ ョ

ーゲット指定も、位置指定も、全部だめだからな」
「ＬＩＰＳがない とそうなんだ？

ンって 、なんか作法と かあるわけ？」
「うんにゃ。まったくない。好きな振り付けでかまわ
んぞ」
「振り 付けって……」
団丸の 顔に笑みがこぼれ た。理論はともかく 、実技
はマスターしたの で余裕が出たよう だ。
「要は 、気合いという か、気力というか 、精神的な集
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中力の問題だ。集 中さえすれば声も 動きも不要。だ が、
ひへい

げんすい

疲れる 。精神的にな。 肉体の疲労とちが って、精神の
疲弊は霊力の減衰につながる。だから、声を出して体
も動かし、肉体の ほうを使って精神 には楽をさせる わ
けだ。 もう一度念を押 すが、ここはＬＩ ＰＳの管理区
域外だ。理論を後回しにしたからおまえにはわかるま
いが、覚えておく といい。アウター ゾーンでは、パ ー
クのよ うにいくらでも 技を使えるわけで はないのだ。
使えば使うほど、使えなくなってゆく」
あれも 教えてくんない？ 」

「ふーん。あとさ ぁ、ネットとかＬ ＩＳＤ専用の技 も
あるっ しょ？

「あわてるな。その前に、保安官助手になると使える
そんなのある んだ？」

専用攻撃技を教え てやろう」
「え？
あご

「呪文はショットだ。撃ってみろ」
コーチは顎をしゃくった。
「ショ ット！」
団丸は スリングとまった く同じ動作でショッ トを放
った。
指 先に石ころが出現 して撃ち出され た。しかし、ス
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リングとはちがっ て、発射されたつ ぶては細かく分 裂
し、拡 散した。
トンネ ルの壁に無数の穴 があいた。穴のひと つひと
つはスリングより も小さいが、着弾 範囲が広くなっ て
いる。
「これ、散 弾じゃん」
「そうだ。技の正 式名称は散弾投石 だが、ショット ガ
ン・ス リングと呼ばれ ることが多い。方 向指定で撃て
ちんあつ

ば、複数の敵をまとめて攻撃できるから、モンスター
の群れをひとりで 鎮圧するときなど に向く。特に近 接
戦闘で は大活躍するぞ 。しっかり狙わな くても、とり
あえずぶっ放せば当たってくれるからな。散弾の一粒
でも命中すれば、 ダメージは小さく ともモンスター の
動きは 一瞬止まる。そ の一瞬が生死を分 けることもあ
る。そいつ を忘れるな」
「……でもさぁ。 撃ってもかまわな いのかい？」
団 丸は珍しく小さな 声で遠慮しなが ら聞いた。
防衛局 の職員が、ＬＩＳ Ｄをモンスター愛護 派との
のしっている。つ まり、保安官のり ぶたんと、その 相
棒であ る副保安官のヒ ナタが、そうなの だろう。だと
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したら、気軽には 撃ちにくい。
「撃て ！」
りぶた んは、体格に優れ たショウジョウダル マの助
手を見上げると、 その腹に拳を押し 当てた。
「！」
殴られ たほどの衝撃があ って、団丸は驚いた 。
「ためらわずに撃 て。心配しなくて も、この技を何 発
撃ち込 もうとモンスタ ーが死ぬことはな い。気絶する
だけだ。だが、おまえはちがう」
「…………」
けお

ま っすぐに瞳を見つ めて語りかけて くるりぶたんに
気圧されて、団丸は声を出せない。
縦にも横にも大きなショウジョウダルマに比べれば、
ミミマ キムクネは小さ い。しかし、りぶ たんの迫力は
体格の差など問題としなかった。
「おまえは死んで はならない。そん なこと、このあ た
しが許 さないっ」
「……ラジ ャー」
団丸はなんとか声をしぼり出した。
ア ウターゾーンに来 てから、りぶた んは厳しくなっ
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た。
団 丸が防護壁の穴を くぐろうとした ら、よせと強い
口調で制止された。事あるごとに念を押され、脅すよ
うに覚悟を問われ た。なによりも、 フレイムともど も
捜査か ら外されるとこ ろだった。
モグラ コオロギには近寄 るなと釘を刺された 。モン
もうしん

スターが襲わない などと盲信するな とも、殉職者は 出
したく ないとも、言わ れた。
そして 、いま。死んでは ならないと。死ぬこ とは許
さないと。
殉 職者。死。
助手な んかやってると死 ぬぞと、防衛局の職 員は捨
て台詞を残した。
そ の話をしたら、フ レイムはそっぽ を向いた。ヒナ
タは悲しみに暮れ、りぶたんは苦しみに耐えている様
子だった。空気が 重かった。
そういえば――。
団丸は 思い出した。地下 牢獄にいたときに、 囚人仲
間から流れてきた 噂話に聞いたこと がある。
Ｌ ＩＳＤに死人が出 た。保安官助手 がモンスターに
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さもん

やられた。そのこ とで、管理リヴ委 員会が保安官の 責
ふいちょう

任を問 い、査問会を開 くことになった。
吹聴 し ていたのは、りぶた んに捕まった男だ った 。
ざまあみやがれ、 どすこい娘め。男 は悪態をつき、 次
の話し 相手を見つけて は同じ話を繰り返 していた。
団丸は 聞き流した。前の 保安官ならともかく 、新し
い保安官とは無縁 だった。なにが起 ころうと、どう で
もよか った。そんなこ とより、地下深く の牢獄で自分
のためになすべきことがあった。団丸はＬＩＳＤの殉
職者の話を忘れた 。
そ れをいまになって 、急に思い出し たのだった。
「あたいは ……」
腹に押し当てられたままのりぶたんの拳を、団丸は
両手で 包み込んだ。
「あたいは死なないから。だいじょうぶ。ショットガ
ン・スリングぶっ放して、しっかり生き延びてやる
さ」
「うむ」
力強くとうなずくと、りぶたんは手を引っ込めた。
「実技 は終わった。さ あ、行こうか」
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ネットは教えてくんないの？」

りぶたんは団丸 に背中を向け、 すたすたと歩きだ し
た。
「えっ？
地面に置いたオーロラランプを団丸はあわてて拾い
上げた 。

に

「それは歩きながらだ。ついでに理論も覚えてもらう
ぞ」
さん

「パス ２」
「パス３で 破産だからな」
ボケた団丸に、りぶたんがツッコミを入れた。
前 を向いて歩き始め たふたりは、な にやら楽しそう
だった。
２
リヴリーはなにも知らない。
呪 文を念じるだけで 、技は使えるも のだと思い込ん
でいる。
いつでも、どこでも、何度でも。使えるものと信じ
切って いる。
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ビューを使えば 遠くの相手のバ イオレコードをの ぞ
けるの に、その相手に ハートが届かなく ても不思議に
は思わない 。
なぜ、遠くにまで届く技があるのだろう。
ど うして、遠くには 届かない技があ るのだろう。
リップス

その答 えはＬＩＰＳにあ る。
リヴリーアイランド・ポジショニング・システム、
ＬＩＰ Ｓ。ミュラー博 士が開発したリヴ リーアイラン
ドの座標空間識別システムだ。現在地を正確に把握す
ることで、リヴリ ーたちが目的地ま で安全にテレポ ー
トでき るよう、システ ム化されている。
通常、 リヴリーはＬＩＰ Ｓの管理区域内にい る。プ
ロテクトの有無に 関係なく、ＬＩＰ Ｓの管理区域は ブ
ロック ごとに細分化さ れている。これを 管理ブロック
と呼ぶ。
すぐ隣であっても管理ブロックが異なれば、テレポ
ートし ないと移動でき ない仕組みになっ ている。
管理ブ ロックのサイズは 一定ではないが、大 きなブ
ロックであれ、小 さなブロックであ れ、そこで使わ れ
た技は ブロック内の隅 々にまで効果が及 ぶ。広大なブ
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ロックでも技が届 くのは、ＬＩＰＳ の呪文ブースタ ー
が働く からだ。
ＬＩＰ Ｓには、拡張機能 として呪文ブースタ ーと呪
文ブレーカーが用 意されている。
呪 文ブースターは霊 力を増幅する。 遠く離れたブロ
ックまで技が届くようになるし、少ない霊力で技を使
しゃだん

うことができるの で疲れなくなる。
反 対に呪文ブレーカ ーは霊力を遮断 する。すぐ隣の
ブロックであっても技は届かなくなるし、場合によっ
ては呪文そのもの を打ち消すことも ある。
ビ ューが遠くに届き 、ハートが遠く に届かないのは、
それぞれの技に呪文ブースターと呪文ブレーカーが働
いているからだ。
ち なみにジャマー系 の技も、呪文ブ ースターや呪文
ブレーカーと連動する形で、ＬＩＰＳのシステムに組
み込まれている。 ゲット・ジャマー がそうだし、マ イ
ンドウ ォールもそうだ 。
ドゥー ドゥーをさわって もゲットできないよ うにゲ
ット・ジャマーを 地ノ塔全体にかけ てあるが、なに も
塔内に くまなく呪文を かけて回ったわけ ではない。シ
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ステム上で一括登 録してある。シス テマチックに効 率
よく処 理しないと、マ インドウォールな どはとてもじ
ゃないが、 手が回らない。
こういった事情を、リヴリーはなにも知らない。
知 る必要がないから と伏せられてい るので知りよう
がない。
たいていのリヴリーは、生まれてからずっとＬＩＰ
Ｓの管 理区域内で過ご している。呪文を 念じるだけで、
いつでも、どこでも、何度でも、技は使えるものと思
よく

い込んでしまうの はしかたのないこ とだ。
常 に呪文ブースター の恩恵に浴する のであれば、思
い込んだままでも支障はない。
だが、しかし。
Ｌ ＩＰＳの管理区域 を離れてアウタ ーゾーンに足を
踏み入れると、もう呪文ブースターの効果は期待でき
ない。
技 を使えば使うほど 、霊力を消耗す る。
技を遠 くに飛ばせば飛ば すほど、霊力を消耗 する。
そして、限界を迎えるときがくる。
呪 文を念じても。声 を張り上げて唱 えても。技が発
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動しないときがや ってくる。
霊 力ゼロ。
それは 、アウターゾーン では死を意味する。
「システム特論は だいたいそんなと ころだ」
理 論の講義もひと区 切りついて、り ぶたんは足を止
め、小休止 にした。
地底トンネルはここまで危険もなく、平坦で歩きや
すかっ た。右方向にゆ るやかにカーブし ているものの、
オーロラライトのおかげで先まで見通せて、神経をす
り減らすようなこ ともなかった。
「霊力 を節約しろって 、口を酸っぱくし て言ってたの
は、そういうわけだったんじゃん」
「そうだ」
「でも さぁ。思ったよ り簡単な講義じゃ んか。理論と
かいうからさぁ、もっとむずかしい話かと思ってた
さ」
「噛み 砕いてわかりや すく説明してやっ たからな。あ
とで総務局監修の教科書を見せてやろう」
りぶたんがニヤニヤしている。
「ない しょの話だが、 あたしたちが講義 を受けたとき
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マジで？」

呪文概論だ っけ？」

に、ヒナたんが居 眠りしたほどの内 容だぞ」
「え？
「ないしょ だぞ」
「ラジャー」
団 丸もにやりと笑っ た。

「それ で次はなんだっ け？

「うむ。呪文と霊力、技と射程についてだ」
「あたい、どうも ピンとこないんだ けどさぁ。霊力 ゼ
ロって 、そんな簡単に 使い果たすもんか ねえ？」
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ひ

あ

「技を使いまくれ ば、じきに干上が る」
「アウ ターゾーンと知 っててさぁ、そん なに使う？」
「使うさ。 怪物密林ならな 」
「あー、そっか。 モンスターの群れ に囲まれたとき と
かだ？ 」
「そうだ。だが、それだけではない。アウターゾーン

ＬＩＰＳの中でも注意しろってこと？

技を

でなくても注意す るのだ。呪文ブー スターに頼りす ぎ
るな」
「え？

じゃんじゃか使え るようにするため の呪文ブースタ ー
っしょ ？」
って 、なんの話さ？」

「みんなも そう思っていた 」
「みんな？
団 丸には話が見えな い。
「モンスタ ー津波だ」
りぶたんの表情に陰が差した。
「モン スター津波…… 」
話題の 重さに、団丸は声 を落とした。
りぶたんは目を伏せると、静かな口調で語り始めた。
「プー ケ線はＬＩＰＳ の管理区域内だっ た。難攻不落
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の要塞でも、物見 櫓の監視所でも、 前線にいる誰も が
呪文ブ ースターに慣れ きっていた。怪物 密林からどん
なにモンスターがやってこようとも、攻撃技を好きな
だけ使いまくって 撃退できると、信 じて疑わなかっ た。

で もさ、当時はま だ

……し かし、あのとき ばかりはモンスタ ーの数が多す
ぎた。まさ に津波だった」
「あんた、あそこ にいたんだ？
保安官 じゃなかったは ず……」
「あたしもヒナたんも、あの日、あそこにいた。所属
はＬＩＳＤではな かったがな」
「それ で、あそこで、 なにが……？」
団丸は 緊張して喉が渇い てきた。話すと喉の 奥が貼
り付く感じで、う まく声を出せない 。
「あの 日、ＬＩＰＳが オーバーロードし た。システム
を開発したのはミュラー博士でも、管理運用している
のはリヴリーだ。 なにか手抜かりが あったのかもし れ
ない。 そもそも、ミュ ラー博士の想定外 の事態だった
のかもしれない。いずれにせよ、あの日、ＬＩＰＳは
止まったのだ。ど この管理機関がＬ ＩＰＳを担当し て
いるか はトップシーク レットだから知ら ないが、事後
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に公開された障害 報告書によれば、 呪文ブースター へ
の過大 な負荷が引き金 となって、システ ムがまるごと
落ちてしまったのだそうだ。なんでも、霊力を生成し
て呪文ブースター へ供給する霊子炉 は、メルトダウ ン
寸前に まで追い込まれ たらしい」
「………… 」
団丸はだまって耳を傾けている。
り ぶたんがいま語っ ているのは、リ ヴリーアイラン
ド史上最悪 の惨劇だった。
「ＬＩＰＳが止ま った。もうテレポ ートで退避はで き
ない。 外はモンスター で埋め尽くされて いる。逃げ道
はどこにもない。戦うしかない。攻撃するしかない。
身を守るためには 、技を使い続ける しかない。霊力 を
節約し てなどいられな い。それに、節約 したところで、
いずれは尽 きる」
「…………」
せいさん

「そし て、リヴリーた ちは、霊力を使い 果たした」
もくとう

そのと きの凄惨な光景を 思い出したのか、り ぶたん
は天を仰いだ。そ れから、黙祷でも 捧げるかのよう に、
頭を垂 れた。
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「ミューミュー、 ジュリエット、プ ーケの三要塞は 持
むざん

ちこた えた。要塞内部 への侵攻は許さな かった。だが、
建設途中だったダークヤグラ要塞は無惨なことになっ
た。戦場は外では なく、要塞の中だ った」
「…… ……」
ひと言 も聞き漏らすまい と団丸は真剣な表情 だ。
「モンスターは津 波のように押し寄 せてくる。呪文 ブ
ースタ ーは切れている 。退路はない。要 塞の中で、リ
ヴリーたちは侵入してきたモンスターを押し戻そうと
必死に戦いながら 、戦闘の真っ最中 に続々と、霊力 を
使い果 たしていった。 すぐ目の前に凶暴 なモンスター
がいるというのに。呪文を念じても、唱えても、もう
かんらく

技は出ない。…… ダークヤグラ要塞 は陥落した。司 令
官のダ ークヤグラはか ろうじて落ち延び たが、要塞守
う

め

備隊は玉砕した。ほかにも、多くの部隊が全滅や壊滅
の憂き目にあった 。その中に、あた したちの部隊も あ
った」
「え？」
だまって聞くつもりだった団丸が思わず声を漏らし
た。
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「ダークヤグラ要 塞が落ちればプー ケ線を抜かれる 。
そうな ればモンスター 津波がリヴリーア イランドに到
達してしまう。行って、要塞を死守せよ。そう命ぜら
れて、あたしたち の部隊は陣地を捨 てて出撃した。 け
れども 、すぐ目の前に あった要塞に入る ことさえかな
わずに、壊 滅してしまった 」
「モンスターチュ ーリップ連隊…… ！」
団 丸の背中を冷たい ものが走った。
か んらく

モンス ター津波では多く の悲劇が起きた。ダ ークヤ
グラ要塞の陥落と 、要塞守備隊の玉 砕はその最たる も
のだ。 モンスターの脅 威を伝えようと、 今日もどこか
で語り継が れている。
しかし、誰も語ろうとはしない悲劇もあった。
無 謀な出撃を命じら れたモンスター チューリップ連
隊は、モンスター津波のただなかに飛び込んで、津波
に呑み込まれ、目 的を果たすことな く砕け散ったの だ
った。 心ない者はそれ を、犬死にと呼ん だ。
「あんたたち、あの連隊の生き残りだったんだ……」
息を呑む団丸に、りぶたんはゆっくりとうなずいた。
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プーケ線には、 なにもいきなり 要塞が建設された わ
ちょうりょうばっこ

けでは なかった。線上 に草原地帯もあれ ば、密林地帯
も あ る 。 怪 物 が 跳 梁 跋 扈 す る 密 林 は 、周 辺 部の 森 で
も場所によっては かなり危険だ。ま ずは安全を確保 し
ないと 工事もできない 。
最初に 、比較的安全な草 原地帯に物見櫓の監 視所が

るい

さくるい

置かれた。監視所 を基点にして、モ ンスター防衛線 は
さく

少しず つ構築されてい った。
ぼうるい

ほうるい

柵を設 け、塁を築き、砲 を備える。粗末な柵 塁から、
るいさい

立派な防塁へ。守 備的な防塁から、 攻撃的な砲塁へ 。
塁砦化 は段階を経て実 行された。
それに 伴い、森や密林も 必要に応じて伐採さ れた。
ＧＬＬには、ジャ ングルを思わせる 深い森を「怪物 の
森」と して取り込む開 発計画があった。 密林のモンス
ターはダークヤグラ要塞とプーケ線でシャットアウト
するという大胆な 計画に沿って、線 を引くように伐 採
が進め られ、怪物密林 の一部が切り取ら れた。
物見櫓 に柵塁、防塁に砲 塁をもって、プーケ 線は一
応の完成を見た。 しかし、リヴリー アイランドを守 る
けんご

ための モンスター防衛 線には、もっと堅 固で揺るぎな
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せきぞう

い軍事拠点が必要 だった。木造の物 見櫓は細長くて 弱
々しく 、石造の砲塁は 地面に張り付くよ うに低くて頼
もしくはな かった。
プーケ線が一応の完成を見たことで、安全も確保さ
れた。 モンスター防衛 線を要塞線とする べく、四つの
要塞の建設 が始まった。
建設中の有事に備えて砲塁を最前線に残し、要塞は
砲塁後 方に築かれた。 また、建設作業員 の避難所とす
るべく、要塞の後方には新たに防塁も置かれた。その
結果、要塞は前に 砲塁、後ろに防塁 を伴うことにな り、
より堅 固な塁砦群とな った。
四要塞 のうち、三つまで が完成した頃合いに なって、
怪物密林に不穏な 空気が漂い始めた 。それまでは散 発
的だっ たモンスターの 襲撃が、日ごとに 激しさを増し
た。
やがて、モンスターはまるで示し合わせたかのよう
ぐんだん

に襲撃 をやめ、遠くで 群れを作った。そ の群れがさら
に群れあうことで、巨大な群団にふくれあがっていっ
た。
尋 常ではないモンス ターの数を目の 当たりにして、
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リヴリーアイラン ドは臨戦態勢に入 った。ミューミ ュ

しょうそうかん

ーたち 管理リヴは要塞 司令官として、そ れぞれの名を
冠した要塞 に常駐した。
防 衛 隊 の 戦 意は 高 く 、 焦 燥感 は なか っ た。 プ ー ケ
線はも う完成している 。物見櫓の監視所 が監視網を張
ようしょう

り 巡 ら せ て い る 。 戦 略上 の 要衝 に は 四つ の 要塞 が 陣
取り、要塞の前後 にも塁砦が置かれ ている。要塞間 に
も随所 に砲塁があって 、にらみを利かせ ている。
ひ っぱく

唯一、 弱点といえるのが 建設途中のダークヤ グラ要
るいへき

塞だった。逼迫し た電力事情に対処 するべく、南面 の
塁壁工 事を中断して日 光を採り入れてい たのだが、そ
れが裏目に出た。ダークヤグラ要塞の南側にはほとん
ど壁がなく、吹き さらしの状態だっ た。
かどう

要 塞砲メガスリング を始め、全砲塔 はなんとか稼働

するようこぎつけたものの、壁がないのでは話になら
ない。
塁 壁の応急工事に工 兵部隊が駆り出 された。
壁面か らの侵入を阻止す るために、要塞内部 にはバ
リケードが設置さ れた。足場を組ん で外から合板を あ
てがい 、壁の穴もふさ いだ。最後にブル ーシートをか
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ぶせて足場ごと覆 い隠した。
覆 いはブルーシート ではなく、建築 工事用のメッシ
ュシートを利用する案もあったが、シートが緑色だっ
たため、草や葉を 思わせてモンスタ ーを招き寄せる 危
険が指 摘された。特に オオカマキリにと っては緑が保
護色となるので群がる恐れがあった。そうなれば、メ
ッシュシートの編 み目を足がかりに してよじ登ろう と
するだ ろうし、モンス ターの重みにシー トは引き裂か
れてしまう だろう。
へだ

シートが破れて足場が剥き出しになれば、要塞内部
と外部 を隔てるのはも ろい合板だけとな る。ベニヤ板
でモンスターを防げるわけもないから、足場を覆い隠
すシートはブルー シートと決まった 。ブルーシート な
ら、つ るりとすべって モンスターも登れ ない。
応急工 事は施したが、そ れでも要塞南面が弱 点であ
きゅうち

おち い

ることに変わりは なかった。ひとた び狙われたなら ば、
るいさい

た ち ま ち 窮 地 に 陥 る こ とだ ろ う。 ダ ー クヤ グ ラ要 塞
ざんごうせん

には南面を防御する支援塁砦が必要と判断され、塁砦

塹壕戦の専門部隊 であるモンスター チューリップ連 隊
が配置 された。
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ちくぞう

連隊はただちに 支援塁砦の築造 に取りかかった。
地 面を掘り下げる。
軽くて 丈夫なアルミ合金 製のパイプをクラン プで留
めて、四角く組み 上げる。同じくア ルミ合金ででき た
メッシ ュフェンスを塁 壁代わりに取り付 ける。編み目
の広いフェンスでは雨風はまったくしのげないが、モ
ンスターの攻撃は しのぐことができ る。それに、広 い
おり

編み目 はそのまま銃眼 として活用できる 。
モンス ターから身を守る ための檻ができたら 、掘り
下げた地面に速乾 コンクリートを流 し込み、パイプ を
固定す る。コンクリー トの床が平らに固 まるのを待っ
て、最後に機関砲を据えてアンカーを打ち込む。
かせつ ほうるい

これで、仮設砲塁の完成となる。
連 隊は突貫工事で九 つの仮設砲塁を 築いた。仮設し
ざんごうれんかんるいさいじん

た砲塁は塹壕でつなぎ、得意の塹壕連関塁砦陣を敷い
た。
塹 壕でつながった三 つの砲塁がトラ イアングルとな
り、それを三個重ねることで、全体がひとつの塁砦と
して機能する。戦 場に描かれたその 陣形が、あたか も
巨大な チューリップの 花びらに見えたこ とから、モン
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スターチューリッ プの名を冠するこ とになった部隊 だ
った。
モンス ターチューリップ 連隊は、六個中隊と 一個の
特務狙撃団で編制 されていた。
ぎそう

主 力は三個ある突撃 中隊で、土に擬 装して青天井の
塹壕に身を潜め、機をうかがってはモンスター相手に
かんこう

突撃戦を敢行する 勇猛な部隊だった 。
そ の主力部隊を、砲 兵中隊が仮設砲 塁から機関砲で
えんご

ぐんじゅ

しちょうへい

援護した。砲塁を仮設し、塹壕を築くのは工兵中隊だ
った。資材などの 軍需物資は輜重兵 中隊が輸送した 。
特 務狙撃団は独立性 の高い部隊だっ た。六個中隊が
塹壕や砲塁を拠点とするのに対して、特務狙撃団は戦
場に散らばって身 を隠し、孤独な狙 撃戦を展開した 。
二人一 組の狙撃ユニッ トが十二個配属さ れており、専
用攻撃技の異様さから「一つ目狙撃団」と呼ばれてい
た。
「それ で、あんたたち はどの部隊にいた のさ？」
我慢で きずに団丸は口を はさんだ。
「一つ目狙撃団だ 」
「じゃ あ、あんたがス ナイパーで、ヒナ たんがスポッ
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ター？」
狙 撃手をスナイパー といい、観測手 をスポッターと
呼ぶ。スポッターは標的までの距離を測ったり、風の
向きや強さなどを 読んで、スナイパ ーを補助するの が
役目だ 。
「うんにゃ。スナイパーはヒナたんだ。遠くの的も一
発で撃ち抜く腕が ある。あたしはど うも遠距離攻撃 は
苦手だ 」
「へえ、意外じゃん。あんたのほうが戦闘能力は高い
のかと思ってたさ 。ヒナたんはしょ っちゅう、くす く
す笑っ てるしさぁ」
「勘違いするなよ。あたしが保安官で、ヒナたんが副
保安官だからって、あたしたちに上下関係は――」
「知っ てるさ」
りぶた んがむっとしたよ うなので、団丸はす ぐに自
分でフォローした 。
ヒ ナたん

「前の 保安官のリコー ル運動はヒナたん がリーダーで、
あんたはボディガードやってたんでしょ？

はどっちかってい うと、家庭的でい いお嫁さんにな る
ような タイプじゃん。 なのに、凄腕のス ナイパーだっ
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たなんて、意外っ しょ？」
「うむ 。ほんとはヒナ たんのほうが保安 官にも向いて
もんちゃく

いるのだ。あたしとちがって、子供の頃からしっかり
して い た し な 。 で も 、 リ コ ール 運 動 でひ と 悶 着 あ っ
て、あ たしが変なあだ 名もらって妙に人 気が出たもの
だから、保安官選挙にはあたしが出ることになったわ
けだ」
ボ ディガードを務め ていたりぶたん は、演説中のヒ
ナタを襲撃しようとした暴漢をぶちかまし一発で沈め
ている。さらに、 陰で糸を引いたに ちがいない保安 官
が、そ の場に居合わせ ながらなにもしな かったことで
一喝し、壇上から拳を突きつけて宣戦を布告した。
この一件でりぶたんは一躍有名人となり 、「どすこ
たま わ

い 娘 」 と の 異 名 を 賜 っ た。 悪 徳保 安 官 のリ コ ール 運
動にも火がついて、りぶたんは勢いもそのままに保安
官選挙で圧勝した のだった。
「選挙 戦術としてはそ れが正解じゃん。 選挙なんてさ、
結局はただの人気投票なんだしさ。それで、なんで一
つ目狙撃団なんて 呼ばれたのさ？」
団 丸はさりげなく話 題を変えた。
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ヒナタが難しい 教科書を前に居 眠りしたなどと、 長
年の親 友である相棒を りぶたんが自分で からかうのは
よくても、団丸がまねをするのは許されないようだ。
同じようになかよくしてもらってはいても、密度は
ちがう 。濃い薄いのち がいがある。今日 知り合ったば
かりの団丸は、親友で戦友のりぶたんとヒナタのよう
に濃密な仲とはい かなかった。
「狙撃 兵の専用攻撃技 はスナイパーライ フルだ。呪文
を念じると腕にスコープが現れる」
「腕に？」
「そう だ。まっすぐ伸 ばした自分の腕を 銃身に見立て
て、スコープをのぞく。手前はレンズになっていて、
ふつうに映像が見 えるのだが、目標 に向けた部分に レ
ンズは ないのだ」
「レンズがないと見えないじゃん」

目 玉？

スコープに？」

「見えるさ。レン ズの代わりに、目 玉がついている か
らな」
「え？

「そうだ。スコー プの先に、黒い瞳 に血色の目玉が つ
いてい て、こいつがぎ ょろりとにらむの だ」
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「うわ……」
団 丸はリアルに想像 してしまったら しく、気味が悪
そうに顔を しかめた。
「慣れるとかわい いもんだがな」
「それ で一つ目狙撃団 っていうんだ。で もさぁ、生き
残れてよかったじゃん。モンスターチューリップ連隊
ってさ、ほとんど 全滅だったっしょ ？」
「そう だな。連隊で生 き残ったのは、一 つ目狙撃団が
たったの四ユニットだったからな。……おっと、いか
ん。話に夢中にな ってのんびりしす ぎた。休憩はお し
まいだ 。さあ、行くぞ 」
地の底 のトンネルをりぶ たんは再び進み始め た。
オーロラライトが照らすその先には暗闇が横たわっ
ている 。
遠くの 闇を見つめるりぶ たんの瞳が、遠い過 去へと
吸い込まれていっ た。
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３
作戦は失敗だった。
モ ンスターチューリ ップ連隊が得意 とする塹壕連関
どとう

塁砦陣は、怒濤となって押し寄せたモンスターの津波
に歯が立たなかっ た。
な にしろ、一瞬で空 間が埋まったの だ。快晴なのに、
かんだん

空を覆ったモンスターのせいで日が陰るほどだった。
九つの仮設砲塁か ら間断なく砲弾を 浴びせても、戦 果
どころ か、攻撃するこ との意味さえ見い だせなかった。
事情は 要塞でも同じだっ た。自慢の巨砲「要 塞砲メ
ガスリング」を始 め、全砲塔はひた すら撃ち続けた が、
モンス ターで埋め尽く された空間に砲撃 を加えるのは、
なにもない空間に弾を撃ち込むことと大差なかった。
弾幕を物ともせずに、モンスターの大群は塁砦に襲
いかか った。物見櫓は 監視に徹して攻撃 を控えたため
か、多くが襲撃を免れた。だが、要塞にはおびただし
い数のモンスター が群がり、砲塁と 防塁はモンスタ ー
で埋ま った。
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激しい攻撃にさ らされても、各 塁砦は持ちこたえ た。
けんろう

堅牢な 塁壁がモンスタ ーの侵入を阻んだ 。モンスター
チューリップ連隊の仮設砲塁でさえ、フェンスを破ら
れることはなかっ た。
例 外はただひとつ。 吹きさらしの南 面に応急工事を
施したダークヤグラ要塞だった。
足場を覆い隠すシートがメッシュシートでは、登ら
れて破 れてしまうとブ ルーシートを選択 したのだが、
そのことで別の問題が持ち上がった。
はかぜ

想像を絶する数のモンスターが津波と化して大挙襲
来した ため、飛翔モン スターが巻き起こ す羽風が嵐の
ように吹き荒れた。編み目のあるメッシュシートなら
風はそのまま吹き 抜けてゆくのだが 、ブルーシート で
はそう もいかない。風 をはらんだシート は帆のように
ふくらみ、その中のたった一枚が風圧に負けた。
ブルーシートは針金を使って足場にくくりつけてあ
あお

ったが 、風のすごさに その針金が切れて しまったのだ。
シート は風に煽られて、 はためいた。
たったの一枚でも、ばたばたとはためくブルーシー
ひぶた

トはモ ンスターを刺激 した。すでに砲撃 戦の火蓋は切
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られていたが、砲 撃とは無縁のただ のシートにスズ メ
バチが 群がった。
シート はあっという間に 咬み裂かれ、足場の 覆いに
ぽっかりと穴があ いた。いかにも巣 の出入り口のよ う
に見え る穴の中に、ス ズメバチは続々と 侵入していっ
た。
足場に侵入された以上、要塞の内と外を隔てるのは
もろい 合板だけとなっ たが、予想に反し てベニヤ板は
破壊されなかった。外から事態を見守っていたモンス
りゅうい

ターチューリップ 連隊から警告が発 せられて、要塞 守
備隊が ベニヤ板のもろ い壁に振動を与え ないよう留意
したこともよかったのかもしれない。
足場に侵入したスズメバチの群れは、ブルーシート
を咬み 裂いて穴の数を 増やしていったが 、ベニヤ板の
壁は無傷だった。しかし、そのまま破られずにすめば
かじゅう

ほうらく

よいとの願いはむ なしく断ち切られ た。あまりに大 群
が侵入 したため、荷重 に耐えきれずに足 場が崩落して
しまったの だ。
ダークヤグラ要塞南面に組まれた足場は、中段のや
や上で 床板が抜けた。 その段に乗ってい たスズメバチ
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の群れは、床板も ろとも下の段に落 下した。衝撃で 下
くず

の段の 床板も抜け、そ の繰り返しで最下 段まで一気に
ほうらく

崩れ落ちた 。
崩落した床板と、落下したスズメバチの大群は外に
はり

転がり 出るような形と なり、足場の梁を 押した。上部
に数層分の床板が残っていた足場は、そこに入り込ん
でいた無数のスズ メバチの重さも加 わって、重心が 高
くなっ ていた。また、 咬み裂かれたブル ーシートに群

かた よ

がり、足場の外側に張り付いているスズメバチも多か
った。
高 い重心が 偏 っ た結果、足場は 倒壊した。
外向き に傾き始めると、 そのままゆっくりと 倒れて
いった。
足 場が倒壊したこと で、吹きさらし の壁をふさいで

ほうらく

いた合板も引き剥がされた。ダークヤグラ要塞は弱点
をさらけ出すこと となった。
し かも運の悪いこと に、足場の崩落 も倒壊もスズメ
バチを興奮させた。モンスターが事故だと受け止める
はずもなく、攻撃 されたと受け取っ たのだった。
やっき

叩 き落とされた地面 から、スズメバ チの大群が躍起
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になって飛び立っ てみれば、目の前 の壁にはいくつ も
の穴が あいていた。ま るで、蜂の巣のよ うに……。
ダーク ヤグラ要塞は、要 塞内部が戦場となっ た。要
塞守備隊も奮戦し たが、津波と化し たモンスターの 圧
力に負 け、後退し続け た。砲兵が退避し た砲塔が沈黙
し、砲兵が全滅した砲塔も沈黙した。ほどなく、ダー
クヤグラ要塞の全 砲塔が沈黙した。 外の敵を撃つよ り
おちい

も、中 の敵を討つこと が先決だった。
予 想 外 の 戦 況 に 、 戦場 は 大混 乱 に 陥 っ た 。 ＬＩ Ｐ
さ

Ｓが止まり、呪文 ブースターが切れ たことも拍車を か
けた。 ダークヤグラ要 塞の危機的な状況 にも、割ける
援軍はなかった。どこの部隊も、持ち場を維持するの
が精一杯だった。
そ して、大混乱の中 で総司令部は、 無謀な作戦を発
令した。
モンスターチューリップ連隊に対し、陣地を捨てて
出撃し 、ダークヤグラ 要塞内部のモンス ターを排除し
て要塞を死守するよう命じたのだった。
大義名分はあった。
かんらく

ダ ークヤグラ要塞が 陥落すれば、プ ーケ線を越えた
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モンスター津波が リヴリーアイラン ドに押し寄せて し
まう。 そうなれば、リ ヴリーアイランド は滅亡するだ
ろう。なんとしても要塞を守り抜かねばならない。
興亡の一戦ここにありと、そう言われて尻込みする
戦士は いない。それに モンスターチュー リップ連隊は
ダークヤグラ要塞に一番近い部隊であるし、モンスタ
ーが要塞内部への 侵入を果たしたか らには、南面防 御
のため の仮設砲塁はす でに無用の長物と なっていた。
「ここで大きく曲がったのか」
りぶたんの話が突然、現実に戻った。
右 方向にゆるやかに カーブしていた 地底トンネルが、
急な角度で左に折れている。岩に当たって向きを変え
たというわけでも なさそうだ。突き 当たりに障害物 は
見当た らない。
「やはり、ちゃんと測量しつつ掘り進めてきたのだ
な」
目 印のない地底でモ グラコオロギに トンネルを掘ら
せるのに、ルビーローズ一味は測量を欠かさなかった
とＬＩＳＤは見て いる。どうやら推 測どおりのよう だ。
く っ さく

「トン ネルの掘削を担 当したのはチャパ ティだろう。
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ち みつ

緻密な作業は奴の 仕事だ」
「そう かねえ。あたい にはさぁ、慎重に 測量するチャ
パティを尻目に、マハラがいけいけどんどんでモグラ
コオロギにトンネ ルを掘らせている さまが、目に浮 か
ぶよう なんだけどさ。 でもって、ルビー ローズは泥だ
らけになるのがいやで、トンネルを掘る仕事は任せっ
ぱなしなのさ」
「…… 案外、そうかも しれんな」
りぶた んは団丸の見立て に感心した。言われ てみれ
ば、なるほどそん な光景が目に見え るようだ。
さいそく

「それ で続きはどうな ったのさ？」
団丸は 催促した。
で、話が切り替わ っている。も

無謀な出撃命令を受けたモンスターチューリップ連
隊の運 命やいかに？

ちろん、悲惨な結末が待っていることは承知している
し、当事者のりぶ たんとしてはこれ 以上、語りたく な
いのか もしれない。し かし、ここまで話 しておきなが
続きとい うと……ああ、そ うか。次は呪文 概

ら、尻切れとんぼはなかった。
「ん？

論だっ たな」

- 334 -

「ちがっ！」
団 丸の反応を楽しみ ながら、りぶた んは続きを口に
した。
連 隊長は異議を唱え た。
仮設砲 塁は決して無用の 長物ではない。確か にモン
スターは要塞内部 に侵入したが、後 続を断てば防御 の
役に立 つ。ましてや、 戦場を横断して部 隊を要塞内へ
と移動させるからには、援護の砲撃は不可欠。仮設と
はいえ、砲塁の放 棄は受け入れがた し、と。
総 司令部は即答した 。是非に及ばず 、と。
連隊長 の異議は問答無用 で却下されたのだっ た。
異議を唱えた一方で、連隊長は戦況を冷静に分析し
ていた 。ダークヤグラ 要塞の全砲塔はす でに沈黙して
いる。要塞守備隊の砲兵が壊滅ないし全滅したのであ
れば、連隊の砲兵 が必要となる。要 塞の砲撃は仮設 砲
塁のそ れとは比べもの にならない威力が あるからだ。
つまり 、砲兵の要塞移動 と砲塁残留という、 矛盾し
た問題を解決しな ければならなかっ た。砲兵中隊を ふ
たつに 割れば、双方が 弱体化する。移動 させれば援護
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は受けられず、残 留させれば要塞の 砲塔は沈黙した ま
まとな る。
連隊長 は腹をくくった。
要塞救援命令は無視できない。なによりも、要塞を
守らな いとリヴリーア イランドが滅びて しまう。モン
スター津波にも耐えている塹壕連関塁砦陣を捨て、仮
設砲塁を放棄する もやむなしの情勢 だった。
連 隊長は無線でダー クヤグラ要塞の 司令部を呼び出
した。連隊がすみやかに進入できるよう、直近ゲート
の開放を依頼した 。要塞司令部はゲ ートを開けると 確
約し、 至急の来援を要 請してきた。
作戦は 即決した。
てったい

陣地を引き払う以上、撤退戦の要領で移動するのが
最善の 策だった。
モンス ターチューリップ 連隊には全部で六個 の中隊
がある。この中隊 が、三、二、一と 、規模を縮小し な
がら移 動するのだ。
第一陣 は三個ある突撃中 隊が務めることとな った。
突撃中隊はモンス ターを相手に突撃 戦を敢行する部 隊
だ。要 塞救援の主力と して、要塞内部に 突入してモン
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スターを排除する 任務にはうってつ けだった。それ 以
前に、 戦場を横断する ためのルートを切 り開くことが
しちょう

可能なのは、この部隊しかなかった。
第二陣は工兵中隊と輜重兵中隊だった。第一陣の展
開中は 援護射撃を担当 し、要塞突入後は 資材を調達し
てバリケードを再構築するなどの任務が課せられた。
第三陣として、最後まで仮設砲塁に残るのは砲兵中
隊だっ た。もちろんそ の目的は、ぎりぎ りまで援護の
砲撃をする ことにあった。
あんたたちの一つ目狙撃団はどうなったの

かくして、ダークヤグラ要塞救援作戦は決行された。
「え？
さ？」
団丸はたまらずに質問した。
特 務狙撃団はもうず っと話に登場し ていない。無縁
の部隊ならともかく、りぶたんとヒナタが所属してモ
ンスター津波を戦 い抜いた部隊であ る以上は、もっ と
くわし く知りたかった 。
「任務の性質上、一つ目狙撃団はほとんど独立部隊の
扱いだったからな 。正確には独立狙 撃ユニットか。 連
隊の任 務といった大枠 から外れなければ 、あとは各ユ
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ニットが独自の判 断で行動できたの だ」
「へえ 、そうなんだ。 それで、あんたた ちはなにをや
ってたのさ 」
「団の十二ユニッ トは戦端が開かれ る前に、思い思 い
の場所 に散っていた。 といっても、連隊 を援護すると
いう任務があるから、要塞の真横に築かれた陣地を扇
形に半包囲するこ とになった。あた したちは後方の 森
に回さ れた。団で一番 年下だったし、入 団したのも最
後だったか らな」
「後方の森って、 もしかして怪物の 森？」
「そう だ。ＧＬＬから 見ると、怪物の森 の一番奥にな
る。まあ、当時はまだＧＬＬはなかったけれど」
「危ない場所に回 されたんだ？」
「それ はちがう。後ろ が怪物の森でも、 あの戦場では
ましなほうだった。森の木を背にして茂みに擬装し、
前に集中していれ ばよかったからな 」
「ほか はもっとひどか ったんだ？」
「うむ。横に回ったユニットは密林を伐採したあとの
地面に伏せた。木 はないから、真上 からも攻撃され る
場所だ 。前に回ったユ ニットは、あたし たちみたいに
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森の木を背にして 茂みに擬装できた けれども、侵攻 し
てくる モンスターに対 して背中を向ける ことになった。
両脇をモンスターがずんずん通り過ぎてゆくのだ。こ
れはきついぞ」
「前に いたら味方に撃 たれるじゃん」
「うんにゃ。背にした幹にマーキングしてあるからな。
下向きの三角を派 手なオレンジ色で スプレーすれば 、
ここに スナイパーがい るぞと、味方に知 らせることが
できる。モンスターにはわかりっこないしな」
「なるほどねえ」
つ ぶやくようにそう 言って、団丸は 口を閉ざした。
つい腰 を折ってしまった 話の続きを、無言で うなが
したのだった。
要塞救 援作戦が始まった 。
仮設砲塁は要塞南面の防御をやめて、第一陣援護の
こぶ

ための 砲撃へと切り替 えた。要塞に当て てもかまわん
な

と連隊長が士気を鼓舞し、機関砲が火を吹いた。連隊
の陣地と要塞の間 にたむろしていた モンスターが薙 ぎ
払われ た。
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輜重兵中隊も銃 を取り、メッシ ュフェンスの編み 目
から援 護射撃の弾幕を 張った。
工兵中 隊は砲塁から塹壕 への移動に備えた。
援護を受けて、全突撃中隊が塹壕から出撃した。三
個中隊 が三方に展開し 、第一突撃中隊は 正面の要塞ゲ
ートに向かって道を切り開いた。残る第二、第三の両

なだ

中隊は側面に開い て、要塞ゲートに 向かう道を確保 し
た。
あいた 塹壕に、砲塁から 出撃した工兵中隊が 雪崩れ
込んだ。続いて、 輜重兵中隊も援護 射撃を一時中断 し
て、塹 壕へと移動した 。配置についた二 個中隊は塹壕
に身を隠したまま、弾幕を張って第一陣を援護した。
ここまでは作戦どおりだった。
モ ンスター津波のま っただなかに打 って出たにして
は、損害らしい損害もなく、上々のすべり出しといえ
た。
だ が、要塞ゲートは 閉じたままだっ た。
連隊長 はあわてて要塞司 令部を呼び出した。
突撃中隊は三個とも野っ原に立っている。塹壕とい
う、防 御に有利な拠点 を飛び出して、身 を守る拠り所
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たけ

がなにもない原っ ぱに突っ立ってい るのだ。
機 関砲に追い払われ たモンスターた ちが猛り狂って
戻ってきた 。
重い羽音を響かせて、スズメバチが頭上すれすれを
飛び交 っている。ホバ リングして針を突 き立てようと
する。体当たりをして咬みつこうともする。左右両側
にはオオカマキリ の壁ができている 。ゆっくりと間 合
いを詰 め、大上段から すばやく鎌を振り 下ろしてくる。
要塞方面からも攻撃はある。塁壁によじ登ったジョロ
ウグモが、静かに 伝い降りてくる。 壁を垂直に走っ て
襲いか かってくるのも いる。
部隊が いつ全滅してもお かしくはない状況だ った。
要塞司令部は呼び出しに応じなかった。
無 線通信での問いか けにも、ゲート に用意されてい
る有線通信での問いかけにも、一切応答がなかった。
要塞司令部は完全 に沈黙していた。
連 隊長は塹壕にいる 工兵中隊を呼ん だ。中から開け
てもらえないゲートを、外からこじ開けることにした。
輜重兵中隊にはそのまま塹壕からの援護射撃続行を
命じ、 呼び寄せた工兵 中隊には、ゲート 開放直後に第
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げんめい

一突撃中隊と入れ 替わるよう、厳命 した。
かんらく

要 塞司令部が沈黙し 、ゲートが開か ないのは、ダー
クヤグラ要塞がすでに陥落したことを意味する。おそ
らく、司令部は全 滅したのだろう。 ゲートの保安要 員
も戦死 したにちがいな い。
開かな いゲートの向こう 側は、モンスターに 制圧さ
れているものと思 われた。そこに工 兵中隊が飛び込 ん
だので は、餌食になる だけだ。開放した ゲートからは、
いの一番に戦闘部隊を突入させて、ゲートの向こう側
にいるであろうモ ンスターを鎮圧す る必要があった 。
連 隊長の指令は的確 だった。戦況の 分析も見事で、
有能な指揮 官だった。
ただし、運には恵まれていなかった。
ゲ ートが開いた。
工兵中 隊はすかさず後退 した。反転して弾幕 を張り、
飛翔モンスターの 警戒に当たった。
そ れまで弾幕を張っ ていた第一突撃 中隊は、工兵中
隊と入れ替わって、ゲートに正対した。専用攻撃技で
突撃銃と化してい る利き腕を構えて 、真っ暗なゲー ト
の中へ と突入した。
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いや。
うごめ

突 入しようとはした が、中隊は要塞 の中に一歩も入
れ な か っ た 。 ゲ ー ト の 奥 で 闇 が 蠢 い た か と 思 う と、
噴き出すような勢 いで飛び出してき た。暗闇に潜ん で
いたの はスズメバチの 群れだった。
思うに 、電力事情の悪化 が招いた悲劇であっ たのか
もしれない。
そ もそもダークヤグ ラ要塞の南面に 塁壁がないのは、
電気が足りなくて電灯がつかないからだった。日の当
たる南面の塁壁工 事を中断して、日 光を採り入れて い
たのだ 。
電気が 足りないがゆえに 壁がなく、壁がない がゆえ
にモンスターの侵 入を許し、要塞は 落ちた。
そ して。
電気が 足りないがゆえに 要塞内は暗く、暗い がゆえ
にモンスターの姿 は見えず、連隊は 滅んだのだった 。
明 るい外から見れば 、暗い屋内はよ く見えない。そ
せ いてん

どんてん

れと同じことが要塞ゲートでも起こった。ましてや、
晴天が曇天に思え るほど、モンスタ ーが空を覆って 日
が陰っ ている。外が暗 くなった分だけ、 屋内の闇も濃
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くなっていた。
ゲ ートの向こう側に はモンスターが いると、第一突
撃中隊は承知の上だった。塹壕から出撃して道を切り
開いたように、ゲ ートから突入して 進入路を確保す る
気でい た。モンスター がひしめいていて も、得意の突
いっきかせい

撃戦でぶちかますつもりだった。一気呵成に制圧しよ
うと、戦闘意欲に あふれていた。
そ れなのに、第一突 撃中隊は後れを 取ってしまった。
ぶちか ましたのはスズメ バチだった。ゲート が開放
されるや否や、い っせいに飛び出し てきた。それも 低
し

空飛行 だった。低いゲ ートがスズメバチ に低く飛ぶこ
とを強いた 。
飛び出す勢いと低空飛行が、勝敗を決した。
ス ズメバチの先頭集 団が撃たれて墜 落しても、群れ
は

の勢いがあまりに激しく、かつ、地を這うような低空
飛行であったため 、後続のスズメバ チが倒れた仲間 に
ぶつか って、勢いよく 押し出した。
墜落し たスズメバチは仲 間の盾となった。中 隊が突
撃銃を連射しても 、すでに倒した相 手にしか、弾は 当
たらな かった。そして 、低空飛行で飛び 出してきたス
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ズメバチの群れは 、倒れた仲間の体 を突き飛ばすよ う
にして 押し出し、その まま中隊に激突さ せたのだった。
結果的 にスズメバチは高 度な戦法をやっての けたこ
とになる。
盾 を使って身を守り 、その盾を相手 にぶつけること
くず

で、中隊の隊形を崩している。偶然の出来事とはいえ、
見事な戦いっぷり だ。
さ すがにこれは連隊 長にも予想でき なかった。連隊
長だけではない。戦場にいる誰もが予想しえなかった
ことだろう。スズ メバチが盾を使う などと、誰が想 定
するも のか。
第一突 撃中隊は弾き飛ば された。火力を集中 させよ
おうれつ

うとして組んでい た横列隊形は、見 るも無惨に粉砕 さ
れた。
弾き飛 ばされた中隊と、 激突してきたスズメ バチは、
後ろの工兵中隊を も巻き込んだ。ゲ ートに背中を向 け
て弾幕 を張っていた工 兵中隊は、事情も 理解できない
ままに、後ろからの衝撃を無防備に食らうこととなっ
た。
でばな

連 隊の出端を折った スズメバチは中 央突破にも成功
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した。正面にいた 第一突撃中隊を蹴 散らし、中央に い
た工兵 中隊を押しつぶ して、戦場を左右 に引き裂いた
のだった。
側面に展開していた第二、第三の両突撃中隊が分断
された 。前のオオカマ キリに立ち向かえ ば、後ろのス
ズメバチに咬まれてしまう。振り向いてスズメバチに
ふくはい

備えれば、背中を オオカマキリに斬 られてしまう。
戦 場の右と左で、第 二、第三の両突 撃中隊は腹背に
敵を受けた 。
おちい

はたん

ほうかい

かいそう

戦場の中央では、第一突撃中隊と工兵中隊が敵との
乱戦に 陥 った。
すでに 作戦は破綻し、隊 形も崩壊。連隊は潰 走状態
にあった。モンス ターに包囲されて 逃げるに逃げら れ
ないか ら、立ち止まっ て戦っているにす ぎなかった。
敵と味 方が入り交じって いるものだから、砲 兵中隊
も輜重兵中隊も思 うように援護でき なかった。仮設 砲
塁の機 関砲も、塹壕の 小銃も、味方を誤 射することの
ないよう、敵しかいないような周辺部に撃ち込むのが
関の山だった。
一 つ目狙撃団の援護 はもっと役に立 たなかった。
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そもそもスナイ パーの基本戦術 は、遠距離精密射 撃
で敵の 指揮官などを撃 ち倒すことにある 。しかしなが
ら、モンスターの群れに指揮官はおらず、すべてが一
兵卒である以上、 狙い撃つべき相手 はどこにも存在 し
そ うなんだ？」

ないの だった。
「え？
団丸はまた話の腰を折った。
た いそうな異名を持 ったスナイパー の軍団が、役立
たずだとは思いも寄らないことだった。
「認めたくはない が、事実だ」
「それ ならどうして専 門部隊があるのさ ？」
「まったく役に立たないわけではないし、建前として
は、スナイパーの 養成もおろそかに すべきではない か
らな。 まあ、たぶん。 本音は別のところ にあるのだろ
うが……」
本音 って？」

りぶたんは含みを持たせた言い方をした。
「なん なのさ？

団丸は 食らいついた。
「うむ。防衛局で まことしやかにさ さやかれている 仮
説に、 マスターモンス ター説というのが ある」
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「なにさ、それ？ 」
「モン スターを支配す るモンスターのこ とだ。スズメ
バチを例に取ればわかりやすい。クインという名の女
王蜂がいるからな 」
「ああ 、そういうこと 。つまり、ほかの モンスターに
もそれぞれ、王とか女王とかの、マスターモンスター
がいるってわけ？ 」
「確認 されたわけでは ないぞ。あくまで も仮説だ。そ
して、ここから先は陰謀論めいた話になってくる。オ
オカマキリのマス ターモンスターは ローズウッドで 、
タガメ のマスターモン スターはウォータ ーグリフォン。
二匹はただのモンスターのふりをしてリヴリーアイラ
ンドに居座り、じ っとリヴリーたち を観察している 。
来るべ き終末戦争に備 えて……」
「マジで？ 」
「だから仮説だ。 なにひとつ証明さ れてはいない。 し
かし、 根強い説ではあ る。そこで、マス ターモンスタ
ーが本当に出現しても一発で仕留められるように、ス
ナイパーの養成に 手は抜かないし、 選抜したトップ ス
せっさたくま

ナイパ ーが切磋琢磨す るよう、一つ目狙 撃団に集めた
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わけだ」
「え？

じゃあ、あん たたちってエリー トじゃん。ス

ナイパーの さ」
「すごいのはあた しじゃなくて、ヒ ナたんだ。選抜 テ
ストで 三位だったんだ ぞ。もっとくわし く説明すると
だな。選抜テストは一つ目狙撃団のメンバーも含めた、
全狙撃ユニットが 対象となる。ヒナ たんはその中で 三
位に入 ったわけだ」
「ベストス リーじゃん」
「選抜テストで狙 撃団のメンバーを 抜くと、入れ替 え
戦に出 場できる。抜か れたメンバーは入 れ替え戦に出
なくてはならないから、あたしたちが挑戦したときは
団のツートップと なるユニットを残 して、ほかはす べ
てが入 れ替え戦に回る という前代未聞の ケースになっ
たのだ」
「ふむ」
「入れ 替え戦は演習形 式で互いを撃ち合 う。だから、
現役組に有利とされている。仲間同士でつるんでもか
まわないからな。 入団したければ、 現役組をまとめ て
撃ち倒 せるだけの技量 を示せというわけ だ」
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「ふむふむ」
「そしてヒナたんは、入れ替え戦で二位となったの
だ」
りぶたんは足を止めて振り向いた。
ま るで自分のことの ように胸を張っ て、後ろをつい
てきた団丸 に自慢した。
それでもまだ自慢し足りないのか、もうひと言付け
加えた 。
「しかも、初めての挑戦でな」
「ヒナたんって、 かわいい顔してす ごいんじゃん」
「うむ 。まあ、顔はあ たしのほうがかわ いいけれど」
「………… 」
団丸は返事を控えた。
そ こがツッコミどこ ろなのかどうか 、いまいち判断

でもさ…… 」

に迷った。もしかしたら、本気で言っているのかもし
れない。
「あれ ？

選抜テ ストで三位、入れ 替え戦で二位なら、 一見す
ると三位から二位 に順位が上がった ように思える。 し
かし、 よくよく考えて みれば、選抜テス トの一位と二

- 350 -

位は入れ替え戦に 出ていないのだか ら、それで二位 と
いうこ とは順位をひと つ落としたことに なりはしない
か。
「順位、一個下が ってるじゃん」
「…… それにしても長 いトンネルだな」
りぶた んはわざとらしく 話をすり替えた。
「もうそろそろ、 怪物密林に入った 頃合いか……」
前 を向くと、りぶた んはそそくさと 歩きだした。
凄腕を ふるって、ヒナタ は現役組の十二位か ら四位
までをことごとく 仕留めた。もちろ ん、スポッター の
りぶた んも協力した。 けれども、入れ替 え戦の一位突
破がかかった最後の大勝負で、現役組三位のスナイパ
ーに撃たれてしま ったのは、ほかで もないりぶたん な
のだっ た。
スポッ ターがいなくても スナイパーは活動で きるが、
相棒を失えば、入 れ替え戦はそこで 終了となるルー ル
だった 。
「………… 」
団丸は追及しなかった。態度を見れば、誰がしくじ
ったの か一目瞭然だ。
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「それで続きは？ 」
り ぶたんが話をすり 替えたのに便乗 するように、団
丸は話を元 に戻した。
「一つ目狙撃団の 援護も役に立たな くて、そのあと ど
うなっ たのさ？」
要塞ゲ ートをこじ開けた らスズメバチが勢い よく飛
おちい

び出 し て き て 、 連 隊 は 大 混乱 に 陥 っ て いる 。 敵 と 味
方が入 り交じって思う ように援護もでき ないと、話は
そこまで聞 いている。
「さすがのヒナた んも、仲間を援護 することはでき な
かった 」
りぶた んの声が重い。言 葉が地面に落ちてゆ く。
「しかたないじゃ ん。モンスターが うじゃうじゃい た
んだか らさ。できるこ とは全部やったっ しょ？」
「あたしもスナイパーライフルを使った」
りぶたんは右腕を持ち上げると、なつかしむように
さすっ た。
「遠距離攻撃は苦手だったじゃん。がんばったさ」
「そうだな……」
連 隊壊滅の危機に、 一つ目狙撃団は 死力を尽くした。
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すでに連隊長と の通信は途絶し ている。団の十二 ユ
ニット も、三個が失わ れている。残る九 ユニットに対
し、一つ目狙撃団の団長は全員狙撃を命じた。観測手
であるスポッター も、見ていないで 仲間を援護しろ と
の命令 だった。
九ユニ ットから十八丁の スナイパーライフル が火を
吹いた。
モ ンスターチューリ ップ連隊の四個 中隊を援護する
ための、十 八丁。
絶望的に少ない数だった。だが、しかし。本当の絶
望はこ れからだった。
「そして、ついに、始まってしまった」
りぶたんの足が止まった。
体 が重くて前に進ま ないような、そ んな感じだった。
「………… 」
りぶたんの後ろで、団丸もだまって足を止めた。余
計な質 問はしなかった 。なにが始まった のかは、ピン
ときた。
りぶたんは口を酸っぱくして言っている。霊力を節
約しろと――。
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「リヴリーたちは 次々に、霊力を使 い果たしていっ た。
戦闘の 真っ最中なのに 。目の前にモンス ターがいるの
に。呪文を念じても。唱えても。もう、技は出なかっ
た」
り ぶたんがうつむい ている。
「………… 」
団丸はりぶたんの背中から目をそらした。
こ こより先は、聞く のもつらい話だ った。
戦場は地獄と化した。
霊 力を使い果たして 戦闘能力を失っ たリヴリーと、
倒されても気絶するだけのモンスター。
リヴリーはモンスターを殺せないが、モンスターは
リヴリ ーを殺せる。
一方的 な虐殺が始まった 。
機関砲も、突撃銃も、狙撃銃も。リヴリーのすべて
の攻撃 は技だった。機 関砲は道具として 作られてはい
ても、砲弾は呪文で生み出している。小銃類はまるご
と全部が技だ。道 具は一切使用して いない。
リ ヴリーの攻撃はす べて、呪文を使 って技を放った
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ものだった。
撃 たれて倒れたモン スターは死んだ のではなく、気
絶したにす ぎなかった。
倒れたモンスターは目が覚めると元気満々で戦闘に
復帰し たが、倒れたリ ヴリーはそのまま 冷たくなって
いった。
リヴリーたちは思い知った。
自 分たちが相手にし ていたのは、決 して数の減らな
い敵だった のだと。
ＬＩＰＳが落ちずに、呪文ブースターがきちんと機
能して くれさえすれば 、リヴリーたちも 決して減らな
い霊力でモンスターを迎え撃つことができる。けれど
も、まるで空気の ように、あって当 たり前と思って い
た機能 が麻痺して、リ ヴリーたちは思い 知った。
自分た ちは、本当はか弱 い生き物だったのだ と。
技が使えなくなって初めて、リヴリーたちは思い出
した。 遠い昔のことを 。子供の頃のこと を。モンスタ
ーと戦う呪文をまだ覚えていなかった、あの日のこと
を。
目 の前にいるそれを 見て。手も足も 出なくなって。
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ようやくリヴリー たちは思い出した 。
モンスターは恐ろしいのだと――。
塹壕か ら出撃した四個中 隊は全滅した。
連隊の主力である第一から第三までの突撃中隊と、
るいるい

工兵中 隊は戦場に散っ た。連隊の陣地と 要塞の間にあ
しかばね

る原っぱに 、 屍 を 累々とさらし た。
ごく一部は塹壕に逃げ戻ることに成功したが、塹壕
の中で 輜重兵中隊と運 命を共にした。
モンス ターを避けようと 防御のために掘った 塹壕で
はあるが、完全に 身を守れるわけで はない。スズメ バ
か

チは腹 を入れて刺そう とするし、ジョロ ウグモは細長
い脚を差し入れて掻き出そうとする。オオカマキリに
至っては、塹壕に またがって仁王立 ちになると、細 身
の上半 身と長い鎌を活 かして、塹壕の底 にまで届く攻
撃を見舞っ た。
塹壕は、水のない釣り堀と化した。
仮 設砲塁に立てこも った砲兵中隊も 長くは持たなか
った。
隙間だらけのメッシュフェンスでは姿が丸見えで、
いない ふりもできない 。モンスターが檻 に群がった。

- 356 -

モンスターに襲 撃されても、ア ルミ合金製のパイ プ
は丈夫 で折れ曲がるこ とはなかった。塁 壁代わりに取
り付けたメッシュフェンスも、見た目の細さとは裏腹
に、パイプと同じ アルミ合金製で丈 夫だった。もろ か
ったの は、クランプだ った。
資材を つなぎ合わせたり 、物を固定するとき に使う
金具をクランプと いう。パイプとパ イプ。パイプと フ
ェンス 。どちらも、間 にクランプを噛ま せてボルトと
ナットで締め上げ、がっちりと固定している。
そのクランプがゆるんだ。
パ イプやフェンスを 固定するために 締めてある、ボ
ルトとナットがゆるんだのだった。
仮設砲塁はパイプをクランプで留めて、檻状に組み
上げて あった。メッシ ュフェンスもクラ ンプで留めて、
取り付けてあった。檻に群がったモンスターは中に押
し入ろうと、四方 八方から押し合っ た。東から押し 、
南から 押し、西から押 し、北からも押し た。モンスタ
ーはよってたかって、仮設砲塁を揺り動かした。
この揺れる力が致命傷となった。
そ もそも仮設砲塁は 、モンスターに 取り囲まれて揺
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すられるような事 態を想定していな かった。モンス タ
ーが衝 突するような、 直線的なダメージ しか考えてい
なかった。
それもそのはず。足を止めて取り囲むようなモンス
つ

ターは 、機関砲で薙ぎ 払ってしまえばい いのだから。
きょ

万一、虚を衝かれても、砲兵が小銃で撃ち倒せばよい。
そのためにフェン スはメッシュにし てある。床以外 の
全方向 に向かって、弾 は撃ち出せる。
取り囲 まれるような事態 が起こるはずはなか った。
事実、モンスター 津波に直撃されて も、仮設砲塁は 持
ちこた えている。群が るモンスターを機 関砲と小銃で
撃退してい る。
仮設でも、砲塁だった。
中 にいる限り、外の モンスターは怖 くなかった。
呪文ブ ースターがある限 り、弾は尽きなかっ た。
しかし、呪文ブースターは切れた。弾は尽きた。外
のモン スターは中に押 し入ろうと取り囲 んで、激しく
檻を揺さぶ った。
檻を揺すられて、留め具のクランプが少しずつゆる
んでい った。
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パイプとパイプ をつなぐ力が弱 くなった。パイプ と
フェン スをつなぐ力も 弱くなった。がっ ちり固定され
た檻も、クランプがゆるめば、おしまいだった。
パイプを押せば隙間が広がるようになった。パイプ
の隙間 を広げると、フ ェンスが落ちた。 フェンスが落
ちると、パイプはさらに隙間が広がった。破滅へと至
る悪循環だった。
九 つの仮設砲塁は、 ひとつ、またひ とつと、つぶれ
ていった。揺すられ、ゆるんで、広がり、落ちた。
こうきゅう

砲塁でも、仮設だった。
きゅうきょ

臨 時の構築物だった 。 恒久 的な拠点では なかった 。
ダ ー ク ヤ グ ラ 要 塞 の 南 面を 防 御す る た めに 、 急 遽 築
造された支援塁砦 だった。
要 塞に塁壁があれば 、いらない施設 だった。モンス
ターが津波となって押し寄せてこなければ、不要な檻
だった。
仮 設砲塁は構造的に もろかった。
モンス ターチューリップ 連隊は、六個中隊と 一個の
特務狙撃団で編制 されている。
そ の六個中隊は全滅 した。
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動いている仲間 はひとりもいな くなった。連隊の 陣
地と要 塞の間にある原 っぱにも、塹壕に も、仮設砲塁
にも、生存者がいないのはモンスターの動きを見ても
明らかだった。戦 う相手がいなくな ったからと、モ ン
スター は移動を開始し た。
連隊は 壊滅したのだった 。
一つ目狙撃団の団長は攻撃中止命令を出した。援護
すべき 仲間はもう、ど こにもいない。
いや、 仲間はいた。団の 仲間がいた。七ユニ ットが
残っている。援護 のための全員狙撃 で警戒がおろそ か
となり 、二個が失われ てしまったが、狙 撃ユニットは
まだ七個が 戦える。
団長は残存ユニットに対し、攻撃を中止して霊力の
回復に 努めるよう指示 した。
メンバ ー全員がだまって 従った。異を唱える 者はい
なかった。呪文ブ ースターが効かな い状況で、戦闘 中
に霊力 を使い果たすと どうなるのかは、 たったいま目
にしたばかりだ。……見たくはなかったけれども。
「それでプーケ線 はどうなったのさ ？」
団 丸はそらしていた 目を、りぶたん の背中に戻した。
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じゃあさぁ 、
でも さ、な

リヴリー アイランドに

「ダークヤグラ要 塞は落ちたっしょ ？
プーケ 線は抜かれるじ ゃん？
モンスター津波が押し寄せるんじゃん？
んにも起きなかっ たよねえ？」
実 際には、リヴリー アイランドに被 害は及ばなかっ
かんらく

た。要塞が陥落してモンスター防衛線を破られたのに、
当のモンスターは リヴリーアイラン ドを目指すこと な
く、前 線にとどまった 。
「すべてはリヴリーの被害妄想だったのだ」
りぶたんは地底のトンネルを再び進み始めた。
「モン スターは怖い。 モンスターは襲っ てくる。そう
いう恐怖心ばかりを募らせて、ちっともわかりあおう
とはしなかったか ら、過剰な防衛意 識が根付いてし ま
い

ったの だ。よく考えて みろ。リヴリーを 食い殺そうと、
どこまでも追いかけてくるモンスターがいるか？

や、いない。襲わ れてもその場から 逃げ出せば、モ ン
スター はもう追いかけ ては来ない。そう だろう？」
そう。 りぶたんの言うと おり。テレポートし て逃げ
たリヴリーを、さ らに追いかけるモ ンスターなど聞 い
たこと もない。
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「モンスターはリ ヴリーを付け狙っ たりしない。攻 撃
されて 反撃するか、出 会い頭に襲撃する か、そのどち
らかだ。つまり、モンスターは初めから、リヴリーア
イランドなど眼中 になかったのだ。 プーケ線を破っ て
も、た だの一匹たりと もリヴリーアイラ ンドには向か
わなかった。どうでもよかったのだ、リヴリーアイラ
ンドのことなど。 ダークヤグラ要塞 を落としたモン ス
ターが 次に向かった先 は、依然として戦 闘状態にある
ほかの要塞 だった」
「モンスター津波のターゲットは要塞だったってこ
と？」
「そうだ。問題は要塞だったのだ。確かに凶暴なモン
スターはいる。出 会っただけで突然 襲いかかってく る。
駆除し たところで、怪 物密林から続々と 流れ込んでく
るから、プーケ線を引いて警戒するのは当然だ。物見
櫓の監視所は必要 だろう。撃退する ための砲塁もあ っ
たほう がいいかもしれ ない。だが、要塞 まではいらな
かったのだ 」
要塞の建設が始まって、モンスターは騒ぎ始めてい
る。
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木造の物見櫓は 細長くて、石造 の砲塁は地面に張 り
付くよ うに低くて、ど ちらも目立たなか ったからか、
建設してもたいした騒ぎになっていない。
「モンスターが騒 ぎ始めた理由はわ かっていない。 要
塞建設 時の騒音か振動 がモンスターを刺 激したという
説が有力だが、あたしはちがうと思っている。モンス
ターは本能で悟っ たのだ。危険な生 き物が巨大な巣 を
作って いる、とな」
「そっか。モンスターから見れば、リヴリーのほうが
危険なんじゃん」
「そう いうことだ。視 点を変えれば、誰 もが理解する
はず。モンスターはリヴリーなのだと」
「…………」
団 丸はふと足を止め た。
防衛局 の職員にモンスタ ー愛護派とののしら れた理
由がようやくわか った。なにがどう 愛護派なのか、 そ
こまで くわしくはわか らないが、うとま れる理由だけ
はわかった 。
モンスター津波で防衛局は、武官級も含めて実に六
分の一 もの職員を失っ ている。六人に一 人が死んだわ
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けで、そのほとん どがダークヤグラ 要塞と運命を共 に
してい る。
それな のに、その被害を 、悲惨な実態を、モ ンスタ
ーの脅威を、誰よ りも一番よく知っ ているはずのモ ン
スター チューリップ連 隊の生き残りが、 いまはモンス
いそ

ターの愛護に勤しんでいるのだとしたら。
防衛局を離れ、ＬＩＳＤの保安官と副保安官として、
モンス ターを守る側に 立っているのだと したら。
これは 防衛局にしてみれ ば、裏切り者でしか ないだ
ろう。
モ ンスターはリヴリ ーだと、りぶた んは言った。
なるほ ど。これではうと まれるはずだ。
嫌われて、それでもなお、ふたりは主義主張を変え
ていな い。固い絆その ままに、信念を貫 き通して、自
分たちの道をしっかり前へと進んでいる。

いちまつ

団丸はりぶたんとヒナタの芯の強さを知った。
「…… ……」
そして 、団丸は一抹の不 安を覚えた。
りぶたんの、ヒナタへの友情は揺るぎないようだ。
だ が、ヒナタはどう なのだろう。ヒ ナタの、りぶた
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んへの友情は揺ら いではいないだろ うか。
友 情は揺るぎないの だとしても、固 い絆で歩んでき
たふたりの道は、いま、分岐点に差しかかっているの
ではあるまいか。
通 用門から地ノ塔へ と降りてゆく長 い螺旋階段で、
団丸は見た 。
さと

りぶたんがフレイムを諭そうとして、今日は同じ道
を歩む 仲でも明日はち がう道を歩んでい るかもしれな
いと、そう語ったときにヒナタは動揺を見せた。
気が合えば合うほど、つきあいが長ければ長いほど、
ケイ

別れは 切ない。
団丸と Ｋは短いつきあい だった。突然出会っ て、突
然別れた。これか らは別の道を進む のだと、一方的 に
別れを 告げられた。そ れはしかたのない ことだった。
団丸には尋ね人がいた。Ｋには探し物があった。ふた
りとも、自分の道 に人生を賭けてい た。気の合う相 棒
のため でも、回り道を する余裕はなかっ た。
たまた ま進む道がいっし ょになって、ふたり は手を
組んだ。そして分かれ道でコンビを解消した。盗賊
「怪盗 団丸」は解散し た。団丸はひとを 捜して地下牢
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獄へ入るべく、自 首をした。Ｋはい ずこともなく去 っ
ていっ た。縁があった ら、また会おうぜ 。そう言い残
して。
縁はもうないのか、それっきりＫとは会っていない。
つきあ いは短くても、 団丸にはつらい別 れだった。つ
きあいが長ければ、もっとずっと悲しい思いをしたこ
とだろう。
り ぶたんとヒナタは 幼なじみの親友 だという。これ
までずっと、ふたりでいっしょにやってきた相棒だと
いう。悲惨な戦場 でも共に戦ってい る。
そ んなふたりの分か れ道が、もうそ こまで来ている
のだとした ら……。
「……それでもひ とは、自分の道を 進むのさ」
団 丸はぽつりとつぶ やいた。
「なにか言 ったか？」
少し離れたところでりぶたんが振り向いた。
団 丸が足を止めて物 思いにふけって いたので、距離
が開いてい る。
「どうした、そん なところで立ち止 まって。疲れた の
か？」
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「うんにゃ」
「まね をする元気はあ るようだな」
「？」
まねと言われて、団丸は気づいた。そういえば、り
ぶたん も「うんにゃ」 を口癖にしている 。
呪文概論の 講義がいいか？

それとも、あた し

「トンネルはまだまだ先がありそうだ。続きはどうす
る？
たちが 要塞司令官のダ ークヤグラを落ち 延びさせた話
まだ続 きがあるんだ？」

がいいか？ 」
「えっ？

「ある とも。ダークヤ グラは要塞司令部 にいた。無傷
だった。まわりには司令官を守って玉砕した要塞守備
なきがら

隊が横たわってい た。仲間たちの亡 骸に囲まれてじ っ
とたた ずんでいたダー クヤグラは、おそ らく、要塞と
運命を共にする気だったのだろう。そうでなければ逃
げ出したはず。だ が、奴は管理リヴ だ。むざと死な せ
るわけ にはいかん。そ こで団長命令で、 あたしとヒナ
たんがダークヤグラに張り付いて警護し、残りのメン
もっとく わしく聞きたいか ？」

バーが周辺を警戒 して、奴を落ち延 びさせたのだ。 …
…どう だ？
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「聞きたいっ」
団 丸の鼻息が荒い。
「ならば、しっかりついてこい。さあ、行くぞ」
りぶたんは前を向くと歩きだした。
「ラジ ャー！」
団丸は 駆けた。
――ひとにはひとの道がある。
螺 旋階段でりぶたん はそう言った。
りぶた んとヒナタが分か れ道に出くわしたと して、
そこで別れるのか 、それとも共に進 むのかは、本人 た
ちが決 めることだ。な にも他人の悩みを 先取りして、
団丸が我が事のように思い悩む必要はない。
団丸は足を飛ばした。
悩みも不安も、地底トンネルの暗闇に置き去りにした。
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第七章

こ うど

后土の城
１

分かれ道 が見えた。
地ノ塔地下一階 、用度室の抜け穴 から始まった長 い
道は、 初めての分岐点を 迎えた。
誰からも協力を得られずに、たった四人で取りかか
った地底トンネルの 探索だった。ス タート地点で二 手
に分か れた。講習を受け ていない新人保 安官助手の団
丸は、保安 官のりぶたんが面倒 を見ることにし た。保
安官助手の経験が あるフレイムは、 副保安官のヒナ タ
に預け た。
二手に分 かれたときに、 りぶたんは単独行動 を禁じ
た。常に二人一組 で動くよう、指示 した。分岐点で は
引き返 せと、厳しく言 い渡した。
分岐点で さらに二手に分 かれると単独行動に なる。
それでは不測の事 態にもひとりで対 処せねばならず 、
後れを 取りかねない。
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二人一組で行動 したとしても、 分岐点で片方に進 め
ば、も う片方から出て きたモンスターに 退路を断たれ
る恐れがある。そうなれば、出口があるかどうかもわ
からない地の底の トンネルをひたす ら前に進む羽目 と
なる。
とぼ

乏しい 人員で、危険を回 避しつつ安全にトン ネルを
探索するには、分 岐点で引き返す必 要があった。そ こ
より先 は次回に持ち越 しとなる。
「あそこまで行ったら折り返すぞ」
りぶたんはオーロラライトを持つ手を突き出した。
「ラジ ャー」
団丸は りぶたんと並んで 歩いていた。
手にはオーロラランプをぶら下げている。周囲をま
んべん なく照らすラン プのおかげで、足 元は明るい。
背後の暗闇も、ランプの明かりに押されて迫ってはこ
ない。
一 方、りぶたんが持 つオーロラライ トは懐中電灯型
で、正面に向ければ、後ろはもとより足元でさえ照ら
せなかった。その 代わり、加工され たオーロラダイ ヤ
の光は 指向性を持って 、遠くまで届いた 。
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その遠くに闇は もうない。これ までずっと、行く 手
にはオ ーロラライトの 光も届かないほど 先に、暗闇が
あった。しかしいま、闇は消えて突き当たりとなる壁
が見えている。一 歩進むごとに、土 の壁が模様まで は
っきり と見えてくる。 左奥に向かって斜 めになった壁
だ。
ていじろ

どうやら、漢字の「入」の字に近い丁字路のようだ
った。
りぶた んと団丸は手前の 左から来ている。右 には急
角度で曲がって、 斜め後方に延びて ゆくようだ。左 は
ゆるや かに曲がって、 さらに奥へと進む らしい。斜め
向きの壁を見ると、そう思えた。
「それにしてもさ 。ここまでずっと 一本道だったか ら
迷わな くてすんだけど さ。地底で、おま けにトンネル
の中だからさぁ、方向がさっぱりつかめないじゃん。
いまどっちに向か ってるのさ？」
「さあ な」
「いま何時 なのさ？」
「さあな」
明 かりがあるから暗 闇を徘徊するよ りもましだが、

- 371 -

目印のない地底ト ンネルでは方向感 覚が狂う。時間 の
経過も すっかりわから なくなる。
「よくもまあ、こんなトンネルを掘ったもんだねえ」
団丸は半ばあきれて、半ば感心した。
ト ンネルを掘ったの はモグラコオロ ギでも、掘らせ
たのはルビーローズ一味だ。きちんと測量をして、方
しゅんこう

向感覚を狂わせる ことなく見事に 竣工 して いる。
「一味 にはチャパティ がいるからな。見 かけによらな
いとは奴のことだ。おっとりしているようで、頭は切
れるし、知恵もあ る。根気のいる仕 事も奴に丸投げ し
ておけ ば、着実に仕上 がってゆく。無口 でおとなしい
性格にだまされるなよ。ああ見えても、お茶会の暗殺

すごいんだか、すごくないんだ

者と異名をもらっ た奴だ。まあ、誰 かを殺したわけ で
はない がな」
「お茶会の 暗殺者？

か、よくわかんな いけどさ。とろそ うに見えてやる じ
ゃん」
「マハラはマハラで、あのとおりそそっかしい奴だが、
荷動きには抜け目 がない。おちゃら けた性格でも、 物
資を調 達するときは別 人だな。でかい体 で動きもすば

- 372 -

だめ

やい。ひと呼んで 、マッハのマハラ だそうだ。まあ 、
そう呼 ぶのは本人だけ だがな」
「自分で自分にかっこいいあだ名付けたんだ？
じゃん」
「ルビ ーローズは、正 直言ってよくわか らん。聖母と
呼ばれるだけあって、確かに面倒見はいい。上品に振
る舞ってもいる。 だが、あたしには どうも猫をかぶ っ
ている ように見えるの だ」
ほんとは性 悪？」

「面倒見がいいのも、上品なのも、ただのふりってこ
と？

「うん にゃ。素で面倒 見はいいと思うぞ 。演技ではあ
そこまで慕われまい。それに性悪なら、マハラもチャ
管理リ ヴ同士なのに

パティも弟分のよ うになびいたりは しないだろう」
「一味 のふたりは弟分 なんだ？
さ」
あねご

「上下関係とまで はいかなくても、 一目置いている の
あね

は間違 いない。ふたり がルビーローズの ことを、姐御

とか姐さんとか呼ぶのを聞いた職員は多いぞ。まあ、
ただの悪ふざけな のかもしれんが」
「聖母 ルビーローズ姐 御……？」
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おしとやかな聖 母のイメージに 、姐御は重ならな い。
どうに もギャップがあ る。自分で口にし ておいて、団
丸は首をひ ねった。
「似合わないのは 聖母のほうだ」
「ルビ ーローズの姐御 ？」
「それならしっくりくるな。実際、奴は姐御肌なのだ。
面倒見はいいが、 決して上品ではな い。マハラもチ ャ
パティ も、ルビーロー ズの気っぷのよさ に惚れ込んだ
のだろう。奴のカリスマもそこから来ている」
「へえ。ルビーロ ーズは姐御肌なん じゃん。なんか 、
わかる ような、わから ないような、微妙 な感じだけど
さぁ」
雑談に花を咲かせるうちに、分かれ道に出た。
漢 字の「入」の字に 似た丁字路だっ た。
りぶた んと団丸が通って きた左手前のルート は、分
岐してできたよう だ。
ト ンネルは左奥から 掘り進めてきて 、そのまままっ
すぐ右斜め後方へ抜けたものと思われた。そう考える
のが自然だ。もし も右斜め後方から 掘ってきたのな ら、
地ノ塔 のある左手前へ 抜けるのに、わざ わざ遠回りを
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したことになる。
ふ たりは分岐点に足 を踏み入れた。
りぶた んはオーロラライ トで右斜め後方を照 らした。
ゆるい左カーブで トンネルは延びて いる。はるか先 ま
では照 らせないが、明 かりの届く範囲に はなにもなか
った。
「こっちは問題な い。そっちはどう だ」
「んー 。なんか、岩が あるっぽい……」
団丸は オーロラランプを かざして左奥を照ら した。
ランプの明かりは 遠くまで届かない が、その遠くに 岩
のよう なものがぼんや りとかすんで見え た。
「さあ、戻 るか」
りぶたんは振り向きざまにライトの光を飛ばした。
遠 くにある岩がはっ きりと見えた。 トンネルの真ん
しまもよう

中に転がっている。黄色と黒の縞模様をした、丸みの
ある岩だった。
「！」
黄色と 黒の派手な模様は 警戒色だ。もちろん 、岩で
はなかった。
「スズ メバチだ。あわ てるな」
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りぶたんは小声 で注意した。
ラ イトの光も直接当 てないように、 少し下に向けた。
「向こうは気づいていないようだ。こっちに尻を向け
ているし、もしか したら寝ているの かもしれん」
「モグ ラコオロギをや った奴じゃん」
地ノ塔 のそばで死んでい たモグラコオロギに は、ス
ズメバチに咬まれ た傷と刺された傷 があった。
「だろ うな。しかし、 奴はなぜ、あそこ で止まってい
るのだ？」
りぶたんはライトを正面に向け直した。
じ っとしているスズ メバチの鼻先に は、大きな岩が
あった。今度は見間違いではない。本物の岩だ。トン
ネルをふさいでい る。
「行き 止まりじゃん」
「いや、ちがう。よく見ろ。奥の岩に、手前の岩がか
ぶさっている。隙間があって、あいだを通れる――」
り ぶたんの言葉が途 切れた。
スズメ バチが音もなく動 いたのだった。
巨体に似合わないすばやさで、スズメバチはくるり
と反転 した。
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大きな顔がこち らを向いた。顔 の左右は、縦長の 目
が大部 分を占めている 。黄色い顔に黒い 目をしている。
その目がオーロラライトの光を反射した。
光り返してなお、暗闇よりも暗い目だった。
ス ズメバチは羽ばた くと、地底トン ネルの中を飛ん
だ。高くて広いトンネルは、スズメバチが羽ばたいて
飛べるだけの余裕 があった。
「ちぃ ！」
りぶた んは団丸の前に出 た。新人の助手を背 中でか
ばった。
ど うやら相手は、出 会っただけで襲 いかかってくる
凶暴なタイプのようだ。一気に迫ってくる。
「ネット！」
ほばく

り ぶたんはネットを 放った。ＬＩＳ Ｄ専用技の捕縛
とうてき

ネットを投 擲した。
オーロラライトを瞬時に左手に持ち替えて、あいた
右手を だらりと下げ、 呪文を唱えると同 時に腕を跳ね
上げた。跳ね上げた腕の指先は、飛んでくるスズメバ
チにぴたりと向け られた。
指 を向けたのは方向 指定のためだっ た。
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アンダースロー のアクションで 呪文を唱えたのは 、
肉体を 使うことで精神 的な負担を軽減し 、少しでも霊
力を節約するためだ。アウターゾーンに呪文ブースタ
ーはない。霊力を 節約しないとどう なるかは、骨身 に
しみて いるりぶたんだ った。
空中に 捕縛ネットが出現 した。六角形の網だ った。
くさ び

クモの巣に似てい るが、粘着はしな い。六つの角に は
楔 が ついていた。
捕縛ネ ットは真っ平らの まま、ターゲットに 向かっ
て飛んでいった。 見るからに技だ。 現物の網を投げ れ
ば、こ うは飛ばない。
スズメ バチはまっすぐ捕 縛ネットに突っ込ん だ。避
けようとはしなか った。一直線に、 最短距離でリヴ リ
ーを狙 ったのだ。荒々 しい行動から察す るに、ネット
を突き破って襲いかかるつもりでいたようだ。
ターゲットを捕らえたネットはそのまま相手を包み
込み、 絡め取った。ス ズメバチは羽ばた くことができ
なくなって、失速した。もっとも、そのまま墜落させ
たのでは、りぶた んたちに激突する 恐れがあった。 そ
れでは ネット越しに攻 撃されてしまう。
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「ハーケン！」
り ぶたんは天井に向 けて、さらに腕 を跳ね上げた。
スズメ バチを絡め取った 捕縛ネットから、六 本の矢
が飛んだ。六角形 の先端にあった楔 が弧を描いて飛 び、
トンネ ルの天井に突き 刺さった。
ハーケ ンはネットの補助 呪文だった。
ほかの呪文を補う呪文のことを補助呪文という。ハ
ーケン を単独で使用し てもなにも起こら ないが、ネッ
つ

トに追加する形で使用すると、捕縛ネットを天井から
吊るしたり、壁や 床などに固定する ことができた。
ハ ーケンが天井に打 ち込まれてネッ トは固定された
が、それだけでは突っ込んできたスズメバチの勢いは
殺せなかった。ネ ットで包まれた玉 がりぶたんめが け
て飛ん でくる。
ハーケ ンとネットはザイ ルで結ばれていた。 ザイル
には伸縮する機能 があった。ハーケ ンが飛んだとき に
矢のよ うに見えたのは 、ザイルが伸びた からだ。
そのザ イルがぎりぎりの ところでピンと張っ て、玉
の勢いを完全に殺 した。
り ぶたんの目の前だ った。
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あご

絡め取られたネ ットの中でスズ メバチは悪あがき を
した。 咬みつこうと頭 を動かして巨大な 顎をガチガチ
と鳴らした。体を折り曲げて尻を突き出し、するどい
針で刺そうともし た。
り ぶたんは仁王立ち だった。モンス ターの巨体にも
ひるまなかった。スズメバチの攻撃が届かないことは
見切っていた。
玉 は重力に引かれて 落ちながら、振 り子のように戻
っていった 。
「ザイル」
り ぶたんは天井に向 けた手を、巻く ように動かして
ザイルの長さを調節した。ハーケンとネットをつなぐ
ザイルが短くなっ た。
ザ イルもまた、ネッ トの補助呪文だ った。
ちゅう づ

玉 は 完 全 に 宙 吊 り とな っ た。 中 で ス ズメ バ チが 暴
れるため、揺れは 収まらなかったが 、とりあえず危 険
は去っ た。
「これこれ。あたいも前の保安官にやられたっけ」
団丸はなつかしそうに捕縛ネットをながめた。
「ネッ トにハーケンに ザイルだ。手順は 教えたとおり。
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次はおまえがやっ てみろ」
ザ イルを巻き終わっ て、りぶたんは 手を下ろした。
「次？」
「残念だが、長く は持つまい。ハー ケンは抜け落ち る
だろう 。なにしろ、土 を押し固めただけ の天井だから
な。地面も壁も同様。ここではネットの固定は無理
だ」
り ぶたんはオーロラ ライトを向けて 、前方の岩を照
らした。さっきまでスズメバチがいたところだ。大き
な岩がトンネルを ふさいでいるよう に見える。
「あの 岩にハーケンを 打ち込めば固定は できる。だが、
ネットを固定したところでなんの解決にもならない。
問題は、どうやっ てそいつをトンネ ルの外に追い出 す
か、だ 」
今度は 網の中のスズメバ チにライトを向ける 。
「攻撃技を出して も意味ないよねえ ？」
そい

「霊力 を無駄遣いして 気絶させて、その あとどうやっ
て運び出すつもりだ。出口まで引きずるのか？

つに自分から出て 行ってもらえば、 力は温存できる 。
それに 、スズメバチは 攻撃されると仲間 を呼ぶぞ。リ
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ヴリーアイランド では呼びかけに答 える仲間も近く に
いない だろうが、怪物 密林ではそうもい かない。そし
ておそらく、この上はもう密林だ」
りぶたんは天井を照らした。
「地底 のトンネルだか ら安全度は高いだ ろうが、そい
つのほかにも潜り込んだスズメバチがいれば、閉ざさ
れた空間だけに、 逆に危険度が増す 。ネットのよう に、
ダメー ジを与えず、攻 撃したことになら ない技を使う
のがベスト だ」
「網は半日くらい 持つっしょ？」
「呪文 ブースターがあ ればな」
「ないじゃ ん」
「まあ、半日持っ たところで、その 前に網を咬み切 ら
れるの が落ちだな。こ の様子だと」
おおあご

スズメ バチはネットに咬 みついている。大顎 をワイ
ヤーカッターのよ うに使って、網を 断ち切ろうとし て
いる。
「このままほったらかして引き返してもさぁ、どうせ
逃げずに追いかけ てくるんだよねえ 」
「そう だな。このまま 戻ったところで、 そいつを地ノ
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塔まで案内するだ けだ。その先には ヒナたんたちが い
る。こ こでモンスター に出くわしたのは あたしとおま
えの不運だ。運の悪さを仲間に押しつけたりせずに、
あたしたちで解決 するぞ」
「それはあたいも賛成だけど。じゃあ、どうすんの
さ」
「あそこで止まっ ていたということ は、岩の向こう 側
からや ってきたのだろ う」
りぶた んはもう一度、ラ イトを前方の岩に向 けた。
「岩の隙間はスズ メバチには通りづ らいのかもしれ ん
な。だ から、モグラコ オロギはスズメバ チに襲われて
も逃げ切れたのではないか。岩のこちら側で襲われた
ま

のなら、トンネル の中で撒くのは無 理だったはず」
「とり あえず、岩の向 こうまで運び出す ？」
「それはむずかしそうな気もするがな。ちょっと見て
くるか。ここは頼 んだぞ」
り ぶたんは小走りに 駆けだした。
「頼まれてもいいけどさぁ。それ、単独行動じゃん」
団丸は不平の言葉をりぶたんの背中にかけた。
単 独行動を禁じ、常 に二人一組で動 くように指示し
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たのはりぶたんだ 。
「すぐ 戻る」
りぶた んは足も止めずに 答えると、宙吊りに なった
スズメバチの脇を 駆け抜けた。
ス ズメバチがりぶた んに襲いかかろ うとして、玉の
揺れる向き が変わった。
「…………」
団 丸はしかたなく、 その場に待機し た。
岩にた どり着いたりぶた んの姿が、薄い暗闇 に溶け
てゆく。
奥 の岩と、手前の岩 の間に入り込ん だとは理解でき
るが、団丸の持つオーロラランプでは明かりが届かず
に、おぼろげにし か見えなかった。
地 底のトンネルにひ とり残されても 、団丸は恐怖を
感じなかっ た。
前からも後ろからも暗闇が迫ってくる。前の闇はそ
の先に りぶたんがいて 心強いが、後ろの 闇はちがう。
地ノ塔へと続くルートはずっと先にヒナタたちがいて
も、もう一本は未 知の空間だ。なに が潜んでいるか わ
からな い。

- 384 -

それでも、団丸 は怖くなかった 。暗闇にひとりで い
ること には慣れがあっ た。団丸はかつて 、怪盗と呼ば
れた盗賊だった。闇に潜むのは御手の物だ。コンビを
組んだ相棒だって 、いつも闇の中に いた。背後の暗 闇
にはい まもその相棒が いて、団丸の背中 を守ってくれ
ているような、そんな気がした。
団丸はランプを地面に置くと、カウボーイハットを
脱いだ 。特にやること もないので、帽子 のつばの曲が
り具合にそっと手を加えた。カウボーイハットの魅力
はつばの曲がり具 合にある。つばが 描く曲線をシェ イ
プと呼 ぶ。シェイプの ラインは帽子によ って異なる。
買ってきて、ただかぶればいいというものではなかっ
た。
「？」
団丸は ふと振り向いた。
背後の暗闇から、かすかに風が吹いてきたような気
がした 。
こんな ときヒナタがいて くれたら、ピキの大 きくて
丸い耳の毛で、も っと敏感に空気の 流れを感じ取っ て
くれた だろう。りぶた んでもいい。ミミ マキムクネの
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巻かれて垂れ下が った耳の毛で、風 を感じてくれた に
ちがい ない。
けれど も、団丸はショウ ジョウダルマだった 。長い
毛は生えていない し、丸い体は見た 目とちがって空 気
抵抗も 少ない。
坊やは どうだろう。フレ イムに思いを馳せて 、団丸
はにやりと笑った 。トビネの長く太 いしっぽで風を 受
けても 、あの坊やなら たぶん気づきもし ないさ。そう
思った。
帽子にピン留めしたＬＩＳＤのバッジをそっとなで
ると、 団丸はカウボー イハットをかぶり なおした。
りぶたんが戻ってきた。
「大き な岩が続いてい る。モンスターが なんとか通れ
るだけの隙間はあるが、つづら折りになっていて抜け
にくい」
「運び 出すのは無理っ ぽい？」
「不可能ではないが、かなり苦労するな。それに抜け
たところで、岩が ごつごつ突き出し た荒れた道が待 っ
ている 」
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「じゃあ、引きず って運び出すのは 無理じゃん」
「道な ら、ほかにもあ るぞ」
りぶた んは団丸の背後に 広がる暗闇に目を向 けた。
「そっちのルート が使えるはずだ」
「そっ ちって、あっち ？」
驚いた 団丸は体をひねっ て、後ろを指さした 。
「そうだ」
分 岐点は丁字路にな っている。
スズメ バチは左奥から潜 り込んできたと考え られる。
そうでなければ、 隠れるところもな い地底トンネル の
中で、 獲物のモグラコ オロギに逃げられ たりはしない
はずだ。左奥にはつづら折りの難所がある。スズメバ
おっくう

チも戻ろうとしな がら、進むのをた めらったか、億 劫
に感じ て足を止めたほ どの岩場がある。

難所を 通ってスズメバチ を外に引きずり出す のは、
なるほど苦労する だろう。だからと いって、地ノ塔 へ
きんぺん

のルー トを使うわけに もいかない。その ルートはおそ
らく、ショップゲート近辺のプロテクションゾーンに
抜けるはず。安全 なパークでショッ ピングを楽しん で
いるリ ヴリーたちのす ぐそばで、凶暴な モンスターを
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解き放つなど言語 道断だ。
と なれば、残るルー トはひとつしか ない。
「分岐点で引き返せと言ったが、あたしたちは引き返
せなくなった。モ ンスターに出くわ してしまったか ら
な。連 れ帰るわけには いかないのだから 、進むよりほ
かに手はあ るまい」
分岐点では引き返すように、りぶたんは仲間たちに
厳命し ている。
片方に 進めば、もう片方 から出てきたモンス ターに
退路を断たれるか もしれない。そう なると後戻りも で
きずに 、出口があるか どうかもわからな い地底トンネ
ルをひたすら前に進むことになってしまう。
しかし、事情は変わった。モンスターに見つかって
しまっ た。引き返せば モンスターを案内 することにな
ってしまうから、もはや引き返すことなどできない。
分岐点をどちらか に進むしかないの だ。
左 奥には確実に出口 があると思われ るが、難所もあ
る。難所を抜けても、岩の突き出た悪路が続く。スズ
メバチを引きずっ てゆくのは難儀す る。
だ が、残るルートに も問題はあった 。
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「出口がなかった らどうするのさ？ 」
「なけ れば引き返す。 だが、出口はある だろう。トン
ネルをよく 見てみろ」
りぶたんはオーロラライトの光を使って、トンネル
の壁に 線を引いた。奥 から奥へ。左から 右へ。光の線
は一直線に 伸びた。
「見ろ。まっすぐ だ。多少、左に曲 がってはいるが 、
マハラが調子に乗って、う

地ノ塔 へのルートなど 無視してずっと先 まで掘り進め
てある。な ぜだと思う？
っかり掘りすぎた のか？」
「それ は……よくわか んないけどさぁ」
丁字路 は漢字の「入」の 字に似ている。左奥 から掘
り進めてきて、ま っすぐ右斜め後方 へと抜けている 。
左手前 に進む地ノ塔へ のルートは、あと から掘られて
いる。
「これがメイント ンネルなのだ。い や、言い方を変 え
よう。 第一坑道だ。分 岐して、地ノ塔経 由でショップ
ゲートに抜けるルートは第二坑道。ルビーローズ一味
は、起点から終点 までを一本のルー トでつなぐ気は な
かった と見える。少な くとも二本の坑道 に掘り分けて
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いる」
「なん でそんな面倒な ことをしたのさ？ 」
「さあな。進路を誤っていないか確認するためか？
いや、ちがうな。 それなら確認がす めば埋め戻すは ず。
それに 、ずっと先まで 掘るのもおかしな 話だ。必要な
非常事態 に

ルートだから、掘り進めたのだ。初めからそういう計
画だったのだ。し かし、なんのため に？
備えて 、別の出口を確 保したのか？」
ほら、地ノ塔 だってしっかり 換

自問自 答するりぶたんに 、団丸も答えを提供 した。
「換気のためとか ？

気対策 してたじゃん。 地底のトンネルな んだからさぁ、
ここもやっぱり換気に注意する必要があるんじゃん」
「ふむ。しかし、 換気口なら小さな 縦穴一本ですむ だ
ろう。 いや、それだと 雨が染み込むか。 雨は地面が吸
い取っても、夜間に地底の明かりが地上まで漏れる恐
れがあるな。とす ると……」
り ぶたんは自問自答 に戻った。腕組 みをしてうつむ
き、考え込 んでいる。
「そういえば、気 のせいかもしれな いけどさ。さっ き、
後ろか ら風が吹き抜け ていったような気 がしてさぁ」
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「風が？」
「そそ 」
「ふむ。ならば、やはり換気口か。それでいて非常口
も兼ねている、と いうのはどうだ？ 」
「悪く ないじゃん。新 鮮な空気は入って くるし、いざ
となったら逃げられるし……あ！」
話の途中で団丸は声を大きくした。
土 を押し固めただけ の天井に打ち込 んだハーケンが、
音もなく抜 けたのだった。
宙吊りにされていたスズメバチが落ちた。重たげな

あわて るな！」

震動が 地面を伝わって 、りぶたんと団丸 の足まで届い
た。
「待て！

り ぶたんは呪文を唱 えようとした団 丸を制止した。
じゃあ… …」

「そいつには自分で動いてもらおう。外までな」
「え？

「たと え出口がなかろ うとも、おまえに は付き合って
もらうぞ。 さあ、行こうか 」
りぶたんは団丸をうながすと、分岐点を右斜め後方
に折れ るルートへ進ん だ。
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地面に落下した スズメバチはし きりに飛ぼうとし て
いる。 だが、捕縛ネッ トに絡め取られて いるので羽ば
たくことが できないでいる 。
「あたしは前を見 る。おまえは後ろ を見ろ。スズメ バ
チから 目を離すな。ネ ットの効力はじき に切れる。そ
の前に、網が外れたり、咬み切られることもありうる。
援護はしてやるか ら落ち着いて、次 のネットはおま え
が放て 」
「ラジャー 」
役割の分担も決まった。りぶたんは遠くまで届くオ
ーロラ ライトで進路を 警戒し、団丸はあ えて退路を断
たせたスズメバチを警戒する。
そのまま進んで、もしも出口がなければ、骨折り損。
はさ

行 く手に別のモンス ターが現れたな らば、挟み撃ち。
トンネ ルの中という閉塞 空間で、ほかに有効 な選択
肢がないにしても 、あまり賢いとは 言えない作戦だ っ
た。
「心配するな。出口はきっとある。理由があって、地
底トンネルを二本 に掘り分けたのだ 。一味はトンネ ル
を隠し 通すつもりで、 破った壁の補修道 具一式まで取
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りそろえている。 用意周到な連中だ 。行き止まりの ト
ンネル を意味もなく掘 ったりはしないだ ろう。そして、
ここまで分かれ道はなかったのだから、この一本だけ
が行き止まりの偽 装ルート、などと いうこともある ま
い」
「ちょい待 ち！」
団丸が大きな声を出した。
「どう した？」
りぶた んは振り返った。
落下したスズメバチはネットに絡め取られたまま、
体を持 ち上げた。編み 目から脚を出し、 するどい鉤爪
で地面を引っ掻くと、のそりと動いた。依然として飛
べない状態ではあ るものの、スズメ バチは歩く能力 を
取り戻 したのだった。
歩くこ とさえできれば、 獲物に襲いかかるこ ともで
きる。
ス ズメバチは走りだ した。
捕縛ネ ットを頭からかぶ ったまま、六本の脚 で土を
蹴って駆けた。
「ハー ケン！」
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りぶたんが呪文 を唱えた。水平 に伸ばした腕を振 り
下ろす 。
駆けだ したスズメバチに 引きずられていたハ ーケン
が、地面に突き立 てられた。
ネ ットが固定されて 、スズメバチに 急ブレーキがか
かった。
「よし、この調子 でいこう。奴が走 る。ハーケンで 止
める。 それの繰り返し だ。ネットが切れ たら掛け直す。
ふたりで交代すれば、霊力の消耗も気にするほどでは
ない。次は頼んだ ぞ」
「ラジ ャー。まずハー ケン、網が切れた らネット」
団丸は 手順を復唱した。
出番はすぐにやってきた。
宙 吊りになったとき はハーケンが抜 けるまで手も足
も出なかったスズメバチだが、今度は天井ではなく地
面に固定されてい る。脚は使える。
脚 の先にある鉤爪で 踏ん張って、ス ズメバチは巨体
をゆっくりと前に運んだ。ザイルがピンと張る。前に
進もうとするスズ メバチと、地面に 打ち込まれたハ ー
ケンの 力比べとなる。
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勝敗は初めから 明らかだった。 土を押し固めただ け
の地面 では、しっかり 固定もできない。
土がゆ るんだ。ハーケン はすっぽ抜けた。
りぶたんと団丸は足早にその場から離れた。スズメ
バチか ら距離を取らな いと、同じ場所で 技を掛け続け
ることになる。それでは前に進めない。
ちからわざ

力 業 で ハ ー ケ ン を 引 き抜 い たス ズ メ バチ は 、逃 げ
る獲物 を追った。
今度は 団丸が追いすがる スズメバチを足止め した。
その次はりぶたん が止めた。ふたり で代わる代わる 呪
文を唱 えながら、トン ネルの奥に向かっ てスズメバチ
を誘導して いった。
途中でネットが切れたら、即座に呪文を掛け直した。
飛翔モ ンスターに得意 の空中戦をさせて やる必要はな
い。地面を走らせたほうが戦闘能力は下がる。
それでも危険なモンスターであることに変わりはな
かった 。走らせて足を 止めるという、一 連の行動に慣
れてルーチンワークと化しても、りぶたんと団丸は互
いに離れなかった 。相方が失敗して もすぐに援護で き
る態勢 を維持した。
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やがて、前方か ら暗闇が去り、 薄明かりが差し込 み
始めた 。外界の光だっ た。
りぶた んが第一坑道と呼 んだトンネルには、 やはり
出口が設けられて いた。その出口に 向かって、トン ネ
ルは登 り坂となった。

お こた

「マジじゃん。ちゃんと出口あったじゃん」
「思ったよりも遠 い出口だったがな 」
「この まま外まで行く っしょ？」
「うむ。きっちり奴を連れて行く」
外 の 明 か り が見 え て も 、 ふた り は警 戒 を 怠 ら な か
った。 すぐ後ろには凶 暴なモンスターが いて、前には
出口がある。決して安全な出口ではないから、気がゆ
るむこともなかっ た。
「外に 出たらさぁ、怪 物密林だよねえ？ 」
「たぶんな 。気を抜くなよ 」
「ラジャー」
坂 を一歩登るごとに 、前方の明かり が強くなってゆ
く。まぶしくて、先の状態はよく見えない。すっかり
暗闇に慣れてしま った目に、外から 差し込む光が突 き
刺さる 。オーロラライ トのやさしい光と ちがって、日
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光は攻撃的だ。明 かりが目に痛い。
し かし、じきに順応 した。立ちはだ かる壁のような
坂が見えた。降り注ぐ光が路面を照らして、長く急な
坂道は濡れたよう に光っている。ず っと上にある出 口
を見上 げてまぶしさに 目を細めると、光 る坂はまるで
滝のように 見えた。
トンネルは出口に向かって急斜面になっていた。崖
と呼ん でも差し支えな いくらいだ。傾斜 がきつい上に、
かなりの高低差がある。登るには四つんばいになって、
体重を手足に分散 させる必要がある だろう。両足で 立
って登 るのは至難の業 だ。
「ちっ。すべり台じゃあるまいし。階段くらい刻んで
おけばいいものを 」
り ぶたんが文句をつ けた。
地面は 押し固めてあるか ら、確かによくすべ りそう
だ。
「これ さぁ。やばいじ ゃん。すべり落ち たところへス
ズメバチとか、ありそうじゃん」
「やむをえん。あ たしが先に登って 、出口の安全を 確
認する 」
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「あたいはここで スズメバチの足止 めだね」
「宙吊 りにしろ。もう 走らせる必要はな い」
りぶた んはトンネルの端 にオーロラライトを 置いた。
上から光が降り注いで周囲は明るい。照明はもうい
らなか った。それに急 な坂を登るには、 両手を自由に
しておく必要があった。スズメバチを外に連れ出した
らトンネルに戻っ てくるのだから、 明るい地上にオ ー
ロララ イトをわざわざ 持って上がる理由 もない。
うごめ

点灯し たまま地面に置か れた懐中電灯型のラ イトは、
トン ネ ル の 奥 で 網 を か ぶ って 蠢 く モ ン スタ ー を 照 ら
した。
団丸も トンネルの端にオ ーロラランプを置い た。

無駄手間じゃん。あんたが先に

「安全を確認した ら降りてくる。交 代するから、お ま
な んでさ？

えが先 に外に出ろ」
「え？

外に出たんでいい っしょ？」
「外も 危険だが、一番 危ないのはしんが りだ。おまえ
がすべり落ちても、この高さでは上から援護はしにく
い。だから、あた しが下に残る」
ト ンネルの端から中 央へと戻りなが ら、ふたりは話
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し合った。
それなら無駄 もない

「じゃ あさ。あたいが 先に登って安全を 確認して、そ
のまま外に出たらいいっしょ？
じゃん。だいたい 、あたい、こう見 えてけっこう身 軽
なんだ けどさぁ」
「そういえばそうだな。おまえは怪盗と呼ばれた盗賊
だった。いいだろ う。それでいこう 」
り ぶたんはトンネル の奥を見た。
地面に 打ち込まれたハー ケンを引き抜こうと 、スズ
メバチが踏ん張っ ている。抜けるの を待たずに、り ぶ
つ

たんは 呪文を唱えてス ズメバチを宙吊り にした。
天井か ら吊られたスズメ バチはなにもできな い。こ
れでしばらく、時 間は稼げる。
り ぶたんが視線を戻 すと、団丸はも う登り始めてい
た。四つんばいになって、崖のような斜面をすいすい
と上がってゆく。 ショウジョウダル マの大きな体に 似
合わず 、軽やかな身の こなしだ。さすが は元怪盗。な
にかと豊富な経験が物を言うようだ。
坂を登る団丸に注意を払いつつ、りぶたんは出口と
トンネ ルの奥とを交互 に警戒した。出口 はまぶしく、
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トンネルの奥は暗 い。目にはつらい 作業だった。
「やば いじゃん。なに これ、柵があるじ ゃん」
上から 声が落ちてきた。
「なんかさぁ、出 口にふたがしてあ るじゃんか。フ ェ
ンスみ たいなのでさ」
「モンスターの侵入防止用か。抜け目のないことだ
な」
見 上げたりぶたんは 、手をかざして まぶしい光をさ
えぎった。目をこらしても、フェンスとやらは外の光
に埋もれて見えな い。
「外せ ないのか？」
「ちょい待 ち」
「ただのモンスタ ー対策だろう。リ ヴリーにも外せ な
いよう な柵は取り付け ないはずだ。第一 、出られない
軽い！ 」

のでは非常 口にならん」
「あっ！

団 丸の体がぐいっと 伸びて、地上に 出たのが下から
も確認でき た。
「このフェンス軽 い。固定もされて ないしさ。出口 の
穴にか ぶせただけじゃ ん」
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問 題なし！」

「そうか。それよ り、周囲を警戒し ろ」
「…… オッケー！
「よし。いまからあたしも上がる」
りぶたんは最後にもう一度、宙吊りにしたモンスタ
ーに目 を走らせた。
スズメ バチはなにもでき ずにじっとして、恨 めしそ
うに獲物を見つめ ている。
「あた いが見張るよ！ 」
団丸は 上からりぶたんを 見守っている。
りぶたんは両手をついて、急な坂道を登り始めた。
太めの 団丸がすいすい 登っていったのだ から、団丸よ
りもぐっとスリムなりぶたんがすべり落ちるようなみ
っともないまねは できない。
と はいえ、心配はい らなかった。団 丸に盗賊の経験
があるなら、りぶたんには保安官の経験がある。一つ
きょうれん

目狙撃団の一員と して、モンスター 津波を生き抜い た
経 験 だ っ て あ る 。 防 衛 隊の 教 練 は 過 酷 だっ た 。斜 面
を登るくらいで後れを取るような、りぶたんではなか
った。
団 丸に負けない早さ で、りぶたんも すべり台のよう
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な坂道を登ってい った。
中 ほどまで登ったと きに、かすかに 響く振動があっ
た。地面に触れる手足が目には見えない揺れを感じ取
った。耳にも振動 は届いた。空気の ふるえが音とな っ
て伝わ った。
「………… 」
りぶたんは右手を放して体を起こすと、首をひねっ
て下を 見た。
崖のよ うに急な坂道のせ いで、トンネルは大 きく縦

は

に曲がっている。 一本の同じトンネ ルなのに、縦穴 と
横穴に 分かれているよ うに見える。
その横 穴から、網をかぶ ったままのスズメバ チが這
い出してきた。
ハ ーケンはついさっ き天井に打ち込 んだばかりだ。
宙吊りにされたスズメバチは手も足も出ないから、ハ
ーケンが抜けるま でにはいま少し時 間がかかるはず 。
そ れなのに、明らか に早いタイミン グでハーケンが
抜けている 。
いままではスズメバチを足止めしても視界には常に
リヴリ ーがいたが、今 回は坂を登ること で、スズメバ
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チの視界からリヴ リーが消え失せて いる。どうやら 、
獲物に 逃げられると思 ったスズメバチが あせって暴れ
は

て、ハーケンが早く抜け落ちたようだ。
這い出してきたスズメバチは顔を上げてすぐに獲物
を確認 した。なにしろ 一本道だ。坂を登 ってゆく獲物
をじっと見つめていたのだろうし、きょろきょろと周
囲を見回すことは なかった。
ス ズメバチは走るの と変わらない速 さで坂を登りだ
した。脚なら六本もある。鉤爪もついている。押し固
められた上に急斜 面のすべる坂も、 スズメバチには 平
地も同 然だった。
りぶた んはあわてなかっ た。スズメバチが迫 ってき
ても、モンスター 津波の最前線に比 べれば、どうと い
うこと はない。
「ハーケン 」
りぶたんは落ち着いて対処した。
霊 力節約のためのア クションととも に呪文を唱え、
改めてハーケンを天井に打ち込み、スズメバチを宙吊
りにしようとした 。
だ が、しかし。足場 が悪かった。
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体重を支えてい た左足がすべっ た。
り ぶたんは両手両足 を使って、急斜 面を登ってきた。
下を確認するために右手を自由にして、体重の分散先

かつらく

が減った。右肩を 上に向けるように して体を起こし た
かたよ

ため、 体重が左足に 偏 っ た。
その左 足がすべってしま った。
くず

バランスを崩したりぶたんは、滑落するまいと反射
的に右 手で地面をつか もうとした。
呪文の 方向指定が乱れた 。
天井に向けた指先に従って、ハーケンは真上に飛ん
だ。指 がよそを向いた ことで、ハーケン もよそを向い
た。スズメバチを宙吊りにするための楔は、どこにも
打ち込まれなかっ た。伸びたザイル が空中をむなし く
飛んで 、力なく落ちた 。
足をす べらせてしまった りぶたんも、力なく 落ちて
いった。
押 し固められた地面 につかむところ はなかった。踏
ん張ろうにも坂の傾斜はきつすぎた。すべり落ちる体
を止めることはで きなかった。
落 ちる先にはスズメ バチがいた。
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宙吊りにされる ことを免れたモ ンスターは脚を止 め
て、落 ちてくる獲物を 待ちかまえている 。六本の脚に
は鉤爪がついているから、スズメバチが足をすべらせ
ることはなかった 。そして、捕縛ネ ットを頭からか ぶ
ってい ても、咬みつく ことはできた。全 身をネットに
絡め取られていても、毒針を突き刺すことだってでき
た。
ス ズメバチのハンデ は飛べないこと だけ。しかし、
獲物は自分からすべり落ちてくるのだから、飛ぶ必要
はまったくなかっ た。
「ちぃ ！」
滑落し ながらも、りぶた んは体勢を整えた。
ぶざまにすべり落ちたのでは餌食になる。窮地を脱
するに は、もはや一戦 するよりほかに手 はなかった。
体はど んどんすべり落ち てゆく。止めるすべ はない。
スズメバチを宙吊りにしようにも、ハーケンはあら
ぬ方向 に飛び去り、ザ イルは伸びきって いる。ザイル
を縮めてハーケンを打ち直す余裕はない。
捕縛ネットの上からネットをかぶせることもできな
い。そ れが可能なら、 新しいネットでス ズメバチを宙
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吊りにするという 手もあるだろうが 、ネットの呪文 を
重ねる と技は取り消さ れてしまう。ボタ ンスイッチと
同じ原理だ。押せばオンになり、もう一度押せばオフ
になる。
ネ ットをすばやく二 回唱えれば、オ フのあとにオン
にはできる。しかし、さらに続けてハーケンも唱えな
ければならない。 ザイルも必要だ。 つまり、四つの 技
を立て 続けに放つ必要 があるわけだが、 それでは間に
合わない。
目の前に迫ったスズメバチに対して、打つ手はひと
つ。
攻撃あ るのみ。
ダメージを受けたスズメバチの隙を突いて、脇を駆
け抜け るのだ。どうせ 下まで落ちるのな ら、いっそ加
速して一気に通り抜けたほうがいい。そうすることで、
すべり落ちてはい ても方向だけはな んとかコントロ ー
ルでき る。右を抜ける か、左を抜けるか 。それとも上
を飛び越す か。
攻撃に耐えたスズメバチはすぐさま襲いかかってく
るから 、もちろん、攻 撃技は連射する。
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りぶたんはＬＩ ＳＤの保安官で あり、一撃でモン ス
ターに フルダメージを 与える専用攻撃技 も持っている。
しかし残念ながら、いまこの瞬間に使いこなせるよう
な技ではなかった 。
――ああ、そういうことか。
りぶた んは唐突に悟った 。
地底トンネルにはスズメバチが潜り込んでいた。ル
はち

ビーロ ーズ一味はその トンネルを抜けて いった。両者
は鉢合わせした。スズメバチは一味に襲いかかった。
けれども、一味は 一瞬でフルダメー ジを与えてスズ メ
バチを 気絶させ、難な く通り抜けていっ たのだ。
ルビー ローズ一味にはお 茶会の暗殺者がいる 。
――思えば、便利な技だな。
急 斜面をすべりなが ら、りぶたんは 全神経を集中さ
せた。
連続攻撃をして一気にすり抜けるのだから、反撃の
心配は いらない。むし ろ、すり抜けて背 後に回り込ん
だあとのほ うが問題だ。
攻撃してしまえばスズメバチは怒り狂う。援軍を呼
び寄せ る恐れがある。 しかも、トンネル の奥とはちが
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って出口は目の前 だから、スズメバ チの援軍が駆け つ
ける可 能性は高い。
その出 口には団丸がひと りでいる。足をすべ らせた
ばかりに、りぶた んは団丸と分断さ れてしまうのだ 。
ス ズメバチの援軍が 来る前に団丸と 合流しなくては
ならない。保安官助手とはいえ、新人の団丸がたった
ひとりで、モンス ターに挟み撃ちに されるような事 態
はなん としても回避せ ねばならぬ。もう 二度と殉職者
は出さないと、涙とともに心に刻んだ、りぶたんだ。
仲間を亡くすくらいなら、いっそ我が身をモンスタ
ーに捧 げたほうが、つ らくはない。
「………… 」
りぶたんは攻撃のタイミングを計った。
つ

ス ズメバチが吊り上 がった目でにら んでいる。
あご

巨大な 顎をガチガチと咬 み鳴らして、リヴリ ーのや
わらかい体を咬み 裂く瞬間を待って いる。
「ネッ ト！」
トンネ ルに団丸の雄叫び が轟いた。
クモの巣に似た六角形の網が飛んできた。
網 が捕らえたのはス ズメバチではな く、りぶたんだ
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った。
「！」
思わぬ 展開にりぶたんは 驚いた。
スズメバチを攻撃しようとした矢先の出来事だった。
じゅくたつ

捕 縛 ネ ッ ト に 熟 達 す る べく 、 ヒナ タ とふ た り で技
の掛け合いをして練習したことはあるが、実戦で自分
が捕縛されるとは 思ってもみなかっ た。ネットは不 届
き者や モンスターに掛 けるものであって 、保安官たる
自分が掛かるものではなかった。
ほ

「ハーケン！」
団 丸が吼えた。
網の先 端にある楔が飛ん だ。
後ろからりぶたんにかぶさった勢いをさらに加速す
る形で 、上のハーケン は下へ、下のハー ケンは上へ、
右は左へ左は右へと、正面で交差して飛んでいった。
下からのハーケンが股間を抜けて、ネットが両足を
すくい 取った。りぶた んは網の中に絡め 取られた。
六本の ハーケンは上下に 分かれた。
上からの一本は直下の地面に打ち込まれた。左右斜
め上か らの二本もそれ ぞれ斜め下に飛び 、地面に突き
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刺さった。
下 からの一本はザイ ルをぐっと伸ば して直上に打ち
込まれた。左右斜め下からの二本もやはりザイルを伸
ばして斜め上に飛 ぶと、天井に刺さ った。
ハ ーケンは三本ずつ 、天と地に打ち 込まれた。伸び
たザイルがピンと張った。りぶたんの滑落に急ブレー
キがかかった。
獲 物が落ちてこない と見るや、スズ メバチは再び坂
ザ イル！」

を駆け上が った。
「ハーケン！

ス ズメバチがりぶた んに襲いかかる よりも早く、団
丸はハーケンとザイルを立て続けに操った。
ハーケンは地面に打ち込まれた三本だけが抜けた。
ザイル は天井へと伸び る三本だけが縮ん だ。
りぶた んを包み込んだネ ットが一気に引き上 げられ
た。
ス ズメバチは地面で 咬みつこうとし て失敗し、伸び
あご

上がって空中で咬もうとしてまた失敗した。そして巨
体を伸ばしても、 天井まで顎は届か なかった。
こ のときばかりは、 トンネルの傾斜 がりぶたんに有
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利に働いた。地面 が崖に見えるほど の急斜面だった た
あご

め、斜 めに傾いた天井 も高くなっている 。高さが増し
た分だけ、スズメバチの顎も遠のいたのだった。
「ハーケン！」
ま たもや呪文が唱え られた。
モンス ターの脅威からり ぶたんを救うために 、団丸
も必死だった。
抜 けた三本のハーケ ンが飛んでいっ た。坂道の少し
上に、三本とも打ち込まれた。トンネルを軸にして見
れば、天井に刺さ った三本に対して 平行の位置だっ た。
つまり 、もしもトンネ ルが傾いていない とすれば、真
上と真下の 位置関係となる 。
「ザイル！」

あご

天 井に伸びるザイル がゆるめられた 。と同時に、地
面に続くザ イルが縮んだ。
りぶたんを包んだネットの玉はスズメバチの顎へと
落ちか けて、紙一重の ところで弧を描き 、地獄のハサ
ミから逃れ た。
またしても咬みつき損ねたスズメバチは、玉を追い
かけて さらに坂を登っ た。
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上のザイルがゆ るみ、下のザイ ルが縮んで、ネッ ト
の位置 はちょうどトン ネルの真ん中とな った。天井か
らも地面からも等距離だ。しかし、りぶたんを包んで
できた玉は垂れ下 がっており、低い 位置にあった。 モ
ンスタ ーを包めるほど の網だ。リヴリー には大きすぎ
た。
あご

スズメバチの顎も、今度は届く。
「飛ば すよっ！」
団丸が 叫んだ。
「！」
そ の瞬間、りぶたん は団丸の意図を 理解した。
出口で 待つ団丸が両手を 勢いよく巻いた。右 手は天
を指し、左手は地 を指している。
す べてのザイルが一 気に縮んだ。天 井に突き刺さっ
たハーケンには三本のザイルが伸びている。地面に打
ち込まれたハーケ ンにも三本のザイ ルが伸びている 。
ザイル はネットにつな がっている。ネッ トの中にはり
ぶたんがい る。
一気に縮んだザイルがネットを高速で引き寄せた。
垂れ下 がる玉が宙を飛 んでゆく。
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「ハーケン！」
六 本のハーケンが抜 かれた。
加速し た玉はそのまま出 口に向かって一直線 に撃ち
出された。
捕 縛ネットでりぶた んの救出を試み た団丸の、見事
な作戦だった。ただし、出口までりぶたんを飛ばすに
は少しばかり勢い が弱かった。
「ネッ ト！」
団丸は りぶたんに掛けた 捕縛ネットを取り消 した。
ボタンスイッチは押すだけでオンをオフにできるよ
うに、 ネットも呪文を 重ねるだけでオフ にできる。
網が消 えた。絡め取られ た捕縛ネットから解 放され
て、りぶたんの体 が自由になった。 後ろから網打ち に
されて 両足をすくわれ たりぶたんは、仰 向けになって
いる。
りぶたんは空中でくるりと体の向きを変えた。地面
が見え た。出口も見え た。
飛ぶ勢 いが弱い。このま までは出口に届かな い。着
地してもそこは急 斜面だ。すべり落 ちればスズメバ チ
が待っ ている。
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りぶたんは少し でも出口に近づ こうと、右手を精 一
杯伸ば した。
団丸は 重心を地上に残し つつ、片足を坂道に 下ろし
て、手を差し伸べ た。
出 口に向かって飛ん でゆくりぶたん と、その出口で
待つ団丸。

こんしん

伸ばされたミミマキムクネの手を、ショウジョウダ
ルマが つかんだ。
がっし りつかんで放さず に、団丸は渾身の力 をふり
しぼって、りぶた んを明るい地上ま で引っ張り上げ た。
勢 い余った団丸はそ のまま後ろに倒 れ込んだ。倒れ
ながらもりぶたんの手は放さずに、少しでも遠くに行
けるように、危険 から遠ざかるよう にと、引っ張り な
がら投 げた。団丸は自 分よりも遠くへ、 りぶたんを逃
がしたのだ った。
背中から倒れ込んだ団丸は、りぶたんを投げて、う
つぶせ に倒れた。
まえうけみ

投げら れたりぶたんは、 両手を地面につくと 肩口か
ら縦に回転して前 受身を取り、無事 に着地した。Ｌ Ｉ
ＳＤの 制帽が脱げかか ったが、すかさず 手で押さえた。
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ここう

虎口を脱したと はいえ、地上の 安全も長くは持た な
い。り ぶたんはすぐさ ま団丸に駆け寄る と、腕をつか
隠れる ぞ！」

んで引き起 こした。
「立て！
「ラジ ャー！」

かんぼく

裏へ回れ！」

団丸は あわてて立ち上が った。
「そこの茂みだ！
ふ たりはすぐそばに あった灌木の茂 みに隠れた。裏
に回ってし ゃがみ込む。
地底トンネルを出ればそこは怪物密林だと踏んでい
たが、 ジャングルにし ては意外に樹木が 少ない。ＧＬ
Ｌの怪物の森よりも明るくて、開けた環境だ。隠れら
れる場所は限られ ていた。
「来た ぞ。音を立てる な」
出口の 穴から触角が見え た。
「…………」
は

団 丸は返事すら控え て息を殺した。
地の底 からスズメバチが 這い上がってきた。 日光を
浴びた巨体の、黄 色と黒の縞模様が なんともまがま が
しい。 草木の色とまっ たくなじまない。
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スズメバチは逃 げた獲物を探す そぶりを見せた。
り ぶたんは賭けに出 た。
すぐそ ばに隠れているか ら、探されたら簡単 に見つ
かってしまう。し かしながら、スズ メバチを攻撃し た
わけで はないのだから 、しつこく探され るとも思えな
かった。そもそもスズメバチは来た道を引き返そうと
して、つづら折り の難所で立ち往生 していた。地底 の
暗闇で 途方に暮れてい たわけだから、無 事に地上に戻
れたからには、巣に帰りたくなるはずだ。
りぶたんは声を出さずに呪文を念じて、スズメバチ
にかぶ せた捕縛ネット を解除した。邪魔 な網を消して
やれば、スズメバチは空を飛んで巣に帰ると読んだの
だ。
網 が消えて自由にな って、スズメバ チは獲物を探す
のをやめた。その場で触角の手入れを始めた。時折、
羽も動かす。
「…… ……」
りぶた んと団丸はじっと 待った。
時の流れが遅い。ただ隠れているのはもどかしい。
息を詰 めていると、息 苦しくて逆に声が 漏れそうにな
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る。いっそ、スズ メバチをぶっ飛ば してやろうかと も
思う。 トンネルの外に 連れ出すことには 成功したのだ
から、もう我慢することもない。遠慮なく攻撃して、
あとはトンネルに 逃げ込んでしまえ ばいい。出入口 に
モンス ター侵入防止用 のフェンスをかぶ せてしまえば、
追撃の心配 もいらない。
「！」
ス ズメバチが動いた 。
不穏な 雰囲気を感じ取っ たのか、りぶたんた ちが隠
れている茂みに顔 を向けた。体がで かいから、顔を 向
けただ けで茂みをのぞ き込むような形に なった。
モンス ターが漂わせる威 圧感に、団丸が固ま った。
りぶたんは茂み越しにスズメバチをにらみつけた。
攻撃の 準備も、決意も 、整っていた。
だが、 スズメバチは目の 前の茂みに獲物が隠 れてい
ることにはまるで 気づかなかった。 すぐに体を動か す
と、ま た向きを変えた 。そのまま何度か 向きを変えて、
ぐるりと体 を一周させた。
そして、激しく羽ばたくと飛び立った。
はかぜ

羽 風が茂みの隙間を 縫って、吹き抜 けていった。ス
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ズメバチの恐ろし さとは裏腹に、強 い羽風が緊張し た
体に当 たるのは心地よ かった。
大空高 く舞い上がったス ズメバチは、脇目も ふらず
にそのままどこか へと飛び去った。
「ぶっ はー」
団丸が 息を大きく吐き出 した。
かたくず

そのままごろりと寝転がって大の字になる。自慢の
カウボ ーイハットが脱 げても、形崩れを 心配する様子
もない。
「よくやったな。 礼を言うぞ」
り ぶたんは団丸をね ぎらった。
「おかげで 助かった」
「なに言ってんの さ。あたいたち、 仲間じゃんか。 あ
んたが 保安官で、あた いが保安官助手で さ。助けあう
の当たり前 じゃん」
団丸は寝転がったままだ。すっかり神経をすり減ら
したら しく、目をつぶ って休んでいる。 もっとも、口
を休ませるつもりはないようだ。
「だいたいさぁ。 あんた、スズメバ チぶっ飛ばす気 だ
ったっ しょ？」
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「まあな」
し ゃがんでいたりぶ たんも、その場 に座り込んでひ
と息入れた 。
「あんたの背中、 やる気満々だった もん。すべり落 ち
たと思 ったらさ。すべ り降りる体勢にさ っさと変えち
ゃってさ。ぶっ飛ばすぞ、この野郎って、背中が言っ
てるじゃん。なん かもう、あたい、 びっくりしたっ て
いうか 、あきれちゃっ てさぁ」
団丸の 愚痴は続いた。
「あそこでぶっ飛 ばしたら、あとが たいへんじゃん 。
気絶す るまで攻撃しな いといけないしさ 。それだと霊
力減っちゃうし。下手したらスズメバチの仲間がやっ
てくるじゃんか。 うまい具合にいっ てもさぁ、気絶 し
たスズ メバチを運び上 げなきゃなんない し。あんな急
な坂なのにさ。ほんとにもう。あたい、一度に頭使い
すぎて、くたびれ ちゃった」
「すま なかったな」
りぶた んは両手を後ろに 回して体を支え、青 い空を
見上げている。
「…… ……」
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団丸は愚痴をこ ぼすのをやめた 。
ひ と言も反論せずに 受け止めるりぶ たんに、いつま
でもこぼし続けるのはみっともなかった。
「さてとっ！」
大 の字になっていた 団丸は体を起こ した。
さいそく

愚痴を こぼしたところへ 催促されては立つ瀬 がない。
声を出して自分自 身に活を入れ、や る気を奮い起こ す
と、立 てとうながされ る前に団丸は自分 から立ち上が
った。
「よし、行くか」
団 丸が立ったので、 りぶたんも腰を 上げた。
「ぐずぐずしてるとさぁ、ヒナたんや坊やに追いつか
れちゃうじゃん。 早く来なよ」
帽 子を拾い上げた団 丸は軽くはたい てかぶりなおす
と、トンネルの出入口に向かった。
「ラジャー」
り ぶたんは返事をし て、にやりと笑 った。仲間たち
の間で流行っている返事をようやくまねできたのだっ
た。
ふ たりはトンネルの 出入口に戻った 。
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地面にぽっかり とあいた大きな 穴のそばに柵が転 が
ってい る。モンスター の侵入を防止する ためのフェン
スだ。
「これは……」
り ぶたんの視線がフ ェンスに釘付け となった。
「でかいのに軽いんだよねえ、これ」
団丸はフェンスの枠をつかむと軽々と持ち上げた。
四 角い枠の中に、格 子状に編み目が 入ったフェンス
だった。それが金具で何枚も留められて、大きな穴も
ふさぐほどになっ ている。
これがそうなんだ？」

「アル ミ合金製のメッ シュフェンスだ」
「え？

「うむ。連隊が仮 設砲塁に使用した ものとそっくり 同
じだ」
片側を 団丸が持ち上げて 斜めになったフェン スを、
りぶたんも持って みた。
モ ンスター津波の際 に、塁壁のない ダークヤグラ要
塞南面を防御するため、モンスターチューリップ連隊
は仮設砲塁を築い ている。軽くて丈 夫なアルミ合金 製
のパイ プとフェンスを クランプで留めて 、檻を作って
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いる。
「もし や、これは…… いや、まさかな」
なにか を言いかけておい て自分で否定しつつ も、り
ぶたんはきょろき ょろとあたりを見 回した。
「もし かしたら、もし かする？」
団丸は りぶたんの顔色を うかがった。
「そうか、ここは プーケ線のそばか 。とすると…… 」
それであんま り木が

り ぶたんは空を見上 げて太陽の位置 を確認した。
「怪物密林の端っこってこと？
生えてないんだ？ 」
「向こ うだな」
団丸を 無視してりぶたん は歩きだした。
どうやら、なにも聞こえていない様子だ。
「…… ……」
団丸は だまってりぶたん について行った。二 、三歩
足を運んでから、 ふと気がつくとあ わてて後戻りを し
て、ト ンネルの出入口 にフェンスをかぶ せた。そして、
大急ぎでりぶたんを追いかけた。
こ

りぶたんが先頭を歩き、団丸があとに続いた。
やぶ

木 々を縫い、藪を漕 ぐ。
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背丈よりも高い 草むらを抜ける と、目の前が突然 開
けた。 森を伐採してで きた草原が広がっ ている。緑色
に染まった草原の所々に切り株が残っている。
「あ……！」
団 丸は声を漏らした 。
草原に は焦げ茶色の武骨 な建築物がそびえ立 ってい
た。片面に壁のな い要塞が、角をこ ちらに向けてい る。
「…… ダークヤグラ要 塞」
団丸は つぶやいた。
なにもかも話に聞いたとおりだった。要塞は南東の
角を見 せている。正面 に怪物密林が広が る東には、ち
ゃんと塁壁があった。しかし、日の当たる南には壁と
いうものがなかっ た。
応 急工事で塁壁をふ さいだ足場は、 いまも倒壊した
ままになっている。原形はとどめていないが、足場を
覆い隠していたブ ルーシートの切れ 端がわびしく風 に
吹かれ ている。
倒壊し た足場の手前には いくつもの残骸があ った。
残骸を結ぶ線も見 える。地面に穴が 掘られて、線の よ
うにな っている。
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モンスターチュ ーリップ連隊の 塹壕連関塁砦陣は 、
九つの 仮設砲塁を塹壕 でつなぐ。
地面に 掘られた穴は塹壕 だった。
残骸は仮設砲塁だった。
モ ンスターに取り囲 まれて揺すられ 、つぶされたの
だ。それをモンスターの侵入防止用フェンスとして、
ルビーローズ一味 は再利用したよう だ。
「…… ……」
りぶた んはなにも言わな かった。
声すら出さなかった。
だ まって、かつての 戦場を見つめた 。そして、そっ
と静かに目 を閉じた。
あ

ともに戦い、散っていった戦友たちの在りし日の姿
が、ま ぶたの裏に浮か んだ。
物資を 輸送した輜重兵中 隊。砲塁を仮設し、 塹壕を
築いた工兵中隊。 群がるモンスター を機関砲で薙ぎ 払
った砲 兵中隊。土に擬 装して塹壕に身を 潜め、要塞へ
の進路を切り開いた突撃中隊。
モンスターチューリップ連隊の仲間たちは、ひとり
も生還 しなかった。
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一つ目狙撃団の メンバーも半分 以上が帰らなかっ た。

つわもの

要 塞司令官のダーク ヤグラを最後ま で守り抜いて、
要塞守備隊 も玉砕している 。
命をかけてリヴリーアイランドを守った、 兵 たち。
り ぶたんは目を開け た。
かんらく

陥落し て放棄され、いま はもう朽ち果てた要 塞が、
暖かな陽光を浴び ていた。
２
分 岐点に戻ってきた 。
ダーク ヤグラ要塞をあと にして、地底のトン ネルに
潜った。オーロラ ライトを拾い、来 た道を後戻りし た。
り ぶたんはなにも語 らなかった。団 丸もなにも聞か
なかった。
会話のないまま、ふたりはだまって足を運んで、分
岐点ま で引き返してき た。
りぶた んは懐中電灯型の オーロラライトを逆 さまに
持つと、地面を引 っ掻いた。ダーク ヤグラ要塞の近 く
バツ

に出る ルートに、大き く×印をつけた。 地ノ塔へと続
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くルートから線を 引いてきて、つづ ら折りの難所に 向
かう矢 印を刻んだ。
分岐点 で引き返さずに左 に進んだと、別行動 を取っ
ているヒナタたち にメッセージを残 したのだった。
「見て のとおりだ。戻 らずに進むぞ」
「そう来る と思ったさ」
地底トンネルを探索するにあたり、分岐点で引き返
すよう 指示したりぶた んであるが、スズ メバチに出く
わして前に進まざるを得なくなった。その結果、分か
れ道の一方は探索 を終えた。ダーク ヤグラ要塞の近 く
に出る とわかったし、 出入口にはモンス ターの侵入防
止用フェン スもある。
一方の安全を確認した以上、分岐点で引き返す理由
はもは や存在しなかっ た。
「盗んだオーロラダイヤをあの坂から運び出したよう
な痕跡はなかった 。ルビーローズ一 味はこの道を進 ん
だと見 て、間違いはあ るまい」
りぶた んは道をふさいだ ように見える大岩に ライト
を当てると、足を 踏み出した。つづ ら折りを抜ける と
ころま では下見もすん でいるから、足取 りも軽い。
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「あたいもそう思 うよ。ブツを運ぶ のに工事用の一 輪
車を使 ってるんだから さ。あんな急坂を 一輪車まで運
び上げたんなら、いくら押し固めた地面だって跡くら
いつくよねえ。で もさ、跡なんかな んにもなかった じ
ゃん」
団丸は りぶたんと並んで 歩いた。
少し進むと、岩にぶち当たった。遠くからは行き止
まりに 見えても、近く に寄ってみれば、 奥の岩に手前
の岩がかぶさっているとわかる。岩と岩の間に隙間が
あって通れるよう になっている。決 して広くはない 道
だった が、モンスター には窮屈でも、リ ヴリーには余
裕があった 。
岩場に入ると景色が一変した。
かいろう

ま っすぐな土のトン ネルは、岩の回 廊となった。折
れ曲がった道が大きな岩を取り巻いている。硬い岩を
砕くことはせずに 、岩肌に沿って弧 を描き、やわら か
い土の 中を掘り進めて いる。岩にぶつか っては曲がり、
またぶつかってはくねっている。
「もうトンネルじ ゃないじゃん。洞 窟じゃん」
岩 に囲まれて曲がり くねる道は、確 かにただの洞窟
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に見えた。
「うわ ー。これ、くぐ るんだ？」
岩は天 井にもあった。左 右をふさいだ大きな 岩の上
に、さらに大きな 岩が乗っかってい る。三方を岩に 囲
まれて 、門のように見 える。さすがにモ ンスターも岩
の門をくぐり抜けるのに苦労したと見えて、そこだけ
地面が掘り下げら れている。
「スズ メバチがここを 通るのをいやがっ た気持ちもわ
かるな」
りぶたんは門の手前で立ち止まった。
天 井の岩に手を添え て奥をのぞき込 む。これから真
下をくぐり抜けるかと思うと、頭上の岩の、大きさも
重さも考えたくは なかった。
「頭を ぶつけるなよ」
りぶた んは巨岩の底をく ぐった。
団丸はお気に入りのカウボーイハットを脱いでから
くぐり 抜けた。
「曲がりくねった道はここまでだ」
大事そうに帽子をかぶり直す団丸に、りぶたんは声
をかけ た。
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「といっても、見 てのとおり。この 先も荒れた道が 続
くがな 」
門を抜 けると岩の回廊は 終わった。少しだけ 見通し
がよくなった。た だし、トンネルの ようにまっすぐ で
平坦な 道とはいかなか った。
回廊を 抜けても洞窟は続 いた。大きな岩が消 えて曲
がりくねる道では なくなっても、そ こら中にごつご つ
と岩の 突き出した悪路 が待っていた。し かも下り坂だ。
傾斜はゆるやかだったが、さらに地中深くへと潜って
ゆく。
「なる ほどねえ。ブツ を運ぶのに、不安 定な一輪車を
選んだ理由もわかったさ。つづら折りはあるし。バカ
でかい岩の門はく ぐるし。おまけに こんな荒れた道 に
出るん じゃさぁ、二輪 とか四輪とかじゃ 使い物になら
ないじゃん 」
ルビーローズ一味は強奪品を運び出すのに工事用の
一輪車 を使ったと見ら れている。地底ト ンネルは広く
高く、地面も押し固められていて歩きやすい。それな
のに、タイヤがひ とつしかなくて不 安定な一輪車を わ
ざわざ 利用するのは解 せない話だった。
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しかし、地底の 道は整備された トンネルばかりで は
なかっ た。巨岩を取り 巻くように折れ曲 がったところ
もあれば、岩の底をくぐり抜けるところもあった。
難所を抜けても悪路は続いた。地面のそこここに岩
が顔を 出している。押 し固められた土の 上をタイヤが
軽快に転がっても、すぐに岩に乗り上げてしまう。二
くず

輪車や四輪車なら ば、タイヤが岩に 乗り上げるたび に

タイヤ の跡じゃん！

そ

傾いて 、積み荷も崩れ るだろう。その点 、一輪車はバ
見なよ 、そこ！

ランスさえ取れば傾くこともない。
「ほら！
っちも ！」
ひとり でさっさと歩き始 めた団丸が、ルビー ローズ
一味の痕跡を発見 した。
「まあ 、そうあわてる な」
りぶた んは新人の助手を なだめつつ、ゆっく りと歩
いた。
わだち

団 丸の言うように、 確かにタイヤの 跡がいくつも残
っ て い た 。 地 面 に 埋ま っ て いる 岩 の手 前 に 、 轍 が あ
った。
岩 のないところは土 が押し固められ ているのだが、
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なにも岩の根元ま できっちりと固め られているわけ で
はなか った。それに、 地面に埋もれた岩 の上に浅く残
る土は、押しても固めようがない。
つまり、岩に接する地面はゆるいままだった。そこ
にタイ ヤの跡が残った 。一輪車が岩に乗 り上げるとき、
そして岩から地面に降りるときに、柔らかいままの土
に轍を刻んだのだ 。
「やは り、この道を使 ったのだな」
かがん で轍を検分したり ぶたんは、顔を上げ ると洞
窟の前方を見た。 オーロラライトが 照らす先に闇は な
い。土 を押し固めてで きた天井が、斜め に落ち込んで
視界をさえぎっている。見通せるのはそこまで。下り
の傾斜がきつくな って、道は地の底 へと消えている 。
「そろ そろ地上に向か うかと思えば、こ こに来てさら
に潜るとは な」
「地面の下をそん なに降りてってど うすんのさ？」
「さあな。いずれにせよ――」
りぶた んは話しながら立 ち上がった。
「道が登りであろ うと下りであろう と、跡を追うだ け
だ」
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りぶたんは先頭 を切って追跡を 再開した。
た ったいまりぶたん の前を歩いたば かりの団丸は、
ごく自然な流れで、安全な後ろに回された。
岩だらけの悪路でも、進む速度は落ちなかった。り
ぶたん と団丸の荷物は 手に持ったオーロ ラライトだけ
で身軽だし、穴を掘ったのはモンスターだ。どんなに
せまいところでも 、モグラコオロギ が通り抜けるだ け
のスペ ースはあるから 、リヴリーには充 分な広さが確
保されてい た。
追跡を再開して、初めのうちこそ口を閉ざしていた
ふたり も、すぐに雑談 に興じるようにな った。
「道が下りになったけどさぁ。段差はほんとないよね
え。岩の門のとこ ろが掘り下げられ てたくらいでさ 、
ほとん ど全部平らじゃ ん？」
「モグラコオロギにはひとまたぎの段差も、リヴリー
には壁となって立 ちはだかるからな 。穴を掘らせた 連
中がし っかり手綱をさ ばいたのだろうよ 」
「でもさぁ、たいしたもんだよねえ。いくらちゃんと
測量したからって さ。こんな土の中 でも方向を見失 わ
ないな んてさ。なんか あってもアウター ゾーンじゃ、
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どこにも飛べない じゃんか。そりゃ あさ。連中は三 人
とも管 理リヴだからさ 。マインドウォー ルとかも関係
ないんだろうけどさ。でもさぁ――」
「――そういえば」
だ らだら続きそうな 団丸の話をりぶ たんはさえぎっ
た。
「おまえはマイン ドウォールが効か ないのだったな 」
「うそ じゃないよ。あ たい、生まれつき マインドウォ
ールが効か なくてさ」
「それで神出鬼没 だったわけだ」
団 丸は神出鬼没で正 体不明の怪盗だ った。
自首し て地下牢獄に投獄 されたものの、神出 鬼没で
もく

正体不明のからく りは黙して語らな かった。
名 前は「団丸」だと 自ら本名を名乗 って犯行に及ん
でいたのに、ビューをかけても「対象が存在しない」
とシステムにはね られた。当然、ド ライブで追跡も で
きなか った。誰もが「 団丸」という名前 は偽名だと思
い込んでい た。
ところが、自首して本名だとわかって世間は驚いた。
ＬＩＳ Ｄはもっと驚い た。どこでどうや ってジャマー
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系の呪文を手に入 れたのかと、当時 の保安官は団丸 を
追及し ている。
本名で ビューをかけても バイオレコードをの ぞけな
かったのは、団丸 がビュー・ジャマ ーを使っていた か
らだっ た。ドライブも 同様だ。
正体不 明のからくりはジ ャマーにあった。団 丸が黙
秘を押し通したの で、入手先は不明 のままだが、か ら
くりは 解明された。
残るは 神出鬼没のからく りだったが、こちら も解明
されたものと見な された。
ジ ャマー系の呪文を 会得していたく らいだから、プ
ロテクションゾーンをフリーパスできるアイテム類も
手に入れていたに ちがいないと判断 された。ふたつ そ
ろえば 、誰だって神出 鬼没で正体不明に なれる。
がん

団丸が 頑として口を割ら ないものだから、完 全解明
は断念された。代 わりに、プロテク トが書き換えら れ
た。Ｌ ＩＰＳを使えば 、全プロテクショ ンゾーンのプ
ロテクト更新も瞬時に完了する。
プロテクトの更新は簡単だったが、プロテクション
ゾーン をフリーパスで きるアイテム類の 取り替えは繁
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雑を極めた。新し いプロテクトに対 応したものとひ と
つひと つ交換するのだ から手間がかかる 。それでも、
部外者にプロテクトを破られた状況を放置するわけに
はいかないから、 二度とアイテムが 流出せぬよう、 細
心の注 意を払ってすべ てが交換された。
かくし て、流出したであ ろうアイテムは無効 化され
た。部外者がプロ テクションゾーン に出入りするこ と
はくだつ

は再び 不可能となった 。団丸が会得して いたジャマー
系の呪文も剥奪されて、怪盗はただの盗人として地下
牢獄に放り込まれ たのだった。
だ が、事情はちがっ た。
団丸は プロテクションゾ ーンをフリーパスで きるア
イテムなど隠し持 ってはいなかった 。生まれつきマ イ
ンドウ ォールが効かな いだけだった。プ ロテクション
ゾーンから姿を現し、プロテクションゾーンに姿を消
す、神出鬼没のか らくりはいまも有 効なのだ。
そ れはなにも団丸ひ とりの特技では なかった。りぶ
たんとヒナタは、子供の頃に不思議な老人と出会って
いる。管理機関の 職員でもないのに プロテクション ゾ
ーンに 出入りした老人 を知っている。

- 435 -

不良どもは老人 をヤクザと呼ん だ。ＬＩＳＤには 資
料が残 っていなかった 。当時の資料だけ が抜け落ちて
いた。
捜しても老人は見つからなかったが、一度だけ情報
が舞い 込んだ。
ばくと

――その昔、ショウジョウダルマの親分が博徒の一
とば

つぼ

家を構えていたと いう。なにかと面 倒見のいい親分 を
慕って 、賭場では気っ ぷのいい乙女が壺 を振っていた
そうな。
情報はたったそれだけで、役には立たなかった。
と ころが、りぶたん とヒナタは団丸 に出会った。
老人は ショウジョウダル マだった。団丸もま たショ
ウジョウダルマだ った。
老 人はプロテクショ ンゾーンに出入 りできた。団丸
は生まれつきマインドウォールが効かなかった。
ＬＩＳＤのりぶたんとヒナタが捜しても、老人は見
つから なかった。団丸 は人を捜すために 悪党となって
まで名を売ったが、相手に見つけてはもらえなかった。
そして。
老 人には孫娘がいた 。りぶたんやヒ ナタと同じくら
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いの年頃の……。
「おま え……」
りぶた んはふと足を止め て振り返った。
「…………」
無 言で、今日知り合 ったばかりの助 手を見つめた。
「なにさ？ 」
「……いや、なん でもない」
り ぶたんは視線を落 とすと、前を向 いた。
口をつ ぐんで、なにも言 わないことにした。
仮に団丸が老人の孫娘だったとして、その事実を確
認して どうなるという のだろう。思い出 話に花が咲く
だろうか。楽しい話題になるだろうか。遠い昔のこと
を語り合うのは、 なるほど楽しいか もしれない。意 外
なとこ ろで接点があっ たとなれば、ぐっ と親近感も増
すだろう。
だが、そのあとはどうなる。咲いた花は枯れるもの。
老 人はどこにもいな かった。ＬＩＳ Ｄの保安官と副
保安官が総力を挙げて捜索しても、発見には至らなか
った。役に立たな い噂話をたったの 一件拾えただけ で、
老人の 消息をつかむこ とはかなわなかっ た。
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それを団丸に伝 えることになる 。
お まえは祖父を捜し ているのだろう 。しかし、その
祖父ならどこにもいないぞ。ＬＩＳＤが捜しても見つ
からなかったのだ 。おまえは祖父会 いたさにあえて 悪
党とな り、自首をして 地下牢獄にまで捜 しに行ったそ
うだが、なんとも無駄なことをしたものだ。地下牢獄
にいないことなど 受刑者名簿を見れ ばわかるし、犯 罪
者とし て悪名を轟かせ ても見つけてはも らえなかった
のだからな。いまさら性根を入れ替えてどうなる。世
のため人のために 尽くしたからとい って、祖父と再 会
できる保証などありはしないぞ――と。
「………… 」
りぶたんは無言で進んだ。

かっぷく

足 を止め、振り返り 、団丸に呼びか けたことを後悔
した。
ショウジョウダルマは恰幅がいい。背は高く、肩幅
は広く 、どっしりとし ていてたくましい 。ましてや団
丸は、世間を騒がせたほどの怪盗だった。なにかと経
験も豊富で、地下 牢獄での懲役もき っちり勤め上げ て
いる。
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けれども、おと なしくりぶたん についてくるショ ウ
ジョウ ダルマはちがっ た。
保安官 に話しかけられて 、つぶらな瞳をぱち くりさ
せたそのリヴリー は、祖父が恋しい だけの女の子だ っ
た。
「なにさ。急に呼びかけて、なんでもないなんてさぁ。

こけん

いや。……お まえ、腹は減らな いかなんて聞

気になるじゃん」
「ん？
くのも、保安官の沽券に関わるかと思い直してな」
「あんた、おなか すいちゃったんだ ？」
「まあ な」
「そろそろ、おやつの時間なんだ？」
「そうだな」
「食い しん坊とは聞い たけどさぁ、この 状況でおやつ
はないっし ょ？」
「おまえ……」
り ぶたんはまた足を 止めて振り返っ た。
「誰に聞い た？」
今度は無言ではなく、今日知り合ったばかりの助手
を問い 詰めた。
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「え？

えっと、 それはほら……誰 だっけ？」

「フレ イムめ」
団丸が ごまかすのなら、 相手はひとりしかい ない。
「あとで冷蔵庫、 空っぽにしてやる 」
「あた いも手伝おっか ？」
おどけ る保安官に団丸も 調子を合わせた。
「よし。おまえは 冷凍庫を空っぽに しろ」
「ラジ ャー」
しお

くだら ない話に花が咲い て、ふたりは笑いあ った。
ただの冗談なら、咲いた花が枯れようと萎れようと、
気に病 むこともない。
雑談を 続けながら、りぶ たんと団丸は洞窟を 下って
いった。フレイム がちょうどいい話 のネタになった 。
新 進気鋭の絵本ジャ ーナリスト。
青臭い 坊や。
ほめているのか、けなしているのか、どちらとも言
えない 内容で話は弾ん だ。
しかし 、楽しい会話は突 然打ち切られた。
「…………」
り ぶたんの足が止ま った。
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「どうしたのさ？ 」
「…… 静かに」
「？」
耳を澄ませると、低くて重い音がどこからか聞こえ
てきた 。
「地鳴り？ 」
団丸は天井を見上げた。
も うずいぶんと地中 深くに潜ってい るはず。押し固
めただけの天井の、さらにその上には、厚い大地が積
み重なっている。 音が落盤の前兆な ら極めて危険だ 。
手 にぶら下げていた オーロラランプ を、団丸は高く
かざした。明かりを近づけて洞窟の天井を照らしてみ
たが、落盤の兆候 はなかった。上か らは砂粒ひとつ 落
ちてこ ない。
はおと

「ちがう。羽音だ。スズメバチのな」
「！」
団 丸はあわてて振り 返った。追い払 ったはずのスズ
メバチが、ダークヤグラ要塞近くの出入り口から舞い
戻ってきたのなら 、退路を断たれた ことになる。
「後ろ ではない。前だ 」
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りぶたんは身じ ろぎもせずに正 面をにらんでいる 。
「前っ てさ、あの向こ う？」
団丸は ランプを持つ手を 突き出した。
洞窟は硬い岩に進路を阻まれて左に折れている。
「明か りを消せ」
りぶた んはオーロラライ トのスイッチを切っ た。
団丸はだまって従った。ランプを胸元に寄せて、ス
イッチ をひねる。
照明が 消えて空気が黒く なった。なにも見え なくな
った。地の底に日 光は届かないから 、完全な暗闇が 訪
れる――はずだった。
「あっち、明るいじゃん。でもさ、外のはずないっし
ょ？」
闇 に目が慣れると、 かすかに漏れて くる明かりが行
く手に見え た。
「おまえ、覚悟は できているな」
り ぶたんは前をにら んだまま、後ろ の団丸に聞いた。
「なにをい まさら……」
「覚悟はできてい るのだな」
り ぶたんは重ねて問 いただした。聞 こえてくるスズ
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メバチの羽音より も重い声だった。
「もち ろんさ。あたい を誰だと思ってい るのさ」
「そうだな。おまえは神出鬼没で正体不明の怪盗だっ
た」
「ちがうね。このあたいはさ――」
団丸は りぶたんの背後か ら抜け出ると、隣に 並んで
胸を張った。
「ＬＩ ＳＤの保安官助 手なのさっ」
「そいつは 頼もしい」
背の高いショウジョウダルマを横目で見上げると、
漏れて くる薄明かりの 中でミミマキムク ネがにやりと
笑った。
「では、行こうか 。向こうにいるの は、スズメバチ の
群 れ？」

群れだ 」
「え？

「そうだ。たった 一匹が羽ばたいた くらいで、こん な
音は響 いてこない。そ れに、この音には 聞き覚えがあ
る。なにしろ、夢にまで出てくる音だからな」
「モンスター津波 のときの……」
「ルビ ーローズ一味は この先に進んでい る。だが、そ
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こにはスズメバチ が群れて飛んでい る。はてさて。 い
ったい なにが起こって いるのやら」
りぶた んは歩きながら手 を伸ばすと、団丸に 左に開
くよう身振りで指 示した。そして自 分は右へと寄っ た。
団 丸は指示に従い、 左に寄った。ふ たりとも張り付
くように洞窟の壁を背にした。
りぶたんはまた手を伸ばし、団丸に待機を命じた。
自分は 壁から背中を離 すと、慎重に前に 進んだ。
少し進 んでから立ち止ま ったりぶたんは壁を 背にし
て、身振りで団丸 を呼んだ。自分の 横まで来たらそ こ
で停止 せよと、手で合 図した。指示をす る間も、顔は
まっすぐ前 を向いている。
団丸がやってきて、指示どおりに足を止めた。りぶ
たんは またひとりで先 へと進み、団丸を 呼び寄せた。
洞窟の 進路が折れ曲がっ ている地点に向かっ て、足
音を殺したふたり のリヴリーが交互 に忍び寄ってい っ
た。
りぶた んは岩に行き当た った。
モグラコオロギは硬い岩を避けて穴を掘っている。
道は左 に折れている。 左奥から掘り進め てきて、岩に
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突き当たり、右へ と曲がったのだ。 その道をりぶた ん
と団丸 は逆にたどって いる。
りぶた んは団丸を呼んだ 。しかし、今度は少 し手前
で立ち止まらせた 。
「…… ……」
「………… 」
保安官と保安官助手がアイコンタクトを交わした。
漏れて くる明かりは強 くなっている。
りぶた んは岩に張り付い たまま、横向きに足 を運ん
だ。岩に沿ってゆ っくりと進む。体 を傾けて、左奥 の
様子を うかがう。
スズメ バチの羽音は低く 重く響いてくる。
左に曲がる道は両側が岩壁になっていた。少し先で
岩の壁 が途切れて、今 度は右に曲がって いる。右奥か
ら差し込む明かりが強い。しかし、日光ほどにまぶし
くはなかった。
安 全を確認したりぶ たんは、岩の廊 下に団丸を呼ん
だ。そしてまた、ふたりで交互に進んだ。りぶたんは
右に。団丸は左に 。今度は右に折れ る曲がり角に向 か
って、 静かにそっと近 づいた。
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あと少し進めば 曲がり角という ところまで来て、 団
丸が足 を止めた。
りぶた んの動きも止まっ た。
団丸はランプを地面に置いた。両手をそろえて差し
出すと 、左右に開いて 見せた。空間が広 がっているこ
とを身振りで伝えたのだ。同時に、照明がいらないこ
とも動作で語った 。左の壁際を進む 団丸には、右に 曲
がった 先がどうなって いるか、りぶたん よりも早く目
に入ったの だった。
りぶたんは小さくうなずいた。確かに、曲がった先
はかな り明るいようだ 。団丸に待機を指 示すると、り
ぶたんもオーロラライトを地面に置いた。
不測の事態に備えて両手を自由にした上で、りぶた
んは慎 重に横歩きをし た。背中を岩壁に 押し当てたま
ま、前に進 んだ。
曲がり角へと近づく。道はほぼ直角に曲がっている。
しかし 、岩は直角に曲 がってはいない。 出っ張ったと
ころもあれば、引っ込んだところもある。なにより厚
みがあるから、顔 だけ出してのぞい ても見える範囲 は
限定さ れる。偵察する には体をさらすし かない。
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安全を確認しつ つ、りぶたんは 角を曲がった。
岩 の廊下を抜けた。 広い空間に出た 。
地ノ塔 の抜け穴から続く 地下の道は、巨大な ホール
へとつながってい た。
目 の前が崖になって いる。はるか下 まで落ちてゆく。
崖下の地面は整備などされていない。大小さまざまな
岩が転がっている 。どうやら地底ホ ールは自然にで き
た空間 のようだ。モグ ラコオロギが掘っ たにしては、
規模が大き すぎる。
ＧＬＬ城がいったいいくつ入るだろうか。ホールの
全体は 見えなくとも、 高さだけで相当な ものだとわか
る。地下に隠れた地ノ塔は抜きにして、ＧＬＬ城三つ
分ほどの高さがあ りそうだ。見下ろ せば、四階風ノ 間
の格子 窓から外を眺め たときよりも、ず っと高く感じ

とら

る。見上げれば、玄関前から火ノ塔を眺めたときより
も、首が痛くなる 。
「！」
目の隅 に動くものを捉え て、りぶたんは息を 殺した。
岩の一部になりき った。
左 奥の天井付近から 、なにかが転げ 落ちてきた。い
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や、落ちたのでは なかった。舞い降 りたのだ。黄色 と
黒のま がまがしい縞模 様が空中をすべっ てゆく。
顔は動 かさずに視線だけ を上げてみれば、ホ ールの
向こう側、左奥の 天井近くに穴らし きものが見えた 。
開口部 が横向きになっ ているのか、りぶ たんの位置か
らは穴そのものは見えない。重なりあう岩が見えるだ
けだ。おまけに下 から見上げるもの だから、なおの こ
と判別 しづらい。しか し、さっきまでい なかったスズ
メバチが急に湧いて出たからには、ただの壁であるわ
けがなかった。
ホ ールの左奥から右 奥に向かって飛 んでいくスズメ
バチを、りぶたんは息を止めたまま見送った。侵入口
を見落としたため に、舞い降りたス ズメバチから丸 見
えの場 所にりぶたんは いた。岩に張り付 いてじっとし
ていても、青紫の体色は目立つ。
幸いなことに、動かない物体はスズメバチの興味を
引かな かったようだ。 りぶたんはほっと 息を漏らした。
どうや ら、ホールに侵入 口をあけたのはスズ メバチ
ではないようだ。 穴掘りはこれまで 同様、モグラコ オ
ロギの 仕業らしい。よ く見れば、ホール の向こう側に
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道があった。半分 くりぬくような形 で壁面を削り取 っ
だんがい

て、通 路が掘られてい る。地底ホールの 絶壁を横断す
る断崖通路 だ。
通路は下りながら右へと延びてゆく。そのままホー
ルをぐ るりと回って、 りぶたんのいる場 所へとつなが
るのだろう。りぶたんの目の前で道は途切れて崖とな
っているが、背に した岩を回り込め ば、ホールのこ ち
ら側に も断崖通路が掘 られているにちが いなかった。
そうでなければ、先行したルビーローズ一味は一輪車
ごと崖から身を投 げたことになる。
す

壁 から突然出現する スズメバチに注 意を払いながら、
りぶたんは摺り足で少しずつ動いた。飛び交うスズメ
バチの羽音が耳を 打つ。障害物がな くなり、モンス タ
ーが群 れて羽ばたく音 は直接、耳に届く 。
空中を スズメバチが埋め 尽くしている。どれ もが右
奥を向いている。 そろって興奮状態 だ。戦闘の真っ 最
中なの だとひと目でわ かった。地面には 数え切れない
ほどのスズメバチが転がっている。完全にのびて仰向
けにひっくり返り 、ぴくりともしな いスズメバチが い
る。グ ロッキー状態な のになんとか飛び 立とうと、羽
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をばたつかせても がくスズメバチも いる。
ど こからか明かりが 差してくるので よく見える。
りぶた んは岩の出っ張り から顔をのぞかせた 。明か
りの正体が見えた 。
巨 大ホールの右隅に 、光る城がそび え立っていた。
城とい っても、建築物で はなかった。うっす らと光
っている上に遠い ので素材まではと てもわからない が、
その造 形は明らかにリ ヴリーが手を加え たものではな
かった。デザイン性は皆無だ。
地の底で城のようにそびえ立って光っているのは、
なにか の巣だった。
そして 、巣には無数のス ズメバチが群がって いた。
もちろん、スズメ バチの巣ではない 。モンスターの 軍
団は光 る城を攻撃して いるのだった。
「なにさ、 あれ？」
いつの間にか団丸がそばまで来ていた。岩の廊下を
抜けて 、りぶたんとは 反対側の角に立っ ている。
「………… 」
待機を命じたままなのに逆らった部下をりぶたんは
じろり とにらんだが、 下がれとの指示は 出さなかった。
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ショウジョウダ ルマの肥えた体 は岩肌のへこみに 押
しつけ られて、すっか り薄っぺらくなっ ている。おま
けに、左奥から舞い降りてくるスズメバチからは死角
となる位置でもあ る。
で かい図体を巧妙に 隠し、気配も完 全に絶って忍び
寄っているのだから、さすがは元怪盗だった。
でもな ん

あの巣はガラスか なんかででき

「光ってるのはオ ーロラダイヤだよ ねえ？
で全体 が光るのさ？
てんの？」
「巣材まではわか らんが、光源は盗 まれたブツだろ う
な。日 光にしては色が 青すぎる。一味は 地底に明かり
を灯したくてブツを盗み出したわけだが、トンネル用
だと思ったのは間 違いだったな。地 底の城の、照明 だ
った」
「城って、あれは巣じゃん？」
「そうだ、巣だ。 だがな。規模とい い、照明といい 、
城と呼 んでも差し支え はあるまい。それ に、スズメバ
ろうじよう

チの群れに攻め立てられて、ルビーローズ一味が
あの中に いるんだ？」

籠城 しているぞ」
「マジ で？
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「てっぺんをよく 見てみろ。寄せ手 のスズメバチが 迎
撃され て落ちてゆく」
光る城 にはスズメバチが 群がっていたが、密 度にば
らつきがあった。 ただの壁のところ には少なく、出 入
り口が あると思われる 場所には密集して いた。特に、
やぐら

城 な ら ば 天 守 に 当 たる 大 櫓 の 最 上 階 には 殺 到し て い
うご め

る。群がるスズメ バチのその上に、 さらにスズメバ チ
が 群 が っ て こ ぶ を 作 っ て い る 。 こ ぶ ご と 蠢 く か ら、
それがモンスターの固まりなのだとわかる。
「あっ」
団 丸が声を漏らした 。
盛り上 がって蠢くこぶが まるごと吹き飛んだ 。
吹き飛ばされたスズメバチの固まりは空中でちりぢ
りにな ったが、羽ばた いて逃げることも できずに、渦
巻く突風に 呑み込まれた。
縦に回転する竜巻だった。ストームの呪文で発生す
る竜巻 を横倒しにした 感じだが、それが 風の渦を巻き
ながら突き進んでいった。まるでストームとウインド
をあわせたような 呪文だ。
渦 巻く突風は吹き飛 ばしたスズメバ チを吸い込み、
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進路上を飛ぶスズ メバチをも吸い込 んで、吹き抜け て
いった 。
縦に回 転する風の渦に呑 まれたスズメバチは 、渦の
真ん中から外側へ と飛ばされた。し かし、渦の外に 出
ること はなかった。渦 の中心と外周の、 中ほどにとど
きりも

まって、そこで体を激しく錐揉みさせた。
きりも

竜巻が吹き抜けて風の渦から解放されたスズメバチ
は、そ のまま錐揉みし ながら墜落してい った。
地面に 転がるスズメバチ に仲間が増えた。
「やはり、いたか 。ルビーローズめ 」
あお

消 滅した竜巻の残り 風が吹いてきた 。ミミマキムク
ネの長い耳の毛が風に煽られた。モンスター津波では、
風にはためくブル ーシートがスズメ バチを刺激して い
る。り ぶたんは両手で 耳の毛を押さえた 。螺旋状に巻
かれて垂れ下がる耳の毛を、下から上へと押し上げな
がら、小さくまと めた。
「いま のルビーローズ の技なんだ？」
団丸の 視線はりぶたんの ヘアスタイルに釘付 けとな
った。
い つもはリズミカル に上下するミミ マキムクネの耳
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の毛が、バネのよ うに伸びた状態か ら、ゼンマイの よ
くず

うに巻 かれた状態に変 わっている。りぶ たんが手を放
してもスタイルは崩れない。短くまとめ上げた毛は、
サンタ帽の先にあ るボンボンのよう だった。それを 頭
の両横 にくっつけてい ると、なんだか新 種のリヴリー
に見えた。
ばら

「うむ。奴の専用 攻撃技、薔薇の竜 巻だ。呪文はロ ー
ズ・ス トームという」
「ローズ・ ストーム……」
団丸は墜落したスズメバチを見ようと、岩のへこみ
から体 を起こした。
「一撃でフルダメージを与えることはないが、気絶は
しなくても、しば らくは飛び立てま い。なにしろあ れ
は、え げつない技だか らな」
説明を しながら、ボンボ ンムクネが後戻りを 始めた。
「見た目は縦に回 転して進むストー ムだが、中はも っ
と複雑 だ」
「竜巻の中 ？」
「そうだ。あれは 逆回転二重竜巻構 造になっている 。
外側の 竜巻の中に、逆 方向に回転するも うひとつの竜
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巻が隠れているの だ」
きりも

「それ で吸い込まれた スズメバチが、真 ん中よりもち
ょっと外側で錐揉みしたんだ。ふたつの竜巻の間で
さ」
「そう いうことだ。内 側のやつは外に向 かって風を吹
くが、外側のやつは中に向かって風を吹く。あれに呑
とげ

まれると、逆向き のふたつの竜巻に はさまれて、激 し
く回転 させられるのだ 。しかも、風の棘 を食らうとい
とげ

うおまけ付 きでな」
「風の棘？」
じんじよう

「ふた つの竜巻が逆向 きに回転している から、気流の
乱 れ も 尋 常 で は な い 。 小 さな 竜 巻 が 次々 と 発生 し て
きりも

は、大きな竜巻の 間で錐揉みする獲 物に襲いかかる と
とげ

いう仕 組みだ」
とげ

「それが風 の棘……」
「竜巻に棘がある 。だから、技の名 前は薔薇の竜巻 。
ルビー ローズにはうっ てつけだな」
「なんか、それってさぁ。聖母らしくないじゃん」
「言ったはずだ。 奴は上品ぶってい るだけだと。聖 母
ルビー ローズなどでは ない」
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「ルビーローズの 姐御？」
「それ なら技もぴった りだろう」
りぶた んは岩の廊下まで 戻った。
さっきまでいた場所は、侵入口から入ってくるスズ
メバチ に丸見えだった 。スズメバチが目 の前の戦場に
気を取られて、岩に張り付いて動かないリヴリーに気
がつかないのだと しても、そんな幸 運に頼ってばか り
もいら れない危険な場 所だった。
りぶた んが曲がり角の岩 陰に身を隠すと、ち ょうど
左奥の侵入口から スズメバチが舞い 降りてきた。続 い
てもう 一匹。さらにま た一匹。りぶたん は団丸に合図
を送った。
団丸は岩のへこみに体を押しつけた。岩は左側にあ
るから 、左奥から舞い 降りてくるスズメ バチからは死
角となる。
三匹のスズメバチはよそ見をすることなく、まっす
ぐ通り 過ぎていった。
りぶた んと団丸が潜む横 穴は、リヴリーが歩 いてほ
んの数歩程度の奥 行きしかない。す ぐに左に折れて 岩
の廊下 となる。スズメ バチが間近を飛ぶ のならともか
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く、離れたところ を飛ぶ以上は、ホ ールの壁面にで き
たへこ み程度にしか見 えないのだろう。
りぶた んはそのまま岩陰 に身を隠し、侵入し てくる
スズメバチを見張 った。ふと思い出 して、頭のボン ボ
ンに手 をやると毛先を つまんで引っ張り 下ろした。つ
まんだ指を放すと耳の毛が一気に縮んで、また伸びた。
螺旋状に巻かれた ミミマキムクネの 耳の毛が、上下 に
小気味 よく揺れた。
「あんなところに籠城してるからさぁ、地ノ塔の壁を
直しに戻れなかっ たんじゃん？」
「だろ うな」
「抜け穴をふさぐ前にモグラコオロギの死骸に気づい
てさ。異変を知って、あわてて駆けつけたんじゃ
ん？」
「たぶんな 」
地ノ塔の抜け穴から強奪品を運び出したルビーロー
ズ一味 は、破った壁を 修繕するつもりで 補修道具一式
ろけん

を取りそろえておきながら、肝心の作業は放棄した。
そのため隠しトン ネルは露見し、Ｌ ＩＳＤの追跡を 許
すこと となった。
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いんぺい

トンネルの隠蔽 を目論みながら 、いったいなぜ、 ル
ビーロ ーズ一味はなに もかも放り出して 消えてしまっ
たのか。
その理由は謎だった。しかし、いま目の前で起きて
おの

いるこ とを見れば、謎 は自ずと解けた。
怪物密 林の地下深くで、 人知れず籠城戦が行 われて
いる。
強 奪品で明かりを灯 した地底の城に 、ルビーローズ
一味が立てこもっている。光る城を攻め落とそうと、
スズメバチの軍団 が押し寄せている 。
首 尾よくブツを盗み 出した一味は、 壁を修繕する前
に異変を察知したのだ。抜け穴の近くでモグラコオロ
ギが死んでいるこ とに気づいた。あ るいは、見つけ た
ときは まだ生きていた のかもしれない。
一味は 城へと急いだ。壁 を直す時間すら惜し んだ。
盗んだブツは照明 として欠かせない から、先を急ぎ な
がらも しっかりと運ん だ。
途中で 出くわしたスズメ バチはお茶会の暗殺 者が一
撃で仕留めた。外 に放り出す余裕は ないから、その ま
ま放置 して城に駆けつ けた。
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その時点で、ど れほどのスズメ バチに襲撃されて い
たかは わからない。城 が落ちていないと ころを見ると、
一味が不在の間も防戦に努めた戦力があるのだろう。
それはひょっとす ると、城のような 巣を築いた者た ち
だろう か。
ルビー ローズ一味は城に 入った。そして地底 の暗闇
に明かりを灯して 、籠城したのだっ た。
「でもさぁ。籠城なんかしたって、勝ち目ないじゃ
ん？」
「別に勝つ必要は ないぞ。連中は、 負けなければそ れ
でいい のだ」
「そうかもしんないけどさぁ……」
「勝つための戦い と、負けないため の戦いはちがう 。
そもそ も、籠城という のは負けないため の戦い方だ」
「それはそ うだけどさ」
「勝てるかどうか は敵次第でも、負 けるかどうかは 自
分次第 だからな。やり ようはある」
「そうなん だ？」
「そうとも。知恵 をしぼって策を練 ったところで、 敵
もそう なら勝負は互角 。勝てはしない。 ということは
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だ。逆に、敵がど んな知略をひねり 出そうとも、知 恵
をしぼ り、策を練り、 努力を惜しまなけ れば、負けは
しないとい うことだ」
「でもさ。モンス ターに知略なんか ないじゃん？」
「だが 、殺されること もなければ、屈服 することもな
いぞ」
「？」
団 丸は小さく首をひ ねった。
「敵を殺せば戦いは終わる。敵を屈服させても戦いは
終わる。しかし、 モンスターを殺せ る呪文などない し、
モンス ターが降参する こともない。うが った見方をす
るならば、モンスターには、死なない知恵と数の減ら
ない策があるとい うことだ。こんな に恐ろしい敵は お
るまい 」
「………… 」
かつてモンスターチューリップ連隊に所属し、モン
スター 津波を生き延び たりぶたんの言葉 に、団丸はだ
まりこんだ 。
「連中がここに駆 けつけたとき、す でに戦端は開か れ
ていた はず。孤立無援 のルビーローズ一 味に援軍など
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いない。よりにも よって、怪物密林 のスズメバチを 群
れごと 敵に回したから には、劣勢は火を 見るよりも明
あんのん

らかだ。ならばいっそ、城など見捨ててしまえばよか
ったのだ。そうす れば、連中は安穏 としていられた 。
それを あえて死地に飛 び込み、籠城して 受けて立った
からには、それなりの勝算あってのことだろうよ」
「負けないための 知恵と策があるん だ？」
団 丸がそう言った瞬 間、地底ホール に竜巻が吹き荒
れた。
「度胸と戦闘力も な」
岩 陰にいるりぶたん の耳の毛が風に 吹かれた。
「でもさぁ。この調子じゃ霊力持たないじゃん？」
「問題はそこだ。 まあ、戦術は悪く ないがな」
「そう なんだ？」
「うむ。どうやら出入り口は防御に徹し、戦闘力はて
っぺんに集中させ ているようだ。敵 が群がるのを待 っ
てから 叩いている。ご 丁寧に空中にいる のも巻き込ん
でな。大技を使えば確かに霊力の消耗は激しいが、ま
とめて多くの敵を 撃つことができた ならば、効率は い
いわけ だ」

- 461 -

効率はよくても 、スズメバチの 数は減らなかった 。
撃墜さ れても死んだわ けではない。気絶 しただけだ。
死んだようにのびていても、気絶から覚めたスズメバ
チは勇んで戦線に 復帰した。そして 侵入口からは続 々
と増援 が到着した。一 匹、また一匹と、 元気満々な兵
士が戦場にすべり降りてゆく。
「あたい、思うん だけどさぁ」
通 り過ぎてゆくスズ メバチを横目で 見ながら、団丸
はなにやら言いにくそうに切り出した。
「なんだ？」
り ぶたんは侵入口を 見張っている。
「あのさぁ、ルビーローズ一味ってさ。実は援軍を待
ってるんじゃない の？」
「援軍 だと？」
りぶた んの視線が横に動 いた。
「あんたはさっき 、孤立無援のルビ ーローズ一味に 援
軍なん かいないって言 ったけどさ。それ 、ちがうんじ
ゃん？」
あれは事情もろくに知らないただの替え玉だ

「ショップにいるダミーローズたちが動くというの
か？
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ぞ？

それとも、 ほかにまだ仲間が いるとでも？

ち

がうな 。連中は少数精 鋭主義のはずだ。 そうでなけれ
ば、これだけの秘密は保てまい」
「だからさ……」

援軍？…… 」

団 丸は指を立てると りぶたんを指し 、それから自分
自身を指し た。
「……あたしたち が？
り ぶたんはあっけに とられて、口を 閉じるのを忘れ
た。
「だってさ。地ノ 塔にあんなおっき な抜け穴残して き
てるじ ゃん。壁を直す のやめちゃったの 、自分たちが
一番よくわかってるじゃん。だったらさぁ、穴を見っ
けたＬＩＳＤがそ のうちやってくる ことくらい、わ か
るっし ょ？」
「……む」
りぶたんの口が真一文字に結ばれた。
「ルビ ーローズ一味は さ、ここの様子を 確認したら舞
い戻って壁を修繕するつもりだったのさ。でもさ。そ
れをあきらめた段 階で、ＬＩＳＤの 介入を援軍と見 な
して、 籠城作戦に組み 込んだのさ」
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「うんにゃ！」
り ぶたんがうなった 。
「おまえの話はよくわかった。まさかそんな筋書きだ
ったとはな。だが 、ひとつだけ間違 っているぞ」
「間違 い？」
「ここから引き返して、確実に壁を修繕できるとは限
るまい。むしろ、 証拠の隠滅は手遅 れと見るべきだ 」
「じゃ あ……」
「そうだ。奴らめ。抜け穴をわざと放置したな。異変
を察知した時点で 、スズメバチの撃 退は手に負えな い
と判断 したにちがいな い。そこで、ＬＩ ＳＤを呼び込
むという奇策に出たのだ。あたしたちを利用するつも
りでな！」
握 りしめた拳でどす こい娘が岩を叩 いた。
「援軍だけが頼みの籠城はままあること。ドゥードゥ
ー強奪犯が捕縛を 覚悟の上でＬＩＳ Ｄを呼んだから に
は、ほ かに策などない ということか」
「どうする のさ？」
「どうもこうもな い。取っ捕まえて 、縄を打つだけ だ。
あたし は保安官だから な」
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りぶたんは制帽 に手を伸ばした 。
細 くて長い帽子だっ た。方舟をひっ くり返したよう
な形をしている。正面にはＬＩＳＤの紋章が刺繍され
ている。
そ の紋章をりぶたん は押した。バネ 仕掛けが作動し
て、帽子の中にしまい込まれていた羽根飾りが奥から
起き上がってきた 。
白 い羽根飾りだった 。帽子と同じく らいの長さがあ
り、それが手前でピンと立っている。管理リヴのチャ
パティが赤いター バンに黒い羽根飾 りを立てている が、
それに よく似た感じだ った。
「いよいよ緊急出動だね。腕が鳴るさ」
団丸は片手でカウボーイハットをつかむと、小刻み
に左右 に動かし、少し だけ深くかぶり直 した。
「いや。行くのはあたしひとりだ」
「え？」
団 丸の手がカウボー イハットから放 れた。

あんたひとりで 城までたどり

「おまえは戻って、ヒナたんと合流しろ。子細を漏ら
さず伝えるのだ」
「なに 言ってんのさ！
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着けるわけないじ ゃん！」
団 丸は声を荒げた。
ルビー ローズ一味が立て こもっている城にた どり着
くには、地底ホー ルの絶壁を横断す る断崖通路を行 く
しかな い。身を隠すと ころはどこにもな く、群れ飛ぶ
スズメバチから丸見えとなる危険なルートだ。前後を
おちい

ふさ が れ た な ら 、 た ち ま ち窮 地 に 陥 る 。足 を 踏 み 外
せば、 はるか崖下まで 落ちてゆく。
ルビー ローズ一味は三人 組だったから、互い に援護
しあって城までた どり着けた。モン スターの数もい ま
よりず っと少なかった はず。それをひと りで行くとは
正気の沙汰ではない。自殺行為だ。
「だが、行かねば ならん」
だいたい、二人一組で動けって言

り ぶたんの目に迷い はなかった。
「無茶だっ てば！

ったの、あんたじ ゃんか。ヒナたん とこにはさ、ふ た
りで走 って戻ればいい じゃん」
「それではおそらく、間に合うまい。籠城した一味が
いかに効率よく防 戦したところで、 相手は死ぬこと も
なけれ ば数が減ること もないモンスター だ。いずれは
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霊力も尽きる。連 中は、すでに六時 間は戦い続けて い
るはず 。すぐにでも援 軍が必要だろう。 たとえそれが、
たったひとりの援軍であろうとも」
「だったら、あた いもいっしょに行 くさ！」
「これ は命令だ！」
言うこ とを聞かない新入 りの助手に、保安官 が怒鳴
り声を叩きつけた 。
「おま えの任務は重要 なのだぞ」
そして 、落ち着いた声で 付け加えた。
「ルビーローズ一 味はモンスターを 相手に戦争をし て
いる。 もはや捕り物で はない。防衛隊の 出番だ。おま
えは急いで戻って、ヒナたんに事情を知らせるのだ」
「…………」
団 丸はもう逆らわな かったが、すん なり従おうとも
しなかった 。
「そんなに心配そ うな目をするな。 なに、あとはあ た
しの相 棒がうまくやっ てくれる」
「保安官だからって、なんであんたひとりがそんな無
茶をやらかす必要 があるのさ。そり ゃあ、一味はみ ん
な管理 リヴだけどさ。 でもさ、籠城する 羽目になった
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のは自業自得じゃ んか」
「ほん とうにそう思う のか？」
りぶた んはやさしく問い かけた。
「スズメバチの襲 撃が始まったとき 、一味はここに い
なかっ た。襲われて逃 げ出したモグラコ オロギに気づ
いて駆けつけたのだ。連中は安全な場所にいたのに、
盗ん だブツなら手元に ある。横取り

わざわざ自分から 戦場に飛び込んだ 。そして籠城し た。
なぜだ と思う？
される心配はないぞ。モンスターがオーロラダイヤを
欲しがるわけはな いからな。あの城 にしても、スズ メ
バチが 去ったあとに戻 れば安全だろうに 」
「………… 」
団丸はだまってりぶたんの話を聞いている。
「連中 は城に立てこも って戦っている。 負けないため
の戦いをしている。敵はモンスターのスズメバチだ。
ブツを奪われるこ ともなければ、城 を壊されること も
ない。 ならばなぜ、ル ビーローズ一味は 戦うのだ？
いったいなにを守っている？」
「守る？」
「そう だ。守るものが ないのであれば、 戦う理由もな
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い。ブツでもなく 。城でもなく。な にを守る？」
「守るもの……って、それはスズメバチが狙うも
の？」
「…………」

守る ものって、モグ ラ

今 度はりぶたんがだ まった。団丸が 正解に気づくの
を待ってい る。
「まさか、モグラ コオロギ？
コオロ ギなんじゃん？ 」
「それと城を築いた者たちもな」
「あの城を？」
「オケ ラが巣を作ると は聞いたことがな い。城のよう
な巣を築いたのは別のモンスターだ。外観から察する
に、あれは蟻塚だ ろうな。モグラコ オロギにアリ。 ど
うやら 一味は、怪物密 林の奥深くで、リ ヴリーを襲わ
ない新種のモンスターを二種類も発見したようだ」
「そんなことって あるんだ？」
「怪物 密林は危険すぎ て未踏査だからな 。新種の宝庫
だ。足さえ踏み入れたなら、新発見も難しくはないだ
ろう。もっとも、 生きて帰るのは難 しいが」
り ぶたんは岩の廊下 を少し戻って、 地面から懐中電
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灯型のオーロララ イトを拾い上げた 。
団 丸は地底ホールを 見て安全を確認 してから、小走
りでりぶたんのそばまで行った。
「こいつを持って ゆけ。遠くまで照 らせるし、持っ た
まま走 りやすい」
「でもさぁ ……」
りぶたんが差し出したライトを、団丸は受け取ろう
とはし ない。
「いいか、ルビーローズ一味はモンスターを守ってい
る。これがどうい う意味か、わかる か。トンネルを 掘
らせて 、城を築かせて 、都合よく利用は しても、モン
スターを道具扱いしなかったということだ。見捨てる
こともできただろ うに。そうはしな いで、いっしょ に
立てこ もって戦ってい る。……それなの に、このあた
しが背中を向けて立ち去ることなどできるだろうか。
いや、できはしな いっ」
り ぶたんは一歩前に 出ると、自分の 倍近くも背丈の
ある助手の顔に向けて、ライトを突きつけた。
「おまえが気にす る必要はない。別 に保安官の義務 で
援軍に 赴くわけではな いからな。これは あたしの選ん
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だ道だ。あたしは 、あたしのために 、前に進むのだ 」
「…… そっか。それが あんたの道ならさ 。邪魔するわ
けにゃ、い かないねえ」
団丸はオーロラライトを受け取った。
「あん たは前へ。あた いは後ろへ。進む 方向がちがっ
てもさ、これでお別れってわけじゃないからね。あた
いは必ず、ここに 戻ってくるよ。絶 対にね。そんと き
は、あ んたといっしょ に戦ってやろうじ ゃん」
「いいだろう。頼りにしているぞ」
「任せなよ。ショ ットガン・スリン グ、ぶっ放して や
るさ！ 」
団丸は オーロラライトを 握った手で威勢よく ガッツ
ポーズをした。
そ の団丸の背後から 、闇が襲いかか ってきた。
突然、 日が陰った。いや 、日ではない。地の 底に日
光はささない。陰 ったのは、巨大ホ ールから漏れて く
る光だ った。
光源は 盗まれたブツだ。 ドゥードゥー金庫に 保管さ
れていた五百六十 個ものオーロラダ イヤが強奪され て
いる。 営繕室にあった オーロラライトも ひとつ残らず
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盗み出されている 。ダイヤもライト も、闇を照らす 明
かりと してアリの巣に 運び込まれた。ガ ラス質の鉱物
を材料にしたらしい蟻塚は、全体が光り輝いてホール
を照らしている。
そ れが陰った。差し 込む光をなにか がさえぎったの
だ。
「行け！」
り ぶたんは団丸の腕 をつかむと、も ぎ取りそうな勢
いで引っ張った。同時にすれちがうように前に出て、
自分よりも体の大 きな助手を背後に かばった。
「ネッ ト！」
ＬＩＳ Ｄ専用技の捕縛ネ ットが投擲された。
「ハーケン！」
ク モの巣に似た六角 形の網の先端か ら、六つの楔が
発射された 。
「ザイル！」
楔 と網をつなぐ紐が 縮んだ。
岩の廊 下の曲がり角に、 捕縛ネットの壁がで きた。
ハーケンはがっち りと岩に食い込ん でいる。ネット も
ザイル もピンと張って いる。通り道に張 られた網はク
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モの巣そのものに 見えたが、獲物に 粘着して捕らえ る
機能は なかった。
獲物が ネットにぶつかっ た。
団丸はオーロラライトの光を浴びせた。
捕 縛ネットに顔を突 っ込んで、その まま押し破ろう
ともがいているのは、黄色い顔に、暗闇よりも黒い目
を持った怪物だっ た。
怪 物は目の前にいる リヴリーに気づ くや否や、激し
く暴れ出した。頭を振って網を外そうとした。外れな
いとわかると、今 度は網に咬みつい た。咬み切れる ま
でじっ としてはいられ ないようで、少し 咬むとすぐに
ほかのはみんな 通り過ぎて行っ た

なんでこい つだけ、こっちに 来るのさ！」

なんで？

頭を振り、網を引き千切ろうとした。
「え？
じゃん ？

「さてはこいつ。さっきの奴か」
りぶたんは両手を構えている。腕を前に突きだして、
戦闘態 勢だ。
「あっちの出口から追い出した奴？」
「たぶん、そうだ 。舞い戻ってきて のぞいてみれば 、
そこに あたしたちがい たと、そういうわ けだ」
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しっかり構えた まま、りぶたん は網に近づいた。 網
は曲が り角に斜めに張 ってある。
網の前 でりぶたんは横を 向いた。正面にある ホール

なにをする気なのさ？」

は見えない。短い 横穴をスズメバチ が体でふさいで い
る。
「危ないじ ゃんか！
「いいから、おま えは行け。あたし はこいつをネッ ト
ごとぶ っ飛ばす。その ままホールに出て 、こいつを引
きつけながら城に向かう。ホールに通じる道は二本し
か確認できていな い。あたしたちが 使えるのはこの 道
だけだ 。ここをスズメ バチで埋めるわけ にはいかない。
わかるな」
「わかるけどさ。 でも、ネットごと ぶっ飛ばすって 、
そんな 技ないじゃん」
「あたしを誰だと思っている」
りぶたんは目の前の大きな的に狙いをつけた。
ま っすぐ伸ばされた りぶたんの両腕 に電気が走った。
放電して火花が散った。腕の間に大きな石が出現する
と、腕から石に向 かって電気が流れ 込んだ。飛び散 る
火花が 激しくなった。 石は空中にぽっか りと浮かんで
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いる。
「シュ ート！」
爆発し たかと思うような 速さで、石が飛んだ 。尾を
引くように稲妻も 走った。衝撃波に 打たれた横穴に 土
煙が舞 い、遅れて轟い た発射音が岩の廊 下をふるわせ
た。
石の砲弾はネット越しにスズメバチの顔面に命中し、
巨大な モンスターをぶ っ飛ばした。
岩に食 い込んだハーケン は抜けなかった。ザ イルも
切れなかった。捕 縛ネットは飛ばさ れなかった。砲 弾
に突き 破られて、網が ずたずたに裂けて しまったのだ
った。
「……なに……そ れ……」
団 丸は息を呑んだ。
「レールガ ン・スリングだ 」
りぶたんは構えを解かなかった。技を放ったあとも
両腕に は電気が走って 、チリリと光って いる。
「ネットごとぶっ飛ばすのは失敗したがな」
ゆっくりと歩き出したりぶたんは、天井から垂れ下
がるネ ットの切れ端を つかんで引っ張っ た。網はたや
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すく千切れてしま った。りぶたんは 破れた捕縛ネッ ト
を解除 した。
「マイン」
そのまま後ろに向かって、りぶたんは右手を優雅に
舞わせ た。光る指先が 空中に輝く線を残 した。
無限大 の記号が描かれた 。８の字が横向きに なって
ちゆうくう

いる。記号の両端 と中央の三点が強 く光って、輝く 線
を 吸 い込 ん だ 。三 つ の 点は 球 状に ふ く らん だ 。 中 空
構造の球体ができた。まるでシャボン玉のようだった。
ふわふわと浮かんだ玉の表面を、電気が光りながら
走って いる。団丸は思 わず触ろうとして 、手を伸ばし
た。
「機雷だぞ。それ は」
「えっ ！」
団丸の 手が感電でもした かのように跳ねた。
「静電機雷という 技だ。触れるとサ ンダーになる。 誘
爆する こともあるから 、気をつけろよ」
「なんでそ んな……」
団丸とりぶたんの間に三個の機雷が浮かんでいる。
すぐ近 くにいるふたり の距離を、兵器が 遠く引き離し
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ている。
「知れ たこと。機雷で ここを封鎖するの だ。あたしは
打って出る。おまえは援軍を呼びに行く。ここを守る
者はいなくなる。 この道は援軍が通 る道だ。そして 、
籠城し ているバカども をしょっ引いて撤 退する道でも
ある。スズメバチを通すわけにはいかない。……もう、
のんびりはしてい られないしな」
り ぶたんは団丸を見 つめた。静かな 瞳だった。
「………… 」
団丸は無言でうなずいた。
確 かに、おしゃべり をする余裕はな かった。スズメ
バチを攻撃した。戦闘は始まったのだ。口を動かすよ
りも、体を動かす ときだった。
「わか ったら、さっさ と行け」
「ラジャー ！」
団丸は大声で返答すると、りぶたんに背中を向けて
駆けだ した。
岩の廊 下を抜け、突き当 たりを右に曲がり、 振り返
ることなく走り去 っていった。
「頼ん だぞ。怪盗団丸 」
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いなくなった助 手に、りぶたん はそっと声をかけ た。
３
り ぶたんはホールに 向かった。
短い横 穴の中ほどで、も う一度機雷を仕掛け た。
すでにスズメバチをぶっ飛ばしたあとなのだから、
姿を隠 すようなことは しなかった。道の 中央を堂々と
進み、崖の手前で立ち止まった。
先ほど偵察したときのように岩に張り付いてはいな
いので 、光る城がよく 見えた。
群れ飛 ぶスズメバチはど れも城を向いている 。攻城
戦に夢中で、背後 の異変にはまだ気 づいていない。
り ぶたんは横穴の入 り口にも機雷を 仕掛けた。全部
で九個の静電機雷が横穴を封鎖した。帯電して光るシ
はかな

ャボン玉が空中を 浮遊している。簡 単に割れてしま い
そうで 、 儚 く見える 。
けれど もそれは、立派な 兵器だった。
リヴリーには霊子を操るという特殊な能力がある。
世界の すべては霊子で 構成されている。 霊子を元に万
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かでん

物を創造すること を造化といい、万 物を元の霊子に 戻
すこと を霊化という。
呪文科 学局が開発した球 状荷電浮遊機雷の呪 文「マ
イン」を唱えて、 りぶたんは「静電 機雷」を生み出 し
た。リ ヴリーの持つ霊 能力で造化したの だ。
もろそ うに見えても、触 れると「サンダー」 になる
機雷だった。それ が要所を固めてい る。押し通ろう と
する敵 に雷撃を見舞う べく、ただひとつ の通り道を静
かに守って いる。
封鎖を終えたりぶたんの目に、急上昇してくるスズ
メバチ が映った。砲撃 で遠くまでぶっ飛 ばされ、怒り
狂って飛ん でくる。
りぶたんは充分に引きつけてから、今度はネットを
放った 。
網をか ぶせられて、うま く羽ばたくことがで きなく
なったスズメバチ は失速した。その まま崖に激突し 、
ぶざま に墜落していっ た。
レール ガン・スリングを 使わなかったのには 理由が
あった。横穴が抜 け道だと知ってい るスズメバチは 、
怒らせ て引きつけてお かねばならない。 うっかりフル
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ダメージを与えて しまうと、気絶し たスズメバチを そ
の場に 放置する羽目に なる。
気絶か ら覚めたスズメバ チがりぶたんを追う とは限
らない。横穴に向 かうことも考えら れる。静電機雷 で
封鎖し てあるから簡単 には突破できない が、機雷に触
れてサンダーを食らったスズメバチのもとに仲間も集
まるだろう。
仕 掛けた機雷は全部 で九個。そのす べてが爆発して
しまえば、封鎖は解除される。幸い、抜け穴の存在を
知っているのは、 いまのところ一匹 だけのようだ。 り
ぶたん はその一匹を上 手にあしらいなが ら、前に進む
つもりだっ た。
横穴の入口から離れ、りぶたんは断崖通路に入った。
地 底ホールの絶壁を くりぬいて道が 掘られている。
垂直に切り立った壁に沿ってわずかに蛇行しているも
のの、見通しは悪 くなかった。なだ らかに下りなが ら、
光る城 へと続いている 。最終的には、左 に曲がって城
の側面に出 る。
見通しは悪くなくても、戦闘には不向きだった。右
は壁。 左は崖。前後に しか動けない。は さまれたら身
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動きがとれない。
し かし、ほかに道は なかった。崖を 下りたところで、
行く手には撃墜されたスズメバチが無数に転がってい
る。死んでいるの ならともかく、気 絶しているか、 ふ
らつい て飛び立てない でいるだけだ。そ んなところを
縫うようにして進むのは、断崖通路を行くよりも無謀
なことだった。
す でに腹をくくって いるどすこい娘 は、身を隠すこ
とのできない道を、平然と歩いた。
ついさっき撃墜したばかりのスズメバチが、また上
昇して きた。捕縛ネッ トはかぶせただけ だから、簡単
に脱出できたらしい。前よりも怒っているように見え
た。崖に激突させ られて恥をかかさ れたと、腹を立 て
ている ようだった。
りぶた んはまずネットを 唱えて、放りっぱな しの捕
縛ネットを解除し た。スリングなど とちがい、捕縛 ネ
ットは 呪文に呪文を重 ねると前のが打ち 消されてしま
う。呪文を連呼しても、技は連発できない。もう一度
ネットを使うため には、前のを解除 しておく必要が あ
った。
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再び放たれた捕 縛ネットを、ス ズメバチは垂直に 急
上昇し て避けた。バカ ではないようだ。 しっかり学習
している。
高く舞い上がった敵に向けて、りぶたんはハーケン
を飛ば した。ザイルで 絡め取ろうとした 。
スズメ バチはそれも避け た。体を横に傾けて 、斜め
下に空中をすべり 降りた。飛んでく るハーケンを余 裕
でかわ し、りぶたんめ がけて突っ込んで きた。
りぶた んはショットガン ・スリングで応戦し た。ス
ズメバチはとっさ に逃げようとした が、逃げる前に 弾
が命中 した。ダメージ を受けたスズメバ チは落下した。
しかし、少し落ちただけで、空中で体勢を立て直した。
りぶたんはかまわ ず、二発目、三発 目と、上から散 弾
を浴び せた。そして、 飛ばしたばかりの ネットを解除
し、改めてスズメバチにかぶせた。
スズメバチはまたもや羽ばたくことができなくなっ
て墜落 した。
ショッ トガン・スリング は専用攻撃技のひと つだが、
なにも保安官助手 専用というわけで はなかった。助 手
になる と使えるように なるだけで、保安 官のりぶたん
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も副保安官のヒナ タも使うことがで きた。防衛隊は 全
員が会 得している。モ ンスター津波で最 も役に立った
攻撃技だと 言われている。
散弾だからしっかり狙わなくても命中する。特にモ
ンスタ ー津波では、点 で打つ技よりも、 面で叩く技の
ほうが生き延びるためには有効だった。
崖下に墜落したスズメバチをりぶたんは見下ろした。
そして ゆっくりと視線 を上げて、ホール の天井を見た。
地底ホ ールにはＧＬＬ城 三つ分ほどの高さが ある。
火ノ塔で五階建て になるＧＬＬ城だ から、三つ分な ら
十五階 建てに相当する 。それだけの高さ を活かして飛
翔モンスターは攻撃してくる。下からも上からも攻め
てくる。
現 に、たったいま崖 下の地面から攻 め上ってきたス
ズメバチが、急上昇して攻め降りてきたばかりだ。り
ぶたんの視線は下 から上へと大きく 振られた。下を 見
れば上 がおろそかにな る。上を見れば下 への対処が遅
れる。
敵が単独だから後れを取らなかったものの、上下か
ら同時 に攻め立てられ てはたまらない。 絶壁に掘られ
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た断崖通路をひと りで進むのは、ま さしく自殺行為 だ
った。 いずれ必ず、群 れ飛ぶスズメバチ にも気づかれ
ることだろ う。
それでも進むしかなかった。いまさら戻れはしない。
戻 って横穴に逃げ込 むことはたやす い。モンスター
が一匹しか通ることのできない抜け道は、敵の攻撃を
しのぐのも簡単だ 。しかし、それで はルビーローズ 一
味を見 殺しにすること になる。一味が必 死に守ってい
るモグラコオロギとアリも、見捨てることになる。
それはできない。
一 味は逮捕する。一 味に利用された モンスターは解
放する。
りぶたんはＬＩＳＤの保安官だ。ドゥードゥー強奪
犯を捕 まえる義務があ る。
そして 、りぶたんがりぶ たんであるために。 おのが
道をゆくために。 光る城に立てこも っているモンス タ
ーは救 い出さねばなら なかった。まして やそれが、リ
ヴリーを襲わない新種であるなら、なおさらだ。
侵入口からスズメバチがすべり降りてきた。また一
匹、増 援が到着した。
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りぶたんはじっ と動かずに新た な敵を監視した。 で
きれば そのまま見送り たかった。相手に する敵の数は
少ないほう がいい。
だが、そうはいかなかった。スズメバチの飛行が乱
れた。 網をかぶって地 面でのたうつ仲間 に気づいた。
どうやら、りぶたんと交戦中のスズメバチが通りかか
った仲間に呼びか けたようだ。少し 先には、薔薇の 竜
巻にや られたスズメバ チが地面にごろご ろしている。
呼びかけられでもしない限り、網をかぶったスズメバ
チにだけ気を取ら れるはずはなかっ た。
着 いたばかりの増援 は降下して仲間 の様子を見に行
った。かぶった網から抜け出せなくてもがいている仲
間のそばで、ホバ リングした。スズ メバチ同士でな に
やら会 話しているよう だった。その証拠 に、増援は突
然顔を上げると、まっすぐりぶたんを見た。
りぶたんとスズメバチの目があった。
目 があったという、 ただそれだけの ことで、スズメ
バチはいきなり興奮して挑みかかってきた。チンピラ
のようなモンスタ ーだった。
り ぶたんの両腕から 雷光がほとばし った。レールガ
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ン・スリングがぶ っ放された。
レ ールガン・スリン グは通称で、技 の正式名称は電
磁加速投石砲といった。両腕の間に浮かんだ大きな石
を電磁誘導で爆発 的に加速して発射 する技だ。大型 高
速スリ ングであると同 時に、サンダーま で併用してい
る複合攻撃 技だった。
もともと、りぶたんは遠距離攻撃が苦手だった。観
測が任 務のスポッター として、スナイパ ーであるヒナ
タとコンビを組み、一つ目狙撃団に所属していながら、
遠くの的を狙い撃 つのは恐ろしく下 手だった。おま け
に観測 手としても平凡 だった。
それで もヒナタとコンビ を組む限り、なにも 問題は
なかった。ヒナタ は自分ひとりで狙 撃を遂行した。 観
測手は 不要だった。む しろヒナタは、頼 りになる相棒
に身を守られて、安心して狙撃に専念できたのだった。
りぶたんが得意とするのは近接戦闘だ。だから、ヒ
ナタと のコンビは完璧 だった。遠距離精 密射撃のヒナ
タに、近距離ぶちかましのどすこい娘。相性はぴった
りだ。幼なじみだ から互いに相手の ことを熟知して お
あう ん

り、阿 吽の呼吸で連携 も取れた。
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一つ目狙撃団に いる間はそれで よかったが、防衛 隊
を除隊 して選挙に当選 し、ＬＩＳＤの保 安官となった
からには、苦手ですませるわけにもいかなくなった。
ヒナタに頼ってば かりはいられない 。
り ぶたんは、弾が小 さいから当たら ないのだと、も
っと大きな弾なら当たるのだと、そう主張した。ヒナ
タはくすくすと笑 ったが、呪文科学 局はまじめに受 け
止めて 、新保安官のた めに電磁加速投石 砲を開発した。
遠くの 的をライフルで銃 撃するのではなく、 レール
ガンで砲撃する。 大雑把な解決策だ ったが、小さな 弾
丸が大 きな砲弾に変わ った分だけ、当た りやすくなっ
た。
りゅうだん

呪 文 科 学 局 は砲 弾 に 榴 弾 も 用 意 し、 同 じ 呪文 で 使
い分け られるように工 夫した。榴弾とは 散弾の強化版
さくやく

のようなもので、砲弾が炸薬で爆発する仕組みになっ
ている。爆裂した 砲弾の破片が爆風 とともに的を破 壊
するわ けだ。これなら 、遠距離攻撃がど れほど下手で
も外しよう がない。
ただし、ピンポイントで撃ち抜くような攻撃は不可
能だっ た。まるごと全 部ぶっ飛ばすこと しかできない。
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ある意味、りぶた んにはぴったりの 技だった。
チ ンピラのようなス ズメバチはあっ さりと迎撃され
た。大きな石がぶち当たり、雷撃まで食らって、真っ
逆さまに墜落した 。
間 の悪いことに、そ こへ次の増援が 到着した。二匹
のスズメバチが連なって侵入口から入ってきた。ホー
ルに入るなり、目 の前で仲間が攻撃 されるところを 見
て、二 匹はホバリング して警戒態勢に入 った。
増援は 二匹だけではなか った。壁の穴から続 々と湧
いて出てきた。全 部で十匹ほどの集 団にふくれあが っ
た。あ とから来た連中 はなにも目撃して いないのだが、
殺気立つ先頭に刺激されて、全員が周囲を警戒した。
こうかつ

狡猾にも仲間がそろうのを待ったのか、先頭の二匹
がりぶ たんめがけて空 中を突進してきた 。後ろの仲間
たちはためらうことなく先頭に従った。

さくれつ

りぶたんは砲弾を榴弾に変えて、レールガン・スリ
ングで 迎え撃った。
高速で 飛んでいった砲弾 が炸裂した。砲弾の 破片が
爆風に乗って、ス ズメバチの集団に 襲いかかった。 レ
ールガ ン・スリングに はサンダーもセッ トになってい
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る。爆風に殴られ 、破片に打たれ、 雷に貫かれて、 ス
ズメバ チの集団はまる ごとぶっ飛ばされ た。
ふと、 殺気を感じてりぶ たんは光る城を見た 。城に
群がるスズメバチ に変化はなかった が、群れ飛ぶス ズ
ごづ

メバチ の後詰めが城に 背中を向けていた 。
攻城戦 の真っ最中だとい うのに、光る城に背 中を向

つ

けて、数え切れな いほどのスズメバ チがりぶたんを 見
つめて いた。
黄色い 顔に、吊り上がっ た黒い目がずらりと 並んで
いる。
ぞ っとした。ミミマ キムクネの螺旋 状に巻かれた耳
の毛が、ほんの一瞬、わずかにふくらんだ。
りぶたんはついに、最大の脅威に直面することにな
った。 身を隠すことの できない断崖通路 で、自由自在
に空中を飛翔するモンスターと戦う羽目になったのだ。
見つかったからにはうかうかしてはいられない。先
手必勝 とばかりに、り ぶたんはレールガ ン・スリング
を放った。モンスターの空戦隊に榴弾で砲撃を加えた。
群れ飛ぶスズメバチの後詰めに大穴があいた。密集
して飛 んでいただけに 、たった一発でお もしろいよう
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に撃墜できた。撃 ち落とされたスズ メバチが地面に 激
突して 、ボトボトと音 が聞こえてくるほ どだった。
しかし 、楽しくはなかっ た。遊びではないの だ。命
がけだ。
爆 風に煽られて、空 間が波打った。 衝撃が波紋のよ
うに広がった。空中を埋め尽くした群れ全体が、たっ
たいま自分たちが 攻撃されたことを 理解した。別の 敵
がいる のだと知った。
スズメ バチ空戦隊は全機 が反転した。
オニヤンマを戦闘機とするなら、スズメバチは戦闘
攻撃機 だった。戦闘機 のように空中戦を 行い、攻撃機
のように地上の敵にも打撃を加えることができた。空
対空の戦闘能力と 、空対地の戦闘能 力を兼ね備えて い
る。
それば かりか、地対地の 戦闘能力まで有して いた。
地上に降りたスズ メバチは戦車のよ うだった。六本 の
脚で駆 けずり回って敵 陣に突入できた。
スズメ バチは空を飛ぶ戦 車だと言えた。ヘリ のよう
にホバリングもす る。そんな強敵が 密集隊形でりぶ た
んに襲 いかかってきた 。
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空戦隊がいまま で空中に待機し ていたのは、城攻 め
に参加 しようにも取っ 掛かりがつかめな かったからだ。
光る城は先陣でいっぱいだった。戦いたくてうずうず
しているところへ 、別の相手が現れ た。これ幸いと 、
地底ホ ールを群れて飛 んでいたスズメバ チは、そのす
べてがりぶ たんに向かった 。
りぶたんは走り出した。転倒しないように下り坂の
通路に 注意しつつ、レ ールガン・スリン グで応戦した。
しっかり狙う必要はなかった。敵のいる方向に撃つだ
めく ら う

けでよかった。榴 弾は確実に、敵機 を撃ち落とした 。
対空砲 火だ。 盲 撃 ちでも威力はある 。
スズメ バチ空戦隊は爆風 の輪を乗り越えるよ うにし
て向かってきた。 中央を撃たれて穴 があいても、周 囲
があい た穴を包み込む 形でりぶたんの正 面に殺到し、
新たな中央 集団を形成した 。
小利口なのは固まらずに散開した。高く舞い上がっ
て、急 降下してくるの がいた。後ろに回 って断崖通路
を飛び、追い討ちをかけようとするのもいた。前に回
り込んだのは一番 ずる賢かったらし く、通路に着地 す
るとそ の場で待機した 。待っていれば獲 物は自分から
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ようげき

こしゃく

近づいてくる。要 撃戦法とは小癪な モンスターだっ た。
り ぶたんは走るのを やめた。早歩き に切り替えた。
前を撃ち、横を撃ち、振り返って後ろを撃つのは、走
りながらでは無理 があった。
歩 く速度もすぐに落 ちた。群れ飛ぶ スズメバチの集
中攻撃は凄まじい圧力だった。押し寄せてきたモンス
ターの巨体で空気 が圧縮された。風 が重くなった。 羽
風が体 に絡みつく。
やく

りぶた んの足はとうとう 止まってしまった。
一本道の断崖通路で前後を扼され、包囲されたのだ
った。 前を撃って進路 を確保しても、横 を撃ったとき
にはもう前方はふさがれた。後ろを撃ってから前を向
けば、空飛ぶ戦車 が進撃してくる。
レ ールガン・スリン グも役に立たな くなってきた。
電磁誘 導で砲弾を爆発的 に加速して発射する 方式が
裏目に出た。高速 弾であるがゆえに 、榴弾が炸裂し た
ときに は、目の前にあ るスズメバチの壁 を突き抜けて
いた。それでも、群れの後方にダメージを与えること
は可能だった。目 の前の敵も、一匹 ならぶっ飛ばせ た。
レール ガン・スリング の威力をもってす れば、直線上
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の敵は一掃できた 。
し かし、接近する敵 を防ぐには頼り なかった。威力
はあっても、守備範囲をカバーできない。あたり一面
が黄色と黒の毒々 しい色に染まって いる。
り ぶたんは攻撃技を 切り替えた。レ ールガン・スリ
ングを捨てて、ガトリング・ショットガン・スリング
を選択した。バリ アのように弾幕を 張って、モンス タ
ーの接 近を阻むためだ った。
ショッ トガン・スリング は散弾投石だ。それ を回転
式に連射するのが 、ガトリング・シ ョットガン・ス リ
ングだ った。技の正式 名称は連射散弾投 石という。
早い話 が散弾銃のマシン ガンだ。腕の先を六 つの石
が回転する。上の 石から順次、撃ち 出されてゆく。 時
計回り に左の石が上に 来て、すぐさま発 射される。腕
を一周する間に石は生成され、弾が尽きることはない。
少なくとも、リヴ リーの霊力が続く 限りは尽きない 。
レ ールガン・スリン グに比べると威 力はずっと落ち
るが、目の前にあるスズメバチの壁を、弾が突き抜け
る心配はなかった 。点で打たずに、 面で叩くことが で
きる。 なによりも、両 手で二丁拳銃のよ うに扱うこと
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ができた。
す でに足の止まって いるりぶたんは 、壁に背中を預
けた。断崖通路が左右になった。
両腕を真横に開いて、りぶたんはガトリング・ショ
ットガ ン・スリングの 連射を開始した。 腕の先で六つ
の石がうなりを上げて回転し、左右から迫る戦車を足
止めした。
弾 丸が回転して風を 切る音は重く、 にぶい。スズメ
バチの羽音にも負けないほどの迫力があった。
連射を続けながら、りぶたんは両腕を正面に向けた。
敵機を 扇状に撃ち、寄 せ付けないように した。
空中で 撃たれたスズメバ チはダメージで羽ば たくこ
とができなくなり 、落下した。あり がたいことに、 下
からり ぶたんを狙うス ズメバチにぶつか って、排除し
てくれた。しかし、上からりぶたんを狙うスズメバチ
が空いたスペース を突いてくる。
り ぶたんは正面の上 を撃ち、腕を左 右に開きながら
斜め上にも弾幕を張った。開いた腕は再び真横を向い
て、左右の戦車を また撃った。
撃 たれた上のスズメ バチが落下して 、水平方向から
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りぶたんを狙うス ズメバチの障害と なった。だが、 今
度は下 の空間からスズ メバチが襲いかか ってきた。断
崖通路に前脚をかけて、羽ばたきながらよじ登ろうと
してくる。
り ぶたんは両腕を正 面に戻しながら 、斜め下の敵を
撃ち払った 。
舞うような乱射だった。
ス ズメバチはりぶた んに接近できな くなった。
的は大 きく、弾は散弾。 連射すれば、撃ち漏 らすこ
とはなかった。ダ メージを受けたモ ンスターの動き は
止まる 。ひしめきあう モンスターには互 いの巨体が邪
魔になる。
後ろが堅固な岩壁になっているので、スズメバチも
突き抜 けるように飛ぶ ことはできなかっ た。そんなこ
とをすれば、壁と仲間にはさまれて自分が押しつぶさ
れる。
モ ンスター津波のと きとは状況が異 なった。
ダーク ヤグラ要塞救援作 戦でゲートを開放し たとき
に、モンスターチ ューリップ連隊第 一突撃中隊は、 低
空飛行 で飛び出してき たスズメバチの群 れに粉砕され
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た。先頭を撃って も、後続が先頭に ぶつかって押し 出
してき た。突撃銃を連 射したところで、 すでに撃墜し
た先頭にしか弾は当たらなかった。仲間を盾に使って
突っ込んできたス ズメバチの前に、 中隊は敗れ去っ た。
中 隊は草原に立って いた。背後には 空間が広がって
おり、スズメバチの飛翔を妨げるものはなかった。
りぶたんには絶壁があった。背後の守りは堅い。ス
ズメバ チが仲間ごと押 しつぶそうとすれ ば、戦果より
も犠牲のほ うが大きくなる 。
とはいえ、安全が確保されたわけではなかった。隙
を突か れたならば、一 瞬でりぶたんの命 は散る。この
ままずっと接近を許さなかったとしても、いずれは霊
力が尽きる。
おちい

り ぶたんは絶体絶命 の窮地に 陥 った 。
ただし 、あらかじめわか っていた窮地だった 。群れ
飛ぶスズメバチを 横目に、なにごと もなく光る城ま で
たどり 着けるわけがな い。
スズメ バチの包囲から抜 け出す策はあった。
りぶたんはまず、ネットを解除した。捕縛ネットは
横穴の 存在を知るスズ メバチにかぶせた ままだ。すで
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に網から脱出した のか、それともま だなのかはわか ら
ない。 しかし、いまと なっては、脱出さ れたところで
ほかのスズメバチと見分けがつかない。横穴の守りは
静電機雷に任せて 、りぶたんは捕縛 ネットを手駒に 戻
した。
そして 、真っ正面に向け てネットを投げた。 続けざ
まにハーケンを飛 ばす。うまい具合 に飛んでザイル を
伸ばす ハーケンもあれ ば、スズメバチに 当たってしま
うハーケン もあった。
ハーケンが飛ぼうと飛ぶまいと、関係なかった。り
ぶたん はサンダーを使 った。狙いは捕縛 ネットだが、
ちょうど右上に飛んだハーケンがあったので、そこに
雷を落とした。
電 気が流れた。ハー ケンからザイル へ、ザイルから
ネットへと痺れる電気が一瞬で流れた。相棒のヒナタ
が考案した電撃捕 縛ネットだった。
ネ ットやザイルに触 れているすべて のスズメバチが
感電した。
りぶたんは両腕をそろえて右を向き、レールガン・
スリン グを放った。断 崖通路の敵を一掃 し、進路を確
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もうしゃ

保した。駆け出す と同時に、右手を 肩越しに真後ろ に
向け、 ガトリング・シ ョットガン・スリ ングを盲射し
て追撃を防いだ。左手のガトリング銃は切り開いた進
路に入り込もうと する敵を狙った。
策 が功を奏して前に は進めたが、ど れほども走らな
いうちに、また足が止まった。電撃捕縛ネットで一枚
削っても、スズメ バチの群れは横に スライドするだ け
で、フ レッシュな戦力 を前面に押し出す ことができた。
たいし て進めなくても、 りぶたんにあせりは なかっ
た。策のひとつを 試してみただけだ 。
捕 縛ネットはなかな か便利な技だっ た。ただの網な
のに、攻防一体の使い方ができた。りぶたんは、今度
は断崖通路の左側 にネットを張った 。追撃してくる 敵
をネッ トで防ぎ、弾幕 を張るための手数 を減らした。
減らし た手数はレールガ ン・スリングに費や した。
空中の敵に向けて ぶっ放し、直線上 を一掃しつつ、 群
れの後 方を榴弾で削り 落とした。
スズメ バチの群れは、言 うなればひと玉のキ ャベツ
だった。まるごと ぶつけられれば痛 い。けれども一 枚
一枚剥 いでいけば、最 後に残るのはただ の薄い葉だ。
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簡単に突き破るこ とができる。
も っとも、レールガ ンの高速弾では キャベツを半玉
にするのが関の山。群れが薄くなると、砲弾は群れを
突き抜けてしまう 。
キ ャベツをスライス するための包丁 なら、ほかにも
あった。手間はかかるが、自力で包囲網を脱出する策
はちゃんと考えて ある。
だ が、りぶたんは様 子を見た。包丁 でスライスする
よりも、フードプロセッサーにかけてしまったほうが
手っ取り早く調理 できる。
籠 城したルビーロー ズ一味が援軍頼 みの作戦なら、
援軍の動向には気を配っているはずだ。駆けつけた援
軍を城に迎え入れ るために、当然、 援護をするはず だ。
り ぶたんは援護の気 配をうかがった 。ルビーローズ
の薔薇の竜巻があれば、キャベツはまとめて片付く。
しかし、そのルビーローズはもうずっと沈黙してい
る。り ぶたんが地底ホ ールに着いてから 、一発目のロ
ーズ・ストームと二発目のローズ・ストームは間隔も
短かったのに、そ れっきり三発目が ない。
ル ビーローズは霊力 が尽きかけてい て、技を出し惜
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しみしているのか もしれない。ある いは、すでに霊 力
が尽き てしまったとい うこともありうる 。行動を共に
しているはずのマハラは一度も攻撃を繰り出していな
い。マハラの専用 攻撃技も、薔薇の 竜巻に負けない 大
技だ。 使えばすぐに、 それとわかる。
ふたり とも霊力を使い果 たしてしまったので あれば、
援護は期待できな い。チャパティの 専用攻撃技は大 技
ではな かった。一撃で モンスターにフル ダメージを与
えることができても、いまの状況では頼りにできない。
援護がないなら、自力で突破するまで。
り ぶたんはほんの少 し待ってみただ けで、さっさと
他力本願を捨てた。自分で努力したほうが、確実に事
は進む。
敵 中に孤立している ミミマキムクネ が、横目で捕縛
ネットをにらんだ。通路を追ってくるスズメバチはネ
ットを横からすり 抜けようとしてい た。断崖通路は 地
底ホー ルの絶壁を半分 くりぬくようにし て掘られてい
る。幅は決して広くはない。六つのハーケンのうち、
外側のふたつはあ まり役に立ってい ない。そのせい で、
捕縛ネ ットは片方の脇 がゆるくなってい る。

- 500 -

すり抜けを狙う スズメバチをガ トリング銃で押し 戻
して、 りぶたんはキャ ベツスライスの仕 上げに取りか
かった。
サンダー・シャワーを放った。五つの雷がまとめて
落ちた 。
雷が五 倍なら、音も五倍 だ。いや、音は地底 ホール
に反響して五倍を はるかに超えた。 地面がふるえた 。
ちょくげきらい

空気も ふるえた。轟き 渡る音だけで、体 が痛くなった。
そくげきらい

雷 に は 、 直 接 落 雷 す る 直 撃 雷 と 、 落 雷の 放 電に よ
る側撃雷とがある 。サンダー・シャ ワーによる五つ の
落雷は 広範囲に放電し た。直撃雷と側撃 雷によって穴
があき、キャベツの芯がえぐられた。
落雷をまぬがれた後方のスズメバチは、危険を回避
しよう と後退した。自 分から榴弾の射程 に入った。
レール ガン・スリングが 火を吹いた。石の砲 弾が撃
ち出された。遅れ て轟音が響く。電 磁誘導で爆発的 に
加速さ れた榴弾が直線 上の敵を一掃し、 炸裂した。後
退したスズメバチが爆風と破片と雷撃で吹き飛ばされ
た。
レ ールガンであけた 穴から、りぶた んは戦果を確認
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した。
り ぶたんの周囲には スズメバチの壁 ができあがって
つか

ま

いる。隙間はまったくない。レールガンで砲撃して、
束の間開いた穴か らのぞかない限り 、遠くの状況は わ
からな い。
つまり 、一連の攻撃は見 えないままに実行さ れた。
サンダー・シャワ ーで群れの中央を 撃てば後方の敵 が
下がり 、榴弾の射程に 入るであろうと、 りぶたんは読
み切ったの だった。
ガトリング銃を乱射して弾幕を張りつつ、りぶたん
は次の タイミングを計 った。
すると 、急に潮が引いた 。なぜだかスズメバ チが下
がった。
不 思議な下がり方だ った。波打ち際 の流木が引き波
にさらわれるような感じがした。いまにもりぶたんに
咬みつこうと前の めりになりながら 、後ろから引っ 張
られた かのように、す るすると下がった 。
引っ張 られたのはスズメ バチだけではなかっ た。制
帽の羽根飾りが、 吸い込まれるよう に前向きに傾い た。
耳 の毛まで引っ張ら れた瞬間、りぶ たんは悟った。

- 502 -

援護の手が伸びた のだ。それも、と んでもなく荒っ ぽ
いやり 方で。
そうくず

そうと わかったときには 、ほとんど手遅れの 状態だ
った。群れ飛ぶス ズメバチが総崩れ になって、薔薇 の
竜巻に 吸い込まれてい った。
縦に回 転する渦をりぶた んは見た。逆回りす るふた
つの渦が、りぶた んめがけてまっす ぐ突き進んでく る。
も う弾幕は必要なか った。それどこ ろではなかった。
りぶたん自身が薔薇の竜巻の餌食になろうとしていた。
りぶたんは捕縛ネットを撃った。弾が当たって、網
の一部 が消し飛んだ。 それでもかまわず に、二丁ガト
リング銃でネットごとスズメバチを撃ちながら、網に
飛び込んだ。竜巻 に吸い込まれない ように、体を固 定
しなけ ればならない。
スズメ バチはしぶとかっ た。二本の前脚でネ ットに
つかまった。体は 竜巻に吸われて宙 を泳いでいるの に、
鉤爪を ネットに引っか けて耐えている。
りぶた んは情け容赦なく 散弾を浴びせた。左 腕を網
の向こうに通し、 折り曲げた腕でフ ックした。飛ば さ
れない よう肘で体を支 えながら、左手の ショットガン
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でスズメバチを撃 った。
右 手はハーケンを操 った。外側の二 本を背後の壁に
打ち込む。ザイルを巻いて、網を自分の体にかぶせに
かかる。天と地の ハーケンもそのま までは邪魔にな る
ので引 き抜く。だが、 その二本を抜いた 瞬間、まるで
帆のように網がふくらんでしまった。
スズメバチの巨体が薔薇の竜巻に吸い込まれようと
してい る。鉤爪は網に 引っかかっている 。網はスズメ
バチの大きな体を支えている。
引っ張られる力に負けて、ザイルが縮まなくなった。
り ぶたんはもう、ス ズメバチを撃つ 余裕すらなくな
った。右手で縮まないザイルを巻き続けながら、左手
を使って抜いたば かりのハーケンを 壁に打ち込んだ 。
すぐに ザイルを巻きに かかる。やはり途 中からはもう、
縮まなくな る。
このままでは吸われる力に負けてハーケンが抜けて
しまう 。ハーケンが抜 けると、捕縛ネッ トは薔薇の竜
巻に吸い込まれる。スズメバチといっしょにりぶたん
まで、渦に呑まれ てしまう。
り ぶたんは右手を網 の隙間から通し た。両腕を前に
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伸ばして、そろえ た。
腕 の先にはスズメバ チがいる。
両腕に 電気が走った。腕 の間に石の砲弾が出 現した。
腕から石に向かっ て電気が流れ込み 、放電で火花が 散
った。 スズメバチの黒 い目が鏡となって 、飛び散る火
花を映し出 す。
こんしん

散弾のダメージからスズメバチが回復した。渾身の
力で吸 われる体を引き 寄せて、右の前脚 で目の前のリ
ヴリーに殴りかかった。二本の脚で竜巻に耐えている
のに、片方を放し てまで攻撃を挑む のだから、気迫 の
こもっ た一撃だった。
りぶた んはレールガン・ スリングを放った。
左の前脚一本で網につかまっていたスズメバチがぶ
っ飛ば された。
スズメ バチは薔薇の竜巻 に吸い込まれた。ネ ットに
かかる力が弱まっ て、途中で止まっ ていたザイルが 一
気に巻 かれた。網が一 瞬で縮んだ。りぶ たんは絶壁に
叩きつけら れた。
気を失うほどの衝撃はなかった。痛みを感じる暇さ
えなか った。
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りぶたんの体は 捕縛ネットで固 定された。制帽が 竜
巻に吸 われて脱げたが 、網に引っかかっ て止まった。
りぶたんは腕を伸ばして制帽を押さえた。
薔薇の竜巻が絶壁に衝突した。すぐ目の前で風が渦
を巻い ている。フード プロセッサーの回 転する刃が切
り刻む食材 を求めている。
りぶたんは目を背けなかった。つぶりもしなかった。
逆に、 竜巻をにらみつ けてやった。
どすこ い娘ににらまれて 、薔薇の竜巻が目を そらし
た。進路を変え、 絶壁に沿って流れ てゆく。りぶた ん
の目の 前を、竜巻の壁 が右から左へと横 切ってゆく。
目の前 が渦から壁に変わ っても、吸い込もう とする
おとろ

力に 衰 えはなかっ た。六本のハー ケンは踏ん張っ た 。
ザイル も負けなかった 。散弾で撃たれて ずたずたにな
きりも

ったネットも懸命にこらえた。
壁の向こうに錐揉みするスズメバチが見えた。同じ
場所に とどまって、高 速で回転している 。そうかと思
えば、竜巻の中を振り回されるスズメバチもいた。縦
に回転する竜巻の 中を上下にぶん回 されて、ほかの 仲
間に激 突した。
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薔薇の竜巻は逆 回転する二重竜 巻という構造にな っ
とげ

き りも

ている 。外側の竜巻と 内側の竜巻があり 、その間に小
さな竜巻が発生して風の棘となる。
りぶたんは見た。同じ場所にとどまって錐揉みする
スズメ バチに、なにか がぶつかった。そ のせいでスズ
きりも

メバチの錐揉みが止まった。高速で回転する体を一瞬
で止められたので は、いかにモンス ターといえども 、
ダメー ジは大きかろう 。
とげ

敵も味 方も吸い込みなが ら突き進む二重の竜 巻と、
内に潜む風の棘。
聖 母と慕われるルビ ーローズには不 似合いな、恐ろ
しい攻撃技 だった。
竜巻は通り過ぎていった。
捕 縛ネットはりぶた んを守り抜いた 。
嵐が去 って、りぶたんは ネットを解除した。 前によ
ろけるようなこと はなかった。渾身 の力で体を壁に 押
しつけ ていたのだ。力 を抜こうにも、筋 肉はまだこわ
ばっている。りぶたんは糊付けされた体を引っ剥がす
ようにして、壁か ら離れた。
壁 から離れて足を踏 み出すと、そこ でようやく力が
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抜けた。反動でよ ろめいてしまった が、こけたりは し
なかっ た。
りぶた んは脱げてしまっ た制帽をかぶり直し た。な
んとなく、おでこ の左上に手を当て てみた。皮膚が さ
さくれ ている。下ろし た手を見つめても 、血はついて
いない。た だのかすり傷だ 。
最後に殴りかかってきたスズメバチはレールガンで
仕留め た。前脚はかわ したつもりだった が、どうやら
かすめていたようだ。脚の先についている鉤爪で、皮
膚の薄皮をほんの ちょっぴり削られ てしまった。
か すり傷でもケガに は変わりない。 雑菌で化膿する
恐れだってある。りぶたんはリヴリーの持つ霊能力で
ば んそう こう

絆創膏を作り出す と、おでこの上に ぺたりと貼り付 け
た。
不思議 なもので、ケガの 存在を知るとひりひ りと痛
み出してきた。
いちべつ

貼 ったばかりの絆創 膏に手を当てな がら、りぶたん
は地底ホー ルを一瞥した。
光る城の攻防戦に変化はなかった。
相 変わらず、城には 無数のスズメバ チが群がってい

- 508 -

る。ひょっとする と、籠城している ルビーローズ一 味
は防戦 するのに手一杯 で、援軍に気を配 る余裕はなか
ったのかもしれない。仮にのぞき窓があったとしても、
モンスターの巨体 にふさがれている だろう。もしも そ
うなら 、地底ホールに 響き渡ったサンダ ー・シャワー
こ おど

の轟音に、一味はふるえあがるどころか、小躍りした
にちがいない。
そ して、大喜びで支 援の手を差し伸 べたということ
か。
援護のための薔薇の竜巻がどこから放たれたのか、
その痕 跡は見当たらな い。群がるスズメ バチを吹き飛
ばして技を放ったのだとしても、できた穴はもうふさ
がれている。
城 に群がるスズメバ チは、制空権を 握っていた空戦
隊が全滅しても気にかける様子はさらさらなかった。
スズメバチ空戦隊は全機が撃墜されており、空を飛
ぶのは 一匹もいない。 視界が良好だと、 地の底なのに
晴れ渡った空のようにすがすがしい感じがした。
空中はすっきりしていても、崖下の地面は敵だらけ
だった 。りぶたんが来 る前から転がって いるスズメバ

- 509 -

チもいれば、りぶ たんの攻撃で撃ち 落とされたスズ メ
バチも いる。しかし、 その多くはりぶた んめがけて殺
到したところを、薔薇の竜巻に呑まれてしまった連中
だった。
り ぶたんはホールの 左に目をやった 。吹き抜けてい
った竜巻の通り道に、スズメバチが線を引くように転
がっている。視線 を上げれば、そこ にはシャボン玉 が
浮かん でいた。三つの 玉がふわふわして いる。電気が
玉の表面を走って、光っている。
静電機雷だった。
絶 壁に沿って進んで いった薔薇の竜 巻が、横穴に仕
掛けておいた静電機雷を吸い出してしまったようだ。
数は三個。ちょう ど一セット分だ。
ふ

静 電機雷は三個を一 セットとして、 三セットまで敷
せつ

設できた。四セット目を仕掛けると、古いものから解
除される。吸い出 されて役に立たな くなった機雷は 最
後に仕 掛けた分だろう から、先に解除す ることはでき
なかった。もちろん、全部を解除するわけにはいかな
い。それでは横穴 を解放することに なる。封鎖した 意
味がな い。
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りぶたんは両腕 を構えて、レー ルガン・スリング の
発射態 勢に入った。静 電機雷を砲撃し、 爆破処理しよ
うとした。機雷の下にはスズメバチが転がっている。
転がるスズメバチ はそのままずっと 奥まで続いてい る。
吸い出 された機雷を放 置しておくと、飛 び立ったスズ
メバチが引っかかる恐れがあった。
静電機雷に触れるとサンダーになる。雷撃を食らっ
たスズ メバチは敵を探 すだろう。敵は宙 に浮かぶシャ
ボン玉だ。あたりを見回せば、穴の中に隠れているの
がわかるはず。横 穴の存在がバレて しまう。
り ぶたんは狙いをつ けた。遠距離攻 撃は苦手だが、
それを克服するためのレールガン・スリングだ。機雷
に当てる自信はあ った。
自 信はあったが、り ぶたんは舌打ち をすると構えた
腕を下ろし た。
機雷の誘爆を恐れたのだった。機雷は三個とも吸い
出され て並んでいる。 横穴へと連なって いる。ひとつ
が爆発したからといってほかも爆発するとは限らない
が、もしも誘爆し て、三倍の威力を 持ったサンダー が
横穴に まで伸びたなら ……。
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そう考えると、 爆破処理はため らわれた。
り ぶたんはシャボン 玉に背を向けた 。機雷で封鎖し
た瞬間から、横穴の守りは運任せだ。いまさらどうに
もなりはしない。
そ んなことよりも、 一刻も早く城に たどり着かねば
ならない。スズメバチはじきに飛び立つ。ダメージが
回復すれば、離陸 する。戦闘攻撃機 で編制されたス ズ
メバチ 空戦隊はすぐに も来襲してくるの だ。
りぶた んは駆けだした。
全力疾走だった。耳の毛が吹き流しのように風にな
びいた 。
断崖通 路はなだらかに下 っているから、勢い がつき
すぎると転倒する 。壁に沿って蛇行 しているから、 曲
がりき れないカーブも 出てくる。それで も、りぶたん
ほうらく

は坂もカーブも全力で駆け抜けた。
地盤がもろかったのか、通路が崩落している場所が
ほうらく

あった 。絶壁に道を通 したモグラコオロ ギならひとま
たぎにできる程度の崩落だったが、地面が消えている。
代わりに、橋が架けられていた。板を渡しただけの
粗末な 橋だ。
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くず

渡された板は、 乗ればたわむか もしれない。走り な
がら渡 るとバランスを 崩しかねない。り ぶたんは勢い
よく飛び越えた。ジャンプすると同時に、制帽が落ち
ないように手で押 さえた。
くず

飛 びながら下に目を やると、通路は 斜めに崩れてい
た。斜面をすべり落ちた土砂は崖下に消えている。そ
の崖下にきらりと 輝く物があった。
着 地したりぶたんは 足を止めた。崖 の下をのぞき込
んだ。
工事用の一輪車が転落していた。麻袋も見える。袋
が破れ てお宝をぶちま けたようだ。光る 城から届く明
かりを反射して、地面に散らばるダイヤが輝いている。
苦労して強奪したブツを、ルビーローズ一味はゴー
ル目前 で失っていた。
全部は 落としていないだ ろう。奪われたオー ロラダ
イヤは十六袋もあ る。一台で運べる 数ではないから 、
一輪車 はおそらく複数 台用意されていた にちがいない。
一味は三人だから、三台だろうか。残る二台は無事に
たどり着き、アリ の巣を光る城に変 えたのだ。巣材 に
ガラス 質の鉱物かなに かを使用して、オ ーロラダイヤ
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で全体を光らせて いる。
い や。
よく見 ると、落とされた オーロラダイヤは発 光して
いなかった。蟻塚 が光を放っている から、オーロラ ダ
イヤが 発光するには明 るすぎた。
暗くな ると光り出すダイ ヤが真っ暗闇の地底 にある
のだから、当然光 っているものと思 い込んでいたら 、
そうで はなかったのだ 。
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城を光 らせているのはオ ーロラダイヤではな く、オ
ーロラライトだっ た。調光器が取り 付けられて照明 器
具とし て使えるオーロ ラライトのほうが 、地底の世界
もした ところで、トンネ ルや洞窟にぽつ ぽ

では役に立つ。明るいと発光しないオーロラダイヤは、
一個百万

曲 がるにつれて、光 る城の全貌が見 えてきた。

崩落部分をすぎると、断崖通路は左に曲がり始めた。

ほうらく

ばそれでい い。

トであ ろうと、たいし た問題ではなかっ た。明るけれ

を取られてしまっ たが、光源がダイ ヤであろうとラ イ

りぶた んは前を向くと、 再び足を飛ばした。 つい気

つと転 がしておくくら いの使い道しかな かった。

dd

巨城だった。
そ れほど大きくはな いように見えて いたのは、目の
錯覚だった。比較対象がスズメバチしかいない地の底
で、完全に見誤っ ていた。近づいて 初めて、ＧＬＬ 城
の倍近 くも高さがある のだとわかった。 高さに比例し
て、横にも でかい。
しかも、そびえ立つ城ではなかった。壁に張り付く
城だっ た。正面はあっ ても、裏面はなか った。地底ホ
ールの絶壁をそのまま城の壁に利用している。ちょう
ど、かまぼこを立 てたような感じだ 。かまぼこ板が 絶
壁で、 板にくっついた かまぼこが盛り上 がっている。
そのか まぼこを食いつぶ そうと、スズメバチ が群が
っていた。出入り 口があるところに は密集し、あぶ れ
た者は 突破口を探して 壁面をうろついて いる。
断崖通 路は城の側面に突 き当たって終点とな ってい
た。蟻塚は外から 判別できるような 階層構造になっ て
いない が、明らかにＧ ＬＬ城よりも高い ところに吸い
込まれて、道が終わっている。そこには間違いなく出
入り口があるらし く、スズメバチが 群がっていた。
最 後の難関だった。
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城の中に入るに は、入り口のス ズメバチを排除し な
ければ ならない。
レール ガン・スリングは 使えなかった。威力 があり
すぎて、城の内部 まで破壊してしま う。ガトリング ・
ショッ トガン・スリン グではスズメバチ をその場に釘
付けにするだけ。サンダー・シャワーも城に被害が出
る恐れがあった。 城壁を壊せば、ス ズメバチに突破 口
を与え ることになる。
使える 技がなかった。少 なくとも、ひとつの 技では
排除できない。技 と技を組み合わせ なければならな い。
工夫が 必要だ。
りぶた んは走りながら横 を向いた。地底ホー ルにち
らりと視線を飛ば した。
撃 墜されたスズメバ チ空戦隊がホー ルのそこここで
復活しつつある。羽ばたいて上昇中のスズメバチがい
る。高く舞い上が って周囲を警戒し ているスズメバ チ
がいる 。めざとい者は すでにりぶたんを 見つけてスク
ランブルを かけている。
黄色と黒の戦闘攻撃機が編隊を組んで急接近してく
る。城 の入り口にいる スズメバチを排除 するのに、あ
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まり時間はかけら れない。
り ぶたんが悩む必要 はなかった。援 軍頼みで籠城し
ている一味が、たったひとりとはいえ、駆けつけた援
軍への支援の手を ゆるめるわけがな かった。
断 崖通路の終点に群 がっているスズ メバチが吹き飛
ばされた。薔薇の竜巻だった。吹き飛ばしたスズメバ
チを吸い込み、縦 に回転しながら突 き進んでくる。 け
れども それは、小さな 竜巻だった。通路 にちょうど収
まっている 。
竜巻の規模を縮小したのは、りぶたんのためだった。
出入り 口に群がるスズ メバチに、城の中 から竜巻を放
つということは、その延長線上にいるりぶたんをも攻
撃することになる 。
同 様の攻撃は先刻も あったが、今度 は向きがちがう。
絶壁に対し、斜めにぶつかるような竜巻であれば、片
側に逃げることが 可能だ。実際には 逃げ出すのでは な
く、壁 に体をくくりつ ける方法をりぶた んは選択した
が、竜巻を避けることはできた。
ところが今度は、絶壁に沿って竜巻は進んでくる。
断崖通 路を駆け上がっ てくるのだ。前に 逃げても後ろ
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に逃げても竜巻の 進路上。壁に体を くくりつけたと こ
ろで、 横から襲われる のなら無防備も同 然。つまり、
りぶたんには避けようのない竜巻だった。回避策がな
いのであれば、せ めて小さな竜巻で ないと、りぶた ん
のダメ ージも小さくな らない。
竜巻は 通路をぴったりふ さいで走ってくる。 まるで
生き物のように断 崖通路を駆け上が ってくる。
り ぶたんには回避で きない。
前に進 めば竜巻に呑み込 まれるだけ。後ろに 下がっ
ても竜巻に呑み込 まれるだけ。右は 壁。左は崖。絶 壁
をくり ぬくようにして 掘ってある通路は 、上にも下に
も逃げ場は ない。
りぶたんは空中に飛び出した。崖から身を投げた。
竜巻を 回避できる場所 は、崖の外側にし かなかった。
地面が 消えた。
ミミマキムクネは空を飛べない。飛行呪文は持って
いない 。そんなものが あれば、もっと楽 ができる。し
かし、飛行呪文などなくとも、ＬＩＳＤには便利な呪
文があった。
り ぶたんは捕縛ネッ トを投げた。空 中に出現したネ

- 518 -

ットに自分から突 っ込んだ。網が体 を包み込む。帽 子
が脱げ る。
脱げた 帽子を口でくわえ て、りぶたんは両手 で網を
つかんだ。両足も 網にかけ、体をネ ットと一体化さ せ
た。そ れからハーケン を飛ばした。絶壁 の上のほうに
楔を打ち込む。あとはザイルを伸縮させれば、高さを
コントロールでき る。通路に戻るこ とも可能だ。
捕 縛ネットが乗り物 として使えるな ど、考えたこと
もなかった。ネットとサンダーを併用する電撃捕縛ネ
ットを考案したヒ ナタでさえ、乗る ことは思いつか な
かった 。
斬新な 発想は団丸がもた らした。急坂をすべ り落ち
るりぶたんを救お うとして、捕縛ネ ットで包み、ハ ー
ケンで 固定し、ザイル を縮めて撃ち出し た。あのとき、
捕縛ネットの新しい使い方が編み出されたのだった。
元怪盗であるがゆえに、捕縛ネットはかぶるものと
いう認 識が団丸にはあ ったのかもしれな い。
空中に 飛び出した勢いも あり、りぶたんを包 んだ捕
縛ネットは絶壁か ら遠ざかりながら 落ちていった。 ネ
ットは 薔薇の竜巻から 離れてゆくが、そ のままでは上
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から伸びたザイル が竜巻に引っかか る。
り ぶたんはザイルを 巻いた。ネット はブランコのよ
うに跳ね上がった。強いＧがかかる。
ザイルを巻きすぎると今度は絶壁に激突する。りぶ
たんは 途中で手を止め た。跳ね上がる勢 いが弱まって、
重力と釣り 合った。
その結果、ほんの一瞬だけ、りぶたんは空中で停止
した。
無重力 。心地よい瞬間だ った。見晴らしもよ かった。
ザイルを巻いて急 上昇したことで、 薔薇の竜巻を見 下
ろす形 になった。眼下 を竜巻が吹き抜け てゆく。間一
髪で難を避けたのだから、ほっと安心もする。火ノ塔
のてっぺんよりも まだ高い空中で、 網につかまって 仰
向けと いう姿勢もスリ リングだ。
だが、 楽しむ暇はなかっ た。次の危険が迫っ ていた。
目の前の城を飛び立ったスズメバチがいた。その数、
無数。 ざっと数えるこ ともできやしない 。城に群がっ
てはいても攻撃ポイントの出入り口にあぶれてしまい、
壁面をうろつくし かなかったスズメ バチが、派手に 宙
を舞う 獲物を見つけて 一斉に飛び立って いた。
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りようき

さらに、スクラ ンブルをかけた 戦闘攻撃機の編隊 が
猛然と 追ってくる。そ の後ろには空戦隊 の僚機が全機
勢揃いして いる。
城を見れば無数の敵。
ホ ールを見れば無数 の敵。
どちら も、りぶたんめが けて空を飛んでくる 。
城の入り口にもはや障害はないが、全力で駆けよう
にも地 面は消えている 。りぶたんの体は ふわりと宙に
浮かんでい る。
そして、無重力が終わった。空を飛べないミミマキ
ムクネ は落下を始めた 。
りぶた んは空中で器用に 移動した。落下を始 めた瞬
間に、体を包んだ 網が少しばかり広 がった。そこを 逃
さず、 網の下のほうへ と移った。
捕縛ネ ットはモンスター を包み込めるほどに 大きい。
網の中央に位置し ていたのでは、体 が包まれて不便 だ。
絡みつ くと命取りにも なりかねない。帽 子を口にくわ
えたまま、りぶたんはクモのように素早く動いた。
帽子を落とすわけにはいかなかった。ただの帽子で
はない のだ。ＬＩＳＤ の制帽だ。紋章も 縫い込まれて
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いる。紋章がある からこそ、りぶた んはＬＩＳＤの 専
用技を 使うことができ た。制帽は大事な アイテムだっ
た。
網の下側に移ったりぶたんは、二本目となるハーケ
ンを飛 ばした。今度は 進行方向に打ち込 んだ。ザイル
を縮めれば前に進むことができる。
一本目は壁に打ち込んだまま、抜かなかった。緊急
時に備 えて残した。
りぶた んは二本のザイル を同時に巻いた。捕 縛ネッ
トは空中を落下し ながら斜めに進ん で、地底ホール の
絶壁へ と引き寄せられ ていった。
戦闘攻 撃機が追尾してく る。獲物を逃すまい と空中
で自在に向きを変 え、飛翔モンスタ ーはぴたりとり ぶ
たんを ロックオンして いる。
りぶた んは着地した。垂 直に切り立った壁に 降りた。
断崖通路に戻った わけではない。通 路はもっと下に あ
る。だ が、りぶたんは 真下にある通路を 目指すことは
しなかった。それでは遠回りだ。絶壁と城の入り口。
二点を結ぶ最短距 離を突っ走ること にした。
い ままでザイルを巻 いていた手で網 をつかみ、その
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ままぶら下がるよ うにして、りぶた んは絶壁を駆け た。
捕 縛ネットは二本の ハーケンで留め てあるから、り
ぶたんは弧を描いて壁を駆け下りる形になった。右手
で網をつかみ、左 手でガトリング銃 を乱射しながら 、
青紫の ミミマキムクネ が垂直の壁を駆け 下りてゆく。
口には 大事な制帽をくわ えている。技を使う にも無
言だった。威勢の よい雄叫びどころ か、呪文を唱え る
ことす らできない。念 じるしかない。い まはとにかく、
光る城に逃げ込むことが最優先だった。霊力の消耗を
気にかけてはいら れない。
目 指すは城の入り口 だ。たむろして いたスズメバチ
が吹き飛ばされて、入り口の様子がよくわかる。地底
の城は、やはり蟻 塚だった。出入り 口に扉はない。 穴
があい ているだけ。扉 の代わりに自分の 体を盾として、
白いアリが穴をふさいでいる。
蟻塚はシロアリの巣だった。
おお

外 敵の侵入を防ぐの は兵隊アリの役 目だ。真白い胴
あご

体は柔らかくても、茶色い頭部は硬い。黒くて太い大

顎がハサミのよう に突き出している 。兵隊アリは硬 い
頭で巣 の出入り口にふ たをするのだ。
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その兵隊アリが 一匹だけ外に出 て偵察をしていた 。
頭を持 ち上げて、まる で周囲のにおいを 嗅ぐようなそ
ぶりを見せ、巣の中へと後ろ向きに戻って配置につい
た。
やり

入 り口には兵隊アリ の茶色い頭が並 んでいる。出入
おおあご

り口の穴を取り巻くようにして、突き出た大顎で槍
ぶすま

衾 を 作 っ て い る 。穴 の 中 央部 分 だけ が わず か に 空い
ている ところを見ると 、そこから中に入 れとのメッセ
ージのよう だった。
弧を描きながら絶壁を駆け下りてきたりぶたんのコ
ースが 、断崖通路に対 して平行になった 。通路は絶壁
をくりぬくようにして掘られているから、壁の中にあ
る。
り ぶたんは一本目の ハーケンを抜い た。支点のひと
つが消え、捕縛ネットはもう一段、落下した。りぶた
んは断崖通路に飛 び込んだ。
す かさずザイルを調 節する。通路の 地面に叩きつけ
られるわけ にはいかない。
捕縛ネットはハーケンを中心点にして、振り子のよ
うにふ れた。ザイルが 絶壁をこする。ネ ットは断崖通
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路の中を飛び抜け てゆく。光る城の 入り口が近づい て
くる。
りぶた んはガトリング銃 を乱射し続けた。弾 幕を張
る手は休めなかっ た。地底ホールは スズメバチに埋 め
めくら う

尽 く さ れ て い る か ら 、 盲 撃 ち でも 散 弾 は当 た って く
れる。
首筋がぞくりとした。スズメバチに後ろを取られた
と、見 なくてもわかっ た。頭で考える必 要はなかった。
答えは、体 が出してくれる 。
ザイルを握りしめていた手を、りぶたんは放した。
後ろ向 きに倒れた。見 上げるようにして 頭を起こし、
背中を反らせて後方に倒れ込んだ。
りぶたんは空中で仰向けになった。
ス ズメバチは真後ろ にいた。吐息が かかりそうなほ
ど、すぐそ ばだった。
両手のガトリング銃が火を吹いた。仰向けの状態か
ら逆さ まになりながら 、りぶたんは後ろ のスズメバチ
に大量の散弾をお見舞いした。
そして、勢いを殺さずに体を回転させた。足がネッ
トから 離れた。
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逆さまからうつ ぶせに、体の向 きが変わった。り ぶ
たんの 目の前を断崖通 路の地面が流れて ゆく。両手は
ホールに向けて撃ち続けた。うつぶせになった体は回
転運動で起き上が り、りぶたんは断 崖通路に着地し た。
見 事な後方伸身宙返 りだった。
しかし 、両手を広げて観 客にアピールするこ とはな
おおあご

かった。観客はり ぶたんの宙返りに 拍手するどころ か、
大顎を 咬み鳴らして襲 いかかってくる。
りぶた んは走った。城の 入り口はすぐそこだ 。兵隊
アリが頭を揺すっ て、りぶたんを呼 んでいる。
走 りながらぎりぎり まで乱射を続け 、最後にりぶた
んはジャンプした。入り口を守る兵隊アリは穴を取り
巻くようにしてい る。穴の中央部分 にはリヴリーが 通
れるく らいの隙間が空 いている。りぶた んはモンスタ
ーのシロアリを飛び越えて、穴の中へと躍り込んだ。
一瞬、心配した。兵隊アリに敵と誤認されて、咬ま
おおあご

れはし ないかと思った 。入り口を守る兵 隊アリたちは、
ハサミのように突き出した黒く太い大顎で槍衾を作っ
ている。たとえ間 違いでも、咬まれ たらおしまいだ 。
心 配は無用だった。 兵隊アリはリヴ リーとスズメバ
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チをきちんと識別 してくれた。頭を 揺することで、 り
ぶたん のにおいを嗅い でいたのかもしれ ない。
穴に飛 び込んだりぶたん は、シロアリの上を 転がっ
た。頭は硬く、背 中は柔らかかった 。丸みのあるシ ロ
アリの 背中を、尻に向 かってすべり降り ようとするり
ぶたんの背後で、衝撃音がした。同時に吹いてきた突
風に煽られて、り ぶたんはシロアリ の背中から転げ 落
ちた。
りぶた んはすぐに立ち上 がって、背後の敵に 備えた。
構えた両手の先で 石の弾丸が回転し 、うなりを上げ た。
だが、 ガトリング・シ ョットガン・スリ ングを使う必
要はなかった。籠城軍守備隊のシロアリが、攻城軍空
戦隊のスズメバチ をしっかり阻んで いた。りぶたん が
通り抜 けた隙間も、別 の兵隊アリがふさ いでいる。
押し入 ろうとする敵に負 けまいと、シロアリ たちの
体には力がみなぎ っていた。
り ぶたんは両手の先 で回転する石を 消した。何時間
も粘り強く巣を守り続けている兵隊アリに、負けそう
な気配はなかった 。
ず っと口にくわえて いた帽子を、り ぶたんは手に取
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った。緊急出動を 告げる白い羽根飾 りが半分に折れ て
しまっ ていたが、気に せずにかぶりなお した。
「けっこう時間がかかりましたのね、保安官」
りぶたんの背中に声がかけられた。
「もっ と早くいらっし ゃるかと思ってお りましたわ」
聞き覚 えのある声だった 。
りぶたんが振り返ると、そこには赤いリヴリーが立
ってい た。
制帽を かぶり、腕章をつ けている。額には星 形のタ
トゥーがある。
「よう こそ。后土の城 へ」
地底の 蟻塚に籠城する聖 母が、にこやかにほ ほえん
だ。
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第八章

アンダー・ザ・ローズ
１

こうてん こうど

皇天后土という言葉がある。
天の神と地の神 を意味する。
后土 の城ならば、地 の神の居城という ことになる。

おま えを逮捕する！ 」

そこに君臨する聖母は、さしずめ大地の女神といっ
たところだろうか。
ほ

「ルビ ーローズ！
りぶたん が吼えた。

女神だろうが、 聖母だろうが、関 係なかった。管 理
リヴで あることすら、 歯牙にもかけなか った。りぶた
んはＬＩＳＤの保安官だ。犯罪者を取り締まる使命が
ある。
そし て、ルビーロー ズはドゥードゥ ー強奪犯だった。
后土の城などとたいそうな名前をつけたところで、地
底の蟻塚は犯罪者 一味のアジトにす ぎなかった。
「と言 いたいところだ が、後回しだな。 まずは状況を
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説明してもらおう か」
り ぶたんは犯罪者一 味のアジトに単 身乗り込んでい
る。マハラもチャパティも姿は見えないが、ルビーロ
ーズはひとりでは なかった。兵隊ア リを従えている 。
りぶた んの後ろには、 守備隊のシロアリ が出入り口を
守るために固まっている。両脇には予備兵力も控えて
いる。
シ ロアリはリヴリー を襲わない新種 のモンスターと
見えて、脅威に感じることはなかった。しかし、味方
というわけでもな かった。あくまで も、ルビーロー ズ
の配下 だ。女神が命令 を下せば、牙を剥 くものと思わ
れた。
それにいまは戦争の真っ最中だ。外はスズメバチに
埋め尽 くされている。 ルビーローズに縄 を打ち、マハ
じば

かんらく

ラとチャパティをふん縛ったとしても、そのことでシ
ロアリの統制が乱 れてしまえば、地 底の城は陥落す る。
ス ズメバチの軍団を 敵に回して籠城 している以上、
ＬＩＳＤの保安官といえども、いまは犯人一味と手を
組むしかなかった 。
「つい てらっしゃい。 クイーン・ローズ までご案内し
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ますわ」
「なん だ、それは」
「ここの最 上階でしてよ」
ルビーローズは背中を向けるとすたすたと歩き始め
た。
りぶた んはだまってつい て行った。
蟻塚にはスズメバチが群がっていた。最上階には殺
到して いた。そこへ案 内するということ は、最も戦闘
の激しい場所に行くということだ。文句はなかった。
歩くと、足元からパキポキと乾いた音が聞こえてき
た。蟻 塚の内部は床に 枯れ木や枯れ枝が 敷き詰められ
ていた。踏むと沈み込む感じで歩きにくい。
地底の巣の中でも明るかった。天井と壁がうっすら
と光っ ている。
巣材は 石英のようだ。右 の壁は絶壁の岩が剥 き出し
になっているが、 左の壁や天井は白 く濁った結晶で で
きてい る。所々に透明 な部分もあって、 全体的に光沢
のある結晶 だった。
石英の接合にはシロアリの分泌物を使ったのだろう
しつくい

か。結 晶同士がじかに くっついているよ うで、漆喰の
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たぐいは見当たら なかった。
穴 をあけられた結晶 もあった。それ ほど大きくはな
い穴で、中にはカンテラ型のオーロラライトが置いて
あった。ライトが 石英を照らし、光 は結晶を透過し て
いる。 同様の穴はほか にいくつもあって 、蟻塚全体を
光らせてい るのだろう。
「ここから階段で すわ。足元にお気 をつけ遊ばせ」
ル ビーローズが注意 をうながした。
通路が 枝分かれして、交 差点が広くなってい る。
左のルートはそのまま奥へと向かい、右の絶壁側は
登りに なっている。傾 斜のきつい登り道 だったが、壁
際に竹で組んだはしごが設置されていた。どうやら、
斜面に置いたはし ごを階段代わりに 利用しているよ う
だ。さ すがにそれだけ では転落する危険 があるので、
くさりば

絶壁に杭を打って鎖を通している。鎖をつかんで、は
しごを踏みしめ、 登ってゆくわけだ 。いわゆる鎖場 で
ある。
ルビー ローズは鎖をつか まずに登っていった 。もう
何度も往復してい るのだろうから、 慣れているよう だ。
りぶた んは見栄を張ら ずに鎖をつかんで 登った。
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登り道にも枯れ 木や枯れ枝が敷 き詰められていた 。
結晶の 先端がわずかに のぞいているのを 見て、りぶた
んはようやく気づいた。床もまた石英でできているの
だ。光沢のある結 晶だから、つるつ るとすべるだろ う
し、第 一、でこぼこし ていて歩きにくい 。そこで、枯
なら

れ木や枯れ枝でへこみを埋めて均し、同時にすべりに
くくしているわけ だ。
均 すのに土を使わな かったのは、荷 重対策だろうか。
外から見た蟻塚はＧＬＬ城の倍近くも高さがあった。
それだけ大きな城 の床すべてに土を 盛ると、とんで も
ない重 さとなる。
はしご の階段を登ってゆ くと、下の通路に工 事用の
一輪車が見えた。 強奪品を地ノ塔か ら運び去るのに 利
用した であろう一輪車 が二台置いてある 。
二台と も裏向きにひっく り返して壁に立てか けてあ
るのだが、大きさ にはかなりのちが いがあった。大 き
いのは マハラ専用だろ う。並外れた体格 を活かして一
度にたくさん運べるように、大型一輪車を用意したよ
うに思える。
しょいこ

一 輪車の隣には背負 子が三つ並べて あった。
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いまどき背負子 とは実に古風な ことだが、今風の バ
ックパ ックとはちがっ て、背負子ならか さばる物もく
くりつけて持ち運べる。一輪車と背負子がいっしょに
並べて置いてある ということは、背 負子も強奪品を 運
び出す のに利用したの かもしれない。オ ーロラライト
は落とすと壊れる恐れがあり、一輪車は安定性に欠け
るから、ライトは 背負子にくくりつ けて背負って運 ん
だのだ ろうか。
背負子 もひとつだけ特大 サイズになっている 。やは
りこれもマハラ専 用にちがいなかっ た。
鎖 場を登り詰めると ひとつ上のフロ アに出た。平坦
な通路と合流している。その通路に大穴があいていた。
絶壁に穴が掘られ ている。しかし、 すぐに行き止ま り
となっ ていた。奥に大 きな岩が見える。 どうやら岩に
突き当たって、掘りかけで放棄したらしい。穴の中に
は掘り出した土石 が山と積まれてい る。
「脱出 路を掘ろうとし て失敗しましたの 。ここだけで
はなくて、ほかにもありますわ。もしものときに逃げ
込まないようにしなさい。どれも行き止まりでして
よ」
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「脱出路は全滅か ？」
「いい え。ひとつだけ 延びておりますわ 。ですからい
ま、モグラコオロギたちに総出で掘らせていますの。
仮に外につながら なかったとしても 、そこが最後の 拠
り所で すものね。シロ アリたちの卵や幼 虫を最優先で
避難させているところでしてよ。……ほら、ご覧なさ
い」
言 った端から、シロ アリがやってき た。生白い働き
アリが口に幼虫をくわえて、目の前を通り過ぎてゆく。
さな ぎ

幼虫は体が小さいだけで、見た目は成虫と変わらな
か っ た 。 蛹 に な ら ず に 、幼 虫 がそ の ま ま大 き くな っ
て成虫となることを不完全変態という。見た目は変わ
らなくても幼虫は やはり幼いようで 、大人のシロア リ
にくわ えられるのがい やなのか、じたば たともがいて
いた。一方の成虫は、非常事態をわきまえているらし
く、そそくさと足 早に去っていった 。
働 きアリに続いて、 今度は兵隊アリ がやってきた。
おおあご

よろめくように歩いている。どうやら深手を負ったよ
うだ。ハサミのよ うに突き出してい る大顎が、片方 折
れてい る。頭には大き な穴があいている 。
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兵隊アリの頭部 は茶色くて硬い 。その硬い頭部を 盾
として 、兵隊アリは自 分の頭で出入り口 をふさぐ。当
お おあご

然、スズメバチの攻撃を頭で受け止めることになる。
兵隊アリは重傷だった。黒く太い大顎をスズメバチ
に咬み 折られただけで なく、硬い頭部に まで穴をあけ
られていた。茶色い頭にあいた穴から、白い身がのぞ
さへいじ

いている。出血は なくても、凄惨な 光景だった。
「そう いえば、左平次 は無事かしら？」
「左平次？ 」
「地ノ塔のそばに 、傷を負ったモグ ラコオロギがい た
でしょ う？」
「ああ、それなら残念だが……」
「……そう。左平 次、わたくしたち に急を知らせよ う
として 、命を落として しまったのね」
さみし げな背中を見せて 、ルビーローズは再 び歩き
始めた。
り ぶたんはあとに続 いた。モンスタ ーに名前をつけ
ることに抵抗はなかった。りぶたん自身、チョコたん
だとか、クーたん だとか、名前をつ けてかわいがっ て
いる。 しかしながら、 左平次という古め かしいネーミ
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ングセンスには正 直言って違和感を 覚えた。聖母ル ビ
ーロー ズのイメージに そぐわない。命名 したのがルビ
ーローズだとは限らないが、マハラたちに姐御と呼ば
れるリヴリーなら 、なんとなくわか るような気がし た。
「トン ネルにいたスズ メバチはそのまま ですの？」
振り返 りもせずにルビー ローズが聞いてきた 。
「あれなら、ダー クヤグラ要塞近く の出入り口から 外
に出し たぞ。もっとも 、地上を飛んで舞 い戻ってきた
がな」
「では、地ノ塔へ と続くトンネルが 群れに見つかっ て
しまう かもしれません わね。さっき見た 感じでは、ま
だ群れには見つかっていないのでしょう？」
「うむ。まだだい じょうぶだ。しか し、その危険は あ
る。そ こでだ。一応、 静電機雷で横穴の 入り口を封鎖
しておいた 」
「トンネルがショ ップゲートまで延 びていることは 、
もうご 存じですわよね ？」
知らないまま、こちらに先にいらした

「やはり、そうか。まあ、予想はしていたがな」
「あら？
の？」
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道がまた分岐し て、絶壁側が登 りになった。前よ り
も角度 が急だ。今度は ルビーローズも鎖 をつかんだ。
「そっちは副保安官に任せたからな」
「それで、あなた ひとりですのね。 ということは、 こ
こでな にが起きている か、あなたのほか は誰も知らな
いのかしら ？」
「うんにゃ。横穴 の入り口で助手を 帰した。追っ付 け、
防衛隊 が出張ってくる だろうよ。それま で持ちこたえ
るのだ。いいな、ルビーローズ」
「防衛隊ねえ…… 」
ル ビーローズはなに か言いたそうに 語尾を伸ばした
が、それには触れずに別の話を切り出した。
「助手というと、絵本ジャーナリストのぼくですわ
ね」
「いや、あいつではない。フレイムはヒナたんにつけ
た。あたしが連れ ていたのは団丸だ 」
「団丸 ……！」
ルビー ローズは驚いたら しく、足を止めて振 り返っ
た。急斜面に置か れたはしごの上だ から、振り返っ て
もその 手はしっかりと 鎖をつかんだまま だ。
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「そうだ。かつて 世間を騒がせた、 元怪盗の団丸だ 。
昨日、 刑期を終えて地 下牢獄から出てき たからな」
ルビー ローズが驚くのも 無理はなかった。刑 期を終
えたところで、元 犯罪者だ。元がつ いているからも う
犯罪者 ではない、など と考える者は少な い。元犯罪者
は、再犯前の犯罪者にすぎない。つまり、刑期を終え
たところで、犯罪 者はしょせん犯罪 者なのだ。誰も が
色眼鏡 で見る。
それな のに、そんな元犯 罪者が保安官助手に 採用さ
れて、ＬＩＳＤで 働いていると聞か されたならば、 耳
を疑う のも当然だ。
「助手として手伝ってもらっているが、なに。奴なら
心配はいらない。 立派に更生してい るぞ。罪を犯し た
理由も 聞かせてもらっ た。このあたしが 保証するから、
安心しろ」
「そういうことで したら、かまいま せんわ」
足 を止めて会話する ふたりの横を、 働きアリが追い
越していった。口にくわえた幼虫は、やはりじたばた
ともがいていた。
「そん なことより、こ こでおまえたちは なにをしてい
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るのだ？」
「さあ 、なにかしらね 」
質問に は答えずに、ルビ ーローズは階段を登 り始め
た。
「答え ないつもりなら 、腕ずくで聞き出 すぞ」
「まあ怖い 」
言葉とは裏腹に、ルビーローズは平然としている。
「おい 」
りぶた んは低い声で脅し た。
「そうね……」
ル ビーローズは横を 向くと、片目で りぶたんを見下
ろした。
「！」
階 段の下から、ルビ ーローズの目を 見たりぶたんは
驚いた。値踏みをするような目つきだったが、思わず
ゾクリとする迫力 があった。別にに らまれたわけで は
いすく

ない。 深い緑色の瞳で 、ただ見つめられ ただけだ。し
かし、ルビーローズの眼光はするどく、射竦めるよう
な威圧感があった 。
り ぶたんは本能で悟 った。
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とげ

瞳の中に棘が生えている――と。
とげ

聖 母ルビーローズは ただ者ではなか った。得体の知
れないなにかを内に秘めていた。そのなにかが棘とな
って瞳に現れた瞬 間を、りぶたんは 目撃したのだっ た。
ル ビーローズの人と なりを知ってい るつもりでいた
が、それはとんでもない勘違いだった。上品に振る舞
って猫をかぶって いるだけだと、正 体を見透かした 気
でいた が、それもまた 間違いだった。
ルビー ローズの底が知れ ない。
少なくとも、りぶたんの物差しでは測れない。
つ まりそれは、ルビ ーローズの物差 しのほうが、り
ぶたんのものよりもずっと長いことを意味する。経験
の差からくるもの だろうか。だとし たら、ルビーロ ー
ズはど んな経験を積ん できたというのか 。
りぶた んはふと、目の前 にいるアカゲパキケ の人生
に興味を持った。 なにを見つめ、な にを聞き、なに を

とげ

語って 、これまで生き てきたのだろう。 そして、なに
をしてきた のか。
いったいどんな人生を送れば、瞳の中に棘を生やす
ような 女が誕生するの か。
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見つめるだけで 、相手の心を刺 し貫く眼光。そん な
強さを 、自分も手に入 れたいとりぶたん は思った。し
かしそれは、危険な衝動だった。
確かにルビーローズは姐御だった。確かにルビーロ
ーズは 姐さんだった。 弟分のようにルビ ーローズに付
き従い、強奪事件にも荷担したマハラとチャパティの
気持ちが、りぶた んにも理解できた 。
とげ

い つかどこかで、ふ たりは見てしま ったのだ。そし
て魅入られてしまったのだ。棘を生やしたルビーロー
ズの瞳に。
「上に ついたら、お話 ししましょう。あ なたなら、き
っとわかっ てくれるはず」
ルビーローズは前を向くと、竹のはしごでできた階
段を登 っていった。
りぶた んはすぐには続か なかった。
制帽を脱いで、ＬＩＳＤの紋章を見つめた。濃紺の
生地に 金糸で、翼の生 えたピグミーが刺 繍されている。
ＬＩＳＤの四文字もくっきりとよく見えるように縫い
取られている。
――あたしはＬＩＳＤの保安官だ。
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心の中で声を出 して、りぶたん は自分自身に言い 聞
かせた 。肝に銘じたの だ。
りぶた んはＬＩＳＤの保 安官だ。
ドゥードゥー強奪犯に魅了されるわけにはいかなか
った。
最上階に近づくにつれて、通路が混み始めた。
避 難途中の働きアリ で渋滞している 。お役ご免とな
ったのか、負傷した兵隊アリも列に加わっている。
どうやら、みんなして最上階を目指しているようだ。
という ことは、ひとつ だけ延びていると いう脱出路は
最上階にあるのだろう。そういうことなら、攻め寄せ
るスズメバチを撃 退するための戦闘 力が最上階に集 中
してい た理由にも合点 がゆく。
シロア リで混雑している ので、前に進むのが たいへ
んになった。リヴ リーを襲わない新 種のモンスター と
はいえ 、近づきすぎる と巨体に押しつぶ される危険が
ある。そうはいっても、渋滞した通路では満足に距離
を置くこともでき ない。
や むを得ず、シロア リの脚の下をく ぐり抜けること
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もあった。体の脇 にある脚の、真下 をくぐるのだ。 胴
体と脚 にはさまれてい るから、もしもシ ロアリが動き
出したらたちまち巻き込まれてしまう。
口に卵や幼虫をくわえていても、シロアリの鼻先を
横切る ときは、さすが に生きた心地がし なかった。
渋滞を 縫うように進んで 、りぶたんとルビー ローズ
は蟻塚の最上階に たどり着いた。
が らんとした広間だ った。部屋の中 央にテーブルが
ひとつ置いてあるだけなので、かえって広さが目につ
く。
椅 子は三脚用意され ていた。そのう ちのひとつにチ
ャパティが 腰掛けている。
ちょうどお茶を飲んでいたチャパティは、ティーカ
ップを 口から離してソ ーサーに置くと、 小さくうなず
いて会釈した。赤いターバンに立てられた黒い羽根飾
りが、かすかに揺 れた。
お 茶をすするチャパ ティだけを見れ ばほのぼのとし
た光景だが、広間は籠城戦の最前線だった。チャパテ
ィの正面には兵隊 アリが群がってい る。兵隊アリの 役
目は出 入り口にふたを することだから、 そこに出入り
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口があるのだとわ かる。
そ して、兵隊アリが 群がっているの は一ヶ所だけで
はなかった。その横にも、そのまた横にも、シロアリ
の山ができている 。
「ここ がクイーン・ロ ーズでしてよ。地 底ホール全体
を見渡すことのできる、展望用の広間ですの」
「展望室か。それ でスズメバチが群 がっているわけ だ
な」
「そうですわね。窓代わりの出入り口が全部で五ヶ所
もありますの。籠 城するなら、守ら ずに放棄したほ う
が利口 なのでしょうけ れど、そうもいき ませんわね」
ルビー ローズの視線の先 には、絶壁にあけら れた穴
があった。
モ ンスターがぎりぎ り通れるほどの 穴に、シロアリ
が並んでいる。渋滞は脱出路の中に原因があるらしく、
白い列は遅々とし て進まない。
「おか けになって。お 茶をお出しします わ」
ルビー ローズは椅子を指 して、りぶたんに着 席を勧
めた。
角 材に板を打ち付け ただけの簡素な 椅子だった。角
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張った形状から、 角椅子と呼ばれる タイプだ。工芸 品
のよう なデザインセン スは一切なく、素 人が日曜大工
で手作りした程度の代物だった。
テーブルも椅子同様の作りだった。木枠に板切れを
打ち付 けて天板とし、 角材をつなげて脚 にしている。
釘はすべて天板の上から打ち込んである。どう見ても、
素人細工だ。
ち ゃんとした家具を はるばる持ち込 むのがたいへん
なのはわかる。なにしろ、怪物密林の地下にある蟻塚
の、そのまた最上 階だ。
お そらくは、木材だ けを運び込んで マハラかチャパ
ティが木工細工に励んだにちがいない。作りの荒さか
らして、にわか大 工はマハラだろう か。よく見れば 板
の切り 口がささくれて いる。ノコギリで 切ったあと、
カンナもヤスリもかけなかったと見える。
チャパティなら、もっと丁寧に作り込むはずだ。き
っちり サンディングし て表面をなめらか にし、仕上げ
にニスくらいは塗るだろう。現に、地ノ塔の食堂付近
にあけた壁の穴は 、職人並みの手際 で完璧に修繕し て
いる。
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「どうかしら？

素朴ですてきな感 じでしょう。テ ー

ブルも 椅子も、わたく しが作りましたの よ」
「………… 」
りぶたんは返事に困った。お世辞も言えずにだまり
こんだ 。
しぼっ たタオルを鉢巻き 代わりに頭に巻いて 、口に
釘をくわえて金づ ちを振るう聖母の 姿は、あまり想 像
したく はなかった。
「粗茶です が」
ルビーローズはへりくだって見せたが、マナーはほ
められ たものではなか った。というのも 、お茶をいれ
たのはルビーローズではなくて、チャパティだった。
チャパティはやどかり亭の主だ。ルビーローズが局
長を務 める食糧局の、 副局長でもある。 フードを専門
に取り扱う管理リヴともなると、自分専用の食料を用
意できるらしく、 お茶はチャパティ のフードボック ス
から取 り出された。
フード ボックスは、リヴ リーの持つ霊能力で 作られ
ている。
リ ヴリーには不思議 な力がある。霊 子を自在に操る
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力だ。この世もあ の世も、三千世界 のすべては霊子 で
構成さ れている。霊子 を元に万物を創造 することを造
化といい、万物を元の霊子に戻すことを霊化という。
ドゥードゥーに触れることで霊子に分解し、分解さ
れた霊 子を魂魄に取り 込んで宝石をこの 世から消して
しまうように、食料もあらかじめ霊化獲得している。
食事は日に三度も あって頻繁に造化 するから、霊能 力
でフー ドボックスを作 って効率化してあ る。複雑な手
順を踏まなくても、手軽にいつでもごちそうにありつ
けるわけだ。
そ のフードボックス の中から、ティ ーカップとソー
サーが出てきた。飲み物は初めから注がれており、湯
気が立っている。
「のん きに茶など飲ん でいる場合か」
りぶた んは断った。
目の前には五ヶ所も出入り口があって、攻防戦が繰
り広げ られている。た ったひとつの脱出 路は渋滞して
おり、避難はまったく進んでいない。茶をすすってく
つろぐ気にはとて もなれなかった。
「いい から座ってお飲 みなさい。このお 茶は、ツマグ
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せん

れいちや

ロヒョウモンの幼 虫を乾燥粉末にし て煎じた霊茶で す
のよ。 ほんのちょっぴ りですけれど、霊 力を回復する
効能がありますわ。あなた、けっこう大技を使って消
耗しているでしょ う。保安官」
チ ャパティはルビー ローズにも茶を 出した。エプロ
ン姿のハナマキが給仕をすると、ウェイターにしか見
えなかった。
ル ビーローズは給仕 されるのが当然 とばかりに、礼
も言わずにカップを手に取り、口をつけた。聖母や女
神というよりも、 なにやら女王のよ うな風格が漂っ て
いる。 広間の名称がク イーン・ローズと いうのも、な
にやらうな ずける話だった 。
「おいら、穴の中 を見てくるです」
チ ャパティは自分が 使っていたティ ーセットをフー
ドボックスにしまった。テーブルを片付けるその姿は、
でし たら、マッハにも お茶を差し入

やっぱりウェイタ ーのようだった。
「あら 、そう？
れてあげて ね」
「渋滞もなんとか してみるです」
「お願 いね」
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鼻の長いウェイ ターは、てくて くと緊張感のない 足
取りで お茶の出前に向 かった。
眠たげ な目つきで物静か に話されると気が弱 そうに
見えるが、チャパ ティはお茶会の暗 殺者との異名を 持
つリヴ リーだった。実 際には誰も殺して いないが、モ
てだ

ンスターに一撃でフルダメージを与えるほどの手練れ
である。
見 た目にそぐわない 戦闘能力を持つ という点で、ル
ビーローズに勝るとも劣らない管理リヴだった。
「マハラは穴の中 か？」
り ぶたんはテーブル についた。
消耗し た霊力を多少なり とも回復できるので あれば、
いな

否やはない。それ に、かれこれ六時 間は籠城してい る
だけあ って、ルビーロ ーズ一味には余裕 もあるようだ。
きんぱく

あわてるほど緊迫した戦況ではないと見える。
「ええ、そうです の。モグラコオロ ギたちの指揮を 執
ってお りますわ。マッ ハに任せると、掘 り進める速さ
が全然ちがうから不思議ね。その代わり、まっすぐ前
にしか進みません けれども」
「いけ いけどんどん、 か」
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慎重に測量する チャパティを尻 目に、マハラがい け
いけど んどんでモグラ コオロギにトンネ ルを掘らせて
いると団丸は見立てたが、どうやら的中していたらし
い。そして、穴の 中にいたから、マ ハラは城の防衛 に
大技を 繰り出すことも なかったわけだ。
「では、い ただこう」
りぶたんはティーカップを手に取った。陶製のカッ
プだっ た。白地に青い 染め付けが鮮やか だ。
陶器を 焼くときに、酸化 コバルトを含んだ顔 料で下
絵を描くと、青い 色が出る。
白 地のソーサーは外 周部分がミッド ナイトブルーに
彩られていた。暗い青は深みがあって、地色がより輝
いて見える。
同 じく白地のカップ には、やどかり 亭のトレードマ
ークであるハーミット・クラブが描かれていた。図案
化されたヤドカリ が、カップの内と 外でスレートブ ル
ーに染 まっている。紫 がかった青い色を したハーミッ
ト・クラブは高貴な紋章のようだ。
りぶたんの体色はひと言でいえば青紫だが、スレー
トブル ーよりもちょっ ぴり淡いミディア ムスレートブ
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ルーが基本色にな っている。手にし たティーセット は
スレー トブルーにミッ ドナイトブルーだ から、まるで
あつらえたようにりぶたんにぴったりの色合いだった。
「わたくし、この 地底ホールにね… …」
話 を切り出したとこ ろで、ルビーロ ーズはひと口お
茶をすすっ た。
つられて、りぶたんもカップに口をつけた。
ツ マグロヒョウモン の霊茶は、にお いも味も紅茶の
ようだった。見た目もそっくりだ。紅く、茶色く、澄
んでいる。砂糖な どは添加されてお らず、ほどよい 渋
とば

味があ る。
「賭場を開こうと思いますの」
「ぶふっ」

ば くち

り ぶたんは思わずむ せた。あまりに 唐突な告白だっ
た。
賭場とは博打をする所だ。つまり、ギャンブル場で
ある。 聖母と慕われる ルビーローズが、 暗い地底に賭
場を開いて自ら胴元となり、博打で荒稼ぎを企んでい
るなどと、なにか の聞き間違いとし か思えなかった 。
ル ビーローズの話は 続いた。
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とんでもないそ の内容に、りぶ たんはティーカッ プ
を持っ たまま、お茶を 飲むのも忘れて聞 き入った。
モンスターとリヴリーの争いは絶えない。
見 つけ出されて狩ら れるモンスター がいる。逆襲さ
れて命を落とすリヴリーがいる。
死ぬのは決まってリヴリーだ。モンスターはリヴリ
ーを殺 せるが、リヴリ ーはモンスターを 殺せない。少
なくとも、技では殺すことができない。
殺せない相手とわかっていて、ハンターは今日もモ
ンスタ ーを倒しにゆく 。
その一 方で、モンスター を愛護するリヴリー もいる。
攻撃能力のないモンスターをかわいがり、ペットと
して飼 いたいと願う。 せめて気分だけで も味わおうと、
あまた

ほふ

モンスターに変身したりもする。攻撃能力があっても
敬愛の対象となり うる。数多のリヴ リーを屠ってき た
凶悪な モンスターのフ ァンも少なくはな い。
中には 、怪物情報交換掲 示板をのぞいて狩り 場に乱
入し、ハンティン グを妨害するリヴ リーもいる。荒 ら
のの し

し と 罵 ら れ て も 、 自 身 の正 義 を信 じ て 疑わ ず 、抵 抗
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し続ける。結果、 モンスターそっち のけでリヴリー 同
士の戦 いが始まること もある。
争いは なくならない。絶 対に。
なぜなら、この世は地獄だからだ。
あ の世に行けば、天 国はあるのかも しれない。だが
地獄なら、わざわざあの世まで探しに行く必要はない。
この世にいくらで もある。
こ の世は殺しの世界 である。
生きる ためには殺さなけ ればならない。殺し て食わ
ねばならない。
そ れは当然のことだ から、殺して食 らう者はなにも
感じない。しかしながら、もしも自分が殺されて食わ
れるのであれば、 この世の悲惨な現 実を思い知るこ と
だろう 。
なにも 食い殺されるため に生まれてきたので はない。
そんなことなら、 いっそ生まれてこ ないほうがよか っ
た、と 。
肉食だ からいけないのだ 、草食になれば世界 は平和
むさぼ

になると、思い違 いをする者もいる 。殺して食らう 者
は

の 常 と し て 、 草 を 食 みな が らも 自 分 が 命を 貪 っ て い
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る事実に気づかな い。
植 物も生きている。 命が宿っている 。足がないから
逃げ出せないだけ。声が出ないから悲鳴を上げないだ
け。目がないから 涙を流せないだけ 。
し かし、まったくな にもできないわ けではない。植
物だって身を守るために武装する。
身近な食べ物であるジャガイモも、芽に毒があるの
はよく 知られた話だ。 ソラニンという名 のこの物質を

とげ

とげ

摂取して中毒を起こすと、ときに命を落とすこともあ
る。
き れいな花には棘が あるというが、 棘はなくても毒
がある。水仙に水芭蕉。スズランもパンジーも。シク
ラメンだってクレ マチスだって。ど れも有毒植物だ 。
別 にこれらの植物だ けが特殊なので はない。ほかに
も、多くの草木が毒を持つ。食い殺されないように。
食った者が苦しむ ように。食った者 が絶命するよう に。
毒を持 つ。
動物が いなくなって植物 だけの世界となって も、殺
しはなくならない 。
よ りたくさんの日光 を浴びることが できるようにと、
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しお

草木は競って葉を 広げる。争いに敗 れたならば、葉 陰
で萎れ て死んでゆく。
ちゃくせい

争いに 勝って高く大きく 成長しても、安心は できな
い。 日 の 当 た る 樹 上 に 根 付 く植 物 が ある 。 着 生 植 物
という 。初めから木の 上で発芽して、そ れから地面に
根を下ろす。元からそこにいた木を根で覆うと、絞め
殺して枯らしてし まい、その木が支 配していた空間 を
そっく り乗っ取る。
動物の 世界も、植物の世 界も、殺し殺される ことが
前提となっている 。
な ればこそ、この世 は地獄なのだ。
地獄に は地獄の流儀があ る。天国を夢見るの は自由
だが、地獄の住人 であるという現実 から目を背けて は
ならな い。
争いご とをやめましょう というのは天国の理 屈だ。
きれいごとを抜か せばさぞかし心地 よいだろうが、 生
きるた めにシマミミズ を食い殺し、血塗 られた唇でな
にをほざこうとも、偽善者のたわごとでしかない。
そのシマミミズに平和を訴えられたらどうするのか。
争いご とをやめましょ う、もう食べない でください、
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お願いだから殺さ ないでと哀願され て、貸す耳はあ る
のか。
耳を貸 せば餓死が待つ。
争わないということはそういうことだ。究極的には、
死を意 味する。死んで しまえばもう、誰 と争うことも
ない。
う

まっ と

だが、死ねない。死ぬわけにはいかない。ひとたび
こ の 世 に 生 を 享 け た から に は、 天 寿 を 全 う す るそ の
日まで、石にかじりついてでも生き抜かねばならぬ。
腹が減ったら食う。生き物を喰らい殺す。命を貪る。
それが この世という名 の、地獄の掟。
ゆえに 、争いはなくなら ない。この世では、 地獄で
は、争うことが正 しいのだから。
し かし、本当だろう か。
本当に 、争うことが正し いのだろうか。
生きるためには食べる必要があり、争わざるを得な
い。
では、 食べない争いはど うなる。食べる必要 がない
のに、そこでも、 ここでも、いつで も誰かが争って い
る。
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いったいなぜ、 リヴリーとモン スターは争うのだ ろ
うか。
リヴリ ーはモンスターを 食べない。モンスタ ーもリ
ヴリーを食べない 。ならば争う必要 がどこにある。
そ もそも、この世は 本当に地獄なの か。仮に地獄だ
として、地獄のままでいいのか。確かに天国に変える
ことは、できはし ない。だが、似せ ることならでき な
くもな い。たとえ偽り の天国であろうと も、真の地獄
よりは救いがありはしないか。
ひんじゃ

ほど こ

ぜんこう

世の中には偽善者がいる。世間にいい顔をしようと、
きんまんか

金満家 が貧者に 施 しを して得意気にな る。
醜い行為だ。偽りの善意で徳は積めない。善行は
あがな

購 えない。
と ころがだ。
きしゃ

偽善の 喜捨でも金は金。 偽りの善意であって も貧者
は助かるのだ。
な にもしない善人よ りも、行動する 偽善者のほうが
世のために 尽くしている。
ならば行動しようではないか。善人でなくてもいい。
偽善者 でいい。悪党と 呼ばれてもかまい はしない。
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いや、むしろ。
たっかん

地獄のこの世では、悪こそ正義――！
「そう達観してしまえば、ドゥードゥー強奪犯の悪名
も、逆に誇らしく 思えましてよ」
カ ップに残っていた お茶を、ルビー ローズは飲み干
した。
「いやはやなんと も。とんでもない 理屈があったも の
だ。盗 人にも三分の理 というやつか」
りぶた んはカップをソー サーに戻した。
お茶を注いだだけのティーカップがことのほか重か
った。
「明かりが欲しくて盗みを働いたのはわかっている。
その明かりはこの 城を照らすために 必要だった。そ し
て城を 石英で造らせた のは、城全体を光 らせて地底ホ
ふざ けるな。だいた い、

ールの照明とするためだな。しかし、明るくしたかっ
たのは賭場を開く ためだと？

リヴリ ーとモンスター の争う話が、博打 にどうつなが
るというのだ。どっちが勝つか、賭けるとでも……」
そこまで話して、りぶたんは急にだまった。
賭 けるのだ。ギャン ブルは賭け事。 リヴリーとモン
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スターが戦って、 いったいどちらが 勝つのか、それ を
賭けて 楽しむのだ。
「いいえ。 ちがいます」
ルビーローズはきっぱりと否定した。
「リヴ リーとモンスタ ーは戦いません。 それではリヴ
リーに死人が出ますわ。食べないのだから、殺さない。
殺さないのだから 、争わない。でも 、この世はしょ せ
ん生き 地獄。天国でも ないのに、天国の ように絶対に
争わない世界なんて、望んでも無理ですわね。ですか
おま えの話は、争わな いようにする

ら、争いを認めま すの」
「認め るだと？

話ではなかったのか。あたしにはそう聞こえていたが
な」
「もち ろん、そうです わ。争わないよう にするために、

みけん

争いますの よ」
「…………」
り ぶたんは眉間にし わを寄せた。い ったいなにを言
っているの かと思った。
「モンスター・ス カーミッシュ。わ たくし、そのよ う
に名付 けることにしま した」
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ルビーローズは 席を立った。
散 策するように周囲 を歩きながら、 話を続けた。
スカーミッシュとは小競り合いという意味だ。
つ まり、モンスター ・スカーミッシ ュはモンスター
による小規模戦闘ということになる。
早い話が、格闘技だった。
致 命傷を受けないよ うにモンスター に防具を着け、
戦わせる。どこにどんな防具を着けるのか、そしてど
う戦うのか、指揮 はリヴリーが執る 。これをモンス タ
ー・コ マンダーと呼ぶ 。戦うほうはモン スター・ソル
ジャーだ。
モンスターの対戦相手はモンスターであり、リヴリ
ーが戦 うのは相手ソル ジャーを指揮する コマンダーと
なる。モンスターとリヴリーが組んで、それぞれ肉弾
戦と頭脳戦を行う わけだ。
争 わないようにする ためには、争わ なければならな
い。
リヴリーには闘争心がある。すべてのリヴリーがそ
うだと は言わないが、 少なくともハンタ ーにはある。
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一方、モンスター には闘争本能があ る。出会っただ け
でリヴ リーに襲いかか り、一発もらった だけで執拗に
反撃する。
ハンターは戦いを楽しんでいる。戦うことで満足を
得てい る。パークに居 座って移動しない モンスターも、
結局は戦いを楽しんでいると言えるかもしれない。
なにごとも、満足すれば快感を覚える。気持ちがい
とりこ

いから 楽しむのだ。脳 内で麻薬のような 物質が分泌さ
れ、快楽の 虜 となる。
悪いことはいけませんと戦いを禁止することはたや
すいが 、禁止したとこ ろで守られはしな い。脳内麻薬
を求めて、ハンターは戦うことをやめはしない。
そこで、モンスター・スカーミッシュの出番となる。
代 償行動という言葉 がある。目的を 果たせなくなっ
たときに、よく似たなにかを新しい目的に据えて、そ
れを果たすことで 満足しようとする ことをいう。
た とえば、フィット ネスのために山 歩きをするつも
りだったのに、あいにくの大雨で断念し、代わりに屋
内プールで泳ぐと いうのも代償行動 となる。山で運 動
できな いから、プール で運動して満足す るわけだ。
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リヴリーとモン スターが繰り広 げる無益な実戦を や
めさせ る代わりに、代 償行動として、モ ンスター・ス
カーミッシュを催す。ルールに則った格闘技で戦わせ
て、そこに満足感 を見いだしてもら う。
戦 闘のスポーツ化で ある。
もちろ ん、ファイトマネ ーが出る。金額は勝 敗によ
って増減する。
金 が動けば、それは 立派な経済活動 だ。さらに推し
進めて、ハンターだけでなく、豪商などの富裕層も引
き込む。モンスタ ー・オーナーの誕 生だ。
モ ンスターの保有に は、高額の保有 権料を設定する。
ただし、株式化して流動性を確保しておく。全権オー
ナーになりたけれ ば、全株を取得す ればいい。資金 に
乏しい なら、小口で株 を買って株主のひ とりになれば
いい。
モンスター株を持っていれば、ファイトマネーから
配当が 出る。株が値上 がりしたなら売っ てもいい。株
の売買だけで財を成すことも可能だ。
全権オーナーや、株の過半数を取得した株主はモン
スター ・ブリーダーに なることもできる 。自分が保有
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さくしゅつ

するモンスターと 同種のモンスター を掛け合わせて 、
よ り 強 い モ ン ス タ ー を 作 出 す るの だ 。 誕生 し たモ ン
スターは競りにかけたりして市場で売却してもいいし、
そのまま自分で保 有してもかまわな い。
いと

金 持ちは体を動かし て労働すること を厭うだろう。
モンスターを鍛えるのは面倒だ。また、そういった能
力があるとは限ら ない。そこでモン スター・トレー ナ
ーが登 場する。モンス ターを預かって鍛 え上げる専門
職だ。
か弱いモンスターを格安で購入して全権オーナーと
なり、 名ばかりのトレ ーナーも兼ねれば 、モンスター
をペットとして飼うことが可能になる。あくまでも繁
殖用ということに しておいて、スカ ーミッシュに参 戦
させな ければいい。
そして 、試合の日がやっ てくる。腕に覚えの あるオ
ーナーは自分自身 がコマンダーを務 めるだろう。自 信
がない なら、腕の立つ コマンダーと契約 することにな
る。つまり、モンスターを保有できるほどの財力がな
くても、腕さえよ ければ試合に出て 稼ぐことができ る。
修 行中の無名コマン ダーにはレンタ ル・モンスター
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を貸し出す。レン タルされるくらい だから決して強 く
はない モンスターだが 、腕を磨いて勝ち 抜き、名をあ
げれば、強いモンスターを保有するオーナーから声が
かかるようにもな る。
試 合は個人戦と団体 戦を用意する。
個人戦 は一対一、団体戦 は三対三の戦いだ。 団体戦
といっても、コマ ンダーが三人集ま る必要はない。 ひ
とりで 三匹のモンスタ ーを指揮するのだ 。団体戦も、
試合そのものは一対一で行われる。三匹のモンスター
・ソルジャーを先 鋒・中堅・大将に わけ、順番に出 場
させる 。そうなるとモ ンスターを出す順 番も勝敗の鍵
を握ることになり、予想が難しくなる。
そう、予想である。
せ っかくの試合に金 を賭けない手は ない。ギャンブ
ル化して、より多くのリヴリーが楽しめるようにする
のだ。
ハ ンターはモンスタ ーを倒してドゥ ードゥーを獲得
かす

することも目的とする。危険な戦闘には参加せずに、
ちゃっかりドゥー ドゥーだけを掠め 取る輩も多い。 戦
闘はし ないが、お宝は いただくというの だから、せめ
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て自腹を切って賭 けてもらおう。
モ ンスター・オーナ ー。
モンス ター・ブリーダー 。
モンスター・トレーナー。
モ ンスター・コマン ダー。
それに 、ギャンブラー。
モンスター・スカーミッシュの開催で雇用が生まれ、
金は動 き、経済は活性 化する。課税すれ ば税収も見込
める。なによりも、戦闘をスポーツ化したために実戦

あい あらそ

がなくなる。モン スターに殺される リヴリーはいな く
なる。
す な わ ち 、 リ ヴ リー と モ ンス タ ーが 相 争 う こと な
く、共存共栄する 社会が誕生するの だ。
「これ がわたくしの考 えた、アンダー・ ザ・ローズ計
画ですわ！ 」
ルビーローズは両手を広げて天を仰いだ。
とうぜん

り ぶたんに背中を向 けているので顔 は見えない。雰
囲気から察するに、目を閉じて陶然としているようだ。
きっとルビーローズには見えているのだろう。ネオ
ンサイ ンがきらめく地 底ホールで熱狂す るリヴリーた
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ちの姿が。スポー ツや賭け事に夢中 となって、殺し あ
いを忘 れてしまったリ ヴリーたちの姿が 。強いモンス
ターはリヴリーたちのヒーローだ。もう誰も、憎んだ
りはしない。
「…… ……」
りぶた んは無言だった。
なにも言わずに、お茶を飲んだ。
ア ンダー・ザ・ロー ズ計画。秘密の 計画。
秘密も なにもあったもの ではない。熱く語る ルビー
ローズに思わず引 き込まれてしまっ たが、計画は妄 想
にすぎ なかった。実現 不可能だ。
まず第 一に、どうやって モンスターを飼い慣 らすの

あのロー ズウッ

ジョロウグ

か。なるほど、モ グラコオロギやシ ロアリならば飼 い
オオカマキリはどうする？

慣らせ るだろう。だが 、スズメバチは？
モは？
ドを飼い慣らせる ものか。

次 に、秘密の計画で どうやって参加 者を集めるのか。
声を潜めて募ったのでは誰も来ない。宣伝すれば露見
する。博打は御法 度だ。ギャンブル そのものは、金 を
りっ

賭けた ただのゲームで しかない。だが、 自分を律する
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ことのできない者 がギャンブル中毒 を起こして賭け 事
に依存 し、身を滅ぼし てしまうために禁 止となってい
る。大々的に賭場を開くなど、寝言もいいところだ。
そして最後に、どのようにして捕縛を逃れるつもり
なのか 。ルビーローズ はドゥードゥー強 奪犯である。
犯人一味の首謀者だ。罪は重い。保安官を前にして逮
捕もされずにのう のうとしていられ るのは、籠城戦 の
ゆうよ

しゃ

真っ最 中という非常事 態だからだ。言う なれば、戦時
めん

特例である。逮捕を猶予されただけのことであり、赦
免されたわけでは ない。

天 国を夢見るなとい いながら、ルビ ーローズ自身は
夢を見てい る。
地獄の現実を直視しろといいながら、ルビーローズ
自身は 目を閉じている 。
目を開 ければ、たちまち 夢から覚めるはずだ 。ルビ
ーローズの目の前 で、兵隊アリが出 入り口を守って い
る。蟻 塚の外にはスズ メバチの大群がい る。
みんな でスポーツをして いるのではない。こ れは戦
争だ。殺しあいを している。
「！」
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お茶を飲むりぶ たんの目が、テ ィーカップの模様 に
吸い寄 せられた。
カップ にはハーミット・ クラブが描かれてい る。や
どかり亭のトレー ドマークだ。
ル ビーローズ一味に はチャパティが いるではないか。
おっとりしているように見えても、頭は切れるし、知
恵もある。そのチ ャパティが、アン ダー・ザ・ロー ズ
計画の ほころびに気づ かないわけがない 。
ルビー ローズが自分の考 えに陶酔し、マハラ が闇雲
に突っ走っても、 チャパティが帳尻 を合わせる。地 ノ
塔の食 堂付近にあけた 壁の穴はきちんと 修繕されてい
る。地底トンネルはしっかりと目的地にたどり着いて
いる。光る城は後 々の照明まで考慮 して建築されて い
る。
一味の 役割分担は明確だ 。計画し、指示をす るのは
ルビーローズ。調 達し、推進するの はマハラ。修正 し、
補佐を するのがチャパ ティだ。
という ことは、三つのほ ころびにはすでに修 正案が
用意されているに ちがいなかった。 どんな案かはわ か
らない が、予想するこ とはできる。
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モグラコオロギ もシロアリもリ ヴリーを襲わない の
だから 、その理由さえ 解明できれば、凶 暴なモンスタ
ーにも応用できるのかもしれない。
ギャンブルは解禁してしまえば、違法ではなくなる。
ア ンダー・ザ・ロー ズ計画が管理リ ヴ委員会に承認
されたならば、ドゥードゥー強奪事件は勇み足という
ことで不問に付さ れるだろう。
も しも予想どおりな ら、ほころびは 繕われて、ルビ
ーローズの計画は動き出す。いや、すでにもう見切り
発車で動き出して いる。
まいしん

く

ル ビーローズはルビ ーローズなりに 答えを出して、
目的に向かって邁進している。それは奇しくも、りぶ
たんと同じ目的だ った。
リ ヴリーとモンスタ ーが相争うこと なく、共存共栄
する社会。
りぶたんにはルビーローズほどに明確なビジョンは
なかっ た。ヒナタにも ない。あれば、と っくの昔にり
ぶたんと話し合っている。りぶたんとヒナタはとりあ
えず、なにをする にも力が必要と考 えて、防衛隊に 入
隊して 戦闘力を磨いた だけ。そして、戦 う力だけが力
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ではないと気づき 、権力を求めてＬ ＩＳＤを手に入 れ
ただけ 。
そこか ら先をどう進むか は、いまだ霧の中だ った。
２
シロアリが悲鳴を上げた。
兵 隊アリがギィと叫 んだ。
叫んで 、消えた。出入り 口の外に引きずり出 された
のだった。
ぽ っかりあいた穴か らスズメバチが 顔をのぞかせた。
いやらしい目つきでアカゲパキケを見て、ミミマキム
クネを見た。表情 はなにも変わらな いが、舌なめず り
するよ うな感じだった 。
右端の 出入り口でも悲鳴 が上がった。白い巨 体が吸
い出されるように 消えた。
左 端でも起こった。 五ヶ所もある出 入り口で、兵隊
手を 貸しなさい！」

アリが次々と外に引きずり出されていった。
「保安官！

ル ビーローズは中央 の出入り口前に 仁王立ちとなっ
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た。
ほ

「おう っ！」
ひと声 吼えてから、りぶ たんはティーカップ に残っ
ていたお茶をあお った。
援護を

押す のではなく、

反撃して数を減らすのよ！

「敵は 戦法を変えてき ましたわ！
引いていま す！
お願い！」
「任せ ろ！」
りぶた んはルビーローズ のそばに駆け寄った 。
そ

自分が保安官だからと、指揮権を主張するような愚
かなこ とはしなかった 。ルビーローズの 勢いを削ぐこ
となく、すんなりと従った。ここはルビーローズの城
だ。出入り口を守 っているのはルビ ーローズの配下 だ。
指揮を 執るのに最適任 なのは誰か、考え るまでもなか
った。
「お下がり！」
はんみ

ル ビーローズは兵隊 アリに命令した 。
同時に 、右足を前に出し て半身に構えた。左 腕は肘
を突き出すように して後ろに引いて 、握った拳を腰 に
ブイ

当てて いる。指先まで 伸ばした右腕はＶ 字に曲げ、体
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の正面で盾のよう にしている。
た だの盾ではなかっ た。肘から先に 風が巻き付いて
いる。
りぶたんは右腕を伸ばした。伸ばした右腕に左手を
添えた 。六つの石がう なりを上げて回転 する。ガトリ
ング・スリングだった。ショットガンではない。散弾
を使うと、シロア リに当ててしまう 恐れがある。通 常
弾なら その心配はいら ない。
それに 防御範囲は出入り 口の大きさに限定さ れる上、
ガトリング銃で連 射するのだから通 常弾でも不足は な
かった 。
「ローズ・ ストーム！」
シロアリが下がるタイミングに合わせて、ルビーロ
ーズは 薔薇の竜巻を放 った。Ｖ字に構え ていた腕をま
っすぐ伸ばして出入り口に突きつけた。
腕に巻き付いていた風が大きさを増しながら飛んで
いった 。
シロア リが下がったので スズメバチは我先に 乱入し
ようとしたが、真 正面から薔薇の竜 巻を食らって吹 き
飛ばさ れた。
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放たれた竜巻は 蟻塚の外で巨大 化し、宙を飛ぶス ズ
メバチ を呑み込んだ。 しかし、呑み込ま れたのは進路
上の敵だけだ。蟻塚にはスズメバチが群がっている。
出入り口の前にお らず、壁に張り付 いている者には 、
なんの 影響もなかった 。
邪魔だ った味方が消えた ので、周囲にいたス ズメバ
チが出入り口に押 し寄せた。
り ぶたんはそれを迎 え撃った。ガト リング銃をうな
らせて、一匹たりとも侵入は許さなかった。
「お戻り！」
おおあご

女 神の命令を受け、 下がったシロア リが出入り口に
突進した。大顎で敵を突き飛ばした。撃たれたダメー
ジで身動きできな いでいるスズメバ チは簡単に排除 さ
れて、 出入り口の外へ と押し戻された。
「さすがですわね、保安官。みごとな援護ですこと」
少し余裕を取り戻したのか、ルビーローズの口調が
やわ

和らい だ。
「任せろと言った。だが、安心するのはまだ早い。次
に取りかかるぞ」
言 葉を交わす間にも 、右横の出入り 口でシロアリが
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引きずり出された 。中央の敵を撃っ ても、出入り口 は
ほかに 四ヶ所もある。 そして、敵の数を 減らしたとこ
ろで、すぐに埋まってしまう。
「でも、わたくし――」
「わか っている」
りぶた んはルビーローズ に最後まで言わせな かった。
「ローズ・ストー ムは連発しように も、待機時間が 長
いのだ ろう。だから、 その間はあたしが 攻撃する。レ
ールガン・スリングで追い払うのだ。あれは連射が利
くからな」
「そう ね。そうしてく ださる？」
「次は右だ。右端まで行ったら、そこは捕縛ネットで
ふさぐ。浮いた戦力はほかの出入り口に回せ。いい
な」
「了解した わ」
今度はルビーローズがりぶたんに従った。
互 いに我を張ろうと はしないので、 ぶっつけ本番の
タッグでも連携に不安はなかった。
ルビーローズの命令で、中央右の出入り口を守る兵
隊アリ が下がった。り ぶたんはレールガ ン・スリング
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で砲撃した。砲弾 には榴弾を選択し た。乱入しよう と
するス ズメバチに応じ て、轟音が三度響 き渡った。
レール ガン・スリングも 、壁に張り付いてい て出入
り口の前にいない スズメバチには効 果がない。周囲 の
スズメ バチがすぐに入 り込もうとしてく る。そのまま
レールガンで撃ち払ってもいいのだが、それではほか
の出入り口の始末 に取りかかれない 。
三 度砲撃したあと、 りぶたんはガト リング銃に切り
替えた。押し入ろうとするスズメバチをその場に釘付
けにして、ルビー ローズがシロアリ にふたをさせた 。
右 端の出入り口もり ぶたんが担当し た。砲撃し、銃
撃し、捕縛ネットでふたをした。六つの楔が石英の結
晶にがっちりと食 い込んだ。そうそ う簡単には抜け な
いだろ う。網を咬み破 られない限り、ネ ットは持ちそ
うだ。
右端を守っていたシロアリは、ルビーローズが分散
させて ほかの四ヶ所に 回した。兵隊アリ を引きずり出
されて薄くなった守りも、厚みが戻った。
「おまえ……」
り ぶたんをそっと押 しのける者がい た。
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おおあご

一匹の兵隊アリ が捕縛ネットの 守りに志願してき た。
ハサミ のように突き出 した大顎を、片方 咬み折られた
兵隊アリだった。頭には穴があいている。
それは、ずっと下の階ですれ違った兵隊アリだった。
傷口を 見ればわかる。
重傷を 負ってお役ご免と なり、よろめく足取 りで避
おの

難しようと脱出路 を目指し、最上階 までようやくた ど
り着い たところで巣の 危機を知って、傷 ついた己が身
おおあご

も顧みず、戦線復帰を決意したのだ。
武器となる大顎が片方しかなくとも。盾となる頭部
に穴が あいていようと も。捕縛ネットの 守りならでき
るぞ、と。
兵隊アリはもう一度、首を振るようにして頭でそっ
と、り ぶたんを押しの けた。触角でミミ マキムクネの
胸をつついた。ここは任せろ。そう言っているようだ
った。
モ ンスターと会話は できない。表情 もわからない。
シロアリには目がないから、目を見て判断することも
できない。けれど も、傷ついた兵隊 アリの思いはり ぶ
たんに しっかりと届い た。
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「いいだろう。お まえに任せよう」
り ぶたんは兵隊アリ に声をかけた。
捕縛ネ ットで負担が減り 、守る出入り口は四 ヶ所と
なった。
「今度 はわたくしが」
左端の 出入り口でルビー ローズが構えた。
「よし」

あ あっ」

ガ トリング銃を床に 向け、りぶたん は左端へと走っ
た。
「お下がり！

命 令を下すと同時に 、ルビーローズ が声を漏らした。
敵の圧力を下げて間もない中央出入り口で、一気に三
匹のシロアリが引 っこ抜かれたのだ った。
「ちぃ ！」
りぶた んは両腕をガトリ ング銃に変えると天 井に向
け、その場で足を 止めた。ちょうど 中央出入り口と 左
端出入 り口の中間だっ た。正面には別の 出入り口があ
る。そこでもシロアリが引きずり出されてゆく。
一気に三匹も抜き取られた中央出入り口は守備がス
カスカ になってしまっ た。予備の戦力が 即座に穴を埋
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めにかかったもの の、攻め寄せるス ズメバチがひと 足
先に頭 をねじ込んでい る。これでは守備 ラインがそろ
ほうかい

わない。なんとか押し戻せたなら問題はないが、失敗
すればラインは崩 壊する。
侵 入しかけの敵モン スターは、ひと まず撃ち払うべ
そっちと両方 みる！」

きだとりぶ たんは判断した 。
「真ん中も下げろ ！
り ぶたんは両腕のガ トリング銃をそ れぞれ右と左に
向けた。
「ローズ・ストー ム！」
左 端のシロアリはす でに後退を始め ている。ルビー
ローズは先 に技を放った。
後退したシロアリがルビーローズとりぶたんの間に
しやせん

割り込 んだ。りぶたん の射線がふさがれ た。シロアリ
の巨体が邪魔をして、左端出入り口の援護ができない。
「ええいっ」
り ぶたんは割り込ん だシロアリに走 り寄ると、その
ままの勢いで白い体を駆け上がった。ジャンプをして
シロアリの脚を踏 み台にし、背中の 上に飛び乗った 。
くず

丸みの ある背中でバラ ンスを崩さないよ うに、足で立
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たずに尻で座り、 馬乗りになった。
シ ロアリの背中に飛 び乗ってみれば 、左端出入り口
かんげき

はいままさに突破されようとしていた。薔薇の竜巻が
吹き抜けていった 間隙を突いて、ス ズメバチが胸ま で
入り込 んでいる。
りぶた んは両腕を向けて 、二丁ガトリング銃 を乱射
した。
一 方、中央出入り口 ではさらにもう 一匹が悲鳴を残
して引きずり出されていった。劣勢は明らかだ。頭を
ねじ込んだスズメ バチの前脚が、広 間の中に入り込 ん
ほう

でいる 。床に鉤爪を立 てて、体を引っ張 り込もうとし
ている。スカスカの守備は押され気味で、ラインは崩
かい

壊寸前だ。
し かし、援護はでき なかった。銃撃 すればシロアリ
を撃つことになる。シロアリを撃ってしまえば、その
瞬間に出入り口は 突破される。
「お戻 り！」
ほうかい

ルビー ローズは左端出入 り口をふさぎにかか った。
割り込んだシロア リの体が邪魔をし て、守備が崩壊 し
かかっ ている中央出入 り口は目に入って いない。
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「だいじょうぶ！

おいらが！」

赤 いターバンのウェ イターが駆け戻 ってきた。
ハナマ キが長い鼻を中央 出入り口のスズメバ チに向
けた。
なかあし

ス ズメバチは広間に 中脚まで差し入 れている。出入
り口を突破しようとしている。まわりにはシロアリが
いるから、下手に 攻撃すると同士討 ちとなる。
「フッ 」
チャパ ティは鼻から大き く息を吐いた。一瞬 、鼻が
ふくらんだ。しぼ んだときには、鼻 の穴からなにか が
飛んで いった。
飛んで いったものは、吹 き矢だった。
スズメバチの顔面に吹き矢が刺さった。細長い円錐
形をし た黒塗りの矢だ 。それが同時に二 本刺さった。
ダメージを受けて動きが止まったスズメバチは、次の
瞬間にはその場に くずおれた。吹き 矢には即効性の あ
る麻酔 薬が仕込まれて いた。
チャパ ティの専用攻撃技 は「深い眠りの吹き 矢」と
いった。呪文は短 く、ブローのひと 言だ。
吹 き矢も麻酔薬もリ ヴリーの霊能力 で作られている
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のだが、チャパテ ィの専用攻撃技に はほかと大きく 異
なる点 があった。自分 の鼻息で矢を吹き 放つのだ。
自力で 発射するから霊力 の消耗は抑えられる 。しか
し、鼻から息を吐 きながら声を出す ことは難しいの で、
呪文は 念じるしかない 。息を吐いてばか りいると、の
うるお

どが渇く。そこでお茶を飲んでのどを 潤 す。
茶をすすりながら無言で攻撃し、モンスターが相手
でも一 撃でフルダメー ジを与えるから、 ついたあだ名
がお茶会の暗殺者なのだった。
チャパティは続けて矢を吹いた。細長い矢は、まわ
りにシ ロアリがいても お構いなしに、ス ズメバチだけ
を確実に仕 留めていった。
ほうかい

チャパティの援護で崩壊寸前だった守備ラインが持
ち直し た。麻酔で動け なくなったスズメ バチを押し出
して、シロアリは中央出入り口にふたをした。
「なんでえ、なん でえ。ずいぶんと やばい状況じゃ ね
えか」
ふてぶ てしい声が聞こえ てきた。
「おっ、どすこい 娘が兵隊アリに馬 乗りになってや が
らぁ」
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巨漢のシマオー ガがのっそりと 歩いて登場した。
マ ハラだった。ルビ ーローズと同じ 制帽をかぶり、
同じ腕章をつけている。それでいて肩口には、やどか
り亭のトレードマ ークであるハーミ ット・クラブの タ
トゥー がある。
「まあ、なんだ。そこで高みの見物でもしといてくん
な。俺様が来たか らにゃあ、もう心 配はいらねえっ て
もんだ 」
マハラ はそのままずかず かと進んで、中央左 出入り
口の前で立ち止ま った。右にはチャ パティ、左には り
ぶたん がいる。りぶた んを乗せたシロア リは出入り口
をふさぐために前進したから、左端のルビーローズも
姿が見えている。

バツ

「おう 、おめえら。ち ぃと下がってくれ や」
声をか けられたシロアリ が下がった。

なだ

マハラは胸の前で両腕をクロスさせた。×印を作っ
た。
あいた 出入り口からスズ メバチが一気に雪崩 れ込も
うとする。
「マッ ハ・ハンマー！ 」
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クロスさせた両 腕を、マハラは 一気に振り下ろし た。
怒 鳴り声とともにハ ンマーが出現し た。短い柄のハ
ンマーだった。いや、柄はただの飾りにすぎなかった。
ハンマーはロケット噴射でまっすぐに飛んでいった。
出入り 口から侵入しよ うとしたスズメバ チを叩いて飛
ばし、宙を飛ぶスズメバチを打って落とし、そのまま
ずっと奥まで飛ん でいって、地底ホ ールの反対側に あ

しつせき

る壁に ぶち当たった。
「マッハ！ 」
ルビーローズが叱責した。
くず

「おっ と、いけねえや 。飛ばしすぎちま ったい。壁が
崩れたら困 るじゃねえか」
自分のミスをマハラは豪快に笑い飛ばした。
笑 い声に誘われて、 スズメバチが外 からのぞいた。
マハラ はまたロケット噴 射のハンマーを飛ば した。
ルビーローズに怒 られないように、 さすがに今度は 加
減した 。
「このくらいにしといてやるか。おう、おめえら。あ
とは頼まあ」
シ ロアリが出入り口 にふたをした。
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ローズ・ストー ムとレールガン ・スリング、それ に
マッハ ・ハンマーの大 技で、攻め寄せる スズメバチの
圧力も下がった。もちろんチャパティの技も、目立た
ないだけで大いに 役立った。
「渋滞 は解消したみた いね。脱出路はど うですの？」
ルビー ローズは絶壁にあ いた穴に目をやりな がら質
問した。
遅 々として進まなか ったシロアリの 列は、いまはも
うすいすいと穴の中に消えてゆく。そして、手ぶらの
働きアリが穴から 続々と出てくる。 一匹入れば、一 匹
出てく る。進む方向が ちがっても、譲り 合って交互通
行することで、列はよどみなく流れてゆく。
絶壁にあけられた脱出路の穴は、モンスターがぎり
ぎり通 れる程度の大き さだった。入る者 と出る者が同
時に通過することはできない。渋滞の原因はそこにあ
ったようだ。
「喜ん でくんな、姐御 。無事に貫通でい 」
地上は安全 ですの？」

「そう、よかったですわ。それで、どこに出たのかし
ら？

「えっ ……」
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マハラの声が急 に小さくなった 。だまりこんで返 事
もない 。
どうや ら、どこに出たの か、出た先は安全な のか、
確認するのを忘れ たようだ。脱出路 が貫通しただけ で
目的を 果たしたものと 思い込み、意気揚 々と引き上げ
てきたらし い。
ルビーローズ一味は蟻塚に籠城している。蟻塚は怪
物密林 の地中深くにあ る。モグラコオロ ギたちに総出
で掘らせた脱出用のトンネルが、無事に貫通して地上
に抜けても、そこ は危険な怪物密林 だ。スズメバチ か
ら逃れ た先に、ジョロ ウグモが網を張っ ていたのでは
ど うして確認しなか ったの！」

目も当てら れない。
「バカねえ！
「…… 面目ねえ」
マハラ はリトルを使って 指先ほどに小さくな った。
本気で詫びているのか、それともふざけているのか、
よくわ からない。けれ ども、憎めない男 ではあった。
ルビーローズも、それ以上は叱らなかった。
「もういいわ。そ れより、ほかの出 入り口を見回っ て
らっし ゃい。敵は戦法 を変えましたの。 兵隊アリを押
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しのけるのではな くって、引きずり 出していますわ 。
ここは なんとか、みん なで持ちこたえま したけれど、
がつてん

ほかが心配 でしてよ」
「合点でい！」
マ ハラは元気よくダ ッシュした。で も、リトルのま
まだった。走っても走っても、ちっとも前に進まない。
ねんしゆつ

「じゃあ、姐さん 。おいらも行って 、防衛線下げて く

ぬかるんじゃ ねえぞ！」

る で す 。 予 備 の 兵 力 、 な んと か 捻 出 し てみ る です 」
「そうね。 お願いね」
「おう、チャッパ ！
リ トルのままでもマ ハラは威勢がい い。
「お先する です」
チャパティはリトル・マハラをひとまたぎにして、
ぬかすんじゃねえぞ！」

とこと こ駆けていった 。
「こら、お 茶っ葉！

ちっこいマハラは両手を振り上げてくやしがった。
「マッ ハ！」
ルビー ローズの雷が落ち た。
「うひー！」
マ ハラはラージで体 を大きくしなが ら、走って逃げ
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ていった。
「防衛 線を下げるとは 、スズメバチを城 の中に引き込
むというこ とか」
りぶたんはシロアリの背中からすべり降りた。
「ええ 、そうですわ。 ふたつの出入り口 がひとつの通
残念ですけれど 、ほかの出入り 口

路につながるのなら、通路を押さえることで守る場所
が減るでしょう？
でも兵 隊アリに犠牲が 出ていると思いま すの。兵力を
消耗したのですから、防衛線の縮小はやむを得ません
わ」
「それ はわかるが、奴 らを中に入れると 勢いづくぞ。
通路の守りを押し切られでもしたら、どうするつもり
だ」
せん

「ご心 配なく。入って きたスズメバチで 栓をしますも
の。かえって守りが厚くなりましてよ」
「どういうことだ ？」
「ここ は怪物密林の真 下ですものね。最 悪の事態に備
えて、壁や床の中にわたくしたちリヴリーだけが通れ
る抜け道を用意し てありますわ。も っとも、マッハ は
リトル で小さくならな いと通れませんけ れど」
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ぱじ

「ほう、抜け道が あるのか。という ことは……そう か。
城の中 でゲリラ戦をお っ始める気だな」
「ご名答ですわ。防衛線の縮小といっても、こちらが
意図的に後退する のですから、抜け 道から奇襲でき る
ように計らいますのよ。あとは――」
「お茶会の暗殺者チャパティのひとり舞台というわけ
か」
「です わね」
なにも かも計画どおりと 、ルビーローズはに こやか
にほほえんだ。
あご

「悪く ない作戦だが、 はたしてうまくい くのか」
りぶた んは顎をしゃくっ て、壁を見ろとうな がした。
「どうかしまして ？」
あ たりを見回したル ビーローズは、 すぐには異変に
気づかなか った。
出入り口はしっかり守られている。兵隊アリが群が
ってふ たをしている。 五ヶ所の出入り口 は、どこも異
状はない。 五ヶ所の……。
「いない？」
五 ヶ所の出入り口の うち、右端だけ は捕縛ネットで
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ふさいである。当 然、網の向こうに はスズメバチが い
るはず だ。網を咬み切 り、押し破ろうと しているはず
だ。
だが、いない。網の向こうに敵の姿はない。
脅 威がなくて安全だ からうっかり見 落としてしまう

撤退したのか しら？」

が、寄せ手のスズメバチがいないのはおかしな話だっ
た。
「どう いうことですの ？
ルビー ローズは網を張っ た出入り口まで小走 りをし
た。
「奴ら がすごすごと引 き下がるものか。 羽音もしっか
り聞こえて くるぞ」
りぶたんも走った。
ク イーン・ローズと 名付けられた最 上階は展望用の
広間だった。窓代わりの出入り口が蟻塚の壁に大きな
穴をあけている。 穴から外をのぞけ ば、地底ホール 全
体を見 渡すことができ る。
「！」
捕縛ネットの隙間から外を眺めたルビーローズは息
を呑ん だ。
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「これは……！」
り ぶたんは思わずの けぞった。
スズメ バチは撤退などし ていなかった。立て 続けに
大技で攻撃された せいか、蟻塚から は離れたものの 、
闘志満 々で獲物の巣を にらんでいる。低 く重い羽音を
響かせて、一斉にホバリングしている。増援が大挙し
て押し寄せたらし く、地底ホールを 埋め尽くさんば か
りの数 だった。
そして 、群れの正面中央 には、ひときわ巨大 なスズ
メバチがいた。

ど

暗 い灰色のスズメバ チだった。陰に 籠もった感じで、
気味が悪い 。
「ブラックホーク か！」
女王軍の狩猟部隊でしたのね！

拳 を握りしめて、り ぶたんは叫んだ 。
「なんてこ と！

うりで何時間も執 拗に攻めてきたわ けですわ！」
ル ビーローズはくや しそうに二度も 床を踏みつけた。
たいて いのモンスターに は名前などないが、 とりわ
け凶暴なモンスタ ーには名前がつけ られている。女 王
きか

蜂であ るクインの麾下 には四匹の大物が 確認されてい
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このえ

る。アパッチ、コ ブラ、ハインド、 ブラックホーク の
四匹だ 。
ていさつ

しょうかい

防衛局 の観測では、アパ ッチは近衛部隊を、 コブラ
は偵 察 部 隊 を 、 ハ イ ン ド は 哨 戒 部 隊 を 、ブ ラ ッ ク ホ
ークは 狩猟部隊を、そ れぞれ率いている とされる。中
でもブラックホークの狩猟部隊は、群れ全体のエサを
ずいいち

確保するために女 王軍随一の兵員数 だという。
つ まり、蟻塚を攻め 落とそうと六時 間以上も攻撃し
てきたのは、ただのスズメバチの群れではなかったの
だ。モンスター界 最強を誇る女王軍 の最大部隊だっ た。
最 強の軍団の、最大 の部隊。
ルビー ローズがあからさ まにくやしがるわけ だ。こ
れではとても勝ち 目がない。敵の攻 撃をしのぎきれ る
とは思 えない。仮にし のげたとしても、 あるいは無事
に逃げおおせたとしても、もう地底ホールは使い物に
ならない。
ル ビーローズが得意 満面に語ってく れた、アンダー
・ザ・ロー ズ計画。
その舞台である地底ホールも、后土の城も、もはや
放棄す るよりほかに道 はない。よりにも よって女王軍
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の狩猟部隊に目を つけられたからに は、ほとぼりが 冷
めるの を待っての開発 再開も、断念せざ るを得なかっ
た。
いや、事態はもっと深刻だ。
地 底ホールにはトン ネルが掘られて いる。地面の下
をはるばる横断して、ＧＬＬのショップゲートまで延
みぞう

びている。そのト ンネルを使って狩 猟部隊がＧＬＬ 侵
入を果 たせば、未曾有 の惨事となる。
パキケ フーズで。マハラ ショップで。楽しく 買い物
をしているリヴリ ーたちが血祭りに 上げられてしま う
のだ。トンネルを掘らせたルビーローズのせいで――。
「くっ」
ルビーローズは唇を噛んだ。
早 くどうにかしなけ ればと、気持ち があせる。しか
し、籠城の身では手も足も出ない。
赤いリヴリーの唇に、赤い血がにじんだ。
「これ だけの数にブラ ックホークまでい ては、さすが
に分が悪いな。防衛隊はまだか」
空間を埋め尽くしたスズメバチにさえぎられて、横
穴の様 子は見えない。 少なくとも、援軍 が到着した気
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配はない。団丸は 休まず駆けている はずだ。ヒナタ と
フレイ ムはもう、地ノ 塔まで引き返して いるはずだ。
団丸が 帰り着けば、ヒナ タに事情が伝わる。 ヒナタ
は防衛隊を動かす だろう。モンスタ ー津波で多くの 犠
せんめつ

牲を払 った防衛隊は、 モンスターの殲滅 を悲願とする。
裏切り者のＬＩＳＤを毛嫌いしていても、モンスター
とうばつ

を討伐する機会が 巡ってきたならば 、防衛隊は重い 腰
を上げ るはずだ。
あとは 到着を待つばかり 。
「おそらく防衛隊 は、動きませんわ 」
ル ビーローズの声が 冷たい。
「バカな。連中は――」
「いいえ、動きま せん」
ル ビーローズは目も 冷たい。
「動きたくても、動けないのですわ。なぜなら、プー
確かに あの女は防衛隊の モンスター殲

ケが体を張って阻 止するでしょうか ら」
「プー ケが？

滅作戦に反対しているが、これは殲滅作戦ではない
ぞ？」
「ちが いますわ。プー ケが反対している のはモンスタ
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ー殲滅作戦ではな くってよ」
「では 、なにに反対し ているというのだ ？

局長のく

せに、あの女は防衛局の幹部職員すべてと対立してい
るのだぞ」
「プー ケは……いえ、 あの人たちミュー ミュー派は―
―」
ルビーローズの話はそこで途切れた。
ブ ラックホーク率い る女王軍狩猟部 隊が全面攻撃に
転じたのだ った。
「動いた！」
り ぶたんとルビーロ ーズは捕縛ネッ トから離れた。
「真ん中へ ！」
ルビーローズが先頭を切って走る。
出 入り口の左右どち らにも対処でき るように、ふた
りは中央出入り口の後方に位置を取ろうとした。
しかし、寄せ手のほうが早かった。ふたりが位置に
つく前 に、奥にある左 端出入り口が突破 された。
一瞬の 突破だった。守る 兵隊アリを押すも引 くもな
い。巨体に物を言 わせて、体当たり で弾き飛ばした の
だ。
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ついに、クイー ン・ローズに敵 が侵入した。圧倒 的
な破壊 力で軽々と出入 り口を突破したの は、暗い灰色
の巨大スズ メバチだった。
「ブラックホォォ ォク！」
ほ

り ぶたんが吼えた。 両腕をガトリン グ銃に変えて、
撃ちまくっ た。
「ちっ！」
連 射したのに弾は一 発も当たらなか った。
体当た りで出入り口を突 破したブラックホー クは、
中に入ると即座に 反転して、あっと いう間に退いて し
まった 。初めからそう いう作戦だったの だろう。中で
戦う気は一切なく、出入り口の守備隊をつぶすことの
みを目的としたの だ。そして目的を 果たすと、吠え る
ミミマ キムクネを尻目 に、涼しい顔でさ っさと引き揚
げてしまっ た。
憎らしいほどに、見事な戦いぶりだった。りぶたん
うが

の銃撃 は後追いとなっ て、一発も当たら なかった。た
そこ をお願い！」

だむなしく、壁の結晶に穴を穿っただけだった。
「保安官！

ル ビーローズは左端 出入り口を指さ した。
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兵隊アリは絶壁 まで飛ばされて 壁に激突し、ぐっ た
りして いる。無防備と なった出入り口は リヴリーが守
るしかない 。
「おう！」
り ぶたんは出入り口 に弾幕を張った 。
ところ がスズメバチは顔 をのぞかせることさ えしな
かった。これでは 弾が無駄になる。 霊力を消耗する ば
かりだ 。どうせ弾幕を 張るのなら、外に 向かって攻撃
できる射線を確保したい。敵を寄せ付けないようにし
つつ、群れを撃つ ことができれば一 石二鳥となる。
「ルビ ーローズ」
りぶた んはルビーローズ に呼びかけると、頭 をくい
っとひねった。つ いてこいと態度で 示した。
ふ たりが離れると分 断される恐れが ある。ついさっ
き、味方である兵隊アリに分断されたばかりだ。同じ
失敗を繰り返すわ けにはいかない。
ル ビーローズは事情 を察して、だま って従った。そ
の目は周囲 を警戒している 。
中央出入り口と両隣は静かだった。攻防戦は起きて
いない ようだ。右端出 入り口にはスズメ バチが群がっ

- 597 -

かたあご

ていて、捕縛ネッ トを咬み切ろうと していた。それ を
傷つい た兵隊アリが片 顎で突いて、しき りに押し戻そ
うとしてい る。
「わたくしが攻撃 しますわ」
「そう だな。敵が奥ま でぎっしり詰まっ ていても、お
まえの技な らやれる」
ふたりはゆっくりと左端出入り口に近づいた。
ル ビーローズは歩き ながら、右腕を Ｖ字に曲げて構
えた。
外が見えた。出入り口のすぐ向こうで、何匹ものス
ズメバ チが待ち構えて いる。
まさかそんな ことを考えるわ け

待って いればリヴリーが 飛び出してくるとで も思っ
ているのだろうか ？

もない だろうが、襲っ てこない理由はわ からなかった。
「どうして、じっとしているのかしら？」
らち

「ブラックホーク の命令でも待って いるのだろうよ 。
兵ども では埒が明かな いから、奴が出張 ってきたのだ。
くず

攻撃させたところで戦果は望めないと、この数時間で
答えは出ている。 だから守備を崩す まで兵どもは待 機
させて 、奴は自分で攻 撃するつもりなの だ。しかし、
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その戦法はさっき と同じはず。次は 仕留めてやる」
弾 幕を張る出入り口 に注意を向けな がら、りぶたん
はほかの出入り口にもしきりに目を走らせた。
「別にこちらが待 つ必要はありませ んわね。わたく し、
攻撃し ますわよ」
「うむ」
「ローズ・ストー ム！」
ル ビーローズは薔薇 の竜巻を放った 。
腕に巻 き付いていた風が 大きくなりながら飛 んでい
った。出入り口の 外でじっとしてい るスズメバチを 呑
み込ん で、竜巻は一気 に巨大化した。
だが、 その進路上に敵は いなかった。まるで 手の内
を見透かしていた かのように、周囲 に寄って、あら か
じめ竜 巻を避けていた 。
出入り 口の外にいたのは 囮だった。ホバリン グでじ
っとしていたのは 、自分たちの体で 壁を作って、背 後
を隠す ためだった。
わずか 数匹のスズメバチ を撃つために、ルビ ーロー
ズは大技を使って しまった。
ご っそりと霊力が減 った。モンスタ ーごときに一杯
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食わされたという 精神的ダメージも 、小さくはなか っ
た。
「わたくしとしたことが……！」
ルビーローズの歯がギシリと鳴った。
「なん て奴らだ」
りぶた んはガトリング銃 で弾幕を張り続けた が、な
にもない空間に無 駄弾を撃つのはむ なしかった。
「…… こいつ」
恨めし そうな声をりぶた んは出した。
天井付近に潜んでいたのか、ブラックホークが静か
に舞い 降りてきた。ガ トリング・スリン グの射程を見
切って、安全なところでホバリングした。
あざわら

「わたくしたちを 嘲笑っていますの ね！」
「舐め るなよっ！」
りぶた んはレールガン・ スリングをぶっ放し た。
しかし、それさえもブラックホークに読まれていた。
爆 発的に加速して飛 んでいった砲弾 を、暗い灰色の
悪魔はひらりとかわした。見て、かわしたのではない。
発射する前にすで に回避行動に入っ ていた。ブラッ ク
ホーク は読み切ってい たのだ。
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りぶたんは敵の いない空間を撃 ち抜いた。
砲 撃が合図となった のか、群れが一 斉に動き出した。
は

左から右へ、上に回って今度は下へ、流れるように空
さか ま

中を飛び回った。 地底ホールの空間 をスズメバチの 波
とう

濤が逆 巻いた。飛び回 るばかりで攻めて は来なかった
が、なんのための行動かはすぐにわかった。
ブラックホークが波間に消えた。
り ぶたんはレールガ ンを連射した。 スズメバチが作
り出した大波を榴弾で叩いた。何匹かは撃ち落とすこ
とに成功したもの の、その中にブラ ックホークの姿 は
なかっ た。
見えるか？」
まぎ

うま く紛れてしまいま したわ！」

「奴はどこ だ！
「いいえ！
「なら ば！」

りぶた んはサンダー・シ ャワーを放った。
地底ホールのど真ん中に五つの雷が落ちた。直撃雷
と側撃 雷とで、ホール を泳ぎ回るスズメ バチを根こそ
ぎ打ち倒そ うとした。
五倍のサンダーに地の底がふるえた。
ス ズメバチの動きが ぴたりと止まっ た。一匹残らず

- 601 -

ホバリングに入っ た。視界をふさい でいる正面のス ズ
メバチ が、カーテンを 引くように左右に 割れた。
「やられた ……」
ミミマキムクネの耳の毛がしぼんだ。力なく垂れ下
がった 。
雷が落 ちたホールの真ん 中にスズメバチはい なかっ
た。ぽっかりと中 央をあけて、わざ と周囲だけを飛 び
回って いたのだ。せっ かくの大技も空振 りに終わって
しまった。
ルビーローズに続いて、りぶたんまで一杯食わされ
たのだ った。
「ターゲット指定さえ使えましたら、こんなにくやし
い思いはしません のに」
ル ビーローズが愚痴 をこぼした。
攻撃技 には、相手の名前 を指定するターゲッ ト指定

ひつちゆう

と、相手の位置を 指定する位置指定 、それに、技を 放
つ方向 だけを指定する 方向指定がある。
タ ー ゲッ ト 指定 な ら ブラ ッ ク ホー ク の 名前 で 必 中

するし、位置指定 でもあそこのあい つで当たりやす く
なる。 しかし、このふ たつはＬＩＰＳと 連動して初め

- 602 -

て使える指定方法 だった。
ア ウターゾーンはＬ ＩＰＳの管理区 域外だ。ターゲ
ット指定も位置指定も使うことはできない。敵を倒す
には方向指定で当 てるしかなかった 。
「それ にしても、いい ようにあしらわれ ておりますこ
と。わたくしたち、いささか攻め急いでいるのではな
くって？」
「だが 、のんびりもで きん。まさか女王 軍の狩猟部隊
がこれほどとはな。いや、ブラックホークが来てから
か。変わったのは 」
ス ズメバチの群れが 再び流れ始めた 。
「シロアリの避難はあとどのくらいで完了するのだ？
マハラとチャパティを呼び戻せ。このままでは…
…」
――落ちるぞ。
りぶたんは言葉を濁して、最後までは言わなかった。
ル ビーローズは脱出 路を横目で見た 。シロアリは出
たり入った りしている。
「まだかかります わね。それにマッ ハとチャッパに は
連絡で きませんわ。だ って、ＬＩＰＳが ありませんも
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の。コンタクトは 使えなくってよ。 でも、ふたりと も
必ず戻 ってきますわ」
ルビー ローズの期待に応 えようとしたのか、 はるか
下のほうからロケ ット噴射するハン マーが打ち上げ ら
れた。
マハラ の居場所はだいた いつかめた。合流す るには

はし

時間がかかりそう だ。
「いた ぞ！」
波間に 黒い影が奔るのを りぶたんは見た。
右のほうの出入り口に向かって飛んでゆく。狙われ
たのは 中央出入り口だ ろうか。それとも 中央の右にあ
る出入り口だろうか。どちらであろうと、事前に察知
したからには勝機 もある。
り ぶたんは右腕のガ トリング銃を向 けた。もちろん、
銃撃はやめている。撃てば味方に当たる。即座に銃撃
できるよう、石の 弾丸は回転させた ままだ。六つの 石
が腕の 先で高速回転し て、空気を切り裂 いている。ガ
トリング・スリングのうなる音はスズメバチの羽音に
も負けない。
ブ ラックホークは中 央右の出入り口 に突っ込んだ。
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今度は中まで入り 込まなかった。出 入り口でピタリ と
止まっ て、守備隊だけ を弾き飛ばした。
「ちっ」
狙い澄ましていたのに、りぶたんは撃てなかった。
出入り 口にブラックホ ークの顔は見えた が、撃つ前に
引っ込んで しまった。
残念ながらブラックホークは討ち漏らしたが、弾き
飛ばさ れた兵隊アリの ダメージはたいし たこともなさ
そうだった。守備隊が配置に戻るまで、りぶたんはそ
こにも弾幕を張る ことになった。
「では 、こちらはわた くしが」
ルビー ローズがＶ字の構 えを取った。
左右の出入り口を同時に見ることになったりぶたん
の負担 を減らそうと、 左端出入り口から の攻撃を買っ
て出た。
ルビーローズが構えた瞬間、出入り口の外にスズメ
バチの 壁ができた。囮 の連中だ。体で壁 を作って背後
を隠そうと している。
「お笑いですわ」
ル ビーローズは気に も留めなかった 。
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最初から壁で隠 されていたから 、さっきは引っか か
ったの だ。だが今度は ちがう。壁の後ろ でスズメバチ
が飛び回っているのはわかっている。真ん中をあけて
サンダー・シャワ ーを無駄撃ちさせ た手も、薔薇の 竜
巻には 通用しない。
「ローズ・ ストーム！」
Ｖ字に構えた腕をルビーローズは伸ばした。まっす
ぐに伸 ばして、指先を 外に向けた。
腕に巻 き付いていた風が 吹いた。
そよ風の、竜巻だった。
「あ… …」
ルビー ローズが言葉をな くした。
下がれ ！」
おまえはよくや った！
いいから下がれ！ 」

あとは あ

いや、なくしたのは言葉ではなくて、霊力だった。
「もう いい！
「でも…… 」
「わかっている！
たしが 引き受ける！

りぶた んは理解していた 。
ルビーローズは本当によくやった。籠城して六時間
も持ち こたえた。マハ ラは脱出路を掘っ ていたのだか
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ら、寄せ手はほと んどルビーローズ ひとりで迎え撃 っ
たにち がいない。チャ パティには大技が ないから、攻
撃参加してもルビーローズの援護止まりだ。霊力を多
少は回復するとい うお茶を飲みなが ら、だましだま し
技を放 って、ルビーロ ーズは六時間も戦 い続けたのだ。
よくぞ いままで霊力が尽 きなかったものだと 、逆に
「いい え！
どうやって戦うというのだ！」

わたくし 、まだ戦えますわ ！」

感心するほどだっ た。
「バカな！
「素手でっ」
「なっ――！」
りぶた んが絶句した。
この隙をブラックホークは逃さなかった。
悪 魔が仕掛けた。中 央出入り口に飛 び込んで中には
入らずに、守備隊だけを弾き飛ばした。りぶたんの右
腕は、その奥にあ る出入り口に弾幕 を張っている。 ガ
トリン グ・スリングを 連射している。
弾き飛 ばされた兵隊アリ が宙を飛んで、弾幕 の射線
を横切った。
り ぶたんのガトリン グ銃が味方を誤 射した。
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弾き飛ばされ、 撃ち落とされて 、守備隊が床に転 が
った。
「ちぃ！」
失態に気づいてりぶたんが連射を止めた。銃口を天
井に向 けた。
それを 待っていたかのよ うに、弾幕の切れた 中央右
なだ

の出入り口からス ズメバチが雪崩れ 込んだ。
配 置に戻りかけてい た中央右出入り 口の守備隊は、
侵入してきた敵を追い払おうとした。けれども一対一
おおあご

やりぶすま

では、スズメバチ には歯が立たなか った。出入り口 に
集 結 し て ハ サ ミ の よ う な 大 顎 で 槍 衾 を 作 る の な ら、
なんとか互角に渡り合えたものの、差しの勝負では勝
てるはずもなかっ た。
ス ズメバチは兵隊ア リを人質に取っ た。咬み殺さず
に、口にくわえて盾とした。銃撃されないよう、白い
盾をりぶたんに向 けて一列に並んだ 。
「保安 官！」
ルビー ローズがりぶたん を呼んだ。左端出入 り口の
外を見ている。
り ぶたんが目をやる と、外にも白い 盾を構えたスズ
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メバチがいた。ホ バリングしつつ、 まわりから何匹 も
寄って くる。どうやら 、引きずり出した 兵隊アリを盾
にしている ようだ。
りぶたんはそちらの弾幕も打ち止めにした。弾丸の
回転が 止まって、両腕 のガトリング銃が 沈黙した。
静まり かえったクイーン ・ローズに、スズメ バチの
羽ばたく音だけが 響いた。
地 底ホールはすでに 制圧されている 。ブラックホー
ク率いる女王軍狩猟部隊が、ホールを埋め尽くしてい
る。
マ ハラとチャパティ は離れたところ にいた。
ルビー ローズは霊力が尽 きた。
りぶたんは攻撃をやめた。
后 土の城はいま、落 城しようとして いた。
３
中央出 入り口からブラッ クホークが顔をのぞ かせた。
外壁に止まっているらしく、床に前脚を伸ばして、
のそり と動いた。
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兵隊アリを盾に したスズメバチ が、ホバリングし な
つ

がらブ ラックホークの 前に出た。シロア リの真白い腹
お おあご

をりぶたんに向けている。くわえられて吊るされた兵
隊アリがあらがう と、スズメバチは 大顎に力を込め た。
あらが った兵隊アリは 身をよじらせて苦 しみ、抵抗を
あきらめた 。
白い盾が展開するのを待って、ブラックホークは胸
まで入 ってきた。しか し、用心深いのか 、それ以上は
中に入ろうとしなかった。中にも外にも、自在に動け
る絶妙の位置で脚 を止めた。
ク イーン・ローズの 守備隊は壊滅状 態だった。
左端出 入り口の守備隊は 、絶壁まで飛ばされ て激突
し、気絶したまま だ。
中 央左出入り口の守 備隊は、持ち場 についているも
のの、敗北必至の情勢に右往左往している。
中央出入り口の守備隊は、飛ばされて撃たれたダメ
ージに まだ動けないで いる。
中央右 出入り口の守備隊 は、捕まって盾にさ れた。
単独で右端出入り口を守っている兵隊アリだけは、
けなげ

重傷の 身で健気にも奮 闘していた。捕縛 ネットにかじ
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かたあご

りつくスズメバチ を片顎で追い払っ ている。
し かしながら、出入 り口はもはや守 る意味がなかっ
た。外側の敵をいくら防いだところで、すでに内側に
敵が入り込んでい るのだから、守っ たところで背後 か
ら襲撃 されるだけ。ひ とつでも突破を許 せば、おしま
いだった。
右往左往していた中央左出入り口の守備隊が持ち場
を放棄 した。といって も、逃げ出したわ けではない。
前を向いて警戒しながら下がり、脱出路の前で踏みと
どまった。そこを 死に場所と定めた のか、シロアリ の
兵隊た ちにはもう、動 揺は見えなかった 。
中央出 入り口の守備隊も 、誤射されたダメー ジから
回復すると脱出路 まで後退して、そ この守りについ た。
幼 虫をくわえた働き アリが脱出路へ 逃げ込んでゆく。
そうかと思えば、脱出路から戻ってきた働きアリが、
危険を承知の上で 幼虫を救いに階下 へと急ぐ。
兵 隊アリたちが命を 懸けて守るだけ の価値が、脱出
路にはあっ た。
「保安官」
ル ビーローズが落ち 着いた声でささ やいた。
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「テーブルの下に 抜け道があります 。わたくしが囮 に
なりま すから、あなた はそこから脱出し なさい」
「寝ぼけるな。まだ負けてはいない」
りぶたんの声は大きかった。
「でも――」
「だまれ。あたしを誰だと思っている。おまえはあた
しの後ろに隠れて いろ。無理はしな くていい」
り ぶたんはルビーロ ーズを叱りつけ ると、ブラック
ホークに指 を突きつけた。

あご

「そんなところでこそこそしないで、前に出てこ
い！」
ブラッ クホークは巨大な 顎をガチリと鳴らし た。
兵隊アリを盾にして外を飛んでいるスズメバチが、
左端出 入り口に近づい た。その隣にある 中央左出入り
口にも、白い盾を構えたスズメバチが近づいてきた。
中央出入り口にいるブラックホークは動かない。
「敵な がら見事な作戦 行動だと初めは感 心したが、人
あご

質を取るとはこの卑怯者が！」
ブラックホークは巨大な顎をガチリガチリと二回鳴
らした 。
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白い盾を構えた スズメバチが少 しずつ距離を詰め 始

さと

めた。 前からも横から も、りぶたんに近 づいてくる。
「言葉は通じなくてよ、保安官」
わかりきっていることをルビーローズは諭した。
ののし

モ ン ス タ ー と 会 話 は でき な い。 ほ め よ うと 罵 ろ う
と、なにも 変わりはしない 。
「あたしはＬＩＳ Ｄの保安官だ」
あご

り ぶたんはルビーロ ーズを無視した 。
ブラッ クホークは巨大な 顎をガチガチと鳴ら した。
そのまま止めずに 、鳴らし続けた。
蟻 塚の外にいる群れ が騒がしくなっ た。興奮してい
るようだ。白い盾を構えたスズメバチがわずかに前の
めりになった。
り ぶたんは心持ち、 うつむいた。両 腕をだらりと下
げた。
ブラックホークの立てる音がテンポアップした。ガ
チガチ ガチガチとすば やく咬み鳴らして いる。蟻塚の
外から聞こえてくるスズメバチの羽音が一気にあわた
だしくなった。
「おま えたち……」
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まっすぐにそろ えて下げたりぶ たんの両腕に電気 が
走った 。
放電し た。
火花が散った。
腕 の間に大きな石が 出現した。
「許せよっ ！」
りぶたんは両腕を上げた。
レ ールガン・スリン グだった。
砲弾が 電磁誘導で発射さ れた。爆発したかの ように
一瞬で加速した。 稲妻の尾を引いて 、ブラックホー ク
に命中 した。
盾にさ れたシロアリごと 、盾を持ったスズメ バチご
と、りぶたんはブ ラックホークを撃 ったのだった。
さ すがの悪魔も近す ぎてかわせなか った。
女王軍 の狩猟部隊を率い る大物スズメバチは 、蟻塚
の外へとぶっ飛ば された。
り ぶたんの両腕がガ トリング銃に変 わった。弾は散
弾。ガトリング・ショットガン・スリングだ。
おまえたち許せよと叫んだミミマキムクネは、人質
ごとス ズメバチを攻撃 した。
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つ

散弾がばらまか れた。両腕で連 射された。スズメ バ
チは兵 隊アリを人質に 取り、くわえて吊 るして盾とし
ている。
弾は白い盾に当たった。腹を撃たれてシロアリが暴
れた。 痛がった。
けれど も、りぶたんは撃 ち続けた。弾がシロ アリに
だけ当たろうとも お構いなしに、あ たり一面に散弾 を
ぶちま けた。
ガトリ ング銃はうなり続 けた。
あまりの痛さに、シロアリが体をはねあげるように
して折 り曲げた。
盾の下 半分がなくなって 、スズメバチの腹に 弾が命
おおあご

中した。激痛をこ らえきれずに、ス ズメバチは大顎 を
開いた 。くわえていた 盾が落ちた。盾を 落として、ス
ズメバチは無防備となった。散弾がぶち込まれた。
蟻塚の中でも、外でも、すべてのスズメバチが盾を
落とし た。
盾をな くしたスズメバチ を、りぶたんは攻撃 し続け
た。
ガ トリング銃のうな りがやむ気配は なかった。
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「……鬼だわ」
ル ビーローズが思わ ずつぶやいた。
いくら リヴリーの技でモ ンスターが死ぬこと はない
といっても、痛い ものは痛い。その 証拠に、ふだん は
無表情 なモンスターも リヴリーに攻撃さ れたときだけ
は苦悶の表 情を浮かべる。
それなのに、モンスター愛護派で知られるＬＩＳＤ
の保安 官が、人質に取 られた哀れなシロ アリを情け容
赦なく撃ち まくるとは。
これを鬼と呼ばずに、なんと呼ぼうか。
脱 出路を死守してい た兵隊アリが、 好機と見てスズ
メバチに突 進した。
りぶたんはあとの始末を兵隊アリに任せた。侵入し
たスズ メバチにはたっ ぷりとダメージを 与えてある。
どれもふらふらになっている。すでに気を失ったのも
いる。
「逃が すかっ」
蟻塚の 外にぶっ飛ばした 大物に逃げられまい と、り
ぶたんは出入り口 に走った。
突 進してきた兵隊ア リは、仲間を人 質にとって苦し
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めた憎い敵を、よ ってたかって小突 き回した。
形 勢不利のスズメバ チはすでに弱っ ていることもあ
り、飛ぶことも忘れて出入り口から転げ落ちるように
逃げていった。
は

気 絶したスズメバチ は兵隊アリによ って、外に掃き
捨てられた 。
侵入した敵の排除が終わるのを見届けてから、ルビ
ーロー ズは出入り口に 駆け寄った。
「食らえ！ 」
レールガン・スリングのおかげで遠距離精密砲撃に
自信を 持ったりぶたん が、地面すれすれ を飛び去って
ゆくブラックホークを狙い撃った。
だが、当たらなかった。相手は動いており、的のよ
うにじ っとしてはいな い。技で補ったと ころで、苦手
なものはやっぱり苦手なようだ。
「もう一発！」
今 度は榴弾で狙った 。
でも、 当たらなかった。
兵たちが指揮官をかばった。ブラックホークの前に
体を投 げ出して、自分 自身を盾とした。
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地面すれすれを 飛んでいたブラ ックホークが急上 昇
した。 それにあわせて 、うろたえていた 群れに規律が
戻った。てんでんばらばらに飛んでいたスズメバチが、
流れるように飛び 回り始めた。
地 底ホールにスズメ バチの海流が生 まれた。前より
せつじょく

も 大 き く 、 力 強 い う ね りだ っ た。 雪辱 に 燃 えて い る
のが見て取れる。
おちい

女 王軍狩猟部隊は敗 走しなかった。 ただ、クイーン
・ ロー ズ か ら追 い 払わ れ た だけ だ 。 一度 は 混乱 に 陥
ったものの、陣形 を整え直した。
戦 闘は振り出しに戻 った。
ブラッ クホークが登場し たところから仕切り 直しだ。
攻城軍の損害は軽微だった。戦意も高まっている。
戦いを やり直すことに 不都合はあるまい 。
しかし ながら、籠城軍の 損害は甚大だった。 守備隊
はぼろぼろだ。ル ビーローズの霊力 は尽きている。 も
う一度 攻撃されれば、 今度こそ落城する だろう。
「城を放棄 します」
后土の城の主が宣言した。
「みん なで脱出しまし ょう」
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「あいにくと、そ んな暇はなさそう だ」
り ぶたんはレールガ ンを撃った。榴 弾を連射した。
対空砲火だ った。
ブラックホーク率いる女王軍狩猟部隊が、二度目の
全面攻 撃を仕掛けてき た。
一度目 とちがって、今度 はブラックホークも 慎重だ
った。群れの後方 に控えて、自分で は攻撃せずに兵 を
指揮し た。
りぶた んは攻め寄せてく るスズメバチの群れ に対空
砲火を浴びせつつ 、大将首を狙った 。狩猟部隊を撤 退
に追い 込む最善の策は 、ブラックホーク を仕留めるこ
とだ。
上下左右に斜めから、中央を避けて群れが迫ってく
る。真 ん中をあけてい るのは、薔薇の竜 巻やサンダー
・シャワーを警戒してのことだろうか。敵が用心深い
おかげで、りぶた んとブラックホー クを結ぶ直線上 に
障害は なかった。
とはい え、じっくりと狙 い澄ます余裕もなか った。
狩猟部隊が急接近 してくる。
「シュ ート！」
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りぶたんは渾身 の一撃を放った 。
不 敵にも真っ正面で ホバリングして いるブラックホ
ークを狙っ た。
だが、しかし。暗い灰色の悪魔は飛んでくる砲弾を
ひらり とかわした。
ところ が、レールガンを かわしたブラックホ ークを
別の場所から狙い 撃った者がいた。
左 後方、やや下のほ うから、火を吹 く棒状の物体が
飛んだ。ミサイルだった。先端部分が少し大きく、丸
みを帯びている。 ハートの形をして いる。尾翼もや わ
らかな 曲線を描いてい る。
死角か ら発射されたミサ イルに、悪魔は気づ かなか
った。ハートのミ サイルがブラック ホークに命中し た。
爆発が 起こった。ピン ク色の爆煙が一瞬 で広がり、ブ
ちけむり

ラックホークを包み込んだ。まるで血煙のようだった。
直撃を食らったブ ラックホークが煙 の中から出てき た。
ピンク の煙を体にまと いつかせて、落ち ていった。
「あれは！ 」
「恋のミサイルだ ！」
ル ビーローズとりぶ たんが同時に叫 んだ。
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落ちてゆくブラ ックホークに恋 のミサイルがまた 命
中した 。衝撃で、ブラ ックホークの墜落 する角度が変
わった。そこへさらにもう一発、恋のミサイルが飛ん
できた。ダメージ で羽ばたくことも できないブラッ ク
ホーク はこれも食らっ た。真横に吹き飛 ばされた。ピ
ンクの煙を糸のように引きながら、放物線を描いて悪
魔は落ちていった 。
「来た か！」
りぶた んがうれしそうに 叫んだ。感激のあま り、ミ
ミマキムクネの垂 れ下がった耳の毛 がちょっぴり持 ち
上がっ ている。
ミサイ ルの発射地点には ピキがいた。遠くの 相棒に
合図でも送ってい るのか、ぴょこぴ ょこ飛び跳ねて い
る。大 きく丸くふくら んだ耳の毛が弾ん でいる。
ヒナタ だった。
ＬＩＳＤの副保安官ヒナタの専用攻撃技は「恋のミ
サイル 」といった。呪 文はキューピッド ・ミサイルだ。
ピンクの爆煙は濃縮香水ガスだった。体にまとわりつ
いて呼吸困難にさ せたり、甘ったる い匂いで気分を 悪
くさせ る、恐ろしい毒 ガスだった。
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ブラックホーク が墜落した。女 王軍狩猟部隊に動 揺
はや

が走っ た。りぶたんめ がけて飛ぶ勢いが 弱まった。そ
しやくしやく

れでも、血気に逸ったスズメバチが突っ込んでくる。
りぶたんは余裕 綽々 でこれを撃ち落とした。
親 友で戦友の、幼な じみの相棒が助 けに来てくれた。
さっそうと登場して、あっという間にブラックホーク
を撃墜してしまっ た。もう心配はい らなかった。
女 王軍狩猟部隊が反 転した。そのま まクイーン・ロ
ーズを目指せば戦果も得られただろうに、指揮官の危
機に勝てる戦いを 捨ててしまった。
り ぶたんに襲いかか ろうとしていた 敵は、一転して
今度はヒナ タに向かった。
恋のミサイルはヒナタの腕の上に、浮かぶように出
現する 。ヒナタは腕を カタパルトとして 扱い、ミサイ
ルを発射す る。
その腕の上に、いままでの三倍はありそうなミサイ
ルが現 れた。さすがに 少し重いのか、ヒ ナタはカタパ
ルトと化している腕に手を添えて、下から支えた。
突撃してくる敵に向けて、三倍のミサイルが発射さ
れた。 飛んでいったミ サイルは命中する 前に、三枚の

- 622 -

サイドパネルを大 きく開いた。開い たサイドパネル の
下から 、数え切れない ほどの弾頭が射出 された。
コンマ 数秒の時間差で、 弾頭は連鎖するよう に爆発
した。ひとつひと つの爆発は大きく なくても、射出 さ
れて広 い範囲に散らば った分だけ、全体 として大きな
爆発となっ た。
たった一発で、女王軍狩猟部隊の四分の一ほどが爆
煙に呑 まれた。
ヒナタ は三倍ミサイルを 続けて発射した。さ らに四
分の一が餌食とな った。
「見ろ 。あれが、恋の 多弾頭ミサイルだ 」
りぶた んは我が事のよう に、ルビーローズに 自慢し
た。
「これ はもう、ミサイ ル空爆ですわね」
ルビー ローズは溜息をつ いた。
恋の多弾頭ミサイルをヒナタが撃ちまくっている。
地底ホ ールのそこら中 で爆発が起きて、 ピンクの爆煙
が視界を覆 い隠してゆく。
近くで起きた爆発はないのに、爆風に乗って甘った
るい匂 いが運ばれてく る。あまり吸い込 むと、悪酔い

- 623 -

しそうだ。
「終わ ったな。ここは もう、あたしひと りで充分だ。
ルビーローズ、すまんが迎えに出てくれ」
爆発音が消えた。どうやらミサイル空爆が終了した
ようだ 。地底ホールに はピンクの煙が充 満しているか
ら、敵を見つけるのが困難になったのかもしれない。
それに、スズメバ チが飛んでいる気 配もない。
「そう ですわね。どう やら決着もついた ようですし、
そうしまし ょう」
「ああ、それから 。引きずり出され た兵隊アリの中 に
は無事 なのもいるよう だ。盾に使われた ところを撃ち
落としてしまったが、なんとか救助できないか」
「言われるまでも ありませんわ。一 階出入り口の守 備
隊を動 員するつもりで してよ」
ルビー ローズは階段に向 かった。
「すまなかったな 、おまえたち」
「？」
りぶた んの声にルビーロ ーズは振り返った。
鬼の保安官はもうしわけなさそうに、自分よりも大
きなシ ロアリをなでて いた。
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視 界が晴れてきた。
恋のミ サイルの濃縮香水 ガスは煙幕ではない から、
拡散するのも早い 。
地 面はスズメバチの 絨毯になってい た。一匹残らず
ミサイル空爆にやられたようだ。飛んでいるのはいな
い。
も っとも、地面で羽 を動かして再び 飛び立とうとし
ていた。ダメージは深くないようだ。
恋のミサイルには、ダメージは深くないが長引くと
おちい

いう特 徴があった。濃 縮香水ガスが体に まとわりつい
て 息 が で き な く な り、 行 動 不能 に 陥 る 。 動 けな い 時
間はほかの攻撃技 を食らったときよ りも長くなるの だ
が、ガ スが拡散してし まえばすぐに元気 になる。
だから 、ヒナタは合流を 急いでいた。
ミサイル空爆で女王軍狩猟部隊の動きを封じたヒナ
タは、 断崖通路を駆け て后土の城に向か っていた。後
ろには団丸が続いている。フレイムの姿は見えない。
どうやら別行動を 取っているようだ 。
今 度はりぶたんが援 護をする番だっ た。相棒たちが
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無事に城までたど り着けるように、 クイーン・ロー ズ
の大き すぎる窓から、 眼下を見張った。
スズメ バチは一匹、また 一匹と飛び立ち始め た。し
かし、襲いかかっ てはこない。撃墜 された指揮官の 身
を案じ ているのだろう か。
しばら くして、ブラック ホークがよろけなが らも飛
び立った。ブラッ クホークが飛ぶと 、群れの残りが 一
斉に続 いた。気絶して ひっくり返ってい るのをのぞい
て、女王軍狩猟部隊が離陸した。
りぶたんはレールガンの発射態勢に入った。
断 崖通路のヒナタも 足を止めて、敵 部隊にミサイル
・カタパル トを向けた。
ブラックホークは顔を見せなかった。後ろ向きのま
まゆっ くりと上昇して 、天井近くの侵入 口へと引き揚
げていった。部隊はおとなしく指揮官に従っている。
くち お

侵入口にたどり着いたところで、ブラックホークは
つ

向きを 変えた。口惜し そうな顔で城をに らんだ。指揮
官が振り返ると群れも振り返った。黄色い顔に、吊り
上がった黒い目が ずらりと並んで、 恨めしげに城を 見
つめた 。
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最後にひとにら みをくれて、女 王軍狩猟部隊は退 却
してい った。暗い灰色 の悪魔が侵入口に 消えた。部隊
も続いた。
りぶたんは構えた腕を下ろした。ヒナタと団丸は走
り出し た。
気絶し たスズメバチは地 底ホールに取り残さ れたが、
正気に返るとすご すごと逃げていっ た。
地 底ホールからすべ てのスズメバチ がいなくなった
頃、ヒナタがクイーン・ローズに到着した。
「りぶたん、だい じょうぶ？」

ケガ してるじゃない！

羽根飾りも折 れ

階 段を駆け上がって くるなり、ヒナ タは相棒の身を
案じた。
「ああっ！
てる！ 」
ヒナタ はりぶたんに駆け 寄った。
「なに。たいした ことはない。かす り傷だ」
り ぶたんはおでこの 絆創膏をぽんと 叩いて見せた。
断崖通 路でスズメバチに つけられた傷だが、 前脚の
鉤爪がかすめて、 薄皮をほんのちょ っぴり削られた だ
けだ。 ケガのうちに入 らない。
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「話はまるたんと ルビーローズさん に聞いたけど、 ひ
とりで 無茶しすぎだぞ っ」
ヒナタ はりぶたんの前に 立ちはだかると、腰 に両手
を当てて説教を始 めた。
ぺ こぺこ頭を下げる ように相槌を打 つりぶたんは、
叱られているのになんだかうれしそうだ。公式には保
安官と、その部下 である副保安官な のだが、ふたり の
間に上 下関係はなかっ た。
「まあ。仲 のよろしいこと 」
少し離れたところで、ルビーローズがからかった。
「あの ふたり、親友な んだってさ。あた いにもそんな
友達いたら なぁ」
団丸は心底うらやましそうだ。ルビーローズの横に
突っ立 って、りぶたん とヒナタのやりと りを眺めてい
る。

あたいに友達なんかいないよ」

「あら。あなたに もすてきなお友達 がいるのではな く
って？ 」
「なんの話 さ？

なら 、がんばってお友 達を作りなさ

団丸が真顔になった。
「そう かしら？
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い。わたくしには 、あなたにもすて きなお友達がい る
ように 見えますけれど 」
くず

ルビー ローズは団丸の背 中を強く押した。
不意に押されてバランスを崩した団丸は、足が前に
出た。
その動 きにりぶたんが気 づいた。
「よくやったな、 団丸」
り ぶたんは新入りの 保安官助手をね ぎらった。こっ
ちに来いと 手招きをした。
「まるたん、わた したちのところま で、すっごい走 っ
てきた んだから」
ヒナタ は団丸のそばに寄 ると、腕を取って引 っ張っ
た。話の輪に引き ずり込んだ。
「べっ 、別に、あたい 、ふつうに走った だけじゃん」
「そうそう。わたしたちと合流しても、ゼエゼエ言っ
てて口もきけないくらいに、ふつうに走っただけよ
ね」
ヒナタ がおちょくる。
「なんだ。ふつう に走って、そんな に息が上がった の
か。お まえはもうちょ っとダイエットし ないとな。あ
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たしみたいにスリ ムになれ」
り ぶたんは腕を組む と、胸を張って いばった。
「どれどれ 」
ヒナタがミミマキムクネの脇腹のお肉をむぎゅっと
つまん だ。
「！」
乙女の秘密をつかまれて、りぶたんの耳の毛が跳ね
上がっ た。
「くすくす 」
ヒナタが笑った。
つ られて団丸も笑っ た。
友達と いっしょに楽しそ うに笑う団丸を、ル ビーロ
ーズが目を細めて 見ていた。
「そう 言えば、フレイ ムはどうした？」
ひとり 欠けていることを 、りぶたんはようや く思い
出した。

ひ とりでだいじょう ぶか？」

「あの ね、フーちんに は防衛隊を呼びに 行ってもらっ
たの」
「あいつに？

「それ がね、ぼくは絵 本ジャーナリスト だって言って
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ね。もしも防衛隊 が相手にしてくれ なかったら、そ の
ことを 絵本に書いて報 道するぞって、脅 してやるんだ
って自信たっぷりだったのね」
「なるほど。ジャ ーナリストなら、 そういう手もあ る
な」
「まるたんと合流したのは地ノ塔のスタート地点じゃ
なくて、もっとこ っち寄りだったの 。地ノ塔と分岐 点
の真ん 中くらい……か な？」
ヒナタ は団丸を見た。
団丸はうんうんとうなずいた。
「防衛 隊を呼びに行く のに、なにもみん なで戻る必要
はないよね。それにまるたんの話だと、早く援護に行
かないといけない し。呼びに行くの はわたしが一番 い
それで困って たら、

いんだ けど、だからっ て、危険な場所に 助手のふたり
だけで行かせられないでしょ？
フーちんが……」
「ぼく が行くってか」
「うん、そ う」
「あとでフレイム をほめてやろう。 ヒナたんが来て く
れなか ったら、危ない ところだったから な」

- 631 -

べっぴん

「おうおう。別嬪 さんがいるじゃね えか」
マ ハラがクイーン・ ローズに戻って きた。
「………… 」
「…………」
り ぶたんと団丸の目 があった。
一味の 首領ルビーローズ は別にして、場には りぶた
んとヒナタと団丸 の、三人の乙女が いる。それなの に、
別嬪さ んがいると言っ たマハラは、ヒナ タしか見てい
なかった。
マハラに続いて、チャパティも階段を上がってきた。
ふ と気づくと、いつ の間にやら働き アリの姿が消え
ている。絶壁にあけられた脱出路にはもう出入りして
いない。
「シロ アリの避難は終 わったのか？」
りぶた んはチャパティに 聞いた。マハラとは 口をき
かないことにした 。
「終わ ったです」
チャパ ティの返事はシン プルだった。シロア リの避
難だけでなく、会 話まで、そこで終 わってしまった 。
「女王 アリは見なかっ たぞ？」
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しかたがないの で、りぶたんは ルビーローズに話 を
しらひめ

振った 。マハラとは口 をきかないことに なっている。
「白姫なら真っ先に避難させましたわ」
どうやら白姫というのが女王アリの名前のようだ。
死んだ モグラコオロギ は左平次だった。 ルビーローズ
は和風のネーミングが好みらしい。
まんしんそうい

チャパティに続いて兵隊アリが階段を上がってきた。
どれも 満身創痍の負傷 兵だった。誘導さ れて、兵隊ア
リは脱出路 へ向かった。
「外に引きずり出 された連中でえ」
兵 隊アリを見つめる ルビーローズに マハラが説明し
た。
「全部助かりまし たの？」
「それ は、ちぃと…… 」
マハラ は視線をそらした 。
「そう……」
沈 んだ表情を見せる ルビーローズの 横を、りぶたん
が通り過ぎ た。
りぶたんはお役ご免となって避難する負傷兵に近寄
ると、 白い体をいたわ るようにそっとな でた。傷つい
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たシロアリの歩み は遅い。引きずり 出されて生還し た
兵隊ア リが避難を終え るまで、りぶたん はその場から
離れようと しなかった。
「…………」
相 棒の背中を、ヒナ タがつらそうに 見ていた。
負傷兵 の列が途切れ、今 度は元気な兵隊アリ が上が
ってきた。防衛線 を下げて捻出した 予備兵力だ。数 は
少なか ったが、チャパ ティは予備兵力を クイーン・ロ
ーズ守備隊 に振り分けた。
「ああ、そうだ」
り ぶたんは独り言を いうと、右端出 入り口に向かっ
た。
出入り口に張っておいた捕縛ネットは効力が切れて
消滅し ていた。網がな くなっても、一匹 の兵隊アリが
しっかり守 備についている 。
「もういいぞ。お まえも避難して、 体を休めろ」
おおあご

り ぶたんは兵隊アリ に声をかけた。
大顎を 片方折られた兵隊 アリだった。頭に穴 まであ
けられている。重 傷なのに、捕縛ネ ットの守りに志 願
つわもの

してき た 兵 だ 。
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かたあご

片顎の兵隊アリ はりぶたんをそ っと押しのけて、 避
難を拒 んだ。
「安心しろ。戦いはもう終わったのだ」
やさしく声をかけるりぶたんの胸を、兵隊アリの触
角がつ ついた。ここは 任せろ。そう言っ ているとしか
思えなかっ た。
「…………」
り ぶたんは困った。
頼もし い兵隊アリだった が、状況を把握でき ていな
い。それに頑固だ 。
さ て、どうしたもの か。思案するり ぶたんの背後で、
シロアリたちがざわついた。いやな雰囲気だった。
「また来たです！ 」
声 を上げたのはチャ パティだった。
リヴリ ーは全員、チャパ ティを見た。それか らチャ
パティが指さす先 を見た。
「しつ こいですわね！ 」
ルビー ローズの声がいら ついていた。
地底ホールの奥にある侵入口から、暗い灰色の悪魔
がのぞ いていた。どう やら恨みを晴らし に来たようだ。
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前よりも暗く、陰 鬱な顔をしている 。
ブ ラックホークはゆ っくりと脚を運 んだ。逆さまに
なって天井に止まり、暗い目で城を見つめている。
侵入口から、わらわらと兵どもが湧いて出てきた。
一時撤 退して戦術を練 り直してきたのか 、女王軍狩猟
部隊は飛ばずに壁を走った。スズメバチの足には鉤爪
がついているから 、垂直の壁も、天 井も、自在に移 動
できる 。
「飛んでも飛ばなくても、おんなじなのにね」
ヒナタが右腕を高く掲げた。爪先立ちで腕を真上に
挙げ、 もう片方の腕を 横に広げてバラン スを取るさま
は、舞のよ うに優雅だった 。
伸ばした腕を勢いよく水平に引き下ろしながら、ヒ
そうてん

ナタは 爪先立ちをやめ た。なにかが装填 されるような
金属音がして、ヒナタの腕の上に恋の多弾頭ミサイル
が出現した。横に 広げていた腕を戻 し、下からカタ パ
ルトを 支える。
ピキの 太いしっぽがぷる んとふるえた。発射 態勢が
整った。いつでも ミサイルで空爆で きる。
女 王軍狩猟部隊も展 開を終えた。后 土の城の反対側

- 636 -

の壁に張り付いた 。左右の側面にも 、地面にも、天 井
にもい る。
「なんでえ 、ありゃあ？」
マハラが全員の思いを代弁した。
ス ズメバチは尻を向 けていた。後ろ 向きだ。正面の
壁に止まっているのは頭を上にして背中を見せている
ものの、左右の側 面では横を向いて 尻を向けている 。
地面の も、天井のも、 お尻が正面だ。前 を向いている
のはブラッ クホークだけ。
わざわざ再戦を挑んできて敵に背中を見せ、尻を向
けるの だから、なんと も不気味だった。
展開を 終えたスズメバチ が一斉に羽ばたき始 めた。
低く重い羽音が聞 こえてくる。羽ば たいても、飛び 立
とうと はしなかった。 壁や地面に張り付 いたまま、た
だひたすら に羽を動かした 。
羽が動いて風が起こった。風を起こすために、女王
軍狩猟 部隊のスズメバ チが総動員された のだとわかっ
た。
羽風が地底ホールを吹き抜けて、クイーン・ローズ
まで届 いた。
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そよ風だった。
「なん でえ、こりゃあ ？」
マハラ が大声で笑った。
異様な光景に驚かされてみれば、届いたものは微々
たる風 。食らったとこ ろで痛くもかゆく もない。笑わ
ずにはいら れなかった。
別嬪さんよ？」
いやな感 じがす

「まさか、こんな 屁みたいな風で攻 撃できないなん て
こたぁ 、ねえよな？
「もちろんできるけど、なんだろ？
る。どうする、り ぶたん？」
「戦う必要はもうないからな。あとは脱出するだけ
だ」
「うかつに仕掛け ないほうがいいよ ね？」
敵 の意図が読めない ので、ヒナタは ミサイル空爆を
ためらって いた。
「そりゃそうだ。 別嬪さんがミサイ ル撃っちまった ら、
甘い風 がこっちまで吹 いてきて悪酔いし ちまわぁ」
敵 の狙いがわかった です！」

マハラ はまた笑った。
「撃つです！

チ ャパティが急にあ わてだした。
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「マッハが答えを 言ったです！

恋 のミサイルの濃 縮

香水ガ スを吹き流すの が、敵の狙いだと 思うです！」
「なに言ってやがんでえ。その前に敵は全滅するじゃ
ねえか」
「おい らなら、もう一 枚用意するです！ 」
「もう一枚 だあ？」
「風を起こすのと 、突撃するのと、 二枚で仕掛ける で
す！」
「！」
チャパティの言葉に、ルビーローズとりぶたんが反
応した 。
ヒナた ん！」

「お撃ちな さい！」
「撃て！
「らっ 、ラジャー！」
だが、 ヒナタがミサイル を発射するよりも早 く、侵
入口から別部隊が 突入してきた。
先 頭を切って飛び出 してきた巨大な スズメバチに、
その場にいた全員が目を奪われた。緑色のスズメバチ
だった。
「コブ ラか！」
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りぶたんがうめ いた。
女 王蜂クインの麾下 には四匹の大物 スズメバチがい
る。コブラはその中の一匹だった。女王軍の偵察部隊
を率いて弱ったリ ヴリーを捜し、発 見すると即座に 襲
いかか ってくる。偵察 部隊というよりは 、偵察強襲部
隊ともいうべき、荒くれ集団だった。
最強の軍団の、最悪の部隊である。
コ ブラといっしょに 突入してきた兵 どもは、狩猟部
隊のスズメバチよりも体が大きく、色も暗いオレンジ
色をしていた。
「女王 軍狩猟部隊と女 王軍偵察部隊の、 連合部隊です
わね」
ルビーローズの声が沈んでいる。
最 強の軍団の、最大 の部隊と最悪の 部隊が、連合部
隊を編制したのだ。クインの女王軍は全部で四部隊だ
と見られているか ら、そのうちの二 部隊が連合した と
いうこ とは、女王軍全 兵力の半分が地底 ホールに集結
したことに なる。
「撃つのはやめる です！」
チ ャパティが前言を 撤回した。
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「やい、お茶っ葉 ！
めえじ ゃねえか！」

撃てとぬかし やがったのは、 お

「状況が変 わったです」
「ああん？」
「偵察 部隊を撃つと、 ガスが吹き流され てこっちに来
るです。おいらたち、息が苦しくなるです。ガスに紛
れて敵も襲ってく るです」
「だっ たら、先に後ろ を撃ちゃあいいじ ゃねえか」
「後ろの狩猟部隊を撃つと、前にいる偵察部隊が襲っ
てくるです。後ろ に一発撃っただけ で、あとは前を 撃
つしか ないです。それ だとやっぱり、残 った後ろの部
隊がガスを吹き流してくるです」
「そんなら、おめ え。どっち撃って もやべえじゃね え
かよ」
撃つんじゃね え！」

「だから撃つのはやめるです」
「おい、別嬪さん ！

ず いぶんと遅れて、 マハラは止めに 入った。
「………… 」
もちろん、ヒナタはもう攻撃をやめている。
「チャ ッパの言うとお りですわね。でも 、どうして襲
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ってこないのかし ら？」
ル ビーローズは遠く を見つめた。
コブラ 率いる偵察部隊は 小集団で固まって、 ホール
の奥のほうに散ら ばっている。ホバ リングで空中待 機
してい る。

かた

いや、 よく見ると待機は していなかった。じ りじり
と少しずつ近づい てくる。
「先に 仕掛ける気はな いようだな」
りぶた んは右端出入り口 に捕縛ネットを張っ た。片
あご

顎の兵隊アリをポ ンと叩いて激励す ると、中央出入 り
口に移 動した。
「近くまで寄れるだけ寄って、そこから一気に襲いか
かるつもりね」
ヒ ナタはミサイルを 消して左端出入 り口に移動した。
そして、そこで捕縛ネットを張った。
クイーン・ローズに五ヶ所ある出入り口のうち、両
端のふ たつがネットで 封鎖された。
「あたいも ？」
団丸は自分を指さした。
捕 縛ネットなら団丸 も使える。出入 り口はもう一ヶ
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所封鎖できる。
「いや 。おまえのネッ トは取っておけ。 ほかに使い道
がある」
「ラジャー」
団 丸がおとなしく従 うその横で、チ ャパティが守備
隊を再編制した。すでに四つに減らされていた守備隊
が、さらに三つに なった。
し かも、編制のしか たに特徴があっ た。より体格に
優れる者をひとつの守備隊に集めている。兵隊アリの
精鋭部隊だ。
再 編制されたクイー ン・ローズ守備 隊を横目で見な
がら、りぶ たんが質問した 。
ぎゅうほ

「連中の牛歩戦術 のおかげで、少し は時間も稼げる な。
それで だ。ほかの出入 り口の守備隊はど のくらいで撤
退できる？ 」
「防衛線を下げた といっても、それ なりに時間がか か
ります わ。ましてや仕 掛けられたが最後 、撤退は難し
くなりますわね。通路では防ぎながら後退できても、
通路と通路が交差 するところは広く なっていて、手 が
回りま せんもの」
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「どうせ奴らぁ、 トロトロしてやが んだからよ。一 気
にパパ ッと下げちまえ ばいいじゃねえか 」
マハラ が話に割り込んだ 。
「バカね。そこを 襲撃されたらどう するの。保安官 と
わたく しは、万全の策 を考えていますの よ」
「万全の策なんざぁ、ありゃしねえって。ここは一発、
男らしく勝負でえ っ」
「わた くし、女ですか ら」
「あたしも 女だからな」
「わたしは美女だ から」
ヒ ナタはちゃっかり 一文字付け加え た。
「あたい、 美少女だから」
団丸はさらに一文字付け加えたが、さすがにちょっ
と無理 があった。
「………… 」
「…………」
「…… ……」
自称美 少女に向ける女た ちの視線が冷ややか だった。
「おいらに考えが あるです」
ル ビーローズ一味の 知恵袋が話を切 り出した。
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げさく

「でも、下策にな るです」
「下手 な策でもかまい ませんわ。なにか しら？」
「床の枯れ木を出入り口に積んで、火をつけるです」
「それは……」
ル ビーローズは一瞬 、言葉に詰まっ た。
「確かにそうすれば、スズメバチを防いで守備隊を下
げられますわ。そ の代わり、わたく したち自身が煙 攻
めにな りますわよ。燃 え広がったら火攻 めですわね」
「おいら、それしか考えつかないです。下策でごめん
なさいです」
「謝ら なくてもよろし くってよ。ほかに 妙案もありま
せんものね。……どうかしら？」
ルビーローズはりぶたんを見た。
Ｌ ＩＳＤの保安官は 、ゆっくりと近 づいてくる敵を
見張っている。腕を組んで仁王立ちだ。
「保安官？」
ル ビーローズはもう 一度声をかけた 。
全員の 目がりぶたんに注 がれた。
「ほかに打つ手は あるまい」
り ぶたんが重い口を 開いた。
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「すぐに取りかか るとしよう。だが 、どうあがいて も
女王軍 連合部隊との一 戦は、避けられん な」

一味を指揮 して全

腕自慢のお

断を下 したりぶたんは、 くるりと振り返ると 、声を
茶を 配れ！

張り上げた。
「チャ パティ！
ルビーローズ！

マハラ！

まえは倍働 け！
団丸は階段 を死守するのだ ！
ヒ

守備隊を撤退させ ろ！
下 から上がってくる のが味方だとは 限らんぞ！
一

ほ

ナたんはあたしとここで、連合部隊を迎え撃つ！
同、覚悟はいいな っ！」
「おお う！」
マハラ が誰よりも大きな 声で吼えた。

チャパティはフードボックスを開くと、さっそく配
給を始 めた。ソーサー を差し出して、テ ィーカップを
受け取らせ た。
霊力の尽きたルビーローズが真っ先にお茶を手にし
た。
「お茶？」
ヒナタが小声でりぶたんに聞いた。
「霊力 が少しだけ回復 するらしい」
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りぶたんとヒナ タもお茶を受け 取った。
ル ビーローズは意外 に男らしく、お 茶を一気にあお
った。
その横でマハラが小指を立てて、ちびりちびりと飲
んでい る。
ルビー ローズはお茶を飲 み終わると、ティー カップ
を広間の端に向け て放り投げた。聖 母らしからぬマ ナ
ーだが 、気合いのほど が見て取れる。投 げ捨てられた
カップは石英の結晶に当たって割れた。派手な音は格
好の景気付けとな った。
「さあ 、ついてらっし ゃい！」
聖母が 走った。
マハラは器用にお茶を飲みながら駆けていった。
チ ャパティは配った カップを回収し てから、追いか
けた。
ルビーローズ一味が降りていった階段の前に、団丸
が陣取 った。
「おまえたちは脱出路を守れ」
りぶたんはクイーン・ローズ守備隊に命令した。
兵 隊アリに出入り口 を守らせると、 蟻塚の外に引き
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まき

ずり出される恐れ がある。今回は出 入り口に薪を積 ん
で火を つけるから、引 きずり出された兵 隊アリはたと
え生きていても見殺しにするしかなくなる。
もちろん、場合によっては犠牲を覚悟の上で出入り
口の守 りに参加しても らうが、いまはと りあえず、後
ろを守らせ ることにした。
兵隊アリはすんなりと従った。女王軍狩猟部隊との
交戦で 、すでに脱出路 まで下がって守備 をしているか
ら、理解もしやすかったようだ。
「出入り口はいく つあるんだろう？ 」
ヒ ナタは中央左出入 り口を受け持っ た。
「さあな」
りぶたんは中央右出入り口の担当だ。
間 にある中央出入口 はりぶたんとヒ ナタで見る。親

ルビーローズ

友で戦友のふたりだ。打ち合わせなどはいらなかった。
「知らないの？」
「うむ 。ルビーローズ に任せたからな」
「信用した のね？」
「そうだ。あいつ ならやってくれる 」
「でも 逮捕しなくちゃ いけないのよ？
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さんたちはドゥー ドゥー強奪犯なん だから」
「…… もちろんだ」
「………… 」
すぐに答えなかった相棒の横顔を、ヒナタはちらり
と盗み 見た。
「結局さぁ 」
団丸が空気を読んで、話題を変えた。
「ブラ ックホークの部 隊は狩猟が任務な んだからさ、
獲物を狩りにここに来たってことじゃん？」
「そうなるな」
「んで さぁ。リヴリー に追い払われたも んだから、リ
ヴリーの排除が任務のコブラの部隊を呼んだってこと
っしょ？」
「だろ うな」
「じゃあさ。初めから連合部隊を組んでたんじゃない
じゃん。成り行き でそうなっただけ じゃん」
「それ がどうかしたの か？」
りぶた んは振り向いて団 丸を見た。
どうやら、団丸の話はただの雑談ではなさそうだ。
「ブラ ックホークを追 い払ってさ。戻っ てくるまでの
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短い時間で、コブ ラに話をつけたっ てことはさ。コ ブ
ラは近 くにいたんじゃ ん？」
「………… 」
りぶたんはヒナタと目を合わせた。
ヒ ナタも団丸の話に なにかを感じ取 っているようで、
不安そうな 顔をしている。
「なんかそれって さぁ。ずいぶんと 都合のいい偶然 じ
ゃんか 。やられて逃げ たら、ちょうど仲 間がいたので、
あたい、 思うんだけどさ 。

仲間といっしょにすぐに仕返しに戻りましたなんてさ、
話ができすぎだよ ねえ？

と すると

コブラ が近くにいたの は偶然じゃないの さ」
「すぐに合流できても当然だというのか？
……」
り ぶたんは地底ホー ルの奥にある天 井をにらんだ。
すぐ下には 侵入口がある。
「あの先にクイン の巣があるのか！ 」
「そん な……！」
ヒナタ が両手を口に当て た。
「ちっ。そういう ことなら、コブラ が仕掛けてこな い
理由も 説明できる。も ともと牛歩戦術は 時間稼ぎのた
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めにやるものだ。 つまり、奴らは時 間を稼いで待っ て
いるの だ。……ハイン ド率いる女王軍哨 戒部隊の到着
をな！」
ブラックホークの部隊はミサイル空爆されないよう
に風を 起こしている。
コブラ の部隊はホバリン グしながら少しずつ 近づい
はら

てくる。一気に襲 いかかろうとはし ない。可能な限 り
接近し てから一斉に攻 撃する肚だと思っ ていれば、そ
うではなか ったのだ。
「こうなったらも う、時間との戦い ね。ルビーロー ズ
さんたちが戻ってくるのが先か、それとも――」
「――ハインドの到着が先か」
りぶたんとヒナタは前を向いた。
「もし かしたら、その 先もあるかも。ア パッチも近衛
部隊をつれてやってくるかも。ううん。そこまでいっ
たらもう、クインだけが巣に残る理由なんてないよ
ね」
「敵は女王 軍全軍……か」
それっきり、りぶたんは沈黙した。
ヒ ナタも押しだまっ ている。団丸も 口をつぐんでい
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る。
も う誰も、無駄口を 叩かなかった。
敵は女 王軍全軍。

くさ

４

クイーン・ローズの空気が重かった。

こ

焦 げ臭いにおいがし た。
うっす らと煙も漂い始め た。
出入り口に枯れ木を積み上げて火をつけ、守備につ
く兵隊 アリを撤退させ る作戦が始まった 。焚き火でス
ズメバチの侵入を防ぐ代わりに、自分で自分を煙攻め
にするという下策 だった。
煙 は、中と外の両方 からクイーン・ ローズを襲った。
出入り 口から中に向かっ た煙は、通路を伝っ て昇っ
てゆく。自然と最 上階に集まる。一 方、外に向かっ た
煙はブ ラックホークの 部隊が起こした風 に吹かれなが
ら上昇し、蟻塚の最上階に吸い込まれた。
「まずいな」
外 の煙が吸い込まれ てくるのは、貫 通した脱出路に
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空気の流れがある からだった。つま り、煙はクイー ン
・ロー ズを通過して脱 出路に流れ込んで ゆくのだ。脱
出路は煙突と化して、中にいるシロアリやモグラコオ
ロギまで煙攻めに される。
「兵隊 アリで栓はでき ない？」
ヒナタ が振り返った。
「やってみるさ」
団 丸は身振り手振り で兵隊アリを動 かそうとした。
カウボーイハットを脱いで大きく振ってみる。しかし、
目のないシロアリ にボディランゲー ジは伝わらない 。
結局、 団丸はシロアリ の体に手をかけ、 押し出すよう
にして動か した。
三つある守備隊のうち、一隊が脱出路の中に入った。
言葉が 通じないので、 守備隊はお役ご免 になったと勘
違いし、そのまま脱出路の奥に向かってしまった。
団丸はあわてて止めようしたが、うまくはいかなか
った。
「ごめん、 あたい……」
「ううん。ごめんね。わたしが余計なこと言ったか
ら」
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団丸とヒナタは ふたりで謝りあ った。
「なに 、かまわん。そ この守備隊も、ど うせ避難させ
るのだから な」
ちょうどそこへ、階下から撤退してきた兵隊アリが
上がっ てきた。
「ほら見ろ。栓をしても結果は同じだったぞ。団丸。
逃げてきた兵隊ア リを全部、脱出路 に誘導しろ。穴 の
大きさ はぎりぎりだか ら、脱出させるだ けで少しは煙
も入らなく なるだろう」
「ラジャー」
兵 隊アリは団丸の誘 導に従った。
巣から 仲間が消えたのは 理解しているらしい 。脱出
することに抵抗は なさそうだ。
「この 調子なら、ハイ ンドが来る前にな んとかなりそ
うだな」
「そうね。連合部 隊ともやり合わず にすんだら、言 う
ことな いよね」
兵隊ア リの世話は団丸に 任せて、りぶたんと ヒナタ
はあくまでも女王 軍連合部隊に備え た。ハインドの 部
隊が到 着するまで待っ てくれるという保 証はどこにも
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ない。
ブ ラックホークの狩 猟部隊は、相変 わらず地底ホー
ル後方で風 を起こしていた 。
コブラの偵察部隊はホバリングでじりじりと迫って
くる。
戦況に 変化はない。
せき

兵隊アリは堰を切ったように続々と撤退してくる。
「けほ っ」
ヒナタ が咳き込んだ。
スズメバチが襲ってこなくても、煙は容赦なく襲い
かかっ てくる。出入り 口からの撤退が進 めば進むほど、
煙は濃くな る。
いまや、最大の脅威は煙だと言えた。
「けほ けほっ」
ヒナタ が守る中央左出入 り口は、外から吸い 込まれ
てくる煙の量が多 かった。
片 手で喉を押さえな がら、ヒナタは にじんだ涙を指
先でぬぐった。青い目に煙がしみた。
「代わろうか、ヒ ナたん」
「いい 。だいじょぶ。 でも、ちょっと、 息、苦しい」
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喉に煙が刺さっ て、声がかすれ ている。
ヒ ナタは煙を追い出 そうとウインド を使った。
冷たい 北風が吹いて、ヒ ナタのまわりから煙 を吹き
飛ばした。
吹 き飛ばされた煙は 外に出て行った 。
蟻塚の 中から放たれた煙 の固まり。それがス ズメバ
チを刺激した。
「来た ぞっ！」
りぶた んはガトリング・ ショットガン・スリ ングを
構えた。
敵 を撃ち落とす必要 はなかった。な によりも、霊力
の節約に努めなければならない。攻め寄せてきたスズ
メバチは、足止め するだけでよかっ た。
「けほ っ」
咳は止 まらなかったが、 ヒナタもガトリング ・ショ
ットガン・スリン グを敵に向けた。
「…… ！」
団丸が じれていた。
あいている中央出入り口の守りに参加したくてたま
らない のだろう。その 目はまっすぐ、出 入り口を見つ
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めている。
そ の出入り口に、暗 いオレンジ色を したスズメバチ
が押し寄せ た。
ガトリング・ショットガン・スリングがうなりを上
げた。 右に二丁、左に 二丁、あわせて四 丁のガトリン
グ銃が散弾 を連射した。
散弾の一粒でも命中すれば、スズメバチの動きは一
瞬止ま る。わずかなそ の瞬間に、スズメ バチの巨体は
防壁となって、ほかのスズメバチをさえぎってくれる。
弾を当て続ければ 、羽ばたくことが できなくなって 落
ちてゆ く。
中央出 入り口とその両横 の出入り口に弾幕が 張られ
た。両端の出入り 口には捕縛ネット が張ってある。 右
かたあご

端出入 り口には頑固な 兵隊アリもいて、 片顎でスズメ
バチをつつ いてくれる。

か

戦端は開かれた。女王軍連合部隊を相手にした籠城
戦だっ た。
こ

攻城軍 は強大で兵力も圧 倒的だ。対する籠城 軍は寡
へい

兵でも、拠点に籠 もるという利点が あった。しかし 、
その利 点を自ら煙攻め で差し引いている 。
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ところが意外な 効果が現れて、 りぶたんたちは煙 攻
めから 解放された。ス ズメバチが大挙し て押し寄せた
ことによる副次的な効果だった。
外から吸い込まれていた煙は、群がるスズメバチが
たい

シャットアウトしてくれた。クイーン・ローズに滞
りゆう

留 し て い た 煙 は 、 スズ メ バチ の 巻 き起 こ す 羽風 が 吹
き飛ばしてくれた 。煙の一部は脱出 路に流れ込んだ も
のの、 そのほとんどは ものすごい勢いで 階段から下に
抜けていった。強い羽風が吹くおかげで、煙は下から
上がってこなくな った。
ヒ ナタがうっかりウ インドを使った ことで戦いの火
蓋は切られてしまったが、逆に煙攻めからは逃れるこ
とができたという 、皮肉な結果だっ た。
も っとも、これで息 は苦しくないと 喜ぶ暇はなかっ
た。最前線のふたりは煙が消えた事実にすら気づいて
いなかった。ふた りで三つの出入り 口を守り続けた 。
ただひ たすらに、ガト リング銃を撃ちま くった。
「ルビーローズが帰ってきたっ」
団丸が大声で報告した。
最 初に戻ってきたの はルビーローズ だった。
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敵 は女王軍全軍とな る恐れがある

「始まってしまっ たのですね！」
「ルビ ーローズ！
ぞ！」
前を向いたまま、りぶたんが叫んだ。
「なん ですって！」

出口の外 はきちんと探索し ましたわ！」

「侵入口の先にクインの巣があったのではないの
か！」
「いい え！
「ならば移 動してきたか！ 」
外敵を避けるためか、クインの巣はときおり移動す
ると見 られていた。
「それで今日になって、こんなことになりましたの
ね！」
「チャ パティが追われ てるっ」
あっ！

チャパティが ！

報告す る団丸の声は悲鳴 に近かった。
「後ろからスズメ バチが！

滅 多なこ
チャパティ が戻ったら、そ こ

奴はお茶会の暗殺者だ！

鼻 でなんか攻撃した っ」
「心配する な！

とでは引けを取ら ん！
をネッ トでふさげ！」
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「そんなことしたらマハラが帰ってこれないじゃん
か！」
マッハなら、鼻歌交じりで帰って

ここ からっ」

「だいじょ うぶ！
きますわ！
ル ビーローズはテー ブルをひっくり 返すと、抜け道
の扉を開放した。穴に板をかぶせただけの扉だったが、
枯れ木で埋めて隠 してあった。
「です から、あなたは 保安官に言われた とおり、しっ
かり自分の務めを果たしなさい」
「ラジャー！」
ル ビーローズが団丸 を諭してくれた ので、りぶたん
は銃撃に専 念した。
チャパティが階段を駆け上がるのを待って、団丸は
床に捕 縛ネットを張っ た。
ネット を張るとすぐに、 チャパティを追って きたス
ズメバチが網に体 当たりをしてきた 。城の中に入り 込
んだス ズメバチは一匹 だけではなかった 。ほかにも何
匹か階段を 上がってきた。
「姐さん、ごめん なさいです」
チ ャパティはルビー ローズの前にひ ざまずくように
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して、くずおれた 。両手と両膝を床 について、顔を 伏
せてい る。
「おいら、読みちがえたです。スズメバチは焚き火に
突っ込んできたで す。火が燃え移っ たです。城は炎 上
するで す。おいら、読 みちがえた……」
「気にしな くていいのよ」
ルビーローズはかがむと、チャパティの手を取って
立たせ ようとした。
「すでに放棄した城ですもの。あとはみんなで脱出す
るだけですわ」
「でも マッハが……」
チャパ ティは膝をついた ままだ。立ち上がろ うとし
ない。
「おう おう。俺様がど うしたってえ？」
抜け穴 からひょっこりと マハラが顔を出した 。
巨漢のマハラにはせますぎる抜け穴なので、リトル
で小さ くなっている。
「やい、お茶っ葉。なにをメソメソ泣いてやがんで
え」
「おい ら、泣いてない です」
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チャパティはす っくと立ち上が った。
確 かに泣いてはいな い。落ち込んで いただけだ。
「男はめったやたらに泣くもんじゃねえ。ちったあ、
俺様を見習えって んだ」
マ ハラは体を元の大 きさに戻した。
巨漢で も下半身はスリム なので、腰から下な ら抜け
穴にも収まる。穴 から出ようと、マ ハラはふちに足 を

ずね

乗せた 。そのままぐっ と体重をかける。 ふちにあるの
は石英の結 晶だ。
マハラの足がつるりとすべった。
ち ょうど体重を乗せ たところだった ので、向こう脛
から落ちた 。
全体重を乗せて、マハラは弁慶の泣き所を打ったの
だった 。
「んがっ」
どんな豪傑でも、向こう脛を打つと痛くて泣くとい
う。
マハラ は床に両手をつい てうつむいた。激痛 に顔を
しかめると、目か ら涙がこぼれ落ち た。
「やい 、マッハ。なに をメソメソ泣いて やがるです」
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「だって痛いんだ もんっ」
い つもの威勢はどこ へやら。
「遊びはそ こまでだ！」
りぶたんが怒鳴った。
さあ、脱出するぞ！」

「チャ パティはここの 守備隊を撤退させ ろ！
はあたしと 代われ！
「合点でい……で す」

マハラ

チ ャパティはマハラ の口ぶりを見習 ってみた。
マハラ はまだ痛みに耐え ている。
しつた

「いつまで泣いて いる！」
り ぶたんが叱咤した 。
「俺様、泣いてないです……でい」
マハラは口まねをやり返すと、痛めた足をかばいな
がら、 りぶたんの元に 向かった。

俺様はマッ ハのマハラだから な！

そうさ

「そんなに痛いなら、我慢しないで怒りを敵にぶつけ
ろ」
「おう ！
せてもらわ ぁ！」
ひと呼んで、マッハのマハラ。
も っとも、そう呼ぶ のは本人だけで 、マハラが自分
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で自分につけたあ だ名だった。
「マッ ハ・ハンマー！ 」
マハラ は胸の前で×印を 作った。クロスさせ た両腕
を勢いよく振り下 ろした。ロケット 噴射するハンマ ー
が出現 して、敵を叩き 飛ばした。
マハラ の専用攻撃技は「 マッハ・ハンマー」 といっ
た。呪文もそのま まマッハ・ハンマ ーだ。
しゅし

両 腕を胸の前でクロ スさせて×印を 作り、振り下ろ
して技を放つ。手指を使った方向指定などはないのだ
が、実はこのとき 、わずかに上体が 傾く。マハラの 方
向指定 は額から鼻筋に かけた顔を中心に 、上半身全体
で行われて いるのだった。
指先とちがって大雑把な方向指定となるが、体を大

かたあご

きく使 うという豪快さ がマハラの性に合 っていた。
「よし、もういいぞ。おまえ」

おおあご

守備をマハラに代わってもらったりぶたんは、片顎
の兵隊 アリに声をかけ た。
あご

ハサミ のように突き出し た大顎を片方折られ た兵隊
アリだった。片方 しかない顎をスズ メバチの首に引 っ
かけて 、器用に押さえ 込んでいる。スズ メバチは顔を
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網に押しつけられ て、思うように動 けなくてもがい て
いる。
重傷の 身で敵を一匹食い 止めているのだから 、見事
な働きだ。
「でか したぞ。だが、 そこまでだ。いま から全員で脱
出する。お まえは先に…… 」
おお あご

りぶたんの言葉が途切れた。
大 顎を咬み折られた ばかりか、頭に 穴まであけられ
た兵隊アリ だった。
我が身も顧みずに、出入り口の守りに志願してきた
兵 だった 。

つわもの

触角で りぶたんの胸をつ ついて、ここは任せ ろと言
い張った。
頼 りになる兵隊アリ だった。
かたあご

いまも 、片顎でスズメバ チを押さえ込んでい る。し
っかりと押さえ込 んだまま、放さな いでいる。
け れども、もう。兵 隊アリは動かな かった。
「……おま え」
りぶたんは見た。
何 度もつつかれた触 角が、だらりと 垂れ下がってい
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る。
ぴ くりとも動かない 触角がなにを意 味するか、考え
かたあご

るまでもな かった。
片顎の兵隊アリは息絶えていた。死んでなお、敵を
押さえ つけて放さなか った。
新しい 傷がないところを 見ると、頭にあけら れた穴
が致命傷となった のだろう。
そ れだけ深い傷だっ たのだ。にもか かわらず、兵隊
アリは戦った。巣を守って死んでいった。
誰よりも誇り高いソルジャーだった。
「…… ……」
戦友の 大きな体にりぶた んはそっと手を置い た。
そして、最後の言葉を伝えた。
「ここ は……おまえに 任せたぞ」
か た あご

りぶた んは片顎の兵隊ア リに背中を向けた。
脱出だ！」

右端出入り口の守りは万全だった。
「さあ ！
かたあご

りぶた んは叫んだ。
片顎の兵隊アリが戦死して、クイーン・ローズに漂
う重い 空気を大声で吹 き飛ばした。
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「チャッパ！」
ル ビーローズがチャ パティに声をか けた。
チャパ ティはクイーン・ ローズ守備隊を脱出 路へと
誘導している。
「おい ら、働きアリを 連れてくるです！ 」
チャパ ティは守備隊とい っしょに脱出路の奥 へと向
かった。
「すぐ 先の脇道に働き アリを伏せてあり ますわ」
ルビー ローズがりぶたん に説明した。
「掘り起こした岩 を運ばせて、それ で追撃を防ぎま す
の」
「よし。あと少しの辛抱だな。全員、ぬかるなよ！」
「ラジャー！」
ヒ ナタと団丸が声を そろえて返事し た。
「俺様もラ ジャー！」
勢いでマハラもまねをした。
「わた くしもラジャー ！」
つきあ いでルビーローズ までまねた。
みんなで爆笑した。
笑 いながら戦うリヴ リーたちは強か った。
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左からヒナタ、 りぶたん、マハ ラと並んで、女王 軍
連合部 隊の突破を許さ なかった。
団丸は 網を張った階段の 入り口で番をし、チ ャパテ
ィは働きアリを巧 みに操った。
ル ビーローズは女王 様らしくひとり なにもしなかっ
たが、すでに霊力が尽きているのでしかたのないこと
だった。
「入り 口の封鎖、終わ ったです！」
待望の 声がかかった。
脱出路の内部に岩が積み上げてあった。モンスター
はもう 通れない。岩と 壁の間には隙間が あった。リヴ
リーは通れ る。
「最後に土をかけ て煙も通さないよ うにするです！ 」
ゆっくりと下がるぞ！」

チ ャパティが胸を張 った。
「よし！

りぶたんは両隣に声をかけた。弾幕を張りつつ、少
しずつ 後退する。
ところ が、リヴリーたち が下がるよりも先に 、スズ
メバチが下がった 。
かた

出 入り口にたかって いた群れが飛び 去ってゆく。片
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あご

顎の兵隊アリに押 さえ込まれていた スズメバチも、 仲
間に手 伝ってもらって ようやく自由にな ると去ってい
った。城の中に侵入して、階段を上がってきたスズメ
バチも姿が見えな い。
脱 出の用意が整うと 同時に、突然、 戦いが終わって
いまになって撤退 かしら？」

しまったの だった。
「なんですの？
ル ビーローズがりぶ たんのそばまで 来た。
「うんにゃ、ちがうな。あれを見ろ」
りぶたんが指をさした先には、並んで飛ぶ三匹の巨
大なス ズメバチがいた 。
真ん中 にいるのは緑色を している。コブラだ 。
その両脇にいるスズメバチはどちらも暗い色だった。
一見す ると判別しづら いが、よく見れば ちがいはわか
った。向かって右にいるのは暗い灰色をしている。ブ
ラックホークだ。 そして、左にいる のは暗い紫色だ っ
た。
「ハインド ですわ」
「そういうことだ 。ついにお出まし だな」
「三匹 のあの様子です と、次の攻撃は三 匹で仕掛ける
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みたいですわね。 アパッチもクイン も、来ないので は
なくっ て？」
「さあ、どうだろうな。ハインドの哨戒部隊は女王軍
最速だ。それがこ れだけ遅かったと いうことは、ク イ
ンの巣 は思ったよりも 遠くにあるのかも しれん。だと
したら、アパッチの部隊もクインも、もっと遅れてや
ってくるのかもな 」
ハ インドの部隊は空 中警戒を主な任 務としている。
敵の接近を上空から監視し、巣に近づく者があれば急
きょうじん

降下して一気に襲 いかかる。そのた め、長時間飛行 で
き る 持 久 力 に 、 急 降 下 に 耐え う る 強 靱 な 肉 体 、速 力
や旋回能力といった飛行に関するあらゆる能力が、高
い水準で要求され る。
つ まり、女王軍で最 も飛行能力に優 れた者で編制さ
れる部隊がハインドの哨戒部隊だった。だから兵ども
の、体の大きさも 色もバラバラだっ た。
ブ ラックホーク率い る狩猟部隊のよ うに標準的な兵
で数だけを増やしたわけでもなく、コブラ率いる偵察
部隊のように図体 のでかい荒くれ者 を集めたわけで も
ない。
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ハインド率いる 哨戒部隊は、選 抜したトップガン に
よる精 鋭部隊なのだ。
最強の 軍団の、最速の部 隊である。
「でも、わたした ちもう脱出するん だから関係ない よ
ね？」
ヒナタ は隣のふたりに声 をかけた。
すでに脱出は目前だというのに、りぶたんとルビー
ローズ は今後の戦いも 視野に入れた話を している。敵
が下がったこの隙にみんなで脱出路に駆け込んでしま
えばそれでおしま いなのに、アパッ チ率いる近衛部 隊
や女王 クインまでが参 戦する事態を想定 している。
おかし な話だった。
「あたしは……残 る」
り ぶたんはヒナタを 見ずに答えた。 いいにくそうだ
った。
「え……？」
ヒ ナタの声が小さい 。きっと自分の 耳を疑ったのだ
ろう。
「わたくしも残り ますわ」
「あた しひとりでいい 。おまえは脱出し ろ」
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「いいえ、保安官 。わたくし抜きで 、この后土の城 を
抜けら れるとお思い？ 」
「……なに を言ってるの？ 」
ヒナタは丸い目をさらに丸くした。女王軍を相手に
脱出せ ずに残るだなど と、隣のふたりは 信じられない
ことを言っ ている。
「横穴が心配なの だ。地底トンネル はショップゲー ト
まで延 びているからな 」
「これだけのスズメバチがＧＬＬに侵入したら大惨事
になりますわ。わ たくしには、それ を阻止する責任 が
ありま してよ。いまこ こで脱出するわけ には参りませ
んの」
「でも、トンネル からは防衛隊がや ってくるんだか ら、
フーち んが呼びに行っ たから、すぐにや ってくるんだ
から――」
「いいえ」
ル ビーローズは静か に、しかしはっ きりと、否定し
た。
「防衛隊は動きま せんわ」
「プー ケがそうさせな いと、ルビーロー ズは言ってい
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る。まあ、あの女 が防衛隊を動かさ ないというのは 、
わから ない話ではない な」
「じゃあ、 わたしも残るっ 」
ヒナタはその場に座り込んだ。自分も仲間に入れな
いなら 逆らうぞ、と態 度で抗議した。
「それなら、あたいも――」
「おまえはいい！ 」
「あな たはいいの！」
口をは さんだ団丸を、り ぶたんとルビーロー ズが激
しく拒絶した。
「…… ……」
りぶた んはちらりとルビ ーローズを見た。元 怪盗の
団丸を相手に、ル ビーローズが真剣 になる理由がわ か
らなか った。
「居残り組もたいへんだが、脱出組もたいへんだ」
りぶたんはヒナタの説得を始めた。
「外に 出ても怪物密林 だからな。しかも 大所帯ときた。
脱出組は数が多いほうがいいし、ヒナたんには脱出組
を仕切ってもらわ ないと困る。残る のはあたしとル ビ
ーロー ズで充分だ」
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「あら？

わたく しひとりでよろし くってよ。あな た

も脱出 なさい」
「バカをいうな。おまえはドゥードゥー強奪犯だぞ。
逃がすものか」
「姐御 、そろそろ時間 切れでい。奴らぁ 、陣形を整え
やがった」
早く話し合いを終わらせろと、マハラがうながした。
女 王軍の三部隊が配 置についた。
ブラッ クホークの部隊は これまで同様に、地 底ホー
ルの後方で風を起 こしている。ヒナ タのミサイル空 爆
で発生 するガスを吹き 流そうとしている 。
コブラ の部隊は地底ホー ルの下のほうでホバ リング
している。おそら くこれは、出入り 口の焚き火を突 破
はら

して蟻 塚内部に殴り込 もうという肚にち がいない。
ハイン ドの部隊は地底ホ ールの上のほうを飛 んでい
る。ホバリングも せずにめまぐるし く飛び回ってい る
のは、 密集状態で飛行 しても衝突などし ないという自
信の表れだろうか。そして、狙いはずばり、クイーン
・ローズだろう。 ほかの部隊のよう に出入り口に群 が
るので はなく、隙をつ いて突入する気な のかもしれな
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い。なにしろトッ プガンの部隊だ。 飛行能力は図抜 け
ている 。
「早くするです。煙が流れてきたです」
チャパティも急がせた。

早く逃げな！

し

羽 風がなくなったの で、煙がどんど んクイーン・ロ
もう 間に合わねえ！

ーズに入っ てくる。
「うおっ！
んがり は俺様が引き受 けらぁ！」
マハラ が両腕を胸の前で クロスさせた。
スズメバチが動いた。上からも、下からも、一斉に
向かっ てきた。
「ヒナたん ！」
りぶたんがヒナタに手を差し出した。
「うん ！」
ヒナタ はりぶたんの手を つかんで立ち上がっ た。
しかし、ふたりは逃げようとはしなかった。中央出
入り口 の前に並んで立 って、突撃してく る敵と向き合
った。
りぶたんが左手を高く掲げた。ヒナタは右手を高く
掲げた 。ふたりの腕が 絡んだ。がっしり と組まれた。
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お下がり！

マッハ！」

りぶたんは右手 を横に広げた。 ヒナタは左手を横 に
広げた 。
「これは！
ルビーローズはふたりのそばから離れながら、マハ
お ？」

ラに怒 鳴りつけた。
「う！
けお

マハラはルビーローズに気圧されて、あわてて後ろ
に下が った。
目の前 の地底ホールはも う、スズメバチの巣 窟にな
っている。壁も地 面も天井も、なに も見えやしない 。
どとう

見える のはただ、羽ば たくスズメバチの み。
そのス ズメバチが怒濤の 勢いで襲いかかって くる。
りぶたんとヒナタがふたりで掲げた手の先に、緑に
輝く玉 が生まれた。り ぶたんが横に広げ た手の先には、
青く輝く玉ができた。ヒナタが横に広げた手の先には、
赤く輝く玉が出現 した。
「姐御 、まさかこいつ ぁ……」
ルビー ローズのそばに寄 りながら、マハラが ぎょろ
目をしばたたかせ た。
げきじんらいげきほう

「激甚 雷撃砲ですわ… …！」
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ぱっちりとした 目に輝く玉がま ぶしすぎて、ルビ ー
ローズ は手をかざした 。
りぶた んとヒナタは掲げ た手を振り下ろした 。互い
の右手と左手を、 扇ぐように振って 前に差し出す。
三 つの輝く玉がひと つになった。緑 の玉と、青い玉
と、赤い玉が融合して、大きな虹色の玉となった。ま
るで太陽のように 光り輝く玉だった 。
り ぶたんとヒナタは 声をそろえて、 ふたりで呪文を
唱えた。
「ジゴリヴ！」
とが

虹 色の玉が弾けた。
するど く尖った七本の稲 妻が、敵に向かって ジグザ
グに走った。稲妻 は一本一本がちが う色で光ってい る。
七色の 稲妻だ。
稲妻は 空中を少し走ると 、一本が七本に分裂 した。
少し走って、また 七本に分かれた。 数え切れないほ ど
に分裂 した稲妻がほか の稲妻と接触する と、融合して
スパークした。新しく虹色の玉が生まれて、そこから
さらに七色の稲妻 が飛び出した。
分 裂に分裂を重ねて 、稲妻は無数に なった。
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融合に融合を重 ねて、地底ホー ルは地上よりも明 る
くなっ た。
無数の 稲妻が明るい地底 ホールを貫いた。
トップガンといえども、ハインドの哨戒部隊に避け
る術は なかった。荒く れ者の集団でも、 コブラの偵察
部隊に耐えられる攻撃ではなかった。どれほど数が多
くても、ブラック ホークの狩猟部隊 は稲妻よりも少 な
かった 。
地底ホ ールをスズメバチ の巣窟と化した女王 軍の三
部隊は、無数の雷 に打たれた。
ハ インドも。コブラ も。ブラックホ ークも。例外で
はなかった 。
激甚雷撃砲「ジゴリヴ」は一・二一ジゴワットの雷
をぶち まける荒技だっ た。
たった 一発ですべての霊 力を吸い取られる代 わりに、
どんなモンスター にもフルダメージ を与えることが で
きた。
ハイン ドが墜落した。コ ブラも墜落した。ブ ラック
ホークも落ちた。
哨 戒部隊も、偵察部 隊も、狩猟部隊 も、すべてが地

- 678 -

面に転がった。
狩 猟部隊のスズメバ チが一匹だけ、 後脚の鉤爪が天
井に引っかかって落ちてはこなかった。後ろの脚一本
で、天井からぶら 下がった。だがそ れも、引っかか り
が取れ て落ちていった 。
「……いま の、なにさ？」
団丸はルビーローズの背中に声をかけた。
後 ろ向きに下がった ルビーローズは 団丸のそばまで
来ていた。
「リヴリー最強呪 文のひとつ、ジゴ リヴですわ」
ル ビーローズは前を 向いたまま、後 ろの団丸に話し
て聞かせた 。
む ほん

「ＬＩＳＤの初代 保安官に伝授して 謀叛を起こされ 、
長らく 封印されていた 呪文ですの。あな たは知らない
ぶくん

かもしれないけれど、あのふたりは防衛隊で武勲を立
せいふく

てていますわ。そ のことが管理リヴ 委員会に評価さ れ
て、ふ たりがＬＩＳＤ の正副保安官とな ったときに、
封印を解いて特別に伝授しましたのよ。……ただし、
決してひとりでは 使えないようにし て、ね」
ル ビーローズが見て いる前で、りぶ たんとヒナタは
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組んでいた腕を離 した。
ふ たりは向かい合っ た。
「あたしのゆく道は、ヒナたんの道」
りぶたんが右の拳を突き出した。
「わた しのゆく道は、 りぶたんの道」
ヒナタ も右の拳を突き出 した。
ふたりの拳がガチリと噛み合った。
「そっ ちは任せたぞ、 ヒナたん」
「そっちは頼んだぞ、りぶたん」
たとえ進む道がちがっても、自分の道は相棒の道。
相棒の 道は自分の道。
ならば 、どちらがどちら に進もうとも、かま いはし
ない。

脱出するぞ！」

后 土の城に残るとい うりぶたんの決 断を、ヒナタは
受け入れた 。
「さあ、みんな！

吹 っ切れたヒナタは 仲間たちに向か って、元気いっ
ぱいに叫ん だ。
自ら脱出路を目指して駆けてゆく。
「あな たもお行きなさ い」
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ルビーローズは 振り向かないま ま、団丸に声をか け
た。
「う……う ん」
団丸はルビーローズの背中を見つめて、なにやら不
ぐずぐずしてると、置いてっちゃう

思議そ うな顔をした。
「まるたん！
ぞ！」
新 入りの助手をヒナ タが引っ張った 。
「ラジャー ！」
ヒナタに引っ張られて、団丸も走り出した。
「姐御 、こっちは俺様 が引き受けらぁ」
「姐さん、おいらがちゃんと面倒見るです」
マハラとチャパティはそう言い残して、脱出路の中
へと消 えた。
ヒナタ と団丸があとに続 いた。
「やい、お茶っ葉 。俺様が面倒見な いような言い方 す
るんじ ゃねえ」
「そこ、す べるです」
「ずるっ」
脱 出路の中から声が 漏れてくる。
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「ねえ、オーロラ ライトはないの？ 」
ヒ ナタの不満そうな 声。
「俺様が置いといたランプはどこでえ」
「奥に忘れてきた です」
「暗く て見えねえじゃ ねえか」
「おいら、暗くても見えるです」
「俺様は見えねえ っての」
「そこ 、岩があるです 」
「がんっ」
なにやら楽しそうだ。
ねえ 、まるたん」

「ハン ドライトじゃあ んまり明るくない から困るでし
ょ？
「あたい、暗くて も見えるです」
団 丸にチャパティの 口癖がうつって いる。
やだ。ま るたんと腕組んで 歩く」

「別嬪さんは俺様の手ぇ握ってな」
「え？

「じゃ あ、俺様はお茶 っ葉と腕組むか」
「おいら、 やだです」
「んだとぉ」
「そこ 、穴があるです 」
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「どてっ」
声 は徐々に遠のいて 、やがて聞こえ なくなった。
「マハラはなぜ、いちいち効果音を口にするのだ？」
居残り組のりぶたんが脱出路の暗闇に目をやりなが
ら、ル ビーローズに聞 いた。
「さあ、な ぜかしらね」
ルビーローズはほほえみながら抜け穴へと降りた。
「参り ましょうか。保 安官」
「よし、行 こう」
りぶたんも抜け穴に降りた。
ク イーン・ローズを 去る前に、りぶ たんは出入り口
の端を見た 。
戦士は巣を守って、そこにいた。
抜け穴 の空気は澄んでい た。
煙は流れ込んでいない。けれども、息苦しさは変わ
らなか った。
せまい 上に空気が熱い。 蒸している。
城の出入り口で焚き火をたいて、スズメバチの侵入
を防い だ。しかし、強 行突破されてしま い、火は燃え
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移った。床に敷き 詰めた枯れ木や枯 れ枝が延焼した 。
火事の 熱は抜け穴にも 伝わって、煙は入 ってこなくて
も空気が熱くなっているのだった。
「オーロラライト のあるところが出 入り口になって い
るわ。 覚えておきなさ い」
ルビー ローズが説明した 。
后土の城は石英の結晶で作られている。結晶には穴
をあけ られたものがあ って、そこにオー ロラライトが
設置されている。ライトが石英を照らして、光は結晶
を透過し、城全体 が明るくなる仕組 みだ。
抜 け穴は床の下や壁 の中を通ってい た。床の下は天
井の上でもある。結晶の透明なところからのぞくと、
階下に煙が充満し ているところがあ った。横を見れ ば、
隣の通 路に火の手が上 がっているところ もあった。
抜け穴 に煙が入ってきた ら、巻かれて死ぬ。 もたも
たしていると焼け 死ぬ。急いで城の 外に出る必要が あ
る。蟻 塚は燃えている のだ。巣材は燃え ない鉱物でも、
床には可燃物を敷き詰めてある。
ふたりは先を急いだ。
「待て 。止まれ」
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急ぐ足を、りぶ たんは止めた。
「どう かしまして？」
ふたり の横を大きな影が 通り過ぎていった。 白く濁
った石英の結晶に 影が映った。大き さと色から察す る
に、ス ズメバチだ。通 路を徘徊している 。
「スズメバチにも居残り組がいるみたいですわね」
「いまのだけとは 限らん。いずれに せよ、見つから な
いよう にしないとな」
「あなたはもう霊力がありませんものね」
「それはおまえも 同じだろう」
「あら 。わたくし、多 少は回復しており ますわ。サン
ダーの一発くらいなら使えましてよ」
「そうか。ならば 、それは最後の最 後まで大事に取 っ
ておけ 」
「奥の手で すわね」
ふたりは再び進み始めた。
ル ビーローズは后土 の城の主だ。抜 け穴も熟知して
いる。それでも、思うようには進めなかった。
「ここはだめです わ。焼けた石が熱 くて通れなくっ て
よ」
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「さっきの分岐点 まで引き返すか」
「そう してくださる？ 」
進む方 向が反転し、りぶ たんが先頭になった 。
分岐点まで戻るとルビーローズを先頭にして、別の
ルート を進んだ。
「困りまし たわね」
「どうした？」
り ぶたんはルビーロ ーズの肩越しに のぞいた。少し
先で抜け穴がふさがっている。どうやら通路の壁が倒
れてきたようだ。 漆喰代わりに石英 の結晶を接合し て
いるシ ロアリの分泌物 が、火事の熱でだ めになったも
のと思われ た。
くず

「壁が崩れている な」
ほうかい

くず

「ええ 。これで城が崩 壊する危険も出て きましたわ」
くず

くず

熱で壁 が崩れたというこ とは、床も崩れる可 能性が
また戻 るか？

さっきの 分岐点の、さ

高い。城は崩れ落 ちる恐れがあるわ けだ。
「どう する？

らに前まで戻ることになるが」
「いいえ。それで は遠回りになって しまいますわ。 こ
こは一 旦、抜け穴から 出ましょう」
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「なるほど。通路 に出て先に進み、 また抜け穴に戻 る
のだな 」
「それが一 番ですわ」
「では、さっきの ランプから出ると するか」
り ぶたんは後退した 。少し手前にあ った抜け穴の出
入り口まで 後戻りをした。
くぐ

抜け穴の出入り口は、はねあげ式の潜り戸になって
いた。 ランプが設置さ れている結晶の下 のほうを押す
と、通路に向かって飛び出す感じで、下から上に結晶
が持ち上がる。
「そん なに熱くはない な」
りぶた んはまず、潜り戸 となっている結晶に 触って
みた。
「帽子 でマスクをしま しょう」
なら

ルビー ローズは制帽を脱 いで口に当てた。
りぶたんもそれに倣った。
「少し ずつ開けるぞ」
りぶた んは徐々に力を込 めた。
ルビーローズも手を貸した。マスク代わりの帽子を
口に当 てているから、 ふたりとも片手だ 。
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潜り戸の下のほ うが開いた。特 に熱風が吹き込む よ
うなこ とはなかった。
様子を 見ながら少しずつ 戸を上げていった。 全開に
しても問題はなか った。焦げ臭いに おいがするだけ で
煙はな い。
りぶた んとルビーローズ は抜け穴を出て、通 路に立
った。マスクはい らなかった。ふた りそろって、帽 子
をかぶ りなおした。
通路は 焼け跡になってい た。床に敷き詰めた 枯れ木
のたぐいが灰にな っている。早いう ちに焼けたと見 え

なら

て、も う冷め始めてい るようだ。床の結 晶もそれほど
熱くはない 。歩ける。
おうとつ

枯れ木は、床の結晶と結晶の境目にある凹凸を均す
ために 敷き詰めてあっ た。それが燃えて しまって床は
でこぼこになったものの、結晶の平面を飛び石によう
に踏んで歩くこと ができた。
た だし、踏み抜かな いように気をつ けねばならない。
結晶の 接合は熱でもろく なっている。そのせ いで壁
が倒れ、抜け穴は ふさがれた。床を 踏み抜くと階下 に
転落す る。下が火の海 なら一巻の終わり だ。
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「急ぐぞ。足元に 気をつけろよ」
ふ たりは細心の注意 を払って、結晶 の平面を飛び飛
びに歩いた 。
注意は足元に集中してしまい、まわりの警戒がおろ
そかに なっていた。
風が吹 いた。
熱を持った空気の中ではぬるい風だったが、なにも
吹かな いよりは心地よ い。
すず

とはい え、風といっしょ に低く重い音まで聞 こえて
きたのだから、と ても涼んではいら れなかった。
「ちぃ ！」
振り返 るとそこに、暗い オレンジ色のスズメ バチが
いた。
羽 を動かして羽ばた いてはいるが、 スズメバチは歩
いていた。見れば羽が焦げている。体色が暗いオレン
ジ色だから、コブ ラが率いる女王軍 偵察部隊の兵か も
しょうそん

しれな い。それなら、 焚き火を強行突破 したときに羽
を 焼 損 し た の だ ろ う 。 そ の せ い で 飛 べ な く な っ て、
仲間といっしょに 撤退もできずに、 城の中を徘徊し て
いたの だ。
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スズメバチはじ わりと迫ってき た。足取りがにぶ い。
よろけ るような感じも ある。熱と煙にや られて弱って
いるのだろ うか。
しかし、目の前の獲物を見逃す気はないようだ。
あたしが引き受ける！」

「ここ はわたくしが引 き受けますわ」
「なにを言 うか！
おまえが逃げろ ！」

「いいから、あな たはお逃げなさい 」
「あた しは保安官だ！
「わからな い子ね」
ルビーローズは自分からスズメバチに近づいた。
「よせ ！」
りぶた んはルビーローズ の前に出ようとした 。
だが、ルビーローズに耳の毛を引っ張られて、阻止
された 。乱暴な聖母だ った。
「聞き分けよくしないと、わたくし、怒りますわよ」
サンダー一 発でどうなるとい うのだ！」

ルビーローズは耳の毛をつかんだまま放さない。
「放せ ！

りぶた んはルビーローズ の手を払いのけよう とした
が、逆に、いいよ うに引っ張り回さ れた。まるで大 人
に叱ら れる子供のよう だった。
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「技は使いません わ。回復したのは わずかな霊力で す
もの。 もしものときに 備えて、残してお きますわ」
いまの この状況は、ルビ ーローズにとって、 もしも
のときではないら しい。
「どう やって戦うつも りだ！」

小娘っ！ 」

いいからその手を放――」

「クイーン・ローズで言いましたでしょう。素手で戦
いますのよ」
「ふざ けるな！
「ごちゃごちゃ、うるせえんだよ！
ルビーローズがぶち切れた。
「…… ……」
突然、 人が変わった聖母 に、りぶたんはたじ ろいだ。
そこにいるのはもう、聖母ルビーローズではなかっ
た。
「こちとら、てめえがおむつの頃から修羅場ぁくぐっ
てんだ！」
つ かんだままのりぶ たんの耳の毛を 引っ張って、ル
ビーローズは自分の顔の前にりぶたんの顔を持ってき
た。
「！」
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りぶたんは見た 。
とげ

ア カゲパキケの瞳の 中に、棘が生え ていた。
「技も使えないくせに、いきがってんじゃないよ！」
ルビーローズはようやくりぶたんの耳の毛を放すと、
押し戻 すように胸を軽 く突いた。
「わかったら、さっさと行きな」
「…………」
り ぶたんはルビーロ ーズの迫力に呑 まれてしまって、
なにも言い 返せない。

あたいを誰だと思ってやが

かばい合うふたりにはお構いなしに、スズメバチは
接近し てくる。
「この虫けらがっ！
る！」
ル ビーローズはスズ メバチと向かい 合った。
「………… 」
りぶたんは、ルビーローズの背中に団丸を見た。
ア カゲパキケとショ ウジョウダルマ では見た目がま
ったくちがう。自分のことを「あたい」と呼んだくら
ばら

舐めてると

いで、イメージが 重なるとは思えな かった。
あか

「紅い 薔薇の女たぁ、 あたいのこった！
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ぶっつぶすぜ！」
たんか

ル ビーローズが啖呵 を切った。
お おあご

しかし 、モンスターに言 葉は通じなかった。
スズメバチが襲いかかってきた。大顎で、リヴリー
のやわ らかな肉に咬み つこうとした。
「きやがれ ！」
ルビーローズは制帽を投げ捨てると、スズメバチの
おおあご

大顎を 角で受け流した 。
アカゲ パキケには角が生 えている。角は後頭 部から
伸びてきて、こめ かみのあたりでく るりとカールし て
いる。
カール の部分は太く、大 きい。ルビーローズ はそこ
おおあご

を使って、下から アッパー気味にス ズメバチの大顎 を

あご

受け流 したのだった。 体を斜めにして首 を傾け、下を
おおあご

向いたカー ルを打ち上げた 。
あご

あご

スズメバチは大顎の裏側を殴られて、顎が上がった。
顎 の上がったスズメ バチは、当然、 顎を下げようと
する。下げればそこにはリヴリーの肉がある。咬みつ
くことができる。
ル ビーローズはモン スターの怪力に 逆らうことはし
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あご

なかった。スズメ バチが顎を下げる のに合わせて、 角
を下げ た。傾けた首を 振るだけで角は下 がる。そして、
反対側の角が打ち下ろされる。
カールされた角が、今度はスズメバチの顔面に打ち
込まれ た。
あご

顔面を 角で打ち下ろされ て、スズメバチの顎 が下が
あご

った。スズメバチ は顎を上げてもう 一度咬みつこう と
した。
ルビー ローズは流れに合 わせるだけだった。 首を振
る。打ち下ろした 角を引き上げる。 そうすると、反 対
おおあご

側の角 が下から突き上 げられる。
スズメ バチはまた大顎の 裏を殴られた。
体を傾け、頭を横にしたルビーローズは、角を使っ
てワン ツーパンチのよ うに連打した。下 から突き上げ、
上から打ち下ろす。それを何度も繰り返した。
スズメバチが体の向きを変えると、ルビーローズも
軽やか なステップで応 じた。体を傾ける 向きを変え、
上下の攻撃を入れ替えたりもした。
驚いたことに、ルビーローズは本当に素手でモンス
ターと 渡り合っている のだった。スズメ バチが咬みつ
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く動きに合わせて 、角を上下から打 ち分けている。
おおあご

け れどもそれは、簡 単にできること ではなかった。
おおあご

下から突き上げる動きでスズメバチの大顎を受け流す
と、モンスターの するどく尖った大 顎は、顔の前を 、
目の前 を、かすめるよ うに通過する。
おおあご

並の神 経では恐ろしくて とても耐えられない 。咬ま
どうもう

れて死ぬかもしれ ないのに、獰猛な スズメバチの大 顎
に顔を 近づけることな ど、誰にもできは しない。それ
おおあご

をルビーローズは何度となく繰り返して、その都度、
紙一重でかわして いる。スズメバチ の大顎の裏を間 近
で眺め て、かすり傷ひ とつ負うことがな い。
しかも 、ルビーローズは この戦法に熟達して いる。
ぶっつけ本番でで きる芸当ではない 。これまでにも 数
え切れ ないほど、同じ 方法で戦ってきた はず。
ルビー ローズはただ者で はなかった。
とげ

素手でモンスターと戦う女だった。
瞳 の中に棘を生やし た女だった。
ルビー ローズは……紅い 薔薇の女だった。
「！」
攻 めあぐねたスズメ バチが強く羽ば たいた。
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焼け焦げた羽で 飛ぼうとした。 羽風が激しくなっ て、
焼け跡 の灰が舞い上が った。
モンス ターの巨体が浮い た。
スズメバチが飛んだ。天井まで上昇してホバリング
した。 空中で体を起こ し、腹部を折り曲 げた。尻の先
から毒針が 出た。
「やれるもんなら 、やってみな！」
紅 い薔薇の女は強気 だった。とこと んやり合うつも
りのようだ 。
だが、スズメバチのほうが音をあげた。焼け焦げた
羽で飛 び続けるのは無 理だった。
スズメ バチが垂直に落下 した。尻から落ちた 。
床が悲鳴を上げた。
シ ロアリの分泌物で 石英の結晶を接 合して作られた
床は、火事で焼かれてもろくなっている。落ちてきた
モンスターの巨体 を受け止める力は 、もう床にはな か
った。
床が抜 けた。
スズメバチの落ちた場所が最初に抜けて、波紋が広
くず

がるよ うに周囲の床が 次々と崩れていっ た。
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ほうらく

床は崩落した。 スズメバチが落 ちた。ルビーロー ズ
も落ち た。
すべ

りぶた んも落ちていった 。
あらがう術はなかった。霊力は尽きている。使える
技はな い。
りぶた んは石英の結晶と いっしょに、下の階 に落ち
た。下の階でも床 が抜けた。まわり を結晶や枯れ木 に
囲まれ て、さらに下の 階まで落ちた。そ こでもまた床
が抜けた。
床が抜けるまでのほんの一瞬の間に、落ちてきた枯
れ木が りぶたんの後頭 部に当たった。丸 太のような枯
れ木だった。床が抜けたときには、りぶたんは気を失
っていた。気を失 ったまま、落ちて いった。
ほうらく

数 階に渡って床が崩 落し、ぽっかり とあいた大穴に
焼け跡の灰が舞い降りていった。
それはまるで、白雪のようだった。
暖炉の 火が燃え盛ってい た。
暑すぎるので火を消そうとして、りぶたんは暖炉に
水をか けた。火は消え たが、暑さは変わ らなかった。
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煙が立ち上って、 焦げ臭いにおいが した。
後 ろで笑い声が聞こ えた。
振り返 ると、フレイムが ヒナタに絵を見せび らかし
ていた。ヒナタは ケーキを焼いてい る。

ケガしてるじゃな い」

ヒ ナタの家にみんな で集まっていた ことを、りぶた
んは思い出 した。
「どうしたの？
ヒ ナタが笑いながら 聞いてきた。
りぶた んはおでこに手を 当てた。確かに絆創 膏が貼
ってある。いつケ ガをしたのか、ま るで覚えがない 。
「ほら 、見て。誕生日 のプレゼントに絵 を描いてきた
んだ」
フレイムが絵を見せてくれた。
真 っ白な絵だった。 白紙だ。線一本 、引かれていな
い。
「うまく描けてる よね。……の感じ がよく出てる」
ヒ ナタが絵をほめた 。
誰かの 感じがよく出てい ると言ったようだが 、名前
は聞き取れなかっ た。
「さあ 、バースデーケ ーキのできあがり っと」
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「誰の誕生日？」
り ぶたんにはわから なかった。
「なに言ってるの。……のお誕生日でしょ？」
「そうだよ。今日 は……の誕生日だ よ」
ヒ ナタとフレイムが 教えてくれたが 、どうしても名
誰だって ？」

前が聞き取 れない。
「え？
り ぶたんは問い返し た。
名前だ けが聞こえない。 気になってしかたが ない。
いったい誰の誕生 日だというのだろ う。りぶたんで は
ない。 ヒナタでもない 。フレイムもちが う。あとひと
り、誰か足りないような気がするが、それが誰だか思
い出せない。
り ぶたんと、ヒナタ と、フレイムと 、あともうひと
り。とても大切な、もうひとり。
「ああ、わかった 。団丸だな。あい つのことをすっ か
り忘れ ていたぞ」
りぶた んはようやく思い 出した。
もうひとりは団丸だ。たぶんそうだ。きっとそうだ。
ほかに は誰もいないは ず。
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「なに言ってるの 。……のお誕生日 でしょ？」
「そう だよ。今日は… …の誕生日だよ」
ヒナタ とフレイムが同じ 説明を繰り返した。 しかし、
ケガ してるじゃない」

やはり名前が聞き 取れない。
「どう したの？
ヒナタ がまたケガの話を した。

さん

「ほら、見て。誕 生日のプレゼント に絵を描いてき た
んだ」
フレイ ムが真っ白な絵を 見せた。
――りぶねえ。
声 が聞こえた。
よく知 っている声だった 。
でも、思い出せない声だった。
「いま 、声が聞こえた ぞ？」
りぶた んは窓を見た。
誰もいなかった。
外 は雪が降っていた 。真っ白な雪だ 。窓の桟にも積
もっている 。
「ほんとだ。…… が帰ってきたね」
窓 の外には誰もいな いのに、ヒナタ には見えている
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ようだ。
「ほん とだ。窓の向こ うに……がいるよ 」
フレイ ムにも見えている らしい。
なにも見えないのはりぶたんだけ。
り ぶたんは窓のそば まで行って外を 見た。外は真っ
暗だった。なにも見えない。ただ雪が降っているだけ
だ。人影もない。
窓 を開けた。あたり を見回そうと、 りぶたんは体を
乗り出した。そうしたら、なにかで頭を殴られた。
りぶたんは窓から転落した。窓から落ちると、地面
が遠く なった。りぶた んは落ちていった 。
どこま でも。どこまでも 。
落ちていった。
「ぐふ っ」
遠い地 面に激突した。
空から雪が降ってくる。体に降り積もってゆくのが
わかる 。
でも寒 くはない。むしろ 暑いくらいだ。体は 妙に重
いし、このまま寝 てしまおう。
そ う思った。
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――りぶねえ。
声 が聞こえた。知っ ているけれども 、思い出せない
声だった。
だが、忘れるわけにはいかない声だった。思い出さ
なくて はならない声だ った。
「……う… …」
りぶたんは目を開けた。
熱 い空気が瞳の水分 を奪っていった 。うっすらと開
けただけでも、目がしょぼつく。
木の上に寝ているのがわかった。へこんだところに
横たわ っているのだと 知った。上から降 ってくるのは
雪ではないと気がついた。雪のように見えても、それ
は灰だった。
ど こにいるのか、わ からなかった。 なにをしている
のか、わか らなかった。
頭がくらくらする。
「げっ ほ」
りぶた んは咳き込んだ。 息をしづらかった。
呼吸がきついのは、降ってくる灰のせいだろうか。
熱すぎ る空気のせいだ ろうか。それとも 、痛む体のせ
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いだろうか。もし かすると、その全 部なのかもしれ な
い。
――りぶねえ。
声が聞こえた。
よ く知っている声だ った。
でも、 ひさしぶりに聞い た声だった。
「ノーラ！」
り ぶたんは跳ね起き た。
頭にず きんと痛みが走っ た。しかし、そんな ことに
ノーラ！

おまえを捜して いたん

いままでどこに 行っていた！

かまってはいられ なかった。
「どこ だ！
ずっと 捜していたんだぞ ！
だぞ！」
は

り ぶたんはくぼみか ら這い出した。
あたり 一面、真っ白だっ た。煙が充満してい る。
なぜ、煙が充満しているのか。その理由に気づくだ
けの思 考力は、りぶた んにはなかった。 大事な制帽が
もうろう

脱げていることさえ気づかなかった。頭を打ち、体も
打ち、煙を吸い込 んで、意識が朦朧 としていた。
思 い出したのは、自 分を姉のように 慕ってくれたユ
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キワラベのことだ け。
り ぶねえと呼んで、 なついてくれた 真っ白なユキワ
ラベのこと だけ。
ユキワラベのノーラレーラがいるはずもないことは、

あたしが 守

思い出 さなかった。な ぜならそれは、思 い出したくは
ない記憶だ ったから。
どこ だ！

こっちに来 い！

「ノーラ！
おまえを 守ってやるぞ！」
は

ってや る！
りぶた んは這い回り始め た。自分がどこにい るかも
わからないのだか ら、適当に進んだ 。
――りぶねえ。

おまえを！

出て こい！

げっほ

おま

後ろか ら呼ばれた。どう やら方向がちがって いたよ
うだ。りぶたんは 向きを変えた。
どこだ！

あたしが！

「そっ ちか、ノーラ！
えを助けて やる！
げっほ！」

り ぶたんは激しく咳 き込んだ。
動き回 れば酸素を消費す る。息をたくさん吸 うよう
になる。
新 鮮な空気があるの なら、別にかま いはしない。吸
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いたいだけ吸えば いい。ところが、 りぶたんのまわ り
にある のは煙ばかりだ 。
りぶた んは煙を吸った。 大量に吸い込んだ。
「ノーラ……」
意 識が遠のいていっ た。
少しで も前に進もうと伸 ばした手が、積もっ た灰を
つかんで、動きを 止めた。
「…… ……」
りぶた んは気を失った。
――りぶねえ。
ど こからか聞こえて くるか細い声も 、もはやりぶた
んを起こすことはかなわなかった。
煙が動いた 。
白 い煙が固まって動 いた。手のよう に伸びて、りぶ
たんをつかもうとした。りぶたんの手をつかんで、引
っ張ろうとした。

声が聞 こえましたわ！

で も、煙は煙だった 。りぶたんをつ かむことなど、
どこ ですの！

できるはず もない。
「保安官！
保安官 ！」
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ルビーローズが りぶたんを捜し ていた。
充 満する煙のせいで 、どこで捜して いるのか、まっ
たく見えない。それはおそらく、ルビーローズも同じ

りぶたん！」

だろう。りぶたん が返事をしない限 り、見つけるこ と
はでき まい。
「声をお出 し！
りぶたんは完全に無反応だった。ルビーローズの声
は聞こ えていない。
煙の手 が動いた。
床に転がる石英の結晶に、大きな枯れ木が乗ってい
る。ち ょっと押せば、 結晶の平面をすべ りそうだ。ち
ょっとすべれば、下に落ちそうだ。下には木がある。
落ちてくれさえす れば、床の木に当 たって音がする か
もしれ ない。
煙の手 は枯れ木を押そう とした。押せるはず などな
いのに、煙の手は 懸命に押そうとし た。
枯 れ木がすべった。 ほんのわずかに すべった。すべ
って落ちた。床の木に当たって、コンと乾いた音がし
た。
「保安 官っ！」
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充満する煙を突 き破って、ルビ ーローズが現れた 。
竜巻に 乗って現れた。
激しい 風が渦を巻いて、 煙を吹き飛ばしてい る。渦
の中央にはルビー ローズがいて、空 中に浮かんでい る。
少 しだけ回復してい た霊力で、ルビ ーローズは奥の
手を使ったのだった。技の名前は竜巻防壁といった。
呪文はバリア・ス トームだ。自分の まわりに竜巻の バ
リアを 張るという防御 的な攻撃技だった が、中央で浮
かんで竜巻といっしょに空を飛ぶことが可能だった。
ルビーローズはりぶたんに覆い被さるように、真上
から接 近した。床の上 に降り立つと、す ぐさまりぶた
んを抱え上げた。そしてそのまま、一目散に飛び去っ
た。
一 刻も早く脱出する 必要があった。 少しでも早く、
りぶたんに新鮮な空気を吸わせる必要があった。
ＬＩＳＤの制帽が脱げ落ちていることにルビーロー
ズは気 づいたが、そん なものは捨て置い た。ルビーロ
ーズ自身、制帽は投げ捨てて失っている。
白い闇の世界から、りぶたんは救い出されていった。
死 の世界から、りぶ たんは生還して いった。
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煙の手は、救い 出されなかった 。
死 の世界が住み処だ った。
煙の固 まりが動いた。
床にはＬＩＳＤの制帽が落ちている。すっかりぼろ
ぼろに なって、灰も積 もっているけれど 、りぶたん愛
用の制帽だ 。
煙の手が制帽をなでた。
な つかしそうに。
大切そ うに。
もう二度と触れることのできない制帽を、そっとな
でた。
――りぶねえ。
半分に折れた白い羽根飾りが、なでられて灰を落と
した。
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第九章

リヴリーたちの陰謀

「ノーラ！」
りぶ たんは跳ね起き た。
自分の声 で目が覚めた。
目覚めると洞窟 の中だった。涼し い風が吹き抜け て
ゆく。
隅にオーロラライトが転がっていた。カンテラ型の
ランプがひとつ。懐 中電灯型のライ トがふたつ。団 丸
のラン プに、ヒナタと自 分のライトだと 理解できた。
「気がつき まして？」
後ろでルビーロ ーズの声がした。
「つっ ……！」
振り返ろ うとして、りぶ たんは頭を抱えた。 するど
い痛みが走った。
「あな たは煙を吸い込 んで倒れていまし たのよ」
「煙……？ 」
りぶたんはゆっ くりと横になっ た。頭は痛いし、 体
も痛い 。喉がヒリヒリ する上に、目もし ょぼしょぼす
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る。横になって休 みたかった。
横 になると、少し楽 になった。洞窟 の奥から吹いて
くる風が心地よい。空気も冷たくて、おいしい。
りぶたんは目をつぶった。ゆっくりと思い返した。
ヒ ナタたちと別れて 、ルビーローズ と抜け穴に入っ
た。抜け穴がふさがっていたので通路に出た。そこで
スズメバチと戦う 羽目になった。戦 ったのはルビー ロ
ーズだ った。スズメバ チが飛んで、落ち て、床が抜け
た。
そのあと、夢を見ていた。あの日の夢だった。ヒナ
タの家 に集まって、誕 生パーティをする ことになって
いた。ヒナタがケーキを焼いて。フレイムが絵を描い
て。りぶたんもと びっきりのプレゼ ントを用意して い
た。
楽しい 誕生パーティにな るはずだった。
でも、ノーラレーラは姿を見せなかった。
「ノー ラの声が聞こえ た」
横にな ったまま、りぶた んはつぶやくように 言った。
「……そう」
「あた しを迎えに来て くれたのだな」
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「…………」

わか

「おま えが助けなけれ ば、あたしは死ん でいたのだろ
う。だから、ノーラが迎えに来てくれたのだ」
「それはちがうの ではなくて？」
ル ビーローズはりぶ たんの前に回り 込んだ。
「あなたには出口がわからなかったでしょう？
るはずがありませ んわ。あれだけ煙 が充満していた の
ですか ら、わたくしで も迷いましたもの 」
ルビー ローズは地面に正 座をすると、横たわ るりぶ
たんの顔をのぞき 込んだ。
「でも 、あなた。ちゃ んと出口に向かっ ていましたの
よ。気絶しておりましたけれども、伸ばした手のまっ
向かって いた？

あたしが ？」

すぐ先に、出口が ありましたわ」
「出口 に？

りぶた んは両手をついて 上体を起こした。不 思議そ
うな顔でルビーロ ーズを見上げた。
「殉職 した保安官助手 の声が聞こえたと いうのなら、
ノーラが？」

彼女はあなたを助けに来たのですわ」
「あたしを助けに ？

り ぶたんは視線を落 とした。
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「…………」
ル ビーローズは立ち 上がると、りぶ たんの横を通り
過ぎた。
「……ノーラが、 あたしを、助けに ……」
り ぶたんが腕で目を こすった。
「いつまで引きずるおつもり？」
さもんかい

ルビーローズはりぶたんを見なかった。
「査問 会でも、あなた に責任はないと結 論が出ました
でしょう。彼女は……保安官助手のノーラレーラは、
自分の力量を過信 して事故に遭った のです。亡くな っ
たのは 決してあなたの せいではありませ ん。それなの
に、あなたが責任を感じて自分を責めるから、彼女も
あの世でさぞかし 苦しんでいるでし ょうね」
「え… …？」
「自分の過失で、姉と慕う保安官がいつまでも悲しん
でいる。もしも、 わたくしがノーラ レーラなら、つ ら
くて胸 が張り裂けます わ」
ルビー ローズは視線をり ぶたんに戻した。
どすこい娘の異名を持つＬＩＳＤの保安官は、まだ
横にな ったままだ。弱 々しい背中を見せ ている。

- 712 -

「さあ、お立ちな さい」
ル ビーローズは横か らりぶたんに手 を差し伸べた。
「立って、前に進みましょう。あなたには、あなたの
進むべき道がある はずです。そして ノーラレーラに も、
あの世 で進むべき道が ありますわ。心配 しなくても、
とわ

永久に生きるリヴリーはおりません。いずれあの世で
再会できる日が来 ますわ。それはま だまだずっと先 の
ことで しょうけれども 、でもあなた。こ の世でしっか
り前に進まないと、あの世で妹に叱られますわよ。ユ
キワラベのノーラレーラは、あなたの妹なのでしょ
う？」
「……そう だな」
りぶたんはルビーローズの手を取らなかった。自分
ひとり の力で立ち上が った。
姉の あ

「あいつはあたしの妹だ。苦しませるわけにはいかな
い。叱られるわけ にもいかない。そ うとも！
たしが しっかりしなく ては！」
どすこ い娘が復活した。
「ところで、おま え……」
「なに かしら？」
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感謝の言葉でも かけられると思 ったのか、ルビー ロ
ーズが にっこりとほほ えんだ。
「歳はいく つだ？」
「…………」
ル ビーローズの笑顔 が引きつった。
「あたしがおむつの頃から修羅場をくぐっているそう
だな」
「まあ 、なんのお話か しら？」
わたく し、いつも上品で してよ」

「しゃべり方ももっと――」
「あら！

わたくし、ただのルビーローズですわ。

「紅い薔薇の女――」
「いいえ！

みんなは聖母と呼 んで慕ってくれま すの。おほほっ …
…！」
ルビー ローズのこめかみ に青筋が立ったので 、りぶ
たんはからかうの をやめた。
あ なたには、あなた の進むべき道が あるとルビーロ
ーズはいっ た。
同じことはルビーローズにもいえる。リヴリーとモ
ンスタ ーを共存共栄さ せるアンダー・ザ ・ローズ計画
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なら、聞かせても らった。それが、 この世はしょせ ん
生き地 獄だと達観した ルビーローズの、 進むべき道な
のだろう。
管理リヴとなったのも、自分の道を進むためにちが
いない 。
だが、 ルビーローズが管 理リヴであるために は、紅
い薔薇の女は封印 せねばならなかっ た。だからルビ ー
ローズ は、無理をして 上品ぶっているの だ。
そうは いっても、聖母と 慕われるルビーロー ズのや
さしさは本物だっ た。
ル ビーローズは間違 いなく聖母だっ た。おまけに姐
御だった。ついでに姐さんだった。そして……紅い薔
薇の女だった。
「きっ と悪い夢でも見 たのですわね」
ルビー ローズは引きつっ たままほほえんでい るが、
その目は笑ってい なかった。深い緑 色の瞳は「忘れ ち
まいな 、小娘」と脅し ていた。
「悪い夢、 か」
「そうですわ」
「言わ れてみれば、夢 だったのかもしれ んな」
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「ほら、ご覧なさ い」
「ただ し」
「？」
「いい夢だったが な」
「…… ……」
ルビー ローズはうつむい た。なにやら、はに かんで
いるような表情だ った。
「それ はそうと、妙に すうすうすると思 ったら、制帽
をなくした のだな」
りぶたんは頭をなでた。
Ｌ ＩＳＤの制帽がな い。おでこに絆 創膏が貼ってあ
るだけだ。
「わたくしもなく してしまいました わ」
いや、おまえは自分で投げ捨てただろう。き

ル ビーローズもりぶ たんをまねて頭 をなでた。
「ん？
やがれ、とか言っ て」

さっ、帰りま し

ス ズメバチと素手で 戦うのに邪魔に なるからか、ル
それは夢ですわ！

ビーローズは制帽を投げ捨てている。
「ですからっ！
ょう」
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ルビーローズは 右手で洞窟の奥 を指して、りぶた ん
を誘っ た。
りぶた んがついて行きや すいように、自分か ら奥に
向かって足を踏み 出した。
し かし、りぶたんは 動かなかった。
「確かにおまえは聖母だな。このあたしまで、かばお
うとしてくれる。 だが、あたしはＬ ＩＳＤの保安官 だ。
覚悟は ある」
りぶた んはルビーローズ に背中を向けた。
聖母が勧める方向の反対に向かって歩き出した。
洞 窟は岩の廊下だっ た。オーロララ ンプが置いてあ
るから、すぐにわかった。振り返れば、案の定、静電
機雷が浮かんでい る。
捕 縛ネットとちがっ て静電機雷は兵 器だから、技の
効果も長く続く。すぐに効力が切れて消えてしまった
のでは機雷として 役に立たない。
り ぶたんは機雷を避 けて、突き当た りを右に曲がっ
かす

た。右に曲がると、そこにも機雷があった。機雷の向
こうに地底ホール が見えた。上のほ うが煙で霞んで い
る。
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横穴の出入り口 に仕掛けた静電 機雷は見当たらな か
った。 ルビーローズの 薔薇の竜巻に吸い 出されたあと、
激甚雷撃砲で消し飛んだのだろう。
死闘の結末を確認するべく、りぶたんは横穴の出入
り口に 立った。
「うっ…… 」
地獄だった 。
り ぶたんに見せまい と、ルビーロー ズが隠そうとし
た気持ちも理解できる。地底ホールには凄惨な光景が
広がっていた。
真 っ先に目に入った のは、侵入口に 群がるスズメバ
チだった。我先に逃げだそうとして鈴なりになってい
る。譲り合わない ものだから、誰も 中には入れない 。
中に入 れても、前がつ かえていて先には 進めないのか
もしれない 。
スズメバチは煙から逃れようとしていた。地底ホー
ルには 濃い煙が漂って いる。熱せられた 煙が天井を覆
い隠してい る。
侵入口は天井付近にあった。最も高い場所にある穴
だった 。スズメバチに とって都合の悪い ことに、熱い
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煙が抜けてゆくの にちょうどよかっ た。
侵 入ルートは煙突と 化していた。来 た道を戻ろうと
必死になって、スズメバチは煙突を目指している。中
に入って前に進め ても、外に出るま でずっと煙攻め だ。
途中で 倒れれば、道は せばまり、仲間は 通れなくなる。
煙突の 中には、煙に巻か れて命を落としたス ズメバ
み ぶる

チがたくさんいる ことだろう。それ を思うと、りぶ た
んは身 震いせずにはい られなかった。
鈴が落 ちた。
侵入口に鈴なりになっていたスズメバチが、力尽き
て固ま りのまま落ちた 。
地面に は鈴の山ができて いた。侵入口から落 ちてき
たスズメバチが、 山と積み上がって いる。弱って動 け
ないの だろう。山のそ こここで、羽がふ るえて、脚が
うごめ

くず

蠢 く 。 し か し 、 山 から 飛 び立 つ 者 はい な い 。山 を 下
りる者もいない。 山が崩れて転がり 落ちても、スズ メ
バチは ただ地面でもが くばかり。もう動 かない者も多
い。気絶しているのではない。煙は、リヴリーの技で
はない。熱と煙に やられたスズメバ チは、死んでゆ く
のだ。
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しかばね

侵入口の真下に ある山は、死の 山だった。死骸の 山
だった 。まだ生きてい ても、それはすで に 屍 だ った。
穴をふ さいでいたスズメ バチがいなくなった ので、
煙が侵入口の中に 勢いよく流れ込ん だ。それでも煙 は
減るこ とがなかった。
りぶた んは地底ホールの 右奥に視線を移した 。
后土の城はすでに焼け落ちていた。蟻塚はもはや跡
形もな い。巣材である 石英の結晶は燃え ていないが、
床に敷き詰めてあった枯れ木はまだくすぶっていた。
煙が上がって、地 底ホールの天井を 覆い、煙突から 抜
けてゆ く。
城跡の 絶壁にはいくつか の穴が見えた。掘り かけの
脱出路だ。一番上 にあるのがクイー ン・ローズの脱 出
路だろ う。そこに吸い 込まれる煙はなか った。チャパ
ティは、貫通した脱出路を土でふさいで煙を防ぐとい
っていたから、う まくやったにちが いない。
少 なくとも脱出組が 煙攻めに遭うこ とはあるまい。
そして、地底ホールの悲惨な状況を目の当たりにする
こともないだろう 。それだけは救い といえた。
「しか たがありません わ」
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だまりこむりぶ たんに、ルビー ローズが声をかけ た。
「防ぐ つもりで火を使 いましたのに、そ れがこんなこ
とになるな んて」
スズメバチが侵入口でまた鈴なりになっている。動
ける者 が周囲から寄っ てきて、煙突に逃 げ込もうと先
を争ってい る。
「でもね、保安官 。この世のすべて は、苦しみです の
よ。生 まれるのも苦し ければ、生きてゆ くのも苦しい。
死ぬのはもっと苦しいですわね。生きるということは、
苦しむということ ですの。スズメバ チも、シロアリ も、
モグラ コオロギも、そ してわたくしたち も。みんな、
苦しみましたわ。生きるためにしかたなく、戦いまし
たのよ。食べるた めの戦い。食べら れないための戦 い。
戦いが 終わることはあ りませんわ。だっ て、わたくし
むさぼ

たちはみん な、命を 貪 り喰ら う生き物ですも の」
鈴が落ちていった。
「朝は 元気に生きてい ても、夕方には骨 と化す。いず
れ必ず終わる命だからこそ、昼間のいまは、しっかり
生きましょうよ。 前を向いて、自分 の信じる道を… …
まっす ぐに！」
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目の前に地獄が 広がっていても 、ルビーローズの 瞳
に迷い はなかった。
「さっ、帰 りましょう」
「…………」
肩 に手をかけてきた ルビーローズを りぶたんは見つ
めた。
いぶか

何 度 も 帰 ろ うと 勧 め て く る聖 母 を 訝 し んだ 。 さ っ
きは地 底ホールの惨状 を見せまいとした 。今度はなに
を隠そうとしているのか。スズメバチの死骸の山なら
もう見た。この期 に及んで、隠した くなるものがほ か
にもあ るとは思えなか った。
りぶた んは地底ホールを 見回した。
それらしいものはなにも見当たらない。ルビーロー
ズが隠 したくなるよう なものは、なにも ……。
あった 。
横穴の出入り口は目の前が崖になっている。その崖
下に、 不審なものがあ った。
よく見 れば、それは凍り 付いたスズメバチだ った。
真下にスズメバチ が倒れているとい うことは、横穴 の
出入り 口で攻防戦が繰 り広げられたこと になる。
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「なんだ？

氷の 息吹か？」

り ぶたんは崖の下を のぞき込んだ。 仕留められたス
ズメバチは一匹や二匹ではなかった。その数、数十。
何者かがスズメバチを攻撃している。集団で氷の息
吹を使 っている。単独 で戦ったのではな い。氷の息吹
では、数十もの敵をひとりで倒すことなどできはしな
い。一匹凍らせる 間にやられてしま う。
「いや 、ちがう……！ 」
りぶた んははっとした。 とんでもない勘違い に気づ
いた。
ス ズメバチを倒した 技は氷の息吹で はなかった。氷
の息吹なら、いつまでも凍り付いているはずがない。
氷はすぐに溶けて 、スズメバチが襲 いかかってくる 。
「これ は……猛吹雪の 息吹！」
スズメ バチをまとめて仕 留めた技は、猛吹雪 の息吹
だった。呪文はブ リザード・ブレス という。そして 、
その使 い手は……。
「ジュリエットが来たのか！」
「そういうことに なりますわね」
「しか し、なぜ？」
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「絵本ジャーナリ ストのぼくが通報 して、ここでの こ
とは防 衛隊の知るとこ ろとなりましたわ 。でも、プー
ケは防衛隊を動かしませんの」
「前もそう言った な」
「あの 人たちは、なに も変えたくはない のですわ。今
日は昨日と同じでいい、明日は今日と同じでいい。そ
れが、あの人たち ミューミュー派の 考えですの。ミ ュ
ラー博 士がお戻りにな られるまで、なに も変えずにい
たいのです わ」
「博士はいないの か？」
「ええ 、もうずっと。 もちろん、あなた は研究室にい
るのが人形だってことはご存じですわよね？」
「当然だ。見れば わかる」
「あの 人たちはなにも 変えたくはないか ら、一切合切
なかったことにしてしまいますの。地底にトンネルは
なかった。ホール も城もなかった。 スズメバチとの 戦
いなん て起こらなかっ た……というわけ ですわ」
「あたしたちは見殺しか……」
「助かるのなら、 助かればいい。だ めなら、だめで い
い。ど ちらにせよ、関 わらないでおく。 そういうこと
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でしょうね」
「それ でなぜ、ジュリ エットがやってき たのだ？」
「やはり確認はしておきたかったのでしょう。でも、
プーケは防衛隊を 抑えなければなり ませんから、自 分
では見 に来られません わ。そこで、双子 の姉妹である
ジュリエットに依頼したのではないかしら」
「それで防衛隊は 来ずに、ジュリエ ットが……」
「ジュ リエットの配下 には事務屋と技術 屋しかおりま
せん。実戦部隊は持っていませんから、おそらくひと
たいどう

りで動いたのでし ょう。あるいは、 こんなときのた め
の汚れ 役を帯同したか もしれませんね」
「ダークヤ グラだな」
「あなたに余計な ものを見せたくな かったのは事実 で

地底トンネル

すわ。 でも、急いでい るのも事実でして よ。早く、外
に出ましょう。……出口があるうちに」
「出口をふさぐと いうのか……！」
「考え られない話では ないでしょう？

はなかったことにするのですから、当然、封鎖します
わ。そうすれば、 モンスターのＧＬ Ｌ侵入も防げま す
ものね 」
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「あたしたちを平 気で閉じ込めると ？」
「可能 性はありますわ 。ジュリエットは 氷のリヴリー。
いと

冷たい女ですもの。ダークヤグラは闇のリヴリー。手
を汚すことを厭い ませんもの」
「く… …」
りぶた んは拳を握りしめ た。
「ここでのことは 忘れておしまいな さい。ＬＩＳＤ の
保安官 となって、あな たも少しはわかっ てきたでしょ
う。リヴリーアイランドには、リヴリーを支配する者
たちがいます。力 を持った者たちで す。あなたとヒ ナ
いきどお

タの激 甚雷撃砲も、そ の者たちに与えら れた技ですの
よ。あなた の 憤 り は理解できま すけれども、逆ら い
ようがありません わ。なぜならば、 その者たちに力 を
与えた のはミュラー博 士ですもの。そし て、忘れては
ならないのは、その者たちが決して悪ではないこと…
…ですわね」
「仲間 を見殺しにする 奴らが、悪ではな いだと？」
りぶた んはルビーローズ をにらみつけた。
「では、あなたは 、ここのスズメバ チを見殺しにせ ず
に、救 ってやれるので すか？」
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「それとこれとは ちがう！」
「いい え、ちがいませ ん。どちらも同じ 命ですから。
ミューミューたちは、あなたよりもずっと重い責任を
負って、リヴリー アイランドを守っ ているのです。 た
とえ、 そのやり方が気 に入らなくても、 あの人たちが
重責を果たしているという事実だけは、尊重しなけれ
ばなりません。だ って、あなたもわ たくしも、ずっ と
守られ てきたのですも の」
「………… 」
りぶたんは視線を下げた。にらむ相手が見つからず
に、地 面を凝視した。
モンスターから守 るのではなくっ て

「リヴリーアイランドをどう守るか、あなたは考えた
ことがあって？

あ なたは

よ。モ ンスターも含め た、わたくしたち のこの世界を、
いかに守り、維持してゆくか。……どう？

そこまで踏み込ん で、考えたことが あるのかしら？
りぶた ん？」
ルビー ローズは保安官と 呼ばずに、名前で呼 んだ。
「……いや……」
り ぶたんは小さな声 で答えた。
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世界を守ること など、考えたこ とはなかった。
「あの 人たちはそれを 考え、実践してい ますわ。もし
もあなたが、そしてわたくしが、なにかを変えようと
いうのなら、あの 人たちに取って代 わる覚悟が必要 で
すわね 。……新しい世 界を望むのであれ ば」
ルビー ローズはりぶたん を残して、歩き始め た。
ひとりで地底ホールから去ってゆく。
つ いてくるなら、つ いてこい。いや なら、ひとりで
好きにしろ。背中がそう語っていた。
「…………」
り ぶたんはもう一度 、地底ホールを 見回した。
女王軍 の大物三匹の姿は ない。無事に逃げて いった
のだろうか。
そ れにしても、長い 一日だった。事 の起こりは、ド
ゥードゥー強奪事件だ。それが女王軍との戦争に発展
した。戦争は終わ ったが、りぶたん の気持ちは暗く 沈
んだま まだった。
敵は、 どこにもいなかっ た。
ルビーローズは金目当てではなかった。リヴリーと
モンス ターの共存共栄 を望んでいた。
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スズメバチは生 きるために獲物 を狩ろうとしただ け
だった 。
シロア リとモグラコオロ ギは自分たちの命を 守ろう
とした。
リ ヴリーたちは、そ れぞれの信念と 友情に従って、
戦いに身を 投じた。
手を出さずに傍観した者にも、世界を守るという大
義があ った。
憎むべ き悪は存在しなか った。
侵入口から煙が抜けてゆく。
減 った空気を埋めよ うと、横穴から 涼しい風が吹い
てくる。
風が地底ホールに吹き込んで、煙が渦を巻いた。
冷 たく澄んだ空気と 、熱く濁った空 気が混ざり合っ
た。
岩 の門をくぐろうと したら、かすか に音が聞こえた。
カン、 カン、と断続的に 聞こえてくる。なに か工事
でもしているよう だ。
ル ビーローズも足を 止めたから、音 には気づいたは
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ずだ。しかし、な にも言わなかった 。地底ホールか ら
ここま でずっと、ふた りは無言で歩いて きた。
門をく ぐって岩の回廊を 進む間も、音は聞こ え続け
た。だんだんと大 きくなる。
ふ たりがつづら折り を抜けようとし たら、音がパタ
リとやんだ 。
岩場を抜けて、地底トンネルに出た。モグラコオロ
ギが四 方を押し固めた 土のトンネルだ。
ルビー ローズはオーロラ ランプをかざした。 りぶた
んはオーロラライ トの光を飛ばした 。
ト ンネルに人影はな かった。
ただ、 地面になにかがあ った。ちょうど、分 岐点の
ところだ。まっす ぐ進めば、ダーク ヤグラ要塞の近 く
に出る 。右に曲がれば 、地ノ塔経由でシ ョップゲート
に出る。分岐点は地底トンネルの要所に当たる。
その要所に柵が構築されていた。丸太が地面に打ち
込んで ある。有刺鉄線 を巻いてある。壁 にも杭が打ち
込んであって、有刺鉄線を張り巡らせる途中だった。
モンスターを通さないための柵だと、ひと目でわか
った。 リヴリーは柵の 間を余裕で通れる 。

- 730 -

柵は作りかけで 放置されていた 。未使用の丸太が 地
面に転 がっている。有 刺鉄線の束も隅に 置いてある。
丸太を打ち込むのに使用したハンマーも、放り捨てて
ある。なにより、 未完成なのでモン スターを防げる ほ
どに大 きくはない。
りぶた んはもう一本のオ ーロラライトをつけ た。
ルビーローズが持っているのは団丸のランプで、り
ぶたん は自分のライト とヒナタのライト の両方を手に
している。
一本目をまっすぐ向けた。誰もいなかった。
二 本目で右を照らし た。やはり誰も いない。
トンネ ルの両方を同時に 照らしてみても、誰 の姿も
見えない。
後 ろは、たったいま 通ってきた道だ 。念のため振り
返ってみたが、当然ながら人影は見当たらない。
確かに杭を打つ音が聞こえていた。その証拠に柵は
作りか けだ。しかし、 トンネルの中にひ との気配はま
ったくない。走っても、飛んでも、隠れることは不可
能だ。地底トンネ ルはどちらも先ま で見渡せる。
と いうことは、この 世に存在しない 者が柵を作って
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いたことになる。 さっきまでここに 、幽霊がいたこ と
になる 。
「？」
りぶたんの手に、ルビーローズが手を重ねて、押し
下げた 。
明かり で照らすなという 合図だ。りぶたんは オーロ
ラライトを二本と も下に向けた。
「お役 目、ごくろうさ まですわ」
誰もい ないのに、ルビー ローズは柵作りの労 をねぎ
らった。
「たい したお礼はでき ませんけれど、ど うぞ、みなさ
んで召し上 がれ」
ルビーローズはフードボックスから見たこともない
食べ物 を取り出した。 白い膜が薄くふく らんでいる。
中が透けて見え、底に桜色の固まりが入っている。そ
れが風船のように 空中に浮かんでい る。風船のよう だ
といっ ても大きくはな い。ひと口サイズ だ。
あるだ け全部取り出した のか、数はちょうど 十個だ
った。
「わた くしが作りまし た和菓子ですのよ 。ケセランパ
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サランの粉を薄く 焼いてふくらませ て、中にフウセ ン
こ のたびは、わた くしの

コガネ のあんこを入れ ましたの。お疲れ のときは甘い
ものがよろ しいでしょう？
不手際でほんとう にご迷惑をおかけ しましたわ。ご め
んなさ いね」
ルビー ローズは深々と頭 を垂れた。
「どれどれ」
り ぶたんは空中に浮 かぶ和菓子をつ まむと、口の中
に放り込んだ。右手のライトは左脇にはさんでいる。
ルビーローズが止 める間もないほど の、早業のつま み
はしたないっ」

食いだ った。
「これ！
「…………」
ガ ツガツと、ほかの ことには目もく れずにミミマキ
ムクネがが っついている。
残りを食べられないように、ルビーローズは宙に浮
かぶ和 菓子を指先で押 して遠ざけた。
「うむ。こ れはうまい」
「なんですか、あ なたは。柵作りの みなさんにお出 し
したの ですよ」
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「毒味だ、毒味」
「毒な ど入っておりま せん」
くず

「フウセンコガネのあんこが実にいい味だな。もっち
りしていて口の中 でも崩れにくく、 噛みごたえがあ る。
ほんの り塩味もきいて いて、甘さが引き 立つぞ。ケセ
はちょっぴり甘いから、皮に使うと甘味がくどくなる
かと思ったが、こ れだけ薄く焼くと 邪魔な味もしな い
な。結 果、中のあんこ をたっぷり楽しむ ことができる。
うむ、絶品だ。そんなわけで、もうひとつ……」
「いけません！」
ル ビーローズはりぶ たんが伸ばした 手をはたいた。
「ほんとうにもう。噂どおりの食いしん坊さんですわ
ね」
「今日 はいろいろあっ て、おやつ抜きだ ったからな。
飢え死にす るかと思ったぞ 」
「おやつを抜いた くらいで死にませ ん」
「あた しはミミマキム クネだからな」
「ミミマキ ムクネでもっ」
ルビーローズは腰に手を当てて、食い意地の張った
保安官 をにらんだ。
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「…………」
雑 談に興じながらも 、りぶたんは周 囲を見回した。
絶対に 誰もいない。しか し、誰かがいるはず なのだ。
幽霊が柵を作るわ けがない。
「さあ 、行きましょう 。それではみなさ ん、ごきげん
よう」
ルビーローズはトンネルを右へと進んだ。
り ぶたんもついて行 った。
ふと、 視線を感じて振り 返ると、地面に打ち 込まれ
た丸太の影が不自 然に動いた。影の 外にはみ出して い
た黒い ものが三つ、す ばやく影の中に隠 れたところを
りぶたんは 目撃した。
くろかすみしゅう

「 黒霞 囚 か ？」
り ぶたんは小声でル ビーローズに聞 いた。
「それは都市伝説でしょう？」
「キャリア官僚だけが噂する都市伝説か。とぼける
な」
「ちなみに、どのようなお話かしら？」
「いいだろう。聞 かせてやろう。… …地下牢獄の獄 長
おんみつ しゅうじん

ダ ー ク ヤ グ ラ に は 、 絶 対服 従 を誓 う 隠 密 囚 人 の 配 下
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がいる。終身刑の 受刑者で編制され ており、これを 黒
霞囚と 呼ぶ。専用技の シャドー・プリズ ナーを用いて
体を黒い霞に変化させ、暗闇や影に潜む……という話
だ」
「まあ 。おもしろそう 」
ルビー ローズの声が白々 しい。
「あたしとヒナた んは、ダークヤグ ラを要塞から落 ち
延びさ せた」
「そうでし たわね」
「あのとき、要塞 で見たぞ」
「なに をですの？」
「動く影を な」
「…………」
「そし ていまも、影は 動いた。白状しろ 。プーケは防
衛隊を動かさない。ジュリエットは実戦部隊を持たな
い。ならば、どこ の誰がこんな危険 な場所で作業を す
るとい うのだ。理由は 知らんが、損な役 回りを押しつ
けられるのは、いつだってダークヤグラなのだろう？
たったいま、あたしの目の前で誰もいないトンネル
に話し かけておきなが ら、いまさらとぼ けてどうする。
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……それに、あたしはもっと別の話を聞きたいもの
だ」
「なにかし ら」
ルビーローズの声から、上品さが失われていた。冷
たく、 脅すような声だ った。
しかし 、りぶたんはかま わずに話を続けた。
「ダークヤグラに は黒霞囚がいる。 プーケには防衛 隊
派閥 の 領

りょう

がある 。ジュリエット は技術者集団を持 っている。で
しゅう

は 、ミ ュ ー ミュ ー には な に があ る の だ？
そむ

袖 で あ り な が ら 、あ い つ だけ は 配下 を 持た な い とい
うのは 解せない話だ。 それでは、背かれ たら終わりで
はないか。管理リヴ委員会の委員長というだけで、ほ
かの要職にも就い ていないしな。… …そこで、おま え
に聞こ う。ミューミュ ーは、いったいど んな手駒を隠
し持ってい るのだ？」
「…………」
ル ビーローズは足を 止めると、りぶ たんを見つめた。
「あたいもそいつを知りたいのさ」
それは、紅い薔薇の女としての、回答だった。
「わか ったかい、小娘 」
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「……うむ」
り ぶたんはうなずい て、引き下がっ た。
話はそ のとおりだから、 それ以上追及するな 。ルビ
ーローズはそう言 っていた。
ふ たりは歩き出した 。また無言に戻 った。
しばら くすると、後ろか ら音が聞こえてきた 。カン、
カン、と杭を打つ 音だった。
無言の まま地底トンネル を歩き続けて、地ノ 塔まで
帰ってきた。
死 んだモグラコオロ ギはそのままに なっている。ル
ビーローズは左平次に別れを告げた。
破られた地ノ塔の壁はすでに修繕されていた。塔の
中には 入れない。
入れな いのではしかたが ない。ふたりはその まま地
ノ塔を通り過ぎた 。ショップゲート に向かった。
り ぶたんには未知の コースだったが 、地の底の景色
はなにも変わらなかった。途中から上り坂になったく
らいで、代わり映 えのしないルート だった。
上 り坂の手前には柵 が構築されてい た。丸太と有刺
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鉄線の柵だ。地面 と壁面に杭が打っ てある。杭は有 刺
鉄線で 結ばれて、トン ネルの空間をふさ いでいる。そ
とげ

れが三ヶ所もあって、真ん中の柵には前後の柵からも
棘のある鉄線が延 びていた。
モ ンスターの侵入を 防止するための 柵だった。すで
に完成している。モンスターが無理に押し通ろうとす
れば、有刺鉄線に 身を裂かれること になる。
柵 はあっても、リヴ リーの通行には 支障がなかった。
ふたりは隙間を難なく通り抜けた。
そのままだまって坂を登り続けると、地底トンネル
は突然 終わった。壁に 突き当たった。壁 といっても、
ただの土壁だ。トンネルの掘削をやめただけのようだ。
壁にははしごがかかっていた。りぶたんはオーロラ
ライト を天井に向けた 。はしごは天井の 穴へと続いて
いる。穴の中は漆喰で塗り固めてあるのか、白くなっ
ていた。
天 井の穴が出入り口 なのは、見れば わかった。リヴ
リーだけが外に出られるようになっている。あれほど
心配したのに、モ ンスターがすんな りとＧＬＬに侵 入
できる ような構造には なっていない。配 慮があって当
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くず

スズメバチがここまでやってきたら、行き

然といえば当然な のだが、りぶたん はいささか拍子 抜
けした 。
「あら？
止まりに困って天 井を掘り崩します わ。ふたの隙間 か
はんにゅう

ら 外 の に お い が 漏 れ て き ます も のね 。 物 資を 搬入 し
ますから、ここはあまり深くありませんの。ですから、
万一に備えてわた くしたちが苦労し たことは、無駄 で
はなく ってよ。……結 果はともあれ」
ルビー ローズは事情を説 明して、りぶたんを なぐさ
めた。
シ ョップゲートそば の出入り口は、 ルビーローズが
言ったように物資の搬入口だった。地ノ塔の壁を破り、
そのあと補修する のに必要な道具類 一式を、ここか ら
運び入 れている。トン ネルがあまりに深 いと搬入する
ひんぱん

のも大仕事だ。また、ルビーローズ一味が頻繁に使用
くず

する出入り口でも あるから、浅いほ うが利便性はい い。
おぼ

浅 いと掘り崩すのも 容易になる。確 かに、スズメバ
チは侵入しなかった。黒霞囚と思しき者どもがモンス
ター侵入防止用の 柵を構築してもい る。だが、それ は
結果論 だ。事前にわか ることではない。 死にかけてま
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で地底ホールの横 穴を目指したこと は、決して無駄 で
はなか った。
ルビー ローズがはしごを 登り、りぶたんが続 いた。
両手に懐中電灯型のオーロラライトを持っているか
ら、り ぶたんには登り にくかった。それ でもなんとか、
登り切った 。
穴を出ると、小屋の中だった。資材置き場かなにか
のよう で、めぼしい物 はなにもない。シ ョベルだのレ
ーキだのが置いてある。ショベルで穴を掘って、レー
キで落ち葉をかき 集め、堆肥にでも するのだろうか 。
除雪用 にスノーカート まで置いてある。
そんな 小屋の隅に、地下 への出入り口はあっ た。な
んでもない床板が そのまま扉になっ ている。出入り す
るとこ ろを見られない ようにと、すぐ横 に備品を陳列
したラック を配置してある 。
ルビーローズは床の扉にマットをかぶせようとして、
手を止 めた。おそらく 、ルーチンワーク でいつものよ
うに体が動いたのだろう。トンネルも出入り口も、す
でに露見している 。いまさら隠す理 由はなかった。
照 れ隠しなのか、ル ビーローズは思 い出したように
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オーロラランプを りぶたんに押しつ けて、返却した 。
ランプ とライトでりぶ たんの両手が埋ま った。
かんぼく

ふたり は小屋の外に出た 。小屋はショップゲ ートそ
ばのプロテクショ ンゾーンにあった 。灌木に囲まれ て
いても だいたいの位置 はつかめる。火ノ 塔の赤い屋根
が遠くに見 えている。
ひ とけ

あたりは人気もなくて静かだった。プロテクション
ゾーン に一般のリヴリ ーはやってこない 。
地底に 長時間いたので、 地上はまぶしかった 。まだ
真昼のように思え た。
し かし、そろそろ日 が暮れようとし ている。西の空
が赤くなっている。真上には雲が広がっていた。どう
やら、ひと雨来そ うな気配だ。北西 から真っ黒な雨 雲
が近づ いてくる。
ルビー ローズはひとりで さっさと歩き出した 。目指
す方向には、巨大 なチューリップが 見える。灌木の 上
から青 い花が何本もの ぞいている。リヴ リーアイラン
ド原産の固有種、モンスターチューリップだ。ふつう
のチューリップと はちがって大木の ように育つ。
青 いモンスターチュ ーリップがまと めて植えられて

- 742 -

いるのは、パキケ フーズの裏だけだ 。ルビーローズ が
どこに 向かうのかはす ぐにわかった。り ぶたんはルビ
ーローズを呼び止めずに、後ろからついて行った。
灌木を縫うようにして歩くと、五本も並んで咲き誇
るモン スターチューリ ップの根元に出た 。茂みの間か
らパキケフーズの裏側が見える。スタッフオンリーと
ペイントされたド アがある。
店 には替え玉のダミ ーローズがいる 。本名は不明だ。
りぶたんとヒナタが便宜上、そう呼んでいるにすぎな
い。
裏 からは見えないが 、ダミーローズ は表で接客して
いるようだ。パキケフーズはいつもどおり、買い物客
にぎ

で賑わっている。 楽しげな会話が聞 こえてくる。ル ビ
ーロー ズさん、と呼び かける声がする。
客の誰 もが、目の前にい る替え玉を本物だと 思い込
んでいる。いや、 もしかすると替え 玉自身も、自分 が
本物だ と信じ込んでい るのかもしれない 。
黒い雨 雲が頭上を覆って 、見る見る日が陰っ た。
ダミーローズが店の裏に姿を見せた。スタッフオン
リーの ドアを開けて、 店の中に手を伸ば し、明かりを
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つけた。
パ キケフーズがライ トアップされた 。風でも入れよ
うと思ったのか、そのままドアを閉めずに、ダミーロ
ーズは店の表に戻 っていった。
店 の裏口から、表が よく見えた。
明るい 光の中に、偽者の ルビーローズがいた 。注目
されて、楽しそう に働いている。み んなに話しかけ ら
れてい る。
暗い藪 の中に、本物のル ビーローズがいた。 人目を
避けて、自分の店 を見つめている。 誰からも話しか け
られず にいる。
ふたり の立場は逆転して いた。
そして、そのまま元に戻らない恐れがあった。
本 物のルビーローズ はドゥードゥー 強奪犯だ。逮捕
されて裁かれ、刑に服することになる。しかし、それ
いんぺい

はあまりにショッ キングな出来事だ から、管理リヴ 委
員会に よって真実は隠 蔽されるかもしれ ない。つまり、
偽者のルビーローズは事件に無関係の本物として扱わ
れ、本物のルビー ローズはよく似た 偽者として地下 牢
獄に送 られるのだ。あ りえない話ではな い。
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「なぜだ……」
思 わず、りぶたんの 口をついて声が 出た。
ふびん

自分の 店なのに、暗がり に隠れてのぞき見す ること
しかできないルビ ーローズが不憫だ った。りぶたん を
守って 素手でスズメバ チと戦った大きな 背中が、いま
はとても小 さく見える。

いや。ないから こそ、

おま えの計画が管理リ ヴ委員会に承

「なぜ、人気者の 地位を捨ててまで 、犯罪者となる 道
を選ん だのだ？
認される可 能性はあるのか ？

強奪事件なんぞを 起こしたのだろう 。ならば、アン ダ
ー・ザ ・ローズ計画は 妄想にすぎん」
「………… 」
ルビーローズはなにも答えない。ただじっと、自分
の店を 見つめている。
「おまえは店を手放すことになったのだぞ。妄想を実
現しようと夢見て 、多くのものを失 ったのだ。得た も
のなど 、なにひとつと してありはすまい に。……それ
とも、おまえ。ほんとうに世界を変えようとしている
のか？」
ぽ つりと雨が落ちて きた。大粒の雨 だった。夏には
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あま あし

まだ早い。季節外 れの夕立だろうか 。
雨 脚が激しくなって 、パキケフーズ が大騒ぎとなっ
た。買い物客があわてて帰ってゆく。ダミーローズも
走ってきて、裏口 から店の中へと消 えた。スタッフ オ
ンリー のドアが閉じら れた。
パキケ フーズが静まりか えった。
聞こえてくるのはただ、雨の音だけ。
激 しく降りしきる、 雨の音だけ。
モンス ターチューリップ の大きな葉が雨を受 け止め
てくれるから、り ぶたんとルビーロ ーズはあまり濡 れ
なかっ た。
ルビー ローズが頭上を見 上げた。葉を打つ雨 音が騒
々しい。
「あた いは……ほんと うは、世界なんて ……どうでも
いいのさ」
か細い声がりぶたんの耳に届いた。風が吹けば流さ
れてし まいそうな、弱 々しい声だった。
「いまさら世界が変わったって、あの子たちは帰って
来やしないよ」
ル ビーローズが視線 を落とした。
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消え入りそうな 声で、りぶたん に話して聞かせた 。
そ れは、ルビーロー ズの家族の話だ った。
妹、ガ ーネットローズの 話だった。
姪、ストロベリーローズの話だった。
世 界で一番きれいな 赤い色をした、 母と幼い娘の、
悲しい物語 だった。
ルビーローズの大切な家族。
い まは、もういない 家族。
雨が降 っている。空が泣 いている。大粒の涙 をこぼ
している。
う つむくルビーロー ズの顔から、雨 粒が滴り落ちた。
りぶた んは足を前に踏み 出した。モンスター チュー
リップの葉の下を 出た。天を仰ぐと 、降り注ぐ雨が 顔
を洗い 流してくれた。
冷たい 雨だった。
りぶたんの耳の毛が濡れて重くなっている。いつも
より、 垂れ下がってい る。両手でオーロ ラライトを抱
えているから、耳の毛をしぼって水気を切ることもで
きない。
や がて、雨はあがっ た。雨雲が通り 過ぎていって、
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あたりが明るくな った。雨に洗われ た空が澄み切っ て
いる。 西の空は赤く染 まり、東の空には 虹が架かって
いる。
ダミーローズが裏口から出てきた。モップとスクイ
ザーを 持って、あわた だしく表に回った 。客が来る前
に拭き掃除をするつもりのようだ。雨に濡れた石畳を
モップで拭き取り 、モップが吸った 雨水はスクイザ ー
でしぼ り取る。濡れた 石畳に足をすべら せて、転倒す
る客が出な いように。
感心するほどに、まじめに働いている。替え玉だか
らと、 手を抜いていな い。替え玉だから こそ、手は抜
かない。本物よりも、本物らしく。
もしかしたら、パキケフーズはもう、ダミーローズ
の店な のかもしれない 。いまさら戻った ところで、ル
ビーローズに居場所はないのかもしれない。
「…………」
り ぶたんはそのまま 足を進めて、茂 みを抜けた。
プロテ クションゾーンか ら出て、パキケフー ズのあ
る広場に出た。
「ああ 、いかん。うっ かり出てしまった ぞ」
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わざとらしく、 りぶたんは独り 言をいった。
「ＬＩ ＳＤの制帽がな いから、プロテク ションゾーン
にはもう戻 れんな」
前を向いたまま、りぶたんの独り言は続く。
防衛隊 が動か

「しま った。保安官事 務所にも入れんぞ 。……そうい
えば、フレイムはどうしているのだ？
なかったのはしか たがないとして、 そのあと戻って こ
なかっ たところを見る と、憲兵にでも取 っ捕まったか。
どれ。ひとつ、迎えに行ってやるか。世話の焼ける奴
だな、まったく」
ず いぶんと説明っぽ い独り言だった 。
りぶた んは二、三歩ある いてから、いずこと もなく
ムーブした。
う っかり者の保安官 が去って、あと にはドゥードゥ
ー強奪犯が 残された。
ルビーローズはパキケフーズに背を向けた。日の当
たる世 界のすぐそばま で戻っておきなが ら、背中を向
けて、来た 道を引き返した 。
茂みを抜けると、ルビーローズの目の前にＬＩＳＤ
が立ち はだかった。
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強奪犯を抜け目 なく待ち構えて いたのは、黒いカ ウ
あなた、盗み聞きしたのね？」

ボーイ ハットをかぶっ た保安官助手だっ た。
「あら？
「うんにゃ。雨が 激しくて、話は聞 こえなかったさ 」
「そう ……」
「でもさ。あたいにもあんたの話を聞かせてもらおう
じゃん。なんで、 保安官はあんたを 見逃したのさ？ 」
ど すこい娘と呼ばれ る保安官が、職 務を放棄して犯

まとう

人を見逃したのだ。ルビーローズがりぶたんに聞かせ
た話に、団丸は強 い興味を示した。
「あな たには、別の話 をしましょう。魔 島の英雄伝説
はいかがか しら？」
「魔島って……ま さか、あの？」
海の向こうに浮 かぶ、

「そう 、モンスターア イランドですわ。 あなたも噂を
聞いたこと があるでしょう ？

怪物の島。そして 、島流しにされた 哀れなリヴリー た
ち」
「そんなたわいもない噂話に、あたいがだまされるわ
けないじゃん」
「魔島 の英雄は、あな たと同じショウジ ョウダルマで
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すのよ」
「え… …？」
「不思議な力を持った、ショウジョウダルマの英雄。
聞きたくはありませんこ

島流しにされたみ んなから、親分と 呼ばれて尊敬さ れ
た老人。どうかしら？
と？」
「……聞かせても らおうじゃんか。 でもさ、うそだ っ
たら承 知しないからね 」
「わたくし、うそは申しません。それにしても、おか
しな話ですわ。管 理リヴ委員会の裁 決は、最高刑が 地
下牢獄 での終身刑です のに。ＬＩＳＤの 即決裁判権は、
軽犯罪にしか認められていませんのに。いったい、ど

いいから、続けなよ」

この誰が、島流しなんてむごい罰を与えるのかしら
ね？」
「……それ で？

「では、お話しし ましょう」
ル ビーローズは団丸 に話して聞かせ た。
魔島は 海の向こうにあっ た。怪物密林を抜け 、ミュ
ラー山脈に登ると 、遠くに浮かんで いるのが見える 。
リ ヴリーアイランド の隣の島ではあ るが、間にはジ
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ュリエット海溝と 呼ばれる深い海が 横たわっていた 。
リヴリ ーアイランドと モンスターアイラ ンドを行き来
するには、外洋を航海する技術が必要だった。いかだ
では到底渡れない 。
飛 行リヴが空を飛ん でも渡るのは難 しい。近いよう
に見えても遠く離れているし、海の上では休憩もでき
ない。そもそも、 一般のリヴリーに はリヴリーアイ ラ
ンドを 抜け出すことす ら困難だ。アウタ ーゾーンには
一歩も踏み 込めない。
うまいこと抜け出したとしても、風の強い日には海
を渡っ てくるモンスタ ーと遭遇する危険 がある。長い
糸を風に乗せて飛ぶジョロウグモなら避けられるだろ
うが、オニヤンマ に出くわせば命は ない。
そ んな海の向こうに も、リヴリーは いる。島流しに
されたのだ 。
島流しは死刑も同然の刑罰だった。リヴリーはリヴ
リーを 殺せない。そこ で、魔島に送り込 んでモンスタ
ーに殺させる罰ができた。それが島流しの刑だ。
どんな罪を犯せば島流しにされるのか。それはわか
らない 。誰が裁くのか 。それもわからな い。どうやっ
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て魔島に送り込む のか。まったくわ からない。
魔 島に流されたリヴ リーでさえ、な にも知らないの
だという。毎日をふつうに暮らしていて、ある日、気
がつくと島流しに されていたのだと いう。
ひとみごくう

島 流しは罰ではなく て、人身御供だ とする意見もあ
る。モンスターの神に捧げられたのだと。魔島のモン
スターがリヴリー アイランドに襲来 することのない よ
うにと の願いを込めて 、生きたまま捧げ られたのだと。
いや、 そうではなくて、 秘密を知ってしまっ た者を
消すのが目的だと いう者もいる。そ の証拠に、キャ リ
ア官僚 も流されてくる のだとか。なにも 知らずに流さ
れた者は、本人が気づいていないだけで、なにかを見
たり聞いたりした ために始末された のだという。
らち

真 実はなにもわから ない。話し合っ ても埒が明かな
い。それどころか、落ち着いて話をする暇さえない。
魔島は怪物の島だ。そこら中にモンスターがいる。
流 されたリヴリーた ちは逃げ惑い、 ちりぢりになり、
人知れず散 っていった。
そんな地獄に、ある日、ひとりの老人が流されてき
た。シ ョウジョウダル マの老人だった。
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老人は自分が流 された理由を知 っていた。島流し に
した張 本人の存在も知 っていた。しかし 、意味がない
として、誰にも語らなかった。代わりに老人は、流さ
れたリヴリーたち に夢を与えた。
とり で

砦 の よ う な村 を 作 っ て 、生 き 長 らえ て いた リ ヴ リ
ーたちを集めた。怪物の島に、安全に暮らせるリヴリ
ーの村が誕生した 。食料も栽培した 。リヴリーたち は
果物を 食べるようにな った。
モンス ターの撃退にも慣 れ、自給自足できる ように
もなって、流され たリヴリーたちに 笑顔が戻ったと き、
老人は 次の行動に出た 。
モンス ターを飼い慣らし て、軍団としてまと め上げ
た。
老 人には不思議な能 力があった。い や、能力ではな
くて、魅力なのかもしれない。老人が幼虫から育てた
モンスターは、成 虫になっても老人 によくなつき、 言
うこと を聞いた。
もちろ ん、モンスターの 飼育には反対するリ ヴリー
も多かった。しか し、なぜモンスタ ーを飼い慣らす の
か、そ の理由を老人が 明かしたとき、反 対する者はい

- 754 -

なくなった。
老人は言った。敵は天にあり――と。
それま で、リヴリーたち を島流しにした者に ついて
語ることを拒んで いた老人だが、つ いに、その敵が 空
にいる ことを明かした のだった。
こうてん

空に浮 かぶ城に敵はいる 。城の名は「皇天の 城」と
いう。
皇 天后土という言葉 がある。
天の神 と地の神を意味す る。
あまかけ

皇天の城ならば、天の神の居城ということになる。
敵 が空にいる以上、 攻め込むには天 翔る翼が必要だ。
手勢もなしに挑めば返り討ちにあう。ゆえに、モンス
ターの軍団が必要 となる。翼として 。兵として。
老 人は天に攻め上り 、支配者を打ち 倒して、島流し
にされたリヴリーたちを救うつもりだった。そればか
りか、リヴリーと モンスターが争わ ない社会まで目 指
してい た。
最初は 協力しなかったリ ヴリーたちも、老人 が実際
にモンスターを飼 い慣らすのを見て 、手を貸すよう に
なった 。自分たちが元 いた世界に戻れる かどうかは、
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老人と、モンスタ ーの軍団にかかっ ている。
も しも、モンスター の軍団が敵を打 ち倒してくれた
なら、命の恩人である。今度はリヴリーたちがモンス
ターを守る番とな る。恩返しをする のだ。
怪 物の島で、恐ろし い怪物と、か弱 いリヴリーとに、
友情が芽生 えた。
束の間の友情だった。
老 人はモンスターの 軍団を率いて天 に攻め上った。
しかし 、二度と再び、戻 っては来なかった。
流されたリヴリーたちは、いまも島にいる。
「なに さ、それ。ただ の作り話じゃん！ 」
団丸が 憤慨している。
「あんたさ、あた いが地下牢獄で人 捜ししてたの知 っ
うそばなし

て て 、 そ ん な 嘘 話 で だ まく ら かそ う と する ん だ？

ぐさ

舐め てるとぶっつ

うそみ たいな話だったか しら？」

最低じゃん ！」
「あら？

「あた いを誰だと思っ てるのさ！
ぶすよ！」

「まあ。どこかで 聞いたような言い 種ね」
ル ビーローズは心底 うれしそうに笑 った。
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かん

さわ

それが逆に、団 丸の癇に障った 。
「あん たねっ！」
「ショウジョウダルマはふたりいるのよ」
「…………」
ル ビーローズのひと 言で、団丸が沈 黙した。
わざわざ二 人組にする必要は ありませんわ。 で

「作り話なら、英雄はひとりでよろしいのではなくっ
て？
も、こ のお話に登場す るショウジョウダ ルマは二人組

おじき

答え は簡単ですわ。も うひとりのショ ウ

ですの。島のみんなはなぜ、老人を親分と呼んだので
しょうね？

ジョウダルマが、老人を叔父貴と呼んでいましたの
よ」
「叔父貴……」
「ええ 。そうですわ。 ふつうはそんな呼 び方しません
もの。それで老人は自然に、みんなから親分と呼ばれ

親分と呼ばれるショウジョウダルマ。

るようになったの ですわ」
「二人 組……」
「どうかし ら？

その親分を、叔父 貴と呼ぶショウジ ョウダルマ。そ ん
な二人 組に、心当たり はなくって？」

- 757 -

「心当たりなんか 、あるもんかっ」
団 丸はなぜかカウボ ーイハットを脱 いだ。
そして 、脱いだ帽子をす ぐまたかぶった。
「残念ね」
「だいたい、なんであんたはそんな話を知ってるの
さ」
「魔島を脱出する 者は少なくないそ うよ。そのほと ん
どは深 い海に呑まれて しまうそうだけど 、中には、命
からがらリヴリーアイランドにたどり着く者もいるの
ですって」
「じゃ あさ、会わせて もらおうじゃんか 」
「無理ですわ。だって、このお話は伝説ですもの。魔
島の伝説。英雄の 伝説。……生還者 の伝説」
「なん だ、誰も生きて 帰ってきてないん じゃん」
「証拠はあ りませんわね」
「…………」
団 丸はまた帽子を脱 いだ。
視線を 落として、カウボ ーイハットのシェイ プをし
きりにいじってい る。考え事をして いるようで、上 の
空だ。
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あ、ああ。い いよ、勝手にどこ でも行っちま

「わたくし、行っ てもよろしいかし ら？」
「え？
いなよ」
団丸は足を引いて体を横に開いた。
ル ビーローズの前を さえぎる者はい なくなった。
そのま ま歩み去ろうとし て、ルビーローズは 足を止
めた。団丸に背中 を向けた状態で、 話しかけた。
「あな た、魔島に渡る おつもり？」
「あんたに関係ないじゃん……」
ルビーローズの背中を見つめながら、団丸はなにや
ら釈然 としない顔をし た。それはクイー ン・ローズで

あたい は

も見せた表情だった。なにかが心に引っかかるような、
そんな顔だ。
「あき らめずに捜し続 けるの？」
「だから、あんたに関係ない――」
「どうなの！」
ル ビーローズが怒鳴 った。
誰があきらめるも んか！

聖母ら しからぬ振る舞い だった。
「もちろんさ！

おじい ちゃんを捜すん だ！」
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団丸も怒鳴り返 した。
別 に怒鳴られたから といって、正直 に答える必要は
ない。捜す相手が祖父であることは、りぶたんたちに
も明かしていない 。
そ れなのに、ルビー ローズには正直 に答えてしまっ
た。なぜ、そうなるのか。口を開けたまま、呆然と相
手を見つめるピン クのショウジョウ ダルマには、自 分
でもよ くわからないよ うだった。
「魔島を受け持っているのはダークヤグラさ」
ルビーローズの話し方が変わった。
「あい つには気をつけ な」
「え……？ 」
団丸はようやく気づいた。
聖 母はもう、いつも のように上品に 話してはいない。
背中を見せているので表情まではわからないが、雰囲
気が明らかにちが う。
「ダー クヤグラだよ。 あいつだけは、い やなにおいが
しやがる」
「…………」
ル ビーローズの変化 に、団丸は戸惑 っている。
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「奴には気をつけ るんだよ。たぶら かされて、のこ の
こつい てくんじゃない よ。いいね」
最後の ひと言は命令だっ た。
「う……うん」
団 丸は素直にうなず いた。ひとの変 わったルビーロ
ーズには、なぜだか逆らえなかった。
「親分、どこにい るんだろうねえ… …」

じょう

遠 い昔をなつかしむ ような、ルビー ローズの声だっ
た。
「……じゃあな。 あとは任せたぜ、 お 嬢 」
そ う言い残して、ア カゲパキケは去 っていった。
「！」
団丸に衝撃が走った。背中を電気が駆け抜けた。手
にして いたカウボーイ ハットが地面に転 がった。
お嬢と 呼ばれたのはひさ しぶりだった。何年 ぶりだ
ろうか。そう呼ば れた過去があった ことすら、すっ か
り忘れ ていた。
そして 、思い出した。ル ビーローズの背中を 見るた
びに、心に引っか かっていた記憶を 取り戻した。
去 りゆく後ろ姿に見 覚えがあった。
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行かないでと、 置いてかないで と、泣いて頼んだ 幼
いあの 日のことを、団 丸は思い出した。
ルビー ローズに去られる のは、これが二度目 のこと
だった。
「…… 紅い薔薇のおね えちゃん……」
団丸の 口から、ふるえた 声が漏れた。
ルビーローズは振り返らなかった。
あ の日も。いまも。
心を鬼 にして、歩み去っ ていった。
幼くて、あの日は理解できなかった団丸も、いまは
わかっ た。
ルビー ローズの背中が泣 いていた。
ばくと

――その昔、ショウジョウダルマの親分が博徒の一
とば

つぼ

家を構えていたという。なにかと面倒見のいい親分を
慕って、賭場では 気っぷのいい乙女 が壺を振ってい た
そうな 。
せいくう

ダークヤグラは星空神殿にいた。
薄 暗い神殿だった。
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壁も床も、黒い 石でできている 。黒曜石だろうか 。
光沢の ある石だ。
天井に はドゥードゥーが 埋め込まれていた。 自然発
光でもしているの か、光源もないの に色取り取りの 宝
石が輝 いている。黒曜 石に宝石をちりば めた天井は星
空のように見えた。その星空が、明かりのない神殿を
かすかに照らして いる。
も

まつ

ダ ークヤグラの正面 には祭壇があっ た。ミュラー博
ひなだん

士を摸した神像が祀ってある。
祭壇の手前には雛壇もあった。雛壇のほうが祭壇よ
りも低 くなっている。 床はさらに低い。 一番低いその
床に、ダー クヤグラはいた 。
人形の頭部に体を押し込めた、いつものスタイルだ。

おが

触手の ような手足も引 っ込めて、人形の 中から赤い目
をのぞかせ ている。
ダークヤグラは神像を拝んでいるのではなかった。
なにか を待っているよ うだった。
雛壇の 両脇にある壁が開 いた。重い音を響か せなが
ら、石の扉が上へ と引きあげられた 。
扉 の中からモンスタ ーが出てきた。 左からはジョロ
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ウグモが五匹。右 からはオオカマキ リが五匹。合わ せ
て十匹 が姿を現した。
モンス ターは整然と並ん で歩いた。左右の壁 際に等
間隔に並んだ。ダ ークヤグラに襲い かかるようなそ ぶ
りはま ったく見せなか った。完全に統制 の取れた動き
だ。並のモンスターとは思えない。
そして、見た目は並のモンスターと異なっていた。
ジ ョロウグモもオオ カマキリも、頭 に金属製のプレ
ートをつけていた。電子部品が埋め込んであるらしく、
発光ダイオードが 点灯している。
とうきょうぶ

ま た、甲冑のような ものも装着して いた。
クモに は、頭と胸がくっ ついた頭胸部と呼ば れる部
位がある。ジョロ ウグモはそこに胸 当てがあった。 な
めした 革の上に鋼板を 貼り付けたような 防具だ。大き
とげ

くふくらんだ腹部にも防具があって、こちらは棘がつ
けられていた。
とげ

オ オカマキリは胸と 背中に一体型の 防具を着けてい
た。脇から背中にかけて棘がついている。前脚の鎌に
も防具があったが 、これは防具では なくて武器と呼 ぶ
べきか もしれない。鎌 の内側に防具状の ものを装着し
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ているのだが、な めし革に貼り付け られた鋼板は研 ぎ
澄まさ れて、刃となっ ていた。
武装し たモンスターが左 右に展開すると、薄 暗い神
殿の様相が一変し た。
床 の黒曜石に炎が走 った。真っ赤な 炎が祭壇から飛
んだ。
いや、炎ではなかった。床の上にいるダークヤグラ
は避け ようとしない。
ダーク ヤグラの真下を炎 が駆け抜けた。
床を走った赤いものは炎ではなくて、石に浮かんだ
紋様だ った。黒く光沢 のある石に、炎を 思わせる真っ
赤な紋様が 出現したのだ。
よく見ると、石には継ぎ目がなかった。複数の石を
並べて いるのではない 。床と壁に継ぎ目 はなく、壁と
壁に継ぎ目はなく、壁と天井にも継ぎ目はなかった。
巨石をくりぬいた中に星空神殿はあった。
祭 壇から走ってきた 赤い紋様は、四 方の壁で燃え上
がった。黒く光る石の壁に、炎が描き出された。天井
にも炎は燃え広が って、真っ赤なオ ーロラとなった 。
燃 えない炎が冷たく 光っている。
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炎に照らされて 、星空神殿は明 るくなった。
ダ ークヤグラは触手 と顔を外に出し た。人形の頭部
ごと、ふわりと浮かんだ。ただし、高くは浮かばなか
った。床を舐める ように飛んだ。
祭 壇の正面が音を立 てて割れた。石 でできた隠し扉
が左右に開いた。内部には階段があるようで、神像を
祀った祭壇の下か ら三人のリヴリー が現れた。
最 初に階段を上って きたのはプーケ だった。スカー
レットの体に包帯を巻いている。プーケは雛壇に立つ
と、じろりとダー クヤグラをにらん でから、向かっ て
左に移 動した。
次に姿 を見せたのはジュ リエットだった。ワ インレ
ッドの体に包帯を 巻いている。ジュ リエットは雛壇 に
立って もダークヤグラ をにらむようなこ とはせず、向
かって右に 移動した。
最後に登場したのはミューミューだった。オレンジ
の頭の 毛がピンとはね ている。ミューミ ューは堂々と
雛壇の中央に立った。右にも左にも、一歩も動かなか
った。
三 人はミュラー博士 の神像を背にす る形で、雛壇に
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並んだ。左右の位 置関係はあっても 、横一線に等し く
並んで いる。高低差も ない。そして三人 とも、床の上
のダークヤグラを見下ろしている。
ダークヤグラは壇上の三人に対して、うやうやしく
頭を垂 れた。明らかに 格下の振る舞いだ った。
ミュー ミュー、ジュリエ ット、プーケ、ダー クヤグ
ラの四人は、管理 リヴの最大派閥を 構成している。 第
二派閥 のルビーローズ 、マハラ、チャパ ティとは別格
の権力を誇っており、モンスター防衛線に築かれた四
つの要塞も、ミュ ーミュー派の名前 だけを冠してい る。
し かしながら、派閥 内部では明確な 上下関係がある
らしく、ダークヤグラだけが下に置かれていた。
「ダークよ」
ジ ュリエットの透き とおった声が神 殿に流れた。
「先ほど、ＬＩＳＤから例の件の報告書が上がってき
ました。そこで、 あなたの意見を聞 きましょう」
「はは 」
ダーク ヤグラの赤い目が 瞬きをした。
「ＬＩＳＤの報告 書には、こうあり ます」
ジ ュリエットは手に していた報告書 を広げた。
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「事件は未解決。 犯人は依然逃走中 。もしくは、地 底
の蟻塚 において死亡の 模様。なお、ルビ ーローズ以下
の管理リヴに嫌疑なし。犯人一味は管理リヴになりす
ました偽者と断定 。強奪されたドゥ ードゥーは地底 ホ
ールにあるも、未回収――」
広げた 報告書を閉じて、 ジュリエットは質問 した。
「この報告書をど う思いますか？」
「大う そもいいところ ですな。あの保安 官めは、委細
承知の上でルビーローズたちをかばっております。や
はり、あなた様が心配なされたとおりになったよう
で」
ダーク ヤグラはわずかに 身を乗り出して答え た。
「なぜ、そう思う のですか？」
「手の 者が地底トンネ ルでルビーローズ を確認してお
ります。なんでも、手作りの菓子を馳走になったとか。
フードボックスに そんなものをしま える者は、偽者 な
どでは ありますまい。 また、ボンドから の報告にも、
ルビーローズたちが真犯人だとありますな。ジャーナ
リスト気取りのト ビネの小僧から、 おもしろいよう に
情報が 取れるそうで」
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ひる

「ほう。あの坊や はなかなか口が堅 かったぞ？
の連中 が脅しても怯ま なかったくらいだ 」

うち

プーケ が口をはさんだ。 ハスキーな声だった 。
「おっしゃるとお りでございます。 小僧めは確かに 口
は堅い のですが、なに も言わなければ情 報は漏れない
よし

と思い込んでいる由。青臭いことですな。ボンドなら、
目の動きや体の動 き、声の調子など から、いかよう に
も情報 を引き出せます ぞ。ましてや、あ の小僧。ボン
ドを大先輩として慕っておりますゆえ、それはもう、
赤子の手をひねる ようにたやすく」
「スパ イめが」
プーケ は不快そうに吐き 捨てた。
壺 振りの女ヤク

そしてそのままダークヤグラをなじった。
「だい たいが、きさま のせいだぞ！
きさまが推 薦しなければな！ 」

ザなど、本来は管理リヴになれるはずもなかったの
だ！

「お言 葉を返すようで すが、ヤクザと博 徒は似て非な
るものでして――」
「口答えは許しま せん」
ジ ュリエットが冷た く言い放った。
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「……失礼いたし ました」
ダ ークヤグラは目を 伏せて、即座に 謝罪した。
「ルビーローズを管理リヴに推薦したあなたに免じて、
いまはまだ、あの 者は放っておきま しょう。始末す る
のであ れば、地底から 出しはしません。 それに、あの
かんが

者 の 素 性 を 鑑 み れ ば、 い ずれ 問 題 を 起こ す であ ろ う
ことは初めからわ かっていました。 あの者がなにを し
ようと も、しょせんは わたしたちの手の ひらの上。こ

前科者が

の皇天の城に対抗して、たかが蟻塚を后土の城などと
名付けるとは、か わいいものですね 」
「では 、問題は団丸で ございましょうか ？

よもやＬＩＳＤに採用されるとは、あの保安官もなに
を考えているのや ら……」
今 度はダークヤグラ が質問した。
「あの娘もあなたに免じて捨て置きましょう。友人を
ぎゃくと

手にかけたばかり か、その孫娘まで もとなると、あ な
たもつ らいでしょうか ら。また、逆徒の 孫娘といって
も、なにができるわけでもありません。自首をして、
義

自分から地下牢獄 に入ったときには 、もしやと驚き ま
したが 、結局はなにも 気づかなかったで しょう？
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ケイ

ほ

賊だなどと誉めそ やされたところで 、あの娘は元相 棒
のＫが いなければなに もできはしません 」
「Ｋの探索はどうなっているか？」
プーケが話に割って入った。
雛 壇で口をきくのは 双子の姉妹だけ で、ミューミュ
ーはなにも 言わない。
正 体もろくにわ

「団丸の自首以降 、足取りはぷっつ りと途切れたま ま
ですな 。しかし、本当 でしょうか？
かりませんのに、Ｋがプレリヴリーなどと……」
「Ｋは闇と一体化 し、影に潜んだの だぞ。ならば、 シ
ャドー ・プリズナーを 使ったのだろうが 。Ｋが黒霞囚
でないのなら、きさまと同じ、中世のリヴリーという
きさまのせいで ミュラー博士は調 べものが忙し

ことだ。それにし ても、きさま。ま だ記憶は戻らん の
か？

く、お戻りになられないのだぞ！」
「もうしわけござ いません」
ダ ークヤグラはまた 謝った。
「我々はみな、ミュラー博士に生み出された現代のリ
ヴリー、ポストリ ヴリーだ。しかし 、きさまはちが う。
博士に 生み出されたの ではない。博士も 知らない謎の
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リヴリー。どこで どうやって生き延 びてきたのか、 我
々の世 界に突然迷い込 んできた中世のリ ヴリー、プレ
リヴリー。それがきさまだ、ダークヤグラ。記憶喪失
．ュ
．リ
．が拾ってきたから仲間に加えてやっ
のきさまをジ
たが、 図に乗るなよ。 骨董品が」
「そのくらいに。ところで、魔島の調査はどうなって
いますか？」
プ ーケをたしなめた ついでに、ジュ リエットは話題
を変えた。
「はは。リヴリー 村はいまだ健在で 、モンスターの 襲

魔

撃にも 持ちこたえてお ります。手の者を 一名、潜入さ
せて情報収集に当たらせております」
「そんな話はどう でもいい！」
プ ーケが怒鳴りつけ た。
「知りたいのはモンスターリヴリーについてだ！

まだ確認できんの

島に流され、飢え てモンスターを喰 らい、突然変異 を
起こしたリヴリーがいるだと？
か！」
「その件でわたし から報告が」
プ ーケの質問をジュ リエットが引き 取った。
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「呪文科学局プロ ジェクトチームの 調べでは、モン ス
ターを 食べたリヴリー がパワーアップす ることは、あ
りうるそうです。ただし後遺症として、肉体も精神も
モンスター化する 恐れがあるとのこ と。わたしはこ れ
を、モ ンスタードーピ ングと名付けまし た」
「モンスタードーピング……か」
プーケはジュリエットを見つめた。
めいもく

ふ たりの間にはさま れたミューミュ ーは、なにを思
うのか、じっと瞑目している。
「モンスタードー ピングをして、モ ンスターリヴリ ー
となる 。魔島で噂にな るくらいですから 、実在すると
見て間違い ないでしょう」
「しかもそいつは オリジナルの技を 使うと？」
「噂で は、ね」
「ちっ、厄 介な……！」

ダーク

プーケはダークヤグラをにらんだ。目で八つ当たり
をした 。
しんちよく

「 そ れ で 調 査 の 進 捗 状 況 は どう な の かな ？
ヤグラ君」

ミ ューミューがよう やく口を開いた 。話の内容は重
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かん ば

ほが

いのに、朗らかな 声だった。
「 芳 し く あ り ま せ ん な 。手 の 者も 、 戻 って こ ない の
がちらほら と」
「なるほど。君の 配下は囚人だから 、魔島の潜入調 査
は荷が 重いだろうね」
言ってごらんよ 」

「そこで、実は提案がありまして……」
「ほう。どんな？
ミ ューミューが話し 始めると、ジュ リエットもプー
ケも口をつ ぐんでしまった 。
「ご存じのとおり 、ＬＩＳＤにいる 正副保安官は、 元
一つ目 狙撃団のヒナタ ・もにょりぶ組で すな。恥ずか
しながら、モンスター津波の折に要塞から落ち延びる
際、護衛に当たら せましたので、そ の人柄もよく知 っ
ており ます。ふたりは 一流のスナイパー ユニットです
あ

ので、これを魔島の調査に充てればと――」
「ああ、そういう ことなら却下だよ 」
ミ ューミューは話の 途中で即答した 。
「……しか し」
「却下だよ。聞こ えなかったのかい ？」
声 は明るくても凄み がある。

- 774 -

「…………」
ダ ークヤグラはなに も言えなくなっ た。
う

「あのふたりはなかなか評判がいいんだ。ＬＩＳＤな
んてどうでもいい 組織だけど、よく も悪くも庶民の 憂
ば

徴税

さ晴ら しになるからね 。前の保安官がひ どかった分、
いまの保安官には期待が集まっているだろう？
せきひん

しない赤貧路線も ユニークだよ。あ のふたりはこの ま
ま、Ｌ ＩＳＤに置いて おくことにする。 いいね」
「承知いた しました」
「でも、君の言う こともわからなく はないなあ。魔 島
の調査 には鍛え抜かれ たコマンドが適任 ということだ
防 衛隊から誰か出 せない

ダークヤ グラ君の黒霞囚で は調査も限界だ っ

ね。どうだ い、プーケ君？
かな？

てさ。 しかたないよ。 ただの囚人の集ま りだからね」
「では、うちから誰か出すとしよう」
プーケが応じた。
「じゃ あ、決まりだね 。あとはふたりで 話し合ってく
れるかな。それから、ふたりとも仲よくしなよ」
「…………」
「はは 」
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仲よくしろとの 注意に、プーケ は沈黙を返し、ダ ー
クヤグ ラは頭を下げた 。
「それでは今日はここまでにしよう。僕は忙しいから、
お先に失敬するよ 」
ミ ューミューは祭壇 の中へと消えて いった。
ジュリ エットとプーケは 居残った。
「話し合いなど必 要ない」
プ ーケはのっけから 関係修復を拒否 した。
「わたしはわたしの好きにやる。きさまはいままでど
おり勤労に励み、 入手した情報は細 大漏らさず、ジ ュ
リに報 告しろ」
ダーク ヤグラに対し、一 方的に命令を下した プーケ
は、ジュリエット を見た。
ジ ュリエットはこく りとうなずいた 。
「以上だ」
プーケも祭壇の中へと消えた。
壇 上にはジュリエッ トだけが残った 。
「このたびは、私めのせいでとんだご迷惑を……」
「記憶喪失のあな たを見つけたとき から、問題が降 り
かかる ことは覚悟して おります。もっと も、あなたの
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友人がこの皇天の 城に攻め入ったり 、その子分が管 理
リヴに 潜り込んだり、 孫娘が怪盗として 世間を騒がせ
るとまでは、考えも及びませんでしたが」
「あいすみませぬ 」
「この 城の存在を漏ら すなど、本来は許 されないこと
です。それでも、あなたが特別扱いされているのは、
わたしが面倒を見 ているからではあ りませんよ。た だ
ひとり 、中世のリヴリ ーであるあなたが 、博士のお気
に入りだからです。でも、それがプーケにはおもしろ
くないのでしょう 。モンスターリヴ リーはプーケが 捕
獲でき るように、あな たも骨を折りなさ い。そうすれ
ば、博士がお戻りになられた暁には、きっとプーケを
おほめになるはず 」
「この ダーク、ジュリ エット様のために 粉骨砕身する
所存にござ います」
「尽くす相手を間 違えないように。 わたしではなく 、
わたし たちミュラー親 衛隊のために」
「ははー」
ダークヤグラはいままで以上に頭を下げた。
ジ ュリエットは祭壇 の中へと消えた 。
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祭壇の隠し扉が 閉じられた。
黒 い石の表面で燃え 盛っていた炎の 紋様が消滅した。
左右に 控える武装モンス ターも神殿から出て 行った。
再び薄暗くなった神殿にダークヤグラがひとり取り
残され た。
「………… 」
ダークヤグラは動かなかった。その場にじっとたた
ずんで いる。
星空神 殿を沈黙が支配し た。
天井で輝く宝石をしばらく見つめていたダークヤグ
ラは、 誰もいないのに 口を開いた。
「いまのが、リヴリーアイランドを支配する者ども
だ」
独 り言だろうか。ダ ークヤグラは話 し続ける。
「両脇に控えていたのは、ミューミューの配下である
アーマード・モン スターといってな 。この皇天の城 を
警備し ておる。武装し たモンスターを自 在に操るミュ
ーミューこそ、リヴリー界最強といえよう。だからこ
そ、きゃつらはモ ンスター津波のと きもあわてなか っ
たのだ よ。いざとなれ ば、アーマード・ モンスターで
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蹴散らせるからな 」
ダ ークヤグラの言葉 にうなずく者は いない。返事は
聞こえてこ ない。
「この事実をあの 保安官に伝えたと ころで、どうに も
なりは せん。ＬＩＳＤ なんぞはおもちゃ の組織でな。
当の本人たちはまじめに取り組んでいるのだろうが、
存続するもしない も、きゃつらミュ ラー親衛隊のさ じ
加減ひ とつで決まるこ と。保安官とその 相棒が、リヴ
リー最強呪文のひとつ、ジゴリヴを持っておっても意
味などない。逆ら うときは、取り上 げてしまえばよ い
のだ」
ダーク ヤグラがまた天井 を見上げた。
黒い石と宝石でできた星空を、赤い目が見つめてい
る。
ちょくじょうけいこう

「どすこい娘か……。あの保安官は私の友に似ておる。
見た目はちがうが 、性格がな。 直情径行 という やつ
だ。す ぐに行動しおる 。だから、この城 のことを知っ
たが最後、あの娘は破滅するだろうよ。私はうっかり、
この城のことを友 に漏らしてしまっ た。知ったとこ ろ
たか

でなに もできぬと高を くくっておった。 友が憤慨して
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立ち上がるとは思 わなんだ。よもや 気球などという も
のをこ しらえて、空に 浮かぶこの城にま でやってこよ
うとは…… な」
ダークヤグラは視線を落とした。
黒 い石でできた暗い 床を、赤い目が 見つめている。
「皇天の城を知られたからには、生かしておけぬ。そ
れが、きゃつらの 考えでな。むろん 、一番悪いのは こ
の私だ が、友は魔島に 追放されてしまっ た。あの島は、
都合の悪いことを見聞きした者を流すのにうってつけ
でな。リヴリーは リヴリーを殺せな くとも、モンス タ
ーが代 わりに始末して くれる」
ダーク ヤグラは目を閉じ た。血塗られた赤い 目で、
もうなにも見たく はないのかもしれ ない。
「流さ れても、島にお れば生き抜く機会 はあった。事
実、友は魔島に村を築いてほかのリヴリーまで救った。
だが、それでもま だ私は友を見くび っておった。友 は、
魔島の 怪物を飼い慣ら すと、それを引き 連れてこの皇
天の城に攻め入ってきたのだ」
四本の触手が小さく丸くなった。ダークヤグラが萎
縮して いる。
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ちょうれん

「モンスターの群 れを率いたところ で、アーマード ・
モ ン ス タ ー に か な う は ず もな い 。あ れ は 、 調 練 さ れ
ひつじょう

た軍隊だからな。友は敗れた。逆徒の始末にはきゃつ
らも 困 っ た 。 魔 島 に 追 放 し ても 戻 っ てく る は 必 定 。
同じリ ヴリー同士、殺 すに殺せぬ。そこ で、むごい罰
が下された。……いまではもう、友は自分が誰かもわ
からぬよ」
ダ ークヤグラはヤド カリのように、 人形の頭部の中
に姿を隠し た。
「プーケが露骨に つらく当たるよう になったのはそ れ
からだ 。無理もない。 なぜなら、この私 は秘密を暴露
して友を危険にさらし、そしてその友を社会から抹殺
げす

した下種なのだか らな」
人 形の中に隠れたダ ークヤグラは、 しかし、目を開
けた。
「もちろん、この ままにはしておか ぬ。だが、頼み の
ミュラ ー博士はいつま でたってもお戻り になられぬ。
博士はいまも私のことを調べておいでなのだろうか。
……実は私はな、 ミュラー博士が生 み出したリヴリ ー
ではな いそうな。博士 もご存じない、中 世のリヴリー
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だそうな。知らん のだよ、私は。記 憶がないのだ。 本
当に覚 えておらぬ。だ からして、私がジ ュリエット様
みようり

に発見されたとき、博士は小躍りしてお喜びになられ
た。学者冥利に尽きるのだそうな、私という存在は
な」
ダーク ヤグラの顔と触手 が、人形の首の穴か ら外に
出た。
とら

「だが 、なぜ博士は戻 ってこられぬのか 。もう何年も
だ。何年も……。私はある日、恐ろしい考えに囚われ
た。もしや博士は 、戻りたくても戻 れないのではあ る
まいか 。何者かが、博 士のいる人間界と 、この世界と
の扉を閉ざしてしまったのではあるまいか。内側から
鍵をかけて……！ 」
ダ ークヤグラは人形 の頭を脱ぎ捨て て、外に出た。
全身を露出 させた。
それは、近似種であるゲッコウヤグラとは似ても似
つかな い姿形だった。 顔から下は瓜二つ でも、頭の形
がまったく異なる。ゲッコウヤグラの頭部は円盤状に
なっているが、ダ ークヤグラの頭部 は表現のしよう も
ないほ どにおぞましい 形をしている。
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のうずい

こうまく

頭をかじられで もしたのか、硬 膜が剥き出しにな っ
ており 、その下の脳髄 が透けて見えてい る。どうりで、
普段は人形の中に頭を隠しているわけだ。別に奇をて
らったのではなく 、剥き出しの脳を 保護していたの だ。
そ の剥き出しの脳か らは、さらに、 触手とも触角と
もつかないなにかが伸びている。ぶよぶよした感じで
気味が悪い。半透 明で、粘着質のよ うに見える。も し
かする と、この不気味 な器官で人形の内 部に張り付い
ているのか もしれない。
「誰もおらぬ。出 てきてもよいぞ」
ダ ークヤグラの独り 言には、相手が いたようだ。
脱ぎ捨 てた人形の頭の中 から、霞が吹き出し てきた。
真っ黒な霞だった 。黒霞囚だ。シャ ドー・プリズナ ー
を使っ て、人形内に潜 んでいたのだ。
黒い霞 は固まりとなった 。どうやら、元の姿 に戻る
つもりのようだ。
「悔い ても始まらぬ。 償っても償い切れ ぬ。だが、や
らねばならぬ。なにがなんでも、博士にお会いするの
だ。我が友を自由 にするために、元 に戻すためにな 。
だから 、私は密かに探 し始めた。この城 のどこかに、
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扉があるはずなの だ。ミュラー博士 のおられる人間 界
へとつ ながる扉だ。そ うでなければ、ア ーマード・モ
かなめ

ンスターに城を守らせたりはするまい。この皇天の城
こそが、博士の作り出した世界の 要 に相違ないの
だ」
ダーク ヤグラは雛壇に上 り、祭壇に触手をか けた。
垂れ下がる四本の 触手を伸ばして、 ミュラー博士の 神
像にす がりついた。
その後 ろで、黒い霞の実 体化が進んでいる。
「しかし、私ひと りではもう限界だ 。まだ怪しまれ て
はいな いが、バレたら すべてが終わる。 友は還ってこ
れなくなる。手助けしてくれる者が必要だ。こんな私
であろうとも、手 を貸してくれる者 が必要なのだ。 私
のため でなくともかま わぬ。世界を変え るためだろう
となんだろうと、協力してくれるのであれば、理由は
問わぬ。ただし、 相手は誰でもよく はないぞ。秘事 を
託され ても口をつぐみ 、援護もなくただ ひとりで行動
…… だから私は、お ま

し、目的を果たして生還するだけの器量と才覚を兼ね
備えた者でなけれ ばならぬ！
えさん に声をかけたの だ」
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ダークヤグラは 神像から離れた 。
「囚人 ではないおまえ さんが、ただの一 度も地下牢獄
に収監されたことのないおまえさんが、黒霞囚でもな
いのにシャドー・ プリズナーを使え るとは、誰も思 わ
んよ」
振り返 ったダークヤグラ は、床の上に立つ協 力者を
それで も、おまえさんは 私についてこ

壇上から見下ろし た。
「どう かね？
……ヒナタや 」
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れるかね？

黒い霞は実体化を終えて、ピキの姿になっていた。
星 空神殿は薄暗くて 、体の色までは わからない。
しかし 、ピキの頭の上に は、ちょっぴり斜め に傾け
ておしゃれにかぶ る制帽があった。
暗 い神殿をかすかに 照らす光に、Ｌ ＩＳＤの紋章が
妖しく輝い ていた。

日

おしま い
２００８年７月

11

あとがき

その一
（第四章まで公開時）

資料集めを開始 した日から、なん と一年が経過し た。
最 近 は 二 ヶ 月 近 く さ ぼ る な ど 、「 も に ょ も に ょ 計
画」はすっ かり停滞している。 そこで自分なりに プレ
ッシャーを与えるべ く、第四章まで を「シーズン１」
と銘打 って公開すること にした。
これではなにやら洋画ドラマのようだが、実はこの
．Ｄりぶたん
作品。最初につけた タイトルは「Ｌ ＩＰ
エルエーピーディー

もにょ もにょ捜査官の陰 謀」というもの だった。
エルアイピーディー

洋 画 を 見 れ ば 、 た と え ば ロ ス市 警 な ら ＬＡ Ｐ Ｄ の
略称 で 登 場 す る 。 リ ヴ リ ー 警 察 だと ＬＩ Ｐ Ｄ だ 。 そ
こで洋 画ドラマのノリ で 、
「警察だ 」ではなく 、
「ＬＩ
ＰＤだ」とりぶたんに言わせたかった。
そしてタイトル には「もにょも にょ」というお気 に
入りの 言葉を入れて。 警官よりもかっこ いいから捜査
官にして。リヴリーには似つかわしくない「陰謀」も、
ミスマッチでいい 感じだからくっつ けて。さらに、 り
ぶたん はリヴリーアイ ランドの征服を企 んでいる憎め
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ない悪党という設 定で、悪漢物にす るつもりだった 。
と ころが、タイトル はすんなり決ま ったのに、りぶ
たんのキャラを練り上げてゆくと、どうしても陰謀と
は無縁になるので 困った。ほかのリ ヴリーたちは陰 謀
もうま くいくのに。そ う思った瞬間、も っとしっくり
リヴリー たちの陰謀」を書 き

くるタイトルが頭に浮かんだ。
「ＬＩＰＤりぶたん
始めた のは、去年の三 月だった。タイト ルから「もに
ょもにょ」が消えてしまったが、幸か不幸か、第二章
が「ＬＩＰＤ出動 」という、だっせ えタイトルだっ た
ので「 もにょもにょ団 」とすてきに改め た。
しかし 、すぐに壁にぶち 当たった。捜査官は よくて
も、副捜査官や捜 査官助手はやはり 変だ。警察とい う
よりは 保安官事務所の ような組織だった 、ってな感じ
の文章でごまかしてはみたものの、変なものはやっぱ
り変。それにごま かすのも気に入ら ない。
そ うはいっても、捜 査官をやめて保 安官にすると、
．ＤではなくＬＩＳ
．Ｄになってしまう。ＬＩＰＤ
ＬＩＰ
という名称は洋ド ラ風でかなり気に 入っていたので 、
これを 捨てるのはどう にも抵抗があった 。
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この問題を解決 したのは中の人 だった。保安官の ほ
うが絶 対にいい、でも ＬＩＰＤは捨てた くない、と悶
捜査をす るから捜査官だ よ

々とする誰かさんに中の人がささやいた。でもさ、り
ぶたんって捜査官 なの？
にな

りぶたんが 警

○○の話とか 、××

ね。治 安を維持したり 、国防を担ったり はしないよね。
でも、りぶたんはするでしょ？
の話とか、続編書 くときどうするの ？
察にい たら変だよ。保 安官なら、ちっと もおかしくな
いけどさ。
中の人の言うとおり。かくして、タイトルは「ＬＩ
．Ｄりぶたん リヴリーたちの陰謀」に定まった。す
Ｓ
でに書き始めていたので、捜査官が保安官に、途中で
がらりと変わって 混乱したけれど。
混 乱といえば、地ノ 塔もそうだった 。
もとも と地ノ塔というア イデアはなかった。 舞台は
監視塔だった。と ころが、書き始め てまるまる二ヶ 月
もたっ てから気づいて しまった。監視塔 はそびえ立つ
「塔」ではなくて、実は「煙突」デザインの建築物だ
ったということに 。
監 視塔を地階のある 塔として扱った のでは、リヴリ
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ーアイランドと整 合しなくなる。か といって代わり に
なる塔 など、ＧＬＬ城 には存在しない。 あるのは地水
火風の四大元素のうち、地を除く塔だけ。ああ、だっ
たら地ノ塔にすり ゃいいじゃん。そ んで地面に埋ま っ
てるこ とにするのさ。 それなら見えなく て当たり前だ
から、辻褄 も合うじゃん。
この問題も中の人が解決してくれた。
ほ かにもいろいろあ った。りぶたん をかわいくした
いという親バカのせいでヒナタとキャラがかぶり、ヒ
ナタの魅力の前に りぶたんがかすん でしまう、なん て
ことも あった。泣く泣 く書き直したけれ ども、りぶた
んをかわいく描くと「どすこい娘」にならないのだか
ら、いまの路線で まちがっていない 。親バカやステ ー
ジママ の弊害を意外な ところで実感した 出来事だった。
呪文の ポカは大きかった 。呪文は口で唱える ものと
思い込んでいた。 リヴリーアイラン ドでもコントロ ー
ラーを 開いてコマンド を打ち込むから、 呪文を唱えた
つもりになっていた。でも、よくよく考えてみれば
「おなら」の呪文 を打ち込んだから といって、リヴ リ
ーが「 ガス」と叫ぶわ けではない。だま ってプーとや
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らかすだけ。
リ ヴリーは決して呪 文を唱えない。 ただ念じるだけ
なのだ。
そう気づいたときには頭を抱えた。なぜなら、ＬＩ
ＳＤは 呪文を唱えなく てもいい。念じる だけで技を使
うことができる特別な存在だ。ってな設定で書き進め
てきたから。
特 別もなにも、そも そもリヴリーは 呪文を唱えない。
それなのに、呪文を唱えないことが特別だという設定

つたな

はおかしかった。 ここでもまた、書 き直す羽目にな っ
た。
ま あ 、 手 直 し ば か りな の は誰 か さ んの 能 力が 拙 い
からしかたのない ことだけど。
そ んなある日のこと 。第五章で驚く べき展開に出く
わした。事前にまったく考えていなかったストーリー
が突然生まれたの だ。これがまたお もしろくてすっ か
り気に 入り、自分で書 いておきながら何 度も読み返し
ていたら、なんとまあ。第六章で再び顔を出したその
ストーリーが、そ のまま一章分を乗 っ取る大暴走を 始
めてし まった。
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はかぜ

大地を埋め尽く し、大空を覆い 隠し、羽風が嵐の よ
うに吹 き荒れる。

日
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世に言 う「モンスター津 波」である。
２００ ８年１月
12

謝辞

その一
（第四章まで公開時）

この作品は、貴 重な時間を割いて くれた友人たち に
支えら れて公開すること ができました。
一年も前に、資料集めを手伝ってくれた友人たち。
大切なリヴリー をモデルに貸して くれた友人たち 。
進ま ない週報にツッ コミを入れてくれ た友人たち。
公開が始まってコメントを寄せてくれた友人たち。
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そして。

日

ひと が来ないとヘコ んでいる誰かさん のために、宣
伝役を買っ て出てくれた友人。
ありがとう。み んな。
あり がとう。ゆうた ん。
でも、これ。シ ーズン１だから 。
まだ 終わってないか ら。
だから、 シーズン２もよ ろしくね。
２００ ８年１月

27

あとがき

その二

いやあ、長かっ た。
一〇 週くらいで完成 させますとソネッ トブログでぶ
ち上げてお きながら、終わって みれば六三週もか かっ
てしまった。サボっ た日を差っ引い ても、稼働日数は
二九一 日。一年の八〇％ も費やしてしま った。
できあがったものを四〇〇字詰め原稿用紙に換算し
てみれば、ざっと九 〇〇枚。好きで 書いた自分はと も
かく、 こんなに長い素人 小説につきあっ てくれたそこ
やだって ？

じゃあ、感謝 のハンマーを贈 ろ

のあなたに は、感謝のキッスを 贈りたい。リア ルで。
え？
う。リ ヴリーで。
冗談はさ ておき、誤字脱 字に誤用がありまし たなら
ば、ぜひともお知 らせくださいな。 ソネブロの「も に
ょもに ょ日記」で待っ てるぜ。
そんなこ んなで、ようや く書き終えたこの小 説。
とりあえず終わ りはしたけれど も、わからないこ と
はてん こ盛りだ。
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いったいどんな 人生を送れば、 瞳の中に棘を生や す
ような 女が誕生するの か。
マハラ とチャパティは、 どうしてルビーロー ズにつ
いて行くのか。
殉 職した保安官助手 のノーラレーラ がこの世に干渉
できたのは なぜなのか。
団丸は祖父と再会できるのか。紅い薔薇のおねえち
ゃんと は。Ｋとは。
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中世の リヴリーはどこか らやってきたのか。
モンスタードーピングをしたモンスターリヴリーは
魔島に 存在するのか。
そして ヒナタはなぜ、ダ ークヤグラと行動を 共にし
ているのか。りぶ たんはそのことを 知っているのか 。
ケ セランパサランの 粉を焼いて、フ ウセンコガネの

日

あんこを入れた、ルビーローズの創作和菓子を食べた
いんですけど、ど こで買えますか？
な どなど。
ってな わけで、物語は続 きます。たぶん。
お楽しみに 。
２００ ８年７月

11

謝辞

その二

この作品は、貴 重な時間を割いて くれた友人たち に
支えら れて公開すること ができました。
一年半も前に資料集めを手伝ってくれた友人たち。
大切なリヴリー をモデルに貸して くれた友人たち 。
進ま ない週報にツッ コミを入れてくれ た友人たち。
公開が始まってコメントを寄せてくれた友人たち。
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そして。

日

応募 ゼロを覚悟して いたイラストコン テストに、す
てきな絵を 描いて参加してくれ た友人たち。
これから絵を描 いてくれる友人た ち。
あり がとう。みんな 。
でも、これ。第 一作だから。
まだ 終わってないか ら。
だから、 続編もよろしく ね。
２００ ８年８月

28

備考
このファイルは「一太郎 2010
」と「 JUST PDF
」で作成しました。
フォントは「モトヤ教科書３」を使用しました。
『 Livly Island
』『リヴリーアイランド』は、ソネットエンタテイン
メ ン ト 株 式 会社 の 商 標 で す 。 リ ヴリ ーア イ ラン ド に関 わる 著 作 権そ
の 他 一 切 の 知的 財 産 権 は 、 ソネ ット エン タ テイ ン メン ト株 式 会 社に
属 し ま す。 こ の 作 品 は 『 リ ヴリ ー ア イラ ン ド』 およ び ソネ ッ トエ ン
タテインメント株式会社とは一切関係がありません。
「もにょりぶ」は「 siamneko
」のリヴリーをモデルにしました。
「ヒナタ」は「ゆうはな」のリヴリーをモデルにしました。
「フレイム」は「こんこん」のリヴリーをモデルにしました。
「団丸」と「Ｋ」は「マスタ」のリヴリーをモデルにしました。
「 団 丸 」 と 「 Ｋ 」 の 関 係 は マ ス タ の イ ラ ス ト よ り 着 想 を 得 ま し た。
激 甚雷撃砲 「ジゴリヴ 」の「ジ ゴ」につき ましては 、
「一・二一ジゴ
ワ ッ ト 」 の フ レ ーズ か ら も お わ かり い ただ けま す よ うに 、映 画 「バ
ック・トゥ・ザ・フューチャー」より拝借しました。

siam

イ ラ ス ト の 著作 権 は 、 ソ ネ ット エン タテ イ ンメ ン ト株 式会 社 が 保有
するものを除き、イラストレーターに帰属します。
この作品の著作権は、前述の著作権者が保有するものを除き、「
」に帰属します。
neko
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修正項目１
「翅」を「羽」に統一。
「羽飾り」の誤字を「羽根飾り」に修正。
「とてものことに」を誤用していたため修正。

「ある日が気がつくと」を「ある日、気がつくと」に修正。
「破れた」の誤字を「敗れた」に修正。
「触覚」の誤字を「触角」に修正。

09/04/08
09/10/30

09/12/12
09/12/14

10/07/18

10/05/29

10/05/08

10/02/16
「防衛局も気を抜くまい」を「連中も気は抜くまい」に修正。
「現在位置」を「現在地」に修正。
「守備的な攻撃技」を「防御的な攻撃技」に修正。
「片寄る」を「偏る」に統一。

「済む」を「すむ」に。

「 過 ぎ な い 」 を 「 す ぎ な い 」 に。

「ため息」を「溜息」に。

10/10/31

「尻尾」を「しっぽ」に。

一 ヶ 所 を 残 し 「 嘘 」 を 「 う そ 」 に。

ＰＤＦの作成に伴い、各所修正および統一。

「根本」を「根元」に。

10/11/06-07
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修正項目２
一ヶ所を残し、「吠える」を「吼える」に修正。

11/02/21

11/01/15

「マイショップで成功した豪商など」を「豪商など」に修正。
「敷居が高い」を誤用していたため修正。
ひとりで「爆笑」していた誤用を修正。
「盲打ち」を「盲撃ち」に修正。
「吊す」を「つるす」に修正。
「吊り上がる」を「つりあがる」に修正。
「塊」を「固まり」に統一。
「縁」を「ふち」に修正。
「くずす」を「崩す」に統一。
「留める」を「とどめる」に修正。
「避ける」を「よける」に修正。
「ずみ」を「済み」に修正。
手などを「離す」を「放す」に修正。
「うごめく」を「蠢く」に統一。
「括る」を「くくる」に統一。
「震える・震わせる」を「ふるえる・ふるわせる」に統一。
11/03/19-11/04/02
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