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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年に公開した作品ですでに使用している

日

表現であり、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。

２０１１年３月

17

第一章

鋼鉄のモンスター

脚 のないテントウム シが沈んでいた 。
頭をわ ずかに下げて、水 中を斜めにすべり落 ちてゆ
く。
そ の後ろをゲンゴロ ウが追尾してい た。見慣れない
モンスターを用心深く観察している。
黒いテントウムシだった。
背 中には、朱色に染 まった大きな丸 が二つあった。
にもんがた

二紋型のナ ミテントウだ。
左右に並んだ赤い丸はなぜだか盛り上がっていた。
少しだ け盛り上がって 、表面は平らにな っている。ふ
つうのテン トウムシとは明 らかに形状が異なっ ていた。
はんもん

背中の斑紋だけで はない。細長い はずの触角は板の よ
うに平 べったくなって いるし、なによ り、脚がない。
さんつい

脚の代 わりに、六つのス クリューがついて いた。
二基ずつ左右対称に並んだ三対のポッド推進器が、
六角 形に配置されてい る。
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前にスクリュー 。後ろにポッド 。テントウムシの 胸
に並ん だポッド推進器 は、逆向きと思え るような構造

も

をしていた。飛行機のプロペラのように、スクリュー
が正面を向いて回 転している。
そ のポッド推進器が 向きを変えた。
ただよ

テ ン ト ウ ム シ の 進 路が 右 にず れ て 、水 中 に 漂 う 藻
かじ

をよけた。
舵 のいらないスクリ ューだった。
通常、 スクリュープロペ ラはプロペラ軸で船 体に固
定されている。ス クリューそのもの は回転するだけ で
動かな いから、取り付 けた舵を動かすこ とで左右に曲
がる仕組み となっている。
しかし、ポッド推進器に舵は不要だった。スクリュ
ーを回 転させるための モーターをポッド に内蔵して、
船外に出してある。ポッドの向きを変えればスクリュ
かいとう

ーの向きも変わり 、船は左右に曲が ってくれる。
舵 のある船が一八〇 度回頭して反転 するには大きな
こ

弧を描く必要があるが、舵のいらないポッド推進器の
船なら、その場で くるりとターンで きる。
ゲ ンゴロウはスピー ドを上げた。
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おど

後脚で水を蹴っ て、テントウム シの左横に躍り出 た。
長 い後脚には体毛が びっしりと生え ており、オール
のように太くなっている。蹴れば、一気に速度が増す。
脚で泳ぐモンスターが、スクリューで泳ぐモンスタ
ーの隣 に並んだ。
目と目 があった。
硬くて透明なサファイアガラスでできたテントウム
シの目 の中には、生き 物が住んでいた。
制帽に 腕章。額には星形 のタトゥー。深い緑 色の瞳
がゲンゴロウを見 つめている。

あかつきまる

ル ビーローズだった 。
「敵襲！」
せんすいてい

マジかよっ ！」

潜水艇〈紅月丸〉のせまい船内に声が響いた。
「うお ？

ルビー ローズの斜め後ろ にはマハラが座って いた。
巨漢のため、呪文 で体を半分ほどに 小さくしている 。
ルビー ローズに背中を 見せて、壁の操作 パネルに向か
っている。
「やっぱ、ソナー は使いもんになら ねえ！」
マ ハラはヘッドホン 型のレシーバー をかなぐり捨て
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せんだ

た。
せんこう

「潜舵 上げ、水平潜航 へ」
ルビー ローズは腕をまっ すぐ前に伸ばして指 示した。
「潜舵上げるです 。水平潜航するで す」
そうじゅうかん

操 縦席に座るチャパ ティが 操縦 桿 を 起こした。
紅月丸 はテントウムシの 形をした潜水艇だ。 目元か
ら横に張り出した 板状の触角は、潜 水用の舵になっ て
いた。
ようりょく

その舵 が少しばかり上を 向いた。水の流れが 作用し
て 揚 力 が 生 ま れ 、 テ ン ト ウム シ は頭 を あげ た 。 や や
下向き だった紅月丸の 姿勢が水平になっ た。
チャパ ティは操縦桿を戻 しながら、ちらりと 横を見
た。
黒 いテントウムシの 頭部は操縦室に なっている。チ
て いちょ う

ゆうぜん

ャパティの座る右目側が操縦席で、ルビーローズのい
る左目側が 艇長 席だ 。
ア カゲパキケの向こ うに、悠然と泳 ぐゲンゴロウの
姿があった。硬い背中は緑色で、ふちが黄色くなって
いる。水中に差し 込む日光を反射し て、巨大な複眼 が
銀色に 輝いている。横 から見れば頭の半 分ほども厚み
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がある大きな目で 、紅月丸の中をの ぞいている。
「後進 全速」
「後進全速 するです」
艇長の指示を復唱しながら、チャパティはテレグラ
フハン ドルに手を伸ば した。
テレグ ラフハンドルはポ ッド推進器の制御装 置だ。
艇長席からも操縦 席からも操作でき るように、両者 の
中間に 設置されている 。
左手で ハンドルレバーを 握ったチャパティは 、一番
手前まで一気に引 いた。横の目盛り が「Ｆ」と赤く 表
示され ている。赤いの は前進でないこと を意味し、Ｆ
の字は「フル」を意味する。フル・アスターンだ。
潜水艇の底にある六基のポッド推進器が後ろを向い
た。ス クリューがフル 回転し、紅月丸に 急ブレーキが
かかった。
チャパティは操縦桿を両手で握り直して、進路と姿
勢の維 持に努めた。
隣を泳 ぐゲンゴロウは止 まらなかった。その まま前
へと進んで、紅月 丸を追い越した。
「おう 、あいつかよ」
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マハラはチャパ ティの頭越しに 外を見た。上半身 を
大きく ひねって、前を 向いている。下半 身は横向きだ。
チャパ ティの真後ろにマ ハラの席はあった。 艇長席
も操縦席も正面を 向いているが、マ ハラの座る機関 制
御席は 壁に面して横向 きとなっていた。 座席の位置も
きょうぶ

テントウムシの頭部ではなく、胸部に当たる。
ばん

胸部は制御室だった。壁が操作パネルになっており、
制御盤 や計器類が取り 付けられていた。 バラストタン
クの注水や排水を管理する制御盤がある。圧縮空気タ
ンクの圧力計もあ れば、バッテリー の電流計もある 。
バルブ がいくつも並ん でいる。電池切れ となっても、
バルブを操作することでベント弁を閉じ、圧縮空気タ
ンクから送り込ん だエアでバラスト タンクを排水し て、
浮上で きるようになっ ている。
「昨日はヤゴで、今日はゲンゴロウかよ。まったく、
ついてねえや。お まけにソナーは使 いもんにならね え
しよ」
ぐち

「ごめんな さいです」
愚痴るマハラの目の前で、黒い羽根飾りが揺れた。
頭に巻 いた赤いターバ ンに羽根飾りを立 てているハナ
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こ うべ

た

なんで、 おめえが謝るんで え？」

マキが、 頭 を垂れ たのだった。
「ああ ん？
「おいらが 設計したです」
「なに言ってやが んでえ。そんなら 、資材を調達し た
のは俺 様じゃねえかよ 。みんなで造った 紅月丸だ。お
めえひとり が謝るこたねえ 」
「マッハの言うと おりですわ」
艇 長席のルビーロー ズがテレグラフ ハンドルに右手
を置いた。
「そもそも計画し たのはわたくしで してよ。モンス タ
ーが泳 ぐ音を聞き分け ようという、わた くしの考えに
無理があっ たのですわ」
ルビーローズはハンドルレバーを半ばまで押し上げ
た。横 の目盛りは「Ｓ Ｍ」と赤く表示さ れている。ス
トップ・モーターだ。機関が停止し、脚のないテント
そう さい

ウムシは泳ぐのを やめた。全速で後 進したことによ り、
それま で出ていたスピ ードがちょうど相 殺された瞬間
だった。
黒地に赤丸のナミテントウが水中で立ち止まった。
せんかい

追 い越していったゲ ンゴロウはゆっ くりと左に旋回
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している。どうや ら見逃す気はない ようだ。ぐるり と
回って 戻ってくるコー スに乗っている。
「エアカーテンを使いましょう、チャッパ」
「了解したです。 エアカーテン始動 するです」
「マッ ハはハイドロハ ンマーの準備を」
「合点でい 」
チャパティはコンソールのスイッチを指先ひとつで
入れた 。
マハラ は壁の操作パネル から回転式のハンド ルを引
き起こすと、せっ せと回し始めた。
テ ントウムシの体は 半球形をしてい る。羽のあるほ
うは丸く、脚のあるほうは平らで、玉を割ったような
形になっている。
割 れた玉のふちから 、気泡が出てき た。空気の泡が
次々と発生しては浮上してゆく。周囲を気泡のカーテ
ンにさえぎられて 、テントウムシの 姿が見えなくな っ
た。
姿は見 えなくなったが、 体の裏側は丸見えだ った。
腹も胸もスクリュ ーも、エアカーテ ンで隠されては い
ない。
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おうどう

スクリューは五 枚羽根だった。 回転が止まってい る
のでよ く見える。色は 黄銅色。塗装はさ れていないよ
うで、にぶい輝きを放っていた。
ポッドは筒状で片側を丸めてあった。モーターを内
ほどこ

蔵した だけだから、短 くて、ずんぐりと している。色
しゃくどう

は 赤銅 色。光沢の ない塗装が 施 さ れていた。
黄色と赤の組み合わせでも、ポッド推進器は地味な
か

せん

色合い だった。黄銅色 も赤銅色もくすん で見えるため、
てい

派手さはなく、むしろ枯れた感じがした。紅月丸の船

底もポッドと同じ 赤銅色に塗られて いるので、たい し
て大き くもないポッド 推進器が目立つこ とはなかった。
潜水艇 の底で一番目立つ のは、水中大砲のハ イドロ
ハンマーだった。
紅 月丸の船底にはポ ッド推進器が六 角形に配置され
ている。六基ともテントウムシの胸部に取り付けられ
ており、前半分に 集中している。
ハ イドロハンマーの 砲塔は六角形の 中央にあって、
ほとんど船体に埋め込まれていた。一部がはみ出して
いるものの、格納 された状態では大 砲に見えないし 、
まったん

目立ち もしない。腹部 の末端に向かって 長く伸びる砲
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身も、そこだけへ こんだ船体に収ま っており、やは り
目立た ない。
しかし 、マハラが制御室 のハンドルを回すと 、状態
が一変した。
船 体に格納されてい た砲塔が降りて きた。砲塔には
縦に大きく割れたところがあって、そこから砲身が突
しゃかく

き出していた。割 れているのは射角 を調整するため だ。
砲塔が 左右に回転し、 砲身が上下に動く から、目標に
狙いをつけ られる。
テントウムシの形をした潜水艇の底に、長い砲身が
一本だ け後ろ向きに伸 びていると、まる で産卵管のよ
うだった。
ハンドルを回すマハラの手が止まった。
壁 のランプがひとつ 、赤から緑に切 り替わった。
ロック さえ外せば、水中 大砲はゆっくりと自 分の重
さで降りてくれる 。ハンドルを回し て油圧シリンダ ー
で押し 出すにしても、 力はそんなにいら なかった。逆
に、引き上げて格納するのはたいへんで、こちらは電
動式になっていた 。
マ ハラは潜望鏡をの ぞいた。壁の制 御盤にスコープ
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がある。両脇には 取っ手もついてい る。右の取っ手 は
回転式 で、回すと潜望 鏡の向きが変わる 仕組みになっ
ていた。左の取っ手にからくりはなく、リベットを打
ってしっかりと固 定してあった。
大 きな肩に釣り合わ ない小さな手で 、シマオーガが
潜望鏡を操 作した。
潜望鏡の先端部は砲塔にあった。マハラが潜望鏡の
向きを 変えようとする と、砲塔そのもの が動いた。
砲塔が 動けば砲身も動く 。ハイドロハンマー の砲塔
はまわりをポッド 推進器に囲まれて いるから、砲身 が
動くと ポッドやスクリ ューを破壊しかね ない。もちろ
ん、心配は無用だった。長い砲身が動いてもポッド推
進器に当たること のないよう、きち んと設計されて い
た。
砲身は ポッド推進器より も下にあった。その 位置ま
で水中大砲が降り て初めて、砲塔は 回転できる構造 に
なって いた。
「十時の方 向ですわ」
ルビーローズがアドバイスした。
操 縦室にはサファイ アガラスででき た窓がある。紅
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月丸を追い越して 左に旋回し、戻っ てくるゲンゴロ ウ
の姿が ルビーローズに は見えている。
「おう」

てきせん

とら

制御室で潜望鏡をのぞくマハラは、右の取っ手をひ
ねって 十時に合わせた 。
たんそうほう

船底の 単装砲が向きを変 えた。
つつさき

水中大砲ハイドロハンマーが、その筒先に敵潜を捉
えた。
「いやがっ た！」
「まだ撃ってはな りませんよ」
ル ビーローズはマハ ラに釘を刺した 。
砲撃を するにしても、タ イミングというもの がある。
あざむ

それ に エ ア カ ー テ ン を 使 った の は、 敵 の 目を 欺 い て
やりす ごすためだ。で きれば戦いたくは ない。
紅月丸 は潜水艇である。
水中大砲を備えた戦闘艇でもある。
すいせい

鋼 鉄のモンスターだ 。
けれど も、水棲モンスタ ーを相手に水中戦を 挑んだ
のでは、とても勝 ち目はなかった。
「ゲン ゴロウは攻撃態 勢じゃないです。 様子を見てい
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るだけです」
チ ャパティは操縦桿 を固く握りしめ ていた。平らな
潜水艦がぐんぐん接近してくる。
「紅月丸を仲間の モンスターだと思 っているうちに 、
なんと かして逃げるで す」
モンス ターはモンスター を襲わない。スズメ バチと
オニヤンマが出く わしても空中戦は 始まらないし、 タ
ガメと ゲンゴロウがか ちあっても水中戦 は起こらない。
モンスター同士で戦っているところを見た者はいない。
だが、仲間のモンスターではなく、餌の昆虫だと見
なされ たなら、話は別 だ。モンスターだ って生きてい
る。食わねば死んでしまう。泳ぐテントウムシを餌だ
あご

と判断すれば、ゲ ンゴロウはするど い顎でかじりつ い
てくる だろう。中にい るのがリヴリーだ とばれたなら、
やっかい

さらに厄介だ。むきになって攻め立ててくるにちがい
ない。
チ ャパティの言うよ うに、事態が悪 化する前に逃げ
出すのが最善の策だった。とはいえ、いまは逃げるに
逃げられない。
逃 げれば、確実に襲 われる。
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「来ましたわ」
ゲ ンゴロウは紅月丸 に近づくと、直 前で止まった。
胸と腹を折り曲げ、体全体で水の抵抗を受けて、急ブ
レーキをかけた。
押 された水が見えな い波となって、 水中の紅月丸を
おお

洗った。船体を覆うエアカーテンが洗い流された。次
から次へと発生す る気泡はすぐにカ ーテンを作り直 し
たが、 泡の向こうにテ ントウムシがいる ことは、もは
や隠しよう もなかった。
「静かに。刺激し ないように」
波 に洗われた紅月丸 が揺れている。
小声で ささやくルビーロ ーズの目の前には、 壁が広
こ

がっていた。ゲン ゴロウの胸だ。薄 茶色の体に、焦 げ
いくすじ

茶色の ラインが幾筋も 引かれている。
なにか の器官なのか、胸 の中央には縦に長く 、黒い
そうちゃく

ところがあった。 いかにも硬そうな 感じで、防御の た
めに胸 当てでも 装着 しているか に見えた。
ひときわ

胸当て のような器官は後 脚の付け根へとつな がって
いた。水を蹴って 推進力を得るため に一際でかくな っ
ている 後脚は、体のほ ぼ中央から伸びて いた。
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そのでかい脚を わずかに泳がせ て、ゲンゴロウは ゆ
っくり と体を沈めた。
あご

上にあ った頭部が降りて きた。
顔の色は緑だった。顎のところが黄色くなっている。
口元の 触角をしきりに 動かし、探りを入 れている。
水中に 差し込む日光を反 射して銀色に輝く複 眼は、
穴でもあいている かのように中央だ けが黒い。まる で

あねご

瞳のよ うだ。そして、 黒い瞳でルビーロ ーズを見下ろ
している。
ほう しゅ

「いつでも撃てる ぜ、姐御」
砲 手のマハラが艇長 のルビーローズ に報告した。右
手は潜望鏡を操作する取っ手から離れ、砲撃ボタンの
安全カバーに添え られている。あと はカバーを起こ し
て、中 のボタンを押す だけだ。
ハイド ロハンマーで狙わ れていることをゲン ゴロウ
は知らない。体を 折り曲げてくれた おかげで、的は 大
きい。 それに至近距離 だ。外しようがな い。
れ っせい

「あせらな いで」
しかし、劣勢なのはルビーローズ一味だった。
しんすい

水 中でゲンゴロウと 戦ったなら、ま ず負ける。浸水
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すれば、紅月丸は 沈没する。沈む潜 水艇から無事に 脱
出でき たとしても、そ こは水の中だ。息 もできやしな
た っしゃ

い。呪文を使ってタガメに変身しても無意味。ちょっ
ぴり泳ぎが達者に なるくらいで、や はり息はできな い。
そ もそもタガメは水 中で呼吸などで きない。ゲンゴ
ロウもそうだ。どちらも水面で空気を取り込んでから
潜っている。タガ メは腹部の末端に 呼吸管があり、 そ
た

れをシ ュノーケルのよ うに使って息をし て、獲物を待
ち伏せる。ゲンゴロウは硬い羽の下に空気を溜め込み、
それをボンベのよ うに使って息をし て、獲物を探し 回
る。
呪文で タガメに変身した くらいで水中を自由 に行動
できるのなら、潜 水艇はいらない。
「息切 れを待つです」
チャパ ティがルビーロー ズの代わりに説明し た。
ゲンゴロウは水中で呼吸ができないのだから、羽の
下のボ ンベが空になれ ば浮上する。もし かすると、立
ちのぼるエアカーテンの気泡を見て、新鮮な空気を吸
いたくなるかもし れない。
戦 闘回避が第一の目 的である以上、 なにも先手を取
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る必要はなかった 。
様 子をうかがってい たゲンゴロウが 左の前脚を伸ば
した。脚は六本あるはずだが、四本しか見当たらない。
水を蹴る太い後脚 と、伸ばした前脚 の四本だけだ。
オスだとなんでやばいんでえ？」

「やば いです。このゲ ンゴロウはオスで す」
「ああん？
潜望鏡をのぞいたまま、マハラはチャパティに問い
返した 。
「いま伸ばしたのは前脚じゃないです。中脚です」
「…………」
マ ハラは沈黙を返し た。船底にある 潜望鏡ではそこ
まで見えない。いま伸ばしたと言われても、なんのこ
とだかわからない 。
「それ がどうかして？ 」
きゅうばん

ルビー ローズが話を引き 継いだ。
「オ ス の 前 脚 に は 吸 盤 が つい て るで す 。 顔の 下 に あ
る、お 皿みたいな丸い やつが吸盤だと思 うです。前脚
は折り曲げてたたんであるです」
「やい、お茶っ葉 。だから、それが なんでやばいん で
え？」
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マハラは潜望鏡 から顔を上げる と、チャッパと呼 ば
れるハ ナマキを当て字 でからかった。
「ゲンゴロウが前脚を伸ばしたら、紅月丸は吸盤に捕
まるです。ひっつ いて、もう放して もらえないです 。
おいら たち、逃げられ なくなるです」
「そいつぁ ……」
やばいと言いかけたマハラの頭上で悲鳴があがった。
かぎづめ

エ アカーテンの中に 脚を入れたゲン ゴロウが、テン
か

けず

かん

トウムシの黒い体をなでたのだ。脚の先にある鉤爪が
だか

紅月丸の船体を引 っ掻いて、金属を 削り取るような 甲

高い音 を立てた。水中 で、それも潜水艇 の中で、聞き
たくはない音だった。船体を引き裂かれ、いまにも水
が入ってきそうな 気がする。
ル ビーローズも、チ ャパティも、天 井を見上げて無
言だった。
紅月丸が悲しそうに鳴いている。
「だい じょうぶでえ」
マハラ が仲間たちを勇気 づけた。ぎょろ目で 自信満
々に天井を見つめ ている。口元には 不敵な笑みも浮 か
べてい る。
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せいれん

「鉄のツタをキル リアン精錬した、 俺様特製の鋼板 だ
からな 」
自慢す るだけあって、潜 水艇〈紅月丸〉の船 体に採
つめあと

用されたマハラ特 製の鋼板は、モン スターに引っ掻 か
は

れても 無傷だった。塗 装が剥がれて爪痕 が残ったもの
すじ

の、鋼板そのものには筋ひとつ入らなかった。
だが、その硬さが災いした。
中 脚の鉤爪が引っか からないものだ から、ゲンゴロ
ウは折りたたんでいた前脚を伸ばした。脚の先には吸
盤がついている。 まるで手のひらの ようだ。その手 で
しっか り、沈んだテン トウムシを捕まえ ようとしてい
る。
捕まればおしまい。もう、逃げられない。
「ハイ ドロハンマー、 よろしくて？」
非常事 態なのに落ち着き 払ったルビーローズ の、冷
たい声がした。
「おう っ」
マハラ は熱く答えると、 潜望鏡をのぞき込ん だ。
「お撃ちなさい」
「喰ら いやがれっ！」
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は

砲撃ボタンの安 全カバーを親指 で跳ね上げたマハ ラ
ふ

が、同 じ指でボタンを 叩いた。
水中大 砲が火を噴いた。
いや。噴いたのは火ではなくて、水だった。
おおづち

ハ イドロハンマーは 水の大槌だ。ポ ンプで吸い込ん
だ水をハイドロ・コンプレッサーで圧縮してある。リ
すさ

リーフ弁を開放す れば、砲口から凄 まじい勢いで水 が
噴き出 す。原理は水鉄 砲と変わらないが 、大仕掛けな
分、威力が ある。
ただし、モンスターにダメージを与えることはでき
なかっ た。むしろ、ダ メージを与えない ことを目的と
して、ハイドロハンマーは開発された。
ダメージを与えてしまえば、戦闘が始まる。
水 中で水棲モンスタ ーと争えば、敗 れる。
だから 、モンスターを攻 撃したことにならな い武装
が必要だった。た だの水なら、モン スターも怒りは す
まい。 ただの水でも、 打たれるのは嫌が るにちがいな
い。まとわりつくモンスターを追い払うことさえでき
たなら、それでよ かった。
水 中大砲が水の砲弾 を撃ち出すと、 反動が紅月丸を
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襲った。作用反作 用の法則だ。筒先 から水が飛び出 せ
ば、同 じ大きさの力が 正反対の方向にも 働く。ハイド
ロハンマーは十時の方向に放たれ、紅月丸は四時の方
向へと押し流され た。
腹 部に強烈な水鉄砲 を食らったゲン ゴロウは驚いて
逃げ出した。後脚で水を蹴り、ロケットのように真上
にすっ飛んでいっ た。しかし、その まま逃げ去りは し
なかっ た。追撃を恐れ でもしたのか、途 中で三回も向
きを変えてから、紅月丸の右斜め上で静止した。
みす

尻を上げ、頭を下げ、体を斜めに傾けて、ゲンゴロ
ウはま っすぐに紅月丸 を見据えている。
ルビー ローズとチャパテ ィは大きな窓から敵 の行方
を追い、そして互 いに顔を見合わせ た。ハイドロハ ン
マーは 命中した。至近 距離で直撃を食ら わせた。なの
おこた

に 、 逃 げ ず に 距 離 を保 っ て 用心 を 怠 ら な い ゲン ゴ ロ
ウは、明らかに紅 月丸を狙っていた 。
「野郎 はどこでえ？」
「右上にい るです」
「ちっ」
マ ハラが舌打ちした 。
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潜望鏡の視界か ら敵潜は消え失 せた。船底に大砲 が
あると いう構造上、頭 の上に陣取った敵 は狙えなかっ
た。
「ハイドロハンマ ーはこちらに」
「姐御 に任せらぁ」
マハラ は水中大砲の制御 盤から手を放した。
ハイドロハンマーの操作は操縦室でも可能だった。
スコー プのない簡易制 御盤がコンソール に設置されて
いる。窓のある操縦室では、外の敵をじかに目で見る
ことが可能だ。攻 撃のために潜望鏡 をのぞく必要は な
かった 。
ルビー ローズは寝ていた トリガーグリップを 起こし
た。起こした瞬間 に安全装置が外れ て、ハイドロハ ン
マーは いつでも撃てる 状態になった。
グリッ プを起こすのに連 動して砲身も動いた 。窓の
外を水中大砲の筒 先が流れてゆく。
あご

ハ イドロハンマーは 真正面を向いた 。テントウムシ
の顎の下から砲身が突き出している。だが、砲身が前
を向こうとも、船 底の大砲で頭上の 敵を撃つことは で
きなか った。
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「ハーネス装着」
ル ビーローズは座席 からベルトを引 き出した。
もも

フルハ ーネス型の安全ベ ルトだった。肩ベル トを引
っ張り下ろして腰 のバックルに固定 し、腿ベルトを 引
っ張り 上げてこれも腰 のバックルに固定 する。胴体を
よすみ

四隅で動かなくするわけだ。最後に胸ベルトで二本の
肩ベルトを連結し て、ベルトが肩か ら外れないよう に
する。
これで 、ルビーローズの 体は座席に縛りつけ られた。
マハラとチャパテ ィも、ハーネスを 装着して体を固 定
した。
「エアカーテン解除。紅月丸、ローリングモードへ移
行」
「了解 したです。エア カーテンを解除し て、ローリン
グモードに 移行するです」
チャパティは片手で流れるように操作した。
エ アカーテンのスイ ッチをオフにし 、モード切り替
えボタンを押す。気泡のカーテンが消え、テレグラフ
ハンドルがロック され、操縦桿が効 力を失った。
チ ャパティは左手で ダイヤルアクセ ラレーターをつ
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かみ、右手でトリ ムスティックを握 った。
ダ イヤルアクセラレ ーターは、ポッ ド推進器を制御
するための回転盤だった。グリップを握って、左右に
ひねる構造になっ ている。右にひね れば船体が右回 転
し、左 にひねればその 逆に動く。ひねっ た分だけ、ス
クリューの 回転速度は増す 。
ポッド推進器に舵はいらない。ポッドの向きを変え
るだけ で、船はその場 でくるりとターン できる。つま
り、ハイドロハンマーの砲口を真正面に固定していて
も、紅月丸そのも のが砲塔のように 回転すれば問題 な
いわけ だ。
一方、 トリムスティック は、トリムタンクの 注排水
を制御する装置だ った。スティック を握って前後に ス
ライド させる構造にな っている。手前に 引けばテント
ウムシが顔を上げ、奥に押し込めばうつむく。
紅月丸は潜水艇だ。潜ったり浮かんだりするための
装備と して、複数のタ ンクを持っている 。トリムタン
クはそのひとつで、船体の釣り合いを取るために前部
と後部に設けられ ている。片方を排 水すると、そち ら
は軽く なって浮く。つ まり、船体を傾け てしまえば、
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船底の大砲で頭上 の敵を撃つことだ ってできるわけ だ。
「アッ プトリムでライ トターンするです 」
チャパ ティは右手でステ ィックを引き、左手 でダイ
ヤルをひねった。
黒 いテントウムシが 顔を上げながら 、右回転を始め
きん

た。すると、斜めになった体は左肩上がりの状態で均
こう

衡を保ち、右肩を 後ろに引くように して回転を始め た。
ス クリューの向きと は関係なく回っ ている。
頭を上 げようとする浮力 と、上がった頭を右 回転で
沈めようとする推 進力は、ほぼ等し かった。ただし 、
互いに 引っ張り合う二 つの力は微妙に方 向がずれてい
た。浮力は真上に働くが、スクリューの生み出す推進

こ

力は傾いた船体に 合わせて斜め下に 働く。その結果 、
ごうりょく

二つの 力が合わさって 、 合力 が 生まれる。

しゃせん

左肩上 がりで船体が傾い た状態のまま、紅月 丸は独
ま

楽のように回り始 めた。
こうさく

縦 にも横にも傾いて 斜め向きとなっ た射線は、すぐ
に敵潜と交 錯した。
無用の長物と化していた船底の大砲が息を吹き返し
た。
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「撃ちますわよ！ 」
仲 間のふたりに衝撃 に備えるようう ながして、ルビ
ーローズは引き金をしぼった。
ハイドロハンマーが水の砲弾を撃ち出し、反動で鋼
鉄のモ ンスターが沈む 。
水中で 水の砲弾は見えな い。またしても直撃 を食ら
ったゲンゴロウは 、大あわてであた りを泳ぎ回った 。
みじん

パニッ クでも起こした かのように見えた が、そうでは
なかった。逃げる気配は微塵も感じさせずに、ゲンゴ
ロウは二度三度と 向きを変え、今度 はテントウムシ の
後方斜 め上に陣取った 。
紅月丸 の操縦を担当する チャパティは、サフ ァイア
もくし

ガラスの窓越しに 、目視で敵モンス ターの行方を追 っ
た。ゲ ンゴロウの泳ぐ 速さや急な方向転 換にも沈着に

たた

対処して、止まった位置にぴたりと水中大砲を向けた。
「撃ちますわ！」
へきえき

ル ビーローズはすか さず砲撃した。 畳みかけるよう
に攻撃を加えてゲンゴロウを辟易させ、退却にまで追
い込むのが狙いだ った。
さか お

三 度目の直撃を食ら ったゲンゴロウ は逆落としに沈
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降した。今度は逃 げる先に真下を選 んで、紅月丸よ り
も深く 潜った。
チャパ ティはトリムステ ィックを押し込んだ 。アッ
プトリムからダウ ントリムに切り替 わり、顔を上げ て
いたテ ントウムシが視 線を落とす。
「……く」
ルビーローズがかすかにうめいた。
船 体が上向きのとき は座席が体重を 支えてくれるが、
下向きになるとハーネスが体重を支えることになる。
ベルトが体に食い 込んで痛かった。
と はいえ、マハラよ りは楽だった。 マハラの座る機
関制御席は横向きになっている。紅月丸が上を向こう
が下を向こうが、 マハラを支えるの は常にハーネス だ。
だが、 すぐに軽口をた たくマハラの口か ら、うめき声
が漏れるこ とはなかった。
「撃ちます！」
斜 め下の敵潜に向か ってルビーロー ズは砲撃した。
反動が 紅月丸を突き上げ 、ハーネスがさらに きつく
体に食い込んだ。
「…… ！」
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ルビーローズは 歯を食いしばっ た。今度はもう、 声
を漏ら さなかった。そ れに、食い込むベ ルトを気にす
る余裕はな かった。
ゲンゴロウがハイドロハンマーをかわしたのだった。
四 発目は当たらなか った。砲口が向 いた瞬間、ゲン
ゴロウはその場を逃れた。どうやら、水中大砲の筒先

かん

が向けば、そこか ら水の固まりが飛 び出してくると 学
習した らしい。
学習の 成果を確認するか のように、ゲンゴロ ウは緩
きゅう

急 を つ け て 泳 い だ。 ハ イ ドロ ハ ンマ ー がよ そ を 向い
ている 間は漂うように ゆっくりと泳ぎ、 照準が合えば
一瞬で加速 して逃げた。
深く沈んで左へと回り込む水棲モンスターを、鋼鉄

……撃 つ！」

のモン スターは左回転 で追った。船体は 右肩下がりの
撃 ちます！

状態で、左 に回っている。
「撃ちます！

ル ビーローズは三連 射した。全部、 外れた。引き金
をしぼったときには、ゲンゴロウはもういない。当た
るわけがなかった 。
最 後の一発は逃げる 先を予測して撃 った。ゲンゴロ
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あうん

ウの泳ぐパターン に合わせて、チャ パティが一手先 を
読んで 紅月丸を操った 。阿吽の呼吸で、 ルビーローズ
はその一手先を狙い撃った。しかし、命中はしなかっ
た。ゲンゴロウは さらに加速して、 二手先をいった 。
加 速したゲンゴロウ に負けじと、チ ャパティはもう
一段、ダイヤルアクセラレーターをひねった。半開き
のまぶたで眠たそ うにしている割に 、強気の操縦だ っ
た。
スクリ ューの回転速度が 跳ね上がった。
「飛ばしすぎじゃ ねえのか！」
チ ャパティの後ろで マハラが怒鳴っ た。ぎょろ目は
せわしなく動いて計器類を監視している。
「！」
ル ビーローズの視界 を気泡の帯が横 切った。
キャビ テーションだ。ス クリューが高速で回 転する
と気泡が生じる。 速すぎる回転のせ いで、スクリュ ー
先端の 圧力が水の蒸気 圧よりも下がり、 水中に蒸気が
生まれて泡 となる。
ルビーローズの目の前で、小さな泡がいくつもはじ
けた。 泡の中に閉じ込 められていた音が 解放され、サ
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ファイアガラスの 窓をふるわせた。 スクリューのう な
る音が ルビーローズの 耳に届いた。
「チャッパ ……！」
危険を感じたルビーローズが注意しようとしたが、
すでに 手遅れだった。
スクリ ューが高速で回転 すればキャビテーシ ョンは
起こるもの。多少 の不都合はあって も、即命取りと な
るわけ ではない。だが 、キャビテーショ ンを起こすほ
どの高速回転は、いまの紅月丸には命取りだった。
黒いテントウムシはうつむいている。後部トリムタ
ンクの 浮力と、左回転 するスクリューの 推進力とが綱
引きをしている。真上に働く力と斜め下に働く力が合
力を生み、紅月丸 は右肩下がりで傾 いた状態のまま 、
その場 でくるくると回 っている。
くず

これま で絶妙なバランス を保っていたわけだ が、チ
ャパティの強気の 操縦でそれが崩れ た。スクリュー の
推進力 が浮力に勝り、 軽いはずの船体後 部を沈めにか
かった。
後部が下がれば前部は上がる。軽い後部が下となり、
てんぷく

重い前 部が上となるの は好ましくなかっ た。転覆の恐
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れも出てくる。
「やば いですっ」
チャパ ティはあわてた。
ダイヤルアクセラレーターを逆にひねった。出すぎ
たスピ ードを殺し、回 転を止めようとし た。トリムス
ティックは引いた。回転して上になる前部トリムタン
クは軽くしようと 排水し、下になる 後部トリムタン ク
は重く しようと注水し た。
とっさ の判断だったが、 裏目に出た。
上がり始めた前部は軽くなって、さらに浮き上がっ
た。下 がり始めた後部 は重くなって、よ けいに沈み込
んだ。せめて回転する速度が変わらなければ、そのま
ま回り続けたかも しれない。しかし 、チャパティは ブ
レーキ をかけてしまっ た。回転速度は弱 まり、軽い前
部を沈める力はもうなかった。
前部は浮きすぎた。後部は沈みすぎた。
重 心が狂った。
「おい…… ？」
マハラのいる制御室が急に明るくなった。水中に差
し込む 日光は窓から入 って操縦室を照ら すが、なぜだ
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ちょくりつ

か操縦室の奥にあ る制御室まで照ら してくれた。
水 中でテントウムシ が 直立 し たのだった。
「おい…… ！」

くず

そして、立ち上がった勢いもそのままに、テントウ
ムシは 仰向けに倒れて いった。
「おいおい っ！」
マハラだけが騒いでいる。
回 転運動の途中でバ ランスを崩した 潜水艇は、前部
が浮く勢いと、後部が沈む勢いとで、ひっくり返って
しまった。
紅 月丸は水中で転覆 した。
「………… 」
あぜん

唖然とするルビーローズの制帽が脱げた。天井に落
ちた。
ひとり で騒いでいたマハ ラの制帽も脱げた。 やっぱ
り天井に落ちた。
チ ャパティのターバ ンは脱げなかっ た。ちゃっかり
自分だけ、落ちないように長い鼻で押さえている。
「……やい、お茶 っ葉。今度から、 俺様が運転する か
らな」
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「……はいです」
い やとは言えないチ ャパティだった 。
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第二章

ルビーローズ一味

潜 水艇〈紅月丸〉は 転覆した。
起きて しまったものはし かたがない。
ひっくり返ったままでいいから、とりあえずバラン
しか

スを保 つよう、ルビー ローズは冷静に指 示した。いま
さらチャパティを叱ったところで、どうにもなりはし
ない。
チ ャパティはトリム タンクに注水し て前後のバラン
スを取り、船体を安定させた。
逆さまで操作するのはなにかと不便だった。
水 中の景色には上も 下もないから混 乱しないように
思えるが、 そうもいかない 。重力には上下があ る。コ
ンソールに手を置 こうにも、重力 に逆らってずっと 手
を持ち 上げていなけれ ばならない。机 に手を乗せると
いういつも の動作が、机を 押さえつける動作に 変わる
わけだ。見た目と ちがって動きは 逆だから、どうし て
も違 和感がある。
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もも

おまけに全体重 をハーネスで支 えているので、ベ ル
ふくげん

トのあ る肩と腿が痛い 。なるべく早く、 転覆した船体
を復元する 必要があった。
だが、その前に。
ほそく

見 失った敵潜を捕捉 し、警戒せねば ならなかった。
停止し ていたスクリュー が動き出して、紅月 丸はま
ほこ

かどう

た回り始めた。い つもは船底にある 日陰者が、水中 に
差し込 む日光をいっぱ いに浴びて誇らし げに稼働して
いる。
「スクリューが上 にあるってのも悪 かねえな」
「そう ね。二号艇を造 るときは考えてみ ようかしら」
マハラ が軽口をたたいて 、ルビーローズが応 じた。
「…………」
チ ャパティはなにも 言わなかったが 、気が楽になっ
て力が抜けたらしく、長い鼻で押さえていたはずのタ
撃ちま すわよ！」

ーバンがすっぽ抜 けた。
．ゆ
．！
「敵潜 見

ゲンゴ ロウは後方で紅月 丸の様子をうかがっ ていた。
ゲンゴロウが浮上 したのか、それと も紅月丸が沈降 し
たのか 、いまは同じ水 深のところにいる 。水中大砲の
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し ゃかく

射角はそのままで よかった。
転 覆しているにもか かわらず、ため らうことなくル
ビーローズはぶっ放した。黒いテントウムシの力をア
ピールしなければ ならない。ひっく り返って弱って い
ゆう はつ

ると見 られたら、モン スターの攻撃を誘 発しかねない。
「……！」
砲撃のショックはいままでで一番厳しかった。転覆
して全 体重をハーネス で支えている。重 力で下に引っ
張られ、反動で前に押し出されて、座席に頼ることが
できない。しかし 、砲撃の結末はも っと厳しいもの だ
った。
ゲンゴ ロウは逃げなかっ た。
水流に押されて少しばかり後退しただけ。軽く泳い
で、逆 に前に出てくる 始末だった。
「もう一度 ！」
逃げようとしないモンスターに、ルビーローズは改
めて砲 撃した。
けれど も、結果は同じだ った。水中大砲を物 ともせ
ず、ゲンゴロウは 悠然としている。
しゃてい

「…… なんてこと。ハ イドロハンマーの 射程を見切ら
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れてしまいました わ」
水 中大砲ハイドロハ ンマーは大型の 水鉄砲だ。ポン
プで吸い込んだ水をハイドロ・コンプレッサーで圧縮
し、放水している 。高い水圧で水の 砲弾を撃ち出し て
も、水 が拡散すれば圧 力は下がる。まし てや水中では
抵抗も大きい。ターゲットが遠くなればなるほど、威
おとろ

力は 衰 える。
少 し離れてしまえば 、ハイドロハン マーは小川のせ
せらぎにすぎなかった。水中のそよ風だ。
とら

すず

ゲンゴロウはすっかり水鉄砲に慣れていた。射程内
に捉え ても一瞬で逃げ られるし、射程外 では涼しい顔
で逃げもし ない。
まとわりつくモンスターを追い払うために開発した
姐御 」

ハイド ロハンマーはも う、役には立たな かった。
「どうする んでえ？

「こうなってはし かたがありません わね。本日のミ ッ
ション はおしまいにし ましょう」
「なんでえ。今日も途中で引っ返すのかよ」
「おいら、転覆の ダメージが気にな るです。ちゃん と
メンテ しときたいです 」
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「それもそうだな 。しゃあねえ、引 っ返すか」
話 はまとまった。
転覆し たままの船体を復 元するよう、艇長の ルビー
ローズが指示した 。
まいまい

「また グルグル舞々か よ」
ローリ ングモードで回転 運動することを、マ ハラは
『ぐるぐるまいま い』と表現した。
「もう 回転しないです 。回転すると、ゲ ンゴロウの監
視ができな くなるです」
ゲンゴロウは紅月丸の正面にいる。ハイドロハンマ
いぜん

ーの射 程外から射程内 へ、ゆっくりと侵 入を試みてい
る。依然として攻撃するそぶりは見せないものの、距
離を詰めようとし ている。
「回り すぎてひっくり 返ったってのによ 、回らずにど
うやって戻 すんでえ？」
「転覆したのはお いらの操縦ミスで す。同じことを や
らかす 必要はないです 」
「だから、どうやるんでえ？」
「まずフラッド・バルブを――」
「ちゃ っちゃとおやり ！」
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ルビーローズが ふたりの会話に 割り込んだ。
「はい ですっ」
うげん

チャパ ティはフラッド・ バルブを閉めると、 右舷バ
ラストタンクにエ アを送った。
水 を詰めたり空気を 詰めたりして、 船体の重量を調
節するのがバラストタンクの役目だ。タンクの上部に
はベント弁があっ て、これを開くと エアが抜ける。 タ
ンクの 底にあるフラッ ド・ホールから水 が吸い込まれ、
重くなった船体は沈む。浮上するときはその逆。ベン
ト弁を閉じてエア を送れば、タンク 内の水はフラッ ド
・ホー ルから押し出さ れる。
簡単な 仕組みだが、水中 で転覆するともうお しまい。
二度と浮上できな い。エアを送って も、フラッド・ ホ
ールが 上にあるのでそ こから空気が逃げ てしまって、
排水できな くなる。
そうならないためには、フラッド・ホールにも弁が
必要だ った。キングス トン弁という。水 中でモンスタ
ーにひっくり返されることを想定して、紅月丸はしっ
かりと対策を講じ てあった。
チ ャパティの操作で 右舷バラストタ ンクが排水され
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た。
くら

紅 月丸のバラストタ ンクはサドルタ ンク式になって
いた。馬の鞍にぶら下げた荷物のように、船体の両脇
にタンクを抱えて いる。
も

テ ントウムシは上か ら見ると円形だ 。長さと同じく
せんぷく

らいの幅がある。そんなテントウムシを模した幅広の
りょうげん

潜水艇には、ひと つのタンクを船腹 に持つよりも、 ふ
た つ の タ ン ク を 左 右 両 舷 に 備 えた ほ う が合 理 的だ っ
た。
片方のバラストタンクが排水されて軽くなり、テン
トウム シは横になり始 めた。船体が傾く と、脱げ落ち
た制帽が天 井をすべった。
やがて、紅月丸は横倒しの状態になった。丸みを帯
びたサ ファイアガラス の窓の中に、ルビ ーローズの制
帽とチャパティのターバンがすべり落ちた。
「右舷バラストタ ンク、排水完了し たです。そして 今
いま排水したのに、もう注水かよ」

度は注 水するです」
「ああん？

「紅月丸の重心は 船底側にあるです 。横転した状態 で
注水すれば、重いほうに傾いて自然と復元できるで
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す」
「なる ほど、そういう からくりかよ」
右舷バ ラストタンクへの 注水が始まってしば らくす
ると、紅月丸は船 底側へと傾いた。 チャパティの思 惑
どおり 、水中で転覆し た潜水艇は徐々に 復元しつつあ
る。
ルビーローズは手を伸ばしてターバンを拾った。無
言で真 上に差し出して 、隣の席に座るチ ャパティに手
渡した。それから、自分の帽子も拾い上げた。
ひとりで制御室にいるマハラには、制帽を拾ってく
れる仲 間はいなかった 。右舷が浮いてマ ハラは上にい
る。脱げた制帽は左舷、つまり下にある。しかも座席
は右向き。制帽は 真後ろに転がって いる。
「…… ……」
マハラ はこっそりと、長 い腕を後ろに伸ばし てみた。
でも、届かなかっ た。

しゃく

そ こで今度は短い足 を伸ばしてみた 。やっぱり、だ
めだった。
自 分 だ け 帽 子を 取 り 戻 せ ない の は 癪 な の で、 マ ハ
くず

ラは姿 勢を崩してむり やり足を伸ばした 。
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「！」
つ った。
「どうかし て？」
さっち

微妙な雰囲気を察知したルビーローズが振り返った。
「な、 なんでもねえ」
くず

足がつ ると、痛くてすぐ には動かせない。崩 れた姿
勢のまま、マハラ は精一杯の作り笑 いを浮かべた。
しつよう

テ ントウムシの姿勢 が正常に戻ると 、警戒したゲン
ゴロウが後ろに下がった。執拗にまとわりつくモンス
てったい

ターではあったが 、用心深くて攻撃 してこないのは 不
幸中の 幸いだった。も っとも、作戦を中 断して撤退す
ると決めた以上、絶対に追い払わねばならない相手だ
った。
きとう

「この まま、ゲンゴロ ウをつれて帰投す るわけには参
りません」
ルビーローズは制帽をかぶりなおした。

こご

大 きく丸い瞳が、細 くするどくなっ た。
「雷撃戦用 意」
冷たい声に空気が凍えた。
「…… ……」
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「…………」
こお

ル ビーローズの隣で チャパティが、 そしてその後ろ

マジか よ！」

でマハラが 、凍りついた。
「早くおしっ」
「うお おお！
しった

ルビー ローズが叱咤する と、興奮したマハラ が魚雷
あね

発射管制盤にかじ りついた。
「姐さ ん、それだとバ トルが始まるです 」
チャパ ティは冷静に再考 をうながした。
きゅうれん

「魚雷は一発こっ きりです。ゲンゴ ロウの体の大き さ
を 見 る と 、 九 連 バ ー ス ト式 魚 雷で 沈 む とは 思 えな い
です。水棲モンスターを相手に水中戦をやる羽目にな
るです」
「覚悟 の上ですわ」
ルビー ローズは真正面に 居座る敵潜を見つめ ている。
いぎ

チャパティも視線を戻して前を見た。口はつぐんだ。
かんき

別に、 ルビーローズの 決断に異議を唱え たわけではな

いつでもいけ るぜえっ」

かった。一味の参謀役として、注意を喚起したにすぎ
ない。
「どこ にも異常はねえ ！
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「魚雷発射口、開 け」
「合点 承知！」
おおあご

黒いテ ントウムシが大顎 を左右に開いた。本 物のテ
ントウムシとはち がって、顔の下側 に正面を向いて 口
がある 。口の中には魚 雷が隠れている。
マハラ は潜望鏡をのぞい た。ハイドロハンマ ーのも

てきそく

じしん

じそく

のではなく、魚雷 用の潜望鏡だ。先 端部は魚雷発射 口
てきしん

のそば にある。
めもり

「的針よし、的速よし。自針よし、自速よし」
ぶつぶつとつぶやきながら目盛りを調整し、マハラ
は必要 な数値を魚雷発 射管制盤に入力し ていった。通
常、この手の作業は襲撃運動盤で行うのだが、機能を
統合して省スペー ス化を図ってあっ た。
せ まい船内でマハラ の作業は続いた 。
らいそく

「照準線そのまま。方位角よし、射角よし。雷速最大
――」
「雷速 はゼロでお願い 」
「……ああ ん？」
マハラは思わず手を止めて、ルビーローズを見た。
「雷速 ゼロってよ…… 。それじゃ姐御、 魚雷は走らね
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えぜ？」
魚 雷の速度がゼロな ら、敵潜に命中 するどころか前
にも進まな い。
「雷速を最大にし ても、あのゲンゴ ロウなら恐らく 、
かわし てしまうでしょ う。たった一発し かない魚雷で
すもの。確実に、命中させなければなりませんわ」
ルビーローズは右横にある台をポンと叩いた。
紅 月丸はテントウム シの形をしてい る。頭部が操縦
室になっており、左にルビーローズの艇長席、右にチ
ャパティの操縦席 がある。そして両 者の間には、太 く
て長い 、丸太のような 台がある。
ルビー ローズが気軽に叩 いたもの。それは、 魚雷発
射管だった。
ス ペースに余裕のな い潜水艇に魚雷 発射管室までは
用意できなかった。なにより、魚雷を撃って水棲モン

せま

スターに水中戦を 挑むことは死を意 味する。なくて も
かまわ ない装備だった 。
それで も、戦う必要に迫 られるかもしれない 。そこ
で非常時に備えて 一本だけ、魚雷を 積んであった。 再
そうてん

装填で きない単発式の 魚雷発射管なら機 構も簡素化で
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きて、なんとか搭 載も可能だった。
そ んな虎の子の魚雷 を、ルビーロー ズは使おうとし
ている。
攻撃してこないゲンゴロウに、あえて攻撃を仕掛け
てでも 、追い払おうと している。
ゲンゴ ロウがつきまとっ て離れない以上、魚 雷の使
用はやむをえない のかもしれない。 確かに、このま ま
つれて 戻るわけにはい かない。だが、雷 速ゼロで走ら
ない魚雷を撃って命中させるというルビーローズの考
えは、マハラはも とより、チャパテ ィにも理解でき な
かった 。
「わからな い？」
ルビーローズは説明した。
「撃っ ても、かわされ るだけ。それなら 、ゲンゴロウ
に魚雷を拾わせてしまえばいいのですわ」
しゃしゅつ

「魚雷を拾わせる だぁ？」
「 圧 縮 空 気 で 魚 雷 を 射 出 し た ら、 紅 月 丸を 後 退さ せ
ますの。そうすると、ゲンゴロウは近づいてくるでし
ょう。モンスター にも性格がありま すわ。あのゲン ゴ
おうせい

ロウは 好奇心が旺盛な ようです。きっと 、テントウム
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シが吐き出したも のに興味を持ち、 拾い上げるはず 」
「そこ をドカンといく わけか。おもしれ え！」
「魚雷を機雷のように扱うなんて、おいらも考えつか
なかったです」
「問題は起爆時間ですわね。何秒あればいいかし
ら？」
ルビーローズは参謀に聞いた。
ゲ ンゴロウが弾頭を 叩いてくれるわ けもないから、
着弾の衝撃で起爆する信管は使えない。
「三十秒もあれば 、いけると思うで す」
「マッ ハ」
「おう。時限信管で起爆時間は三十秒っと……」
マハラは入力作業を終えた。
「あと の手はずはわか りますね」
「魚雷が爆発したら、おいらは紅月丸を緊急浮上させ
るです」
「その 途中で俺様はデ コイ・シロップを 放出な」
「よろしい。それでは――」
ルビーローズは一旦、言葉を切った。トリガーグリ
ップを 倒して、水中大 砲の制御権を手放 す。そして、
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続きを口にした。
「ハイ ドロハンマー格 納」
「合点でい 」
マハラは壁の操作パネルにあるスイッチを入れた。
水 中大砲は重い。引 き上げて格納す るのは電動式に
なっている 。
「ローリングモー ド解除」
「了解 したです」
チャパ ティはモード切り 替えボタンを押した 。右手
で操縦桿を握り、 左手はテレグラフ ハンドルに戻す 。
「覚悟 はよろしくて？ 」
「どんとこ いやっ」
「よろしいです」
ル ビーローズ一味の 結束は固い。水 中でゲンゴロウ
おじけ

相手に雷撃戦を挑むという無謀な作戦にも、怖じ気づ
く者はいなかった 。
「魚雷 、発射用意」
「おうよ」
管制盤のＴ字型レバーをマハラはひねった。下向き
の取っ 手が横向きとな り、魚雷発射管の 安全装置が解
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除された。
「発射 」
「喰らいや がれっ！」
いまひねったレバーを、マハラは元に戻した。
圧 縮空気タンクから 大量のエアが送 り込まれた。魚
雷発射管に充満したエアは魚雷を勢いよく外に押し出
した。
テ ントウムシが魚雷 を吐いた。
だせい

雷速ゼ ロに設定された魚 雷はスクリューが回 転する
こともなく、惰性 で力なく進んで、 止まった。重心 が
後方に あるのか、尻を 下げて止まった魚 雷はまるでボ
ウフラのようで、とても兵器には見えなかった。
「後進半速」
「後進 半速するです」
チャパ ティはテレグラフ ハンドルのレバーを 三つ手
前に引いた。
ス トップ・モーター からハーフ・ア スターンへと切
り替わり、紅月丸は後退を始めた。
「うまくいくとい いです」
「見て らっしゃい」
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「十秒経過でい」
紅 月丸の後退にやや 遅れて、ゲンゴ ロウが水を蹴っ
た。太い後脚でひと蹴りして水中をすべり、一気に魚
雷に接近した。
ル ビーローズとチャ パティは息を詰 めて、成り行き
を見守った。マハラだけは小刻みにうなずいて、体で
カウントしている 。
「二十 秒経過でい」
ゲンゴ ロウは魚雷にふれ ようとしない。触角 を動か
して、用心深く、 探りを入れている 。
「二十 五秒……二十六 秒……二十七秒」
マハラ のカウントが一秒 刻みになった。
残り三秒で、ようやくゲンゴロウは吸盤のついた前
脚を伸 ばした。
だが、 ゲンゴロウが魚雷 を拾い上げるよりも 早く、
タイムリミットが 訪れた。
「三十 秒でい！」
魚雷が 破裂した。
驚いたゲンゴロウが下がった。
魚 雷は破裂したが、 爆発はしなかっ た。不発弾では
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ない。爆発するの はこれからだ。
うわぶた

破 裂した魚雷はふた つのパーツに分 かれて沈降して
いった。弾頭カバーを兼ねた上蓋と、魚雷本体のふた
つだ。魚雷本体に はモーターとバッ テリーがあって 重
く、一 直線に湖底へと 沈んでいった。弾 頭カバーを兼
ねた上蓋は水の抵抗を受けながら、ひらひらと舞うよ
うに落ちていった 。
ひもじょう

ねんえ き

あ とには魚雷の中身 が残った。カエ ルの卵のような
物 体 が 水 中 を 漂 っ て いる 。 紐状 の 粘 液の 中 に黒 い 玉
が点々と九つ、収 まっている。
玉 の正体は、リヴリ ーの技を不活性 化したものだっ
た。
呪文科学局が不思議な技を開発した――との情報を
ルビーローズがつかんだ。呪文科学局はリヴリーアイ
つと

ランドを管理する 機関のひとつで、 技や呪文を担当 す
る重要 な部署だ。局長 はジュリエットが 務めている。
あが

情報を 流したのは呪文科 学局の職員で、ルビ ーロー
ズのシンパだった 。人気者のルビー ローズは聖母と 崇

められ ている。熱烈な ファンも多い。リ ヴリーアイラ
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ぎ ゅうじ

ンドを陰で牛耳っ ているミューミュ ー一派に対抗で き
るのは 、ルビーローズ 一味だけというこ ともあって、
一味の首領であるルビーローズには多くの情報が集ま
ってくる。
と いっても、情報網 として整備され ているわけでは
なかった。あくまでも自然発生的なもので、ミューミ
ュー一派の強力な 情報機関とは比べ ようもなかった 。
ちょっかつ

管 理リヴ委員会の委 員長であるミュ ーミューには、
とうかつ

委 員 会 直 轄 の 中 央 情 報 室 があ り 、 全 管理 機 関の 情 報
を統括している。
多 くの管理機関を支 配下に置くジュ リエットには、
法務局の公安調査室と財務局の情報調査室がある。
きょうい

モンスターの脅威からリヴリーアイランドを守る防
ちょうほう

衛 局 に も 諜 報 部 隊 が あ って 、 局長 で 総 司令 官 のプ ー
と

ケが指揮を 執っている。
地下牢獄獄長のダークヤグラは、配下の囚人を通じ
て裏社 会の情報を吸い 上げている。
ミュー ミュー一派の情報 網は広く深く、張り 巡らさ
れていた。
こ れらの組織化され た情報機関に比 べれば、ルビー
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ぜいじゃく

ロー ズ の そ れ は 脆 弱 だ っ た。 た だし 、 自然 発 生 的 で
あるが ゆえに、とらえ どころがなかった 。昨日、情報
を提供した者が今日も情報を差し出すとは限らず、今
日、口をつぐんだ 者が明日も沈黙を 守る保証はない 。
全容の 解明など、不可 能だった。
存在す るようで存在しな い幻の情報網は「ル ビーロ
いみょう

ーズのエスピオナ ージ・セル」と呼 ばれた。そして 、
くれない

一部の 者だけが知るル ビーローズの昔の 異名にちなん
で、
「 紅 機関」との コードネームが つけられた。

ちゅうくう

呪文科学局が開発した不思議な技の情報は、その紅
機関が もたらした。
な ん で も 、 シ ャ ボ ン 玉 のよ う な 中 空 構 造 の 球体 が
宙に浮いており、 玉の表面を電気が 走っているとい う。
さわら なければなにも 起こらないが、さ わるとシャボ
ン玉は割れて「サンダー」になるそうな。

ふせつ

つまり、攻撃技の「雷」が遅延発動していることに
なる。
呪文科 学局はこの技を浮 遊機雷として、空中 に敷設

する用法を想定し ているとのことだ った。たとえば 、
ＧＬＬ 城にモンスター が侵入しても、部 屋を機雷で封
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鎖してから次の部 屋へと退避すれば 、追撃に対する 備
えとな るわけだ。
遅延発 動型サンダーは、 開発前から一般配布 しない
と決められていた 。リヴリーアイラ ンドを守るため に
モンス ターと戦う、防 衛隊専用の攻撃技 として開発さ
れたのだっ た。
そのこと自体は珍しくもなかった。スリングの石を
くだ

砕いた 「散弾投石」と いう技がある。通 称、ショット
ガン・スリングだ。この技も一般リヴリーには配布さ
れずに、主に防衛 隊用となっている 。
な により、管理リヴ リーには特権と して専用の攻撃
技が与えられていた。ルビーローズもマハラもチャパ
ティも、自分だけ の攻撃技を持って いる。新開発の 遅
えとく

延発動 型サンダーを会 得できなくても、 不公平ではな
いから文句は言えないし、別に不満もなかった。
きそん

ルビーローズ一味が新技の情報に飛びついたのは、
それが 既存の技をベー スにしたものだっ たからだ。
一味の 目的は、オリジナ ルの技を開発するこ とにあ
った。
専 用攻撃技を持って いるといっても 、それは管理リ
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ヴ委員会に与えら れたものにすぎな い。委員会はミ ュ
ーミュ ー一派が仕切っ ている。その気に なれば、いつ
でも技を取り上げることが可能なわけで、ルビーロー
ズ一味は圧倒的に 不利な立場にあっ た。これでは、 対
抗はで きても対決はで きない。
そもそ もミューミュー一 派はリヴリーアイラ ンドが
創造されたときか らの大幹部であり 、任命したのは 創
とうよう

造主た るミュラー博士 だ。それに対し、 ルビーローズ
つ

一味の三人は、新しい管理リヴの募集に応じて登用試
験を受け、合格し ていまの地位に就 いた。一派と一 味
では、 背景が完全に異 なる。対抗するこ とさえ、おこ
がましいといえる。成虫のカマキリに、蝶の、それも
幼虫が挑むような ものだ。
そ

そ うはいっても、反 りが合わないの だからしかたが
ない。神に選ばれた管理リヴと、試験に受かった管理
たく

リヴとでは、考え 方に相違があって 当然。ミューミ ュ
ー一派 にとってリヴリ ーアイランドの統 治は神に託さ
れた義務であり、なにごとも変えてはならないもの。
一方、ルビーロー ズ一味にとってリ ヴリーアイラン ド
の統治 は自ら勝ち取っ た権利であり、必 要に応じて変
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しゅきゅう

かいしん

りょうが

えて も い い も の 。 守 旧 派 と改 新 派な の だか ら 、 水 と
油であ る。
ルビー ローズ一味がミュ ーミュー一派を凌駕 するに
は、どうしてもオ リジナルの技が必 要だった。しか し、
技の開 発と呪文化はト ップシークレット であり、探り
を入れても、なにひとつ、つかめはしなかった。開発
を担当しているの は呪文科学局のエ リート技官で、 権
力機構 にがっちり取り 込まれた彼らが、 一派に背いて
きか

一味に通じることはなかった。接触を図ろうにも、ジ
ュリエット麾下の 公安調査室が目を 光らせている。
そ こへ、新開発の遅 延発動型サンダ ーというネタが
転がり込ん できた。
スリングを少し変えただけのショットガン・スリン
グでさ え開発できなか った一味であるが 、既存の技を
遅延発動させるという発想には強い興味を示した。
これなら、まねできると踏んだのだ。
い きなり新技を開発 できなくてもい い。まずは、い
まある技を応用できればそれでいい――と。
かくして、マハラの出番がやってきた。
マ ハラショップのオ ーナーは、アイ テム類を担当す
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おおざっぱ

らつ わん

る経済産業局の局 長だった。大雑把 でそそっかしい 性
たな

格に似 合わず、物資の 調達に関しては辣 腕をふるった。
おろ

あわ

荷動きには抜け目がなく、月末には必ずショップの棚
げつじ

卸しをするなど、 意外に細かい面を 併せ持っていた 。
たなおろしひょう

棚 卸表 ま で作って 月次決算をするのは マハラだけ、
ためいき

と財務局長のジュリエットが溜息混じりに語ったとい
いつわ

う逸話があるほど だ。そこまでしな くてもいいのに 、
とのニ ュアンスだった らしいが。
口の悪い連中に言わせれば、単にマハラは物への
しゅうちゃくしん

執着心 が強い 性格なのだそうな 。いずれにせよ 、マ

は んにゅ う

ハラが 物流のプロフェ ッショナルである ことに変わり
はなかった 。
さいだい

ゆうずう

そ ん な マ ハ ラが 、 呪 文 科 学 局に 搬入 さ れ た物 資 を
さかのぼ

過去に 遡 って 、細大漏らさず 調べ上げた。融通 が利
かないのか、それとも物の流れに手は抜かないのか、
経費で購入された 残業用のおやつま で、マハラのリ ス
トには 記載されていた 。
マハラ が最もマハラらし いのは、調べが終わ ってか
らだった。リスト が完成すると、あ とはもう関係ね え
やとば かりに、チャパ ティに丸投げした のだった。
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しょくりょう

やどかり亭のあ るじは控え目な 性格で、 食糧 局 の
局長を ルビーローズに 譲り、自分は副局 長の座に甘ん
じていた。といっても、ルビーローズが実務に関心を
示さなかったため 、実際にはチャパ ティが局長職を こ
け っ さい

なして 書類を決裁して いた。
面倒な 仕事はなんでも押 しつけられて損な役 回りに
思えるが、おっと りしているからと いって、チャパ テ
ィをバ カにする者はい なかった。なにし ろ、ルビーロ
ーズ一味の知恵袋である。見かけによらず頭は切れる
し、お茶会の暗殺 者との異名も持っ ている。マハラ が、
ひと呼 んでマッハのマ ハラだと、自分で 自分にかっこ
いいあだ名を付けたのとは大ちがいだ。
とぼけた顔で眠そうな目をしていても、おつむの出
せい さ

来はひ と味ちがう。マ ハラに渡されたリ ストを精査し
ゆだ

て、チャパティはいくつかの資材に目をつけた。ブツ
の入手はマハラに 委ね、ついでにち ゃっかり残業用 の
おやつ まで用意させて 、研究を重ねたチ ャパティはつ
いに独自の手法を編み出したのだった。
ただし、残念ながら呪文科学局と同じものは作れな
かった 。遅延発動には 成功したものの、 技を不活性化
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するために特殊な 粘液で封印する必 要があった。し か
おぎな

も、そ の粘液は非常に 乾燥しやすいもの だった。粘液
が 乾 燥 す る と 技 が 暴 発 す る た め 、 水 分 を 補 い つ つ、
容器に詰めて慎重 に保管しなければ ならなかった。 そ
のため 、陸上では使い 道がなかった。
おまけ に、粘液で封印で きる技も限られてい た。
「投石」などのように物体化を伴う技は完全には不
活性化できずに、粘液が破れてしまった 。「竜巻」で
ろ うでん

は裂けたし 、
「氷の息吹」では凍って割れた。
「雷」は
漏電した。
結 局、遅延発動に成 功した攻撃技は 「弾け花火」だ
けだった。
たんさ

用途を限定されても道は開けるもので、湖底探査作
りつあん

戦の立 案と同時に、独 自開発の遅延発動 型バーストは
日の目を見 ることになった 。
技を不活性化して封印し、粘液が乾燥しないように
水分を 補い、容器に詰 めて保管。
そして 、発射する。
魚雷の誕生である。
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スクリューが止 まった。
後 退をやめた紅月丸 は緊急浮上に備 えた。一味の全
員が沈黙し、そのときを待っている。
ハイドロハンマーはもう使えない。水鉄砲ではゲン
ゴロウ を追い払えない 。
魚雷は 一発こっきりだ。 まともに撃ってもか わされ
るだろうから、雷 速ゼロで射出した 。
時 限信管を作動させ て魚雷を分解し 、中身を水中に
放り出した。魚雷を機雷のように扱って、ゲンゴロウ
に拾わせる作戦だ 。
九 連バースト式魚雷 には、九連発分 の弾け花火が詰
まっている。好奇心旺盛なゲンゴロウが引っかかって
くれたなら、緊急 浮上して脱出する ための時間を稼 げ
る。水 中で水棲モンス ターを相手に戦う わけにはいか
ない。
フルダメージを与えて気絶に追い込めたら言うこと
はない が、ゲンゴロウ の体の大きさを見 ると、かなり
の耐久力が あると思われる 。
ゆえに、ルビーローズ一味はまばたきも忘れて事態
に見入 った。攻撃が成 功したら、ただち に浮上しなけ
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ればならない。リ ヴリーの攻撃技は 水鉄砲とはちが う。
弾け花 火を食らったモ ンスターは怒り狂 って襲いかか
ってくる。
のんびり構える余裕はなかった。
魚 雷の破裂に驚いて 一度は下がった ゲンゴロウが、
前に出てきた。分裂して沈んでいった魚雷には興味を
示さず、目の前を 漂う半透明の固ま りをじっと見て い
る。
カエル の卵のような物体 だった。紐状の粘液 の中に
黒い玉が入ってい る。全部で九つ、 点々と収まって い
る。
ゲンゴ ロウは前脚を伸ば した。脚の先につい ている
吸盤で、半透明の 固まりにそっと触 れた。
な にも起こらなかっ た。
「爆発しね えじゃねえか」
も

じれたマハラが文句をつけた。
ゲ ンゴロウは両脚の 吸盤で揉むよう に触っている。
けっこう荒々しい。しかし、遅延発動型バーストは不
活性化されたまま だ。
「この くらいじゃ爆発 しないです。これ で爆発したら、
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魚雷の発射で暴発 するです」
「んな こと言ったって 、おめえ……」
「吸盤の先には鉤爪がついてるです。あれで引っ掻い
てくれたら爆発す るです」
技 を封印している粘 液が鉤爪で引き 裂かれることを、
チャパティ は期待していた 。
ところが、事態はチャパティの期待を上回った。
あご

両 脚の吸盤で獲物を はさんだゲンゴ ロウは、脚を曲
げて口まで運び、大きな顎でかじりついたのだった。
水の中で花火が弾けた。
「緊急 浮上！」
「はいです ！」
ルビーローズに言われる前に、チャパティの手は動
いてい た。
テント ウムシの両脇にあ るバラストタンクを 排水す
る。補助用のネガ ティブタンクも排 水する。前部ト リ
ムタン クも空にして船 体を軽くしつつ、 上向きの姿勢
を保持する 。
潜水艇の床が持ち上がった。紅月丸が浮上を始めた。
チ ャパティは少しで も船体を軽くし ようと、魚雷発
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射口を閉じた。管 内にエアを送って 水を追い出せば 、
その分 も軽くなる。
ちょう ど魚雷発射管にエ アを送り込んだとこ ろで、
また花火が弾けた 。遅延発動型バー ストには九連発 分
の弾け 花火を仕込んで ある。技を食らっ たモンスター
がショックから回復して動き出す前に、連発するよう
調整してある。
た だ、二度目の爆発 は明らかに一度 目よりも大きか
った。
か

「おいおい、いま のは二発同時じゃ ねえのか？」
「だと 思うです。咬ま れたのは端っこじ ゃないみたい
です」
「んなら、連発も 半分でしまいかよ 」
「最悪 、五連発で終わ るかもしれないで す」
遅延発 動型バーストは、 粘液で作った紐の中 に一列
に並んでいる。端 から順に爆発する のであれば九連 発
するが 、途中から爆発 したなら数が減る 。ど真ん中か
ら爆発すれば、連発は半分で終わってしまう。
「…………」
ル ビーローズは無駄 口をたたかなか った。サファイ
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アガラスの窓越し に敵潜を見つめて いる。
ゲ ンゴロウは泡の中 にいた。花火が 弾けてガスが発
生し、水中に無数の気泡が生まれた。小さな気泡も、
大きな気泡も、先 を争って浮上して ゆく。その争い に
紅月丸 も参加している 。
ルビー ローズは視線を上 げた。
日光が差し込むほどに、浅い水深だった。けれども、
攻撃さ れて怒り狂うゲ ンゴロウから逃れ ることを思う
がんか

と、水面は空のように遠かった。
眼下で花火が弾けた。
「また 二発同時です。 これで五発消化し て、残りは四
発になるで す」
チャパティが戦況を報告した。
「…… ……」
お

ルビー ローズは無言だっ た。
返事の手間すら惜しんで、次の一手のタイミングを
計って いた。どこで使 うか、どう使うか 。魚雷の起爆
時間は参謀役のチャパティに尋ねたのに、今度は自分
ひとりで答えを出 そうとしている。
い くら頭が切れても 、チャパティに は任せられなか
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った。計算で出せ る答えではないの だ。経験が導き 出
す答え である。それも 並の経験ではない 。モンスター
を敵に回して、その攻撃をぎりぎりのところでかわす。
そんな経験が物を いう。
だ からルビーローズ は、仲間の誰に も尋ねようとし
なかった。
そして仲間のふたりも、ルビーローズの答えを待っ
た。
四度目 の花火が弾けた。 今度もまた二発同時 だった。
これで九発のうち 、七発までが消化 された。
弾 け花火の残りも、 あと二発。
「デコイ・シロップ、全量放出用意」
ルビーローズが豊富な経験から答えを出した。
あいきょう

パ キ ケ フ ー ズ で 愛 敬 を 振り ま き、 聖 母と 慕 わ れる
ルビーローズだった。それなのに、マハラは姐御と呼
び、チャパティは 姐さんと呼んだ。
聖 母と姐御。異なる イメージ。
答えを 出したのは聖母で はなかった。誰も知 らない、
そうか、これで さらに軽くし

もうひとりのルビ ーローズだった。
「いき なり全部かよ？
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ようってんだな！ 」
全 量放出は船体を軽 くするためだと 、マハラは早合
点した。
しかし、チャパティは納得しなかったらしく、横目
でルビ ーローズを見た 。
船体を 軽くしようと全量 を放出するのなら、 すぐに
も行動を起こした はずだ。そうはし ないで待ったの は、
デコイ ・シロップを使 うには早すぎたか らにちがいな
い。
なぜ、いまなのか。
チ ャパティは質問し なかった。聞い たところで答え
てはもらえまい。答えてもらえたとしても、言葉には
なるまい。ルビー ローズは計算した わけではない。 数
式もな ければルールも ない。ゲンゴロウ に魚雷を使っ
かん

て逃げるときのマニュアルなど、存在しない。
ルビーローズは勘に従ったのだ。
一 味の三人は同期で ある。管理リヴ の登用試験には、
いっしょに合格した。にもかかわらず、ひとりルビー
ローズだけが抜き ん出ている。一味 の首領として、 潜
水艇の 艇長として、リ ーダーの座に就い ている。姐御

- 69 -

よ、姐さんよと、 一目置かれる立場 にいる。
出 会った頃は同格だ った。
だが、 出会う前にすでに 。
ルビーローズは別格の存在だった。
「放出 ！」
下のほ うで花火が弾けた 。水を伝わって響く 音もす
っかり小さくなっ て、最後の二発が 終わったのか、 そ
れとも あと一発残って いるのかはわから なかった。
「おっしゃ あ！」
マハラがボタンを叩いた。
黒 いテントウムシの 脇腹から毒液が 出た。いや、毒
ではなくて 甘い汁だった。
本物のテントウムシは外敵に襲われると、脚の関節
ぶんぴつ

から毒 のような体液を 分泌する。いやな 臭いといやな
味のする液体で、食べるとまずいよと警告する。
それをまねた紅月丸は、毒液の代わりに甘い汁を出
すき

かくらん

とうみつ

した。 食べるとおいし いよとシロップを 差し出して、
その隙に逃 げるわけだ。
デコイ・シロップとは攪乱用の糖蜜だった。中身は
あざむ

ミ ツ ア リ の シ ロ ッ プ。 敵 を 欺 く よ う な 仕掛 け はい っ
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さいなく、純粋に 、甘くておいしい シロップをモン ス
ターに 提供している。
浮上す る紅月丸が全量を 一気に放出して、水 中に茶
色の固まりができ た。両脇から出た シロップは水の 流
れに吸 い寄せられてひ とつになった。シ ロップは放出
の際に水で薄めてある。水中を漂うデコイ・シロップ
は、ちょうど紅月 丸と同じくらいの 大きさにふくら ん
だ。
「浮上したら、いそがしくなるです」
「やい、お茶っ葉 。もう転覆させる んじゃねえぞ」
マ ハラがチャパティ をからかった。
とりあ えずはゲンゴロウ から逃れることがで きて、
ひと安心だ。
紅 月丸はすべての手 を打ち終えた。
ハイド ロハンマーを使い 、格納した。たった 一発し
かない魚雷でゲン ゴロウを水中深く 足留めした。追 撃
に備え てデコイ・シロ ップを使い切った 。
水中で できることは全部 やった。
あとは浮上するのみ。
し かし、浮上してど うなるというの だろうか。
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紅月丸は潜水艇 だ。テントウム シに似せてはいて も、
空は飛 べない。あくま でも船であって、 航空機ではな
か

い。潜水艇が水上を航行すると、水中を進むよりも速
度が落ちる。水上 では、水を掻き分 けて波を立てる と
ぞうは

いう抵 抗が生まれるか らだ。造波抵抗と いう。
つまり 、浮上すれば遅く なるだけ。
そうぐう

しかもモンスターに遭遇する危険度が増す。空中で
活動す るモンスターも いれば、水面で活 動するモンス
ターもいる。もちろん、水の中からも襲ってくる。
浮上すれば命取りとなりかねない。ゲンゴロウはし
つこく つきまとってき たが、攻撃は仕掛 けてこなかっ
た。ならば、ゲンゴロウが息継ぎに浮上するまで、水
中で耐えるべきで はなかったか。
い まさら言ってもし かたがない。
ルビー ローズは雷撃戦を 選択し、実行した。
ゲンゴロウとの戦いは始まっている。
そ して、紅月丸は浮 上した。

- 72 -

第三章

星の墓場

真 っ先に動いたのは マハラだった。
せまい 船内に合わせて、 呪文で体を半分ほど に小さ
くしているとはい え、実にすばやい 動きを見せた。
緊 急浮上した紅月丸 の揺れがまだ激 しいうちにハー
ネスを外した。体を縛りつけていた座席から解放され
ると、制帽を拾い 上げて、次の持ち 場へと急いだ。
マ ハラのいた制御室 はテントウムシ の胸部に当たる。
その胸部には、ハイドロハンマーの砲塔が格納されて
いる。
格 納庫を回り込む細 い通路の奥へと 、マハラは消え
た。
次に動いたのはルビーローズだった。
ハ ーネスを外して操 縦室から制御室 へと移った。ハ
イドロハン マーの格納庫に 取り付けてあるはし ごを登
って、ハッチへと 向かった。
チ ャパティは動かな かった。
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ひとりで操縦室 に残った。両手 で操縦桿を握って い
るもの の、実のところ 、することがなか った。紅月丸
は浮上したが、船体の半分は水没している。つまり、
操縦室のある頭部 は水面下だ。窓の 外は依然として 水
中であ り、水上が安全 かどうかさえ確認 することがで
きなかった 。
安全を確認するのはルビーローズの役目だった。
ハ ッチを開けて外に 出た。水面が近 い。
おお

テント ウムシの胸は上か ら見るとけっこう小 さい。
さ やばね

鞘翅と呼ばれる硬 い前羽が胸の後ろ 半分を覆ってい る
から、 そうなる。胸が 前半分しか使えな いので高さも
足りず、ハッチの近くに水面がきてしまう。
さらに視界も悪くなる。低くて遠くまで見通せない
こうきょう

ば か り か 、 鞘 翅 の あ る 後 胸 部 から 腹 部 にか け てが 盛
り上がっているため、後ろがまるで見えない。
しかし、それはあらかじめわかっていることなので、
対処の しかたは決まっ ていた。
ひ しょう

ハッチ を開けたルビーロ ーズは、まず上空を 確認し
た。見える範囲に オニヤンマなどの 飛翔モンスター は
いなか った。それから 水上を見渡した。 水面で活動す
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すいせい

るアメンボなどの 水棲モンスターも 、見当たらなか っ
てんかい

た。
「転回！」
伝声管のふたを開け、ルビーローズは叫んだ。
す ぐにチャパティの 返事があって、 紅月丸はその場
でくるりと回り始めた。後ろが見えなくても、一回転
すれば全方位を確 認できる。
空 や水面に視線を走 らせつつ、ルビ ーローズは足場
を確保した。いつまでもはしごでは、そのうち足をす
たてあな

べらせて転落する 。
ハ ッチのある縦穴通 路の内側には、 防護ネットのよ
うな足場が収納してあった。円を八分割した形状にな
っている。はしご のある一角が欠け て全部で七枚し か
ないが 、アルミパイプ のフレームに丈夫 な網を張って
ある。ルビーローズがフレームの一枚を起こして踏み
らくすい

倒すと、残りの六 枚も連動して倒れ 、足場が完成し た。
足 場ができても、ま だ落水の危険が あった。内側に
は転落しなくても、外側に転落するかもしれない。
ルビーローズはロッカーを開けた。後胸部にスペー
スを確 保して、通路の 内側に引き戸を取 り付けてある。
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あんぜんたい

ロッカーの手前 には安全帯が置 いてあった。腰ベ ル
ト一本 で転落を防止す る簡単なものだっ た。ベルトに
つながるランヤードも短く、先にはフックがついてい
た。
ル ビーローズは安全 帯を腰に回すと 、はしごの一番
上の段にフックを引っかけた。
これで、落水の危険もなくなった。だが、安心はで
きない 。危険はまだあ る。モンスターに 襲撃される危
あらて

険だ。水中のゲンゴロウを振り切れたとしても、水上
に新手が登場する かもしれない。
ロ ッカーの奥へと、 ルビーローズは 手を入れた。黒
くて重そうな物を引きずり出した。
機関銃だった。
ふたまた

銃 身の先端には、バ イポッドと呼ば れる脚がついて
にきゃく

いた。二脚だ。二股の脚をハッチのふちにあるレール
に当てると、ルビ ーローズは体を預 けて体重で押し 込
んだ。 バネがゆるんで 、脚先にある小さ なタイヤが前
後からレー ルをはさんだ。
船体に取り付けた機関銃をルビーローズは左右に振
ってみ た。ベアリング タイヤが軽やかに すべった。

- 76 -

機関銃にはホー スがつながって いた。ただのゴム ホ
ースで はなく、加圧送 水用のフレキシブ ル・メタルホ
ースだった。ルビーローズはもう一度ロッカーの中に
手を伸ばすと、今 度はコックをひね った。メタルホ ー
へび

スに水 が通って、金属 の蛇がうねった。
機関銃 の機関部側面には サムピースがついて いた。
スライド式のスイ ッチだ。まちがっ て動かさないよ う
にくうす

みぞ

に薄く 作られている。 それでいて動かす ときには扱い
やすいように、肉薄のスイッチにすべり止めの溝が切
られている。
はいすいこう

ル ビーローズはサム ピースに指をか けた。ドレイン
・カバーが跳ね上がった。機関部上面に排水孔が露出
した。内部にたま っていた空気が音 を立てて排水孔 か
あな

ら抜け ていった。そし て空気がなくなる と、小さな孔
からレーザーのように噴水が飛んだ。

エア抜きをすませたルビーローズはカバーを閉じて、
試し撃 ちをした。水滴 が目にも止まらぬ 速さで続けて
撃ち出され、水面に線を引いた。
ティアドロップ・マシンガンと名付けられた機関銃
は、水 中大砲のハイド ロハンマーとそっ くり同じ仕組
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みになっていた。 ポンプで水を送り 、ハイドロ・コ ン
プレッ サーで圧縮して 、噴射する。上空 や水面からモ
ンスターが接近してきたら、水滴の弾丸をばらまいて
追い払うわけだ。 リヴリーの技で攻 撃せずに、水で 叩
のっと

いて戦闘を回避するという戦術に 則 っている。
すいみつ

マハラ も後部銃座で似た ような作業をしてい た。
はんにゅう

テ ン ト ウ ム シの 腹 部 末 端 に は機 材 搬 入 用の 水 密 ゲ
ートが ある。船体の半 分が水没している からゲートは
開けられないのだが、開かないゲートの前で、マハラ
も

は迎撃の準備に余 念がなかった。
ないかく

がいかく

テ ントウムシを模し た潜水艇の腹部 は、大きくふた
つに分かれていた。内殻と外殻だ。
内側の殻と外側の殻があるわけだが、外殻は水や空
気をた める構造になっ ていた。つまり、 バラストタン
クである。船底には内殻にくっつくようにしてハイド
ロハンマーの砲身 があり、左右の外 殻に埋もれる形 で
半ば格 納された状態と なっていた。
内殻に は電池室があって 、大量のバッテリー セルが
積み込まれていた 。紅月丸は湖底探 査用に建造され た
潜水艇 であり、行動範 囲も限られている ため、エンジ
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ンはなかった。
通 路は内殻に一本だ け設けられてい た。機材を搬入
するからか、高さも幅もそれなりに確保されていた。
床は金属製のグレ ーチングをＵボル トで留めてあっ た。
グレー チングとは格子 状のふたのこと。 通路の壁には
エキスパンドメタルが採用されている。エキスパンド
メタルは金網のよ うな網目模様のあ る金属板だ。床 が
穴あき なら、壁も穴あ き。どうやら、軽 量化を考えて
のことらし い。
む

通路の天井にはグレーチングもエキスパンドメタル
もなく 、剥き出しの鋼 材に、機材搬入用 のレールクレ
ーンが取り付けられていた。レールの端に当たる水密
ゲート前では、レ ールをまたぐ形で 天井から二本の ア
ームが 伸びている。
アーム の先には台座があ った。マハラ担当の 後部銃
座だった。
後 部銃座は通路をふ さいでいた。こ れでは、ドック
入りなどで陸に上がって水密ゲートを開放しても、機
材は搬入できない 。しかし、アーム に溶接された台 座
が斜め 下を向いている ところを見ると、 後部銃座はゲ
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ートの外へと押し 出されて持ち上げ られる仕組みの よ
うだ。 それなら、台座 の下をくぐって搬 入も可能だろ
う。
とはいえ、船体が半分水没した状況でゲートが開く
はずは ないのだから、 後部銃座が役に立 つとは思えな
かった。
それでも、マハラは黙々と作業をこなしていた。
さんきゃく

急 な角度で傾いた台 座の上には、ト ライポッドと呼
ばれる脚が 設置されていた 。 三脚 だ 。
三脚の上には重機関銃が搭載されていた。
マ ッハガンと名付け られた重機関銃 もまた、ハイド
ロハンマーと同じ仕組みだった。ルビーローズの機関
銃と同様に、マハ ラの重機関銃にも メタルホースが つ
けい

ながっ ている。ただし 、こちらのほうが 径も太く、ロ
ーラーバンドでアームに取り付けられていた。加圧送
水用のフレキシブ ル・メタルホース は折れ曲がるか ら、
ローラ ーが転がること で管の伸び縮みに 対応するわけ
だ。
重機関銃にはサムピースがなく、代わりにカムラッ
チハン ドルがついてい た。マハラはハン ドルに手をか
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つう すい

けた。引き起こし て横に倒すと、ド レイン・カバー が
開いて 機関部上面に排 水孔が現れた。通 水はまだのよ
うで圧力がかかっていないらしく、排水孔からはなに
も漏れてこない。
マ ハラは壁の中に収 納されているメ タルホースを引
き出した。金属の大蛇が金属の床にとぐろを巻いた。
それから、バルブ を少しだけひねっ た。壁のエキス パ
ンドメ タルには菱形の 穴が無数にあいて いるのだが、
網目模様を切って大きく開口した部分がある。その中
にバルブが隠れて いた。
水 圧がかかって、重 機関銃から空気 が抜けた。噴水
が飛ぶとマハラはすぐにバルブを閉めた。そしてカバ
ーで排水孔にふた をして、カムラッ チハンドルを戻 し、
しっか りとロックした 。
くず

エア抜 きがすんだので、 マハラはバルブを全 開にし
た。大蛇のとぐろ が広がって、渦巻 く山が崩れた。
マ ハラは制帽を脱い で壁に掛けた。 エキスパンドメ
タルの穴に帽子掛けが取り付けてある。壁に掛けられ
た制帽は少し横を 向いていた。マハ ラは制帽に両手 を
添える と、つばがまっ すぐ下を向くよう に整えた。
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すべての作業を 終えたのか、マ ハラは指差し確認 を
始めた 。
まず最 初に、伝声管に指 を向けた。伝声管は アーム
から突き出してい る。台座を支える アームは空洞に な
ってい るらしく、その 中を伝声管が通っ ているようだ。
伝声管のふたは開いていた。一番目に確認するくらい
だから、持ち場に つくと真っ先にふ たを開けたのだ ろ
う。
わく

次に、 重機関銃の三脚に 指を向けた。二本の 脚が前
を向いている。脚 には金属製の枠が 取り付けてあっ て、
たる

枠の中 にはマニピュレ ーターがふたつ並 んでいる。三
本指の機械の手が樽をつかんでいた。
爆雷だった 。
中 身はもちろん、独 自開発した遅延 発動型バースト
だ。ひとつの樽に弾け花火を三発仕込んである。銃座
に腰掛けてペダル を踏み込むと、マ ニピュレーター が
伸びて 爆雷を手放す仕 組みになっていた 。信管はゼン
マイ仕掛けの時限式で、マニピュレーターが爆雷を放
すと作動する。
爆 雷を指差して安全 装置が解除され ていることを確
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認したマハラは、 続けてメタルホー ス、バルブ、カ ム
ラッチ ハンドルの順に 指を向けた。
最後に 、壁に掛けた制帽 を指差した。どうや ら帽子
を引っかける作業 までルーチンワー クに織り込まれ て
いるら しい。
指差し 確認を終え、マハ ラはようやく台座に 足をか
けた。
傾 いた台座によじ登 り、座ろうにも 腰を下ろせない
椅子に尻を押し当てる。斜めに突き出した背もたれは
もはや障害物で、 もたれることもで きやしない。折 り
．の字になっている。不安定な姿勢を維
曲げた 体は、く
持するだけで疲れるし、紅月丸が揺れたら転げ落ちる。
だから、備え付け のハーネスで体を 椅子に固定しな け
ればな らない。
実は、 配置につくのが一 番たいへんな作業だ った。
斜め下を向いた椅子に、なんとか見かけ上は腰掛け
ても、 両手は自由にな らない。手をどこ かに置いて体
を支えていないと、傾いた台座から落っこちてしまう。
苦労して片手でハーネスを装着すると、マハラは伝
声管に 向かって怒鳴っ た。
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「準備完了でいっ 」
ち ょうど、紅月丸は 転回を終えたと ころだった。
水面に 目印はなくても、 遠くの景色でそれと わかる。
東から北へ、ミュ ラー山脈が横たわ っている。
てき えい

．ゆ
．！」
「敵影 見
正面！ 」

ルビー ローズは船内の仲 間たちに警告を発し た。
「アメンボの編隊 接近中！
水 の上を走る黒い影 があった。真正 面から迫ってく
る。数は三匹くらいだろうか。先を争うように、互い
に追い越しあって いる。
紅 月丸が浮上したと き、正面にモン スターはいなか
った。少なくとも、目の届く範囲に姿はなかった。周
すき

囲の安全を確認し ようと、くるりと 回ったわずかな 隙
に、一 気に距離を詰め てきたらしい。

さすが は水上最速のモン スター。信じられな いスピ
ードだった。
し かも、潜水して逃 れる手が使えな い。水の中には
ゲンゴロウがいる。魚雷でフルダメージを与えたかど
うかはわからない し、デコイ・シロ ップに引っかか っ
てくれ たかどうかもわ からない。ゲンゴ ロウが紅月丸
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を見失った可能性 もあるのに、わざ わざ潜って、こ ち
らから 会いに行くなん てとんでもない。
水中は 危険だ。だが、水 上はもっと危険だっ た。接
近してくるアメン ボは単独ではない 。編隊を組んで い
る。
潜水す るわけにはいかな い以上、すぐにもこ の場を
離れなければなら なかった。
ふなあし

一 刻も早く逃げ出す 必要があった。
しかし 、船足に期待はで きない。
潜水艇の紅月丸が、わざわざ浮上して、波を蹴立て
て進む のだ。スピード は水中よりも劣る 。そして敵は、
水上最速の モンスターだ。
そんな状況でも、ルビーローズ一味の三人にあせり
はなか った。操縦室で 操縦桿を握るチャ パティは、半
開きの目を眠たそうにパチクリさせている。後部銃座
で傾いた椅子に座 るマハラは、きつ い姿勢を物とも せ
ずに歯 を見せて笑って いる。ハッチで指 揮を執るルビ
ーローズは、こくりとうなずいた。
「鞘翅、開け！」
一 味の首領が号令し た。
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よろい

鞘翅 と は 甲虫 の 前 羽の こ とだ 。 硬 くな っ た羽 が 鎧
にもんがた

のよう に背中を覆って いる。
紅月丸 は二紋型のナミテ ントウに似せて造っ てある。
黒い鞘翅には朱色 に塗られた大きな 丸が二つあった 。
左右の 羽にある赤い丸 は少しだけ盛り上 がって、表面
は平らにな っている。
ルビーローズの指示で紅月丸の鞘翅が開き始めた。
上へと 持ちあがりなが ら、横に広がり、 羽全体が前に
迫り出して ゆく。
羽の裏側が見えた。裏も黒く染まっており、厚みの
ある赤 い丸があった。 ただし、平らでは なかった。丸
くても円盤ではなく、リング状になっている。
そのリングが動いた。うつむいていた顔を起こすよ
うにし て、下側が正面 を向いた。リング の半分は鞘翅
の上に顔を出し、残りの半分は鞘翅の下からのぞいて
いる。
リ ングの中にはプロ ペラがあった。 三枚羽根のプロ
ペラだった。塗装はされておらず、黄銅色をしている。
後ろでシャッター が開いて、細身の プロペラが青い 空
を背景 に、にぶく輝い た。
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鞘翅の赤い丸が 平らになってい たのは、ルーバー 型
のシャ ッターでリング にふたをしていた からだ。プロ
ペラを保護 していたのだ。
「プロペラ始動！ 」
接 近してくるアメン ボをにらみなが ら、ルビーロー
ズは続けて 指示した。
シュラウド・リングの中でプロペラが回転を始めた。
おちい

左 右に広げた鞘翅は まるで翼のよう で、プロペラが
わんきょく

回 転 す る と そ の ま ま空 を 飛 べそ う な錯 覚 に 陥 る 。 だ
が、 湾 曲 し た 鞘 翅 に は 、 船体 を 持ち 上 げる ほ ど の 揚
力は発 生しない。
「後羽展開 ！」
鞘翅を開いたテントウムシは、折りたたんでいた後
羽で空 を飛ぶ。
紅月丸 も折りたたんであ る後羽を伸ばした。 アモル
ファス・ルビーで できた半透明の赤 い羽だった。薄 く
透きと おって見えても 、強度はある。鞘 翅のように湾
曲していないから、今度こそ空を飛ぶための翼に見え
る。
と ころが、後羽は斜 め下へと伸びて 、水の中に沈め
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られた。
プ ロペラが高速で回 転し、紅月丸の スピードはぐん
ぐん上がってゆく。水中に沈められた羽が水面を切り
裂く。
「…… ……」
ルビー ローズはもう指示 を出さなかった。
制帽を手に取ると、足元に叩きつけるようにして乱
暴に脱 ぎ捨てた。正面 に機関銃を向け、 銃撃戦に備え
た。周囲の監視は放棄している。
左右に開いた鞘翅が前に迫り出したものだから、ハ
ッチの そばまで羽が来 ていた。横に広が って視界をさ
えぎっている。もともと後ろが見えないのに、いまで
は横まで見えにく くなった。視界が 開けているのは 真
上と正 面くらいなもの 。
水面を 切り裂く後羽が少 しずつ上昇しても、 ルビー
ローズのいるハッ チからは確認でき なかった。
操 縦室でははっきり と見て取れた。
浮上し ても紅月丸の船体 は半分水没している から、
操縦室のある頭部 は水面下にあった 。窓の外は水中 だ
った。
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しかし、スピー ドが上がるにつ れて、水位は下が っ
ていっ た。硬くて透明 なサファイアガラ スの上のほう
に、空が見えた。青色が水色を押し下げてゆく。窓を
洗う波が落ちてゆ く。
操 縦桿を握る両手に 、チャパティは 全神経を集中さ
せた。窓の外に水はもうない。太陽を反射して輝く水
面がまぶしかった 。水中から浮上し た潜水艇は、今 度
りすい

は水面 からも浮き上が ろうとしている。 あとは、船底
のポッド推進器が離水するのを待つばかり。
よくそう

眠たげなハナマキの目が、一瞬、パチリと開いた。
「紅月 丸、翼走したで す！」
仲間た ちの耳にしっかり 届くように、チャパ ティは
声をふりしぼった 。
紅 月丸の船体は、後 羽だけを水中に 残して宙に浮か
んでいた。水の上を飛ぶように走っている。
水中翼船だった。
そ

鞘 翅のプロペラ推進 で前に進むと、 水中の後羽が水
を切る。わずかに反った後羽の形状に流れる水が押し
下げられ、後羽は 上へと持ちあがる 。揚力の発生だ 。
「おっ しゃあ！」
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ほ

翼走のひと言を ひたすら待って いたシマオーガが 吼
えた。
シフト レバーを力強く引 く。台座を支えるア ームか
らレバーは伸びて いる。
水 密ゲートが左右に 開いた。紅月丸 は水の上を走っ
ている。水密ゲートの向こうにあった鞘翅はもうない。
鞘翅の向こうにあ った水ももうない 。船内に格納し て
ある後 部銃座を外に出 すのに、障害とな るものはなに
もなかった 。
「うははははぁー っ！」
下 向きの椅子にハー ネスでむりやり 腰掛けていたマ
ハラが、不敵に笑いながら顔をあげた。
傾いた状態でアームに溶接されていた台座は、外へ
と押し 出されて水平に なった。
「突撃！」
ハッチでルビーローズも叫んだ。
機 関銃の引き金をし ぼって、水滴の 弾丸をばらまく。
真正面 から接近してきた アメンボの編隊に、 紅月丸
が高速で突っ込ん だ。
ア メンボは蹴散らさ れた。
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たく

こ

いや、巧みに回 避したというべ きか。長い脚で水 面
をすべ るように走るア メンボは、衝突直 前に弧を描い
て障害物をよけた。顔を紅月丸に向けたまま横にすべ
るさまは、まるで フィギュアスケー トでもしている か
のよう だった。
三匹の アメンボは、サイ ドに流れてバックを 取った。
きゃしゃ

巨大昆虫のモンス ターといっても、 アメンボは華奢 な
体つき をしている。突 撃してくる甲虫と 激突したので
は不利だと判断したのだろう。背後に回っても、脚に
は自信がある。追 いかけ、追いつき 、襲えばいい。
だ が、相手はただの テントウムシで はなかった。
水中で は潜水艇。水上で は水中翼船。砲撃を し、雷
撃をし、銃撃もす る。
紅 月丸は、鋼鉄のモ ンスターだった 。
「喰らいや がれっ！」
後部銃座の重機関銃がうなりをあげた。
水 の固まりを弾丸に して撃ち出す。 口径なら機関銃
の倍近くもある。威力も、射程も、ルビーローズの機
関銃とは比べもの にならない。
先 頭のアメンボが真 っ先に撃たれた 。細長い体のア
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つ

ぷ

メンボは、前から 見れば顔と脚しか ない。顔面を撃 た
れて一 瞬のけぞり、水 面に突っ伏した。
邪魔な 仲間をひらりとか わして、二匹のアメ ンボは
追いすがった。
「おら おらぁ！」
重機関 銃を操るマハラは 、かさにかかって攻 め立て
た。
銃 とは思えないよう な、バカでかい 兵器だった。本
体の尾部がストンと切り落とされて、そこにグリップ
が取り付けてある 。両手でしっかり 、縦に握るグリ ッ
プだ。 トリガーはグリ ップの間にある。 グリップを握
りしめた両手の親指で、トリガーを押し下げて連射す
る。
弾 丸は水だ。水上に いる限り、無限 に補給できる。
しみゃく

そのために水中翼には取水口を設けてある。昆虫の羽
には、翅脈という 血管のようなもの が走っている。 紅
ちいろ

くだ

月丸の 後羽にも翅脈は あった。アモルフ ァス・ルビー
でできた半透明の赤い羽に、血色の管が走っている。
導水管だ。
ど れだけ撃ちまくっ ても、弾切れの 心配はいらなか
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った。
くず

であ し

水 の弾丸が脚に当た った。追いすが る一匹が出足を
払われてバランスを崩し、転倒した。勢いあまって水
面を派手に転がる 。アメンボがぶざ まに水面を転が る
とは、 珍しい光景だっ た。
重機関 銃の威力はすごか った。瞬く間に追っ 手を撃
ち減らした。
け れども、しょせん は水鉄砲。
最初の 一匹が戦列に復帰 した。次の一匹もす ぐに戻
お う たい

れんけい

ってきた。これで 数は元通り。今度 は横一列に並ん で
追って くる。横隊陣形 だ。三匹で連携し ての追撃戦を
仕掛けてきた。重機関銃で狙われた一匹が後退する。
弾をかわそうと右 に左に動いてスピ ードが落ち、撃 た
れて脚 が止まる。その 隙に、残る二匹が 詰め寄る。う
ち一匹に狙いがしぼられても、最後の一匹が肉薄する。
「野郎！」
す ぐそばまで迫って きたアメンボを なんとか撃退す
ると、マハラは戦法を変えた。
狙い撃って追い払うことを断念し、弾幕を張って寄
せつけ ないことに専念 した。
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「だめだ！
せいさいどう

追い 払えねえ！」

マ ハラは仲間たちに 戦況を報告した 。
「星彩洞に 向かいますわ！ 」
「はいです！」
そく おう

チ ャパティはルビー ローズの指示に 即応した。
水上で モンスターに追わ れても、振り切って 無事に
ね

帰還できるよう、 策なら事前に練っ てある。
こうせき

操 縦桿が横に倒され た。鞘翅のシュ ラウド・リング

転覆させるんじゃ ねえぞ！」

が向きを変える。紅月丸の船体が傾いて、航跡が急カ
ーブを描いた。
「やい 、お茶っ葉！
「心配いら ないです！」
船体が傾くと、水中翼は片方が沈み込み、もう片方
は浮き 上がる。沈み込 んだ水中翼は揚力 が大きくなっ
くず

て浮き上がろうとするし、浮き上がった水中翼は揚力
が小さくなって沈 もうとする。崩れ たバランスは自 然
と元に 戻るわけだ。
しっく

転覆さ せることなく、チ ャパティは紅月丸を 走らせ
た。スピードは一 切落とさずに、疾 駆させた。
こが ん

目 指したのは湖岸だ った。岸に近づ くと、地形を見
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くだ

て進路を修正した 。砂浜を横目に通 り過ぎる。岸が 岩
おだ

場にな っても、打ち寄 せる波は砕けたり しない。湖は
今日も穏やかだ。水面は鏡のように風景を写し取って
いる。
そ の風景を切り裂い て、鋼鉄のモン スターが駆け抜
ける。重機関銃が乱射され、撃たれたアメンボが水面
を転がる。倒れて もすぐに起き上が り、水上最速の モ
ンスタ ーは獲物を追う 。
湖は今 日も危険に満ちて いた。
「ばらけるんじゃ ねえ！」
まと

ア メンボの陣形が横 一直線から曲線 へと変化した。
固まって的になるよりも、散開して半包囲したほうが
得策だと判断した のか。それとも、 単なる偶然か。 い
ずれに せよ、左右両側 の敵をマハラひと りで同時に迎
撃するのは 困難だった。
とりあえず、マハラは自分の右側にいるアメンボに
攻撃を 集中させ、撃退 した。急いで向き を変えると、

右舷だ、

左側のアメンボは思いのほか前進しており、後部銃座
一匹、 回り込みやがった ！

の死角に入り込ん でいた。
「いけ ねえ！
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姐御！」
「！」
かげ

ルビー ローズはすぐさま 銃口を向けた。
横に広がった鞘翅の陰から、アメンボが顔をのぞか
せてい る。紅月丸と併 走している。
銃撃す ると、アメンボは 鞘翅の陰に隠れた。 ハッチ
からも後部銃座か らも狙えない、完 全な死角だった 。
「チャ ッパ！」
「はいです ！」
名前を呼ばれただけで、チャパティは操縦桿を左に
倒した 。
「マッハ！ 」
「おう！」
紅 月丸と併走してい たアメンボは、 ほんの少し対応
が遅れた。進路がずれて、死角の外に出た。その一瞬
を逃さずに、マハ ラが重機関銃でぶ っ飛ばした。
死 角に入ったアメン ボは排除したも のの、事態はさ
らに悪化した。敵もバカではない。左右に分散すれば
撃たれにくいこと を学習した。獲物 の脇に死角があ る
ことも 見て知った。
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残る二匹のうち 、一匹が仲間を まねて右舷にすべ り
込んで きた。もう一匹 は反対側で同じこ とをしようと、
左舷に回った。二匹が同時に両舷の死角を狙っている。
たったいまぶっ飛 ばしたばかりの一 匹も、水上を駆 け
おとりやく

戻 っ て き た 。 今 度 は 囮 役 を 買 って 出 た のか 、 真後 ろ
でマハラの注意を引きつけようとしている。
このままでは、討ち漏らした一匹がいずれ船体に取
り付く だろう。そうな れば、後部銃座は 格納すること
ほ かく

になる。重機関銃の弾幕がなくなる。三匹全部が船体
はさ

ジグザグに走るで

挟み撃ち にされちまわあ！ 」

に取り付いて、紅 月丸はアメンボに 捕獲される。
「やべ え！
「おいらに考えがあるです！
す！」
言 う前にチャパティ は操縦桿を倒し ていた。

かつ

右に倒 し、左に倒し、ジ グザグ航走をして、 死角に

ほ

入り込もうとする アメンボに対処し た。
「けえ っ」
マハラ は歯を食いしばっ たまま吼えて、活を 入れた。
ハーネスで体を固定しているから落水の心配はない
が、後 ろ向きで左右に 小刻みに振られる のはきつかっ
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た。おまけに、船 体の向きが変わる たびに、マハラ も
重機関 銃の向きを変え なければならない 。
だが、 もっときついのは ハッチにいるルビー ローズ
だった。
転 落防止の安全帯は していても、体 は固定されてい
ない。片手ではしごを握って、激しい揺れに無言で耐
えていた。もう片 方の手は機関銃を 握りしめたまま だ。
いつで も撃てるように 、武器は放さない でいる。
「姐さん、どうかしたですか！」

そんなことより、星彩洞が

静かになったルビーローズの身を、操縦室のチャパ
ティが 案じた。
「心配なら 無用ですわ！
見えましてよ！」
紅 月丸は岬を越えた 。
だんがい

岬を越 えると、景色が変 わった。地面が岬の 高さの
まま、どこまでも 続いている。湖岸 が断崖になって い
る。砂 浜なんか、どこ にも見えやしない 。
そして 、切り立った崖に は黒い穴がぽっかり とあい
ていた。
天 然の洞窟。星彩洞 。
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水上で追われた ときに、モンス ターを振り切る策 の
ひとつ だ。
チャパ ティは迷わず、操 縦桿を倒した。
「突入するです！ 」
紅 月丸のヘッドライ トが点灯した。
黒いテ ントウムシの鼻先 が青く光っている。 暗闇で
輝くオーロラダイ ヤを利用した、オ ーロラライトだ っ
とも

た。同 じものは重機関 銃と機関銃にも装 備されている。
闇を照 らすのに必要な明 かりを灯して、紅月 丸は星
彩洞に突入した。
も ちろん、洞窟の中 は調べてある。 湖底探査を始め
る前に、湖岸探査は終えている。木造の半潜水艇で湖
を駆けずり回った 。半潜水艇とは、 完全には潜水で き
ぎそう

ない船 のことだ。潜水 できなくても船体 のほとんどは
りゅうぼく

水 没 し て お り 、 目 立 た ない 。 これ を 流 木 に 擬装 し て
探査艇とした。
湖 岸の地形は様々だ った。手を加え れば砂浜でさえ
役に立つが、自然のままでモンスター対策に使える場
所がいくつかあっ た。中でも星彩洞 は、複数の効果 を
期待で きる有望な場所 だった。洞窟に逃 げ込むだけで
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モンスターは追撃 を断念するかもし れないし、追っ て
きても せまい場所は通 れないかもしれな い。通れたと
しても、無事に出て行けるとは限らない。
モンスターに追われたときは、星彩洞を最大限に活
用する 。そう決めてか ら、紅月丸の設計 に入った。つ
まり、船体の大きさは洞窟に合わせてある。紅月丸は
きじょう

余裕で洞窟内を走 り抜けることが可 能だ。
と いっても、それは あくまでも机上 の話。現実には、
ゆだ

チャパティが操縦を誤れば壁に激突して紅月丸は大破
する。一味の運命 は、操縦桿を握る ハナマキに委ね ら
れたわ けだ。
ところ が、このハナマキ 。意外に操縦が乱暴 だった
りする。おとなし い性格のくせに操 縦桿を握ると別 人
になる のか、強気に操 作して紅月丸を水 中で転覆させ
ている。
「むっふぅ！」
長 い鼻から荒々しく 息を吐いて、チ ャパティは水中
翼船を操っ た。
洞窟がわずかにカーブしている。ゆるやかなコーナ
ーでも 、紅月丸は高速 だ。気を抜けない 。それに周囲
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の

は闇に呑まれてゆ く。洞窟の入り口 から差し込む光 が
失われ てゆく。
「とっとと、あきらめやがれ！」
マハラは手を休めなかった。
ア メンボは三匹とも 、紅月丸を追っ て洞窟に進入し
てきた。それならそれで、かまいはしない。そこそこ
広い洞窟ではあっ たが、障害物のな いところで半包 囲
される よりも、ずっと 守りやすい。おま けに的をしぼ
る必要もなくなった。洞窟の中に日は差さない。あた
りはもう真っ暗だ 。当然、アメンボ は光を追うこと に
なる。 オーロラライト を点けた重機関銃 を目指すこと
になる。
「ついてくるんじ ゃねえ！」
た だぶっ放すだけで 、弾は当たって くれた。
三匹の アメンボがもつれ あうように転倒した 。長い
脚がからまったの か、なかなか起き 上がれないでい る。
ふと、 マハラは攻撃の 手をゆるめてみた 。重機関銃で
叩くのをやめたら引き返してくれるような、そんな気
がした。
追 っ手が止まっても 、紅月丸は走り 続けた。カーブ
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の向こうへと、ア メンボの姿が消え た。逆コーナー に
入った 。今度は反対側 に曲がる。これで 完全にアメン
ボを引き離したことになる。明かりがなくては、前に
は進めまい。
「もう 追いかけてくる んじゃねえぞ。こ の先は、墓場
だからよ」
暗い洞窟に置き去りにしたアメンボに、マハラはそ
っと声 をかけた。
「追っ手は まいたですか？ 」
「おうよ。だから おめえも、安全運 転しな」
マ ハラは重機関銃か ら右手を放した 。手のひらがじ
っとりと汗ばんでいる。手ぬぐいなどはないから、太
ももにこすりつけ て汗をぬぐった。 左手一本で支え ら
れた重 機関銃はよそを 向いている。オー ロラライトの
光がそれて いる。
「？」
マ ハラは気づいた。 遠くの水面を照 らしているとき
はわからなかったが、偶然、近くの水面を照らして、
初めて気づいた。
とうかこう

水 面が明るい。水中 も明るい。透過 光だ。暗い洞窟
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の中で、水だけが 光を帯びている。
マ ハラの視線が、近 くから遠くへと 移動した。水の
中を光が流れている。後ろへと延びている。
「……バカ野郎！ 」
ほ のかに光る水の上 を、黒い影が走 っていた。
「ついてく んなっ！」
再び、重機関銃の乱射が始まった。
「マッ ハ！」
ルビー ローズは伝声管に 口を寄せて叫んだ。 後部銃
座で熱くなってい るマハラに声をか けた。
「星の 墓場ですわ！」
紅月丸 は星空の下に飛び 出した。
洞窟から出たのではなかった。確かに空間は急に広
くなっ た。見上げれば 、星々の光がオレ ンジ色に輝い
ている。だが、ついさっきまでは明るい湖にいたのだ。
湖岸の洞窟に突入 したからといって 、昼が夜に変わ る
わけは ない。
空で輝 くものは、星では なかった。
ここは洞窟だ。そもそも空など、見えはしない。
天 井で輝くものはグ ローワームだっ た。生物発光を
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する昆虫である。
そ れが群れていた。 天井一面に巣く っていた。闇の
洞窟に光る虫がいる。だから星空に見えた。固まって
いるところは星雲 に思えた。見とれ るほどに、美し い
光景だ った。
星の光 の洞窟。星彩洞。
きれいな夜空に見えても、天井は地獄だった。
あば

ル ビーローズは銃口 を上に向けた。 機関銃に取り付
うごめ

けられているオーロラライトが、星空の真実を暴いた。
生 白 い イ モ ムシ の 群 れ が 天井 で 蠢 い て いた 。 コ ウ
エン・ タテハチョウの 幼虫だった。頭の すぐ後ろ、首
に思えるあたりが光っている。自ら発光して闇を照ら
している。透明で ねばつく糸を口か ら出している。 垂
らされ た糸は所々で太 くなって、玉にな っている。よ
わん

そうかん

く見れば、玉はお椀の形をしていた。お椀の中には、
尻から出した蜜が 注がれていた。
カ クテル・シャンデ リアだ。
天井か ら垂れ下がる無数 のシャンデリアは壮 観だっ
た。
た だし、ねばつく糸 でできている。 甘い香りにだま

- 104 -

されて、ごちそう にありつこうとす れば、死ぬ。
墓 場では、沈黙のパ ーティが開かれ ていた。
シャン デリアに貼り付い たモンスターたちの 死骸が、
痛々しかった。蛾 と思われる死骸が ある。羽だけを シ
ャンデ リアに残してい る。スズメバチも 死んでいる。
さんがい

空を飛び、地を駆け、土に潜る三界の王者が、生首と
なってシャンデリ アを飾っている。
コ ウエン・タテハチ ョウの幼虫は肉 食だった。蝶の
くも

幼虫にしては珍しいことだが、日は差さず、草も生え
ない洞窟の中に食 べるものはない。 蜘蛛のように罠 を
まど

張り、 蜜の匂いで獲物 をおびき寄せ、暗 闇に光る体で
惑わせて、捕食するように進化したのだろう。
「マッハ」
ル ビーローズはマハ ラにうながした 。残酷なようで
も、やるしかなかった。倒さねば、倒される。アメン
ボの餌になるわけ にはいかない。そ のための星彩洞 だ
った。
そのた めの、爆雷だった 。
「…………」
マ ハラは返事をしな かった。
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「わたくしがそち らに参りますわ」
ル ビーローズは足場 をめくった。ハ ッチから降りて
後部銃座に行き、マハラの代わりに爆雷を投下するつ
もりだった。
「その 必要はねえぜ、 姐御」
マハラ の声が重い。
「俺様に……任せ なぁ！」
迷 いを振り切るかの ように、思い切 りよく、マハラ
はペダルを 蹴った。
マニピュレーターが伸びた。三本指の機械の手が、
つかん でいた爆雷を投 げ捨てた。
ゼンマ イ仕掛けの時限信 管が作動した。爆雷 は水面
に落ちた。
紅 月丸は走り去り、 アメンボの編隊 が追いすがった。
沈んだ爆雷の上を駆け抜けようとした。
水中で花火が弾けた。いま投下したばかりの爆雷が、
仕込ん であった三発の 遅延発動型バース トを同時に爆
発させた。
水柱が上がった。
白 い柱が一匹のアメ ンボを突き上げ た。
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アメンボは宙を 舞った。水を掻 こうにも、空中に 水
面はな い。あわてて羽 ばたいた。
空は高 かった。星が見え ている。アメンボは 上昇し
た。
墓 場への飛翔だった 。
「……だから言ったじゃねえか」
マハラは重機関銃のライトで、揺れるシャンデリア
を照ら した。
星の墓 場にデコレーショ ンが増えていた。
三匹のアメンボは二匹になった。しかし、消えた仲
間のこ とは気にも留め ず、追撃をやめよ うとはしなか
った。
「しゃあねえ。悪く思うな――」
も うひとつの爆雷も 投下しようとし て、マハラは動
きを止めた 。
「ん？」
追 っ手の足並みが乱 れた。スピード が落ちた。
爆雷の 起爆時間はセット 済みだから、投下す るにも
タイミングがある 。ペダルを蹴ろう として、すんで の
ところ でマハラは思い とどまった。

- 107 -

か が りび

た

星の墓場に明か りが灯った。
ぽ つぽつと篝火が焚 かれた。明かり が明かりを呼ん
で、炎の輪 が広がってゆく 。
焚かれた篝火は宙を舞い始めた。オレンジ色に燃え
る火の 玉が暗闇を飛ぶ と、まるで人魂の ようだった。
めいめつ

火の玉 は明滅した。明る くなって、暗くなっ て、ま
た明るくなった。
そ こら中で炎が舞っ ている。星の墓 場で人魂が踊り
狂っている 。
たてはちょう

正体は、コウエン・タテハチョウの成虫だった。
羽 を閉じて立てた状 態で止まる蝶を 立羽蝶という。
羽の表はぴたりと合わされて、裏だけが見えた状態で
じっとしている。 閉じた羽を広げて 、初めて表が見 え
る。
コウエ ン・タテハチョウ が洞窟の壁に止まっ ていて
も、闇に溶けて姿 は見えない。だが 、羽さえ広げた な
らば、 その存在はたち どころにわかる。 なぜなら、コ
ウエン・タテハチョウの羽は燃えているからだ。
もちろん、本当に燃えているのではない。幼虫と同
じで、 生物発光をして いる。しかも、た だ光るだけで
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はなかった。ただ の光なら、羽が生 み出す左右の光 線
りんぷん

が交わ ったからといっ て、炎が生まれた りはしない。
りんぷん

蝶の羽 は「鱗粉」で覆わ れているが、コウエ ン・タ
テハチョウの羽は 「燐粉」で覆われ ていた。うろこ の

おにび

粉では なくて、リンの 粉だ。炎となって 燃えているの
は、リンだ った。
りんか

こうえんたてはちょう

リンが燃えて、燐火となる。燐火とは鬼火のこと。
光 る羽で鬼火を生み 出すから、光炎 立羽蝶と命名さ
れたのだっ た。
闇の中を蝶が舞う。
光 る羽を開くと鬼火 が燃える。開い た羽はすぐに閉
じられて、鬼火は消える。けれどもまた羽を開いて、
冷たい炎が燃え盛 る。
ア メンボは、暗闇に 乱舞する鬼火に ひるんだのだっ
た。
「奴ら、びびって やがる！」
「この まま脱出します わ！」
「はいです ！」
追っ手が鬼火にたじろぐのも、作戦のうち。
紅 月丸は星彩洞の出 口を目指した。 星の墓場を突っ
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切った。
真 上を、真横を、燃 える蝶が通り過 ぎてゆく。
光炎立 羽蝶はモンスター だった。近くに寄れ ば体も
大きく、鬼火も巨 大で恐ろしかった 。
そ れなのに、ルビー ローズ一味は燃 える蝶を撃ち払
おうとしな かった。
光炎立羽蝶も鋼鉄のモンスターを攻撃しなかった。
むしろ 、よけた。
モンス ターには、危険な ものと、安全なもの がいる。
リヴリーをひと目 見ただけで襲いか かってくるのも い
れば、 逆に逃げ出すの だっている。
巨大昆 虫のすべてがモン スターなのか、それ とも、
リヴリーを襲う巨 大昆虫だけがモン スターなのか。 明
確な定 義はなかった。
ただ、 経験的にわかって いることはある。
モンスターはモンスターを襲わない。なにやら連帯
感でも あるらしく、モ ンスター同士が争 っているとこ
ろを見た者はいない。ジョロウグモとスズメバチは戦
わない。
に もかかわらず、光 炎立羽蝶の幼虫 はモンスターの
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スズメバチを捕食 した。
つ まり、安全なモン スターと危険な モンスターの間
に、連帯感のようなものはなかった。リヴリーを襲わ
ない安全なモンス ターは、ただの巨 大昆虫だった。 光
炎立羽 蝶の幼虫は肉食 だからスズメバチ を喰らったが、
本来、安全なモンスターは危険なモンスターに狩られ
る存在なのだ。餌 として。
だ からゲンゴロウは 、水中に沈んで いるテントウム
シにつきま とった。
だからアメンボは、水面に落ちたテントウムシに襲
いかか った。
モンス ターは危険な生き 物だ。
とはいえ、なにも敵ばかりとは限らない。
光 炎立羽蝶は洞窟に 迷い込んだテン トウムシに興味
を示さなか った。
紅月丸は星の墓場を後にした。
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第四章

ハンマー・アクセル
１

水路はせまくて浅かった。
星 彩洞は大きく三つ に分かれる。星 の墓場と、それ
につながる二本の洞窟水路だ。
入ってくるのに利用した水路は、幅が広くて突入し
やすか った。水深もあ る。潜水したまま でも通れるほ
どだ。その代わり、追っ手にとっても入りやすかった。
はば

事実、アメンボの 追撃を阻めなかっ た。追ってきた の
がゲン ゴロウだったと しても、水深があ るからやはり
追撃を許し ただろう。
それに対し、出て行くのに利用する水路はせまくて
浅かっ た。洞窟に合わ せて設計された 紅月丸でさえ、
潜水したま ま通り抜けるこ とはできなかった。 一番浅
いところでは、ほ とんど浮上した 状態になる。おま け
にせ まいのだから、水 面を慎重に航行 するのが一番だ。
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しかし、成り行 きで水中翼船の まま進入した。追 わ
れてい るのだから、羽 はたためない。せ っかくのスピ
ードを殺すわけにはいかない。
チャパティは両目を見開いて、前方を注視した。せ
まい洞 窟の壁に紅月丸 が激突するかどう かは、操縦桿
を握ったその手にかかっている。
ルビーローズは前だけでなく、左右にも目を配った。
操縦室 にいるチャパテ ィとちがって、ハ ッチにいるル
ビーローズは、広げた鞘翅を肉眼で確認できる。
その鞘翅から火花が飛んだ。小さな火花だった。虫
でも鳴 いたような、す るどい音も一瞬聞 こえた。音だ
けなら、かすめたと思えなくもない。でもそれなら、
火花は飛ばない。
火 花が飛んだという ことは、接触し たということ。
せいれん

鞘翅の先端が、ほんのわずかに、壁に触れた。鉄のツ
タをキルリアン精 錬したマハラ特製 の鋼板が、岩と こ
すれて 火花を飛ばした のだ。
「………… 」
ルビーローズは伝声管に向かって口を開いた。
だ が、なにも言わず に口を閉じた。 注意しなくても、
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チャパティは充分 わかっている。よ けいなプレッシ ャ
ーを与 えるべきではな かった。
口を出 すのなら、緊張を ほぐすような話題が 望まし
い。
「マッ ハ。追っ手はど うかしら？」
ルビー ローズは後部銃座 に状況を問い合わせ た。
熱くなっていたマハラが静かだ。重機関銃を乱射し
ている 気配はない。そ れはつまり、追っ 手がいないこ
とを物語っ ていた。
「影も見えやしね え。奴らぁ、あの まま墓場をうろ つ
いてや がるぜ」
アメン ボの姿はどこにも なかった。
鬼火にひるんで紅月丸を見失い、星の墓場に取り残
された のだった。
「少し、速度を落とすですか？」
「そうね」
正 しい判断を下した チャパティに、 ルビーローズは
やさしく答 えた。
チャパティはスロットルレバーに手をかけた。左右
の鞘翅 にあるプロペラ は、二本のレバー で出力を制御
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する。両方のレバ ーを左手でいっし ょに握って、チ ャ
パティ はゆっくりと起 こした。奥まで完 全に倒してあ
ったレバー が頭を上げた。
紅月丸のスピードが落ちた。
後 羽の水中翼がわず かに沈む。スピ ードが落ちた分、
船体を持ちあげる揚力も小さくなった。
「追っ手はいねえ んだしよ。翼走、 やめちまったら ど
うでえ ？」
「すぐに出口です。このまま行くです」
「まあ、任せらぁ 」
チ ャパティが我を張 るので、マハラ は引いた。
操縦桿 を握っているのは チャパティだ。任せ るしか
なかった。それに 、決めるのは艇長 であるルビーロ ー
ズだ。
ルビー ローズはなにも言 わなかった。
チャパティが自分から減速するように誘導しただけ
で、あ とは口をつぐん でいる。
せまい 洞窟水路を、紅月 丸は順調に進んだ。
進むにつれて、水路の底が上昇してきた。浅い水深
がさら に浅くなってゆ く。ヘッドライト が水底の岩を
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照らしている。
実 は、出口に続く直 線部分が一番浅 いのだった。浅
いといっても、無事に通れるだけの水深はあるから心
配はいらない。
最 後のコーナーを曲 がって、紅月丸 は直線に出た。
出口が まぶしく光ってい る。
あとはまっすぐに走らせて、湖に出るだけ。追っ手
のアメ ンボはまいたか ら、問題はなにも ない。
チャパ ティはほっとひと 安心した。
だが、そこに落とし穴があった。
い や。穴ではない。 網だった。
「まずいで す！」
チャパティは操縦桿を引いた。
鞘 翅のシュラウド・ リングがくるり と反転した。左
右のリングがそれぞれ内側を向いて、外側に風を吹き
出しながらの反転 だった。
後 ろを向いたプロペ ラが、猛烈な勢 いで空気を前に
送り出した 。
紅月丸が急減速しても、ルビーローズは動じなかっ
た。ハ ッチのある縦穴 通路を蹴りつけて 、前のめりに
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し

なろうとする体を むりやり起こした 。両手は機関銃 を
しっか り握って正面に 向けている。
チャパ ティとほぼ同時に 、ルビーローズもそ れを視
にん

認したのだった。
洞 窟水路に網が張ら れていた。
しまもよう

赤と黒 の縞模様をしたモ ンスターが、網の中 央で獲
物を待ち構えてい る。
「なに ごとでえ！」
後部銃 座のマハラには事 情がわからない。
「ジョロウグモで すわ！」
「洞窟 をふさいでいる です！」
「マジかよ 、おいっ！」
洞窟水路に網を張ったジョロウグモは、光炎立羽蝶
を狙っ たようだ。頭を 下にして、網のこ ちら側にいる。
獲物が洞窟から出るところを捕らえようと、蜘蛛の巣
を仕掛けたらしい 。
そ の巣に、紅月丸は 突っ込もうとし ていた。蜘蛛の
巣はただでさえ見えにくいのに、出口の光がまぶしく
てジョロウグモの 巨体まで見えにく く、気づくのが 遅
れたの だった。
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「突き破っちまえ ！」
マ ハラらしい解決策 だった。強行突 破で蜘蛛の巣を
突き破る。 単純明快だ。
蜘 蛛の糸はあれでけ っこう丈夫なん で
くず

突っ込んだらバ ランスを崩して、 壁に激突する

「だめです！
す！
です！」
チャパティは手を動かし続けた。
減 速すれば揚力を失 い、水中翼船は 着水する。着水
すると、水の抵抗でさらにスピードは落ちる。船底の
ポッド推進器も使 えるようになる。 そうなれば、六 つ
のスク リューでフル・ アスターンできる 。後進全速だ。
一秒で も速く着水させよ うと、チャパティは 後羽を
たたんだ。
「やべ えっ」
マハラ はシフトレバーを 操作した。
紅月丸は水密ゲートを全開にしている。ゲートを開
いて後 部銃座を外に押 し出している。船 体が着水すれ
ば、水の抵抗でスピードが落ちるどころか、浸水して
沈没する。
あ わてて後部銃座を 船内に格納し、 マハラは水密ゲ
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ートを固く閉ざし た。
ル ビーローズはかが んでいた。縦穴 通路に身を潜め、
ハッチから顔だけをのぞかせて、機関銃で狙いをつけ
ている。
ジ ョロウグモが天井 や壁を走って紅 月丸に飛びかか
目が いるです！」

ってくることを警戒したのだった。
「姐さん！
着 水した紅月丸は見 る見る沈んでゆ く。構造上、船
体の半分は水没する。操縦室は水面より下になって、
蜘蛛の巣は見えな くなる。

止まりますわ！ 」

ル ビーローズが目で 見て、口で知ら せるしかなかっ
た。
「だいじょうぶ！

着 水すると一気にス ピードが落ちた 。幅のある船体
せいどう

が、水を押しのけようとして押し負けている。二枚の
プロペラと六枚の スクリューも、フ ル回転で制動を か
けてい る。

そう

ルビー ローズの声は落ち 着いていた。
「それごらん」
こう

チ ャパティの必死の 操縦が功を奏し 、蜘蛛の巣への
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突入はすんでのと ころで回避された 。
あお

す ぐそばまで寄って きた獲物にジョ ロウグモが前脚
を伸ばそうとする。しかし、プロペラの風に激しく煽
られて、伸ばすに 伸ばせないでいる 。
「後進 最微速」
ルビー ローズの注意は後 ろに移った。
急減速した勢いのまま後進すると、まずまちがいな
く壁に ぶつかる。後ろ に目はない。テン トウムシの背
中が盛り上がっているのでハッチからは死角になるし、
後部銃座は船内だ 。
「了解 したです」
チャパ ティは紅月丸をゆ っくりと下がらせた 。
そこ

獲物を捕らえ損ねたジョロウグモは、脚を伸び縮み
させて くやしそうに巣 を揺すっている。 それとも、プ
ふんがい

ロペラが吹きつけてくる風に憤慨しているのだろうか。
どちらにせよ、巣 から離れて襲って くる気配はなか っ
た。
「どうなん でえ？」
マハラが後部銃座から戻ってきた。
自 分の席には座らず に、チャパティ の座席に手を置
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いて、窓をのぞき 込んだ。しかし、 なにも見えない 。
窓の外 は水中だ。水と 岩しかない。
ね

「リフトしようや、姐御。どうなってるか、この目で
見ねえと対策も練 れやしねえ」
「そう ね。そうしまし ょう」
「エアリフ トするです」
チャパティはスロットルレバーを最後まで引いた。
これで 出力はゼロにな る。すでに回転数 の落ちていた
プロペラは すぐに止まった 。
レバーから手を放したチャパティはトグルスイッチ
を指で 弾いた。続けて もうひとつ。パチ リパチリと音
がして、銀色に輝くピンが後ろに倒れた。
トグルスイッチはシュラウド・リングの作動モード
を切り 替えるスイッチ だった。プロペラ の出力を制御
するスロットルレバーの手前に、二本のピンが並んで
いる。二本あるの は、左右のリング に個別に対応し て
いるか らだ。
ピンを 手前に倒すとオフ になった。ルーバー 型のシ
ャッターが閉じて プロペラを保護し 、シュラウド・ リ
ングは 下向きになる。 つまり、鞘翅に収 納されるわけ
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だ。
ピ ンを直立させると オンになった。 シュラウド・リ
ングは顔を上げて正面を向き、シャッターが開く。そ
して操縦桿と連動 するようになる。
ピ ンを奥に倒すと、 特殊モードのエ アリフトだ。シ
ュラウド・リングは上を向いて、まるでヘリコプター
のメインローター のようになる。
チ ャパティはスロッ トルレバーをめ いっぱい押し上
げた。プロペラが勢いよく回転する。空気を吸い込ん
で下に吐き出す。
二 枚のプロペラが上 向きの揚力を生 み出した。紅月
丸の船体はゆっくりと上昇を始めた。
このまま宙に浮かんでしまえば本当にヘリコプター
となる のだが、残念な がら、そこまでの 性能はなかっ
た。それにヘリとちがってバランスが悪い。鞘翅は開
きながら前へと迫 り出している。テ ントウムシの胸 部
を横に 広がっている。 船体中央よりも前 にプロペラが
ある。
紅月丸の船体は斜めになった。胸部が引っ張り上げ
られて 、腹部は沈んだ 。
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それで充分だっ た。沈んでいた テントウムシの頭 部
が完全 に浮かび上がっ た。操縦室の窓か ら水上の景色
が見えた。
「スクリュー停止 」
ハ ッチを閉めたルビ ーローズがはし ごをすべり降り
てきた。
「了解したです」
艇 長の指示にチャパ ティが従った。
「なんて野郎でえ。水面ぎりぎりにまで網を張ってや
がる」
洞 窟をふさいだ蜘蛛 の巣を、マハラ は自分の目で確
認した。出口がまぶしいので、手をかざして見ている。
「あれじゃあ、潜 ってもくぐれっこ ねえな」
「そう ですわね。ここ は浅いから、どう しても紅月丸
の背中が蜘蛛の巣に引っかかってしまいますわ」
ルビーローズはマハラの席に腰を下ろした。艇長席
に戻ろ うにも、窓をの ぞき込んでいるシ マオーガが邪
魔だ。
「よりによって一 番浅いところに、 あんなもん張り や
がって 」
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「水深は関係ない と思うです」
「ああ ん？」
「出口からちょっと入ったところに巣を作っただけで
す。たまたま水深 が浅かったです。 ジョロウグモは 水
の中に 入らないから、 浅いとか深いとか 、全然気にし
ないです」
「そうかもしんね えけどよ。俺様は 気にするっての 」
マ ハラは思い出した ように、頭に手 をやった。
後部銃 座を格納して急い で戻ってきたので、 制帽を
忘れている。大事 な帽子は通路の壁 に掛かったまま だ。
「で、 どうするよ？」
制帽は 後回しにして、マ ハラは聞いた。
「突き破るのは無 理なんだろ？」
くず

「左右 のバランスが崩 れないなら、蜘蛛 の巣に突っ込
んでもいいです。その代わり、鞘翅の片方が巣を破れ

潜 っても

なくて引っかかっ たりしたら、進路 が曲がって洞窟 の
壁に激 突するです」
「だったら、ゆっくり行ったらどうでえ？

くぐれっこねえけ どよ。どうせ網に 引っかかるのは 背
中の一 部じゃねえか。 糸がひっついたっ て、引きちぎ
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りゃいい」
「スク リューではちぎ れないと思うです 。プロペラを
使うと、鞘翅にもくっつくです」
「それに、ジョロ ウグモもだまって 見ていないでし ょ
うね」
ルビー ローズは仲間たち の背中に声をかけた 。
「姐さんの言うと おりです。最悪、 紅月丸は宙吊り に
される です」
なあ、 姐御？」

「なら、方法はひとつじゃねえか。野郎をぶっ飛ばす
んでい！

マ ハラは顔を横に向 けると、後ろの ルビーローズに
同意を求め た。
「もっと安全な方 法があるです」
「ある かぁ？」
引き返すって、な に言ってんだ、 お

「あるです 。引き返すです 」
「……ああん？
めえ」
マハラ の目がいつもより ぎょろついている。
せっかくまいた ってのに、戻って どうするよ。

「後ろにゃ、アメンボの野郎が二匹もいやがるんだ
ぜ？
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ジョロウグモは一 匹じゃねえか。こ っちをぶっ飛ば し
て、前 に進んだほうが 得策ってもんだ」
「マッハの言うとおりです。後ろにいるのはアメンボ
なんです」
「？」
マハラ は首をかしげた。
そういうこ とですのね」

「なので、潜水す るです」
「ああ ！
ルビー ローズは一瞬で理 解した。
「おいらたちが浮 上したのは、ゲン ゴロウから逃げ る
ためで す。アメンボに 見つかって潜水し なかったのは、
水中にゲンゴロウがいたからです。でも、ゲンゴロウ
はあれっきり姿を 見ないです。まい たと思うです。 そ
れなら 潜水して引き返 せばいいです。潜 れば、アメン
ボなんてへ っちゃらです」
さ

「なるほどな。そ んな手がありやが ったか。やい、 お
茶っ葉 。やっぱ、おめ えは冴えてるぜ！ 」
全部説 明してもらってよ うやく理解できたマ ハラは、
豪快に笑いながら ハナマキの肩を叩 いた。
「そう と決まりゃあ、 さっさと片付けよ うぜ」
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マハラは操縦室 から制御室へと 移った。
「姐御 ぉ……。なに、 のんびり座ってる んでい。そこ
は俺様の席 だっての」
「はいはい」
ル ビーローズはマハ ラに席を明け渡 した。
洞窟内 のせまい水路でも 、紅月丸は回頭する のに不
自由しなかった。
ス クリューを回すた めのモーターは 、ポッドに納め
て船外に出してある。ポッドの向きを変えるだけで三
六〇度、どの方向 にも進める。その 場でくるりとタ ー
ンもで きる。
鞘翅を 閉じて向きを変え ると、紅月丸はいま 来た道
を引き返した。
水 深に合わせて少し ずつ潜水する。 やがて、船体は
きろ

おうろ

完全に水没 した。
帰路は往路よりも時間がかかった。潜水艇と水中翼
船では スピードがちが う。それでも、戻 れば二匹のモ
ンスターがいるとわかっているので、緊張の糸は切れ
なかった。もしか すると、途中です れちがうかもし れ
ない。
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「これが最後のカ ーブでえ」
マ ハラはナビゲータ ーを務めていた 。制御室で水路
図を広げて いる。
「曲がったら星の 墓場だぜ」
「ライ ト、しぼるです か？」
チャパ ティは前を向いた まま、隣に座るルビ ーロー
ズに確認した。
紅 月丸のヘッドライ トは正面を明る く照らしている。
いまは洞窟の岩壁にさえぎられているが、星の墓場に
入れば遠くまでラ イトは届く。水中 が光ると水面で も
それと わかるから、紅 月丸の存在がばれ てしまう。
「その必要はありませんわ。目立たないようにするこ
とも大事ですけれ ど、しっかり見る ことだって大事 で
すもの 」
「なんたって地底湖だからな、ここは」
マハラは水路図を指で叩いた。
星 の墓場は地底にあ る湖だった。天 井は高く、底は
深い。広さもかなりのものだ。水位は湖と変わらない
が、地上は遠かっ た。岬から続く断 崖の下に星彩洞 は
ある。 厚い岩盤に埋も れているわけだ。 地上が遠い分、
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闇も濃くなる。
「明か りがねえと、出 口もわかりゃしね え」
「だったら出口を確認してから、しぼるです」
「そうね。出ると きは目立たないよ うにしましょう 」
あかあか

紅 月丸はヘッドライ トを明々と灯し たまま、最後の
カーブに入 った。
おこた

ルビーローズもチャパティもまっすぐ前を見ている。
警戒は 怠 らない。
確かに 水中は安全かもし れない。アメンボは 水面に
いる。光炎立羽蝶 なら出くわしても 襲ってこないし 、
肉食の 幼虫は天井にへ ばりついている。 ほかの水棲モ
ンスターがいないことは過去の探査で確認済みだ。迷
い込んでも水中に 餌などないし、飛 び立てば星の墓 場
の仲間 入り。
しかし 、絶対に安全とは 言い切れない。もう だいじ
ょうぶと気を抜い たところに、ジョ ロウグモが待ち 構
えてい た。何度も通っ た洞窟水路なのに 、今日に限っ
て、蜘蛛の巣に行く手をさえぎられた。おかげで引き
返す羽目になった 。
水 中を進めば安全だ と判断したもの の、予想外の事
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そうぐう

態に遭遇したあと だけあって、ルビ ーローズ一味に 気
のゆる みはなかった。 だが、一味はひと つだけ見落と
していた。前にばかり注意を払って、後ろのことは念
頭になかった。蜘 蛛の巣があるから 、かえって安心 だ
と勘違 いしたのかもし れない。
出口を ふさいでいたジョ ロウグモは、巣を放 棄した。
あと一歩のところ で獲物に逃げられ て、見限った。
は

ヘ ッドライトを灯し て水中を進む紅 月丸を、八つの
目が見つめている。洞窟の天井を八本の脚が這ってい
る。
ジ ョロウグモは紅月 丸の真上にいた 。
「戻ってき たです」
かがりび

行く手に星の墓場が見えた。篝火が水中まで届いて
いる。 光炎立羽蝶が燃 える羽で乱舞して いるのだ。
「まだ鬼火が燃えていますのね」
「アメンボは捕食 者です。侵入され たらほっとけな い
です。 それに、なんと か飛ばせたら幼虫 の餌にできる
です」
「ついてこなけり ゃ、いまごろは明 るい湖で散歩し て
られた ってのによ。バ カな野郎どもでえ 。だいたいよ
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ぉ――」
ゆうぜん

マ ハラの話の途中で 、なにかが横切 った。
地底湖 を悠然と泳ぐなに かが、洞窟水路の前 を通り
過ぎていった。
「！」
目撃し たルビーローズと チャパティの体が硬 直した。
相手はほんの一瞬で通過した。体の一部しか見えな
かった 。しかし、その 一部を、紅月丸の ヘッドライト
はしっかりと照らしてくれたのだった。
角のように前を向いて突き出した、太い脚。
タ ガメだった。
「――鋼鉄のモンスター取っ捕まえて、どうやって食
うつもりなんだか 」
制 御室のマハラはな にも気づかずに 、壁に向かって
話し続けて いる。
「ライトを消して ！」
「消す です！」
「ああん？ 」
マハラはひとりでのんびりしている。
「モン スターですわ！ 」
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「です！」
「おい おい、いるのは わかってたろ？」
腹立た しいくらいに鈍感 だった。
「んもう！」

モンスターだろ ？」

ル ビーローズは斜め 後ろの席に向か って、制帽を投
げつけた。
「……なんでえ？
「です ！」
チャパ ティはターバンを 投げなかった。投げ ても、
モ ンスターかよ！」

やわらかすぎて効 果がない。
「…… マジかよ！

ようや く事態を飲み込め たマハラだった。
「ゲンゴロウの野郎、ここまで追ってきやがった
か！」
「じゃない です」
「ゲンゴロウじゃ ありませんわ。あ の前脚はタガメ で

な んで、タガメな ん

すわね 。チャッパ、ス クリュー停止よ」
「はいです 」
「ゲンゴロウじゃ ねえのかよ？
かがい やがるんでい」
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「存じませんわ。 湖でわたくしたち を見かけて、追 っ
てきた のかしらね？」

さっきはタガメが いるのを知ら

「それか、最初からここにいたかもです。迷い込んだ
です」
「じゃ あ、なにか？
ねえで、真上を走り抜けたってえのか？」
「ありうるです」
「げえ ……」
「どうやら、考えを改めたほうがよさそうね」
「なにがでえ？」
「おい らもそう思うで す。いままでは運 がよかったで
す。たまたま安全だっただけで、星彩洞はおいらたち

たいろ

た

が考えていた以上 に、危険なところ だったです」
「げえ ……」

し

「敵を誘い込んだつもりでしたのに、退路を断たれる
なんて」
「自分 で自分の首を絞 めたです。浮上し ても、翼走す
る前にアメンボに捕まるです。浮上しなかったら、タ
ガメにやられるで す」
「げえ ……」
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み ょう

おいら、見まちがいかと思

「それにしても、 いまのタガメ。 妙 で したわ」
「なに がでえ？」
「姐さんも 見たですか？
ったです」
「だか ら、なにが妙な んでえ？」
「前脚に手っ甲のようなものをつけていましたわ。ベ
ルトで止めていま したもの」
かぎづめ

「げえ ……」
「鉤爪のついた手っ甲です。たぶん、金属製だと思う
ふたりして、 なに言ってや

です。ライトを反 射して光ったです 」
「げえ ……って、おい ！
がんでえ！ 」
むしゃ

マハラは信じなかった。
よろ い

「 鎧 を 着 込 ん だ 武 者 タ ガメ か よ。 笑 わ せら あ 。お 茶

いたです！」

っ葉はともかく、姐御まで幻を見るなんて、どうかし
てるぜ」
「あ！

チャパ ティが窓の外を指 さした。
遠くをタガメが泳いでいた。ヘッドライトを消して
も、鬼 火の薄明かりで シルエットが見え る。離れてい
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るから今度は全身 が目に入ったが、 遠くて暗く、武 装
は判別 できなかった。 だが、タガメが体 を傾けて、別
のものが見 えた。
頭部がチカリと光った。反射光ではなかった。鬼火
よりも 強い光だ。そし て光ったままでい る。目の錯覚
ではない。明らかに人工と思われる光が、タガメの頭
部で点灯している 。
「…… あれだよ、あれ っ」
マハラ は思わず席を立っ た。
「前に言ったじゃ ねえか！」
両 手を艇長席と操縦 席にかけて、マ ハラはルビーロ
ーズとチャパティの間に割り込んだ。
「湖岸探査してた ときによ。湖の底 のほうを、なん か
光るも んが泳いでった って、前に言った じゃねえか。

あの野郎でい！」

誰も信じちゃくれなかったけどよぉ」
「そういえば…… 」
「聞い たです」
「あれだよ 、あれ！

マハラが指をさした。
突 き出したその手に は、さっき投げ つけられたルビ
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ーローズの制帽が 握られている。
「光る 湖の秘密に、少 しは近づけたかし ら」
ルビー ローズは制帽を奪 い返した。
水上の鬼火が陰って、謎のタガメは暗い水中に姿を
消した 。
「真相はま だまだ遠いです 」
「残念ね」
「なあ に。野郎を取っ 捕まえちまえば、 こっちのもん
よ」
マハラだけは威勢がよかった。
「…… ……」
ルビー ローズは無言だ。
「んもう、です」
チ ャパティはルビー ローズの口まね をして、ターバ
ンを投げた。マハラは真横にいるから、多少の効果は
ある。
「なに しやがんでえ」
「おバカさんね。あのタガメをいま捕まえる余裕はな
くってよ」
「おバ カさんです」
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「んだとぉ」
げんこつ

マ ハラはチャパティ にだけ、拳骨を 落としてやり返
した。
ハイド ロハンマーは

「魚雷はもうあり ませんわ。デコイ ・シロップも。 爆
雷だっ て、あと一個で しょう？
ゲンゴロウにさえ見切られてしまいましたわ。武装し
た怪しいタガメを 相手に、打つ手は なくってよ」
「あと 、バッテリーも 残り半分切ったで す」
「じゃあ、 どうするよ？」
マハラはターバンをチャパティに返してやった。
「打つ 手がねえんなら 、ここから出れね えじゃねえか。
上にはアメンボ、下にはタガメ。あわせて三匹だぜ？
出口はふたつしかねえのに、戻ったってジョロウグ
モが… …」
そこま で言って、マハラ は答えに気づいた。
「ここを出る方法 はひとつですわ」
「おい らもそう思うで す」
「俺様もそ う思うです」
マハラはチャパティをまねた。
「なん でえ。結局、野 郎をぶっ飛ばすん じゃねえか」
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愚痴をこぼしな がら、マハラは 自分の席に戻って い
った。
「そうと決まったら急ぐです」
「見つかる前に引 き返しましょう」
「やっ ぱ、俺様は冴え てるぜ」
誰もほ めてくれないので 、マハラは自分でほ めた。
タガメの出現でやむをえないとはいえ、堂々巡りの
末に、 ジョロウグモを 叩いて押し通るマ ハラの案が採
用されたの だった。
紅月丸は回頭した。
そ してまた、いま来 た道を引き返し た。
照明が ないと前には進め ないから、ヘッドラ イトは
しぼって点灯して いる。
わ ずかな明かりを見 逃さずに、ジョ ロウグモは尾行
を続けた。
２
「ふう……」
マ ハラが大きな溜息 をついた。
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行って、戻って 、また戻る。同 じことの繰り返し に、
徒労感 も深い。
「マッハ」
ルビーローズが注意した。
「心配 いらねえ。ちゃ んと監視してるっ て」
マハラ は潜望鏡をのぞい ていた。
ハイドロハンマーの砲塔に潜望鏡の先端部がある。
都合の いいことに後ろ 向きだ。船体に半 ば格納された
砲塔だったが、潜望鏡だけならそのままでも使用でき
る。
船 底にある水中大砲 の潜望鏡で、マ ハラは後方の水
中を監視し ているのだった 。
「暗くて目が疲れ ただけでい」
「後ろ にもヘッドライ トがいりますわね 」
後方を 照らすためのライ トは、紅月丸にはな かった。
マハラはヘッドラ イトの光を頼りに 、後ろを見てい た。
そのヘ ッドライトは明 るく前を照らして いる。水深は
浅く、水底の岩がよく見える。
「そろそろ出口ね 」
ル ビーローズは水路 図をたたんだ。
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「浮上しましょう 。このまま進みな がらでいいわ」
「上で 待機するですか ？」
席を立 ったルビーローズ に、チャパティは声 をかけ
た。
「そう よ。蜘蛛の巣が 見える前に、攻撃 準備を整えて
おきますの 」
「姐御ぉ。その役 目、代わってくれ よう」
暗 い水中を見つめる 仕事に疲れ果て たのか、マハラ
は情けない 声を出した。
「だめだめ。あな たはしっかり見張 ってなさい」
マ ハラの後ろをルビ ーローズは通り 過ぎた。
「ちぇ」
「俺様がぶっ飛ば してやるぜ」
ル ビーローズはマハ ラの口まねでか らかって、はし
ごに手をか けた。
「それはわたくし のセリフですわ」
裏 声を使って、マハ ラも口まねをや り返した。
ちょっ ぴり気持ちの悪い 声だった。
「ぷっ」
チ ャパティが吹き出 した。
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つられて、ルビ ーローズも笑っ た。
ま ねをしたマハラも 、自分の声が変 だったので笑う
しかなかっ た。
ルビーローズは笑いながらはしごを登っていった。
ハ ッチは円形だった 。中央に丸いハ ンドルがある。
ハンド ルには棒状のノブ が取り付けられてい た。ノ
ブを握れば、片手 でハンドルを回す ことができる。 ハ
ッチは 縦穴通路のてっ ぺんにあるから、 はしごをつか
む手も必要 だ。
ただし、ハンドルを回すにはかなりの力を必要とし
た。片 手でやるなら、 もっとだ。そのた め、片手でも
楽に回せるよう、小型の静電モーターがハンドルに組
み込まれていた。
ハ ンドルを回すと、 三本のジョイン トアームがゆる
む。アームはハンドルの裏側にあり、放射状に伸びて
いる。ジョイント 部分で折れ曲がっ て、船体に爪を 立
てるよ うにしてハッチ をロックしている 。
ハッチ ロックが解除され ると、軽く押すだけ でハッ
チは上にあがる。 そして、テントウ ムシの胸部をス ラ
イドし て下におりる。 油圧ダンパーがあ るから、手を
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放しても問題はな い。落ちるように 激しく下りたり は
しない 。
ハッチ を閉めるときは自 力で引き上げるか、 油圧シ
リンダーを使う。 はしごの裏にレバ ーがあるから、 そ
れを押 し下げる。ハッ チが閉まると静電 モーターが作
動して、ハンドルは勝手に回る。つまり、緊急時には
レバーをつかんで ぶら下がるだけで 、ハッチは自動 閉
鎖され る仕組みになっ ていた。
「どう？」
「浮上したです」
チ ャパティに確認し てから、ルビー ローズはハンド
ルを回し始 めた。
ハッチの内側にはルビーローズの手があったが、外
側には ジョロウグモの 前脚が置かれてい た。
捕まえ 損なった獲物をず っと尾行していたジ ョロウ
グモは、その獲物 がようやく浮かん できたので脚を 伸
ばした ところだった。
後ろの 四本脚で洞窟の天 井に張り付き、体を 反らせ
て前の四本脚で紅 月丸に触れている 。
脚 を使って、音を聞 いているのだっ た。
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ハッチが持ち上 がった。
ジ ョロウグモは警戒 して脚を引っ込 めた。獲物は水
は

面を移動している。垂らしていた四本の脚を戻して、
ジョロウグモは天 井を這い進んだ。
ル ビーローズはハッ チを開けると真 っ先に足場を確
保した。アルミパイプのフレームが倒れた。これで縦
穴通路を転落する ことはない。あと は落水防止だ。
ロ ッカーを開けて安 全帯を取り出す 。出口に向かう
直線にさしかかり、まわりが明るくなる。
ベルトを腰に回しながら、ルビーローズはまぶしさ
に目を 細めた。
「………… 」
手が止まった。
ベ ルトを握ったまま 、顔の前に手を かざした。まぶ
しい光を手でさえぎって、目を凝らした。
そこにいるはずのジョロウグモが、いない。
巣 を解体して引き払 ったのだと思っ た。獲物に逃げ
られ、場所が悪いとあきらめた。
そう、思った。
目 の隅に、枝が垂れ た。風に吹かれ て揺れているの
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が見えた。いや、 枝のわけはない。 洞窟水路に木は 生
えてい ない。とすると 、木の根だろうか 。洞窟の天井
から垂れ下がった根っこが、ルビーローズの両脇で揺
れている。
右 に一本。左に一本 。ゆらり。
右に二 本。左に二本。ゆ らり。
揺れている 。
動 いている。
「！」
ぞっとした 。
背 中を冷たい電気が 走った。
洞窟水 路に木は生えてい ない。枝もなければ 、根っ
こもない。あった としても、動くは ずがない。
ル ビーローズは天井 を見上げた。
二つの 目と、八つの目が 、見つめあった。
「ちっ」
舌 打ちと同時にルビ ーローズは動い た。
悲鳴な ど、あげなかった 。足がすくむことも なかっ
た。ふたりの仲間 から、姐御よ、姐 さんよと、一目 置
かれる ルビーローズだ 。泣いて叫ぶよう な、やわな玉
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ではなかった。
ル ビーローズは攻撃 した。つぶてを 撃った。
とっさ に繰り出した技は 投石だった。しかし 、念じ
た呪文はスリング ではなかった。
せい しゃ

一 度の呪文で、大き めのつぶてが三 斉射された。連
射ではない。斉射だ。三回続けて撃ったのではなく、
さんさ

三発を同時に撃っ た。専用攻撃技の 「三叉投石」だ っ
た。呪 文は「トライデ ント・スリング」 という。
ルビー ローズはそれをダ ブルで使った。両手 で操っ
た。二丁拳銃だっ た。
六 発のつぶてはすべ て、真上のモン スターに命中し
た。だが、ジョロウグモも獲物を捕らえてすくいあげ
た。
ル ビーローズがさら われるのと、ジ ョロウグモが撃
たれるのは同時だった。撃たれたジョロウグモはショ
ックで脚をすべら せた。洞窟の天井 から落ちた。獲 物
をすく いあげた反動で 、ジョロウグモの 体は回転しな
がら落下した。ルビーローズは上に向かって放り投げ
られた。
ジ ョロウグモは紅月 丸の上に尻から 落ちた。もちろ
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ん、蜘蛛に尻など ないのだが、腹部 の末端は尻と呼 ぶ
にふさ わしい。ジョロ ウグモは仰向けに なって、紅月
丸の船体を すべり落ちた。
放り投げられたルビーローズは、天井を蹴った。忍
者では ないのだから、 逆さまになって洞 窟に張り付く
術などない。それどころか、鋼鉄のモンスターの上に
落ちれば、骨折す る恐れがあった。 それならいっそ 、
生身の モンスターの上 に落ちたほうがい い。紅月丸よ
りもジョロウグモのほうが、ずっとやわらかい。
天井を蹴って勢いを得たルビーローズは、自分から
モンス ターのふところ に飛び込んだ。空 中で呪文を念
じ、トライデント・スリングをダブルで撃ち込む。ま
たしても全弾命中 させて、おまけに ドロップキック ま
で仰向 けのジョロウグ モにお見舞いした 。
なんと も豪快な着地だっ た。
浮上して航行中の潜水艇は、落下したモンスターを
受け止 めて沈み、その モンスターに蹴り を入れたルビ
ーローズのせいでさらにまた沈んだ。
ジョロウグモが落ちたのは、黒いテントウムシの背
中のや や後ろ側だった 。だから、そのま ま船尾へとす

- 146 -

べり落ちた。
船 尾が沈めば、船首 は浮く。
水中に ある頭部が浮き上 がって、水面から顔 を出し
た。
一 番驚いたのはチャ パティだった。 さっきまで水底
の岩が見えていたのに、いまは天井の岩が見えている。
なにが起きたのか 、さっぱりわから なかった。ルビ ー
ローズ は舌打ちをした だけ。無言のまま 戦闘が始まっ
たとは、思 いもよらない。
顔を上げたテントウムシは、次の瞬間にはもううつ
むいた 。水面を叩いて 頭部が沈む。操縦 室が水上にあ
ったわずかな間に、チャパティは見た。進行方向に出
口はあっても、ジ ョロウグモの姿は なかった。
「クモ です！」
「うおおお ーっ！」
チャパティの声はマハラの大声に掻き消された。
マ ハラはマハラで、 別のものを目撃 したのだった。
沈んだ 船尾が浮き上がっ て、船底の潜望鏡が 真後ろ
の光景を捉えた。 出口から差し込む 光のおかげで景 色
はよく 見える。
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マハラが目撃し たのは、赤と黒 の縞模様と、沈ん で
ゆく制 帽だった。
「姐御ぉー っ！」
マハラは席を立った。ものすごい勢いではしごを登
った。 転落防止用のパ イプフレームとネ ットは、体で
突き上げた。ハッチから飛び出すようにして船体の上
に立つと、せまい 船内に合わせて呪 文で小さくして い
た体を 、元の大きさに 戻した。
巨漢の マハラが復活した 。大きな体で、テン トウム
シの背中を駆けの ぼった。
「…… ……」
チャパ ティはだまって操 縦桿を握っていた。
船体を駆けるマハラの足音を耳で聞き、振動を手で
感じ取 っている。
マハラ はチャパティに声 もかけないで出て行 ったが、
話し合いなどは不 要だった。役割な ら、はっきりし て
いる。 操縦桿を握るチ ャパティは紅月丸 を預かってい
る。席を離れるわけにはいかなかった。もしも紅月丸
を失えば、みんな で泳いで帰る羽目 になる。水棲モ ン
スター がうようよして いる湖を、泳ぐの だ。
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ルビーローズの 身も心配だが、 紅月丸も守らねば な
らなか った。
その点 、マハラは動きが 取れた。もはや後方 の監視
どころではない。 ルビーローズを救 いに行くのは当 然
だ。
救援は マハラに任せてお けばいい。いや、お そらく
は救援の必要すら あるまい。ジョロ ウグモは襲う相 手
をまち がえた。ルビー ローズにだけは、 ケンカを売る
べきではなかった。パキケフーズで愛敬を振りまいて、
聖母と慕われるル ビーローズだった が、管理リヴに な
る前は 別の異名を持っ ていた。
チャパ ティがルビーロー ズと出会ったのは、 管理リ
ヴを登用するため の試験会場だった 。初めて顔を合 わ
おくめん

せた自 己紹介で、ルビ ーローズは臆面も なく言っての
けた。
ばくち

――わたくしはルビーローズ。なかよくしてくださ
いね。 こう見えても、 博打とケンカが得 意ですのよ。
管理リ ヴになろうとして 試験を受けに来てい るのに、
博打とケンカはな い。てっきり冗談 だと思ったら、 自
己紹介 に偽りはなかっ た。その証拠にい ま、潜水艇を
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駆って未知の湖を 探検するという大 博打をうってい る。
洞窟内 のせまい水路で ジョロウグモを相 手にケンカを
している。
博打とケンカが得意なアカゲパキケの噂なら、チャ
パティ も耳にしたこと があった。道で会 うとチンピラ
ばくと

は走って逃げ出し、親分衆でさえ目を合わせないよう
あか

ばら

に背中を向けたと いう、伝説の女博 徒。
ひ と呼んで、紅い薔 薇の女。
わけあ って足を洗ったそ うだが、その名はい まも裏
社会で語り継がれ ているという。
マ ハラが、ひと呼ん でマッハのマハ ラだと、自分で
自分にかっこいいあだ名を付けたのとはちがう。
そのマハラが跳んだ。大きく踏み込んで、船体を蹴
った。
足音と 振動で、チャパテ ィにはわかった。
「行くです！」
声 を出しても誰もい ない。チャパテ ィは自分自身に
声をかけた 。
操縦桿を押し倒す。全速で紅月丸を前に進める。
心 を鬼にして、仲間 のふたりを置き 去りにする。つ
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らい選択だった。 だが、やらねばな らなかった。紅 月
丸を前 進させる必要が あった。できれば 、星彩洞の外
に出る。蜘蛛の巣にさえぎられてそれが無理なら、あ
えて網にかかる。
けいりゅう

蜘 蛛 の 糸 で 紅 月 丸 を 繋留 す る のだ 。 つな い で おけ
ば、急な流れにも耐えられる。
一味の知恵袋は、このあとの展開を読み切っていた。
ジ ョロウグモともつ れあうようにし て落水したルビ
ーローズは、モンスターにぴたりとくっついていた。
両手をジョロウグ モの巨体に当てて 、ゼロ距離でト ラ
イデン ト・スリングを 撃ち込んでいる。
攻撃す れば、モンスター の動きは一瞬止まる 。その
一瞬だけは無事で いられる。だから 攻撃し続ける。 一
瞬を積 み重ねて、生き 延びるのだ。
しかし 、使える技がなか った。リヴリーの攻 撃技は、
どれも水中戦を想 定していない。ハ ンマーで叩けば 波
に呑ま れる。サンダー を落とせば自分も 感電する。ス
げんすい

リングなら自爆せずにすむが、水の抵抗で威力も射程
も減衰する。
な らば、ゼロ距離攻 撃するしかない 。左右の手をジ
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ョロウグモに押し 当てて交互に技を 放ち、ルビーロ ー
ズは敵 の反撃を封じ込 めていた。
このま ま百発も撃ち込め ば、ジョロウグモは 気絶す
るだろう。その代 わり、ルビーロー ズも消耗するこ と
になる 。戦闘が長引く と、ほかのモンス ターに気づか
れるかもしれない。少なくとも、洞窟水路の奥には二
匹のアメンボと、 得体の知れないタ ガメがいる。こ れ
を呼び 寄せるわけには いかない。
なるべ く早く、決着をつ けるべきだ。そのた めには
大技が必要だった 。大技を繰り出す には、ゼロ距離 で
は都合 が悪い。
立ち泳 ぎしていた足で、 ルビーローズはジョ ロウグ
モを軽く蹴った。 水泳でプールエン ドの壁を蹴るよ う
にして 、少しだけ離れ た。
離れた のはほんのわずか なのに、つぶての威 力はと
たんに落ちた。
モ ンスターがもがい た。八本もある 丸太のような脚
で、水を掻 き回した。
「！」
水 が動いて、流れが 生まれた。ルビ ーローズは水中
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に引きずり込まれ た。ジョロウグモ の真下だった。 水
の底か ら見上げれば、 水面は巨体でふた をされている。
これでは浮上できない。息を継げない。
ルビーローズは水底から攻撃した。両手でトライデ
ント・ スリングを真上 に放った。たとえ 威力は弱くて
も、暴れるジョロウグモをとりあえず静めようとした。
打ち上げたつぶては水の流れに勢いを吸い取られて、
ジョロ ウグモに届かな かった。敵に当た るどころか、
落ちてきたつぶてのひとつがルビーローズに当たる始
末だった。
さか

ジ ョロウグモの反撃 が始まった。
八本の 脚を盛んに動かし て、水を掻き込む。 獲物を
水ごと招き寄せよ うとする。
強 い流れに、ルビー ローズの体が引 っ張られた。ど
うにかして逃れようと、ルビーローズはキックを打っ
た。ドルフィンキ ックで、舞い上が る水流から抜け 出
そうと した。
足と脚 が接触した。
獲物の位置を察知したジョロウグモは、八本脚を次
々と繰 り出した。水を 掻き込むついでに 、脚で獲物を
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引っかけようとし た。
こ のままでは捕まる 。絶対に捕獲さ れる。相手はモ
と うてい

ンスターだ。力がちがいすぎた。泳いでも、水の勢い
に負ける。到底逃 げ切れない。
そ れに息を止めて潜 っているのは、 もう限界だった。
気を抜 くと、体が勝手に 呼吸しようとする。 胸を広
げて肺をふくらま せ、空気を吸い込 もうとする。ま わ
りに空 気などないのに 。水しかないのに 。それでも、
体は吸おう とする。
どんなに苦しくても、息を止めている間はまだ生還
の望み がある。けれど も、肺に水を吸い 込んでしまえ
ば、そこでおしまいだ。意識を失い、沈んでゆく。
なんとか水面に顔を出して、息継ぎをしなければな
らなか った。それなの に、ルビーローズ は捕まってし
まった。水の流れにはあらがえず、ジョロウグモへと
吸い寄せられ、太 い脚で掻き込まれ た。
感 触で獲物をたぐり 寄せたと知って 、ジョロウグモ
は脚でかごを作った。八本の脚が水中で球形になった。
ルビーローズは中 にいる。
か ごは一瞬でせばま った。脚の間か ら水は逃げてい
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みずろう

ったが、ルビーロ ーズは逃げられな かった。
水 中に牢獄ができた 。ルビーローズ は水牢の囚人と
なった。
だが、これで勝負がついたわけではなかった。捕ら
われた からには、もう 水の流れに逆らっ て逃げる必要
はない。敵にくっついてトライデント・スリングを撃
ち込めばいい。
ル ビーローズは最短 距離で水面を目 指した。頭の上
には敵の胸がある。狙いをつけるまでもない。
水牢は一撃で破壊された。攻撃されたショックで、
ジョロ ウグモの脚が開 いた。
脚の付 け根に水面が見え た。そこが、ルビー ローズ
に最も近い水面だ った。
モ ンスターに手をか けて、腕の力で 体を引き寄せた。
両手でモンスターの脚をつかみ、水面まで一気に体を
引っ張り上げた。 もはや泳ぐ余裕す らなかった。
水 面に顔が出た。ひ と息吐いたかと 思うと、吐いた
以上に吸い込んだ。酸素に飢えていた体が、思う存分
に空気を吸ってい る。張り裂けそう なほどに胸をふ く
らませ て、吸い続けて いる。
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「ぐ……！」
脚 の付け根にいるル ビーローズを、 ジョロウグモが
器用にはさんだ。太い脚で前後からはさみつけて、身
動きできないよう にした。そしてジ ョロウグモは体 を
傾けた 。ルビーローズ は水中に押し込ま れた。
当然、 攻撃した。すぐさ まトライデント・ス リング
を撃ち込んだ。
し かしジョロウグモ は、ダメージを 受けながらも獲
物を放そうとはしなかった。攻撃されたショックで脚
の先が大きく開い ても、付け根はそ れほど開かなか っ
た。
しかも 、ジョロウグモが 元気になったのをル ビーロ
ーズは感じ取った 。攻撃されて弱る どころか、強く な
ってい る。はさみつけ る脚の力が増して いる。陸上モ
も

ンスターのくせに、水の中でなぜだか勢いを盛り返し
た。ルビーローズ は水中に押し込ま れて、息もでき な
いとい うのに。
――！
ぴんときた。ジョロウグモは息継ぎをしたのだ。体
を傾け ることで、腹部 の側面にある呼吸 器官から空気
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を取り入れた。
モ ンスターだって生 きている。呼吸 ができなければ
死んでしまう。水中で息ができずに苦しんでいるのは、
なにもルビーロー ズだけではなかっ た。
そ れなら、自分ひと りが苦しむこと はない。
ルビー ローズは呪文を変 えた。今度はハンマ ーを使
おおづち

った。空中に出現 した大槌が打ち下 ろされた。打た れ
たジョ ロウグモが沈む 。脚の付け根には さまれている
ルビーローズもいっしょに沈むが、ここは我慢比べだ。
溺れたほうが負け。
命 をかけた大勝負で ある。
攻撃を やめさせようと、 ジョロウグモはルビ ーロー
ズをはさむ脚に力 を込めた。
そ の力をゆるませよ うと、ルビーロ ーズは立て続け
にハンマー を打ち込んだ。
はさまれるルビーローズ。打たれるジョロウグモ。
どちら も水中に沈んで いる。どちらも息 ができないで
いる。
先に音をあげたのは、ジョロウグモだった。打つの
は勘弁 してくれとばか りに、自分から脚 を開いた。限
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界なのはルビーロ ーズも同じだった 。ジョロウグモ の
体に手 をかけ足をかけ 、登るようにして 水面に急いだ。
ジョロ ウグモも水を蹴っ て浮き上がろうとし た。互
いに息継ぎを優先 した結果、ジョロ ウグモはルビー ロ
ーズを 頭に乗せて浮上 する形になった。
蜘蛛の 体は、頭部と胸部 がいっしょになって いる。
と うきょ うぶ

頭胸部という。そ こにルビーローズ を乗せてモンス タ
ーが浮 上すると、まる で水難救助でもし たかのように
見えた。
だが、決して正義の味方ではない。頭が水上に出る
や否や 、ジョロウグモ は浮いた頭を勢い よく沈めた。
頭を沈めた反動で、腹部を水面高く差し出した。
実は、息をするのに頭は関係なかった。蜘蛛や昆虫
は、顔 を水につけても 溺れない。鼻呼吸 も口呼吸もし
つ

ないからだ。反対に、頭が空気中にあっても、その下
が水に浸かってい れば溺れてしまう 。蜘蛛が呼吸す る
ための 器官は腹部に、 昆虫が呼吸するた めの器官は胸
部と腹部にあるから、そうなる。
なんとも悪知恵の働くジョロウグモだった。先にル
ビーロ ーズを解放し、 お互いに息継ぎを しようとの暗
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黙の了解が成立し たかに見せかけて 、裏をかいた。 勢
いよく 頭を沈めれば、 ルビーローズを水 中深く引きず
り込める。一方で、頭を沈めた反動で腹を持ち上げて、
自分だけはしっか りと空気をいただ くわけだ。
ル ビーローズは引っ かからなかった 。
ジョロ ウグモが頭を下げ る前にジャンプした 。空中
に飛び上がってみ れば、案の定、敵 は仕掛けてきた 。
息継ぎ をするための暗 黙の了解など、初 めから存在し
なかったの だ。
とすれば、攻撃の手を休める義理もない。
ル ビーローズはハン マーを打った。 水面から突き出
たジョロウグモの腹を、打ち沈めた。
背中を反らせていたジョロウグモは、水の中でシー
ソーの ように体が動い た。腹部が沈んで 、代わりに頭
胸部が浮上した。ルビーローズはそこに着地した。
「姐御ぉーっ！」
「！」
マハラ の声に、視線が動 いた。
巨漢のシマオーガが水路を泳いでいる。
潜 水艇は前進して、 巻き添えを食わ ないように出口
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に向かっている。
紅 月丸が去るのはか まわないが、マ ハラがやってく
こうかつ

るのは困った。救援はありがたいけれども、水の中は
動きにくく、モン スターは狡猾。狙 いをマハラに変 更
する恐 れがあった。
なにし ろ、マハラは正面 からやってくる。大 きな獲
物がバチャバチャ としぶきを上げて 、ジョロウグモ の
顔に向 かって泳いでい る。
め くら う

ルビー ローズは斜め後ろ に腕を払った。前を 向いた
まま 、 両 手 で ト ラ イ デ ント ・ スリ ン グ を 盲 撃 ち に し
た。ジ ョロウグモの動 きを止めて、頭を 駆ける。モン
スターの顔を踏みつけて強く蹴り出し、斜め後ろに回
した腕を前へと振 り戻す。
ル ビーローズは水路 にダイブした。
ジョロ ウグモとマハラの 間に割って入ったの だ。
入水すると、ストリームラインを維持した。大きな
キック を無駄打ちする ことなく、水の抵 抗を抑えた。
そしてまだ勢いがあるうちに、振り幅の小さなドルフ
ィンキックを二回 打って加速し、バ タ足へと移行し た。
体 が浮き上がると、 両手で水を掻い た。気をつけの
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姿勢から、上半身 を折り曲げ、膝を 折り曲げ、小さ く
するど く回転した。
クイッ クターンだった。
体の向きが入れ替わった。後ろが前になり、下が上
になっ た。
仰向け の体を水中でひね って、ルビーローズ は顔を
あげた。正面にジ ョロウグモがいる 。八本脚で波を 蹴
立てて 向かってくる。
立ち泳 ぎをしながら、ル ビーローズは構えた 。指先
までまっすぐ伸ば した右腕をＶ字に 曲げて、胸の前 に
持って きた。左腕は肘 を後ろに突き出し 、握った拳を
腰に当てて いる。
Ｖ字に曲げた腕が渦を巻いていた。
「ロー ズ・ストーム！ 」
呪文を 叫んで、ルビーロ ーズは気合いを入れ た。Ｖ
字に曲げた腕をジ ョロウグモに向け て伸ばした。
腕 に巻き付いていた 渦が放たれた。 縦に回転する渦
巻だった。巨大化しながら突き進み、洞窟水路の水ご
とジョロウグモを 呑み込んだ。
管 理リヴは専用の攻 撃技を持ってい る。リヴリーた
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ちがモンスターに 襲われているとこ ろに遭遇したと き
さず

は、圧 倒的な威力で敵 を蹴散らせるよう にと、特別に
開発された呪文を授かっている。
ルビーローズの専用攻撃技は「薔薇の竜巻」といっ
た。呪 文は「ローズ・ ストーム」だ。ウ インドとスト
ームをあわせたような呪文で、横倒しになった竜巻が
吹き抜けてゆく。 竜巻の進路上にい ると、敵も味方 も
関係な しに吸い込まれ てしまう。
そんな 危険な技を、ルビ ーローズは水中で使 った。
水の中で使うのは 初めてだった。竜 巻は渦巻となっ て
吹き荒 れた。水路の水 をごっそりと呑み 込んで、モン
スターを洞窟の奥へと運び去った。
水を奪われて、水深が一気に低くなった。洞窟水路
は湖と つながっている 。水位の下がった 洞窟内に水が
流れ込んだ。ルビーローズは急流に押し流された。マ
ハラもいっしょに 流された。
紅 月丸は流されなか った。こうなる ことを予想して、
チャパティは潜水艇を前進させている。わざと蜘蛛の
巣に引っかかり、 紅月丸を蜘蛛の糸 でつなぎ止めて い
る。
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「姐御ぉーっ！」
流 されながらも、マ ハラはルビーロ ーズの身を案じ
ていた。
専用攻撃技でモンスターを撃退したからといって、
無傷だ とは限らない。 無傷だとしても、 急流を泳ぎ切
れるとは限らない。もしかしたら溺れてしまうかもし
れない。
だ が、その心配はい らなかった。
紅い薔 薇の女は無傷だっ た。それに泳ぎは達 者だっ
た。
溺 れそうなのは、マ ハラのほうだっ た。
「んぷ…… ぶはっ！」
マハラの頭が一瞬、水没した。
りゅうそく

から

急 流 は 上 と 下 と で 流 速 が 異 な って い た。 底 の ほう

浮きなさ い！」

が流れが速く、マハラの足に絡みついて引きずり込も
うとした。
「マッ ハ！

ルビー ローズは板のよう に浮いていた。
水の流れに抵抗せず、体を横にして水面に浮くこと
のみに 専念している。 マハラが立った状 態で流されて
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いるのとは対照的 だ。
「体を 横に！」
あたり が暗くなったので 、ルビーローズはア ドバイ
スを追加した。
ふ たりは洞窟の奥に 向かって流され ている。出口か
ら差し込む光が壁にさえぎられると、水には呑まれな
くても、闇に呑ま れる。
せ

「ひゅ ぐ……げっはげ っは！」
マハラ が咳き込んだ。息 を吸おうとした瞬間 に底へ
と引き込まれて水 を飲み、あわてて 浮かび上がった の
だった 。
「溺れます わよ！」
「しゃらくせえっ 」
ほ

暗 闇にマハラが吼え た。
なにか をしたようだが、 なにをしたのか暗く て見え
ない。
「マッ ハ……？」
流れが 急に弱くなった。 すると今度は、洞窟 の奥へ
と流れ去った水が 戻ってきた。水面 に浮くルビーロ ー
ズの進 路が逆転した。
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「……うえぇぇぇ 」
マ ハラの苦しそうな 声が闇をふるわ せた。
「マッハ！ 」
ルビーローズはトーチの呪文を念じた。空中に焚き
たいまつ

火が出現した。くるくると回転しながら落ちてきた
たきぎ

薪 の 一 本 を 手 に 取 り、 ル ビー ロ ー ズは 松 明 とし て か
ざした。
「泳ぐ の……めんどく せえ……うえぇぇ ぇ」
「……なん て人」
ルビーローズはあきれた。
マ ハラは巨大化して いた。ビッグの 呪文を何回念じ
たのだろうか。溺れそうになってあわてたらしく、少
々念じすぎたよう だ。巨大化して洞 窟に詰まった体 が
ぱんぱ んにふくれあが っている。
せ

湖から 流れ込んできた水 は、マハラの体で堰 き止め
られた。そうなる と、勢いに乗って 流れる水のせい で
水位が 下がる。下がっ た水位に引っ張ら れて、流れて
いった水が 戻ってくる。
あとは、両側の水位が一致するのを待って巨大化を
解けば いい。それなら もう、流されるこ とはない。
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マハラがそこま で考えたかどう かはわからないが 、
溺れな いように体を大 きくするのはいい 判断だった。
ルビーローズは泳ぎが得意すぎて、こうはいかない。
水の流れが収まると、マハラは体の大きさを元に戻
した。
静かな 洞窟水路が帰って きた。急流もなく、 渦巻も
なく、モンスター もいない。
し かし、暗い洞窟で 水につかってい るのは気味が悪
かった。なにもいなくても、なにかが潜んでいるよう
にご

な気がする。松明 に照らされた水は 透きとおってい る
が、少 し離れると黒く 濁って見える。黒 い水は邪悪な
水で、意志を持って襲いかかってきそうな、そんな気
がする。
「戻り ますわよ」
ルビー ローズはキックを 打った。
「おう」
マ ハラは水を蹴った 。
足を上 げて無駄に水面を 蹴りつけるマハラは 、進む
のが遅かった。ル ビーローズはしぶ きも上げずにス イ
スイと 進んでは、マハ ラを待って止まっ ている。しか
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も、片手に松明を 持ったまま泳いで いる。
「ぬお ぉぉぉ！」
マハラ はピッチを上げた 。地上を全力疾走す るよう
に足を動かした。 水面を蹴りまくっ て、しぶきをい っ
そう高 く上げている。 しかし、増したの は勢いだけで、
速度は変わ らなかった。
「バカねえ。水と ケンカしてどうす るの。もっとな か
よくな さい」
「なかよくって、水とかよ？」
「水だって蹴られ たら怒りますわ。 キックは水中で 打
つもの よ。うちわを扇 ぐようにしてごら ん」
「………… 」

すげえ！」

言われたとおりにしてみると、マハラの泳ぐ速度は
上がっ た。
「おお！

ぐいぐいと進む自分の速さにマハラが感激したとこ
ろで、 水泳教室はお開 きとなった。
流され た仲間を救出する べく、紅月丸が引き 返して
きた。
ル ビーローズとマハ ラは左右にわか れて紅月丸によ
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じのぼった。
船 体には、はしご代 わりに小さな出 っ張りがある。
ハッチへと続いている。ハッチの位置は低いから、よ
じのぼるのは簡単 だった。
マ ハラはせまい船内 に合わせて呪文 で体を小さくす
ると、縦穴通路を降りていった。途中でパイプフレー
ムを引っ張って、 ルビーローズのた めに足場を作っ て
やった 。
「急いで脱 出しましょう」
ハッチに残ったルビーローズは操縦室に伝えた。
「ジョ ロウグモが戻っ てくるですか？」
伝声管 からチャパティの 声が届く。紅月丸は ターン
を始めている。
「それ もありますわ。 水中でローズ・ス トームを使っ
たのは初めてですもの。竜巻が渦巻に変わって、どれ
ほどのダメージを 与えたか、わから なくってよ。そ れ
に…… 」
「ほかのモンスターがやってくるですか？」
「そうね。それが 一番心配ですわ。 渦巻が飛んでい っ
て、水 がずいぶん動き ましたものね。星 の墓場に水が
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流れ込んだら、この水路の存在がばれてしまいます
わ」
「おいらもそれが心配です。なので、急ぐです。あと、
蜘蛛の巣は焼き払 ったです。このま ま、まっすぐ出 ら
れるで す」
「そう。じ ゃあ、お願い」
しず く

ルビーローズは会話を打ち切った。アカゲパキケの
大 き な 角 か ら 滴 が し た たり 落 ちて い る 。全 身 ずぶ 濡
お

れのままだ。のんびり体を拭いてなどいられない。い
まはとにかく、時 間が惜しい。
回 頭した紅月丸は全 速力で星彩洞か らの脱出を目指
した。
そして今度はなんの障害もなく、洞窟水路を抜けた。
湖 に出た。
「鞘翅、開 け」
周囲の安全を確認しながら、ルビーローズは指示を
出した 。
「マッハは後部銃座へ。出るときは気をつけなさい。
後ろは危険ですわ よ」
テ ントウムシの背中 が盛り上がって いるので、ハッ
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チから後ろは見え ない。追っ手が星 彩洞から出てく る
かどう か、確認のしよ うがない。紅月丸 の進路を曲げ
て洞窟を視野に入れても、鞘翅が開いてしまえば結果
は同じで、やはり 見えなくなる。
ど うせ死角になるの なら、進路を変 えてもたもたせ
ずに、まっすぐ進んでさっさと離脱したほうがいい。
考えは同じらしく、チャパティは異議を唱えなかっ
た。
「プロペラ 始動。後羽展開 」
シュラウド・リングが立った。リングの中のプロペ
ラが回 り始めた。鞘翅 の下で折りたたま れていた後羽
は、水の中 へと伸びてゆく 。
広げた鞘翅が、プロペラ推進で紅月丸を走らせた。
沈 めた後羽が、水中 翼となって紅月 丸を持ち上げた。
「翼走した です」
「おっしゃあ！」
マ ハラは後部銃座を 外へと押し出し た。
目の前 にモンスターがい ても即応できるよう に、重
機関銃をしっかり 構えている。しか し、外の世界に 危
険はな かった。追撃し てくるモンスター はいない。
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「なんもいねえじ ゃねえか」
「おバ カさんね。いた ら困りますわ」
「おバカさ んです」
「んだとぉ」
無 事に離脱できたと 知って、一味に もようやく余裕
が生まれた 。
「姐さん、どうす るですか？」
「ブン カーに帰投しま しょう」
「了解した です」
「マッハは監視を お願いね」
「おう 。俺様に任せな 」
言葉と は裏腹に、マハラ は重機関銃から手を 放した。
紅月丸は水中翼船 として、水の上を 飛ぶように走っ て
いる。 星彩洞はどんど ん遠ざかってゆく 。
監視な ら、見ているだけ で充分だ。手はいら ない。
マハラはあいた手で、頭の毛を乾かした。紅月丸が
高速で 走っているから 、いい感じに風も 吹いてくる。
濡れたままでぺったりとした頭の毛を、マハラはごし
ごしと乱暴にこす った。ただ乾かす だけで、頭の毛 は
ソフト モヒカンになっ た。燃え上がる炎 のような、自
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慢のヘアスタイル がよみがえった。
マ ハラは仕上げに、 両手で頭の毛を はさんでなであ
げた。男振りがよくなって、ご機嫌だ。ひとりでにや
ついている。
そ の笑顔が凍りつい た。
突然、 水面を割って顔を 出したタガメが、攻 撃を仕
掛けてきた。
前 脚の左フックがマ ハラの頭をかす めた。目測を誤
ったのか、それともプロペラの風に煽られたのか、奇
襲は空振りだった 。被害といえば、 マハラのおしゃ れ
なソフ トモヒカンが風 圧に負けて台無し になったくら
いだ。
「敵襲ーっ！」
ヘ アスタイルどころ ではない。大声 で事態を報告し
ながら、マハラはあわてて重機関銃を構えた。
奇襲に失敗したタガメは、すばやく水中に逃れた。
「武者 タガメの野郎で え！」
マハラ は見た。沈んでゆ くタガメの頭に光る プレー
トがあった。額に 金属製のプレート が貼り付いてい て、
電子部 品らしきものと 、点灯する発光ダ イオードが見
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えた。
そ れに、タガメは手 っ甲のようなも のも装着してい
た。
マハラの頭の上を通過した前脚には、金属製の鉤爪
とベル トがあった。関 節より先の細い前 脚は筒状の金
属に収まっており、全体が長い鉤爪と化していた。関
節より後ろの太い 前脚には革製らし きベルトが巻か れ
ていて 、金属製の鉤爪 が脱落しないよう に固定してあ
った。
明らかにふつうのモンスターではない。

姐御！」

どうするですか！」

星 彩洞の地底湖で目 撃した、謎の武 者タガメだった。
「姐さん！
「やるしかねえぜ ！
いっかつ

「あわ てるんじゃねえ やっ！」
すご

そこ で 勝負 す

凄んで 一喝したのは、ル ビーローズだった。 いつも
の上品な口振りが 消え失せている。
がんしょう

だめなら……あたいがぶっつぶしてやるさ

「 こ の ま ま 三 日 月 岩 礁 に 向 か いな ！
るよ！
っ」
「おう よ！」
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「はいです！」
きき

マ ハラもチャパティ も、嬉嬉として ルビーローズに
従った。
一味の三人は同期だ。いっしょに管理リヴになった。
それな のに、ルビーロ ーズだけが一目置 かれている。
ふたりの仲間から、姐御よ、姐さんよと慕われている。
三人は、管理リヴになるための試験会場で初めて出
会った 。出会ったとき は同格だった。
けれど も。

あこが

出会う前にすでに。ルビーローズは別格の存在だっ
た。
多 く の リ ヴ リ ー た ちが 聖 母と 呼 ん で 憧 れ る ルビ ー
ローズには、管理 リヴになる前の、 知る人ぞ知る異 名
があっ た。
博打と ケンカが得意な、 伝説の女博徒。
その名も、紅い薔薇の女。
こわもて

リ ヴリーアイランド の保安官でさえ 手を出せなかっ
とば

た強面の親分衆も、紅い薔薇の女だけは恐れたという。
賭場でいかさまを 働いたばかりに、 一夜でつぶされ た
一家も あるそうな。
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むしゅく ぶらい

とせいにん かぎょう

わけあって無宿 無頼の渡世人稼 業から足を洗い、 い
まはし とやかに、パキ ケフーズの管理リ ヴに納まって
はいても、流れる血は変わりはしない。
ルビーローズは腕を組み、ハッチで仁王立ちとなっ
て、決 戦の地をにらみ すえた。
マハラ は後部銃座で重機 関銃を乱射して、水 中で揺
けんせい

れる影を牽制して いる。
チ ャパティは操縦桿 を握りしめ、三 日月岩礁に向か
った。
３
三日月岩礁は対岸にあった。
遠 くに断崖が見えて いる。青い水面 が途切れて、茶
色の岸壁が のぞいている。
その岸壁を滝が切り裂いていた。ミュラー山脈から

たいせき

流れ下 ってきた川が、 断崖で滝となって 湖に注いでい
る。
川は、砂や土を運んで湖底に堆積させる。大雨で増
水する と、巨大な岩で さえ運んでくる。 岩は滝壺に沈
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みそうなものだが 、増水時の水の勢 いは激しく、巨 岩
も押し 流されてしまう 。そうやって運ば れてきた大小
さまざまな岩が、浅瀬にはごろごろしている。
滝壺のまわりにある浅瀬は流れが速かった。滝の水
が途切 れることはない のだから、注がれ た水は滝壺か
らあふれ出 す。
さす

それでも、地形によっては流れのゆるやかなところ
があっ た。岩陰に土砂 がつもって砂州と なり、いまで
は草木が生い茂るほどになっている。
そんな砂州の、さらに下流に三日月岩礁はあった。
うかい

滝に向 かう者を囲い込 むように、口を開 いている。中
に入れば行き止まり。迂回するには後戻りしなければ
ならない。つまり 、追う者には都合 がよく、追われ る
者には 都合の悪い場所 だ。
紅月丸 はその三日月岩礁 に向かっている。追 われる
者には都合の悪い 場所を目指してい る。謎の武者タ ガ
メを引 き連れて、ただ まっすぐに、行き 止まりに向か
って逃げて いる。
水上を突っ走る紅月丸。
水 中を突き進む武者 タガメ。
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武者タガメは、 水上最速のモン スターであるアメ ン
ボと変 わらないスピー ドを叩き出した。 前脚に手っ甲
をつけているくらいだから、水を蹴る脚にもなにか細
工があるのかもし れない。脚にヒレ をつけてフィン ス
イミン グをしているの なら、高速もうな ずける。
だが、 スピードなら紅月 丸も負けなかった。 水中翼
船は飛ぶように航 走する。水中にあ るのは二枚の翼 の
爆雷を使うよ 」

み。船 体は宙を飛んで いる。
「マッハ！

ルビーローズはハッチで仁王立ちのまま、マハラに
指示し た。
「あたいの 合図で放出しな 」
「いいのかよ？」
そうしゃ

マ ハラは重機関銃で 水面を掃射しな がら、聞き返し
た。
爆雷には遅延発動型バーストを仕込んである。使え
ば花火 が弾ける。リヴ リーの技で攻撃す るわけで、モ
ンスターを激怒させることになる。ただの水を撃ち出
す重機関銃とはち がう。
「爆雷 で攻撃するんじ ゃないよ。奴が飛 ばないように、
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爆風で水面を叩い て押さえ込むのさ 」
「爆風 だぁ？」
「水に落ちる前に、爆雷を撃ち抜きな」
「空中爆発か！」
「そう さ。ぬかるんじ ゃないよ」
そ ろそろ用意しな」

「合点承知 でい！」
「チャッパ！
ル ビーローズは今度 はチャパティに 指示を出した。
「了解した です」
チャパティはハイドロハンマーの簡易制御盤に手を
伸ばし た。
簡易制 御盤を使えば、水 中大砲のハイドロハ ンマー
を操縦室から撃て る。トリガーグリ ップを起こすと 安
全装置 が解除されて、 ハイドロハンマー の砲口が真正
面を向く。あとは引き金をしぼるだけで水の砲弾が発
射される。
簡 易制御盤では潜望 鏡をのぞけない が、操縦室には
窓があるのでその必要はなかった。それどころか、窓
さえいらなかった 。
チ ャパティはトリガ ーグリップを起 こさなかった。
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逆に、グリップホ ルダーのリングフ ックを回して、 グ
リップ が動かないよう にロックした。
それか ら、グリップホル ダーのそばにあるＬ 字型の
レバーハンドルを 握った。ドアノブ などに採用され る、
よくあ るハンドルだっ た。そのハンドル を、チャパテ
ィは少しだけ下げた。時計でいうと、三時から四時半
へと動かした。
す ると、ハンドルに 連動して船底の 砲身も動いた。
紅月丸 はテントウムシの 形をしている。船底 には長
い砲身が一本あっ て、胸から腹へと 後ろ向きに伸び て
いる。 まるで産卵管の ように見える。
その砲 身が動いた。
動いたのは砲身だけで、砲塔は動かなかった。船体
に格納 されたままだ。 砲塔は縦に大きく 割れており、
そこを砲身が上下することで射角を調整できる構造に
なっている。砲塔 を格納したままだ と左右の狙いは つ
けられ ないが、砲身は 動くので上下の狙 いはつく。
ハイド ロハンマーは斜め 下を向いて静止した 。
大砲の筒先が湖面とこすれて、水を切った。
「準備 完了したです」
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チャパティはハ イドロハンマー の引き金に指をか け
た。
「おまえたち、衝撃に備えるんだよ」
ルビーローズは仲間に注意をうながしたが、マハラ
もチャ パティも着席し ている。ハーネス で体を固定し
ている。注意の必要があるのはルビーローズだ。安全
帯の腰ベルト一本 で体をつなぎ止め ている。
ル ビーローズは自分 の心配はしなか った。体を前か
がみにして、ハッチのふちを両手でつかんだ。その目
はまっすぐに前を 見つめている。
砂 州が迫ってくる。 砂の島に木が茂 って林となって
いる。近づくにつれて、木々はどんどん大きくなった。
そして後方の滝は 小さくなり、林の 後ろに隠れてし ま
った。
滝が見 えなくなった。
三日月岩礁は初めから見えない。水面から突き出た
岩もあ れば、水面下に 沈んだ岩もある。 湖は穏やかで、
滝が起こした波も砂州に吸い取られ、三日月岩礁には
届かない。岩に当 たって砕ける波が ないから、目で 見
て確認 するのは難しい 。
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それでも、三日 月岩礁がどこに あるのか、ルビー ロ
ーズに はわかった。後 ろの林に目印をつ けてある。枝
を落として、三本の木を丸裸にしてある。三日月岩礁
の両端と中央がど こなのか、わかる ようになってい る。
ざしょう

場 所がわかれば座礁 はしない。しか し、逃げ道もな
い。
けず

岩を削って紅月丸を通そうとのアイデアは出されな
かった 。岩礁を通過し たところで、真裏 にある砂の島
に乗り上げ るだけ。
それに、そもそも三日月岩礁は自然にできたもので
はなか った。自然にで きたのであれば、 三日月の内側
に土砂がつもって砂州ができるはず。
三日月岩礁はルビーローズ一味がこしらえた。湖底
あ

に散ら ばる岩を引き揚 げて、三日月型と なるように積
み重ねた、人工の岩礁地帯だった。
だから、ルビーローズ一味は三日月岩礁に逃げ込ん
だのだ 。
中に入 れば行き止まり。 迂回するには後戻り 。追わ
れる者には不利な 地形に見えても、 そうではなかっ た。
モ ンスターに追われ たときに、無事 に帰還するため
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の最後の策。
そ れが三日月岩礁だ 。
武者タ ガメは行き止まり に誘い込まれたのだ った。
「ハンマー・アク セル！」
ル ビーローズが叫ん だ。
「はいです ！」
チャパティは引き金をしぼった。
船 底にぶら下げた大 砲が水の砲弾を 発射した。反動
が紅月丸を突き上げた。たった二枚の水中翼で浮かぶ
船は、突き上げら れて宙を舞った。
「アク セル！」
「はいです ！」
チャパティは続けてハイドロハンマーを撃った。
宙 を舞う船は、さら に上へと押しあ げられた。
二発目 のハイドロハンマ ーは武者タガメに命 中した。
空中で放たれ、す ぐ後ろを追いかけ てくるモンスタ ー
を水面 越しに叩いた。
水の圧 力で深みへと押し 込まれて、武者タガ メの脚
が止まった。
「マッ ハ！」

- 182 -

「おおうっ」
マ ハラはペダルを蹴 った。三本指の 機械の手が爆雷
を投げ捨て た。
落下する爆雷をマハラは重機関銃で狙った。水滴の
弾丸を ばらまいて、遅 延発動型バースト の詰まった樽
を撃ち抜い た。
花火が弾けた。爆風が水面を揺さぶった。
荒 れる水上を警戒し た武者タガメは 、そのまま水中
にとどまっ た。
「アクセル！」
「はい です！」
チャパ ティは最後のハイ ドロハンマーを撃っ た。空
中では取水できな いから、タンクが 空になればハイ ド
ロハン マーは撃てなく なる。
最後の 一撃は当たらなか った。脚の止まった 武者タ
ガメは絶好の標的 なのに、水の砲弾 は届かなかった 。
二発目 で水中深く押し 込んだあとなので 、厚い水面が
砲撃の威力を吸い取ってしまった。とはいえ、武者タ
ガメに浮上をため らわせる効果はあ った。
ハ イドロハンマーを 利用した三度の ハンマー・アク
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セルで、紅月丸は 空中高く舞い上が った。
斜 め下に伸びていた 後羽が持ち上が った。水中翼は
水平翼となった。これで揚力は稼げるし、鞘翅にはプ
ロペラもある。姿 形はテントウムシ なだけに、その ま
ま飛行 も可能に見えた が、残念ながら紅 月丸は船だっ
た。空は飛 べない。
舞い上がれば、あとは落ちるだけ。
かっくう

だ からといって墜落 するわけにはい かないから、水
平に伸ばした後羽で滑空した。三日月岩礁を飛び越え
た紅月丸は、高度 を下げながら林を 越えた。
しゃへい

こ のまま安全に着水 できれば、策は 成る。身を隠す
はば

ところのない水上では、砂州に茂った林は唯一の遮蔽
ぶつ

物だ。岩礁で追っ 手を阻み、林で視 界をさえぎって 、
姿をく らませばいい。
ところ が、着水するのは 至難の業だった。
ばくふ

浅瀬に降りたのでは、岩や湖底にぶつかる。
流 れ落ちる瀑布のお かげで滝壺は深 く広いが、水面
は荒れまく っている。
おまけに、紅月丸の船底にはポッド推進器がある。
仮に、 波のないところ にゆるやかに降下 できたとして

- 184 -

も、ポッドが水面 に引っかかれば、 紅月丸はつんの め
ってし まう。船体は水 の上を転がって、 大破するだろ
う。
それでも、着水を強行しなければならなかった。滝
が迫っ てくる。
船なの に滑空する紅月丸 を待っているのは、 断崖の
突き当たりだった 。飛び続ければ激 突する。ハンマ ー
・アク セルで舞い上が った紅月丸よりも 、断崖のほう
てんだ

が高い。越えることはできない。
左右に転舵しても、遠くへは行けない。三日月岩礁
を迂回 した武者タガメ に見つかって、再 び逃走劇が始
まったので は意味がない。
ルビーローズは眼下をにらんだ。
滝 壺は深く、空から 見れば青黒く染 まっている。流
うが

れ落ちる大量の水が湖底を穿って、広い淵ができてい
る。けれども、荒 れた水面にはすべ り降りることが で
きない 。
つまり 、墜落でもしない 限り、降りるに降り られな
いのだった。
「エア リフト！」
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滝の音に負けな いように、ルビ ーローズは伝声管 に
口を寄 せて叫んだ。
鞘翅の シュラウド・リン グが動いた。ヘリコ プター
のメインローター のように、プロペ ラが上を向いて 回
転した 。上向きの揚力 を得ても、ヘリの ようにホバリ
くず

ングはできない。むしろ、バランスが崩れてしまった。
プロペラのある鞘翅は、テントウムシの胸部を横に
広がっ ている。エアリ フトをすると胸部 が引っ張り上
げられて、腹部が沈む。安定して滑空していた船体が
傾き、紅月丸は尻 下がりとなった。 このまま傾けば 失
速する 。後羽の揚力を 失うと、紅月丸は ただの鉄の固
まりとなる。真っ逆さまに落ちてしまう。墜落すれば
滝壺には降りられ るが、船体も乗員 も、無事ではす ま
ない。
まぬが

し か し 、 上 向 き に 働く 揚 力の お か げで 墜 落は 免 れ
た。斜めになった 船体は失速寸前の 状態をなんとか 維
持して 、前に進むスピ ードだけを殺した 。
「後部銃座 、格納！」
ぎりぎりのタイミングで後部銃座が格納された。空
中に現 れるかもしれな いモンスターを迎 撃するべく、
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マハラがひとりで 警戒していたのだ った。
「野郎 どもっ！」
ルビー ローズは船内の仲 間たちに雄々しく呼 びかけ
ると、落ち着いた 声で続けた。
「降り るぜ」
紅月丸 はハイドロハンマ ーの砲身から着水し た。円
筒形の大きな砲身 は、水面へのハー ドランディング に
はうっ てつけだった。 丸くてよけいな出 っ張りもなく、
水が引っか からない。
それに、失速しかけて前に進むスピードは落ちてい
る。そ れでいて、墜落 するほど降下も速 くない。
着水す ると船体は前のめ りになった。もとも と尻下
がりに傾いていた ので、結果的に水 平に戻った。水 中
ふかく

大砲の 射角が変更され た。最大俯角でほ ぼ真下を向い
た長い砲身は、水の抵抗を受けてちょうどいいブレー
キとなった。二枚 のプロペラと六枚 のスクリューも フ
ル回転 で制動をかけて いる。
紅月丸 は止まった。
空から降りてきた船は、滝壺の荒れた水面に無事に
着水し たのだった。
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だが、感激する 暇はなかった。
飛 んだから降りた。 ただのそれだけ のことで、飛ん
だ理由は未 解決だった。
滝壺の後方には砂州がある。砂州にできた林の向こ
うには 三日月岩礁があ る。岩礁の中には 、手っ甲をつ
けた謎の武 者タガメがいる 。
モンスターに追われたときに、無事に帰還するため
の最後 の策。
その仕 上げは、これから だった。
後羽がたたまれた。鞘翅もたたまれた。紅月丸は潜
水艇に 戻った。
ルビー ローズは船内に消 えた。ハッチが閉ざ されて、
脚のないテントウ ムシは沈んでいっ た。
青 くて黒い滝壺へ。
水の荒 れ狂う深い滝壺へ 。
ぼうだい

潜水艇〈紅月丸〉は沈んで、そして見えなくなった。
断 崖から水が落ちて くる。膨大な量 の水が、ものす
ごい勢いで滝壺へと注いでいる。滝壺の底では水が回
転しているという 。引きずり込まれ たが最後、ぐる ぐ
る回っ て、二度と浮か び上がってはこな いという。
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紅月丸は沈んだ まま、浮かび上 がってこなかった 。
水 中で影が揺れた。
三日月 岩礁と砂州を迂回 した武者タガメが、 獲物を
追って滝壺までや ってきた。
モ ンスターは滝壺の 底に潜っていっ た。
しかし 、すぐに浮上して くると、泳ぎ去って いった。
水中に獲物の姿はなかった。

- 189 -

第五章

ローズ・ピーク
１

夕闇にホタルが舞っていた。
右 に左にふらふらし ながら、川を下 ってくる。
川の流 れはホタルを追い 抜いて、湖へと落ち てゆく。
ルビーローズは断崖に立っていた。背後には、なに
もない 空間が広がって いる。滝の音だけ が響いている。
ホタル がルビーローズの 横を通過した。
巨大なホタルだった。モンスターのホタルだった。
かわも

腹部に 灯した明かりが まぶしい。川面が 光を反射して、
こうこう

真昼のよう にきらめいてい る。宙に浮いて周囲 を煌々

と照らすのだから 、まるで道路工 事用のバルーン照 明
だ。
ルビー ローズはホタルを ながめていた。攻 撃はしな
かった。身を守る 必要すらない。 ホタルは安全なモ ン
スタ ーだ。ただの巨大 昆虫である。リ ヴリーを襲った
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りしない。
はかぜ

風 がホタルの跡を追 っていった。ル ビーローズの頭
を羽風がやさしくなでた。制帽は洞窟水路でなくして
いる。
ル ビーローズは視線 をあげた。
いただき

地上は 薄暗くても、空は まだ明るい。山の 頂 は夕
つら

焼けの色を残して いる。

わ

連 なる山々はミュラ ー山脈だった。 川はそこで生ま
れる。
山に降った雨が、染み込み、湧き出て、小さな流れ
けず

を作る 。谷へと集まっ て、大きな川に成 長する。川は
ミュラー山脈の山肌を削り、流れ下ってくる。
上流には、ひときわ深い谷があった。誰かが刀で斬

けいこく

りつけ 、斬りあげでも したかのように、 山がＶ字に切
り落とされ ている。
険しい地形に、プーケ渓谷との名称がつけられた。
管理リ ヴ委員会の大幹 部であり、防衛隊 の総司令官と
してモンスターと戦うプーケの激しさを、地形の険し
さに重ねたのだ。
川 にはジュリエット の名前がつけら れた。プーケと
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す

双子の姉妹で、同 じく管理リヴ委員 会の大幹部。財 務
局や呪 文科学局など、 ひとりで複数の管 理機関を統べ
ている。プーケの防衛局以外はすべてジュリエットの
支配下にある、と の噂まで流れてい るが、残念なが ら
事実だ った。
ルビー ローズとチャパテ ィの食糧局も、マハ ラの経
済産業局も、裏で ジュリエットが取 り仕切っている 。
ルビー ローズとマハラ は局長で、チャパ ティは副局長
めんじゅう ふくはい

だ。しかしながら、ミューミュー一派の権力機構に取

なんぎ

り 込 ま れ た 幹 部 職 員 た ち が 面 従 腹 背 す る の だ か ら、
やっかい

いかん ともしがたい。
険しい 谷は厄介で、流れ る川には難儀する。
プーケ渓谷にジュリエット川と命名したのは、マハ
そじょう

ラだっ た。そして、そ のマハラはプーケ 渓谷にいた。
とどこお

チャパティといっしょにボートで川を遡上している。
無事に到着して、 滞 り なく作業も進んでい るようだ。
プ ーケ渓谷に帆が張 られた。
逆三角 形の帆だった。Ｖ 字型の谷間に合わせ て、上
は広く、下は細く なっている。
山 から流れてくるの は水だけではな かった。風も吹
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き下ろしてくる。
せ

渓 谷に張られた帆が 大きくふくらん で、風を堰き止
めた。
風力ダムだった。
帆 の真ん中には短い 筒が刺さってい て、穴があいて
いた。そこを風が抜けてゆく。筒の正体は風力タービ
ンだ。吹き抜ける 風がプロペラを回 して発電する仕 組
みにな っている。
潜水艇 〈紅月丸〉は電気 で動く。バッテリー をフル
充電するにはかな りの電力が必要と なる。だから、 川
にも水 力タービンを設 置してある。流れ る水がプロペ
ラを回して くれる。
かどう

川底のタービンは隠せるので、水力発電は常時稼働

してい た。一方、渓谷 に張った帆はどう しても目立っ
てしまうから、風力発電は夜間限定だった。

ぎゅうじ

隠すのは、ミューミュー一派に見つからないように
するた めだ。
リヴリ ーアイランドを陰 で牛耳る、ミューミ ュー、
ジュリエット、プ ーケ、ダークヤグ ラの一派に対抗 す
るべく 、ルビーローズ 一味が光る湖の秘 密を探ってい
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ると知られてはな らない。
日 が落ちた。月はま だ顔を出さない 。
ミュラ ー山脈は夜の空に まぎれて見えなくな った。
風のダムも闇に溶 けた。
ル ビーローズは振り 返った。
断崖か ら湖を見下ろした 。
先ほど横を通り過ぎていったホタルが、遠くを飛ん
でいる 。いったいどこ を目指しているの か、右に左に
ふらふらしながら、湖を渡ってゆく。
暗い湖面には、別の光る虫もいた。
人 魂が湖を横切って ゆく。鬼火が明 滅している。こ
ちらは光炎立羽蝶のようだ。星彩洞を出て、夜に咲く
花の蜜でも吸いに いくのだろうか。
断 崖に立つと、遠く まで見通せる。
南西に たなびく雲が、地 上の光に照らされて 明るく
なっていた。真下 にあるのはリヴリ ーアイランドだ 。
小アイ ランドともいう 。
リヴリ ーアイランドには 大小のふたつがある 。リヴ
リーたちが暮らし ているのは小アイ ランドだ。平地 に
街を築 いて、そこをリ ヴリーアイランド と呼んでいる。
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おだ

ぐんとう

波の穏やかな湾内 には群島があって 、誰もがみんな 、
自分だ けのちっぽけな 島を所有している 。
しかし 、小アイランドの 外にも世界はある。 リヴリ
ーたちが住む島は 、ほんとうはもっ とずっと大きい 。
それが 大アイランドだ 。
大きな 島の東から北へ、 ミュラー山脈が横た わって
す その

いる。山の裾野は ジャングルだ。川 も流れている。 滝
となっ て湖に注ぎ、ま た川となって海に 至る。
モンス ターだらけのジャ ングルは怪物密林と 呼ばれ
て恐れられていた 。密林の木々はだ んだんとまばら に
なって 、怪物の森へと つながっている。 その先が、小
アイランド。リヴリーたちが夏祭りを楽しんでいる。
なかび

三日連続のイベン トの、今日は中日 だ。みんなで盛 り
上がっ て、浮かれてい る。
おお にぎ

パーク はたくさんのリヴ リーで大賑わいだろ う。シ
ョップにもわんさ かと詰めかけてい るにちがいない 。
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。
パ キケフーズとやど かり亭では、夏 祭り限定のおい

- 195 -

しい食べ物を売り 出している。パキ ケフーズではケ セ
ランパ サランの綿菓子 を。やどかり亭で はフウセンコ
ガネのたこ 焼きを。
マハラショップでは、なにやら怪しい当て物を売り
つけて いるはず。一見 すると、ただのカ プセル。中身
は外から見えないが、企画したマハラに言わせると、
当たりと当たりと 当たりが入ってい るそうな。それ で
は外れ はないのかと念 を押せば、そっぽ を向いて口笛
を吹く始末 。
そんな楽しい夏祭りに、ルビーローズ一味は参加し
ていな い。ここが狙い 目と踏んで湖底探 査作戦を決行
したのだ。
とはいえ、管理リヴの三人がいないと騒動になる。
そこで 、ショップには 身代わりを立てて おいた。事情
をまったく知らない熱心なファンに変装させ、バイオ
レコードの偽造ま でして、ダミーと して店番に置い て
きた。
ダミー たちは大喜びで引 き受けた。憧れの管 理リヴ
になりきって、夢 にまで見たショッ プを切り盛りで き
るのだ 。これ以上の祭 りはあるまい。

- 196 -

かくして、ルビ ーローズ一味は 小アイランドを抜 け
出した 。いつもどおり にショップで働い ていると見せ
かけ、いまは怪物密林にいる。この日のために建造し
た自慢の潜水艇で 、湖底探査に挑ん でいる。
てっしゅう

初 日の昨日は、ヤゴ にまとわりつか れて 撤収 し た 。
中日の 今日は、入れ替わ り立ち替わりモンス ターが
いちじつ

現れたものだから 、逃げ帰ってきた 。
残 るは明日、一日の み。
だが、 無理をする気はな かった。三日しかな いのは
夏祭りだ。明日も だめなら、次の機 会を待てばいい 。
湖 の南がかすかに明 るい。入り組ん だ地形のせいで
湖面は見えないが、光る湖に岸の樹木がうっすらと照
らされている。水 中でなにかが光っ ているのはまち が
いない が、南の一角は 特に危険なので湖 岸探査は断念
している。水上から接近するのは困難だから、あとは
潜って調べるしか ない。
そ のためにはまず、 バッテリーを充 電しなければな
らない。魚雷やデコイ・シロップの補充も必要だ。
メンテナンスはある程度すませてある。
水 中で転覆したり、 空高く舞い上が って着水したり
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と、船体にはかな りの負荷がかかっ ている。だから ブ
ンカー に帰投したあと 、すぐにメンテに 入った。日没
さかのぼ

間近になって作業を中断し、マハラとチャパティは風
力発電のため川を 遡 った。ルビーローズは単独で
しょうかい

哨戒 任 務に就いた。
ブンカ ーとは潜水艇の基 地のこと。
怪物密林のモンスターを避け、ミューミュー一派に
も見つ からないように 、地中に建設して ある。
ルビー ローズは上流に向 かって歩き始めた。
オーロラライトで足元を照らした。暗闇で輝くオー
ロラダ イヤを棒状に削 りだして、細長い 容器に詰めて
ある。調光器を取り付け、懐中電灯として使えるよう
に加工してある。
青 白い光が岩を照ら した。岩場で歩 きにくくても、
川岸はまだ安全だった。右側には密林が広がっている。
左側には急流が下 っている。
岩 の裂け目をまたぎ 、段差を飛び降 りた。地面は揺
るぎもしないが、ずっと下にはぽっかりと大きな空洞
がある。
ル ビーローズはいま 、ブンカーの真 上を歩いている
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のだった。
船着き 場についた。
堤防のように突き出した巨石の陰に砂が堆積して、
浜辺が できている。
ボート はなかった。マハ ラとチャパティはま だ戻っ
ていない。
ル ビーローズは巨石 に登った。遠く に明かりが見え
た。川を下ってくる。今度はホタルではなかった。見
えたのはオーロラ ライトの光だ。ま っすぐに進んで い
る。
どうや ら急いでいるらし く、かなり飛ばして いるの
が見て取れた。ル ビーローズは警戒 した。ボートの 後
ろに敵 がいて、追われ ているのかもしれ ない。
しかし 、チャパティが船 首で手を振ったのを 見て、
警戒をゆるめた。 船尾で操縦するマ ハラが調子に乗 っ
て飛ば したのだろう。 そうにちがいない 。
溜息を ひとつ漏らして、 ルビーローズは砂浜 に降り
た。
ボ ートは砂浜に乗り 上げて止まった 。
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かっそうてい

底の平らな滑走 艇だった。船体 はそれほど沈まず 、
水面を すべるように走 る。しかも、紅月 丸と同じ鋼鉄
船だった。キルリアン鋼で造ってある。
川には岩もあれば、石もある。天然の川岸は上陸で
きる場 所も限られる。 そんなところでモ ンスターに襲
撃された場合を想定して、チャパティが鋼鉄製の滑走
艇を提案した。い ざというときには 、岩を乗り越え 、
石の川 原に乗り上げて でも逃げられるよ うにと。
いくら 硬い船底を持って いても、岩を乗り越 えたと
きにスクリューが 壊れたのでは意味 がない。そこで 、
ボート にはウォーター ジェット推進器が 採用された。
船底から吸い込んだ水を、インペラという特殊なプロ
ぞうそく

ペラで増速し、船 尾から噴射する。 ステアリングノ ズ
かじ

ルで噴 射の向きを変え られるから、舵も いらない。
そんな わけで、マハラの 乱暴な操縦で砂浜に 乗り上
すげえもん 、見つけちまった ぜ！」

げても、ボートが 壊れる心配はなか った。
「姐御 ！

マハラ が低い屋根の下か ら顔を出した。
ボートにはパンチングメタルの屋根があった。パン
チング メタルは穴あき 鉄板だ。穴をあけ て軽量化して
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あるのだが、その 穴に針金を通して 、枯れ枝をくく り
ぎそう

つけて あった。鉄板の 屋根でモンスター から身を守り、
くくりつけた枯れ枝で目立たないように擬装してある。
「すぐ近くでい！ 」
マ ハラはボートから 降りようとしな い。すげえもん、
とやらを見せたくてたまらないようだ。
「……しかたがあ りませんわね」
チ ャパティまでボー トにとどまって いるので、ルビ
ーローズはしぶしぶつきあうことにした。マハラはと
もかく、チャパテ ィまでこだわるか らには、よほど の
ことだ ろう。
体を折 りたたむようにし て屋根をくぐり、ル ビーロ
ーズはボートに乗 った。船首には見 張り役のチャパ テ
ィ、船 尾には操縦役の マハラがいるので 、バランスを
取って中央 に座った。
床はチェッカープレートだった。マハラ特製の鋼板
にすべ り止めの突起が つけられている。 ×印を分解し
たような二本の斜線が、交互に盛り上がっている。非
常階段などで似た ような鉄板を目に する。
ル ビーローズが乗り 込むと、マハラ が降りた。呪文
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で小さくしていた 体を大きくして、 ボートを手で引 っ

たの

張り、 川に戻した。そ してまた、小さく なってボート
に乗った。
いそがしい男だった。巨漢で怪力なのは頼もしいが、
ずうたい

ひとり だけ図体がでか いと、なにかと都 合が悪い。潜
水艇でもボートでも、マハラだけが規格外だ。けれど
も、不思議と文句 は言わなかった。 巨漢であるがゆ え
の不都 合には、慣れっ こなのかもしれな い。
三人を 乗せたボートは川 を遡った。
気がつけば、月が出ていた。川面が月の光に照らさ
れてい る。
月明か りで充分と判断し て、見張り役のチャ パティ
はライトを消した 。
ふぜい

よど

夜 の川上りはなかな か風情があった が、たいして進
かわべり

まないうちに目的地に着いた。川縁の淀みにボートは
進入した。地形の せいでそこだけ水 の流れが遅く、 沼
のよう になっていた。
たけざお

マハラ はスピードを落と した。チャパティは 屋根か
ら竹竿を下ろして 川底や岩を突き、 船を操った。
ボ ートが止まった。
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「見なよ、姐御」
マ ハラは岸に生えた 木にライトを当 てた。
「？」
なにもなかった。ルビーローズは小首をかしげた。
みき

幹と枝 と、葉しか見え ない。
「よく見なって。真ん中にあるやつでえ」
マハラはライトの光をくるくる回した。
「あれ かしら……？」
明かり の中央に、なにか があった。確かにそ こだけ、
わた

木とはちがう感じ だ。黒くて、黄色 くて、白い。白 い
のは綿 だろうか。
「あっ！」
思わず、ぞっとした。
モ ンスターのオニヤ ンマだった。木 の枝にぶら下が
ったまま、 死んでいる。
死体から、変なものが生えている。
す ぐにわからなかっ たのは、羽が抜 け落ち、頭がも
げていたからだ。目立つパーツがないと、トンボの細
長い胴体は幹か枝 に見える。それで も、よく見れば 胸
と腹の 形からトンボと わかった。枝につ かまっている
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脚も確認できた。
黒 と黄色はオニヤン マの体色で、白 いのはカビのよ
うだった。胸や脚にびっしりと生えている。頭のもげ
たところでは山盛 りになっている。
ほ かにも、腹部の黄 色いところから 、トゲのような
ものが何本も生えていた。そこには節があるから、体
の中から芽が出た ように見える。
「あれ はよ、ヤンマタ ケって言うんでい 。キノコがオ
ニヤンマに取り付いて、食い殺しちまったのよ。トゲ
みたいに生えてる のが、そのキノコ な。サナギに取 り
付くサ ナギタケなんて のもあるんだぜ。 白いのは虫殺
そ う そう 、 豆 乳

とうにゅう

しのカビよ。そんで、冬は虫でも夏には草になっちま
うか ら … …え っ と、 な ん だっ け ？
かそ う

仮装っ て言うのよ」
とうちゅう かそう

「 冬虫 夏草です」
「そう、それ」
豆 乳の仮装をしてど うする。
マハラ のへんてこりんな 言いまちがいを、チ ャパテ
ィがすかさず訂正 した。
な んのことはない。 マハラにしては 妙に博識だと思
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ったら、すべてチ ャパティの受け売 りだった。もっ と
も、キ ノコが食い殺す だとか、いささか 脚色されてい
るようだが 。
「よく見つけまし たわね」
ヤ ンマタケはずっと そこにあったは ずなのに、いま
まで誰も気づかなかった。胴体だけなら枝のようだし、
キノコやカビが木 に生えていても当 たり前すぎて、 ま
わりの 景色に溶け込ん でしまう。
「今日はたまたま、ホタルの野郎が上の枝に止まって
たんでえ。尻の明 かりでヤンマタケ がよ、ちょうど 浮
き上が って見えたのよ 。な？」
マハラ はチャパティに同 意を求めた。
「おいらたちが近 づいたら、ホタル は逃げていった で
す」
「ああ、それで。さっきのホタルかしらね」
どうして？ 」

「でよ。これって けっこう、やばく ねえか？」
「あら ？

冬虫夏 草とは珍しいこと だが、オニヤンマは すでに
死んでいる。なに がどうやばいのか 、ルビーローズ に
はぴん と来なかった。
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「この菌をうまく 使えば、モンスタ ーを殺せるぜ」
「細菌 兵器……！」
ルビー ローズは言ってか ら、自分の口を手で ふさい
だ。
「もち ろん、おいらた ちはそんなことし ないです。ミ
ューミューたちも、やらないと思うです」
「そうね。あの人 たちはミュラー博 士に忠実ですも の。
博士が 作ったこの世界 を、モンスターの いるこの世界
を、破壊するようなまねは決してしないはず」
「けどよ。モンス ター皆殺しを考え てる奴らはちが う
だろう ぜ」
「………… 」
ルビーローズは黙り込んだ。
ふおん

不 穏な噂が流れてい る。あくまでも 噂だが、平和を
く わだ

守るとの身勝手な正論を振りかざして、モンスターの
皆殺 し を 企 て る 連 中 が い ると い う。 極 秘 に、 殺 し の
道具や 殺しの呪文を開 発しているという 。
道具を 開発しているのは 防衛局で、呪文を開 発して
いるのは呪文科学 局だと、噂はいう 。防衛局の局長 は
プーケ だ。呪文科学局 の局長はジュリエ ットだ。つま
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こが

り、リヴリーアイ ランドの支配者で あるミューミュ ー
一派を 、子飼いの幹部 職員たちが裏切ろ うとしている
――と。
だが、この噂は管理リヴ委員会の議題に上り、正式
に否定 された。ジュリ エットは法務局の 公安調査室に
ないてい

命じて、呪文科学局を内偵させている。プーケは防衛
ちょうほう

局の 諜 報 部 隊 を 使 っ て 、 幹部 職 員の エ リー ト 武 官 た
どくだんせんこう

ちを洗 わせている。特 に、プーケは念入 りに調べさせ
た。独断専行をしたエリート武官が許可なく部隊を動
かした事件なら、 前にも起こってい る。
結 果はシロだった。 噂を裏付けるも のはなにも出な
かった。
それでも噂は沈静化しなかった。逆に、公安調査室
おひれ

や諜報 部隊の目もかい くぐる組織なのだ と、尾鰭をつ
ける結果と なった。

誰でえ、そりゃ？」

「……でも。そん なこと、あの子た ちが許しません わ。
きっと 」
「ああん？

保安 官選挙なら明日が 投票日じゃね

「今度の、新しい 保安官たちですわ 」
「って 、姐御！
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えか。まだ決まっ てねえって」
「いい え。わたくしに はわかります。あ の子たちには
勢いがあり ますもの」
「そりゃまあ、勢 いはすげえよな。 前の悪徳保安官 を
リコー ルするのに、演 説会場に送り込ま れた暴漢を一
発でぶっ飛ばして、壇上からよぉ、クソ保安官の野郎
にケンカ売りつけ やがったもんな。 姐御にそっくり だ
ミミマキムクネより、わたくしのほうがス

ったぜ 、あんときのど すこい娘はよ」
「あら？
リムでスタイルも いいけれど？」
「…… いや、そっちの そっくりじゃねえ から」
「それで、マッハはどちらが勝つと思うのかしら？
前職対新人の一騎 打ち」
「俺様 はクソ保安官の 野郎が勝つと思う ぜ。選挙に負
けたが最後、新しい保安官に取っ捕まって、いままで
やらかした悪事の つけを払わなくち ゃならねえこと ぐ
らい、 野郎もわかって らぁな。裏から手 を回して、抜
かりはねえ はず」
「そう。チャッパ は？」
「おい らは新人が勝つ と思うです」
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．に
．ょ
．り
．ぶ
．を買
「なんでえ。おめ えもどすこい娘の 、も
ムクネをおだてると、店の売り

．ぶ
．た
．ん
．とか呼
ってる のかよ。まさか 裏でこっそり、り
んでねえだ ろうな？
もん、ガツガツ食 われちまうぜ」
「おい らは選挙参謀の ヒナタがすごいと 思うです」
べっぴん

「あの別嬪 さんかよ」
「前職のリコール 運動はヒナタがリ ーダーだったで す。
りぶた んはボディガー ドだったです」
「お。この野郎、やっぱ愛称で呼んでやがる」
「でも、りぶたん が暴漢をやっつけ て、前職にケン カ
を売っ て人気が出たの で、ヒナタは裏方 に回ったです。
あの判断はすごいと思ったです。ほんとは自分が次の
保安官に立候補す る予定だったはず です。なので、 リ
コール 運動もリーダー やってたです。そ れをあっさり
降りて、相棒のりぶたんを立てたです」
「選挙の戦い方を わかっているのね 」
「ヒナ タは、目的を果 たすためなら平気 で自分を犠牲
にできるです。簡単そうに思えて、簡単にできること
じゃないです」
「それ だけ、りぶたん を信頼しているの ですわ。だっ
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て、あの子たちは 幼なじみの親友で しょう？」
「親友 といやぁ、ここ に来る前におもし れえ話を聞い
たぜ」
「なにかしら？」
「ピキ のヒナタは、前 にいた防衛隊じゃ あ、ちったぁ
すごうで

名前の売れた凄腕の別嬪さんだよな」

こうてい

「そうです。トッ プスナイパーのひ とりだったです 」
「…… ……」
マハラ の意見をチャパテ ィは肯定したが、ル ビーロ
ーズは沈黙で答え た。他人を別嬪だ と認めることに 、
女とし て抵抗感がある ようだ。
「俺たちゃ、似たような奴を知ってるはずだぜ。ピキ

まさか？」

で、防衛隊で、ち ったぁ名前の売れ た、凄腕のイケ メ
ンをよ 」
「……え？

俺様の情報網はよ」

「その、まさかよ 。奴の妹だって話 よ」
「…… そう」
「へへっ。 どうでえ？
「…………」
マ ハラは得意気だっ たが、チャパテ ィは口を閉じた。
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「そうだったの。 ヒナタは妹さんな のね。……あの 人
の、親 友の」
ルビー ローズは山を見た 。
ミュラー山脈を月の光が照らしている。
しゅ ほう

主 峰のローズ・ピー クが天を突いて いる。
いただき

ルビー ローズの名前を山 の 頂 に つけたのは、ルビ
ーローズ本人では なかった。マハラ でもないし、チ ャ
パティ でもない。
リヴリ ーアイランドで一 番高い山の頂に、初 めて立
って、そこをロー ズ・ピークと命名 した男は、山か ら
下りて こなかった。
２
野心家 のエリート武官が いた。
次席防衛武官まで進んだが、さらに上を望んでいた。
あ とひとつ昇れば、 防衛局職員とし ての最高位であ
る主席防衛 武官となる。
だが、エリート武官はもっと高みを望んだ。職員の
地位を 飛び越え、管理 リヴとなることを 目指していた。
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局長のプーケに 逆らう気はなか った。防衛局を乗 っ
取るつ もりもなかった 。管理リヴになれ るのであれば、
担当部門はどこでもよかった。ただ地位がほしいだけ
の、小物だった。
管 理リヴの登用試験 は受けたが、不 合格だった。こ
れがまた、エリートとしてのプライドをひどく傷つけ
そこつ もの

た。合格者には、 女ヤクザがいた。 図体と態度だけ は
でかい 粗忽者がいた。 無駄に知識をひけ らかす、鼻持
ちならない鼻の長い者がいた。
なぜか、役に立たない人材ばかりが選ばれている。
防衛局 ナンバー３であ る自分は不合格な のにだ。
エリー ト武官は抜け駆け を企んだ。
人跡未踏の怪物密林を縦断し、ミュラー山脈主峰の
初登頂 を計画した。
山に登 れば、その裏側に どんな世界があるの かを知
ることができる。 山の向こうにもジ ャングルが広が っ
ている という者もいれ ば、山の向こうは 海で、頂上か

しょうさん

らは遠くに浮かぶもうひとつの島を見ることができる
という者もいる。
かいきょ

登 れ ば 真 実 は わ か る 。 快 挙で あ る。 人 々 の 賞 賛 を

- 212 -

浴びるだろう。英 雄を邪険にもでき ず、管理リヴ委 員
会はポ ストを用意する にちがいない。そ こまでうまく
事が運ばなくても、英雄が忠誠を誓えば、プーケは裏
で手を回してくれ るかもしれない。
てごま

幸 い、エリート武官 には手駒がそろ っていた。
こんな ときのために、早 くから優秀な隊員に 目をか
けておいた。上か ら引きあげてもら って出世できな く
ても、 下から押しあげ てもらって出世す るのが狙いだ
った。
さもしい思惑も知らずに、目をかけられた隊員は光
栄に思 って、エリート 武官の部下となっ た。

はたじるし

計画の 前段階として、エ リート武官は特殊部 隊を創
設した。
せんしゅ

専 守 が 旗 印 の 防 衛 隊 に 、攻 撃 的な ハ ンタ ー 部 隊を
作り上げた。提案しても、初めはプーケに拒絶された。
エリート武官は得 意の武器である舌 を最大限に活用 し
た。専 守防衛ならぬ「 専攻防衛」という 概念までこし
らえた。
先制攻撃をするのではない。攻撃されるその前に、
防衛の ために打って出 る部隊だと力説し た。敵が仕掛
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きょうげき

けてくるにしても 、事前に回り込ん でおいて背後か ら
挟 撃 で き れ ば 、 戦 い を 早期 に 終 結で き る。 そ の ため
には、進撃部隊が不可欠なのだと。
一理あった。それに防衛のための攻撃は、プーケの
たて

望むと ころだった。剣 を捨て、盾だけを 持つのであれ
ば、その盾で殴ればよいではないか。なにも斬りつけ
られるのを待つ必 要はない。かつて プーケはそう語 っ
たこと がある。
エリー ト武官は得意の舌 で、総司令官を刺し た。や
わらかい舌で刺さ れたとは気づきも しないで、プー ケ
さんがく りょうへい だん

は部隊 の創設を認めた 。
こ う し て 、 山 岳 猟 兵 団 と 密 林 猟 兵 団 が 誕 生 し た。
エリート武官は人目もはばからずに、新部隊の指揮
も

官に自 分の部下を送り 込んだ。もっとも 、この人事に
さ

異議を唱える者はいなかった。部下はふたりとも、猛

者として防衛隊の 誰もが認める実力 者だった。名ば か
りのエ リートにはもっ たいないほどの男 たちだ。
れんけい

ふたり の団長は親友だっ た。エリート武官の 勧めも
あって、幾度とな く合同訓練をし、 部隊の連携を深 め
た。上 官の胸に秘めら れた野望のことな ど、知る由も

- 214 -

なかった。
防 衛隊総司令官のプ ーケはときどき 所在不明となる。
同時に、ミューミュー一派も全員がいなくなる。管理
リヴ委員会はただ の飾りで、ミュー ミュー、ジュリ エ
ット、 プーケ、ダーク ヤグラの四人がリ ヴリーアイラ
ンドを支配していると、幹部職員なら誰もが知ってい
る。一派だけで秘 密会合を開くから 、そろっていな く
なるの だ。
なにか 不都合でも起きた のか、珍しく長期不 在が事
くみ

前通達された。主 席防衛武官が留守 を預かることと な
った。 大幹部のプーケ とちがって、主席 防衛武官は与
しやすい相手だった。席がひとつ上なだけ。
エリート武官は動いた。
密 林縦断・主峰登頂 計画が承認され るわけはなかっ
たばか

ろけん

た。これを提案すれば、部隊創設の真の狙いがばれて
し ま う 。 総 司 令 官 を 謀 っ た こ と が 露 見 し て し ま う。
プーケ の留守を狙って 、勝手にやるしか ない。独断専
行である。
成果さえあげてしまえば、あとはどうとでもなる。
問題は 、ふたりの団長 が首を縦に振るか どうかだ。エ
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リート武官はここ でも舌を使った。 部下たちは上官 を
信用し ていたが、上官 は部下を信じてい なかった。も
ともと、出世のために利用するつもりで目をかけたの
だから、信義など 論外だった。
い かにだますか。エ リート武官の舌 はなめらかに動
いた。
野心を隠しすぎても逆に怪しまれるだろうと、主席
防衛武 官の椅子を狙っ ていると打ち明け た。そのため
に立案した作戦で、局長の承認は得たとうそをついた。
ただし、失敗して も公にはできない から、隠密作戦 に
なった と帳尻を合わせ た。成功すれば、 初めて公にさ
れるのだと 。
さらに、主席防衛武官はいい顔をしなかったと、も

ごう

っとも らしく付け加え た。妨害工作の恐 れもあるが受
こうかつ

けて立つと、雄々しく振る舞って見せた。
いちず

ろうらく

めど

だが狡猾にも、山岳猟兵団の団長にだけ話した。豪
たん

ほ

胆な団 長だったが一途 なところもあり、 籠絡の目処は
ついていた 。
山岳猟兵団の団長は、ルビーローズに惚れ込んで熱
そで

心にア プローチしては 、袖にされている 男だった。ふ
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こ

られても、ふられ ても、懲りずに明 るく挑み続ける の
だから 、笑う者はいな かった。それどこ ろか、応援す
る者が多数 だった。
エリート武官は話の最後に、舌でとどめを刺した。
局長が 約束してくれた 。初登頂に成功し たなら、ミュ
ラー山脈の主峰に好きな名前をつけてもよいぞ、と。
このひと言で、山岳猟兵団の団長は落ちた。その場
でロー ズ・ピークと名 前まで決めてしま い、親友の説
得を買って 出た。
密林猟兵団の団長は、親友の熱心な説得に苦笑して
うなず いた。熱のこも った友の話は、ほ とんどルビー
ローズの話 だった。
二個猟兵団を率いて合同訓練に出るというエリート
武官を 、主席防衛武官 は止めなかった。 むしろ、厄介
払いができるとほっとした。訓練の成果を見届けるた
めに調査隊を同行 すると聞かされて も、不審に思わ な
かった 。どうせ、部下 に作らせた報告書 を局長に渡し
て点数稼ぎをするのだろうと決めつけた。
二個猟兵団と調査隊はすんなりと出発した。目的地
を悟ら れないように、 まずは東に向かっ て海岸沿いを
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進んだ。海に注ぐ 川にぶつかったと ころで、本当の 目
きおく

的地を 明かした。密林 を縦断し、主峰に 登頂すると聞
かされて、一同はざわついたが気後れする者はいなか
った。
山 岳猟兵団と密林猟 兵団は特殊部隊 である。団員は
選りすぐりのコマンドだ。困難な作戦であろうとも尻
込みはしない。
調 査隊も、学術調査 の好奇心があっ た。それに特殊
部隊がガードしてくれるのだから、心強い。
せんけい こうい

一行は北に転進し、怪物密林へと分け入った。
おうぎがた

さくてき

先 頭は密林猟兵団だ った。団長は扇 形攻囲戦術を採
用 し た 。 進 行 方 向 に 対し て 扇形 に 展 開し 、 広く 索 敵

する。モンスター を発見したら、避 けられるものは 当
然避け 、回避不能とみ れば包囲して攻撃 した。
開いた 扇の後ろを山岳猟 兵団と調査隊が続い た。調
査隊を中央に置い て、山岳猟兵団は 菱形に展開した 。
さんろく

激 しい戦闘もあった りして怪我人は 出たが、ひとり
も欠くことなく、山麓にたどりついた。
密林縦断計画は成功したのだった。
こ こで、一行は二手 に分かれた。密 林猟兵団は山麓
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に残留し、前線基 地を構築すること になった。また 、
調査隊 も一部が残って 周辺を調べること になった。
山岳猟 兵団と調査隊本隊 は、主峰の頂上を目 指して
夜明けとともに出 発した。
同 時に誕生した双子 の猟兵団は離れ ばなれとなった。
そして、行動をともにすることは、二度となかった。
主峰登頂計画は驚くほど簡単に成功した。山登りは
はば

きつか ったが、モンス ターには出くわさ なかった。行
く手を地形に阻まれて、途中でルートを変更した程度
のトラブルしか起 こらなかった。
先 頭をゆく団員は、 頂上直前で足を 止めた。初登頂
の栄光は団長のものだ。主峰にローズ・ピークと名前
こ

をつけて、それを 手土産に、懲りな い団長がまたル ビ
ーロー ズにアプローチ する話はすでに全 団員の知ると
ふいちょう

こ ろ だ っ た 。 当 の 本 人が う れし そ う に 吹 聴 し て 回 る
のだから、聞きた くなくても聞こえ てくる。
もさ

団 員たちの声援と冷 やかしを背中に 受けて、山岳猟
兵団の団長はひとりで登っていった。恋する猛者は、
リヴリーアイラン ドで一番高い山の 頂に、初めて立 っ
て、そ こをローズ・ピ ークと命名した。
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なら

団員たちも団長 に倣った。頂上 の岩や石に、恋人 の
名前を つけた。恋人の いない者は、しか たがないので
母親の名前をつけた。みんなに笑われた。ひとりだけ
むきになって、母 親じゃないと言い 張った。彼女も い
ないく せに、じゃあ誰 だと聞くと、死ん だおばあちゃ
がっしょう

んだと答えが返ってきた。みんなで 合掌 した。
頂上を極めて、山岳猟兵団は浮かれていたが、調査
隊は浮 かない顔だった 。ガスのせいで見 晴らしが悪か
った。頂上は雲をかぶっていた。これでは、ミュラー
山脈の裏側にどん な世界が広がって いるのか、観測 の
しよう がない。
特にエ リート武官は不機 嫌だった。
調査のためと称して、頂上に滞在する時間を引き延
ねば

ばした 。ガスが晴れる のを待つと粘った 。山岳猟兵団
の団長は不承不承したがった。
ガスは晴れた。雲は流れ去っていった。世界が見え
た。山 の向こうにジャ ングルはなかった 。ミュラー山
脈はそのまま、海へと落ち込んでいた。
調査隊から声があがった。この海は深いぞ、と。も
しも海 が浅いのなら、 海岸には平地が広 がっているは
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やますそ

ずだ。山裾に平ら な土地が見えるは ずだ。しかし、 頂
上から は海しか見えな かった。波に削ら れて、海岸線
には多少の平地があるかもしれないが、基本的に、山
は海の底まで続い ていると考えられ た。
動 揺が広がった。噂 のひとつが的中 していたのだっ
た。
かいこう

山の向こうは深い海で、ミュラー博士の夫人の名を
取って 、ジュリエット 海溝と呼ばれてい る、との噂だ
った。
エリート武官は一笑に付した。そんなものはただの
偶然だ 。山を下りれば 、そこは陸か海の どちらかだ。
二分の一の確率で的中する。海なら、浅いか深いかの
どちらか。確率は やはり二分の一。 すなわち、深い 海
との予 想は四分の一と いう高確率で的中 するわけだ。
ペテン師が四通りの噂話をでっち上げれば、ひとつは
必ず当たる。そう して、予言者や霊 能者は誕生する の
きべん

だ。だ まされるな、と 。
詭弁に 真理を混ぜて、も っともらしく見せか けてあ
った。話の前半は 、意図的に選択肢 をせばめてある 。
確率が 高くなるように 話を持っていった だけのこと。
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そんな詭弁を、後 半の真理で丸め込 んだ。必ず当た る
ように 仕組んでおいて 、予言者や霊能者 を装うと事実
を突いた。だまされないように忠告して、話を締めく
くっている。
ど ちらがペテン師か といいたくなる が、動揺した兵
を静めるにはそれでよかった。話は単純化されていて、
わかりやすい。
だ が、動揺はさらに 広がった。
水平線 の彼方に、もうひ とつの島が見えたの だった。
ジュリエット海溝の存在を言い当てた噂は、そのあ
とに、 こう続けている 。深い海の向こう には、もうひ
とつの島がある。島の名はモンスターアイランド。ま
まとう

たの名を魔島とい う、と。
怪 物の島だから、モ ンスターアイラ ンド。リヴリー
アイランドに巣くうモンスターたちは、自分たちの島
を追い出された、 か弱い怪物なのだ と噂は教えてく れ
る。つ まり、海の向こ うにある島には、 もっと恐ろし
い怪物たちがいるのだと。怪物というよりも、もはや
魔物。ゆえに、魔 島と呼ぶ。
島 が見えると、エリ ート武官が激し く動揺した。
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防衛局ナンバー ３の男は、幹部 職員にだけ流れる 秘
るけいち

密の噂 を耳にしていた 。
魔島は 流刑地だった。リ ヴリーはリヴリーを 殺せな
い。そこで魔島に 島流しにして、モ ンスターに始末 さ
せる刑 罰ができた。見 てはならないもの を見た者、聞
いてはならないことを聞いた者、都合の悪いことを知
った者が、怪物の 島に送り込まれる 。
あんやく

い ったい誰が、そん なことをするの か。それは聞く
までもなかった。巨大な秘密を抱えて暗躍できるのは
四人しかいない。 ミューミュー一派 だ。
エ リート武官の足が ふるえた。
密林縦 断・主峰登頂計画 は成功した。頂上に 立って
い ぎょう

みれば、拍子抜け するほどに簡単な 偉業だった。そ れ
なのに 、過去になしえ た者はいない。ミ ューミュー一
派がそれを許さなかったから、密林を縦断した者もい
なければ、山に登 った者もいないの だ。密林を抜け れ
ば、山 に登りたくなる 。山に登れば、島 が見えてしま
う。流刑の 島が。
エリート武官は見てしまった。都合の悪いことを知
ってし まった。自分ひ とりなら、胸に納 めておけば命
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きんき

は助かるかもしれ ないが、二個猟兵 団と調査隊を率 い
て禁忌 を犯した。
口封じ は不可能だった。 その証拠に、噂なら すでに
るふ

流れている。ジュ リエット海溝の存 在も、魔島の存 在
らち

も、埒 もない噂として なら、すでに流布 している。真
実を見聞きした者はだまっていられない。
独断専行の愚かさを、エリート武官は思い知った。
なにも かも手遅れだっ た。次席防衛武官 まで昇進した
のに、未来は閉ざされてしまった。この先、待ってい
るのは島流し。お まえは死ねとの、 極刑だ。足のふ る
えは、 もう止まらなか った。声を出せば 、のどのふる
えが音になった。視点が定まらずに、目までふるえは
じめた。エリート とは名ばかりの、 小物だった。
山 岳猟兵団の団長は すべてを悟った 。上官のメッキ
は

はもう剥がれた。なにもかも、うそだった。全部、口
からでまかせ。部 隊は、目の前でふ るえている男の 独
断で動 かされたのだ。 秘密を知っておび える哀れな男
を、怒る気にはなれなかった。その価値すらない。
主峰の登頂はこれが初めてではないとわかった。頂
上から 山の裏側を眺め た噂が正確だった のだから、過
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去に誰かが登って いる。頂上に立ち 、帰還し、噂だ け
を残し て闇に消えてい る。
団長は 天を仰いだ。初登 頂でなくてもかまわ なかっ
た。偉業など、ど うでもよかった。 ただ、ルビーロ ー
ズのこ とを思った。ひ とりで反対側を向 いて、遠いパ
は

キケフーズ に思いを馳せた 。
もう一度、会いたい。あの笑顔を見たい。だから、
下りる 。部下を連れて 、ひとりの落伍者 も出さずに、
帰還する。どんな裁きが待っていようとも、ルビーロ
ーズに会えさえす れば……。
ど よめきが起こった 。
魔島で 異変が発生した。
黒い煙が島から立ちのぼった。まっすぐ昇って上空
たいりゅう

で 滞 留 す る と 、 ひ と か たま り にな っ て 水平 移 動を 始

モンスター の群れだぞ！

めた。動きに意志が感じられた。煙が風に流されたと
は思えなかった。
あ れはモンスターだ ！

誰かが叫んだ。言われてみれば、確かにそう見えた。
モンスターの群れは雲に突入した。進行方向にたま
たま雲 があっただけで 、通り抜けるもの と思っていた
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ら、そうはならな かった。雲の中か らパラパラとこ ぼ

また誰かが叫 んだ。実際、

モンスターの軍団が、雲の中にいるなに

れ落ち るものがあった 。通り抜けるモン スターは一匹
もいない。
戦争だ！
かと戦 争をしているぞ ！
そうとしか 思えなかった。
エリート武官がつぶやいた。
――こうてんのしろ。
ふるえ る声で、そう言っ た。
「しろ」とは城のことだろうか。戦争をしているよ
う だ か ら 、 城 な ら ぴ っ た り く る 。「 の 」 は 「 こ う て
ん」と「しろ」をつないでいるとわかる。とすると、
「こうてん」の意 味は？
空 にあるのだから「 天」が入るよう に思う。高い空
だから「高天の城」だろうか。それとも、天気がいい
から「好天の城」 だろうか。どちら もしっくりこな い。
ならば 、「荒天の城」か。これなら勇ましい感じはす
る。しかし、雲の中が大荒れなら、重たげな黒雲にな
るのではあるまい か。モンスター軍 団が突撃したの は、
ただの 白い雲だ。そこ いらの空にも浮か んでいるよう
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な、ありきたりの 雲だ。
字 はわからないが、 城でまちがいは ないようだ。
天空に 攻め上ったモンス ター軍団は敗北した らしく、
しばらくすると異 変は収まった。海 には島が浮かび 、
空には 雲が浮かんでい る。のどかな光景 だった。
山岳猟 兵団の団長は下山 を指示した。
頂上での滞在時間を引き延ばされ、モンスター軍団
の戦争 に目を奪われて 、すっかり予定が 狂ってしまっ
た。どんなに急いでも、山麓にたどりつく前に日が暮
れる。夜の山を下 りなければならな かった。
下 りは登りほど時間 がかからない。 だが、一行の足
取りは重かった。登ってくるときとは打って変わって、
雰囲気が暗くなっ ている。
そ んな暗い雰囲気に 引きつけられた のか、死に神が
忍び寄って きた。
天候が急変した。
風 が出た。冷たい風 だった。気温が 一気に下がった。
た いひ

風速は見る見る強まって、嵐となった。雨が当たると
痛かった。待避で きるような場所は なかった。吹き さ
は

らしだ 。立っていると 風に飛ばされそう になった。這
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って進むしかなか った。
冷 たい風が体温を奪 ってゆく。雨は みぞれとなった。
みぞれは雪に変わった。吹雪が世界を白一色に塗り替
えた。
やわ

少 し下りて風の当た りが和らぐと、 調査隊が勝手に
あお

テントを取りだした。風に煽られ飛ばされて、数名が
か つらく

滑落した。救助を 後回しにすれば、 夜が明けるまで に
凍死す るだろう。持ち こたえたとしても 、天候が回復
するとは限らない。雪がやむ気配はない。温かい地面
に溶かされながら も大地を冷やし、 雪は確実に降り 積
もって ゆく。
見捨て て下山するわけに もいかず、団長は部 隊をふ
たいどう

たつに分けた。調 査隊を帯同して三 個小隊に先行さ せ
げんめい

た。場 所を選んで待機 し、後続を待つよ う厳命した。
残した第一小隊は負傷者の救助に当たらせた。団長は
救助隊を指揮した 。
救 助に手間取ってい ると、伝令がや ってきた。ガレ
ふ もと

場で風をしのげたので待機しようとしたら、エリート
武官が下山を強行 したとの知らせだ った。 麓 に下 り 、
密林猟 兵団を救助に向 かわせると主張し て、調査隊を
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おど

率いていったと。 その際、道案内と して山岳猟兵団 の
半数に 当たる二個小隊 が同行するよう脅 しをかけたと
のことだっ た。
防衛局ナンバー３の次席防衛武官には誰も逆らえな
かった 。救助要請も筋 が通っている。後 続支援のため
に第四小隊を残して、先行隊は下山した。二隊に分け
た部隊は、さらに 三隊に分かれてし まったのだった 。
団 長は自分のミスに 気づいた。痛恨 のミスだった。
救助は部下に任せて、口先だけの権力者には自分が付
くべきだった。
な んとか負傷者を救 助し、エマージ ェンシーストレ
ッチャーに収容した。山を下って、ガレ場で待機組と
合流した。岩や石 がごろごろしてい る危険な場所だ っ
たが、 地形の影響なの か風は弱かった。 だが、落石が
起こらない とはいえない。
先行隊を追いかけて合流することにした。負傷者の
はんそう

搬送は 、体力を温存し ていた待機組に担 当させた。
先を急 いだが、なかなか 追いつけなかった。
団長は合流を断念した。雪はどんどん深くなる。雪
の上に 、先行した隊の 足跡はなかった。 かなり先を進
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んでいるものと思 われた。それに、 そろそろ日も暮 れ
る。ビ バークすること にした。
強風の ため、テントは張 れなかった。林に入 って風
をよけ、体温の低 下を防いだ。水分 と食糧を補給し 、
夜明け を待った。
眠るこ とは許されなかっ た。
疲れた体を横にもできずに、雪の中をただ立ってい
るのは つらい。そここ こで、ひそひそと 雑談が始まっ
た。
この計画はなんか変だぞ。実は無断じゃないのか。
いまご ろ気づいたのか よ。お偉いさんが 勝手に部隊を
動かしたのさ。俺たちに言ったことは全部うそなんだ
ぜ。やばいもん見 ちまって、あの野 郎、帰りはずっ と
だまり こくってたじゃ ねえか。なんだよ 、やばいもん
って。よく知んねえけどよ、モンスターが攻撃してた
雲の中に、城があ るんだってよ。そ んなもん見ちま っ
て、俺 たち帰ったらど うなるんだよ。無 事に帰れてか
ら心配しろよ。遭難しといて、なに言ってんだ。やっ
ぱりこれって遭難 なのか。救助隊は 来てくれるよな 。
バカ、 おまえ。俺たち がこんなところに いるなんて、
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誰も知らないんだ ぞ。救助隊なんて 、来るもんか。
す っかり士気がゆる んでいた。団長 は怒鳴りあげた。
ふ もと

我々は 山岳猟兵団である 。山では最強の部隊 だ。遭
難な ど し な い 。 必 ず や 、自 力 で 下山 す る 。 麓 に は 前
線基地 がある。友軍が 我々の帰りを待っ ている。きさ
まらは、密林猟兵団の男たちに泣き顔を見せるつもり
かっ！
ひ そひそと話す声は 消えた。特殊部 隊の猟兵たちは、
白い夜を無 言で耐えた。
夜が明けた。風は収まったが、雪はちらちらと降り
続けた 。出発の準備を していると、山を 下りてきた者
がいた。
調査隊とともに先行しているはずの団員だった。
話 を聞いて、耳を疑 った。
あき

下山を 強行したエリート 武官はルートまで強 制して
いた。呆れかえっ たことに、道に迷 うと同じ場所を ぐ
るぐる 回るものだから 、意志の力でこれ を修正すると
唱えて、強引に進路を変更させていた。雪で一変した
景色にうろたえて いるのは、誰の目 にも明らかだっ た。
がけ

し かも、崖に行く手 をさえぎられる と、今度は引き
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す その

返して再登頂せよ と命令した。山の 裾野は広くても 、
頂上は 一点。下山中に ルートを見失って も頂上まで戻
れば、一から出直すことができる。帰路は見つかる。
と、したり顔で語 ったという。
おくびょうもの

で たらめな指揮に、 調査隊の 臆 病者 が 輪をかけた 。
早く下山したいばかりに、ルートが見つかったと主張
した。根拠も示さ ずに、科学的に判 断してまちがい な
いと断 言した。結果、 頂上まで登り返す 途中で、再び
下山が始ま った。
山はどこでも歩けるわけではない。下りたら最後、
登り返 せない場所だっ てある。そうなる と、進路を誤
ったと知ってなお、進むしかなくなる。
ぐしん

反対意見は通らなかった。意見具申を許可されても、
どせい

話し始 めるとすぐに怒 声を浴びせられ、 沈黙に追い込
まれた。意見は言うだけ、無駄だった。
理論を優先して現実を無視し、障害を克服するのに
かつらく

だつらく

権威を もってするのだ から、本当に情け ない男だった。
雪の山 中を上へ下へと迷 走する間に、滑落や 脱落が
続出した。動けな い者に手を貸すと 、今度は手を貸 し
た者が 動けなくなった 。エリート武官は 言った。いま
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くぼち

は先にゆく。あと で迎えにくるから 、そこで待てと 。
雪より も冷たい言葉だ った。
け いしゃ

仲間を 見捨てながら迷走 した先行隊は窪地に はまっ
た。四方を傾斜の きつい坂に囲まれ て、身動きが取 れ
あげく

なくな った。挙句の果 てに、周囲より低 いその場所で
くず

ビバークすると言い出した。降り積もった雪が崩れて、
なだれ

斜面を流れてくる 恐れがある。
くず

雪 崩の危険性を指摘 しても、低い坂 におびえるなと
一喝された。夜が明けても、雪は崩れなかった。そら
見たことかと、部 隊を遭難に追い込 んだ張本人は自 分
こんぱい

の判断 に満足した。
疲労困 憊して動きたがら ないくせに、エリー ト武官
は口だけは達者に 動かした。一個小 隊を窪地から脱 出
させ、 下山して救助を 要請する分隊と、 登り返して本
隊に救助を要請する分隊とにわけさせた。もちろん、
しょうかん

自分は動かないで 助けてもらうつも りだ。
そ う い っ た 事 情 で 、 小官 ら は 救助 要 請の た め 下山
してきたのであります、と分隊長は話を締めくくった。
団長率いる本隊は、迷走した先行隊を追い抜いてい
たのだ った。
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結局、部隊は全 部で四つに分割 されていた。負傷 者
を運ぶ 本隊と、身動き の取れなくなった 先行隊、下山
分隊、登山分隊の四つだ。そして、下山分隊が本隊に
吸収されて、たっ たいま三つになっ た。
せ っかく合流した部 隊を、団長は再 分割しなければ
ならなかった。先行隊救助のために登り返す部隊を編
いちじる

制し、負傷者および疲労の 著 しい者を待機部隊とし
てビバ ーク地点に残す 。救助隊を選抜し ていると、下
山を申し出た分隊があった。先行隊が派遣した下山分
隊は、案内のため に救助隊に同行す る必要がある。 な
らば救 助要請を引き継 いで下山したい。 必ず、友軍を
連れて戻って参りますと志願してきた。
暖かい山麓で英気を養っている密林猟兵団が駆けつ
けてく れればありがた い。団長は許可し た。これで、
部隊は全部で五つに分割されることになった。先行隊
救助隊、待機本隊 、下山分隊の三つ 。それに、動け な
くなっ た先行隊と、自 分が最後尾だとは 知らずに後ろ
に救助を求めた登山分隊の二つだ。
待機本隊を残して、先行隊救助隊と下山分隊は出発
した。 待機する者たち は、姿が見えなく なるまで、下
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山分隊を見送った 。だが、救助要請 のために志願し て
下山し た分隊は、その まま雪山に消えた 。麓の前線基
地にたどりつくこともなく、本隊に戻ってくることも
なかった。
同 じ悲劇は登山分隊 にも起こった。 最後尾でありな
がら、後続を探し求めて登り返した分隊は下りてこな
かった。大地の白 と、空の白との区 別がつかずに、 頂
上を越 えてなお、登り 続けたのかもしれ ない。
ちらつ く程度の雪は足跡 を残しておいてくれ た。先
行隊救助隊は迷う ことなく窪地に到 着した。
し かし、窪地はすで になかった。斜 面を流れた雪が
埋め立てを完了していた。雪の上に残っていた足跡は、
雪の下へと続いて いた。
そ れでも救助活動に 入った。いつご ろ生き埋めとな
まいぼつしゃ

ったのかはわからない。まだ助かるかもしれない。ゾ
ンデ棒を雪に刺し 、埋没者を見つけ 、掘り起こした 。
冷たく なった仲間の救 出はむなしかった 。
風が出 てきた。雪も本格 的に降ってきた。山 はまた、
荒れ始めた。三人 の遺体を回収した ところで、救助 活
動は打 ち切られた。エ リート武官は見つ からなかった
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お

が、惜しむ声は聞 こえてこなかった 。遺体を整然と 並
べて安 置し、降りしき る雪の中、多くの 仲間が眠る地
に敬礼した 。
先行隊救助隊は待機本隊のところへ戻ろうとしたが、
せつどう

吹雪の ために途中で断 念した。手分けし て雪洞を掘り、
待避した。風は吹き止まず、日が落ちた。朝になって
た い りゅう

も暗いままで、そ の日一日、そして 翌日も動きが取 れ
ずに、 雪洞に 滞留 した。 四日目の夜明け前に なって 、
ようやく風 は収まった。
雪洞を出て点呼を取ると、数は三分の二になってい
た。確 認された凍死者 を足しても、まだ 足りない。周
辺を探すと、いくつかの雪洞がまるごと全滅していた。
死んだ仲間はそのまま放置した。生存者の体力温存
を最優 先とした。自力 歩行の不能な団員 が二名いた。
ふたりとも搬送を拒否し、雪洞滞留を希望したが、み
んなで担ぎ上げて エマージェンシー ストレッチャー に
収容し た。
先行隊 救助隊は下山を開 始した。
天候はすっかり回復していた。空は青く、晴れ渡っ
ていた 。遠くに見える 下界は緑色のジャ ングルだった。
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雪など、ちらつき もしなかったのだ ろう。見るから に
か

暖かそ うで、恨めしか った。
腰まで ある雪を掻き分け て、先行隊救助隊は 待機本
隊のところに戻っ た。
す ると、今度は待機 本隊の姿がなか った。いや、姿
はあった。およそ半数に減っていたものの、横たわっ
て雪をかぶり、冷 たくなっていた。
ひ とりだけ、雪の壁 に向かってうず くまる者がいた。
口はきけたので、事情がわかった。ただでさえ弱って
げんかく

さ く らん

こんすい

いたところに、強 風でさらに体力を 奪われ、低体温 症
による 幻覚・錯乱・昏 睡、そして凍死が 続出した。死
体の横で待ち続けても、先行隊救助隊が戻ってこない
ものだから、見捨 てられた、いや遭 難して全滅した と、
絶望が 広がった。
もうそう

かんのう

やがて 、統率が取れなく なった。
妄想は伝染する。感応精神病という。
こ のまま春まで雪は 降り続ける。少 し下りれば雪は
溶けてなくなる。そこまで救助隊は来ている。その証
拠にさっき笑い声 が風に乗って聞こ えてきた。おま え
も聞い ただろう。
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おくそく

あれこれと希望 や憶測や幻覚を 並べ立てて、動け る
者は先 を争って下山を 開始した。
こっち が下山ルートだ。 いや、こっちから登 ってき
た。なにをいうか 、そこで仲間が手 招きしているで は
ないか 。
そう言 って、みんな、ち りぢりになって下り ていき
ました。でも、無 事に下山できたみ たいでよかった で
す。だ って、さっき笑 い声が聞こえまし たよ。自分も
手足が温まったら下りるつもりです。
そう話してくれた団員は、雪の中に素手と素足を突
っ込ん で、温めていた 。ようやく異常に 気づいた団長
が引っ張り出すと、白い雪の中から、黒い手足が出て
きた。重度の凍傷 だった。
実 は、この時点で生 存していた登山 隊は山岳猟兵団
だけで、団長のまわりにいる者がそのすべてだった。
総数十八名。うち 、自力歩行の不能 な重傷者三名。 大
隊規模 だった兵員の八 割を失い、山岳猟 兵団は小隊並
に縮小して いた。
待機本隊唯一の生存者を収容して、団長は下山を急
いだ。 天候に恵まれて いるうちに、少し でも進んでお

- 238 -

きたかった。
だ が、深い雪の中を 思うようには進 めない。ちりぢ
りになって下山し、倒れた仲間を見つけたら、生死の
確認もしなければ ならない。
景 色は変わらないの に、天候が変わ るのは早かった。
ふうせつ

風雪が再び襲いかかってきた。
つわもの

ここまでずっと団長に付き従ってきた男たちは 兵
ぞろい だった。滑落者 を救助して搬送し ている。登り
返して生き埋めとなった仲間を掘り起こしている。雪
洞に潜り込んで耐 えてもいる。しか し、そんな男た ち
も、す でに限界を超え ていた。
そこへ 、待機本隊唯一の 生存者が災いの種を まいた。
笑ってる。ほら、笑ってるよ。声が聞こえる。笑い
声だよ 。
ストレ ッチャーの上で、 ささやくように独り 言を漏
らした。誰かに話 しかけるわけでは なく、自分で自 分
にささ やいている。さ さやき続けている 。
か細い 声が風に乗って、 男たちの耳に届いた 。
ささやきをやめさせようと、怒鳴りつけたら声はや
んだ。 しかし、すぐに またささやきが始 まった。相手
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は重傷だ。心も病 んでいる。手荒な まねはできなか っ
げんちょう

た。怒 鳴ることさえ、 はばかられた。
だまっ て聞き流すうちに 、 幻聴 を 聞く者が現れた 。
吹雪の中で、確かに笑う声がした。
妄 想の伝染が始まっ たのだった。
だが、 男たちは口を閉ざ した。この世に存在 しない
こけ ん

声が聞こえますな どと、弱音を吐く ような見苦しい ま
ねはで きない。沽券に 関わる。
口は閉 ざせたが、耳は閉 ざせなかった。頭の 中でど
れほど否定しても 、笑い声がときお り耳を打つ。声 の
するほ うに思わず顔を 向けると、それを 見た仲間は妙
に安心した。声が聞こえているのは自分だけではなか
った。あいつも聞 こえている。あい つもだ。
幻 聴は、事実として 認識されたのだ った。
男たち は決して口には出 さなかったから、何 人が声
を聞いたのか、そ れはわからない。 もしかしたら、 猛
者とし て知られる団長 でさえ、笑い声が 聞こえていた
のかもしれ ない。
山を下っていても、地形によっては登りになること
がある 。行く手をさえ ぎられて引き返す ときは、当然
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登りとなる。山岳 猟兵団最後の部隊 は山中を迷走し て
いた。 下るつもりが登 ることも多く、下 山ルートを探
して雪と風の中をさまよっていた。
そして、たどりついた。
笑 う者がいる地に。
あの丘 の向こうだよ。そ こで笑ってるよ。ほ ら、楽
しそうな笑い声だ よ。
待 機本隊唯一の生存 者は、歩けない 足で丘の向こう

せっこう

に行こうとした。ストレッチャーから転げ落ちそうに
なった。
部 隊は足を止めた。
自分が 見てきますと、斥 候を申し出た男がい た。声
が聞こえるとは言 わなかったが、聞 こえないのであ れ
ば、見 てくる必要はな い。
団長は だまってうなずい た。おそらく、すで に全員
が笑い声を聞いて いたのだろう。反 対する者はいな か
った。
丘に登 った斥候は、下に なにかを見つけて、 その場
にへたり込んだ。 問いかけにも答え なかった。団長 は
自分の 目で確認するべ く、足を運んだ。 団長が動くと、
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ほかの者も全員が 動いた。そこにな にがあるのか、 誰
もが自 分の目で確認せ ずにはいられなか った。
くず

丘の下 には、見覚えのあ る光景が広がってい た。四
方を傾斜のある坂 に囲まれている。 積もった雪が崩 れ
て、窪 地を埋め立てて いる。雪を掘った 跡が残ってい
る。掘り起こした遺体が三体、雪をかぶって転がって
いる。
そ こは、エリート武 官と多くの仲間 たちが生き埋め
となった場 所だった。
なぜ、この場所を知っているのかと、ひとりの男が
待機本 隊唯一の生存者 の、胸ぐらをつか んだ。先行隊
の救助に同行しないで待機していたのだから、仲間た
ちの眠る場所を知 るわけがない。
答 えは返ってこなか った。胸ぐらを つかんでも、反
応はなかっ た。
山岳猟兵団最後の部隊は総数十七名になっていた。
雪 の山中を迷走した 挙句に、仲間た ちの眠る場所に
戻ってきたのはショックだった。だが、整然と並べて
安置しておいた遺 体が動いているの は、もっとショ ッ
クだっ た。遺体の向き はばらばらになっ ている。
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誰が動かしたん だよ。なあ、誰 が動かしたんだよ ！

誰も動かさ ん！

団長は一喝し た。風に吹き流され たに決

ひ とりが取り乱した 。
バカ者 ！
まっているだろう が！
安 置しておいた遺体 に団長はまっす ぐ歩み寄った。
ぼうじゃくぶじん

多くの仲間が眠るその上を、傍若無人に歩いた。仲間
が眠る事実を忘れ たのか、それとも 死者に挑戦した の
か。あ るいは、死の世 界に道連れにしよ うとする者な
くず

どいないと、おびえる生者に示して見せたのか。
団長が歩くと雪が崩れた。斜面を流れた雪は規模も
小さか った。流れる雪 が、その下の雪に 染み込むよう
な感じで、すぐに消えた。窪地はすでに埋め立てられ
なだれ

ている。雪崩の恐 れはなかった。
部 隊は、団長に続く 者と、おびえて 逃げる者とに分
かれた。団長のそばにいた者は、引きずられるように
して続いた。負傷 者を搬送する者も 、責任感からか 、
おびえ を克服した。ひ とり、またひとり と歩き出して、
最後にふた りの男が残った 。
ひとりはもうひとりの顔色をうかがいながら、歩き
出した 。最後に残った のは取り乱した男 だった。男は
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自分が最後尾にな ると、仲間たちに 背を向けた。そ れ
を見て 、もうひとりも 逃げ出した。
山岳猟 兵団最後の部隊は 十五名になった。
団長は自分の手で遺体を整然と並べ直した。部下た
ちも手 伝った。待機本 隊唯一の生存者だ った男を四人
目として安置して、その地を去った。敬礼はしなかっ
けつべつ

た。決別したのだ った。
部 隊は山を下りた。
出発点 に戻った。
夜明けとともに下山を開始した、今日の出発点に帰
ってき た。雪に埋もれ た雪洞がある。仲 間も眠ってい
る。
日が暮れようとしていた。朝から夕方までの、日中
の行動 は徒労に終わっ たのだった。
自力歩 行の不能な二名の 団員は、改めて雪洞 滞留を
希望した。これ以 上、仲間の体力を 奪うわけにはい か
なかっ た。今日の朝、 捨てていってくれ さえすれば、
仲間たちは重い荷物を運ばずにすんだのだ。
ここで救助を待ちます、と男たちは言った。
団 長は答えた。ここ に、おまえたち を捨ててゆく、
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と。
捨 てられる男たちは 笑顔を見せた。 仲間の負担とな
らないのが うれしかった。
団長は部下の笑顔を見てうなずくと、宣言した。お
れが動 けなくなったら 、おれを捨ててゆ け。これより
先、仲間を助けることは許さん。
異議を唱える者はいなかった。限界はとうの昔に超
えてい る。生き残って いるのは、自分で 自分を切り捨
てる覚悟のある者だけだった。
歩けない仲間を置き去りにして、最後の部隊は立ち
去った 。雪洞を掘って やることさえ、し なかった。振
り返る者も いなかった。
捨てられた男たちは、山を下りてゆく仲間を敬礼で
見送っ た。
山岳猟 兵団は十三名にな った。
夜になって、待機本隊が壊滅したビバーク地点にた
どりつ いた。壊滅した のは妄想が伝染し て統率が取れ
なくなったからであり、場所に問題はない。積もった
雪を掘り下げなが ら、雪壁を作った 。目につく遺体 は
運び出 した。
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林の中で高い雪 壁に囲まれると 、風の影響はほと ん
ど受け なくなった。テ ントを張って、睡 眠を取ること
にした。夜が明ければ、天候次第で一気に下山する予
定だった。それは 今朝も同じことだ が、愚痴は出な か
った。
愚痴る 余裕はなかった。 真夜中になると、ま た笑い
声が聞こえてきた 。
強 い風が木の枝に切 り裂かれて鳴っ ている。そう考
えていたら、風の吹く音が消えた瞬間にも笑い声が響
いた。夜の山で、 誰かが笑っている としか思えなか っ
た。
待機本 隊がおかしくなっ た理由がわかった。 ビバー
ク初日には、こん な音は聞こえてこ なかった。エリ ー
ト武官 が先行隊ともど も生き埋めとなっ てから、声は
聞こえ始めている。待機本隊唯一の生存者だった男が
そう語っている。
うら

な らば、笑っている のは死んだエリ ート武官なので
はあるまいか。あの男なら、生きている者を怨んでま
とわりつきそうな 気がする。
猟 兵の最精鋭たちは 、笑う夜を耐え た。夜明けには
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せいぞろ

十三名全員が勢揃 いした。熟睡はで きなかったが、 体
を休ま せることはでき た。
天候は 回復しなかった。 よくもなく、ひどく もなく、
もう慣れたとさえ 言えるような状況 だった。しかし 、
全員が 下山の意志を固 めていた。
天候の 回復を待ってこの まま滞留すれば、待 機本隊
同様に壊滅するだ ろう。笑う夜に精 神がいかれてし ま
うのは 、時間の問題だ った。いや、もう すでにいかれ
ているのかもしれない。幻聴だと考える者はひとりも
いなかった。笑い 声は確かに存在す る。そして、こ の
おんりょう

あつ

世に存 在しない者が笑 っている。死者が 笑っているの
だ 。 怨 霊 だ 。 そ う 信 じ て 疑わ な い の だか ら 、病 は 篤
いと言わざるを得 ない。
団 長は部下のひとり ひとりと視線を 合わせながら、
訓示した。
麓は暖かいジャングルだ。雪さえ抜ければ、生還で
きる。 山麓に残留した 密林猟兵団も、異 常事態と判断
して、すでに救助隊を差し向けたはずだ。案ずるな。
ただ、前に進め。 ……本日、我々は 下山する。
山 岳猟兵団最後の部 隊は歩き出した 。笑う夜を明か
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したビバーク地点 には二度と戻らな いつもりだった 。
ぬ

事実、 戻ってくること はなかった。
白い雪 を踏みしめ、白い 風を縫って進んだ。 前日の
足跡はもう残って いない。同じコー スをたどってい る
のか、 それともちがう コースなのか、す ぐにわからな
くなった。
しばらくすると、笑い声が忍び寄ってきた。
生 き残ろうともがく 男たちを、どこ かで笑いながら
見ている。死んだエリート武官が怨霊と化して道連れ
にしようとしてい る。誰もがそう信 じていた。
笑 い声が聞こえると 、微妙にコース がずれた。先頭
でラッセルする団員が、無意識に声のする方角を避け
たのだ。部隊の進 路は怨霊にコント ロールされてい た。
そ の事実に、団長が 気づいた。降り 積もった雪を掻
き分けて道を開くのは、激しく体力を消耗する。ラッ
セル役が交代する ときに、団長は指 示した。笑い声 に
ごうたん

向かっ て進めと。
豪胆で 知られる団長だっ た。
声に向かって進むと、怨霊が本腰を入れて襲いかか
ってき た。遠くで笑う のではなく、近く で笑うように
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いあつ

なった。間近まで 一気に接近してく る感じで、声の 大
ふる

きさや 動きで威圧する ようになった。
団長は 部下たちを奮い立 たせた。
我々の進撃に、敵はひるんでいる。ここを通らせた
くない のだ。だから、 必死になって脅し をかけている。
このルートでまちがいはない。ゆくぞ。おれについて
こい。
けお

お うっと雄叫びが轟 いた。
雄々し い叫び声に気圧さ れたのか、せせら笑 う声が
消えた。
怨 霊はあきらめたら しく、部隊は邪 魔をされずに前
に進んだ。
林が途切れた。開けた場所があって、すぐにまた林
へと続 いている。
きり

むせつ

視界は 悪かった。霧が出 ている。そのまま凍 りつい
て、小さな雪とな ってこぼれてくる 。霧雪だ。
風 はなかった。どこ からも音が聞こ えてこない。多
少の音は、あたり一面に降り積もった雪が吸い取って
しまう。
音 のない世界にただ 、霧の雪が降っ ていた。
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なにか不思議な 感じのする場所 だった。音が消え た
せいか もしれない。林 の途切れたその場 所が、境界に
見えた。
境界の手前で足を止めていると、消えたはずの笑い
声が戻 ってきた。今度 は後ろから声は聞 こえてきた。
部隊は 声のする方向へと 進んでいる。だから 怨霊は、
裏をかいて呼び戻 そうとしている。 生と死の境界を 渡
らせま いとしているの だ。団長はそう考 え、部下に命
じた。渡れ。最後尾はおれが引き受ける。境界を越え
ろ。と。
部 隊は林の途切れた ところを渡り始 めた。四番目の
男が肩までずぶりとはまった。続いて前後の男も肩ま
ではまった。四番 目の男はさらに沈 んで、全身が雪 に
埋もれ てしまった。
ほんの 一瞬、時間が止ま った。三人の男が埋 まった
だけで、なにも問 題はないように思 えた。だが、そ れ
はほん の瞬間のことだ った。雪の底が抜 けた。四番目
と、その前後にいた三番目、五番目の三人が雪を突き
抜けて転落した。
せっぴ

雪 庇を踏み抜いたの だった。林の途 切れたところに

- 250 -

地面はなかった。 入り組んだ山肌が ヘアピンのよう に
カーブ して、地面が裂 けていた。両側に 積もった雪が
張り出してつながり、雪の橋を作っていた。
そうとは知らずに、部隊は雪の橋を渡ってしまった。
ほうらく

強度の ない橋は重さに 耐えきれず、四人 目で崩落した
のだった。三人が落ちていった。しかし、被害はそれ
くず

だけにとどまらな かった。
橋 の崩れたほうへ、 大地の裂け目へ と、雪が流れた。
くず

流れ落 ちる雪といっしょ に、二番目の男が落 ちた。
裂け目は渡り終え ていたのに、足元 が崩れて流され て
しまっ た。六番目の男 も同様だった。裂 け目にはまだ
足を踏み入れていなかったのに、やはり流されてしま
った。
戻 れと、悲鳴に近い 声が響いた。だ が、戻ることは
くず

できなかった。崩れて流れる雪の中では、歩くことも
走ることもできな い。

あら

先 頭の男が流された 。七番目も流さ れて、裂け目に
消えた。
八番目の男は流されながらも、雪がなくなって露わ
になっ た崖のふちに手 をかけた。なんと か落ちずに耐
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えた。けれども、 上から流れ落ちて くる雪の重みに は
耐えら れなかった。九 番目の男は自分が 落ちないよう
に必死になっている。手を貸してくれと叫びながら、
雪を掻き分けてい る。掻き分けた雪 は背後へと流れ 去
くず

る。八 番目の男は仲間 が崩した雪に押し 流された。
最後尾 の団長は林の木を つかんでいた。団長 の手を
その前の男が握り 、その手をまた前 の男が握って、 腕
のロー プが伸ばされた 。九番目の男はそ のロープをつ
かもうと手を伸ばし、空を切った。
手をつないで作ったロープが縮められた。いまや最
前列と なった十番目の 男を守るために、 伸ばした手は
引き戻され た。
握り損ねた手を伸ばしたまま、九番目の男は裂け目
にすべ り落ちていった 。
くず

十番目 の男は助かった。 足元の雪は崩れたが 、仲間
たちが引っ張り上 げてくれた。助け てくれた仲間と い
っしょ に、林の中まで あわてて戻った。 最後尾の団長
ぼうぜん

よりも後ろ に避難した。
団長は呆然と立ち尽くしていた。ここまで生き残っ
たタフ な男たちを、一 度に九人も失って しまったのだ。
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こうしょう

そして、渡れと命 令したのは自分だ った。
哄 笑 が 響 き 渡 っ た 。 声 は裂 け 目 の 底か ら 聞こ え て
きた。見事に裏をかいて、してやったりと、怨霊が狂
喜していた。
風 が吹いてきた。霧 が遠ざけられて 、景色が見えた。
左は崖のような急斜面だった。その斜面が切れ込んで、
ほうらく

裂け目となってい た。雪の橋は完全 に崩落している 。
ずっと 下まで空間がの ぞいている。落ち ていった仲間
たちの姿は見えなかった。声も聞こえない。聞こえた
としても、救助す るすべはない。
残 ったのは団長と三 人の部下だけ。
山岳猟 兵団はとうとう分 隊の規模さえ保てな くなっ
た。
笑 い声が消えると、 団長は力なく出 発した。裂け目
に背中を向けて、来た道を戻ってゆく。部下たちに声
しょうすい

はかけなかった。 ひとりで歩き出し た。表情は険し く、
憔悴 し きっていた。
三人の 部下のうち、ふた りが視線を合わせた 。団長
の顔を見て、つい て行くのをためら った。険しい表 情
しそう

が死相 に見えた。ふた りとも、第一小隊 第二分隊に所
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属していた。その ふたりの肩を、残 るひとりが叩い た。
同分隊 の分隊長だった 。肩を叩いて、団 長について行
くよう、う ながした。
ふたりは団長について歩き始めた。分隊長は最後尾
を受け 持った。先頭を ゆく団長の肩が落 ちている。初
めて見る後 ろ姿だった。
一度に九人を喰らって満足したのか、怨霊は手を出
さなく なった。笑い声 は聞こえてこない 。右に曲がろ
うと左に折れようと、登ろうとも下ろうとも、一切関
わってこなくなっ た。おかげで、気 落ちした男たち の
足は進 んだ。
ふたり の団員は交互に先 頭に立ち、ラッセル 役を担
当した。進路は最 後尾の分隊長が指 示した。団長が そ
うしろ と命じたのだっ た。
団長は 進路の決定権を放 棄していた。雪の山 中で遭
難した状況では、 事実上の指揮権放 棄に当たる。団 長
の指揮 で、仲間が生き 埋めとなった地に 舞い戻ってい
る。雪の橋を渡ってもいる。団長は自分の指揮能力を
自分で否定したわ けで、冷静という よりも無残だっ た。
た ぶんこの人は、生 きては戻れない 。分隊長はそう
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思った。
空 は真っ白で太陽は 見えないが、一 歩踏み出すたび
に日は傾いていった。夕暮れも迫る頃、先頭の足が止
まった。
地 形に見覚えがあっ た。左に丘があ る。昨日、見た
光景だった 。
団長が丘に向かって歩き始めた。残る三人も続いた。
丘 を登っても、絶望 はしなかった。 すでに希望など
消え失せている。ただ、まだ温もりを残していた心が、
凍りついた。
そ こはエリート武官 率いる先行隊が 生き埋めとなっ
た場所だった。また戻ってしまったのだ。しかも、昨
日と今日では指揮 する者がちがう。 昨日は団長の指 揮
だった 。今日は分隊長 の指揮だった。そ れなのに、舞
い戻ってしまった。おそらく、誰が指揮してもここに
戻ってきてしまう のだろう。死者の 霊に呪われてい る
から、 そうなる。呼び 寄せられてしまう 。
その証 拠に、安置された 遺体がひとつ増えて いた。
生き埋めとなった仲間の遺体は三体掘り起こした。
整然と 並べて去った。 昨日、戻ってきた ときには、遺
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体の向きはばらば らだった。風に吹 き流された遺体 に
おびえ る男を団長が叱 りつけ、並べ直し た。死んだば
かりの仲間を安置して、遺体は四体となった。しかし、
いま戻ってみれば 、遺体は五体にな っている。雪を か
ぶった 五つの遺体が整 然と並んでいる。
死体が 勝手に動くわけは ないから、誰かがこ こに戻
ってきたのだ。い や、呼び寄せられ た。
団 長が歩き出した。 存在しないはず の五つ目の遺体
が誰なのか、確認するつもりだ。まっすぐ歩き出した
が、ふと立ち止ま って、団長は向き を変えた。丘を 迂
回する コースを選んだ 。
昨日は 、仲間が眠るその 上を傍若無人に歩い たのに。
死の世界に道連れ にしようとする者 などいないと、 示

あしおと

して見 せたのに。今日 はちがった。死者 の霊を恐れた。
ほろ

団長か ら豪胆さが失われ ていた。
最後尾で分隊長は天を仰いだ。滅びの跫音を聞いた
のだっ た。
団長あ っての山岳猟兵団 だった。猛者として 、その
名を知られた男だ った。
た とえ部隊が壊滅し ても、団長さえ いれば山岳猟兵
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団はよみがえる。 だが、その団長は もういない。
山 岳猟兵団は滅んだ 。たったいま。
分隊長 には未来が見えた 。暗い未来だった。
五つ目の遺体はおびえた男だった。
風 に吹き流された遺 体を見ておびえ 、逃亡している。
逃亡したのはふたりだったが、おびえて逃げ出した男
たちが協力すると も思えず、また協 力したとしても 、

はいかい

死んだ 仲間を葬るため に呪われた土地に 戻ってくると
は考えられ ない。
つまり、おびえた男はひとりで吹雪の山中を徘徊し、
戻って きたのだ。男も また、死者の霊に 呼び寄せられ
てしまった。そして心が折れてしまった。男は観念し
たのだろう。まだ 生きているのに、 自分から死者の 隣
に横た わった。そのま ま、冷たくなって いった。
想像す ると、おぞましい 光景だった。五つの 遺体は
整然と並んでいる 。最後のひとつは 、自ら並んでい る。
生者が 自分自身を死者 と見なして、葬っ たのだ。どん
な気持ちで、死者の隣に自分を安置したのだろうか。
男の心中はわから ないし、わかりた くもなかった。 理
解した ときは、おそら く、死ぬときだ。
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遺体を見つめて いた団長が、部 下たちを振り返っ た。
目に光 が宿っていた。 妖しく輝く光だっ た。分隊長に
はわかった。それが最後の輝きなのだと。
ただいまをもって、山岳猟兵団を解散する。団長は
終わり を宣告した。
各自の 意志と判断で下山 し、山麓の前線基地 に帰還
するように。それ は、生き残る力の ある者だけ生き 残
れとい う意味だった。
団長は どうされるのです かと、団員が詰め寄 った。
なじったのではな い。案じたのだ。 仲間のほとんど を
失って もまだ、団員は 団長に信頼を寄せ ていた。
おれは ここに残る。怨霊 を足留めする。おれ が生き
ているうちは、怨 霊もおれを取り殺 すことに全力を 傾
けるだ ろう。その間に 、おまえたちは下 山せよ。
ひそう

団長の 悲壮な覚悟に言葉 もなかった。ただ、 団長と、
呼びかけることし かできなかった。
お まえたちは下山し て、ここで起き たことを、おれ
たちの身に起こったことを、見聞きしたことを、すべ
て話すのだ。そし て忘れるな。必ず 、あいつに伝え て
さが

くれ。 おれを捜しに来 るなと。おれを連 れて帰ろうと
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するなと。
あ いつとは密林猟兵 団の団長のこと だった。
頼んだ ぞ。必ず、伝えて くれ。……さらばだ 、友よ。
とな。
そ う言うと、団長は 部下たちにくる りと背を向けた。
その場にどっかと座り込んだ。
分隊長はだまって敬礼した。それを見て、ふたりの
団員も 敬礼した。
すべて を背負って死ぬと 決めた男の背中に、 かける
言葉はなかった。
分 隊長はふたりの団 員を率いて下山 を再開した。決
して振り返らなかった。分隊長が振り返らなかったの
で、ふたりの団員 も後ろを見なかっ た。
先 頭は分隊長だった 。自分でラッセ ルした。雪を掻
き分けて道を開く。きつい作業を自らに課した。つら
いほうが楽だった 。
歩 きながら、分隊長 は考えていた。
事態は エリート武官の発 言どおりに進んでい る。道
に迷うと同じ場所 をぐるぐる回るも のだと、エリー ト
でんぶん

武官は 言った。直接聞 いたわけではなく 、伝聞だが、

- 259 -

話にうそはないだ ろう。エリート武 官が言ったとお り
に、部 隊は同じ場所に 二度も舞い戻って いる。
つまり 、エリート武官の 判断は正しかったと 言えな
くもない。
も ちろん、こじつけ だ。先行隊を迷 走させて遭難に
追い込んだのはエリート武官である。だが、それは結
果論ではあるまい か。もしも、エリ ート武官が口を は
と

まぬが

さまな かったら、先行 隊は無事に下山で きたのだろう
か 。 誰 が 指 揮 を 執 って も 、 遭難 は 免 れ な か った の で
はないだろうか。
だ としたら、エリー ト武官ひとりに 罪を着せるのは
正しくない。少なくとも、本人は大いに不満だろう。
なにしろ、出世に こだわる人物だっ た。名声欲の権 化
だ。死 んで自分の名前 が地に落ちると知 れば、怨霊と
なって化け もするだろう。
ぐこう

ということは、山から下りられないということだ。
ひとり でも生還を許せ ば、エリート武官 の愚行が広ま
ってしまう。だから、怨霊は全滅させようとしている
のだ。自分の名声 を守るために。
怨 霊を敵に回して生 還できるわけが ない。
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ならば、味方に つけたらどうだ ろうか？
分 隊長の足が止まっ た。
そうだ 。怨霊を味方につ ければいい。それな ら、山
を下りられる。エ リート武官は死ん でしまった。生 き
ねた

ている 者が妬ましいの なら味方にはでき ないが、そう
ではなく、ただ単に自分の名声を守りたいだけなら、
話のつけようはあ る。
う んと、分隊長はう なずいた。その 背中に団員が声
をかけた。振り返ると、後ろにはひとりしかいなかっ
た。
も うひとりはだまっ て去ったのか、 歩けなくなって
脱落したのか、それはわからなかった。わかっている
のは、目の届く範 囲に姿はないとい うこと。捜しに 戻
る余力 もないというこ と。倒れていても 、救いの手は
伸ばせない。肩を貸せば共倒れになる。もう仲間を助
けるなと、団長も 命令している。
も しや、怨霊か。分 隊長は気づいた 。怨霊が先に団
長を取り殺すとは限らなかった。座り込んで動かない
男は放置して、下 山する者から始末 しようとするの は
当然で はないのか。
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だとしたら、怨 霊はいま、すぐ そばにいる。
怨 霊はいま、ここに いる。
分隊長 は決死の作戦に打 って出た。戦うのは 拳では
なく、言葉だった 。
お れは山を登り返そ うと思う。分隊 長は団員に語り
かけた。部下に話すと見せかけて、実のところ、耳を
傾けているにちが いない怨霊に話し ていた。
次 席防衛武官殿は正 しかったのだ。 その証拠に、お
れたちは同じところをぐるぐる回っているではないか。
先行隊は全滅した が、あれは武官殿 のせいではなか っ
た。誰 が率いても遭難 する運命にあった のだ。
思えば 、武官殿は悲運の 指揮官だった。正し い判断
を下されたが、雪 には勝てなかった 。それなのに、 武
官殿の 判断が誤ってい たかのように言う のはまちがっ
ていると、おれは思う。武官殿は再登頂を目指され、
ルートを見つけて 下山に切り替えら れた。おれは武 官
殿の判 断に従うつもり だ。登り返してル ートを見つけ、
下山する。
雪にさえ負けなければ、おれたちは下山できるだろ
う。そ うなれば、武官 殿はやはり正しか ったのだと、
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証明できる。
そ の瞬間、強風が吹 いた。風はやん でいたのに、突
然吹き荒れ、吹き抜けていった。たった一度の強い風
が、ただの自然現 象だとはとても思 えなかった。
団 員は唇を一文字に 結んだ。余計な ことは言わない
との意思表示だった。怨霊がそばにいて話を聞いてい
ちょうりゃく

る。分隊長は怨霊 の 調略 にかか っていると、団員 は
悟った のだった。
だから な。分隊長は素知 らぬ顔で話を続けた 。
おれたちが無事に下山できたなら、正しい話を伝え
よう。 武官殿のお言葉 どおりに行動して 下山できたな
ら、おれたちを無事に帰還させてくれたのは、ほかで
もない次席防衛武 官殿なのだと、世 間に知らせよう 。
団 員はこくりとうな ずいた。
分隊長 もうなずいた。
ふたりは言葉どおりに、山を登り返した。
す ぐに日が落ちた。 だが、足元は明 るかった。雲は
なく、月が出ていた。月光を浴びた雪が照り返してい
る。明るい月と、 明るい雪が、夜の 闇を寄せつけな か
った。
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雪は降らず、風 も吹かない。う そみたいに晴れた 夜
だった 。
見ろ。 次席防衛武官殿が 守ってくださってい るぞ。
分隊長は前を向い たまま、後ろの部 下に声をかけた 。
たく

言葉巧 みに怨霊を調略 したら天気が好転 したのだから、
晴れた夜がただの偶然だとは思わなかった。
しかも、下山ルートまで見つかった。この道をゆけ
と、月 の光が照らして くれている。雪の 上でひときわ
輝くラインを目で追えば、どこまでも、どこまでも下
ってゆく。
分 隊長殿、これで山 を下りられます 。団員の声が感
激している 。
山岳猟兵団の生き残りを怨霊が守護していた。
えいれい

怨 霊も、味方につけ ば英霊となる。 善と悪は表裏一
体。天使を恐れれば悪魔に見え、悪魔に親しめば天使
ほうび

に思える。嫌われ た天使は罰を与え ようとするだろ う
し、好 かれた悪魔は褒 美を与えるだろう 。
あれは 悪魔だと指をさす から、悪魔が生まれ る。
あれこそ天使と指させば、天使が生まれるものを。
わ

下 山ルートの発見で 力が湧いてきた のか、団員がラ
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ッセル役を買って 出た。このまま下 まで自分が引っ 張
ります と、先頭を切っ て下り始めた。
団員は もうなにも心配し ていなかった。怨霊 に取り
殺される恐れはな い。それどころか 、天気まで操っ て
下山に 協力してくれて いる。守られてい る。
雪さえ 抜ければ、麓に下 りれば、そこには前 線基地
がある。密林猟兵 団が待っている。 いや、異常事態 と
判断し た密林猟兵団は すでに救助隊を差 し向けたはず。
団長はそう言った。だから、少し下りれば、救助隊に
しゅほう

出会える。あと、 ほんの少し下りる だけで助かるの だ。
助 かったら、真実を 話す。主峰で見 聞きしたことを、
ミュラー山脈で起こったことを、すべて伝える。団長
命令だ。必ず遂行 する。
も ちろん、エリート 武官のおかげで 助かったと正直
に言う。それは事実だ。登り返してルートは見つかっ
た。雪はやんだし 、風もやんだ。月 明かりで下山も で
ほ

たた

さわ

きる。 天候が劇的に回 復したのは、英霊 の御加護によ
るもの。堂々とエリート武官を褒め称えて、なんの障
りがあろうか。
こう よう

団 員は疲れを知らな かった。気分が 高揚している。
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本気で、麓までひ とりでラッセルす るつもりだった 。
たた

まも

分隊長 のために働きた かった。助かるの は分隊長のお
かげだ。祟る怨霊を、護る英霊に変えてくれた。
その分隊長は後ろからついてくる。背後に気配があ
る。視 線を感じるし、 息づかいも聞こえ る。雪を踏み
しめる音だって聞こえてくる。
せっちゅう

団員は雪を掻き分けて進んだ。
山 岳猟兵団、最後の 雪中 行 軍だった。
そして 、たったひとりの 行軍だった。
団員の後ろには、誰もいなかった。
山 ではときに不思議 なことが起こる 。低い山を気軽
にハイキングしていても、不可解な現象に出くわす。
登山道を下ってい ると、後ろから足 音が聞こえる。 背
後に迫 ってくる気配を 感じる。自分より ハイペースの
相手が下りてきたと思い、道を譲ろうと振り向いて、
驚く。そう、後ろ には誰もいないの だ。周囲を見回 し
ても、 いるのは自分た だひとり。確かに 足音が聞こえ
たのに。確かに気配を感じたのに。でも、誰もいない。
家から歩いて登るような地元の低山で、体調が万全
でもそ うなるのだから 、雪山で遭難して 体力の限界を
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超えている団員が 、いない仲間の気 配を感じていて も
おかし くはない。
団員は ひとりで山を下っ た。真後ろに分隊長 がいる
と信じて疑わずに 、下り続けた。気 配はあるし、音 も
聞こえ るのだから、疑 うわけがない。
それに 、声もかけられた 。
がんばれ、もうひとふんばりだ。はい、分隊長殿。
お まえならやれる。 まかせてくださ い、分隊長殿。
まっす ぐ前を見て、ひた すら足を運んだ。下 るにつ
れて、雪は浅くな ってゆく。そうし てついに、沢に 出
た。流 れるせせらぎが 月の光を反射して 輝いている。

団員は初めて

沢の向こうは暗い。雪が積もっていないから、地面は
光らない。
や った、やりました よ、分隊長殿！

団 員は思わず周囲 を見回した。大声 で

振り返った。だが、後ろに頼れる上官はいなかった。
分隊長殿？

呼んで もみた。しかし 、返る声はなかっ た。
団員は 後戻りを始めた。 戻れば、そこに分隊 長がい
ると思った。ちょ っと遅れただけだ と考えた。ここ ま
で来て 見捨てる気には なれなかった。い っしょに生還
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したかった。
枝 に積もっていた雪 が落ちた。落ち て道をふさいだ。
簡単にまたげる程度の雪だったが、そこだけ落ちてあ
えて道をふさいだ ことを、団員は偶 然だとは思わな か
った。
足を止 めて、下りてきた 道を見た。目の前の 坂には
自分ひとりの足跡 しかなかった。坂 の上まで、足跡 は
ひとつ だけだった。
すぐ後 ろで励ましてくれ ていた分隊長が、実 は早く
に脱落していたこ とを、団員は悟っ た。だまって脱 落
したの だろう。張り切 って先頭をゆく部 下に声はかけ
なかった。分隊長は自分を犠牲にすることで、確実に
部下を生還させる 道を選んだのだ。
団 員は山を見上げた 。なんとかして 下山しようと、
ずっと見下ろしてばかりいたから気づかなかったが、
振り返ってみれば 、山は見上げるほ どに高かった。
夜 空を星が流れた。
ミュラ ー山脈の主峰ロー ズ・ピークが、月光 に照ら
されて白く浮かび 上がっている。
美 しい姿だった。
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団員はローズ・ ピークに敬礼し た。
仲 間たちの眠る山に 、別れを告げた 。
３
いまは 夏。
ルビーローズが見つめる山に、雪は積もっていない。
し かし、美しいその 姿に変わりはな かった。後ろに
そこつもの

星空を従えて、月のスポットライトを浴びている。
チャパティは体を傾けると、後ろの粗忽者に視線を
ぶつけ た。
マハラ はルビーローズの 陰に隠れて、知恵袋 の視線
を避けた。
ボ ートの真ん中には ルビーローズが いる。自分の名
かん

を冠したミュラー山脈の主峰を見上げている。
山岳猟兵団の団長とルビーローズは愛しあっていた
わけで はない。恋する 猛者は熱心にアプ ローチを繰り
返したが、紅い薔薇の女はことごとく袖にしている。
とはいえ、防衛隊でも指折りの猛者に惚れられるの
は悪い 気分ではないだ ろう。贈り物も気 が利いている。
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リヴリーアイラン ドで一番高い山の 頂に名前をつけ て
もらっ たのだから、女 心はときめくはず 。そして、贈
った男は山から下りてこなかった。
チャパティは体を反対側に傾けた。女の陰に隠れて
ひきょうもの

知らん 顔を決め込む卑 怯者に、抗議の視 線を突き刺し
た。もう少し、思いやりの心がほしかった。
知恵袋が追及の手をゆるめないので、マハラは観念
した。 だまって、そっ と、顔の前で両手 を合わせた。
「なにをしているの、あなたたち」
ルビーローズはくすりと笑った。勝手に気を回して、
無言の うちに怒ったり 謝ったりする男た ちがおかしか
った。
「さあ、帰りまし ょう。明日は夏祭 りの最終日。保 安
官選挙 の結果も、夜に は判明しますわ。 次の保安官が
誰であれ、管理リヴ委員会の臨時会議にはわたくした
ちが出なくてはな りません。それま でにもう一度、 光
る湖の 秘密に迫ります わよ」
「おうよっ 」
「はいです」
マ ハラは元気よく、 チャパティはふ つうに、返事を
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した。
ボ ートが水面をすべ り始めた。
ルビー ローズは川岸の密 林に視線を投げた。
ジャングル最強の部隊である密林猟兵団も、ひとり
も生還 しなかった。
双子の 猟兵団はともに滅 び去ったのだった。
あん ど

山岳猟兵団は山に散った。最後まで生き残った団員
は

も、雪 を抜けて安堵し たのか、夜の山を 下りる途中で
滑落している。重傷を負い、うめきながら這い進んで
いるところを、声 を聞きつけた密林 猟兵団に発見さ れ
ている 。
救助隊 に助けられたと思 い込んだ山岳猟兵団 最後の
ひとりは、山で起 きたことをすべて 語り終えてから 、
息を引 き取った。
助けた 男たちは救助隊で はなかった。伝令隊 だった。
密林猟兵団が山麓 に築いた前線基地 は、モンスター の
群れに 襲撃されていた 。下山してくる山 岳猟兵団にそ
の事実を伝えるために、山を登っていたのだった。
山岳猟兵団と調査隊は全滅したと知り、伝令隊は引
き返し た。
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さが

親友の最後の言 葉を伝え聞いて 、密林猟兵団の団 長
はまぶ たを閉じた。捜 しに来るな、連れ て帰ろうとす
るなとは、残された密林猟兵団の帰途を心配しての言
葉だったにちがい ない。
そ して、友の心配は 的中した。遭難 者の遺体を収容
するどころではなかった。もはや来た道を引き返すこ
てったい

とさえ困難だった 。モンスターは密 林からやってく る。
じゅうそう

撤退す るには、山に向 かうしかなかった 。リヴリーア
イ ラン ド に 帰還 す るた め に は、 ミ ュ ラー 山 脈を 縦走

する覚悟が必要だ った。しかし、山 岳最強の友軍は も
ういな い。
密林猟 兵団の団長も、そ の名を知られた猛者 だった。
女たちに騒がれる イケメンでありな がら、クールな 男
だった 。前線基地を捨 てて、山に退却し た。モンスタ
おとり

ー に 囮 の 部 隊 を 追 わせ 、 側面 や 後 方 から 奇 襲す る と
いうゲリラ戦術を 駆使して、撤退戦 を指揮した。
だ が、一戦ごとに兵 力は削られてゆ く。リヴリーア
こ

イランドの防衛網へと近づきながらも、ついに追い詰
められてしまい、 岩山の裂け目に立 て籠もることに な
った。
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せっこうたい

このとき、別行 動を取っていた 斥候隊が思い切っ て
ちょうく

長駆し 、防衛網の監視 所へと駆け込んだ 。
突然や ってきた斥候隊の 救援要請を受け、監 視所が
急報。防衛隊はよ うやく事態を把握 した。それまで ず
っと、 二個猟兵団と調 査隊は訓練中だと 信じていたの
だった。
そして、噂はここでピリオドを打つ。
こ れ以降の話は一切 流れていない。
防衛局 の正式発表では、 二個猟兵団と調査隊 は訓練
中に行方不明とな っている。全滅し たものと推定さ れ
ると、 たった一行で片 付けられている。 密林縦断・主
峰登頂計画には触れてもいない。なかったことにされ
ている。
短 いだけに、穴のな い発表だった。
説得力 もある。噂どおり なら斥候隊は生還し たはず
なのに、我こそは 密林猟兵団の生き 残りであると、 名
乗り出 る者はいない。
それに 、岩山の裂け目に 立て籠もった密林猟 兵団の
最後もわからない 。名立たる団長に 率いられて、守 り
やすい 地形に立て籠も ったからには、モ ンスターの攻

- 273 -

撃にもかなり耐え たはずだ。事態を 把握した防衛隊 が
すぐに 救援部隊を送っ たならば、何人か は救い出せて
もおかしくはない。しかし、そんな話も聞かない。
噂は、噂でしかない。
よたばなし

根 も葉もない与太話 である。雪山で の、怨霊との対
決がいい例 だ。
そうはいっても、細部までよく練られた噂話ではあ
った。 エリート武官や 団長たちの性格ま で、きちんと
たた

把握して織り込まれている。話に真実味がある。たと
え怨霊に祟られた 話であってもだ。
だ から、噂は根強く 信じられていた 。恋する猛者が
山の頂に惚れた女の名前をつけて、それっきり戻らな
ひ

かったという悲劇 も、人々を惹きつ けている。
い つか、ローズ・ピ ークに立ってみ たいとルビーロ
ーズは思っ ていた。
その思いは、今度の保安官選挙で選挙参謀を務めて
さいご

いるヒ ナタも同じなの かもしれない。ヒ ナタは密林猟
兵団団長の妹だという。兄である団長の最期はわから
ない。噂話も伝え てはくれない。
な らば、知りたいと 思って当然。そ して、最期がわ
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からない限り、ど こかで生きている と願い信じるの が、
肉親の 情というもの。
ヒナタ は兄の消息を知り たくて、防衛隊に入 ったの
かもしれない。防 衛隊では情報を得 られないと悟っ て、
エルアイエスディー

今 度 は Ｌ Ｉ Ｓ Ｄ に 狙 い を 定 め た 。 保 安 官 に な れ ば、
好きに調べられる。相棒のりぶたんは、幼なじみで親
ぶくん

友のヒナタに全面 的に協力している 。
そ う考えると、防衛 隊で武勲を立て ながら、保安官
か

に転身を図ったふたりの行動にも説明がつく。
だとすれば、明日の投票に未来を賭けたふたりは、
ルビー ローズと同じ道 を進んでいる。少 し後ろを歩い
ている。
ルビーローズにも尋ね人がいた。昔、世話になった
恩人だ 。
ヒナタ にしろ、ルビーロ ーズにしろ、隠す者 がいる
から捜さなくては ならない。
隠 す者、それはリヴ リーアイランド を支配する者ど
もだ。すなわち、ミューミュー一派である。うかつに
近づけば、ルビー ローズも隠されて しまう。噂を信 じ
るなら 、魔島と呼ばれ るモンスターアイ ランドに流さ
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れてしまう。
い ずれ、ミューミュ ー一派との対決 は避けて通れな
い。
けれども、いまはまだ。
秘 密を探ることしか できない紅い薔 薇の女だった。

さいたく

山岳猟兵団と密林猟兵団が全滅してから数ヶ月後。
きょうい

管 理リヴ委員会でプ ーケの提案が採 択された。
ようさい

怪物密 林に潜むモンスタ ーの脅威からリヴリ ーアイ
のち

さんげき

ランドを守るべく、要塞を建設する――と。
後に、リヴリーアイランド史上最悪の惨劇となる
「モンスター津波」の、これが始まりだった。
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第六章

こていこ

湖底湖
１

紅月丸の武装が強化された。
たば

魚 雷発射管を二本束 ねた連装式の魚 雷ランチャーが
二基、増設 された。
急ごしらえのランチャーは、黒いテントウムシの顔
の裏側 、ちょうど目の 下あたりに取り付 けられた。
右と左 で魚雷ランチャー の構造は異なってい た。
右側は魚雷発射管にただの鋼管を使用しており、見
るから に粗末な作りだ った。鋼鉄製の筒 を二本まとめ
て枠にはめ 、船体に溶接し ただけだ。
左側は予備の魚雷発射管を使用していた。本物だか
ら発射 管後部が閉鎖さ れており、そこ にメタルホース
がつながっ ていた。
メタルホースはテントウムシの脇腹へと延びていた。
配管 支持金具のサドル バンドで船体に 固定されている。

- 277 -

オメガ

Ω 型の金具でホースを押さえ、船体に溶接してある。
船 腹にはデコイ・シ ロップの噴射口 があった。そこ
にホースがつながっているということは、デコイ・シ
ロップはもう使え ないわけだ。
ル ビーローズはだま って船体を見上 げた。武装の強
化はチャパティに一任している。万事、抜かりはない
あね

はずだ。
「あ、 姐さん。説明す るです」
チャパ ティはセルコンリ フトに乗っていた。 高所作
業台を使って、魚 雷の調整をしてい た。
電 動式のリフトが折 りたたまれた。 チャパティが作
業台から降 りてきた。
ブンカーに帰投した紅月丸は船台に載せられて、ド
ックに 陸揚げされてい る。船体から滴り 落ちた水のせ
いで、コンクリートの床に水たまりができていた。
「魚雷を四本追加 するです」
チ ャパティは頭上の 魚雷ランチャー を指さしながら、
説明を始め た。
「左の二本は九連 バーストの通常魚 雷です。圧縮空 気
式じゃ なくて、水圧式 にしたです。デコ イ・シロップ
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落ちな い？」

の水圧ピストンを 利用して、魚雷を 射出するです」
「これ 、だいじょうぶ かしら？
魚雷の 詰まった発射管が 船底にくっついてい る。ど
ことなく、頼りな い感じがする。い まにもぽろりと 脱
落しそ うだ。
「落っこちないです。ちゃんと超音波溶接してあるで
す。心配なのはメ タルホースとコー ドです」
チ ャパティの指が空 中に線を引いた 。魚雷発射管か
らホースとコードが延びている。メタルホースはデコ
イ・シロップの噴 射口につながり、 コードはポッド 推
進器に つながっている 。
「ホースはサドルバンドで固定して、バンドは超音波
溶接したです。で も、モンスターに 脚を引っかけら れ
たら、 たぶんホースは ちぎれるです。そ れと、コード
はポッド推進器から取ったです。クッション付きのメ
ひ

か

タルテープで船体 に貼り付けたです 。でもこれも、 モ
ンスタ ーに引っ掻かれ たら、切れるです 」
ポッド 推進器に穴があけ られていた。防水端 子を取
り付けて、細い銅 線を接続している 。銅線はメタル テ
ープで 船体に貼られて いた。表面の薄い 金属板と、そ
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の下のクッション とで、切れないよ うに銅線を保護 し
ている 。
「後付けですもの。多少のことはしかたがありません
わ」
手 持ちの材料で苦労 して仕上げた細 工に、文句など
あるはずも なかった。

つ

「いままでのデコ イ・シロップが使 えなくなったの で、
新しく 別のを用意した です」
「下にある 、あれね」
黒いテントウムシの腹部にドーナツ状の物体が吊る
されて いた。ハイドロ ハンマーの砲身を よけて取り付
けてある。ドーナツ状だから救命用の浮き輪に見えた。
「はいです。内側 から水を吸って、 外側にシロップ を
拡散す るです。あと、 船尾にライトを付 けたです。こ
れで後ろも 照らせるです」
「まあ。完璧ね」
さ すがは一味の知恵 袋。短時間の改 修でも、いろい
ろと知恵を しぼったようだ 。
「その代わり、ポ ッド推進器のバッ クアップコード を
使った ので、なにかあ ってもバックアッ プは効かない

- 280 -

です」
「トラブルが起きないよう、祈るしかありませんわ
ね」
紅月丸の船底には六基のポッド推進器がある。その
すべて にコードが取り 付けられて、銀色 のメタルテー
プで船体に貼られている。船底の塗装は赤銅色だから
テープは目立つ。 しかしながら、ご ついメタルホー ス
ほどで はなかった。
テント ウムシの両脇から 延びたメタルホース は二本
とも、左の魚雷ラ ンチャーにつなが っている。
右 の魚雷ランチャー には、コードを 貼り付けたメタ
ルテープだけが延びている。二本の魚雷発射管は、た
だの筒だ。後部は 閉鎖されていない 。だから、圧縮 空
気式で も水圧式でも、 魚雷の射出はでき ない。魚雷は
自走させて、発射することになる。
「右の二本は通常 魚雷じゃないです 」
ル ビーローズの視線 を追って、チャ パティは説明を
続けた。
「片方は通常魚雷 を機雷型に改造し てあるです」
「あら ？」
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「姐さんの案を採 用したです。自走 式発射管なので 、
勢いよ く飛び出さない です。なので、遅 延発動型バー
ストを詰め込んで、十二連発にしたです」
「そう。それで、 もう片方はもしか して？」
「おら よ。試作品のジ ェット魚雷でえ」
マハラ が肩に魚雷を担い でやってきた。巨漢 で怪力
だと、こういうと きは本当に重宝す る。
「やっ ぱり、これを使 うのね」
マハラ が持ってきた魚雷 にはスクリューがな かった。
末端にはノズルが あり、先端には取 水口がある。吸 い
込んだ 水をインペラで 増速してノズルか ら噴射する、
ウォータージェット式の新型魚雷だった。
「はいです。ジャ イロブーメランも 搭載したです」
あね ご

「まっ たくよ。姐御顔 負けのギャンブラ ーだぜ、おめ
えって野郎 は」
マハラはチャパティの前を通り過ぎた。体は本来の
大きさ だから、身長差 が倍近くある。
「試作品のジェット魚雷に、これまた試作品のジャイ
ロブーメランなん か搭載しやがって よ」
魚 雷を担いだまま、 マハラは作業台 に乗り込んだ。
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「試作品でもちゃ んと動くです」
「った りめえよ。組み 立てたのは俺様な んだからな」
「設計した のはおいらです 」
「資材を調達した のは俺様だっての 」
マ ハラを乗せたセル コンリフトが上 昇した。
ルビー ローズとチャパテ ィはマハラの作業を 見守っ
そうてん

た。試作品の魚雷 が、増設された魚 雷ランチャーの 発
射管に 装填されてゆく 。
「ジャイロブーメランを搭載したのなら、気をつけて
使わないといけま せんわね」
「撃っ たら逃げないと 、戻ってくるです 」
ジェッ ト魚雷はブーメラ ンのように帰ってく る魚雷
だった。たとえか わされても、戻っ てきた魚雷でモ ン
スター を背後から攻撃 できる反面、自爆 する恐れがあ
る。敵に命中しなければ、自分自身に命中するわけだ。
しかも、ウォータ ージェット式で雷 速は高速。かな り
危険な 代物だった。
「それと、遅延発動型バーストは六発しかないです。
小型のウォーター ジェット推進器で も場所は取るの で、
詰め込 むのは無理です 。その代わり、六 発は同時爆発
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式にしたです」
「爆発 は一度でも、威 力は高めてあるの ね」
「んじゃ、あとの細かい仕事は頼んだぜ。俺様は残り
の一本、取ってく らあ」
装 填を終えたマハラ はリフトを下ろ すと、チャパテ
ィと入れ替わった。マハラは歩み去り、チャパティは
リフトで上昇した 。

ちんざ

ル ビーローズは少し 離れて、紅月丸 の全体を視野に
入れた。
さ や ばね

鋼鉄のモンスターが船台に鎮座している。宙に浮か
んだ格 好で、鞘翅も水 中翼も展開してい る。水中翼は
コンクリートの床に接触しないように、水平に伸ばさ
れている。鞘翅の シュラウド・リン グは起きており 、
ルーバ ー型のシャッタ ーは開いている。 中のプロペラ
も見えてい る。
点検はすでに完了した。魚雷の装填は仕上げ作業だ。
そして 、残りは一本。 テントウムシの口 の中に魚雷を
入れたら、再出動の準備は整う。
「姐さん、ここの 魚雷も改造したで す」
リ フトの上からチャ パティが呼びか けた。
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指さす先にはテ ントウムシの開 いた口がある。魚 雷
はまだ 装填されていな いから、空洞にな っている。
「使うのはたぶん最後になると思うので、ここのも同
時爆発式にしたで す。九発まとめて 爆発するです」
「とど めの一撃ですわ ね」
「魚雷を全部命中させても、とどめにはならないと思
うです」
「そう ね。とどめの一 撃ではなくて、最 後の一撃にな
るのね。……紅月丸にとって」
ルビーローズは言い直した。
魚 雷は全部で五本搭 載される。後付 けされた左の魚
雷ランチャーには、通常魚雷が二本ある。右の魚雷ラ
ンチャーには、魚 雷型機雷とジェッ ト魚雷がある。 最
後の一 本は、黒いテン トウムシの口の中 。
全部命 中させても、弾け 花火四十五発分にし かなら
ない。魚雷型機雷 には十二発も詰め 込んであるが、 ウ
ォータ ージェット推進 器を採用した新型 魚雷には構造
上の制約があり、六発しか仕込めなかった。
五本の魚雷で、弾け花火が四十五発。
弱 小モンスターなら ともかく、正体 不明の武者タガ
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メが、たった四十 五発の弾け花火で 沈むとは思えな い。
それに 全部命中させる のは至難の業だ。
ぐ

こっちょう

「武装は強化したけれど、使わないのが一番ね」
水中で水棲モンスターと争うのは愚の 骨頂 である。
あくま でも非常時に備 えた武装であって 、戦闘が目的
なのではない。目的は湖底探査だ。可能な限り魚雷に
は頼るまいと、ル ビーローズは自分 自身に言い聞か せ
た。
高所作 業台の上で、チャ パティは手を休めず にうな
ずいた。
「それ がすんだら休憩 しましょう」
ルビー ローズは下から声 をかけた。
カブトムシの 幼虫を粉にして焼 いたパンに、

「そろそろ、おな かもすくころね。 ホットドッグは い
かが？

フウセンコガネのソーセージをはさみましたの。シマ
から

ミミズのミートソ ースに、わたくし 特製のチリパウ ダ
ーを混 ぜた、ピリ辛の チリドッグですわ 」
「おっ、うまそうじゃねえか。俺様はでかいから、ふ
たつな」
最 後の魚雷を担いで マハラがやって きた。
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「はいはい」
「おい らもひとつ、い ただくです。あと 、飲み物はお
いらが用意するです。マメムシのブラックコーヒーが
あるです」
「まあ 、おいしそう」
軽食を 用意するため、ル ビーローズは船尾に 向かっ
て歩き始めた。
す れちがう瞬間、マ ハラがＶサイン を出した。二本
よこせと改めて要求したのだった。
「やい、お茶っ葉 。俺様のブラック コーヒーは、ケ セ
パのシ ュガーとミツア リのシロップ入り で頼まあ」
「それはブラックコーヒーとは言わないです」
「んだとぉ。俺様 特製の、シュガー シロップを混ぜ た
あまあま

甘甘の ブラックコーヒ ーをバカにすんな い」
「バカにしてないです。それに作ったのはマッハじゃ
ないです。シュガ ーもシロップもコ ーヒーも、全部 お
いらが 作ったです」
「飲むのは 俺様だっての」
後ろから聞こえてくるよくわからない言い合いに、
ルビー ローズはくすり と笑った。
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か

紅月丸の船尾に はタラップが架 けられていた。機 材
搬入用 の水密ゲートが 開いて、後部銃座 が外に押し出
は

されている。船内のバッテリーに接続された充電用の
ケーブルが、金属 製の階段に這わさ れている。
タ ラップを降りてす ぐのところに、 休憩用のベンチ
があった。ルビーローズはベンチの上にペーパープレ
ートを並べた。チ リソースがこぼれ 落ちてもいいよ う
に、紙 の皿を用意した 。
そして 、フードボックス からチリドッグを取 り出し
た。
リ ヴリーは不思議な 力を持っている 。呪文を念じる
だけで、魔法のような技を使うことができる。食べ物
を収納したフード ボックスを、なに もない空間に出 現
させる ことだってでき る。
皿の上 に置かれたチリド ッグはほかほかだっ た。作
りたての状態だ。 さすがにこれは、 一般のリヴリー に
はまね できなかった。 フードボックスの 中に調理済み
の食べ物を、それも温かいまま収納できるのは、管理
リヴの特権だった 。
ル ビーローズはチリ ドッグを全部で 四つ取り出して、
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皿に置いた。
か いがいしく働くア カゲパキケの後 ろ姿を、じっと
見つめる黒い目があった。ドックの壁がくりぬかれて、
大きな穴があいて いる。ブルドーザ ーのバケットの よ
うな、 どでかい前脚が 見えている。長い 触角がドック
の中に入り込んで、上下に揺れ動く。
のぞき見をしているのはオケラのモンスターだった。
別名を モグラコオロギ という。
モンス ターはのそりと動 いた。穴から出て、 ドック
内に侵入した。巨 体の割に音も立て ずに、赤いリヴ リ
ーの背 後に迫った。
ルビー ローズは無防備だ った。モンスターが 忍び寄
っていることに、 まったく気づいて いない。
だ が、モグラコオロ ギはルビーロー ズを襲わなかっ

左平次」

さへいじ

た。後ろから、平然と触角を突き出して、チリドッグ
の匂いをかいだ。
「あら 、いつ来たの？

え

づ

触角に 気づいたルビーロ ーズが振り返った。
オケラのモンスターは餌付けをして飼い慣らしてあ
った。 左平次と、和風 の名前までついて いる。
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「だめだめ。これ はわたくしたちが いただきますの 」
左 平次はチリドッグ に興味津々だ。
パンは カブトムシの幼虫 を粉にして焼いたも のだし、
ソーセージはフウ センコガネででき ている。チリソ ー
スのベ ースとなるミー トソースは、モグ ラコオロギの
大好物であるシマミミズで作ってある。
「あなたはこちら を召し上がれ」
ル ビーローズはフー ドボックスから 生のシマミミズ
を取り出すと、モグラコオロギに与えた。
「お。左平次の野 郎、また飯食いに 来てらぁ」
「おい らたちがいると きは、おねだりし たほうが楽ち
んです」
マハラとチャパティが休憩にやってきた。
「まあ、飯くらいでケチくせえことは言わねえけど
な」
「穴掘りしてもら ってるです。おな かいっぱい食べ さ
せてや るです」
「だな」
ルビーローズ一味がモグラコオロギを餌付けしたの
には理 由があった。オ ケラを手なずけて 上手に操れば、
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どうもう

地底にトンネルを 掘ることができる 。安全な地下道 が

りょうへい

手に入 るわけだ。そう なれば、獰猛なモ ンスターがう
ようよしている地上を歩かなくてすむ。
怪 物 密 林 は 危険 な 場 所 だ 。特 殊 部 隊 の密 林 猟 兵 団
でさえ 、通り抜けはし たものの戻ること はかなわなか
った。
あししげ

そんなジャングルのど真ん中にある湖に、足繁く通
うには 専用道は欠かせ ない。もちろん、 リヴリーを襲
うような危険なモンスターなら餌付けはできない。そ
れが可能なら、パ ークに居座るロー ズウッドはとう の
昔に飼 い慣らされてい るはず。
モグラ コオロギはリヴリ ーを襲わないおとな しいモ
ンスターだった。 おまけに大食らい なので、餌付け す
るのは 簡単だった。怪 物密林の地下に安 全な専用道を
張り巡らせるため、ルビーローズ一味は複数のモグラ
コオロギを手なず けた。その中で一 番よくなついた の
が左平 次だった。
シマミ ミズを食べ終わっ た左平次は、触角で ルビー
ローズをつついて おかわりをねだっ た。
マ ハラはチリドッグ がふたつ乗った 皿を持ち上げる
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と、ひとつを手に 取り、立ったまま かぶりついた。 パ
ンは外 がカリカリで、 中はふわふわだっ た。ボイルさ
れたソーセージは皮がぱりっとして、肉はぷりっとし
ている。甘みのあ るミートソースは 、チリパウダー の
おかげ でピリリと辛い 。
「うはっ。 うめえ」
マハラはがっついた。
チ ャパティはフード ボックスからコ ーヒーカップを
取り出した。カップの中には熱々のブラックコーヒー
が注がれている。 管理リヴの特権で 、チャパティも 調
理済み の温かい食べ物 をフードボックス に収納できる。
リヴリ ーの食べ物を担当 している管理機関は 食糧局
で、チャパティは そこの副局長だ。 ルビーローズは 局
長。だ から、ふたりの フードボックスに は、試食用の
サンプルも含めて、いろいろと珍しい食べ物が入って
いる。
ル ビーローズはベン チに腰掛けると 、コーヒーを受
け取った。
左平次はおかわりしたシマミミズを食べながら、触
角でマ ハラのチリドッ グの匂いをかいで いる。
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潜水艇の基地で 、リヴリーとモ ンスターがなかよ く
食事を した。
２
出動態 勢に入った。
タラップもベンチも片付けられて、ドックの片隅へ
と押し やられた。
セルコ ンリフトも壁際に 移動している。左平 次は壁
にあいた穴の中だ 。ごちそうになっ た礼なのか、そ れ
ともま だ食い足りない のか、去らずに見 送りをしてい
る。
紅月丸は潜水艇に戻っていた。水中翼も鞘翅もたた
んでい る。後部銃座を 格納し、水密ゲー トを閉ざして
いる。ハッチも閉鎖済みだから、いつでも潜水できる
状態で船台に載っ ている。
艇 長席にはルビーロ ーズが陣取って いた。
そして 隣の操縦席には、 呪文で体を小さくし たマハ
ラがちょこんと腰 掛けていた。
「ほん とうに交代する とは思わなかった わ」
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「お茶っ葉の野郎 は運転が荒くてい けねえ」
「おい ら、転覆させた です。しかたない です」
きのう の出動で、チャパ ティは紅月丸を転覆 させて
いる。水中での転 覆だったから大事 には至らなかっ た
ものの 、ミスはミスだ 。役目の交代をマ ハラに迫られ
ても、文句 は言えない。
「最終日くらい、 俺様にも運転させ ろって」
「そう ね。じゃあ、い いわ。でも、これ だけは覚えて
おいて。最終日なのは夏祭りですからね。今日も結果
が出なくても、ま た次の機会があり ますわ。ですか ら、
無理は 禁物よ」
「合点でい 」
「はいです」
「では 、出動しましょ う。ベースゲート 、オープン」
「ベースゲート、オープンするです」
機関制御席に回されたチャパティが、復唱しながら
パネル を操作した。
コンク リートの床がゆっ くりと、横に動き始 めた。
．の字にスライドしてゆ
紅月丸の真下を残 して、床がコ
く。右 へと動いて、壁 の中に消えてゆく 。
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ベースゲートは ドックの出入り 口だった。床がそ の
ままゲ ートになってい る。つまり、ドッ クへの出入り
口は真下に あった。
操縦席に座るマハラからは、右下に広がる光景がよ
く見え た。ずっと下っ た先で水面が光っ ている。地下
へと降りるシャフトは斜めになっていた。二本のレー
ルがあって、レー ルの間には太いケ ーブルが通って い
る。
「スリップウェイ、ディセント」
ルビーローズの指示で、船台が下降を始めた。床ご
と、シ ャフトのレール を下ってゆく。紅 月丸は斜め右
下へと降り てゆく。
ルビーローズはサファイアガラスの窓から外を見た。
見送り の左平次が近寄 ってこないか、心 配した。だが、
オケラのモンスターは慣れたもので、転落するかもし
こうばい

れない危険な穴に 近づこうとはしな かった。
急 勾配のシャフトの 中を、紅月丸は 下降していった。
左平次の姿はすぐに見えなくなった。ルビーローズは
視線を戻した。艇 長席の窓の外は殺 風景だ。レール と
ケーブ ルしか見えない 。
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「あと半分でい」
マ ハラが報告した。
紅月丸 は床ごと船台ごと 、斜め下へとくだっ ている。
操縦席からは終点 が見えている。
だんがい

ブ ンカーは湖岸にそ そり立つ断崖の 中に建設された。
地表よりも下にあるが、水面よりは上にある。陸上の
モンスターからも 、水中のモンスタ ーからも、攻め ら
れにく い場所にあるわ けだ。
その代 わり、出動するに は下まで降りなけれ ばなら
なかった。
「着い たぜ」
水面に 到着した。
シャフトが途切れて、屋内プールのような場所に出
た。広 いが、天井はそ れほど高くない。
床と船 台はそのまま下降 を続けて水没した。
紅月丸は水面に放り出された形となって、左右に大
きく揺 れた。潜水艇が 揺れても、ルビー ローズ一味の
三人はしっかり座席に固定されていた。フルハーネス
型の安全ベルトを 装着している。
「潜航 せよ」

- 296 -

「了解でい」
潜 水艇〈紅月丸〉が 沈み始めた。
バラス トタンクにあるベ ント弁を開くと、そ こから
空気が抜けてゆく 。フラッド・ホー ルから水が吸い 込
まれて 、タンク内の空 気を追い出す。軽 い空気は重い
水と入れ替わり、船体は沈む。

さく

黒地に赤丸を背負ったナミテントウが、地底の薄暗
いプー ルの中に消えた 。
水中に はトンネルがあっ た。鋼鉄製の柵で入 り口が
封鎖されている。
マ ハラはヘッドライ トを点灯した。 青白い光が水中
の闇を追い 払った。
トンネルの奥が見えた。壁に突き当たって、行き止
まりに なっている。
「セカンドゲート、オープン」
「セカンドゲート 、オープンするで す」
くい

鋼 鉄製の柵が音も立 てずに下がって いった。
よく見 れば、柵ではなく て杭だった。横一列 に並ん
だ鉄棒は連結され ていない。一本一 本が独立してい る。
そして トンネルの床の 中へと格納されて ゆく。
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「サードゲート、 オープン」
「する です」
セカン ドゲートが開きき らないうちに、サー ドゲー
トも開放された。
ト ンネルの突き当た りとなる壁が、 重い音を響かせ
て左右に開いてゆく。セカンドゲートの杭は無音で動
いたが、サードゲ ートの壁は騒々し かった。壁の下 に
引き戸 の戸車でも取り 付けてあるのか、 重い物を転が
す音が水中 を伝わってくる 。
トンネルの壁が開くと、明かりが差し込んできた。
点けた ばかりのヘッド ライトがもういら なくなった。
「よっしゃ 。行くぜえ」
マハラはヘッドライトを消して、紅月丸をトンネル
内に進 入させた。
突き当 たりの壁がなくな っても、すぐ奥に別 の壁が
あった。だが、今 度は行き止まりで はなかった。横 に
延びて いた水中トンネ ルは、直角に折れ 曲がって上へ
と続いてい る。
明るい光は空から差してくるのだった。
紅 月丸は浮上を始め た。
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コンクリートで できた水中煙突 が、途中からガラ ス
ごうおん

チュー ブに切り替わっ た。周囲が一気に 明るくなり、
視界が開けた。同時に、水を叩く轟音が聞こえてきた。
ガラスの向こうは気泡だらけだった。大量の水が荒
れ狂う ように流れてい る。気泡は水の勢 いに負け、浮
かぶことも許されずに流れ去ってゆく。
ブンカーへの出入り口となる水中煙突は、地下から
滝壺の 中へと突き出し ていた。
「今日もい い天気みたいね 」
さか ま

ルビーローズの声に緊張感はなかった。
ばくふ

滝 壺では水が逆巻い ている。ミュラ ー山脈を流れ下
ってきた川の水が、断崖から湖に注いでいる。瀑布の
真下にあたるのだ から、ガラスチュ ーブの外は水の 嵐
だ。
へいおん

しかし 、硬いサファイア ガラスがしっかり守 ってく
れるので、水中煙 突の内側は平穏そ のものだった。 そ
の証拠 に、紅月丸は揺 るぎもしない。
「モンスタ ーはいねえな」
マハラは目を凝らして外を見た。
水 中煙突がガラスに なっているのは 、視界を確保す
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るためだ。滝壺が 安全だとは限らな い。モンスター が
いない という保証はな い。だから、サフ ァイアガラス
でチューブを作って、滝壺の中を目視できるようにし
てある。
空 は晴れ渡っている らしく、滝壺の 底まで日光は届
ほんろう

いていた。流れる水に翻弄される気泡のせいでいささ
か見えにくいもの の、モンスターの 姿は見当たらな か
った。
「滝壺の底までこうまぶしいんじゃ、上はかんかん照
りだな」
「水中 は涼しくてよか ったです」
「ちげえね え」
マハラは笑った。
真 夏の焼けるような 日差しを浴びな がら陸上で活動
することを思えば、ひんやりとした水の中は天国だ。
「暑くても夏祭り は盛り上がってん だろうな」
「おい らたちも、ここ で盛り上がるです 」
「おめえもたまにはいいこと言うじゃねえか」
「マッハもたまに はいいこと言うと いいです」
「んだ とぉ。俺様がつ まんねえ話ばっか してるみたい
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に言うんじゃねえ 」
「はい はい」
ルビー ローズはふたりの 会話を引き取った。
「そろそろ行きま しょうか」
「姐御 ぉ。それじゃち っとも盛り上がり ゃしねえ。も
っとこう、 景気よく頼まぁ 」
「困りましたわね 」
わたくし、いつもこんな感じで上品でして

「ズバ ッとかっこいい やつな。いつもの 調子で」
「あら？
よ」
ア カゲパキケのルビ ーローズは、カ ールした角をそ
っとなでた 。
「そりゃねえぜ、 姐御。……やい、 お茶っ葉。だま っ
てねえ で、おめえもな んか言え」
「姐さんはいつもこんな感じで上品です」
チャパティはあっさりとマハラを裏切った。
「でし ょう？」
「です」
「それごらん」
「げえ ……」
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は ばつ

三人組で派閥が できると、少数 派はひとりぼっち に
なる。 マハラは体をひ ねって振り返り、 真後ろに座る
裏切り者に抗議の視線を向けた。
「……異常ないで す」
チ ャパティは素知ら ぬ顔で、特に用 もないのに目の
前の計器類 を点検した。
「さあ、行きます わよ。メインゲー ト、オープン」
「メイ ンゲート、オー プンするです」
浮上し てきた紅月丸は、 水中煙突の最上部で 静止し
ていた。
水 の流れが入り込ま ないように、煙 突はフードをか
ぶっている。上にも横にも口はなく、ただ下流にのみ、
丸い口を向けてい る。
せいりゅう ばん

そ の 口 に は 、 サ フ ァ イ アガ ラ ス製 の 整 流 板 が 四枚
取り付けてあった。閉ざせば、メインゲートとしてモ
ンスターの侵入を 防いでくれる。開 けば、上下斜め 方
向に広 がって、水の流 れを遠ざけてくれ る。
さ

フード とゲートの接合部 は、ゲートが可動式 なので
さすがにガラスで は作れなかった。 錆びないように 、
マハラ 特製のキルリア ン鋼で作ってある 。水中に鋼鉄
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のリングが浮かん で見えるのだが、 それがちょうど い
い目印 となっていた。 ガラスチューブの 中から外の水
を見分けるのは簡単でも、滝壺の中から水とサファイ
アガラスを見分け るのは難しい。帰 投するときは、 水
あお

に煽ら れても微動だに しない鋼鉄リング を探せばいい。
メイン ゲートが開いた。
四枚の整流板が、斜め上と斜め下に展開した。
そ

整 流板にぶつかった 水は、板によっ て押しのけられ
うず

た。だが、それで安全というわけではない。板に沿っ
すきま

て流れた水は、整 流板の末端で内側 に巻き込まれて 渦

を作る 。また、四枚し かない整流板の隙 間から入り込
んでくる水 だってある。
しかし、ありがたいことに、水の動きは流される気
泡が教 えてくれた。
「………… 」
ルビーローズは横目でちらりと隣を見た。
せきばら

気 勢があがらずに、 いつも陽気な男 が沈んでいる。
小さく 咳払いをしてから 、ルビーローズは口 を開い
た。
「野郎 どもっ！」
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「おお……？」
紅 い薔薇の女が突然 叫んだので、リ クエストしたマ
ハラも面食 らった。
「出るぜ」
そ れは、静かで重い 声だった。
「おうよ！ 」
「はいです！」
マ ハラとチャパティ が元気よく応じ た。船内は一気
出撃 ！」

に盛り上が った。
「紅月丸！

艇 長のルビーローズ は腕を振って、 指先を真正面に
突きつけた 。
「前進全速でえ！ 」
マ ハラがテレグラフ ハンドルを押し 上げた。
ストッ プ・モーターから フル・アヘッドに切 り替わ
り、船底のポッド 推進器がうなった 。六つのスクリ ュ
ーが水 を吸い込み押し 出して、鋼鉄のモ ンスターが水
中を駆けた 。
メインゲートを飛び出す。整流板によって作られた
ゆるや かな流れを抜け ると、滝壺を吹き 荒れる水の嵐
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うげ ん

は

が黒いテントウム シに襲いかかった 。
操 縦席のある右舷が 水の流れに跳ね 上げられ、次の
瞬間には叩 き落とされた。
「けえっ」
そうじゅうかん

マ ハラは 操縦 桿を握る 両手に力を込めた。
船体が 飛び跳ねても、マ ハラの体は動かない 。胴体
をハーネスで固定 している。
体 を飛ばされるわけ にはいかなかっ た。しっかり座
席に腰を下ろして、紅月丸を操縦しなければならない。
滝壺では水が荒れ 狂っている。断崖 から流れ落ちて き
た大量 の水が、湖底を 掘り下げて深く広 い淵を作って
いる。つまり、水の嵐の外側には、掘り下げられた湖
がけ

底が崖となって立 ちはだかっている のだ。
操 縦を誤れば、紅月 丸は湖底の崖に 激突する。
せんだ

マハラ は操縦桿を引いた 。潜舵を操作した。
黒いテントウムシの板状の触角が上を向き、紅月丸
は上昇 に転じた。
ルビー ローズは指示を出 さなかった。操縦は マハラ
に任せている。や ることは決まって いるし、いちい ち
口頭で 伝達する余裕は ない。水は荒れて いる。流れは
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予測不能。判断は 瞬時に下さなけれ ばならない。
そ れに、マハラの表 情には余裕があ った。大きな口
を開いて歯を見せて、いつものにやついた笑いを浮か
べている。
紅 月丸は流れに乗っ た。
川の水 は途切れない。断 崖から落ちてくる水 は止ま
らない。次から次 へと注がれて、滝 壺の水を押し出 す。
押 されて出てゆく水 の流れに、紅月 丸は乗っかった。
しかもスクリューは全速。流れの速さにスクリューの
速さも加わって、 紅月丸はロケット のように急上昇 し
た。
高速で 移動しても、湖底 の崖には激突しなか った。
水の流れが崖に近 づくと、崖側の水 は圧縮される。 押
しつぶ された水は元に 戻ろうと反発して 、流れを押し
返す。流れと崖の間に、水のクッションができる。
紅月丸は湖底の崖を乗り越えた。
滝 壺から悠々と脱出 した。
だが、 今度は別の危険が 迫ってきた。
滝壺のまわりは浅瀬になっている。湖岸のため、も
とから 水深が浅い上に 、掘り下げられた 滝壺の土砂が
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た いせき

堆積している。い や、上流から運ば れてくる土砂の ほ
うがず っと多い。それ どころか、川は巨 石や巨岩すら
運んでくる。水の勢いには想像を絶するものがあり、
大雨で増水すると 巨大な岩でさえ浮 いて流される。
そ んな岩は滝壺に沈 みそうなものだ が、そうはなら
ない。岩を運ぶほどの大水は、滝壺の底までさらって
ゆく。沈んだ岩を 持ち上げて、運び 去ってしまう。
浅 瀬には、巨石や巨 岩がごろごろし ていた。どこを
どう進んでも、流れは岩石にぶち当たる。
「そこ、左です！ 」
正 面に現れた岩をど う避けるか、チ ャパティが指示
した。
「わかってらい！ 」
い まいましそうに文 句を言いながら も、マハラはチ
ャパティに 従った。
後ろから操縦席を見つめるチャパティは、気が気で
ない様 子だ。マハラの 操縦をはらはらし ながら見守っ
ている。
滝壺では流れが予測できなかったが、浅瀬では予測
おの

できた 。地形や障害物 によって、水の流 れる方向は自
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ずと決まる。流れ のゆるやかなとこ ろもあったが、 帰
投する ときには利用で きても、出撃する ときには利用
できなかった。なぜなら、紅月丸は速い流れに乗って
滝壺を離脱するか らだ。
の

実 は、流れに乗ると いうのは、流れ に呑まれるのと
同じことだった。湖底の崖を回避する分には、流れに
呑まれたほうが都 合よかった。けれ ども、浅瀬に転 が
る岩を 回避するには、 流れに呑まれたま までは都合が
悪かった。

たく

「このコースは三 つ子岩を通るです ！」
「わか ってるっつーの ！」
マハラ は操縦桿を握りし め、巧みに岩を避け ている。
しかし、流れに呑 まれたままではい ずれ避けきれな く
なる。 行く手に三つの 大岩が並んでいる 。手前にふた

りゅうろ

つ、奥にひとつ。紅月丸を呑み込んだ水の流れは、そ
こを通過する。
手 前にある岩の間を 抜けるとき、流 路がせまくなっ
て水は増速する。そして出口で待ち構えている大岩に
乗り上げて、水は 左右に割れる。
も しも紅月丸が三つ 子岩に吸い込ま れたなら、座礁
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して一巻の終わり だ。手前にある岩 の間をすり抜け る
ことが できたとしても 、奥にある岩は回 避できない。
乗り上げて、左右どちらかに横転する。どちらに転が
っても、そこに紅 月丸が通り抜けら れる隙間はない 。
つ まり、三つ子岩に 吸い込まれたが 最後、横転した
せ

状態で紅月丸は動きが取れなくなる。急流を堰き止め
る形になるから、 水の流れに圧迫さ れて、もうどう に
もなら ない。
「ここを右 でい！」

さげん

三つ子岩を回避するための分岐点で、マハラは右に
折れた 。
水中に 沈んだ巨石が左舷 の艇長席に急接近し た。
「…………」
まばた

ル ビ ー ロ ー ズ は 動 じ な か っ た 。 瞬 き さ え せ ず に、
まだ先です！」

かすめるように真横を通り過ぎた巨石を見つめた。
「ちがうです！
「げえ ……」
右に折 れた紅月丸のさら に右側から、別の流 れが合
流してきた。強い 流れに真横から突 入した紅月丸は 、
横向き に押し流された 。
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マハラは分岐点 をまちがえたの だった。
組 み合わせは掛け算 だ。
二掛け る二はたったの四 でも、もうひとつ二 を掛け
ると八になる。こ のくらいならすべ ての組み合わせ を
記憶で きても、十六、 三十二と、掛ける たびに数字は
ふくれあがる。右か左か、たった二個の選択肢しかな
くても、それが五 回も続けば組み合 わせは三十二通 り
にもな る。
左右の どちらに進むのか 、それともそのまま 流され
るか。複数の選択 肢に、複数の分岐 点。そして、複 数
の流れ 。浅瀬を抜ける 組み合わせは三十 二通りどころ
ではない。
そのすべてを頭に入れていないと、正解にはたどり
そうせん

つけな い。常に思いど おりに操船できる わけではない。
だから 、操縦席には一味 の知恵袋であるチャ パティ
が座っていた。水 流調査は全員でし たし、コースも 全
員で話 し合って決めた 。ルビーローズも マハラも、コ
ース取りはわかっている。それでも、チャパティに任
せたほうが確実だ った。
そ もそもブンカーを 設計したのはチ ャパティだ。危
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険な場所に出入り 口を選んだのはル ビーローズだっ た
が、チ ャパティはそれ を実現している。 増水時に巨石
が降ってくることまで想定して、滝壺の水中煙突は地
ぬ

下に格納できるよ う、安全設計をし ている。
けんじつ

そ んな堅実なチャパ ティにも、岩を 縫って浅瀬の急
流を進むのに、安全策は用意できなかった。
すべては、操縦桿を握る手にかかっている。
一 味の命運は、操縦 桿を握る男にか かっている。
ところ が、その男は分岐 点をまちがえてしま った。
そのまま前進を続けて流れを渡ってしまうことはで
きなか った。地形がそ れを許さない。進 めば、別の岩
にぶつかる だけ。
紅月丸は三つ子岩に吸い込まれるコースから抜け出
せなか った。しかも、 横向きに流されて いる。難所に
向かうコースで横向きになるとは、致命的なミスだっ
た。
「やっ べえ！」
マハラ はすぐさま対応し た。
ダイヤルアクセラレーターをひっつかんで、思いっ
きりひ ねった。
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かじ

向きを修正する のは簡単だった 。紅月丸はポッド 推
進器を 採用している。 ふつうの船とはち がって、舵は
ない。ポッドの向きを変えるだけで、三六〇度どの方
向にも進めるし、 その場でくるりと ターンもできる 。
鋼 鉄のモンスターが 下流を向いた。
すると 、そこに渦が待っ ていた。
紅月丸がいま乗っている流れと、さっきまで乗って

つ いてねえ！」

いた流 れが、合流して 複雑にからみあい 、渦を巻いた
のだった。
「マジかよ！
マ ハラがぼやいた。
たいし て大きくはない渦 だったが、発生と消 滅を繰
り返すので予測は できなかった。も う少し早ければ 、
あるい は遅ければ、消 えてなくなるはず の渦だった。
紅月丸 は渦に呑まれた。
呑まれた次の瞬間には通り抜けたものの、船体は大
きく回 転させられて、 今度は後ろ向きと なった。
「うおおー っ！」
マハラはもう一度ダイヤルアクセラレーターをひね
った。
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「緊急浮上！」

バ ラストタンク、排 水するです！」

ル ビーローズは斜め 後ろのチャパテ ィに声を叩きつ
けた。
「はいです！
操 縦で手一杯のマハ ラの代わりに、 機関制御席のチ
間に 合わねえ！」

ャパティが 操作を代行した 。
「だめだ！
マ ハラの操作で、船 体は時計回りに 回転している。
右舷を下流に向けて流されている。
巨石がひとつ、右から迫ってくる。三つ子岩を回避
するた めの分岐点とな る巨石だ。本来は 、ここで右に
進むはずだった。合流したふたつの流れはからみあっ
てひとつになる。 ほかに合流してく る流れはないし 、
行く手 をふさぐ岩もな い。だからここで なら、右に折
れてもうま くいく。
しかし、分岐点をまちがえてしまった。
渦 に巻かれて、船体 の向きまで変え られてしまった。
後ろ向 きで急流は下れな い。
正面に向き直る途中で、障害物が視野に入った。
巨 石はもう、そこに ある。
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もはや回避不能 。
「ちく しょう！」
「このまま 回るんだよ！」
ルビーローズはターンの続行を指示した。言葉だけ
では真 意が伝わらない と判断したのか、 艇長席にも用
意されているダイヤルアクセラレーターを、自分で直
接操作した。
窓 の外の巨石が右か ら左に流れた。
鋼鉄の モンスターは左舷 から巨石にぶつかっ た。

ひか

ハーネスで固定されたルビーローズの体が大きく振
られた 。
俺様のせいじゃ ねえか！」

衝突音 が船内後方から響 いてくる。
「やっちまった！
「あと にしな！」
ルビー ローズはマハラを しかりつけた。
くやしがるのはまだ早い。先には三つ子岩が控えて
いる。
それに 、巨石との衝突は 被害が軽くなるよう 、船体
を回転させた。転 がるようにぶつか って、少しは衝 撃
も逃が せたはずだ。
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「正面に三つ子岩です！
す！」

浮上は間に合わないで

時計回 りでさらに一回転 しながら流された紅 月丸の
前に、今度は障害 物はなかった。
た だ、左右にある大 岩の間に、水が 吸い込まれてゆ
く。
「浮けよ、この野 郎！」
マ ハラは操縦桿を乱 暴に引き倒した 。
いまさ ら浮上しても手遅 れだ。
岩の間に吸い込まれた水は速度を増して、奥に隠れ
た岩に 激突する。水は やわらかく左右に 割れ、そのま
ま流れ去る。けれども、紅月丸は……。
「ハンマー・アク セル！」
ル ビーローズはハイ ドロハンマーの 砲身を下げた。
にご

船底にある水中大砲をぶっ放した。
浅瀬がえぐられて、水が濁った。水中大砲の威力に、
急流が 一瞬堰き止めら れた。
ハイド ロハンマーを撃つ と、反動が船体を突 き上げ
る。水中の紅月丸 が浮上した。しか し、そこまでだ っ
た。水 を押しのけるだ けで反動は吸収さ れた。
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「アクセル！」
ル ビーローズは続け てハイドロハン マーを撃った。
水中か ら浮上した紅月丸 が、今度は水面から 浮き上
がった。だが、高 く舞い上がりはし なかった。飛ぶ に
は船体 が重すぎた。バ ラストタンクには まだ水が残っ
ている。
「飛びな！」
ル ビーローズはあき らめなかった。 最後の一発を放
って、紅月丸をもう一段高く飛ばした。
ハイドロハンマーを応用したハンマー・アクセルの
三連発 で、紅月丸は低 空飛行した。いや 、とても飛行
とは呼べない。翼がないのだから、ただのジャンプだ。
投げた石が水面を 飛び跳ねた程度。
そ れでも、なんとか 三つ子岩を飛び 越すことに成功
した。
くず

奥の岩にハイドロハンマーの砲身が接触したが、バ
ランス を崩すこともな く、無事に着水し た。
三つ子 岩を越えると湖は 急に深くなった。浅 瀬を駆
けてきた流れも、 深みに足を取られ たのか、速度を 落
とした 。
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紅月丸は湖面を すべるように進 んだ。
「ふう ……」
静まり かえった船内では 、マハラの溜息がや けに大
きく聞こえた。
「やい 、マッハ。やっ ぱり、おいらが操 縦するです」
「……面目 ねえ」
チャパティの操縦ミスに付け込んで役目を奪い取っ
たマハ ラだったが、今 度は自分が奪われ る番だった。
３
操縦ミ スの責任をとって 、マハラが水中に潜 った。
被害の程度を確認しなければならない。
船 体は巨石に衝突し たし、砲身は三 つ子岩に接触し
た。ブンカーに戻って検査したほうが正確だが、ひょ
っとすると戻るこ ともできない状態 かもしれない。 だ
から、 戻るにせよ、戻 らないにせよ、見 ておく必要が
ある。
ルビーローズはハッチで周囲を警戒していた。
両 手で機関銃を構え ている。怪物密 林は危険な場所
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だ。湖には水棲モ ンスターがうよう よしているし、 水
上には 飛翔モンスター の脅威もある。も しもモンスタ
え んご

ーが接近してきたら、ティアドロップ・マシンガンで
水滴の弾丸をばら まいて、マハラを 援護する。
船 体の確認をすませ たマハラは、操 縦席のチャパテ
ィに窓越し に合図を送った 。
チャパティは水中翼をたたみ、鞘翅をたたんだ。
しんすい

い まのところ、異常 はなかった。最 初に船内を調べ
たが、浸水はしていなかった。鞘翅は開いたし、水中
翼も展開した。シ ュラウド・リング も起きたから、 羽
にゆが みはないようだ 。
次は、 水中大砲のハイド ロハンマー。チャパ ティは
砲塔を下ろして左 右に回転させ、砲 身を上下させた 。
窓 の向こうの大男が 、水中なのに歯 を見せて笑いな
がら、拳を握って親指を立てた。制帽は脱いでいった
から、自慢のソフ トモヒカンが水の 中で揺れている 。
頭の上 に水草が生えて いるようで、うっ かり吹き出し
そうになる 。
志願して危険な水中に潜っている男を笑うわけには
いかな い。チャパティ は鼻先をつまんで 自分に苦痛を
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与え、笑いをこら えた。
鼻 をつまんだハナマ キがハイドロハ ンマーを格納し
た。
最後にスクリューを調べて、確認作業は終了となる。
マ ハラは船底まで潜 ろうと、カエル 泳ぎを始めた。
力いっぱい水を蹴っているのに、ちっとも前に進まな
い。蹴った足をし っかり閉じて水を 後ろに送り出す 、
という ことをしないか ら、いくら蹴って もたいした推
進力にはならない。むしろ、蹴った足をすぐに曲げて
引きつけるものだ から、それがブレ ーキとなってい る。
泳 いでも泳いでもマ ハラは進まない 。チャパティの
目の前で、水草が前後に揺れ動く。
視線を感じたのか、マハラはチャパティに顔を向け
ほこ

ひろう

た。そ して、誇らしげ に笑って見せた。 たぶん本人は、
かれい

かんちが

華麗な泳ぎを披露しているつもりなのだ。チャパティ
が見とれていると 勘違いでもしたの だろう。
枯 れ葉が沈んでいっ た。
ひらひ らと舞いながら、 泳ぐマハラを追い越 してい
った。
枯 れ葉に抜かれて、 マハラはむきに なった。抜き返
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してやろうと、水 を蹴りまくった。
蹴 った分だけブレー キがかかるから 、差は開く一方
だ。とうとう枯れ葉は見えなくなった。
マハラの動きが止まった。顔をチャパティに向けた。
うる

枯れ葉 なんぞに負けて 、よほどくやしか ったにちがい
ひとみ

ない。水の 中なのに、 瞳 が潤 んでいた。
「ぶぷーっ」
チ ャパティは後ろを 向いて吹き出し た。もう我慢は
できなかっ た。
「……なにをして いるのかしら？」
伝 声管から冷たい声 が流れてきた。
「なんでも ないですっ」
チャパティはあわてて返事をすると、窓の向こうに
身振り で知らせた。
指を一 本立てた右手を上 に向け、ちょんちょ んとつ
つく動作をした。 左手も指を一本立 て、両手を顔の 横
でくる りと回して見せ た。その手を頭の 上に持ってき
て、立てた指をピコピコと動かした。
上の、アカゲパキケが、怒っているです――と。
「！」
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マハラの顔色が 変わった。泳ぐ のをやめ、船体に 手
をつい て体を引っ張り 、あわてて潜って いった。
チャパ ティはそのまま水 中を監視した。見え る範囲
は限られているが 、操縦室は水面下 にあるので視界 は
良好だ 。
マハラ はそそくさとスク リューを見て回った 。
船体で一番壊れやすいのはスクリューだった。障害
物との 接触や、着水時 の衝撃などで折れ 曲がる懸念が
ある。
幸い、特に異常はなかった。ペラゲージを当てて精
密にチ ェックをすれば 問題が出てくるか もしれないが、
そこまではできない。細かい検査はドックに陸揚げし
たときにやるしか ない。
確 認作業を終え、マ ハラは水面に顔 を出した。はし
ご代わりの小さな出っ張りに指をかけて、船体をよじ
登った。
「どう ？」
おこた

ルビー ローズが声をかけ た。声だけかけて、 顔はよ
そを向いている。 警戒は 怠 らない でいる。
「問題 ねえぜ、姐御。 船体は、ちいとへ こんで塗装が
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剥げてやがるが、 穴はあいてねえし 、亀裂も見当た ら
ねえ」
「ハイドロ ハンマーは？」
「こすり傷は長い のがついてやがっ たが、ありゃ、 ほ
んとに こすっただけで い。動作に問題な かったぜ。あ
と、スクリューも曲がっちゃいねえ」
「そう。だったら 、このまま作戦続 行ですわね」
ル ビーローズは機関 銃をマハラに押 しつけた。それ
からタオルを手渡して、先に自分だけ降りた。
操縦室に戻ると、座席から身を乗り出して振り向い
たチャ パティが、うな ずいて見せた。ハ ッチでの会話
は伝声管を通してチャパティにも聞こえていた。
「異常はないのね ？」
ル ビーローズは念を 押した。座席の 横で足を止め、
チャパティが座る操縦席の背もたれに手をかけた。
「操作感はどうだ ったのかしら？」
「いつ もどおりの感触 だったです」
「じゃあ、 問題なしね」
「でも、姐さん。 ハイドロハンマー は試射したほう が
いいで す。念のためで す」
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初日は 湖底を

「そうね。ちゃん と動いても撃てな かったら、いざ と
いうと きに困りますも のね」
「それと、このあとどう進むですか？
進んで、ヤゴに邪 魔されたです。昨 日は中ほどを行 っ
て、ゲンゴロウに追跡されたです。今日は――」
「今日は浅いとこ行ってみようぜ！」
伝声管から返事があった。
「水深 の浅いところは 危険です。モンス ターが活発に
動き回って るです」
チャパティは伝声管に顔を向けた。
「んな こた、わかって らい。俺様もいっ しょに湖岸探
査したじゃねえか。まあ、待てって。いま、そっちに
戻るからな」
「…… ……」
チャパ ティは横に立つル ビーローズを見上げ た。ハ
ッチを閉める音が 船内から直接聞こ えてくる。
ル ビーローズは無言 でうなずいた。 潜水の許可を出
したのだった。紅月丸は浮上している。ほんの少し潜
るだけで、飛翔モ ンスターの脅威は なくなるし、お も
に水面 で活動するアメ ンボのような水棲 モンスターの
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脅威もなくなる。
チ ャパティはバラス トタンクに注水 して、紅月丸を
水面下まで 浅く沈めた。
マハラがはしごをすべり降りてきた。体を拭いたタ
オルを 首からぶら下げ ている。まるで風 呂上がりのよ
うだ。
「とりあえず、浅 いとこも行ってみ ようじゃねえか 。
だめな ら、深く潜っち まえ」
「マッハの言うとおりにして、二日続けて失敗したで
す」
「俺様 のせいじゃねえ っつーの。外れく じは誰が引い
たって外れに決まってらぁな」
マハラは自分の席につくと、両手で頭の毛をはさん
しめ

でなで あげた。湿った 毛がなんとか立っ て、自慢のソ
フトモヒカ ンが復活した。
「どこを進んでも 、危険に変わりは ありませんわ。 今
日は浅 いところを行っ てみましょうか」
「そうこな くちゃな」
三日連続で自分の意見が採用され、マハラは満足そ
うに制 帽をかぶった。
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「でも、しばらく 進んだら底まで潜 りますわよ。だ っ
て、目 的は湖底探査で すもの」
ルビー ローズはマハラの 制帽をなにげなく見 つめた。
そっくり同じデザ インの制帽をルビ ーローズもかぶ っ
ていた が、きのう、星 彩洞の水路でなく してしまった。
いつも身につけているものがないというのは、妙にさ
みしいものだった 。
ル ビーローズとマハ ラがハーネスを 装着するのを待
って、チャパティはハイドロハンマーを試射した。
じじゅう

水中大砲に異常はなかった。紅月丸は反動で突き上
げられ て浮上し、すぐ に自重で沈んだ。
「ハイドロハンマー、異常なしです」
「では、参りまし ょう」
脚 のないテントウム シが水中を走り 出した。
水面下 の浅いところを紅 月丸は進んだ。真夏 の強烈
な日差しに照らさ れて、すぐ上の水 面がきらきらと 光
ってい る。
アカゲ パキケの目はぱっ ちりと大きく開いて いるか
ら、ルビーローズ には少々まぶしか った。
目 の小さなハナマキ にとってもまぶ しいらしく、い
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つも半開きのチャ パティの目はさら に眠たそうに見 え
た。
窓のな い席に座っている シマオーガだけは別 で、マ
ハラのぎょろ目は いつもどおりぎょ ろぎょろしてい た。
し ばらく進むと、右 手の水中に緑の 小山が現れた。
ほうらく

しげ

断崖が 大きく崩落して、 土砂が湖底に積もっ ている。
お

そこに水草が生い 茂っている。リヴ リーサイズの小 さ
な水草 ではない。モン スターサイズの大 きな水草だ。
パキケフーズに巨大なチューリップが咲いているよう
くず

に、リヴリーには 大きすぎる水草が 生えている。
崩 れた断崖は、傾斜 がややきついも ののスロープ状
になっていた。そのため、陸上モンスターが湖面まで
降りてくることが あった。
陸 上のモンスターと いっても、泳ぎ の達者な者もい
れば、潜るのが得意な者だっている。水中で狩りをす
る者もいるくらい だから、潜航する 紅月丸にも陸上 モ
ンスタ ーの脅威はある 。だが、危険な場 所だとわかっ
ていたから、ルビーローズ一味が気を抜くことはなか
った。
水 中の小山にはミズ グモが棲み着い ていた。
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ミズグモは、水 の中で暮らす風 変わりな陸上モン ス
ターだ った。水草に糸 を張って、わざわ ざ水中に巣を
作っている。巣は袋状になっており、空気を溜めるこ
とができる。毛の 生えた腹部に空気 をまといつかせ て、
ミズグ モは巣の中に運 び込む。あとは、 巣から顔を出
えもの

して獲物を待ち伏せる。呼吸器官は腹部にあるから、
溺れることはない 。
紅 月丸はミズグモを 横目に通り過ぎ た。相手はリヴ
リーを襲う危険なモンスターだが、水中で暮らすわり
に泳ぎは不得手だ った。うっかり近 づきでもしない 限
り、問 題はない。
ミズグ モは鋼鉄のモンス ターに興味を示さな かった。
補給作業でいそが しいようだ。水面 に差し出した腹 部
をすば やく引いて空気 を取り込み、巣へ と急いだ。
明るい 日差しに水草の緑 が輝いて見えた。空 気に包
まれたミズグモの 腹部も、空気を溜 め込んだミズグ モ
の巣も 、どちらも日光 を反射して銀色に 光っている。
紅月丸 は浅い水中を静か に進んで、湖岸から 遠ざか
っていった。
「なん か、変なのが浮 いてるです」
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沖まで無事に進 出したところで 、チャパティが口 を
開いた 。
「？」
ルビーローズはチャパティの視線を追った。
前 方に見たこともな い物体が浮遊し ていた。水面を
漂っている。横に大きく広がって、かなりの面積を占
めている。
「なに かしら？」
「黒くて、雨雲みてえだな。ひと雨くるんじゃねえ
か」
マ ハラが軽口を叩い た。

このまま 進むと、真下

浮遊す る物体が日光をさ えぎっているようだ 。前方
の水中は暗くなっ ている。
「姐さ ん、どうするで すか？
に入るです 」
「いいじゃねえか 。行ってみようぜ 」
「危険 かもしれないで す」
「おめえだって、あれがなんだか見てみてえだろ？
行こうや、姐御」
マ ハラとチャパティ はルビーローズ の決断を待った。
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「これも探査のう ちですわね。注意 して進みましょ う。
……前 進半速」
「前進半速 にするです」
紅月丸の速度が半分に落とされた。
「あり ゃ、アリじゃね えのか？」
うごめ

浮遊物 体は 蠢 いてい た。
「わたくしもアリ に見えますわ」
「…… おいおい、モン スターの群れじゃ ねえか。なん
だって、こんな沖を泳いでやがるんでえ？」
おお

水面に浮かんでいるのはアリだった。巨大昆虫のモ
ンスタ ーが群れて、び っしりと水面を覆 っている。遠
くからは油でも浮いているかのように見えたが、近づ
いてみれば、大量 のアリがひと固ま りになっている と
わかっ た。互いに仲間 をくわえて、離れ ばなれになら
ないように している。
「おいら、聞いた ことがあるです。 大雨で巣が水没 し
そうに なると、巣を放 棄して、自分たち の体でいかだ
を組んで脱出するアリがいるです」
「雨なんか降って ねえじゃねえか」
「たぶ ん、別の理由が あるです。巣が壊 れたとか、新
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しい女王が誕生し て巣を分けたとか です」
おぼ

「まあ 、理由がねえと 、湖を渡ったりは しねえよな。
けど、よく沈まねえな、こいつら。つうか、溺れねえ
のはなんでなんで え？」
マ ハラは席を立った 。制御室から操 縦室に移ると、
ルビーローズとチャパティの間にしゃがみ込んだ。窓
なが

の外をじっと眺め る。
横 に広がったアリの 群れは、縦にも 積み重なってい
た。ごちゃごちゃしていて何層あるかはわからないが、
少なくとも最下層 のアリは完全に沈 んでいる。
「ミズ グモと同じです わね。よくごらん なさい。おな
かのまわりに空気をまとっていますわ。……チャッパ、
前進微速にして」
「はい です」
まく

チャパ ティは紅月丸の速 度をさらに落とした 。
「なるほどな。空 気の膜さえありゃ あ、息はできる し、
沈みも しねえってか」
アリの いかだの真下に、 紅月丸は進入した。 いかだ
は幅も広く、厚み もある。日光はほ とんど漏れてこ な
い。船 内は一瞬で暗く なった。そして、 静まりかえっ
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た。
ル ビーローズ一味は 三人そろって、 無言で顔を上げ
ている。危険なモンスターの、それも群れを、間近で
真下から観察でき るとはめったにな いことだった。
ア リたちはただ浮い ているのではな く、泳いでいた。
か

せっせと脚で水を掻いている。水面を埋め尽くしたア
うごめ

リの 群 れ が 蠢 い て い る の は、 み んな で 泳い で い る か
らだっ た。
「うは。こ っち見やがった 」
マハラがつぶやいた。
モ ンスターの群れは 、真下にいる黒 いテントウムシ
に気づいたようだ。背中に真っ赤な丸がふたつもある
から、それが目を 引いたのかもしれ ない。
おお あご

大 顎で仲間をくわえ ているのでうつ むいたりはしな
かったが、アリたちは首をひねると、視線を下に向け
た。
「…… いやな感じ」
ルビー ローズが警戒して いる。
「少し潜るですか ？」
「やい 、お茶っ葉。水 面のアリがどうや って、水中の
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笑わせらぁ」

潜水艇を攻撃する んでえ？
かよ？

ありん こ爆雷でもある の

マハラ の言うとおりだっ た。陸上モンスター である
アリに、水中の獲 物を攻撃する手段 はない。泳いで い
るとい っても、水面に ただ浮いている程 度なのだから、
手の打ちよ うがない。
じゅうぶん

「も う い い で し ょ う 。 充 分 に 見 物し ま した わ 。 そ ろ
そろ、 下から出ましょ うか」
「はいです。三時の方向が空いてるです」
「では、そちらに 」
紅 月丸は左に回頭し た。
すると 、水面がざわつい た。アリのいかだも 、紅月
丸にあわせて回転 を始めた。水面を 埋め尽くすほど の
大きさ だから、くるり とは回らない。そ れでも、向き
を変えようと全体が動き出した。
しかも、異変はそれだけではなかった。紅月丸の進
行方向 にあった明るい 水面が、次々と埋 め立てられて
いった。
「なんでえ、こり ゃあ！」
驚 いたマハラが大声 になった。

- 332 -

「わたくしたちを 逃がさないつもり ですわ」
「げえ ……」
「アリの狙いがわかったです。えら呼吸のできない生
き物は、水面にふ たをされたら息継 ぎできなくて溺 れ
アリのくせに、水上で狩りをし

るです 。なので、そこ を捕まえるです」
「じゃあ、 なにか？
てるっつーのか？ 」
「はい です」
「げえ…… 」
「落ち着きなさい 、マッハ。わたく したちに効果は な
くって よ」
「そりゃそうだ。紅月丸は溺れたりしねえ。でもよ、
どうやってあそこ を埋めたんでえ？ 」
マ ハラは埋め立てら れた水面を指さ した。さっきま
で明るかった進行方向は、いまやすっかり暗くなって
いる。
「あっ という間に埋ま っちまったじゃね えか」
「たぶん、 走ったです」
「走っただあ？」
「いか だの上を走った です。アリのいか だは上と下に
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分かれてるです。 下のアリは空気を まとって、いか だ
を浮か せるのが役目で す。脚を使って泳 いでも、実は
たいして進まないと思うです。でも上のアリが、仲間
の体の上を走って 次々と水に飛び込 めば、群れはそ っ
ちにど んどん進むです 」
「でもよ。それだと、上のアリが一匹残らず飛び込ん
じまったら、おし まいじゃねえか」
「下の アリが水からあ がればいいです」
「なるほど、そういうからくりかよ。群れ全体で水面
をぐるぐる回って やがるんだな。キ ャタピラみてえ に
よ」
マハラ は空中で手を回し て見せた。
「驚きましたわ。 こんなアリがいた なんて。まだま だ
どうするよ、姐御。突っ走って振り切っちま

知らな いことがたくさ んありますわね」
「で？
うか？」
……チャッパ」

「そん なことはしませ んわ。このまま、 ただ潜ればい
いでしょう ？
「はいです」
チ ャパティは操縦桿 を少し奥へと倒 した。
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潜舵が下を向い て、紅月丸は下 降を始めた。
し かし、みすみす獲 物を取り逃がす ようなモンスタ
お おあご

ーではなかったらしく、すかさず次の手を打ってきた。
アリたちは、仲間をくわえていた大顎を開いた。い
かだが ばらばらになっ た。隙間ができて 、暗い水中に
日が差した 。
「なにごとですの ？」
急 にまぶしい光が差 し込んできたの で、ルビーロー
ズは手をか ざした。
目を細めて事態を把握すると、余裕は吹き飛んだ。
仲 間を放して自由に なったアリが、 頭を下にしてい
た。一匹や二匹ではない。群れ全体が下向きだ。無数
のアリが水中で逆 さまになって、紅 月丸を見つめて い
る。
そして 、一斉に泳ぎ始め た。
真下に向かって。
「チャ ッパ！」
マジ でありんこ爆雷か よっ」

「潜るです ！」
「うおっ！

潜 ってくるアリはま さに爆雷だった 。潜水艦を攻撃
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するために、水中 に投下された爆弾 そのものだ。
獲 物が潜るのなら、 その前に捕まえ てしまえと、ア
そうかん

リたちは潜水を開始した。群れ全体が一斉に潜ったの
で実に壮観だった が、眺めて楽しむ 余裕はなかった 。
ふかく

チ ャパティは潜舵を 最大俯角にした 。前進全速で紅
月丸を一気 に沈降させた。
アリの群れに捕まるわけにはいかない。なんといっ
ても数 が多すぎる。群 れに包まれてしま えば、スクリ
ューも無用 の長物となる。
「だいじょうぶで すわ。潜舵水平。 ストップ・モー タ
ーよ」
窓から 外を監視していた ルビーローズが指示 した。
あまりの迫力に思わずあわてたものの、距離さえ取
れば、 どうということ はなかった。しょ せん、相手は
陸上のモンスターだ。全速の潜水艇に追いつけるほど、
速くは泳げない。
ア リたちは早々に狩 りを断念してい た。たったいま
潜ろうとしたのに、もう浮上に移っている。見切りを
つけるのが早いの は、名ハンターの 証明だった。無 駄
な労力 は最小限に抑え ている。

- 336 -

浮上したアリた ちは再びいかだ を組み始めた。水 中
に差し 込む光の筋が一 本、また一本と消 えてゆく。
やがて 、水中は暗くなっ た。
別の獲物を求めて、アリのいかだは水面を渡ってい
った。
日が差 した。
「……なあ」
去 ってゆく黒雲を見 上げながら、マ ハラが仲間たち
に声をかけ た。
「軍隊アリってな 、聞いたことがあ るけどよ。さし ず
め、あ りゃあ、艦隊ア リってとこだな」
「言い得て 妙ね」
ルビーローズは感心した。
な かなか見事なネー ミングだった。 大艦隊で水上を
制圧し、敵潜に爆雷攻撃を仕掛ける。アリの特徴をよ
く言い表している 。
「そう 呼ぶことにしま しょう」
アリの 艦隊に肝を冷やし たルビーローズ一味 は、コ
ースを変えた。浅 い水中を進むのを やめ、本来の目 的
である 湖底探査に切り 替えた。
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脚のないテント ウムシは、水中 を斜めにすべり落 ち
ていっ た。
ルビー ローズとチャパテ ィは窓から外を監視 した。
自分の席に戻ったマハラは潜望鏡で後方を見た。ハ
イドロ ハンマーに取り 付けてある潜望鏡 を使えば、ご
そうぐう

くせまい範囲だが真後ろが見える。

へいおん

ぶじ

モンスターの尾行はなかった。遭遇することもなか
った。
紅月丸 は平穏無事に、湖 底までたどりついた 。
「どんなもんでえ 。浅いとこ行って 大正解だったじ ゃ
ねえか 。俺様に感謝し な」
マハラ は大きな鼻をこす りながら自慢した。
「当たりくじは誰 が引いたって、当 たりに決まって る
です」
なにか しら？」

「んだとぉ 」
「あら？

ル ビーローズはふた りの会話を無視 した。
ヘッド ライトの光が影を 照らした。湖底が黒 く染ま
っている。まるで 整地でもされたか のように、広い 範
囲が真 っ平らになって いる。もちろん、 湖の底が整地
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されているわけは ない。
「…… 変ね。水面に見 えますわ」
平らだ が、整地はされて いない。とすると、 考えら

なに言ってやがんでい。水の中に水面が

れるのは水面だろ うか。波が立たな ければ、水面は 平
らにな る。
「ああん？
あるわけねえだろ 。ちゃんと仮眠し たのかよ。姐御 が
寝ぼけ てちゃ、しゃれ にならねえ」
「バカね。ほんとうに水面に見えますの。そうでない
としたら、誰かが 整地したのですわ 」
「行っ てみるです」
チャパ ティは紅月丸の進 路を変更した。
「ほんとに平らに なってるです」
「おい おい。また艦隊 アリじゃねえだろ うな」
水面を 埋め尽くしたアリ の艦隊も、遠くから は平ら
に見えた。
「ちが うと思うです。 アリなら、息が続 かないです」
「じゃあ、 なんなんでえ？ 」
「それをいまから 調べるです」
チ ャパティは紅月丸 を湖底に近づけ た。不思議な地
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形を確かめるには 、間近で見るのが 一番だ。
接 近してよく見ると 、平らな部分は 黒ではなく、赤
黒いのだとわかった。いや、赤いところもあれば、黒
いところもある。 赤が透けて、下の 黒地が見えてい た
りもす る。
「ほら、やっぱり。水面ですわ」
湖底の黒い地面に赤い水が溜まっているようだ。し
かも厚 く。
こていこ

つまり 、湖の底に、もう ひとつの湖があった 。
湖の底の 湖ですの？」

「これは湖底湖で す」
「湖底 湖？

「ありえねえって。なんで水の中に水が溜まるんで
い」
「比重 が異なるです。 たぶん、海の水が 流れ込んでる
と思うです 」
「そりゃあ、おめ え。川を下りゃ、 海に出るけどよ 」
「つま り、この下にあ るのは海水ってこ とかしら？」
「俺様が行って、ちょいと舐めてくらぁ」
「行ったら死ぬで す」
お どけたマハラを、 チャパティが脅 した。
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「塩水くらいで死 ぬかっての」
「モン スターは死んで るです」
チャパ ティが窓の外を指 さした。
後ろの席にいるマハラからは見えなかった。席を立
って、 操縦室に移動し た。
「げえ…… 」
湖底の黒い泥にモンスターの死骸が埋もれていた。
種類は わからないが、 甲虫のようだ。
「下にあるのは、死の湖です」
紅月丸が停止した。頭を下げて、モンスターの死骸
にライ トを当てている 。
チャパ ティは仲間たちに 話して聞かせた。
き すいこ

汽水湖と呼ばれる湖がある。汽水とは、淡水と海水
が混ざ った水をいう。 塩分濃度の低い水 が淡水で、そ
かんすい

の逆が鹹水。海の水は鹹水だ。
比重が異なるため、汽水湖の水は二層に分かれるこ
とがあ る。上の淡水湖 と、下の塩水湖に 分離される。
じゅんかん

こうして、湖の底にもうひとつの湖が誕生する。
湖水が上下に 循環 しないから分離されるわけだが、
それは 下層に空気が供 給されないことを 意味する。元
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りゅうか すいそ

からあった酸素は 有機物分解によっ て使い果たされ 、
無酸素 となる。硫化水 素の濃度が高くな り、卵の腐っ
こうしょく いおう さいきん

たようなドブくさいにおいを発する。
はんしょく

酸 素 が な く ても 、 生 物 は いる 。 紅色 硫 黄細 菌 な ど
けん きせい

の 嫌 気 性 細 菌 が 繁 殖 す る。 こ の手 の 細 菌は 、 硫化 水
りゅうさん

下にあるのは硫酸の湖か

素を使って 硫 酸 呼 吸をする。

のうりゅうさん

「ってことは、なにか？
よ！」
「 別 に 濃 硫 酸 で 満 た さ れ てる わ け じ ゃな い です 。 水
の中に硫酸が含ま れるかもってこと です」
「舐め るとピリッとす るかしらね？」
ルビー ローズがからかっ た。
「塩水くらいで死 なないです」
チ ャパティもいっし ょになっておち ょくった。
「さあ、行ってらっしゃいな」
「湖水のサンプル よろしくです」
「げえ ……」
マハラ は自分の席まで後 ずさりをした。鬼の ような
仲間たちだった。
「冗談 はさておき…… 」
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こしょうず

ルビーローズは 真顔に戻った。
「湖沼 図への記載、忘 れないでね。マッ ハ」
「おっ、お う」
マハラは短く答えた。もう、よけいなことは言わな
かった 。
「姐さん、湖底湖の全容を調べるですか？」
「いいえ。興味は ありますけれど、 いまは、光る湖 の
秘密を 優先しましょう 」
「了解した です」
「潜舵上げ、水平 潜航へ。紅月丸、 前進全速」
ル ビーローズの号令 で、鋼鉄のモン スターが走り出
した。
湖底の湖がヘッドライトの光を浴びている。細菌の
繁殖し ているところは 水が赤く、そうで ないところは
湖底に堆積した黒い泥が見えている。
黒い泥はヘドロだ。
奥 地の湖に、工場の 廃水などは流れ 込んでいない。
お でい

泥の中に含まれる金属が硫化水素と反応して、黒くな
っている。ドブを さらえば真っ黒な 汚泥が出てくる が、
す

それと 同じものが澄ん だ湖の底にも溜ま っている。天
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然のヘドロである 。
湖 底湖の黒い泥に、 ミズカマキリの 鎌が一本、突き
立てられて いた。
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第七章

水中島の真珠
１

光った。
水 中から水上に向け て、光線が飛ん だ。
強い光 ではなかった。空 には太陽がある。真 夏の強
烈な日差しが湖面 を焼いている。
そ れでも、雲が太陽 を隠して日が陰 ると、水の中を
浮上してゆ く光が見えた。
「ようやく、ここ まで来れましたわ ね」
艇 長席のルビーロー ズが足を組んだ 。
とうげ

潜水艇 〈紅月丸〉は 峠 に さしかかっていた 。
せ

水中の峠だった。
くぼ

岸 が左右から迫り出 して、湖底でつ ながっている。
山なら尾根 に当たる。尾根 の窪んだところが峠 。山道
は、峠に向かって 登りとなり、峠 を抜けて下りとな る。
進 むにつれて浅くな る水深にあわせ て、紅月丸は上
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昇していた。
ヘ ドロの積もった湖 底湖はもう見え ない。流入した
海水は湖の一番深いところに溜まっている。
「峠を越えるです 。いよいよ、南の 湖に入るです」
「後ろ は問題ねえ。前 が危険なのはわか ってるよな。
しっかり頼 むぜ」
チャパティが操縦桿を握り、マハラは潜望鏡をのぞ
いてい る。
両岸が 迫り出しているた め、湖はそこで仕切 られた
感じになっていた 。分断されてはい ないものの、北 と
あば

南にふ たつの湖がある かのようだ。
「光る湖の秘密。今日こそ、暴いて差し上げますわ」
ルビーローズは水面を見上げた。
はも ん

小 雨でも降っている かのように、た くさんの波紋が
水面にある。走る波紋だ。生きている。湖が光るので
虫が寄ってくるら しく、それを目当 てにモンスター の
アメン ボが集まってい た。
湖の南 側に進入するのは 、これが初めてだっ た。湖
底探査に先立って 実施した湖岸探査 では、あまりに 危
険なた め近づくことさ え断念した。アメ ンボが群れて
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いるところに湖岸 探査用の半潜水艇 で進入すれば、 た
ちまち たかられてしま う。
そのた め、水上からはま ったく観察できなか った。
水中でいったいな にが光っているの か、潜水艇のお か
げでよ うやく目にする ことができる。
スクリ ューで泳ぐテント ウムシが峠を越えた 。
目元から横に張り出した板状の触角が下を向いた。
紅月丸 は船首を下げた 。水中の坂が急角 度で下ってゆ
く。
転がり落ちる坂の底に、それはあった。
「見え ましたわ！」
組んで いた足を下ろして ルビーローズは身を 乗り出
した。
湖 底に光る物体があ った。
りんかく

輪郭が 丸いところを見る と、球体だろうか。 深く暗
い場所で真っ白に 輝いている。その 光が湖面にまで 達
するか ら、湖は光るの だ。
「なんでえ、あの玉は。水中太陽かよ？」
「熱はないと思う です。もしも燃え ているなら、水 が
蒸発し て気泡が大発生 するです」
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チャパティは冷 静に否定した。
「なら 、サーチライト にちげえねえ。た ぶん、あれだ。
灯台だ」
マハラは勝手に決めつけたが、今度は否定されなか
った。
湖底に 灯台があるはずも ない。しかし、誰か が作れ
ば、あってもおか しくはない。その 証拠に、滝壺に は
煙突が あって、紅月丸 はそこを出入り口 にしている。
「どのくらいの深さかしら？」
「玉の大きさがわ からないので、な んとも言えない で
す。で も見た感じ、湖 底湖よりもずっと 深いところに
あるです」
「おいおい。だっ たら、このまま潜 ると硫酸の湖に 突
っ込ん じまうじゃねえ か」
なん ででえ？」
くっせつ

「それはだいじょうぶだと思うです」
「ああん？

「光る 玉はまんまるで す。水面で屈折し て、ゆがんで
見えたりしてないです。あと、光は白いです。赤く染
まったりしてない です。なので、こ の下に湖底湖は な
いと思 うです」
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「そういやぁ、な んたら細菌が繁殖 してるとかで、 硫
酸の湖 は赤っぽい水だ ったな。でもよ。 こっちのほう
が深いってのに、湖底湖がないのはおかしかねえか。
海水は重くて、深 いところに溜まる んじゃなかった の
かよ」
「峠ですわ ね」
マハラの疑問にルビーローズが答えた。
「ああ 、そういうこと か。峠のところで 湖底が盛り上
がってやがるんで、こっちまで海水が流れてこねえん
だな」
「はい です。でも、お いらの読み違えか もしれないの
で、気をつ けて進むです」
「そうね。なにが あるかわかりませ んわ。細心の注 意
を払っ て進みましょう 」
光る物 体をめざして、紅 月丸はゆっくりと潜 航した。
ヘッドライトはいらなかった。潜れば潜るほど太陽
の光は 届かなくなるが 、謎の物体が光っ ているおかげ
で照明は不 要だ。
下り坂になった湖底には、泥が堆積していた。湖底
おでい

湖のよ うにどす黒い汚 泥ではない。よく ある茶色の泥
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だ。
じょじょ

そ の泥が徐々に薄く なっていき、固 い地盤が目につ
こうばい

くようになった。湖底の坂は、落ち込むように途中か
ら傾斜がきつくな っている。勾配が 急になると、泥 は
積もら ずにさらに下へ と落ちてゆく。
やがて 坂は消え、崖へと 変わった。
湖底が垂直に落ち込んでも、紅月丸はそのまま水中
を斜め にすべり降りて いった。
「玉の下に なにかあるです 」
「水草みたいね」
光 る物体の真下に植 物らしきものが 見えてきた。白
い光に緑が 照らされている 。
「玉の裏にもなに かあるです」
「あれ はなにかしら？ 」
光る物 体の真裏にあるも のは見当がつかなか った。
びょうぶ

明るく照らされて いても、それがな んだかさっぱり わ
からな い。屏風でも飾 っているようにし か見えない。
「うおっ」
船体がきしんで大きな音を立てた。近くで不意に鳴
った音 に、マハラが驚 いた。
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水にも重さがあ る。
下 の水は、上の水の 重みに耐えかね て、常に逃げ場
を求めている。だから潜水すると、水が船体を押す。
上からも下からも 、そして横からも 、押されること に
なる。 このとき、船体 も水を押し返して いる。押し合
う力を圧力 という。
あっかい

押し合いに負ければ、紅月丸は圧壊する。上からつ
ぶされ 、下からつぶさ れ、横からもつぶ されて、一回
りも二回りも小さくなってしまう。もちろん、そうな
れば乗員は無事で はすまない。
「やい 、お茶っ葉。こ んなに潜っちまっ てだいじょう
ぶかよ」
マハラは操縦席に声をかけた。
「心配ないです。限界深度まではまだ余裕があるで
す」
チャパティは振り返らずに答えた。
「おめ え、忘れてるだ ろ。俺様がぶつけ ちまったって
ことをよ」
「あ……！」
チ ャパティは思わず 頭を上げた。す っかり忘れてい
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た記憶が、傾いた 脳内でコロンと転 がった。
「あ、 じゃねえっつー の。ちょいと見て くらぁ」
マハラ は席を立った。
チャパティは振り返ると、もうしわけなさそうにマ
ハラを 見送った。それ から、隣に座るル ビーローズを
見た。
潜水艇の艇長は前方を見つめたまま、うなずいた。

ひじ

チ ャパティはテレグ ラフハンドルを 引いて、スクリ
ューを反転させた。紅月丸の足が止まった。
「…………」
わき

ル ビーローズは無言 だった。
座席に もたれて足を組み 、脇のコンソールに 肘を置
ほおづえ

いて頬杖をついた 。マハラが戻るま で、することが な
い。リ ラックスした姿 勢ではあったが、 その目はまっ
いぜん

すぐに光る玉を見つめている。
玉の裏にあるものは依然として判別不能だが、下に
あるの は植物にちがい なかった。緑がは っきりと見え
ている。どうやら、水草が茂っているようだ。光があ
るのだから、草が 生えていても不思 議ではない。問 題
は光の ほうだ。
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なぜ、光るのか 。
ど うして、湖の底に あるのか。
はたし てこれは、自然現 象なのか。
それとも、やはり。ミューミュー一派の仕業か。
あ るいは……。
「あれと同じものが、あなたにも作れる？」
頬杖をついたまま、ルビーローズは聞いた。
「やっ てみないとわか らないです。でも 、ただ光るだ
けなら、おいらにも作れると思うです」
チャパティは一味の知恵袋だ。ブンカーや潜水艇を
設計し ている。ただの 照明設備でいいの なら、作って
沈めるくら いは朝飯前だ。
「ただ光るだけな ら、意味がありま せんわね」
「ない です。湖底に灯 台とか、いらない です」
「もしもあれが、ただの光でないとしたら？」
「おいらには作れ っこないです」
「そう ね」
「ミューミューたちにも作れないと思うです」
「そうよね」
「おい らたちリヴリー には作れないもの なら、誰が作
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ったか悩むまでも ないです」
「ミュ ラー博士しかい ないものね」
「なので、光る玉はミューミューたちの管理下にある
と思うです。昨日 の武者タガメは警 備員みたいなも ん
です。 ミューミューた ちに飼い慣らされ てるです。お
いらたちだって、モグラコオロギを飼い慣らしてトン
ネル掘らせてるで す」
「モン スターを武装さ せて、誰と戦わせ るつもりかし
らね？」
「それは……」
チ ャパティは答えな かった。
戦う相 手は限られている 。モンスターかリヴ リーの、
どちらかだ。しか し、モンスターは モンスターを襲 わ
ない。 ならばリヴリー を殺すためにモン スターを飼い
慣らしたように思えるが、怪物密林のど真ん中にある
湖に、リヴリーが いるわけはない。 ルビーローズ一 味
をのぞ けば……。
「問題なか ったぜ」
マハラが陽気に戻ってきた。
「俺様 がそっとぶつけ たからな」
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紅月丸を巨石に 衝突させておい て、そっともなに も
ない。 それに回転運動 で衝撃を軽減した のはルビーロ
ーズであって、マハラではない。
ミスを手柄にすり替えたのはマハラ流の冗談だった。
「マッ ハ」
「わかって るって、姐御」
マハラは自分の席を通り過ぎ、操縦室で足を止めた。
船体が 傾いているので 、天井に手をつい て体を支えた。
「こっから先は、もっと危険なんだよな」
大きく裂けた口で不敵に笑っている。
「俺様 はマッハのマハ ラだぜ。物資の調 達をさせりゃ
あ、天下一品の腕前よ。そんな俺様だからこそ、わか
るんでえ。湖の底 にあんなものをこ しらえるのに、 ど
れだけ の資材が必要か ってな」
マハラ は一味の調達屋だ 。ブンカーや潜水艇 の建造
に必要な資材一式 を用意している。 湖底の灯台を作 れ
と言わ れたら、道具も 材料もたちまち掻 き集めてくる。
「俺様以外にブツを用意できるのは、ミューミューた
ちしかいねえ。つ まり、そういうこ った」
マ ハラは胸を張った 。光る玉を作っ たのはミューミ
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わたくしと チャッパは、あれ を作ったのは

ュー一派だと見破 って、自慢げだっ た。
「あら ？
ミュラー博士だろうって意見ですけれど？」
「げえ……」
マ ハラの胸がしぼん だ。
「では、そばまで行ってみましょうか。博士が作って、
こんなところに沈 めて隠したもの。 さてさて、いっ た
いなに かしらね」
ルビー ローズは姿勢を正 した。光る玉に向か って、
腕をまっすぐ伸ば した。
マ ハラは自分の席へ と戻り、チャパ ティはテレグラ
フハンドル を押し上げた。
「紅月丸、前進全 速するです」
船 底のスクリューが 回転した。
止まっ ていた鋼鉄のモン スターが走り出した 。
おうぎがた

チャパティはちらりと視線を動かして、バッテリー
の 残 量 計 に 目 を や っ た 。 扇 形 の ア ナ ロ グメ ー ター に
は九つの目盛りがある。左の三つは赤く、中央の三つ
は白く、右の三つ は緑になっている 。
メ ーターの針は緑を 指していた。目 盛りひとつ分を
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消費しただけ。想 定内の使用量だっ た。
光 る玉に近づくにつ れ、全容が見え てきた。
輪郭が 丸いから球体だと 判断したのだが、事 実その
とおりだった。光 線の加減で球面が 見て取れた。光 っ
てはい ても、燃えては いなかった。まる で電球のよう
に、白い玉 が輝いている。
玉の下に生えているものは、水草ではなかった。植
物では あったが、草で はなくて木だった 。
見誤っ たのはしかたのな いことだった。パー クに咲
くモンスターサイ ズのチューリップ もあれば、アイ ラ
ンドに 咲くリヴリーサ イズのチューリッ プもある。モ
ンスターサイズの水草とリヴリーサイズの樹木では、
大きさはたいして ちがわない。
それに木は一本だけではなかった。目に映るのは
こずえ

梢 の緑 だけだが、たく さん並んでいる。
かい がら

水の底に森が広がっていた。
貝 殻の中の、森だっ た。
．が
．ら
．島
．じゃねえか。もっとずっと、でけ
「こりゃ、 貝
えけどよ」
全 員の思いをマハラ が代弁した。
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リヴリーたちの 住む島の中に、 貝がら島というも の
がある 。小さな島の上 に、開いた二枚貝 が乗っている。
下の貝殻には土が盛られており、菜の花が咲いている。
それとよく似たものが、いま目の前にあった。深く
暗い湖 底に、開いた二 枚貝が沈んでいる 。下の貝殻に
は土が盛られていて、樹木が密生している。
びょうぶ

どちらも、上の貝殻は風を受ける帆のように立って
いる。 光る玉の裏側に あって屏風のよう に見えていた
ものは、開 いた貝殻だった 。
もちろん、大きさは全然ちがう。
そ れに水中の島には 、真珠のような 玉がある。裏か
ら支えているのか、宙に浮かぶオブジェのように見え
ている。貝がら島 で咲く花びらの代 わりに、水中島 で
は真珠 が光っているわ けだ。
「驚きましたわ。まさか、水中に島があったなんて」
「おいらも全然予 想しなかったです 」
「なあ 、おい。なんか 膜みてえなのが、 うっすら見え
ねえか？」
後ろの席ではよく見えないのか、マハラが前に出て
きた。
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「そういえば、見 えるです」
「ふく らんでいますわ ね」
よく見 れば確かに、膜の ようなものが確認で きた。
透明で見えにくい が、上下の貝殻の 間に張られてい る。
丸みを 帯びて外側にふ くらんでいる。光 る玉も森もそ
の内側にあって、湖底の水から守られている。
「な、あるよな。 たぶん、あれだ。 ミズグモの巣み て
えに、 膜の中に空気を 溜め込んでるんだ ぜ」
「そんな感じね。ほら見て、あそこ。木がたくさん倒
れていますわ。膜 が破れたのかしら ？」
ふ

ル ビーローズが指さ す先には、倒れ た木々があった。
水中島の膜が破れて湖底の高圧な水が噴き出し、森の
な

木を薙ぎ倒したよ うだ。
「これ だけの水圧に耐 えてふくらむ膜だ と、中はすご
い気圧になるです。穴があいたら、空気のほうが噴き
出してくるです。 なので、膜じゃな くて、薄いけど 硬
いもの だと思うです」
「金魚鉢の逆みてえなもんか。中に空気入れて、外に
水があるんだな」
「そん な感じです」
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「って、おい！
ゃねえ か！」

なんだ、ありゃあ ？

建物がある じ

とうと うマハラは操縦席 にまで入り込んだ。 チャパ
どこ？」

ティを押しのける ようにして、一番 前に陣取った。
「え？
ちっこい建物だけどよ！」

ほんと う！」

「玉の真下 でえ！
「あら！
「ちっ こくないです。 けっこう大きな建 物です。水中
島や光る玉が大きすぎるだけです」
チャパティは目の前の障害物をよけ、横から顔を出
した。
水中島 に広がる森の中に 、茶色い建物があっ た。レ
ンガ造りだろうか 。木に隠れて全体 は見えないが、 壁
か屋根 の平面が見えて いる。明らかに人 工の建築物だ
った。そもそも水中島からしてそうだ。
こうてん

「こんなとこにあ るなんてよ、まる で秘密基地だな 」
「もし かして、これが 噂に聞く皇天の城 ではないかし
ら？」
ルビーローズは仲間たちを見た。
怪 しい噂が流れてい る。管理機関の 幹部職員の間に
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だけ流れている。
空 に浮かぶ城がある という。その名 も皇天の城。
皇天と は、天の神を意味 する。
神の城に出入りできるのは、ミューミュー、ジュリ
エット 、プーケ、それ にダークヤグラの 四人のみ。皇
天の城は、リヴリーアイランドを支配するミューミュ
ねじろ

ー一派の根城なの だそうな。
そ こで一派がなにを しているのかは 、噂も教えては
くれない。しかし、一派が四人そろって所在不明にな
ることがあるのは 事実で、そのとき 、空に浮かぶ城 で
は秘密 会合が開かれて いるのだとか。
「マジかよ、姐御。皇天の城ってなぁ、空に浮かんで
るんじゃなかった のかよ」
「そう 思わせておいて 、実は湖の底に沈 んでいるなん
て、ありそうな話でしょう？」
「やい、お茶っ葉 。おめえはどう思 うよ？」
「調べ てみればわかる です」
チャパ ティは平然と言っ てのけた。
調べるとは、水中島に潜入することを意味する。そ
うでも しない限り、光 る玉の真下にある 建物でなにが

- 361 -

行われているか、 知りようがない。
「どの みち、姐さんは そのつもりだと思 うです」
「おいおい ……」
「さすがね、チャ ッパ。よくわかっ ていますわ」
「げえ ……」
マハラ は自分の置かれた 立場を瞬時に理解し た。
光る湖の秘密を暴くためにやってきたのだから、水
中に島 があるのなら潜 入して捜査するの は当然の成り
行きだ。とはいえ、全員で上陸はできない。大事な足
である紅月丸に居 残る者が必要だ。 危険な任務には 仲
間がい たほうがいいか ら、潜入するのは たぶんふたり。
もうひとりには、さみしくお留守番する損な役目が待
っている。
マ ハラの目がせわし なく動いた。ル ビーローズを見
て、チャパ ティを見る。
一味は三人組だ。紅い薔薇の女、マッハのマハラ、
お茶会 の暗殺者がいる 。
つと

リーダ ーである紅い薔薇 の女が潜入捜査を指 揮する
のはまちがいない 。とすると、その 相棒を務めるの は
おんみつ

誰だろ う。マッハと暗 殺者。敵地への潜 入という隠密
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やべえ 仕事は俺様が引き 受けるぜ！」

行動をとる上で、 最適な相棒ははた してどちらか。
「よっ しゃ！
マハラ はあわてて立候補 した。
「まあ、よかった 。じゃ、マッハは 留守番をお願い ね。
たった ひとりで紅月丸 を守る、やばい仕 事ですもの」
「げえ…… 」
立候補はしても、潜入捜査と留守番のどちらなのか
は言い 忘れてしまった 、うっかり者のマ ハラだった。
「でもよ、 姐御……」
「あきらめるです 」
操 縦席に入り込んだ ままの邪魔者を 、チャパティが
軽く叩いて なぐさめた。
「潜入には、おい らの専用攻撃技が 役に立つです」
管 理リヴリーにはい くつもの特権が 与えられている。
専用の攻撃技はそのひとつだ。ルビーローズもマハラ
もチャパティも、 自分だけの攻撃技 を持っている。
せいさいどう

ル ビーローズには薔 薇の竜巻がある 。呪文はローズ
・ストーム。星彩洞の水路でジョロウグモを退治する
ときに使った技だ 。横倒しになった 竜巻が水路の水 ご
とモン スターを呑み込 んで、洞窟の奥ま で運び去って
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いった。
チ ャパティの専用攻 撃技は、薔薇の 竜巻のような大
技ではなかった。ただし、一撃でモンスターを仕留め
る強力な技だった 。お茶をすすりな がら無言で敵を 倒
すから 、お茶会の暗殺 者との異名をつけ られている。
紅い薔 薇の女も、お茶会 の暗殺者も、他人が 名付け
たもの。
そ れに対し、マハラ は自分で自分に かっこいいあだ
名をつけた。ひと呼んでマッハのマハラだと、そんな
風には誰も呼ばな いのに、自分で勝 手にそう呼んだ 。
留 守番を押しつけら れても、しかた がなかった。
「よく考えてご覧なさい。こんな湖の底で、それもた
ったひとりで、潜 水艇を守り抜くな んて。よほどの 度
胸がな いと務まりませ んわ。男の中の男 でないとね。
それなら、あなたしかいないでしょう」
ルビーローズはしょげかえる留守番役をおだてた。
「姐さ んの言うとおり です。おいらなん か、怖くてひ
とりじゃ無 理です」
「……まあ、そう だよな。おめえじ ゃ、務まらねえ 。
俺様で ないとな」
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あご

マハラの顎が少 し上がった。
「あな たがいてくれて 、ほんとうに助か りますわ。安
心して任せ られますもの」
「おいらじゃ頼り なくて、ごめんな さいです」
「った く、しょうがね えな。今日のとこ ろは頼まれて
やらあ」
マハラは大きな鼻を真上に向けて、自分の席へと戻
ってい った。
その後 ろで、ルビーロー ズが笑いをこらえた 。
は

侵入口を探すため、紅月丸はさらに沈降した。
湖 底を這うように進 み、下から水中 島に接近した。
出入り 口があるとすれば 、それは下の貝殻部 分だろ
うと推測したのだ った。しかし、大 きな貝のまわり を
一周し ても、小窓ひと つ発見できなかっ た。裏に回っ
たときに浮上して上の貝殻も調べたが、どう見てもた
だの貝だった。小 さな穴すら見当た らない。排気口 も
排水口 も存在しない。
「思ったとおりですわ。やっぱり、出入り口はないの
ね」
「おい らたちみたいに 苦労する必要はな いです。技で
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出入りしたほうが 楽ちんです」
「けっ 。奴らもちった ぁ、てめえの足で 歩けっての」
おそら く出入り口はある まいと、見当はつい ていた。
水中島がミューミ ュー一派の管理下 にあるのなら、 当
リップス

然、Ｌ ＩＰＳに登録さ れているはず。わ ざわざ潜水し
て出入りしなくても、呪文を唱えれば簡単に移動でき
る。
Ｌ ＩＰＳとは、リヴ リーアイランド ・ポジショニン
グ・システムのこと。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。
リ ヴリーは不思議な 力を持っている 。魔法のような
技を使うことができる。テレポートもそうだ。一度も
訪れたことのない 場所であっても、 その存在さえ知 ら
ない場 所であっても、 呪文さえ正確なら 瞬間移動でき
る。
はあく

リヴリーが場所を知らなくても、ＬＩＰＳに登録さ
れてい るからテレポー トは可能となる。 現在地を把握

して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。だから 、出先でモンスタ ーに襲われても 、
呪文ひ とつで安全な自 分の島に帰れるわ けだ。
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ならばなぜ、雪 山で遭難した山 岳猟兵団はテレポ ー
みとう

じゅうそう

トで帰 還しなかったの だろうか。密林猟 兵団にしても、
しゅほう

未 踏 の 山 を 縦 走 し な く て も呪 文 ひ と つで 家 まで 飛 ん
で帰れたはず。そ もそも、ミュラー 山脈の主峰であ る
とうちょう

ロ ー ズ ・ ピ ー ク に 登 頂 す る の に、 山 を 登る 必 要さ え
ないではないか。テレポートで瞬間移動すればいい。
実は、リヴリーがテレポートできるのはＬＩＰＳの
管理区 域内だけだった 。システムに登録 されていない
場所には飛べないし、システムに登録されていない場
所からは飛べない 。
さ らに、ＬＩＰＳの 管理区域内であ っても、プロテ
クトされた場所には許可なくテレポートできない。Ｇ
ＬＬ城の地下には 重要拠点の地ノ塔 があり、ルビー ロ
ーズが 局長を務める食 糧局などの各管理 機関が入って
いる。しかし、システム上でプロテクトをかけてロッ
クしてあるから、 部外者は飛べない 。
同 様に、噂の真偽を 確かめようと移 動呪文のランダ
ムを唱え続けても、皇天の城にたどりつくことは決し
てない。
Ｌ ＩＰＳの管理区域 内でさえ移動は 制限されるのに、
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その外ともなれば 、これはもう自分 の足で歩くしか な
い。だ からこそ、ルビ ーローズ一味はモ グラコオロギ
を手なずけて地底トンネルを掘り、潜水艇を駆って湖
に乗り入れている 。
「出入 り口がねえんじ ゃ、上陸は無理で え。潜入はあ
きらめるし かねえな」
「いいえ」
ル ビーローズはきっ ぱりと否定した 。
「まだ、膜 がありますわ」
「姐さん、まさか ……？」
チ ャパティが心配そ うな顔をしてい る。
森の木がたくさ ん倒れています も

「そのまさかですわ。一度は破れて、水が中に噴き出
したのでしょう？

の。膜 なのか壁なのか 知りませんけれど 、破れるもの
なら、破ってしまえばいいのですわ」
「……姐御ぉ。潜 入ってな、こっそ り静かにやるも ん
じゃね えのかよ。バリ バリ破って、ドバ ドバ漏らした
んじゃ、すぐにバレちまわぁ」
「小さな穴なら、 だいじょうぶ。そ れに、穴はふさ い
でおけ ばいいでしょう ？」
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「ふさぐって、ど うやってでえ？」
「紅月 丸で」
「………… 」
「…………」
マ ハラもチャパティ も、返す言葉が 見つからなかっ
た。
「とりあえず、膜 を調べてみるです 」
チ ャパティが提案し た。
破るこ とができなければ 、悩む必要もない。
「そうね。そうし ましょう」
「紅月 丸を寄せるです 」
地表近 くの適当な場所を 選んで、チャパティ は紅月
丸を膜に寄せた。水中島が水没しないように湖水を
しゃだん

遮断し ている物体を、 まずは間近で観察 するのだ。
最初に マハラが膜だと言 ったから、以後みん なでそ
う呼んでいるが、 薄くて硬いものだ とチャパティは 意
見して いる。穴があい て中に水が噴き出 した跡がある
のだから、内部の気圧よりも、外部の水圧のほうが高
い。つまり、膜な ら外に向かってふ くらんだりしな い。
「…… なんか、変です 」
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チャパティはつ ぶらな瞳をぱち くりさせた。
ス クリューが起こし た水流で、目の 前の膜がわずか
に波打った のだった。
なにが 起きたんだよ？

やい、お茶っ

「壁じゃなくて、 膜ね。それもすご くやわらかそう 」
「なん だよ？
葉。見逃しちまったじゃねえか」
マハラが床を踏み鳴らして抗議した。
し かたがないので、 チャパティは同 じことを繰り返
した。紅月丸を前に出し、ポッド推進器を反転させ、
ブレーキをかけた 。
逆 向きになったスク リューが水を浴 びせて、膜は波
打った。湖底の重い水を押し返してふくらんでいると
は、とても思えな いやわらかさだっ た。
「なん でえ。膜じゃね えかよ。俺様が言 ったとおりだ
な」
「これは技だと思 うです。水圧に耐 えているにして は、
張りが ないです。たる んでいるから波打 つです。中か
だとう

らも外からも、圧力がかかっていない証拠です。なの
で、この膜は水圧 を無力化する技だ と考えるのが妥 当
です」
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「こんなところに 沈めて隠した、秘 密の島ですもの 。
特別な技を使っていても、不思議ではありませんわ
ね」
「で、姐御。こい つをどうやって破 るつもりでえ？ 」
「ハイ ドロハンマーを 使いますわ」
「ぶっ放す のかよ！」

注射器だあ？ 」

「バカね。ハイド ロハンマーを注射 器のように使い ま
すの」
「ああん？

「砲身を膜に突き 刺して、圧力タン クを空にすれば 、
水中島 への通路ができ るでしょう？」
「ハイドロハンマーの中を通っていこうってのか！」
「ほかに道があり まして？」
あっけ

ル ビーローズは斜め 後ろを振り返る と、呆気にとら
れるマハラにほほえんで見せた。
「問題は刺さるか どうかです」
チ ャパティはルビー ローズのアイデ アに驚かなかっ
た。ほかに方法はない。紅月丸は深く潜水している。
水圧は相当なもの だ。もしも外に泳 ぎ出れば、水の 重
みに押 しつぶされるだ ろう。つぶされな いとしても、
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外に出るためにハ ッチや水密ゲート を開くわけには い
かない 。開けば、紅月 丸は沈没する。
「おいらは操縦に専念するです」
「では、わたくし が」
ル ビーローズはトリ ガーグリップを 起こした。
あご

船体に 格納されていた砲 塔が降りて、水中大 砲が正
こうふん

面を向いた。黒い テントウムシの顎 の下から砲身が 突
こうふん

き出し ている。まるで 口吻のように見え る。
アメン ボは獲物に口吻を 突き刺して、消化液 を送り
みってい

込む。それと同じ ように、紅月丸は 水中島に砲身を 突
き刺し て、密偵を送り 込むのだ。
「行くです 」
チャパティは紅月丸を前に進めた。
ハ イドロハンマーの 砲口が水中島の 膜に当たった。
ゆっく りと、押し込んで ゆく。
押されても膜はへこむだけだった。張り詰めていな
いと、 そう簡単に破れ はしない。
「だめです 」
窓の下に地表を確認して、チャパティは押すのをあ
きらめ た。
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膜を破ることが できないまま、 紅月丸は水中島に 入
り込ん でいた。不思議 な光景だった。水 中にいるのに、
空中に浮かんでいる。窓の下を見れば、地面に草が生
え、小石が転がっ ている。
「うま く穴があいても 、その拍子に紅月 丸が水中島に
落っこちる危険があるです。そうなると、もう脱出で

いったん

きないです。脱出 できたとしても、 船底のスクリュ ー
はひし ゃげて使い物に ならないです」

がん じょう

「そうね。その危険がありますわね。一旦、下がりま
しょう」
「ぺらぺらの膜のくせによ。やけに 頑丈 じゃねえ
か」
「柳に雪折れなし というです。雪が 積もっても、柳 の
枝はし なるので折れな いです。やわらか いもののほう
が、かえって丈夫だったりするです」
「なに言ってやがんでえ。そんな木、切り倒しちま
え」
そうか？ 」

「あら。いいこと言うわね、マッハ」
「ん？

「この 木、切り倒して しまいましょう」
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「ああん？

切り 倒すって、なにを でえ？
もしもし、姐御？」

「ハイ ドロハンマー、 よろしくて？」
「ちょ…… ！
「撃ちますわよ！ 」

姐御？ 」

「やっ ぱり、ぶっ放す んじゃねえかよっ ！」
さすが のマハラも文句を つけた。
ハイドロハンマーを使って膜を破るというから、撃
つのか と聞いたら、バ カねと答えが返っ てきた。しか
し、実際はどうだ。紅い薔薇の女はためらうことなく、
水中島を砲撃した のだった。
反 動が紅月丸を後退 させた。
水中島 を水から守る膜は 破れなかった。
膜が砲口にくっついている状態でハイドロハンマー

ばくち

を撃っ たのだが、砲撃 の勢いそのままに へこんだだけ。
「ちっ」
ばくと

ルビーローズは舌打ちした。博打とケンカが得意な
伝説の 女博徒に戻って いる。
「もう一発 ！」
へこんだ膜が戻る前に、さらに砲撃を加えた。
し かし、薄い膜はび くともしない。
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「姐さん！」
「なに さ！」
水圧を無力 化する膜です！

噛みつ くようにルビーロ ーズは返事をした。
「撃っても無駄で す！
なら、こいつを喰らいなっ！」

なので 、水には強いで す！」
「ああ、そ うかい！
今度は魚雷を撃った。
増 設された二基の魚 雷ランチャーの うち、左のラン
チャーから通常魚雷が一本飛び出した。九連バースト
式魚雷だ。
発 射された魚雷が膜 を押し込んだ。
押し込 まれた膜は元に戻 ろうとして、魚雷を 押し返
した。
魚 雷と膜とが押しあ って、信管が起 爆した。
水中で 花火が弾けた。
九連バースト式魚雷には、九連発分の弾け花火が詰
まって いる。最初の爆 発で、膜に小さな 穴があいた。
湖底の高圧な水が小さな穴を通り抜け、まっすぐ飛ん
だ。水中島の森の 木が、水に切られ て枝を落とした 。
魚 雷に仕込んであっ た遅延発動型バ ーストが穴に吸
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ふんしゅつ

い寄せられた。穴 が詰まって水の 噴出 は止 まったが 、
次の爆 発で穴は増え、 また水が飛んだ。
爆発が 続くたびに穴は数 を増し、ついに水が 膜を押
し破った。
膜 が大きく破れると 、遅延発動型バ ーストは島内に
吸い込まれた。残りの爆発は、噴出する水に乗って遠
くで起こった。破 れた膜をさらに引 き裂く効果はな か
った。
そして 、噴き出す水は見 る見る細くなってい った。
膜の破れたところ が修復されてゆく 。
「突っ 込みな！」
「はいです っ！」
ハイドロハンマーを撃った反動で後退していた紅月
丸が、 突進した。
押して も膜は破れないと わかっている。やわ らかい
膜だから、激突し ても船体に影響は ない。
チ ャパティは思い切 りよく突っ込ん だ。魚雷でよう
やく破れた穴が修復される前に、ハイドロハンマーの
砲身をねじ込んだ 。
破 れた膜が修復され た。
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か ん つう

水の噴出が止ま った。
砲 身は膜を貫通して いる。
ふくら む膜が船体を押し 戻してゆくが、ねじ 込んだ
砲身は押し戻され ずに残っている。 ハイドロハンマ ー

うまく いったでしょう？ 」

を注射 器のように使っ て刺すという作戦 は、成功した
のだった。
「どう？

はなばな

ル ビーローズは仲間 たちを見回して 、上機嫌で笑い
かけた。
「……魚雷を撃っ て華々しく潜入と か、ありえねえ 」
マ ハラがぽつりとつ ぶやいた。
２
水中島 に上陸した。
まず、ルビーローズがハイドロハンマーの砲口から
飛び降 りた。空中で呪 文を念じて体を元 の大きさに戻
し、着地し た。
踏みしめたのはごくふつうの地面だった。固くもな
く、ゆ るくもない。土 があって、砂があ って、小石が

- 377 -

転がっている。雑 草も生えている。
周 囲を警戒しつつ、 ルビーローズは 横に動いた。
空いた スペースにチャパ ティが降り立った。 なにか
気になるのか、長 い鼻を持ち上げて 、しきりににお い
か

を嗅い でいる。
ルビー ローズは顔をあげ た。
見上げれば、夜の空だった。月は出ていない。出て
いたと しても、それは 月ではない。真夏 の太陽だ。厚
い水が太陽光線を吸い取ってしまい、夜のように暗く
なっている。もち ろん、雲はなかっ た。空にあるの は
水ばか り。ルビーロー ズは湖底の島に立 っている。
空は暗 くても、島内は明 るかった。水中島に は光る
玉がある。まぶし く輝いている。上 を見たり、後ろ を
向いた りしなければ、 昼間の地上と景色 は変わらない。
ルビー ローズは振り向い た。
すぐ後ろに水圧を無力化する膜があって、その向こ
うに紅 月丸がいる。操 縦席に座ったマハ ラが無邪気に
手を振って いる。
紅月丸の背後にはなにもなかった。黒い水が景色を
殺して いる。
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親指を立てて手 を上げると、ル ビーローズはマハ ラ
に合図 を送った。
マハラ も手を上げて応え 、操縦席を離れた。 潜入組
が無事に上陸を果 たしたので、圧力 タンクを閉鎖し て、
通路と して開放したハ イドロハンマーを 元の状態に戻
すのだ。
おこた

そうなると潜入組は退路を断たれてしまうが、膜に
張 り 付 い て 残 留 す る 紅月 丸 も用 心 を 怠 る わ け には い
かない。緊急時にやむをえず離脱することになったと
して、そのときあ わててタンクの閉 鎖に向かったの で
は手遅 れとなる。
紅月丸 はテントウムシに 似せて造られた。ハ イドロ
ハンマーの砲塔は 胸部に格納する構 造になっている 。
頭部が 操縦室で、胸部 はその隣だから、 圧力タンクは
操縦席から近いところにある。
ほどなくして、マハラが戻った。立ったまま、手で
追い払 うしぐさを見せ た。しかたなく留 守番役を引き
受けたとはいえ、自分ひとり貧乏くじを引いたのだか
ら、やはりおもし ろくはないのだろ う。
「さあ 、行きますわよ 」
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ルビーローズは 森に向かって歩 き出した。
水 中島は下の貝殻に 土が盛られてい て、そこに樹木
が密生している。といっても、足の踏み場もないほど
生い茂っているわ けではない。貝殻 のふちに当たる 膜
の近く には、あまり木 が生えていない。
「姐さん。おいら、確認したいことがあるです」
チャパティはおとなしくついて行きながら、口を開
いた。
「なにかし ら？」
「膜が破れて木が 倒れたあとを、見 ておきたいです 」
「かま わないけど、ど うして？」
「おいらたちは魚雷を使ってようやく穴をあけたです。
でも、あいた穴は 小さくて、すぐに 自動修復された で
す。た くさんの木を薙 ぎ倒すほどの大穴 がどうしてあ
いたのか、現場を見たら、なにかわかるかもしれない
です」
「ちょ っと寄り道する だけですものね。 かまいません
わ。確か、こっちのほうだったかしら」
「はいです」
ル ビーローズはほん の少し向きを変 えた。
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ふたりは森へと 入っていった。
森 の中は意外に歩き やすかった。下 草があまり生え
みき

ていない。外からは木が密生しているように見えたが、
中に入ってみれば 思ったよりもまば らだった。幹も そ
んなに 太くない。草木 が浴びる光は本物 の日光ではな
いから、それが生育に影響しているのかもしれない。
ただ、においがきつかった。緑のにおいが濃い。空
気は透 明なのに、緑色 に染まっているよ うな感じがし
た。
「青くさいです」
チ ャパティは長い鼻 の先を両手で包 み、においをシ
ャットアウ トしようとした 。
「そうね。ちょっ ときついですわね 」
ル ビーローズは首を 振ってみたが、 つんとした鼻が
どこを向こうと、においは変わらなかった。
「風がないです」
空 気がよどんでいる のは風が吹かな いからだ。森の
中の新鮮な空気なのに、おいしくはない。濃すぎて、
逆にまずい。
「ここ で風が吹くこと はないでしょうね 」
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水中島は貝殻と 膜とで外界から 遮断されている。 遮
こずえ

断され なかったとして も水没するだけで 、外から風が
吹 き 込 む こ と は な い 。 そ の た め 、 梢 は 揺 れ も せ ず、
ざわめくこともな かった。
あなたにも聞こえて？」

静 かな森だった。た だひとつの異音 を除いて。
「……なに かしら？
ルビーローズは足を止めた。
ど こからか、地虫の 鳴くような音が 聞こえてくる。
かすかな音だ。出所はわからない。
モンスターの可能性もあるから、ルビーローズは警
戒を強 めた。あたりを 見回す。森の木は 間隔を開けて
生えている。多少の見通しはきくので、いきなり襲撃
されることはない 。そうはいっても 、見回せば視界 は
木に埋 め尽くされてし まう。紅月丸さえ 、もう見えな
い。少し離れたところにモンスターが潜んでいれば、
発見するのは難し い。
「おい らにも聞こえる です。切れかけの 電球みたいな
音です」
チャパティが顔をあげたので、ルビーローズも視線
をあげ た。上にはなに もなかった。茶色 い枝と、緑の
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葉と、黒い空が見 えるだけ。
「差し 迫った危険はな さそうね。進みま しょう」
ルビー ローズは再び歩き 始めた。
しばらく進むと、視界が開けた。森の木が薙ぎ倒さ
れて、 ぽっかりと空間 があいている。見 通しはよくな
ったが、足元は悪くなった。倒木が積み重なっている。
やっかい

細い木も、重なっ てしまえば厄介な 障害物となる。
倒 木の前で立ち止ま ったルビーロー ズを、チャパテ
ィが追い抜いた。枝に足をかけて階段の代わりとし、
倒れた木の上に立 った。
一 段高いところから 、周囲をながめ たチャパティは
最後に膜を見上げた。釣られてルビーローズも上を見
たが、すぐに視線 を落として警戒を 続行した。
ふ たりでいっしょに 謎を解く必要は ない。現場検証
は知恵袋に任せて、ルビーローズは見張りに専念した。
チャパティが木から下りてきた。
「穴は 上のほうであい たです。森のここ だけ木が倒れ
ているのは、上から水が落ちてきた証拠です」
ばっさい

倒木が作り出した空間は森の中にあった。ぐるりと
はし

木に囲 まれている。つ まり、森の端から 伐採されて切
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り開かれたわけで はない。
「おい らたちは侵入す るのが目的だった ので、地面の
近くに穴をあけたです。でも、ここは地面よりずっと
高いところで穴が あいたです」
「誰か が侵入したわけ ではないのね」
「………… 」
チャパティは大きな耳を爪で掻いた。ルビーローズ
への回 答は保留して、 話を続けた。
「穴のあいた理由はわからないです。なにかが落下し
てきて膜を突き破 ったかもしれない です。でも、ざ っ
と見た 限り、そんな落 下物は見当たらな いです」
「……そう 」
今度はルビーローズが意見を保留した。
結 局、穴のあいた理 由はわからない ということだ。
ならば、結論は出せない。誰かが侵入したわけではな
い、とは言えない 。だからチャパテ ィも答えなかっ た。
水 圧を無力化する膜 に大穴があいて 、おそらくは大
量の水が滝のように流れ落ちたはず。膜の自動修復は
働かなかったのか 、森の木々が薙ぎ 倒されている。 な
にが起 きたのかはわか らない。わからな くてもしかた
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がないし、なによ りそれは、潜入捜 査の目的でない 。
「なん でもすらすらわ かったら、世の中 、苦労しませ
んわ。さ、この先にはもっと大きな謎が待っています
わよ」
「はい です」
ルビー ローズとチャパテ ィは森の中に戻った 。倒木
でできた空間は歩 きにくくて発見さ れやすいから、 そ
の脇を 進んだ。
先に待 つ、大きな謎。そ れは、真珠のような 玉の下
にある建物のこと だ。ルビーローズ 一味は、光る湖 の
秘密を 暴くために水中 島に潜入した。建 物の用途や、
玉が光る理由など、知りたいことは山ほどある。
みね

だが、山にはいくつもの峰があるように、新たな謎
に出く わした。
行く手 にモンスターが見 えた。
死んだモンスターだった。
「チャ ッパ」
ルビー ローズは足を止め 、知恵袋に声をかけ た。
「姐さん。そっち にもあるです」
チ ャパティはリーダ ーの視線とは別 の方向を指さし
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た。
「その 奥にもあります わね」
「あっちの もそうです」
ひとつ見つけると、それまで景色と一体化していた
ほかの 死骸まで見分け られるようになっ た。死んだモ
ンスターがごろごろしている。
コオイムシだろうか。タガメを小さくしたような虫
が、羽 を散らしてうつ ぶせに死んでいる 。脚を丸めて
仰向けに転がっているのは、ゲンゴロウの仲間のよう
だ。硬い体がそっ くりそのまま残っ ている。木にし が
みつい てひからびてい るのはヤゴだ。水 中島で羽化し
ようとした のだろうか。
どうやらすべて、水棲モンスターらしい。そうでな
ければ 、湖の底までや ってはこれない。
「死んでいるのはまちがいないわね」
「みたいです」
「行き ましょう」
ふたり は死骸に近づいた 。歩いた分だけ、死 んだモ
ンスターは増えて ゆく。
木 の森が、死の森に 変わった。
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死骸を横目に通 り過ぎた。数が あまりに多くて、 じ
っくり 調べる気にはな れない。それにモ ンスターは大
きい。そばにいると死角が広がり、警戒がおろそかに
なってしまう。足 早に歩きながら、 視線を走らせて 観
察した 。
「いつごろ死んだのかしら？」
甲虫を見ればつい最近死んだように思えるが、ほか
の死骸 は古く見える。
「同じころに死んだのよね？」
ルビーローズは続けて疑問を口にした。質問ではな
モンスターはモンスターを襲

いから 、回答を待った りしない。
「どうして 死んだの？

わないし、リヴリ ーはモンスターを 殺せませんわ。 一
度にま とめて死ぬ理由 なんて……」
ルビー ローズははっとし て立ち止まった。
口と鼻を手で押さえ、くぐもった声で続けた。
「もし かして、ここの 空気ではなくって ？」
「いえ、ち がうです」
チャパティは平然と呼吸を続けた。
そ れを見て、ルビー ローズも手を下 ろした。
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「空気が青くさいのは、フィトンチッドだと思うで
す」
「フィトン チッド？」
「はいです。草も 木も生き物です。 でも、動物とち が
って動 けないです。虫 に食われたりして も、払い落と
したり逃げ出したりできないです。なので、特殊な
きはつせい

揮発性物質を発散 して、身を守って いるです。それ が、
このに おいの正体です 」
「虫除けのにおいってことかしら？」
「そんなところで す。フィトンは植 物、チッドは殺 す
という 意味です。おい らたちにはわから ないだけで、
植物だって殺しあいをしているです」
「植物が殺すの？ 」
「はい です。敵は虫だ けじゃないです。 同じ植物も、
生き延びる上で敵になるです。特にここは、湖の底に
あるので光源が限 られるです。真珠 みたいなあの玉 は、
太陽の ように動いたり しないと思うです 。なので、ほ
かの植物の葉で隠されたら最後、光を奪われて枯れる
しかないです」
「それ で、ここの森は 草が少ないのね。 でも、ほんと
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うにわたくしたち はだいじょうぶな のかしら？

その

フィト ンチッドで、モ ンスターは死にま すのに？」
「おいらたちに害はないです。それに、モンスターも
死ぬほどじゃない と思うです」
「そう いえば、虫除け でしたわね」
「ここは空気が動かないので、確かににおいは濃いで
す。でも、いくら なんでもモンスタ ーが死ぬほどの 空
気なら 、植物自体がす でに死んでるはず です。なので、
モンスターが死んだ理由はほかにあると思うです。あ
と……」
チ ャパティは一旦、 話を切った。倒 木のあった方向
を振り返り、膜を見上げてから、言葉を継いだ。
「穴をあけたのは モンスターだと思 うです」
つじつま

「あっ 、そうね。それ なら辻褄が合いま すわね」
水中島 に侵入するのなら 、地表近くに穴をあ けるの
が合理的だ。上に あけたのでは落下 してしまう。し か
し、相 手がモンスター なら、そこまで考 えることはし
ない。とにかく群がって、どこでもいいから穴をあけ
ようとするだろう 。落ちたら落ちた で、飛べばいい 。
タガメ やゲンゴロウな どは飛翔も得意だ 。
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穴をあけたのが モンスターなら 、落下したあとは 移
こんせき

おお

動する 。だから、森の 木が薙ぎ倒された 場所に落下物
あご

の痕跡は残らない。水圧を無力化する膜にしても、大
そがい

顎で咬み裂けば容 易に穴があくだろ うし、モンスタ ー
なだ

が雪崩 れ込めば修復機 能も阻害されるに ちがいない。
辻褄は 合う。
けれども、それならそれで別の問題が浮上する。
な ぜ、モンスターは 水中島を襲撃し たのか。少なく
ともいまは、群れてもいないし、攻撃してもいない。
それに、死んだモンスターたちが群れていたのなら、
どうし て種類がちがう のに群れたりした のか。これが
スズメバチなら、群れで攻撃してきても話はわかる。
あるいは、水中に 沈む島が獲物だと いうのなら、た か
られて も不思議ではな い。
そして 、最大の疑問は解 けずに残る。
なぜ、モンスターは死んでいるのか。
で も……」

「モン スターは死んだ んじゃないです」
「え？

「殺されたです」
「！」
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ルビーローズの 肩がわずかに上 がった。
モ ンスターは殺され た。いったい、 誰が殺したとい
うのか。
そもそも、モンスター同士は決して争わない。星の
こうえん たては ちょう

墓 場 で は 、 光 炎 立 羽 蝶 の 幼 虫 が捕 ら え たモ ン スタ ー
を喰らっているが、これはあくまでも例外的な事例だ。
光炎立羽蝶はモン スターというより もただの巨大昆 虫
である し、洞窟の中で はほかに食べるも のがない。
とする と、水中島でも似 たようなことが起き たのだ
ろうか。湖底の島 では食べるものが ないから、モン ス
ターが 食われてしまっ たと？
それは ちがう。
モンスターは食われていない。ただ、死んでいるだ
け。た だ、殺されただ け。
ならば 、殺したのは誰か 。
リヴリーではない。リヴリーはモンスターを殺せな
い。ど んなに呪文を唱 えても、気絶させ るのが関の山
だ。
……いや。
ル ビーローズは大き な目をゆっくり と瞬きさせた。
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モンスタ ー

わたくしにはと ても信じられ

「噂どおり、つい に完成したという の？
を殺す ための呪文が？
ませんわ。たとえ、呪文科学局が極秘に開発したとし
ても、局長のジュ リエットが絶対に 許さなくってよ 。
ミュラ ー博士の作った この世界を破壊す るような行為
はね」
「おいらもそう思 うです」
モンスター を殺す

そ れなら、答えは同 じですわ」

じゃあ、なにかしら？

チ ャパティはあっさ りと同意した。
「あら？
ための道具？

モ ンスター殺しを目 的とする呪文の 開発は許されな
いのだから、道具の開発が許されるわけもない。
「道具と呼べるか どうかはわからな いです。でも、 す
見 た？

見たって……それは武者タガメのこ

でに完 成してるです。 おいらたちはもう 見たです」
「え？
と？」
「はい です。あれはふ つうのモンスター じゃないです。
もしかしたら、飼い慣らされたモンスターでもないか
もです。頭に妙な パーツがくっつい ていたです。ミ ュ
ーミュ ーたちに操られ ている可能性もあ るです」
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ルビーローズが 視線を落として 考え込んだので、 チ
ャパテ ィは話を続けた 。
「たぶん、ここは、襲ってきたモンスターを返り討ち
にしてでも守らな ければならない、 特別な場所です 。
武者タ ガメはそのため の戦闘要員だった です。噂に流
れてるような、モンスターを皆殺しにするための呪文
や道具とは、根本 的に異なるです」
「ちょ っと待って」
ルビー ローズが顔をあげ た。
「よく考えたら、 その噂って……。 ひょっとして、 こ
こで起 きたことって… …」
ルビー ローズに見つめら れたチャパティは、 だまっ
てうなずいた。そ して、ルビーロー ズの視線を誘導 す
るかの ように、まわり に転がるモンスタ ーの死骸を見
回した。
タイコウチが死んでいる。ミズカマキリも死んでい
る。ス ズメバチでもな いのに、モンスタ ーが群れて襲
撃したあと だ。
「モンスター津波 ！」
ル ビーローズの大き な声が森に吸い 込まれていった。
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たん

リヴリーアイラ ンド史上最悪の 惨劇、モンスター 津
波。
それは 、二個の特殊部隊 が全滅したことに端 を発す
る。
エ リート武官が独断 で部隊を動かし た結果、山岳猟
兵団と密林猟兵団が全滅した。怪物密林に潜むモンス
あら

ターの脅威が露わ となり、要塞の建 設が決まった。 リ
ヴリー アイランドと怪 物密林の間に四つ の要塞を置い
て防衛線を構築し、万一の事態に備えるのが目的だっ
た。
し かし皮肉なことに 、防衛のための 策が裏目に出て、
モンスターの大規模襲撃を誘発することとなった。要
塞建設の騒音や振 動が、怪物密林の モンスターたち を
刺激し たと言われてい る。
大地を 埋め尽くし、大空 を覆い隠し、津波の ごとく
かんらく

ぎょくさい

押し寄せたモンス ターの大軍によっ て、要塞のひと つ
は 陥 落 し た 。 要 塞 守 備 隊は 玉 砕 し 、 支 援の た めに 差
し向けられた連隊も壊滅した。
防衛局はモンスター津波で職員の六分の一を失って
いる。 武官級も含め、 六人に一人が戦死 した。以来、
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じょうしん

こうてつ

せんめつ

防衛局ではモンス ターの皆殺しが悲 願となった。殲 滅

ちまた

作 戦 を 上 申 し て 局 長 の プー ケ と対 立 し 、更 迭 され た
武官も少な くない。
そ し て 、 い つの 頃 か ら か、 巷 に 噂が 流 れる よ う に
なった 。
防衛局 はモンスターを殺 すための道具を開発 してい
る。いや、開発し ているのは呪文で 、呪文科学局が 防
衛局に協力している――と。
噂は正 式に否定された。
ないてい

ちょうほう

ジュリエットとプーケが調査に乗り出した。法務局
の 公 安調 査 室 が呪 文 科 学局 を 内偵 し 、 防衛 局 の 諜 報
部隊がエリート武官たちを調べ上げている。
叩いてもほこりは出なかった。噂は噂でしかなかっ
た。
ルビー ローズはそんな怪 しげな話を持ち出し て、モ
ンスターを殺した のかと問うた。チ ャパティは否定 し
た上で 、武装モンスタ ーを持ち出した。 手っ甲をつけ
たタガメなら実在する。一味の全員が目撃している。
それどころか、追 われて必死で逃げ た。
武 者タガメは水中島 を守るための戦 闘要員だと、チ
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ャパティは言った 。水中島は、モン スターを殺して で
も守ら なければならな い特別な場所なの だと。
そこま で聞かされて、ル ビーローズは気がつ いた。
モンスター殺しの 噂が流れるのは、 モンスター津波 が
起きた から。たくさん のモンスターが群 れて襲いかか
ってきたか ら。
それと同じことが水中島でも起きている。モンスタ
ーの群 れに襲撃された 痕跡が残っている 。
つまり 、これは。
モンスター津波のあとではないか。
「あの ときに死んだに しては、そんなに 古くないよう
な……」
「ここに日光は届 かないです。夏の 日差しに焼かれ た
り、雨 に打たれたりし ないです。気温や 湿度は一年中、
変わらないと思うです。なので、死骸の劣化が少なく
て、保存状態がい いです。それに姐 さん……」
「なあ に？」
かし

チャパ ティが言いにくそ うにしているので、 ルビー
ローズは小首を傾 げた。
水 中の島に、モンス ターの死骸。仲 間であるはずの
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モンスターを殺し たであろう武者タ ガメと、それを や
らせた にちがいないミ ューミュー一派。
いまさ ら、なにを言いよ どむのか。
「モンスター津波 では、空と陸から 襲撃されたです 。
でも、 水棲モンスター はほとんどいなか ったです。ア
メンボとかミズスマシとかの、おもに水面で活動する
モンスターが飛ん できたくらいで、 タガメやゲンゴ ロ
ウなん かは全然目撃さ れなかったです」
「そうね。空を飛べるのに姿を見せなかったから、不
思議に思われてい たけれど、水中で 活動できるモン ス
ターは 別働隊として、 ここを襲撃したっ てことよね」
「はいです。おいら、そこに惨劇の最大の原因がある
と思うです」
「最大 の……原因？」
リップス

「 モ ン ス タ ー 津 波 で た く さ ん の 戦 死 者 が 出 た の は、
ＬＩＰＳが止まっ たからです」
「あっ ！」
ルビー ローズは思わず、 口に手を当てた。チ ャパテ
ィが言わんとする ことを瞬時に理解 した。
Ｌ ＩＰＳ。リヴリー アイランド・ポ ジショニング・
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システム。リヴリ ーたちが自由自在 にテレポートす る
ために 欠かせない、座 標空間識別システ ムだ。
水中島 に出入り口がない のは、その必要がな いから
だ。ＬＩＰＳを利 用すればテレポー トで簡単に移動 で
きる。 要塞もそう。部 隊は一瞬で最前線 に送り込むこ
とが可能。それは同時に、いざというときには即座に
て ったい

撤退できることを 意味する。つまり 、要塞守備隊が 玉
砕する ことなど、あり えないわけだ。死 ぬ前にテレポ
ートで逃げ ればいい。
だが、ＬＩＰＳが使えないとなると、雪山から生還
できな かった山岳猟兵 団と同じ運命が待 っている。歩
いて要塞から脱出しようにも、外はモンスターで埋め
尽くされているの だから、どうしよ うもない。
だ ったら戦い抜けば いいように思え るが、そうした
くてもできない事情がある。根性ひとつでモンスター
を撃退できるのな ら、密林猟兵団は 追い詰められる こ
となく 、無事に帰還し たはず。
死ぬと わかっていても、 戦闘を継続できなく なる。
呪文を念じても。唱えても。技が発動しないときが
やって くる。
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それは、霊力を 使い果たしたと きだ。
呪 文を念じて、技を 使う。リヴリー の不思議な力は、
霊能力だ。ひとりひとりが生まれながらに持っている
霊力があって、初 めて実現できる。 霊力ゼロならス リ
ングも 使えない。
ふだん は霊力の存在を気 にかけることはない 。リヴ
リーたちはＬＩＰ Ｓの管理区域内で 暮らしている。 Ｌ
ＩＰＳ の外へはテレポ ートできないのだ から、おとな
しく管理されている。実は、ＬＩＰＳの管理下にあれ
ば、霊力は自動的 に供給される。パ ークで技を使い ま
くって も、技が出なく なることは決して ない。
しかし 、ＬＩＰＳの管理 区域外に一歩踏み出 せば、
し ょうも う

技を 使 う た び に 自 分 自 身 の 霊力 を 消 耗 し てゆ く 。 密
こ

林猟兵 団が岩山の裂け 目に立て籠もる羽 目になったの
は、霊力を使い果たしてしまったからだ。
モンスター津波ではたくさんの戦死者が出たが、Ｌ
ＩＰＳ さえ止まらなけ れば、無限の霊力 で攻撃し続け
ることができたし、いよいよとなればテレポートで逃
げることもできた 。だが、頼みのＬ ＩＰＳが機能し な
くなっ たことで、史上 最悪の惨劇を引き 起こした。
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「ＬＩＰＳが止ま ったのはオーバー ロードが原因で す。
れいし

ろ

モンス ターの大軍を相 手にしたので、み んなで技を使
いすぎたです。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 たです。あとで公 開された障害報 告
書には 、そう書いてあ ったです」
「………… 」
ルビーローズはだまって聞いている。
「でも 、それがほんと かどうかはわから ないです。霊
子炉に関する事柄は、全部機密扱いになってるです」
「……つまり、あ なたはこう言いた いのね」
話 の結末は、もうル ビーローズにも わかった。自分
では考えつきもしなかったが、言われてみれば、その
とおりとしか思え ない。
「あの 日、モンスター 津波は水中島も襲 った。膜を破
こうむ

られて浸水し、モンスターに乱入されて、湖の底に隠
おちい

して あ っ た 島 は 大 打 撃 を 被 っ た 。そ の た め、 こ こ に
あ る 霊 子 炉 が 危 機 的 な状 況 に 陥 り 、 Ｌ ＩＰ Ｓ は止 ま
った」
「止められた可能 性もあるです」
「そう ……そうね。こ こを守るために、 要塞にいる仲

- 400 -

間たちを見殺しに したのかも……し れませんわね」
ル ビーローズは重い 息を吐いた。
光る湖 には、なにがしか の秘密が沈んでいる とは思
っていたが、まさ かそれが霊子炉だ ったとは。そし て、
惨劇の 原因にまでたど りつくとは。
「あくまでも、おいらの考えです。事実と決まったわ
けじゃないです」
チ ャパティは念を押 した。
「わかっていますわ。……でもそれは、建物の中を確
認すればいいこと よね」
光 る玉の真下にある 建物が霊子炉の 管理施設である
ならば、チャパティの考えにまちがいはないだろう。
チャパティはうなずいた。
ル ビーローズは無言 で歩き出した。
話は終 わった。あとは行 動するのみ。
ふたりで死の森を進んだ。
転 がる死骸は途切れ ない。どこまで 行っても、二度
と動くことのない怪物がいる。
襲撃してきたモンスターを、武装したモンスターが
迎え撃 ったものだから 、リヴリーの攻撃 とはちがって
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死んでしまった。
そ れにしても、これ だけのモンスタ ーを殺してしま
そんな証拠は ど

うとは、武者タガメの強さはどれほどだろうか。
いや、本当に武者タガメなのか？
こにも ない。武装した モンスターは武者 タガメしか見
ていないだけ。見ていないことと、いないこととはち
がう。
だ まって運んでいた ルビーローズの 足が、ぴたりと
止まった。

こ

仰向けになって死んでいるモンスターの頭が切り落
とされ ていた。
マツモ ムシだろうか。長 い後ろ脚が、ボート を漕ぐ
オールのように見 える。マツモムシ は逆さまになっ て
下から 水面に張り付き 、水中で背泳ぎを する虫だ。陸
上ではもちろん、うつぶせになって歩くはず。それが
あわ

水中にいたときの ように、ひっくり 返って死んでい る
のは哀 れだった。死ぬ 間際に、得意の背 泳ぎでなんと
かしようともがいたのかもしれない。
すっぱりと切り落とされた頭はすぐ近くに転がって
いた。 切断面を下にし て、さらし首のよ うになってい
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る。
ル ビーローズは死骸 に近寄ると、の ぞき込んだ。
お おあご

か

胴体に 残された切り口は きれいだった。あざ やかな
手口で切断された ものと思われた。 大顎で咬み切っ た
おおあご

のなら 、こうはいかな い。それにタガメ には、突き刺
こうふん

す口吻はあっても、咬み切る大顎はない。
水中の

「どうやら、武装 モンスターはほか にもいるようね 。
くびが

この切 り口……。カマ キリのしわざかし ら？
島でも陸上と変わらないのだから、首狩りモンスター
はおそらく、陸上 モンスターね。カ マキリの前脚に 刃
をつけ たら、こうなる のではなくって？ 」
「ありうる です」
「となると、ここ は危険ですわね」
ル ビーローズはあた りを見回した。
死の森 は見通しが悪い。 転がる死骸がひとつ あれば、
その後ろにモンス ターの巨体は隠れ てしまう。これ で
は、首 狩りモンスター に忍び寄られても わからない。
「急いで抜 けましょう」
ふたりは足早にその場を離れた。
死 骸の陰からモンス ターが飛び出し てこないか、注
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こずえ

意し な が ら 急 い だ 。 梢 に も視 線 を飛 ば した 。 モ ン ス
ターが 樹上に潜んでい ることも考えられ る。
だが、 敵は予想もしない 形で登場した。
死骸が動いたのだった。
「！」
ルビー ローズとチャパテ ィが分断された。
死んだモンスターが突然動き出して、ふたりの間に
割り込 んできた。
敵から 逃れるために、ル ビーローズはダッシ ュし、
チャパティはあと ずさった。獲物を 待ち伏せて引き 離
したの だから、あなど りがたい相手だ。 しかも、すで
に死んでい る。
動いたのはタガメの死骸だった。太い前脚だけが獲
物を捕 らえようと前を 向いている。ほか の脚は、への
字に曲がって後ろに伸びている。

は

確かにタガメは動いた。しかし、脚は動かさなかっ
た。
死んで しまった体でのっ そりと這っている。
動かない脚で、動くはずのない体を、動かしている。
命 が宿っているよう に見えるのは、 長い触角だけ。
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「……どうなって いるの？

ゾンビ ・タガメ？」

死 骸の向こうにいる チャパティに、 ルビーローズは
声をかけた 。
ゾンビは存在しなくても、ゾンビのような生き物な
ら存在 する。
獲物に 毒液を注入してゾ ンビと化し、巣まで 歩かせ
きせい ばち

て卵を産み付ける 寄生蜂がいる。も ちろんそれは、 死
の行進 をする獲物がゾ ンビのように見え るだけの話だ。
これはタ ガメの触角じゃ な

死んで いるのに動く生き 物など、存在しない 。
「下になにかいる です！
いです ！」
タガメ の触角はとても短 い。本当にあるのか 疑問に
思えるほど、目立 たない。それなの に、二本の長い 触
角がタ ガメの死骸の下 から出ている。し きりに動いて、
周囲の様子 を探っている。
は

タガメはゾンビではなかった。ただの死骸だ。それ
が歩い たのは、死んだ タガメを背負って 地を這う者が
いたからだ 。
死骸が持ち上がった。タガメの腹部が突き上げられ、
そのま ま後ろに投げ捨 てられた。死骸の 下に隠れてい
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たモンスターが姿 を現した。
「ハサ ミムシですわ！ 」
ずんどう

平べっ たいモンスターだ った。羽はなく、頭 部だけ
ならアリのように も見えたが、寸胴 で胸部と腹部の 間
にくび れはなかった。 幅のある腹部は自 在に動くよう
で、反り返らせてタガメの死骸を持ち上げ、放り投げ
ている。
そ して、腹部の末端 にはハサミがあ った。
正確に はハサミではない 。角のような突起物 であり、
はし

とが

箸のようにはさむ ことのできる器官 だ。ちょきりと は
切れな い。左右からは さんで、尖った先 で穴があく程
度。
ただし、出現したのは武装モンスターだった。
ハ サミには本物の刃 が取り付けてあ った。園芸用の
はなばさみ

よろい

ひしがた

花 鋏 の よ う に 仕 上 が って い る。 厚 み があ っ て 、幅 広
で、短い。
うろこ

胸 部 と 腹 部 の 背 中 側 は 鎧 で 覆 われ て いた 。 菱 形の
鋼 を 鱗 の よ う に 重 ねた 防 具 だ。 こ れ なら 、 反り 返 る
腹部にあわせて鎧 も曲がる。
かぶ と

兜 は な か った 。 そ の 代 わり 、 頭 には 金 属製 の プ レ
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ートが貼り付いて いた。武者タガメ と同じだ。電子 部
品と発 光ダイオードが 見える。
ハサミ ムシは頭を左右交 互にひねった。左の 獲物と
右の獲物。どちら を先に襲うか、考 えているようだ 。
「姐さ ん、おいらがや るです！」
チャパ ティが戦闘を買っ て出た。
「お願いね」
ル ビーローズもその つもりだった。 水の中の島とい
う閉ざされた空間で薔薇の竜巻のような大技を繰り出
したのでは、ここ に侵入者がいます と騒ぎ立てるよ う
なもの 。かといって小 技を使えば、モン スターが気絶
するまで足留めされることになるし、霊力もよけいに
消費する。
だ からルビーローズ は、マハラを留 守番に残してチ
ャパティを連れてきた。チャパティの専用攻撃技は一
撃でモンスターを 倒す。それでいて 、きわめて静か に
戦闘は 行われるから、 潜入捜査という隠 密行動にはう
ってつけだ 。
チャパティは長い鼻をハサミムシに向けた。
ふ っと、かすかな音 がした。
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長い鼻がふくら んで、しぼんだ 。
し ぼんだときに、鼻 息といっしょに 矢が飛んだ。
えんすいけい

吹き矢 だった。
細長くて円錐形をした黒塗りの矢が二本、ハサミム
シの脇 腹に刺さった。 背中側に防具はあ っても、脇に

ゆうちょう

は防具を留めるベルトしかない。やわらかい脇腹は無
防備だ。チャパテ ィはそこを狙った 。
獲 物 の 間 に 割 り 込 み 、 どれ か ら襲 う か 悠長 に 構え
ていたハサミムシが静かになった。六本ある脚の力が
抜けた。頭を地面 につけ、長い触角 も動きを止めた 。
ハ サミムシは眠りに 落ちたのだった 。
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「 ブロー」のひと言 だ。
そっこうせい

吹 き矢には即効性の ある麻酔薬が仕 込まれていた。
矢も麻酔薬も、リヴリーの持つ不思議な力で生み出し
たもの。それを自 分の鼻息で吹き放 つところに、チ ャ
パティ の専用攻撃技の 特徴があった。
技で飛 ばしているのでは ない。したがって遠 くまで
は飛ばないし、命 中精度も落ちる。 その代わり、霊 力
の消費 は少なかった。 霊力を使わずに、 体力を使って
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いるわけだ。
鼻 から息を吹きなが ら、声を出すの は難しい。その
かわ

う るお

ため、呪文は念じることになる。息を吹いてばかりい
るとのどが渇くの で、お茶を飲んで 潤 すことになる 。
茶 をすすりながら無 言で攻撃し、モ ンスターを一撃
で倒すから、ついたあだ名がお茶会の暗殺者なのだっ
た。
眠 りこけるモンスタ ーに、ルビーロ ーズとチャパテ
ィが近寄った。眠っているといっても、まぶたを閉じ
ているわけでもな ければ、いびきを かいているわけ で
もない 。見た目は起き ているときと変わ らないから、
いまにも動き出して襲いかかってきそうだ。
ふたりは忍び足で警戒しながら近づいた。
敵 は武装モンスター だ。並のモンス ターとはちがう
から、吹き矢が通じないこともありうる。なにしろ、
獲物を待ち伏せて 分断を図ったほど の相手。今度は 眠
ったふ りをしているの かもしれない。
チャパ ティはもうひと吹 きして、念を入れた 。さら
に二本の吹き矢が 刺さっても、ハサ ミムシはぴくり と
もしな かった。

- 409 -

「これが、モンス ターを操る機械で すのね」
ル ビーローズはハサ ミムシのすぐそ ばまで接近した。
顔の真ん前に立って、頭のパーツに目をやった。
「こんなに早く見 られるとは思わな かったです」
チ ャパティはルビー ローズよりも大 胆だった。ハサ
ミムシの触角に手をかけると、頭の上によじ登った。
「そうね。水中の 武者タガメが相手 なら、こうたや す
くはい きませんものね 」
「………… 」
チャパティはうなずきを返しただけで、パーツを調
む

べるの に夢中になった 。
「剥き出しの基板を貼り付けてあるです。透明ななに
かでコーティング しただけです。ケ ースに入れない 理
由がわ からないです。 どんなコーティン グです？」
「……さあ ？」
ルビーローズは一応返事をしてみたが、チャパティ
のは独 り言だった。
「メビウスコイルがあるです。極性反転レギュレータ
も。ここのモジュ ール、なんでテト ラマー・アッテ ネ
ーター をかましてある です？」
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「…………」
返 事は不要だった。
チャパ ティの独り言に耳 を傾けても、どうせ 内容は
わからない。ルビ ーローズはハサミ ムシの大きな体 を
回り込 んだ。背中を覆 った鎧や、マツモ ムシの首を狩
ったであろうハサミを調べることにした。
ひと目で収穫はないとわかった。手の込んだ細工で
くみひも

はあっ たが、目を見張 るような技術は使 われていない。
鎧は組 紐で編まれていた 。敵の攻撃を跳ね返 す菱形
の鋼が、鱗のよう に重ねられている 。四つある角の う
ち一点 だけを編み込ん で、ハサミムシが 腹部を反り返
らせても曲がる仕組みになっている。おそらく、編み
ひげ

込まれた一点には 短い軸が髭のよう についているの だ
ろう。 ただの点では固 定できないが、軸 なら固定もで
きるし、回 転もする。
ハサミは、刃の背に溝を掘ってあてがっていた。ハ
サミム シにあるのは角 のような突起物で 、それを二本
使って獲物をはさむ。その突起物に溝のついた刃をあ
てがい、ベルトで 留めてあった。あ てがった刃が回 る
とハサ ミとして機能し ないから、ずれを 防止するため
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のレールがハサミ の根元に取り付け られている。
ど ちらも、簡単に手 に入るような材 料が使われてい
た。マハラに注文すれば、材料を調達したついでに、
そのまま図面も引 かずに作ってしま いそうだ。
時 折、あたりに視線 を走らせながら 、ルビーローズ
同じも のがあなたにも作 れて？」

はハサミムシの体を一周した。
「どう？
一 心不乱のハナマキ に声をかけた。
「見た目だけなら、同じ物を作れるです。でも、モン
スターを操るのは おいらには無理で す」
チ ャパティは返事を したが、視線は パーツから動か
さなかった 。
「やっぱり博士が 作ったのかしら？ 」
「そう としか考えられ ないです。この島 と武装モンス
ターは、たぶんセットで作られたです。ミューミュー
たちは管理と運営 を任されただけと 思うです」
「外し て持って帰るわ けには……いきま せんわね」
無理は 承知のようで、ル ビーローズは溜息を ついた。
「ぴったり貼り付 いているので、簡 単には外れない と
思うで す。それに、外 したらモンスター が死ぬかもで
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す。死ななくても 、もう制御できな くなるので、管 理
側に犠 牲者が出るとか の不測の事態が考 えられるです。
あと、侵入の痕跡を残すことにもなるです」
「……ですわね」
ル ビーローズの声が 沈んでいる。
目の前 に、モンスターを 操る秘密の機械があ る。そ
れを入手するとい う、せっかくのチ ャンスを見す見 す
ふいに するのだから、 残念でならないよ うだ。
「物は考え ようです」
チャパティがハサミムシの頭をすべり降りた。
「この パーツはもう、 おいらたちの物で す。でもいま
は持って帰れないので、ハサミムシに預けておくで
す」
「必要 になったら、ま た来ればいいって こと？」
「はいです 」
「言うわね、あな た」
ル ビーローズは笑っ た。
湖底探 査を始めて、三日 目にしてようやく水 中島に
たどりついた。毎 回、異なるトラブ ルに見舞われて い
る。昨 日は危うく、武 者タガメに捕まる ところだった。
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次もここまでやっ てこれるとは限ら ない。それなの に、
チャパ ティはもういつ でも来れるかのよ うな強気の発
言をしてい る。
「でも。持って帰 れないのに悩んで もしかたがない で
すわね 。預けておきま しょう、このモン スターに」
ルビー ローズは、眠るハ サミムシの頭を指先 でつつ
いた。
こずえ

す ると、それを合図 にでもしたのか 、風が吹いた。
少し離れた ところで 梢 がざわ めいて、静かにな った 。
「……いまの、風 じゃないです」
かくり

「ここ に風は吹きませ んものね」

こずえ

水中島 は外界から隔離さ れている。外から風 が吹き
込んだりしない。

は

「 ハ サ ミ ム シ な ら 、 何匹 い ても 梢 は 揺 れな い と思 う
です」
「地面を這ってい ますものね」
「姐さ ん」
「行きまし ょう、チャッパ 」
ふたりは走り出した。
ど うやら、武装モン スターはほかに もいるようだ。
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ルビーローズ一 味は、光る湖の 秘密を暴くために 水
中島ま でやってきた。 光っているのは真 珠のような玉
だったが、光る理由は不明だ。
ただし、水中島には霊子炉があるらしいとわかった。
場所は おそらく、光る 玉の真下にある建 物の中。
となれ ば、光る玉と建物 にはなんらかの因果 関係が

すいこう

あるはず。施設内 部に潜入できれば 、秘密は明らか と
なるだ ろう。
当初の 目的を遂行するた めに、ルビーローズ とチャ
パティは建物をめ ざして走った。
そ して、死の森を抜 けた。
３
建物の まわりには芝生が 広がっていた。
近くの木陰に身を潜め、ルビーローズとチャパティ
は様子 をうかがった。
こずえ

追っ手 はなかった。
あ れ か ら 梢 は ざ わめ か ない 。 ほ かに も い るで あ ろ
う武装 モンスターは、 侵入者を追跡して いるわけでは
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なさそうだ。
「どう ？」
ルビー ローズは隣の木に 話しかけた。
「監視はないと思 うです。監視する なら、建物の外 じ
ゃなく て、水中島の外 です。でも、それ ならもう、お
いらたちは見つかってるです」
「そうよね。わざ わざ湖の底に隠し た島ですもの。 こ
へいおん

こには 、いままで誰も 来なかった。たっ たの一度、モ
ンスター津波で襲撃されただけで、あとはずっと平穏
だった。そういう ことよね」
「だと 思うです」
「問題はどうやって中に入るか、ですわね」
レンガ造りの茶色い建物は異様な外観をしていた。
全 面が壁になってい る。出入り口も なければ、窓も
ない。本当に建物かどうか疑わしいくらいだ。実はた
だのレンガ置き場 だったとしてもお かしくはない。
「出入 りはテレポート でまちがいないで す。おいらた
ちはＬＩＰＳにはねられるので、中には入れないです。
窓もない壁だけの 建物という点で、 地ノ塔とおんな じ
です」
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ＧＬＬ城の地下 には重要拠点の 地ノ塔がある。地 面
の下に 埋められた建物 だから、窓はなく 、壁だけでで
きている。水中島の建物は埋まってこそいないものの、
壁しかない点で地 ノ塔に似ている。
「そう いえばそうね。 こんなことなら、 地下金庫侵入
計画をもっと煮詰めておけばよかったわ」
「まず、換気口を 探してみるです。 地ノ塔の換気口 は
ジャマ ーがかかってい るので、スモール もリトルも使
えないです。でもここは、湖底にあるので監視もない
施設です。呪文は 使える可能性が高 いです」
「使え なかったら？」
「そのときはお手上げです。なので、条件は地ノ塔と
地ノ塔の攻 略法なら、ありま すわよ」

おんなじです。思 った以上に難攻不 落です」
「あら ？
「どうやる です？」
「簡単ですわ。壁 が邪魔なら、壊し てしまえばいい で
しょう ？」
「それだと壁を壊したあとが残るです」
「だったら、元ど おりに直せばいい じゃない。ね？ 」
「…… 姐さん。おいら 、初めて聞いたで す。そんな方

- 417 -

法、いつ考えつい たです？」
しゅうぜん

確 かにルビーローズ の言うとおりだ 。壁を破壊して
侵 入 し て も 、 き れ い に 修 繕 し て か ら 脱出 す れば 、 痕
跡は残らない。
「つい さっき、ですわ 」
ルビー ローズは声を出さ ずに、いたずらっぽ く笑っ
た。
「ここ の膜を魚雷で破 ったときに思いつ きましたの」
「なかなかおもしろい案です。でも実行するには、細
部までよく検討し た上で、いろいろ 取りそろえる必 要
がある です」
「そうね。さすがに、いますぐは無理ですわね。だっ
て、わたくしたち は手ぶらですもの 」
ル ビーローズは広げ た手のひらを見 せながら、木の
陰から出た 。
「監視はないので すから、隠れる必 要はありません わ。
換気口 を探して、そこ から侵入できなけ れば、今日は
もうおしまい。出直すとしましょう。じゃあ、先に行
くわね。呼んだら いらっしゃい」
芝 生の広場をルビー ローズは小走り に駆け抜けた。
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監視がなくても 、目立つ場所を のんびり歩くのは 危
険だ。 水中島を守る武 装モンスターに発 見される恐れ
がある。
建物にたどりついたルビーローズは、壁に背中を押
し当て てぴたりと張り 付いた。そして、 顔をあげた。
上から 音が落ちてくる。 森で聞いた、地虫の 鳴くよ
うな音だ。見上げ ると、頭上に大き な物体があった 。
光る玉 の底が見えてい る。ルビーローズ は目を細めた。
光る玉にどれほどの重量があるのかわからないが、ま
ぶしいだけで圧迫 感はなかった。
手 招きをしてチャパ ティを呼んだ。
真っ赤 なターバンを手で 押さえながら、ハナ マキが
走ってきた。
「あな たは換気口を探 して。わたくしが 見張りをしま
すわ」
「了解したです」
チ ャパティは後ろに 下がると、少し 離れたところで
壁と向かい合った。高くて長い壁の上下左右に視線を
走らせた。
そ んなチャパティを 視野に入れつつ 、ルビーローズ
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は森を警戒した。
「見当 たらないです」
建物の 壁にはなにもなか った。換気ダクトが あるの
なら、ベントキャ ップくらいはかぶ せてあるはず。 ひ
と目で それとわかりそ うなものだが、ま ったく見当た
らない。
は

チャパティは地面に這いつくばって、下のほうも確
認した 。レンガに似せ た角型ガラリを取 り付け、床下
換気口にしてあるのかもしれない。

まあ、いい わ。と

「ないです、姐さん。換気口は全然見当たらないで
す」
「変ね。建物じゃないのかしら？

りあえず、一周し てみましょう。考 えるのはそれか ら
ね」
ルビー ローズは壁に張り 付いたまま、横向き に移動
した。
チ ャパティもルビー ローズをまね、 あとに続いた。
建物の 角まで行くと、ル ビーローズはそっと 顔を出
して側面をのぞい た。やはり全面が 壁になっている 。
「次の 角まで先に行っ て、裏の様子を見 てきますわ」
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「おいらはここで 待機するです」
壁 が直角に曲がって いるところを見 ると、建物はよ
くある四角い形状のようだ。正面と裏面、それに側面
の、四つの面を持 っているのだろう 。
と いうことは、ひと つの面の両端に ふたりで立てば、
互いをカバーしながら三面を警戒できる。反対側の一
面は死角になるが 、それはしかたが ない。
ル ビーローズは壁際 を走っていった 。
チャパ ティはルビーロー ズを見守りつつ周囲 も警戒
し、ついでに換気 口が近くにないか 壁を見上げた。
そ

裏 面の安全を確認し たルビーローズ は、チャパティ
を手招きした。チャパティは壁に沿わずに、少しふく
らんで走った。走 りながら、換気口 を探した。
「やっ ぱりないです」
角につ くと、チャパティ は報告した。
「わざわざ換気口 を隠すとは思えま せんわ。水没し た
場合に備えて、初めから作らなかったのではなくっ
て？」
「ありうるです」
「困り ましたわね。ド アもなく、窓もな く、換気口さ
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えないのでは、そ れこそ壁を壊さな いと中に入れま せ
んわ」
「まだ調べ終わってないです」
「そうね。まずは 一周、してみまし ょう。じゃあ、 先
に行き ますわ」
ルビー ローズは建物の裏 側を駆けていった。 裏も全
面が壁でできてい る。角まで行って 足を止めたルビ ー
ローズ は、反対側の側 面をのぞいてから チャパティを
呼んだ。
チャパティは今度もふくらんだコースを取った。壁
から離 れて換気口を探 しながら、小走り した。
しかし 、駆けるその足が 止まった。顔は真上 を向い
ている。壁ではな く、光る玉を見上 げている。
「？」
ルビー ローズはチャパテ ィの視線を追ったが 、なに
をそんなに見つめ ているのかわから なかった。
チ ャパティは建物か ら遠ざかるよう に、後ろ向きに
歩き出した。顔を上げたまま、一味の首領を手で呼ん
だ。
「あっ 」
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駆け寄ったルビ ーローズが見上 げると、夜の空が あ
った。
光る玉 と、帆のように立 っている上の貝殻と の隙間
から、黒い水がの ぞいている。双方 をつなぐものは な
にもな かった。
真珠の ような玉は宙に浮 かんでいるのだった 。
水中島は湖底に沈んだ二枚貝でできている。下の貝
殻には 土が盛られてお り、上の貝殻は立 っている。光
る玉は上の貝殻に支えられて、宙に浮かぶオブジェの
ように見えるのだ と思っていたら、 そうではなかっ た。
「…… この玉、浮いて いますのね。どう りで重たく感
じなかったわけですわ。大きな風船かしら？」
「風船にしては微 動だにしないです 。重さはけっこ う
あると 思うです」
「それをわざわざ宙に浮かせるなんて。ただの照明で
はありませんわね 」
「おい らもそう思うで す。あの玉は、な にか特別な役
割を……」
話の途中でチャパティが口をつぐんだ。
「…… 姐さん」
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「どうしたの？」
「玉の 底に、なにかあ るです」
「底に？」
ルビーローズは目をこらした。
けつろ

「結露 みたいな感じで す。うっすらと、 玉の底にしず
くがたまっ てるです」
空気中の水分が冷やされると、しずくが生まれる。
冬にな れば、窓ガラス に水滴がつく。夏 でも、冷たい
ものを入れたコップが汗をかく。
「あら、ほんとう 。光がかすかに揺 れていますわね 」
玉 の底にあるしずく のせいで、光が 屈折していた。
しずくの量が徐々に増えているのか、屈折率が変動す
るらしく、まっす ぐ進む光が揺れて 見える。
や がて、しずくはは っきりそれとわ かるほど大きく
なった。
「光が、踊ってい ますわ……」
揺 れる光は、踊る光 に変わった。
「しずくそのものが光っているです」
光が揺れ動くのは、屈折とは無関係だった。しずく
自体が 発光している。 しずくの大きさや 形が変わるの
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にあわせて、光の 飛ぶ方向も変わる から、踊って見 え
るのだ った。
「光る水滴 ね」
「ちがうです、こ れも光る玉です！ 」
し ずくが落ちた。
ふわり と落ちた。
ぽとりでもなければ、ぽつりでもない。それに、水
したた

滴でも ない。
滴 り 落 ち た し ず く は 空中 で 丸く な っ た。 光 る 玉の
ミニチュア版だ。 そして、ゆっくり と落ちていった 。
重量が あるとはとても 思えない、遅い落 ち方だった。
それでいて、決して軽くはないようで、落下の軌道が
ぶれることはなか った。
「この まま落ちると、 屋上ですわね」
「です」
ルビーローズ一味のふたりは顔を見合わせた。
光 る玉の真下にある 建物は、どの面 も壁でできてい
た。入り口どころか、窓さえなかった。ルビーローズ
は建物をほぼ一周 して確認している 。だが、ひとつ だ
け見落 としがあった。 建物の屋上はまだ 見ていない。
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その屋上に、光 るしずくが落ち てゆく。
「チャ ッパ。小さくお なり」
ルビー ローズは手を差し 出した。
「はいです」
チ ャパティはルビー ローズの手のひ らに自分の手を
置くと、呪文のリトルを念じてどんどん小さくなって
いった。
手 のひらのゴマ粒を 、ルビーローズ は頭へと運んだ。
アカゲパキケのカールした角の上にチャパティを乗せ
た。それから、呪 文を念じて自分自 身も小さくなっ た。
縮 む宿主に負けない ように、角の上 のチャパティも
もっと縮ん だ。
ルビーローズはケシ粒になった。チャパティは姿が
見えな い。さっきまで 踏みつけていた芝 が、いまはも
う大木のよ うだ。
小さくなったルビーローズの体を竜巻が包んだ。専
用攻撃 技の竜巻防壁だ った。呪文はバリ ア・ストーム
という。竜巻でバリアを張って身を守る防御的な攻撃
技だったが、真ん 中で浮かんで空を 飛ぶことが可能 だ
った。
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ちっぽけな竜巻 が舞い上がった 。渦の中心にケシ 粒
を抱え たまま、建物の 屋上へと飛んでい った。
驚いた ことに、屋上には 穴があいていた。大 きな穴
だった。水中島に 雨は降らない。屋 根ならいらない 。
また、 換気口も不要だ った。壁に穴をあ けなくても、
屋上に穴が あいている。
屋上の大穴の中に、光るしずくが落ちていった。ゆ
っくり と、沈むように 、建物の中に消え た。
ルビー ローズは光るしず くを追いかけた。
しかし、穴の中に飛び込むことはしなかった。穴の
ふちに とどまって、空 中から偵察した。
建物は 三層構造だった。 穴の下は吹き抜けに なって
いたが、まわりの 壁には二階と三階 部分があった。 吹
き抜け に面したところ は通路になってい て、その奥に
部屋がある ようだ。
吹き抜けといっても、デザインや採光を優先したわ
けでは なかった。光る しずくを受け止め るための装置
らしきものが、一階に置かれている。
装置からはアンテナのようなロッドが伸びていた。
太いロ ッドに、これま た太い導線を巻き 付けて、コイ
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ルロッドにしてあ る。先端は丸くな っている。
コ イルロッドは全部 で六本あった。 それが放射状に
ふ ぞろ

配置されていた。六方向に等間隔で並んでいる。ただ
し、長さは不揃い だった。いや、な んらかの目的に 沿
って、 順序正しく長さ を変えてあるよう だ。丸められ
たロッドの先端で円を描くと、きれいに六つの輪がで
きた。
設 備として目立つの はコイルロッド のついた装置く
らいだった。あとは、三階の一部で通路が張り出して
おり、なにやらコ ントロールルーム のようになって い
た。
最も目 を引いたのは、何 人ものリヴリーが働 いてい
ることだった。建 物がミューミュー 一派の秘密施設 で
あるこ とに疑いの余地 はないが、そこに 作業員がいる
ことに強い 違和感があった 。
もちろん、ミューミューたちも常駐はできないだろ
うから 、代わりに働く スタッフが必要な のはわかる。
それに働いているのは、ただの一般職員ではあるまい。
特命を帯びた、エ リートの中のエリ ートだろう。極 秘
任務に 就いているのだ から、ある意味、 管理リヴリー
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よりも上位にある リヴリーたちだ。
だ から、秘密も一切 漏れてこない。
人気者 のルビーローズに は、自然発生的な情 報網が
ある。頼まなくて も、各管理機関の 職員たちが自ら 進
んで情報を提供してくれる 。「ルビーローズのエスピ
オナージ・セル」と呼ばれる、幻の情報網だ。別名を
くれない

「 紅 機 関」ともいう。
紅 機関は、この件に 関して完全に沈 黙している。
水中島 の存在も、真珠の ような光る玉のこと も、そ
の下にある建物と そこで働くリヴリ ーたちのことも 、
まった く伝えてこない 。光る湖の存在す ら、情報とし
て上がって はこなかった。
知らないのだ、誰も。
ル ビーローズのシン パは一般の職員 に多い。エリー
トの中のエリートとして選抜され、秘密施設に配属さ
おか

れるほどの人材は 、ミューミュー一 派の権力機構に 取
り込ま れている。あえ て危険を冒して、 情報を漏らす
ようなこと はしない。
待っていても、秘密は絶対に明らかにはならない。
な らば、自ら飛び込 んで探り出すよ りほかに手はな
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い。
も とよりその覚悟で 、怪物密林の湖 に挑んだルビー
行きま すわよっ」

ローズだっ た。
「さあ！
ル ビーローズは建物 内部に突入した 。
ケシ粒 ほどに小さくなっ ているのだから、人 目を気
にする必要はなか った。竜巻のバリ アも体同様にち っ
ぽけで 、まったく目立 たない。
そうは 言っても、空気が 渦を巻けば風は吹く 。空中
を漂うほこりが急 に動いたりすれば 、感づかれる恐 れ
もある 。細心の注意を 払わなければなら ない。
ところ がルビーローズは 、大胆不敵な行動に 出た。
建物の中に入ると、ひとけのない場所を目指すどこ
ろか、 まっすぐコント ロールルームに向 かった。天井
をかすめるような高い位置取りではあったものの、進
路はためらうこと なく一直線だ。
実 は、それが最も発 見されにくいコ ースだった。
秘密施 設は光るしずくに 関わっている。その しずく
が滴り落ちたのだ から、スタッフは しずくに集中し て
いる。 三階通路の張り 出し部分にあるコ ントロールル
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ームでは、どうし ても視線が下を向 くことになる。
つ まりルビーローズ は、頭上という 死角をついたわ
けだ。しかも、接近すればするほど、死角に深く入り
込むことになる。
ち っぽけな竜巻は、 誰にも悟られず に天井近くを走
った。そして、コントロールルームにたどりついた。
ちゅうすう

かんがい

ル ビ ー ロ ー ズ は 敵 中 枢 部 の 真 上 を 取 っ た の だ っ た。
ほそく

し てやったりとの感 慨はなかった。 向き直ると、光
るしずくが一階の装置に捕捉されていた。球体が変形
を始めている。
装 置の本体は一階に あったが、六本 のコイルロッド
は斜めに突き出しており、二階に届いていた。長さの
異なるコイルロッ ドを順番に、放射 状に並べると、 丸
らせん

められ た先端部は螺旋 を描くことになる 。
くず

そんな 螺旋構造に応じる ように、光るしずく が形を
変えた。きれいな 球体は下から崩さ れて、コイルロ ッ
ドに囲 まれた空間を下 ってゆく。細く、 長く、うねる
その形は、立ち上る煙のようにも見える。
だが動きは、煙とは逆だった。下に吸い込まれて消
えてゆ く。まるで、見 えない渦巻に呑ま れてゆくかの
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ようだ。
コ イルロッドに秘密 があることは、 見ればわかった。
光るし ずくは、順番に短 くなる棒が作り出し た螺旋
の中で破壊され、 消滅してゆく。な にかこう、電磁 界
のよう なものが発生し ているのかもしれ ない。光るし
ずくに電場も磁場も関係なさそうだから、さしずめそ
れは、霊子界だろ うか。
い や、考えても無意 味だ。技術的な ことは一味の知
恵袋に任せている。ルビーローズは見たままを受け入
れることにした。 光る玉は霊力の固 まりで、それを 取
り込む コイルロッドの 装置が霊子炉。そ う思えば、理
解はしやすい。まちがっていても、あとでチャパティ
が正してくれるだ ろう。
ひ ょっとすると、い まこの瞬間にも 、チャパティは
教えてくれているのかもしれない。
けれども、その声はルビーローズの耳には届かない。
チャパ ティは角の上の ゴマ粒で、ルビー ローズはケシ
粒だ。おまけに竜巻をまとっている。
光るしずくが消滅した。
完 全に消え去ったと ころで、ようや くコントロール
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ルームから声があ がった。
「ルー チェ・ルジアー ダ、回収完了しま した」
報告し たのはスナイロユ ンクだった。施設内 の全員
に聞こえるように 、マイクを使って 放送した。
「霊力 の供給状況はど うか」
コント ロールルームには 、スナイロユンクの ほかに
いげん

イッカクフェレル とカンボジャクが いた。スタッフ の
中心人 物なのか、イッ カクフェレルの物 言いには威厳
があった。
「問題ない」
カ ンボジャクがぞん ざいに答えた。 明らかに面倒く
さがってい る口調だった。
「心配しなくても 安定している。た いした需要もな い
しな。 ブロックパーク で、やや過剰に消 費している程
度だ。まったく、真夏に雪合戦とはのんきなことだ」
なにか不満でもあるのか、それとも、もとからそう
さいじ

いう性 格なのか、カン ボジャクは文句を つけた。
「いいじゃないか、楽しそうで。夏祭りの催事にけち
をつけると、局長 ににらまれるぞ」
「おっ と。そいつはご めんだな」
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「それで、やや過 剰に消費とは、具 体的にどの程度 な
のか」
イッカ クフェレルはカン ボジャクを上手にあ しらい
ながら、正確な報 告を求めた。
「現在 、千二十一名が ブロックパークに いる。そのほ
とんどが、断続的にスリングを使っている」
「そうか」
「…… あのう。そろそ ろ、ドラギラが帰 還する時間な
んですけど ？」
スナイロユンクが口をはさんだ。
「ああ 、すまない。担 当を行かせてくれ 」
「それとシャッターの閉鎖だ」
イッカクフェレルに続いてカンボジャクも指示を出

きゅうじしつ

した。 どうやら、この ふたりはあまり差 のない、長と
副長のよう だ。
スナイロユンクはマイクに向かった。
「ドラ ギラの帰還予定 時刻です。担当官 は給餌室で待
機してくだ さい」
「シャッターの閉 鎖を忘れるな」
た ったいま指示した ばかりなのに、 カンボジャクが
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けん

念を押した。くど くて嫌われるタイ プだ。
「はい ……」
スナイ ロユンクは険のあ る言い方で返事をし たが、
カンボジャクが気 にする様子はなか った。
「これ より、ルーフ・ シャッターを閉鎖 します」
「繰り返せ 」
「はい……。繰り 返します。これよ り、ルーフ・シ ャ
ッター を閉鎖します」
放送を 終えると同時に、 スナイロユンクはヒ ステリ
ー気味にスイッチ を操作した。
秘 密施設の天井に取 り付けられたシ ャッターが音を
立てて動き始めた。横にスライドして大穴をふさいで
ゆく。
「！」
ルビー ローズは即座に行 動した。迷うことな く、脱
出を選んだ。
天 井のシャッターが 閉まると逃げら れなくなる。ス
イッチにさわって勝手に開けると、派手に存在がバレ
てしまう。かとい って、次にシャッ ターが開くまで 、
のんび り待つわけには いかない。
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そもそも、光る しずくがどんな 周期で発生するの か
わから ない。数時間ご となら、じきにシ ャッターは開
くだろうから、潜入捜査を継続してもいい。だが、日
に一度なら、たち まち不都合が生じ る。いつまでた っ
ても戻 らなければ、な にか起きたとみて マハラがやっ
てくるはず。そうなると、大事な足である紅月丸は無
人で放置されるこ とになる。
そ れに、今夜中にリ ヴリーアイラン ドに戻ることも
できなくな る。
エルアイエスディ

三日間続いた夏祭りのイベントも、今日で終わる。
夜 には、保安官選挙 の結果も判明す る。ＬＩＳＤを
手に入れるべく、リコールされた前職の悪徳保安官と、
ぜ っせん

Livly Island Sheriff's

リコールした新人 の元防衛隊員が、 舌戦を繰り広げ て
いる。
ＬＩＳ Ｄは、正式名称を 「

」という 。リヴリ ーアイ ランドの保安官
Department
事務所 だ。捜査権を持 つ唯一の機関であ る。
こん やはん

新しい 保安官が誰に決ま ろうと関係なく、管 理リヴ
委員会の臨時会議 が今夜半に開催さ れる。そこで、 イ
そうかつ

ベント の総括と選挙結 果の報告が行われ る。
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もしもルビーロ ーズ一味が戻ら なければ、店番と し
てショ ップに置いてき たダミーたちが会 議に出席する
羽目になる。バイオレコードの偽造は完璧でも、ダミ
ーたちの管理リヴ としての立ち居振 る舞いにはまだ ま
だ不安 がある。ショッ プではうまくやり おおせても、
会議という特殊な場ではそうもいかない。
だから、会議が始まる前に戻らなければならない。
秘 密施設で夜を明か すわけにはいか ない。
竜巻に 乗って脱出を図る ルビーローズは、ち らりと
コントロールルー ムを振り返った。
施 設内に潜入できた のはごくわずか な時間だったが、
収穫はあっ た。
光るしずくはルーチェ・ルジアーダと呼ばれていた。
正しい 名称を知ること は大切だ。光るし ずくで探索し
ても、勝手にそう呼んでいるだけなのだから、情報は
つかめない。しか し、ルーチェ・ル ジアーダで調べ た
なら、 なにかを探り当 てることもあるだ ろう。
すき

また、 スタッフも三名、 顔と声を覚えること ができ
た。リーダーらし きイッカクフェレ ルにはつけいる 隙

がなさ そうだが、サブ リーダーと思われ るカンボジャ
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クはそれほどでも ない。現状に不満 があるか、性格 が
うっぷん

悪いか 、どちらかの問 題を抱えている。 そんなカンボ
ジャクとの関係に、スナイロユンクは鬱憤をつもらせ
ている。エリート の中のエリートと して選抜された ス
くさび

タッフであっても、 楔 の打ちようはあるわけだ。
スタッ フの名前はわから なかったが、モンス ターの
きゅうじしつ

名前なら、ひとつ わかった。ドラギ ラというのがい る
きゅうじしつ

らしい 。担当官は給餌 室で待機との指示 が出た。えさ
を扱うのが給餌室だろうから、ドラギラはモンスター
とみてまちがいな い。いかにも怖そ うな名前だが、 武
こずえ

者タガ メだろうか。そ れとも首狩りハサ ミムシだろう
か。あるい は、 梢 をざわめか せた奴か。
なにも知らないよりは、ずっと多くのことを知って、
ルビー ローズは秘密施 設を脱出した。
天井の 大穴から飛び出す と、一陣の風として 吹き抜
けた。穴のそばに とどまることはし なかった。
も う光るしずくはな いのだから、シ ャッターが完全
に閉まるかどうか、確認のために天井を見上げている
者がいるかもしれ ない。穴のそばで まごまごしてい る
と見つ かってしまう。
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ルビーローズは ケシ粒と化した 状態のまま、秘密 施
設の屋 上を飛んだ。そ して、建物から去 ろうとしたと
ころで、急 上昇した。
驚いて、空中で飛び上がったのだった。
芝 生の上におぞまし い生き物がいた 。
ちいろ

長い胴 体から、とげのよ うな脚が何本も生え ている。
あか くろ きいろ

脚は黄色だったが 、黒光りする胴体 の先には血色の 頭
たが

がつい ていた。赤黒黄 色と、見るからに 毒々しいその
生き物は、ムカデだった。見た目に違わず、猛毒を持
っている。
血 色の頭にはプレー トが貼り付いて いた。発光ダイ
オードも点灯している。武者タガメや首狩りハサミム
シとそっくり同じ だ。
ム カデは無数にある 脚をうねらせて 歩いていた。
胴が長 い。長大なモンス ターだった。大ムカ デだ。
しかも武装してい る。
も っとも、なにを目 的とした武装な のかはよくわか
らなかった。体の側面から短い角が出ている。脚の上
から、ちょこんと 突き出している。 角というよりは 筒
とが

のよう だ。先端は尖っ ていないし、穴が あいている。
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たいせつ

おそらく、内部は 空洞なのだろう。 それが体節の数 だ
け、両 脇から出ている 。脚の数と同数の 筒がある。
ルビー ローズは上昇を続 けた。
猛毒モンスターのドラギラから、ひたすら距離を置
こうと した。竜巻防壁 は飛行呪文ではな い。防御的と
はいえ、あくまでも攻撃技だ。飛ぶのに利用できても
スピードは遅いし 、敵の攻撃を巧み にかいくぐるよ う
な機動 性もない。幸い 、相手は飛べない のだから、上
に逃げれば見つかっても大丈夫だ。
ドラギラは空を飛ぶケシ粒に気づかなかった。気づ
かない まま、姿が掻き 消えた。テレポー トしたのだっ
た。
モンスターもテレポートできるのだと、ルビーロー
ズは初 めて知った。頭 にある電子パーツ でそれが可能
となるのだろうか。からくりはわからないが、警備の
武装モンスターが わざわざテレポー トするからには 、
やはり 建物には天井以 外の出入り口はな いようだ。
ルビー ローズは飛び続け た。地上に降りるの は避け
た。
技 を使うと霊力を消 耗するが、地上 に降りればモン
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スターに出くわす 。ハサミを構えた 首狩りモンスタ ー
とは、 すでに一戦を交 えている。そろそ ろ目覚めて、
侵入者を捜しているかもしれない。そうでないとして
も、なるべく戦闘 は回避したいし、 ドラギラのよう な
大物を 敵に回すのは願 い下げだ。
霊力の 消耗は、安全との トレードオフ。どち らかを
そこ

損なうのはしかた のないことだった 。
ル ビーローズは水中 の島を高く飛ん だ。
上空か らは倒木の空き地 がよく見えた。眼下 に広が
たいきょ

る森は平和そうだ が、地理的に見て 、そこが死の森 だ
った。 かつて、大挙襲 来してきた怪物た ちの死骸は、
森の木に隠 されている。
たぶん、いやきっと。モンスター津波のときに、敵
を迎え 撃って水中島を 守り抜いたのはド ラギラだろう。
とが

ムカデ はものすごい牙を 持っている。根元は 脚より
がくし

も太く、先端は針 のように尖った毒 牙だ。正確には 牙
おおあご

ではな くて、顎肢とい う。頭のすぐ後ろ にある体節の、
くちびる

脚が発達して、牙のようにも大顎のようにも見える特
殊な器官になって いる。ゆえに、 唇 が脚と 書いて、
しんきゃくるい

唇脚類 と 呼ぶ。
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太い脚を牙に変 えて敵に打ち込 み、毒を注ぎ込む の
だから 、とんでもない モンスターだった 。おまけに、
ハサミでちょきりと首を切り落とす仲間までいる。
次に潜入するときには、しっかりとしたモンスター
対策を 練っておかねば ならない。それを 思うと、今回、
てっしゅう

無傷で 撤収 できる のは奇跡といえた 。
ルビーローズは、マハラが守る紅月丸へと帰り着い
た。
黒いテ ントウムシの目の 中に人影が見えた。 操縦席
に座り、コンソー ルに足を投げ出し て、だらしない 姿
勢でく つろいでいる。 暇を持て余してい るらしく、あ
くびをしながら自慢のソフトモヒカンの手入れをして
いる。
無 事でなによりだが 、反面、腹立た しいくらいにの
んきな留守 番だった。
地表近くまで降下したところで、角の上のゴマ粒が
飛び降 りた。
ルビー ローズとチャパテ ィは、競い合うよう に元の
大きさに戻った。
仲 間が帰ってきたの に気づいて、マ ハラがうれしそ
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うに手を振った。 しかし、その仲間 に笑みはなく、 し
きりに 背後を気にして いるのを見て、マ ハラも真顔に
なった。ハイドロハンマーを通路に戻すべく、あわて
て操縦席から離れ た。
再 び顔を見せたマハ ラが大きくうな ずいた。
艇長で あるルビーローズ が危険なしんがりを 務め、
先にチャパティを 船内に戻らせた。 チャパティは操 縦
を担当 している。潜水 艇の状態を確認さ せ、発進の準
備を急がせ る必要があった 。
ハイドロハンマーに手をかけ、呪文を念じて体を小
さくし 、チャパティは 砲身の中に潜り込 んだ。
ルビー ローズはひとりで 水中島に残った。チ ャパテ
ィが操縦席につく のを待って、よう やく、ルビーロ ー
ズも秘 密の島を後にし た。
「なんでえ、姐御。中でいったい、なにがあったんで
え？」
船 内に戻ると、事情 を知らないマハ ラがうるさかっ
た。
「話は後ですわ。 ただちに離脱しま す。ハイドロハ ン
マーを 元に戻して、あ なたも席につきな さい」
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「おう」
ぴ しゃりと言われて 、マハラは引き 下がった。
「どう？」
艇長席に腰掛けながら、ルビーローズは隣の席に聞
いた。
「異常なしです。マッハがちゃんと留守番してくれた
です」
「った りめえよ」
後ろか ら声が飛んできた 。
「そう。じゃあ、 あとは帰投するだ けね。時間に余 裕
もあり ますわ。あわて る必要はなくって よ」
「……姐さ ん」
「なあに？」
「…… そうもいかない みたいです」
チャパ ティは窓の外を指 さした。
水中島に風が吹いていた。
森 の木が、一本だけ 不自然に揺れて いる。まわりの
木は、風に葉がそよぐこともない。それなのにたった
一本の木だけが、 なにが怖いのか、 ぶるぶるとふる え
ている 。
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せいちょう

もちろん、湖底 の島に風は吹か ない。
つ まり、これは…… 。
「まさか、 これは……」
みき

ふ る え る 木 が爆 発 的 に 生 長 し た 。黄 色 い幹 が ぐ ん
ぐん伸 びた。トゲのよ うに短い枝が、何 本も横に張り
だした幹だ った。
伸びた幹は生長を止めると、しなるように垂れ下が
った。
うごめ

幹の向 こう側は黒かった 。先端は血の色をし ていた。
蠢 く触角 と、脚よりも太い毒 牙がついている 。
頭 の上で光る電子パ ーツが、まるで 第三の目のよう
だった。
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第八章

ドラギラ
１

「うおーっ！」
大 ムカデのモンスタ ーを見たマハラ が声をあげた。
「作業を急 ぎなさい！」
ルビーローズはマハラをしかりつけた。
ハ イドロハンマーが 通路になったま までは、水中島
から離脱できない。離れると、大砲の筒先から水が入
ってきて、紅月丸 は沈んでしまう。
魚 雷で撃退すること もできない。紅 月丸とドラギラ
の間には、 水中島を守る薄 い膜がある。魚雷を 撃って
これを破ると、や はり水の脅威に さらされる。
つ まり、なにもでき ないわけだ。ド ラギラに攻撃さ
れても、だ まって耐えるし かない。そして、そ の攻撃
で膜が破れてしま えば、結果は同 じ。
逃 げるにしろ、戦う にしろ、臨時の 通路をしっかり
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閉鎖しないことに はどうにもならな い。
「ハー ネス装着！」
ルビー ローズはとりあえ ず、いまできること をした。
なにが起きても姿 勢を維持できるよ うに、体を座席 に
固定し た。
チャパ ティもハーネスを つけた。
作業 完了でい！」

ドラギラはのんびりと木から下りてくる。
「おっ しゃあ！
マハラ はロックナットレ ンチをその場に捨て た。
ハイドロハンマーへの出入り口には、圧力タンクの
点検口 を利用した。そ こさえ閉じれば、 あとは放置し
てもかまわ なかった。
水中大砲の砲塔は制御室の中央に格納される。床が
テーブ ルのように盛り 上がって、格納庫 になっている。
作業のために外したカバーも工具もそのままにして、
後進 全速！」

マハラは大急ぎで 自分の席についた 。
「離脱 します！

ルビー ローズが号令した 。
「後進全速するで す！」
チ ャパティはテレグ ラフハンドルを 引いた。フル・
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アスターンをかけ た。
船 底にある六つのス クリューが猛烈 に回転し、紅月
丸を後退さ せた。
だがそれは、とても全速とは呼べないほど、勢いが
なかっ た。
「なにをし ているの！」
ルビーローズは右手を伸ばして、チャパティの左手
に重ね た。テレグラフ ハンドルを一段上 げて後進半速
とし、改めて下げて後進全速とした。
しかし、紅月丸のゆっくりとした動きは変わらなか
った。
むしろ 逆に、止まってし まった。
ゆちゃく

「膜が癒着してい るです！」
原 因は目の前にあっ た。
水圧を 無力化する膜に突 き刺した砲身が抜け ない。
膜は水中島を覆っ ている。広げた二 枚貝の、上下の 貝
殻の間 に広がっている 。それをまるごと 全部引っ張ろ
引いても抜けないかもで

うと無理をして、紅月丸は力負けしていた。
「自動修復する膜です！
す！」
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破れても、自動 的に修復される 膜だった。薄くて も
丈夫で 、押し破ろうと しても破れなかっ た。それが破
れたのは、魚雷を撃ったからだ。
ルビーローズは魚雷ランチャーの発射装置に手をか
けた。
「だめです 、姐さん！」
チャパティはルビーローズの手をつかんで止めた。
一本、無駄になるです！」

「膜を 引っ張った状態 で撃つと、魚雷は 膜に沿って流
れるです！

潜入するときは、膜を押し込んだ状態で魚雷を撃っ
た。だ から魚雷も膜を 押して、起爆した 。それが逆に
なると、引っ張り出された膜は魚雷をそらせてしまう
だろう。
「ハイ ドロハンマーぶ っ放しゃいいじゃ ねえか！」
マハラ が声をかけた。
水中大砲を撃つと、反動が紅月丸を襲う。抜けない
砲身も 抜けるかもしれ ない。
「ハイドロハンマー、よろしくて？」
ルビーローズは口早に確認した。
隣 に座るチャパティ はルビーローズ と目があった。
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無言でうなずいた 。反動で抜けるか どうかは、やっ て
圧力タ ンク、

みない とわからない。 ならば、やるしか ない。
いつでも いけるぜえ、姐御 ！」

「ハイドロ・コンプレッサー、正常！
満水！
制 御室のマハラがゴ ーサインを出し た。タンクを空
にして通路になっていた大砲は、紅月丸最大の武器に
戻った。
「撃ち ますわよ！」
ルビー ローズは引き金を しぼった。
接近してくるドラギラを狙うことはしなかった。目
的は、 膜に刺さったま まの砲身を引き抜 くことにある。
狙い澄まして、水の砲弾をモンスターに当てる必要は
ない。
砲 撃の反動で紅月丸 が後退した。ル ビーローズは座
席から飛び出しそうになり、その動きをハーネスが止
めた。ベルトが体 に食い込んだ。
後 ろ向きに逃げよう とした潜水艇を 、薄くて透明な
膜が引っ張 り戻した。
ドラギラは一瞬動きを止めた。
水 の固まりが飛んだ のは、黒いテン トウムシの仕業
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だと理解したらし い。それを逃げの 一手と見たのか 、
それと も攻めの一手と 見たのかはわから ない。どちら
であろうとも、水中島の守護神が打つ手は初めから決
まっていたようだ 。逃げるならつぶ す、攻めるなら つ
ぶす、 といったところ か。
大ムカ デが一気に攻め込 んだ。俗に百本ある といわ
れる脚で走ると、 速度も百倍になっ たような気がし た。
「撃ち ますわ！」
ルビー ローズは連射した 。
今度はドラギラを狙った。接近は阻止しなければな
らない 。
水の砲 弾はムカデの長い 背中に命中した。
ドラギラは踏みとどまった。
ム カデの胴部背面は なめらかだ。突 起もなにもない
か

から、水が引っかかるところはない。平らな体は地面
に張りつくし、無 数の脚が土を噛ん でいる。
脇 腹には筒状の短い 武装があったが 、水の勢いで簡
単に倒れてしまい、やはり抵抗とはならなかった。
ハイドロハンマーが放った水は、ドラギラを地面に
押しつ けて、背中を洗 っただけだった。
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背中を洗い流さ れても、ドラギ ラは感謝などしな か
った。 シャワーを浴び てさっぱりするム カデはいない。
いかく

ドラギラは頭を持ち上げ、太くてするどい毒牙を大き
く開いて威嚇した 。
ハ イドロハンマーの 開発コンセプト は、モンスター
を攻撃しないで追い払うことにある。リヴリーの技を
使うと、モンスタ ーは怒り狂う。だ から、水で叩い て
遠ざけ る。ゲンゴロウ には通用した。追 い払えなかっ
たものの、怒らせることはなかった。
だが、ドラギラはちがった。伏せていた頭を持ちあ
げて、 上からにらみつ けてきた。
怒らせ てしまったのは想 定外だが、怒ったド ラギラ
の行動は好都合だ った。
「撃つ ！」
ルビー ローズはドラギラ の胸を狙った。
ムカデに胸部はない。頭部と胴部があるだけ。ルビ
ーロー ズが狙ったのは 胴体の上のほうだ った。
的は宙 に浮いている。狙 いやすい位置にある 。てっ
ぺんには頭もつい ているし、当たれ ば大きな効果を 期
待でき る。
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む

水の砲弾が飛ん で、牙を剥いた 敵をぶん殴った。
理 想的な直撃だった 。ドラギラは、 胸で受け止める
ような形で水の砲弾をまともに食らった。頭を持ち上
げていたから、地 面を噛む脚の数も 減っている。長 い
体は浮 き上がり、吹き 飛ばされる形で、 後ろへと倒れ
た。
猛毒モンスターは仰向けにひっくり返ったのだった。
「前進 全速！」
ルビー ローズはこの機を 逃さず、前に出た。
スクリューのパワーでは、膜に刺さった砲身は抜け
ない。 水中大砲の反動 で勢いをつけても 無理。となれ
ば、膜を破ったときの手を使うしかない。前進して膜
を押し込み、魚雷 を発射するのだ。
前 に進むと、自分か らモンスターに 近づくことにな
る。敵を遠ざけようとハイドロハンマーを撃てば、自
分も後ろに下がっ てしまう。しかた がないのでまた 前
らち

に出る と、また撃つこ とになる。これで は、いつまで
たっても埒が明かない。そうこうするうちに、紅月丸
のバッテリーがあ がってしまう。
ル ビーローズは敵の 失態に乗じて、 一気に事態を好
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転させようとした のだった。
ひ っくり返ったドラ ギラはすぐに体 を起こした。胴
体が長くてもハンデはなかった。横に回転するだけで、
くるりと元どおり になった。ただし 、頭と尾は入れ 替
わった 。毒牙のある危 険な頭は向こう側 になり、なに
もない安全な尾がこちら側になった。
そう思ってルビーローズが落ち着いていたら、なん
と。ド ラギラは尾にも 触角があって、前 後を入れ替え
ることなく、まっすぐ向かってきた。
「双頭……！」
ル ビーローズは驚い た。ドラギラは 双頭のムカデな

これ は偽の触角です！

後ろ向きに

のだと思った。その証拠に、前にも後ろにも触角があ
る。
「ちが うです！
進んでいる です！」
チャパティが指摘した。
ム カデの胴体にある 一番最後の脚は 、長く伸びて変
色し、まるで触角のようになっている。だから、ムカ
デが後ろ向きに歩 くと尾が頭に見え る。進む方向と 目
立つ触 角で判断するか ら、勘違いしてし まう。
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ドラギラは偽の 触角で尾に注意 を引きつけた。後 ろ
向きに 歩くことで前進 したと見せかけ、 相手を混乱さ
せた。距離を詰めるとすばやく反転し、体勢を立て直
した。無数に生え ている脚を使えば 、フットワーク も
軽い。 長い体の向きを 入れ替えるのはあ っという間だ
った。
ハイドロハンマーの直撃を食らってひっくり返った
ミスは 、あっさりと帳 消しになった。
しかし 、ドラギラの相手 をしているのはほか でもな
い、紅い薔薇の女 だった。
ド ラギラが体の向き を入れ替えたと きにはもう、魚
雷が発射さ れていた。
増設された右の魚雷ランチャーから、魚雷型機雷が
飛び出 した。雷速は遅 かった。右のラン チャーは自走
式だ。魚雷発射管はただの筒で、後部は閉鎖されてい
ない。水圧をかけ て射出することは できない。魚雷 は、
自分自 身のスクリュー で走り出す。
左のラ ンチャーなら、も っと勢いよく魚雷は 飛んで
ゆく。閉鎖された 魚雷発射管後部に メタルホースが 接
続され ており、デコイ ・シロップの噴射 口につながっ
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ている。デコイ・ シロップ用の水圧 ピストンを利用 し
て、魚 雷を射出する仕 組みになっている 。
ルビー ローズは魚雷型機 雷をあえて選択した 。発射
速度は遅くても、 機雷のほうが感度 は高いので、通 常
魚雷よ りも先に起爆す ると考えたのだ。 コンマ一秒で
もいいから、少しでも早く爆発させたかった。
体の向きを入れ替えたドラギラが突撃してきた。
紅 月丸は動けない。
砲身に 膜がくっついてい る。後ろに下がると 膜を引
っ張り、魚雷がそ れてしまう。ハイ ドロハンマーを 撃
てば、 反動で膜を引っ 張り、やはり魚雷 はそれる。ド
ラギラが襲いかかってきても、撃退するすべがなかっ
た。魚雷を発射し たことで、打つ手 がなくなってし ま
った。
おちい

紅 月 丸 は な に も で きな い 状態 に 陥 っ た。 膜 を押 し

しんぼう

込んでゆく魚雷に あわせて、微速で 前進するしかな か
った。
でもそ れは、魚雷が爆発 するまでの辛抱だっ た。押
し込む魚雷と、押 し戻す膜との圧力 で、すぐにも信 管
が起爆 する。遅延発動 型バーストが弾け て、膜は裂け
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る。そこでハイド ロハンマーを撃ち 、ドラギラを撃 退
しつつ 離脱すればよい 。
ところ が、そううまくは いかなかった。
発射された魚雷が爆発するまでの、ほんのわずかな
せんきょう

時間で 、ドラギラは 戦況 をひっ くり返した。
か

魚雷を 咬もうとして、毒 牙が膜に突き立てら れた。
とが

湖底の水圧を無力 化する膜は、すぱ りと切れた。
きた

ム カデの毒牙は先端 がするどく尖っ ている。黒くて

うすぎぬ

光を反射するので、鍛え上げられた鋼でできているよ
うに見える。
丈 夫な膜も、ドラギ ラの毒牙の前で はただの薄絹だ
った。
膜が裂けたため、湖底の高圧な水が噴き出した。魚
雷は水 の流れに乗り、 森に向かって宙を 飛んでいった。
そして森の木に当たって爆発した。
せめてドラギラに命中してくれたなら、多少の役に
は立っ たものを。
紅月丸 は数少ない魚雷を 無駄にしたのだった 。
「撃ちますわ！」
ル ビーローズは落胆 しなかった。
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魚雷が無駄玉に 終わっても、結 果的に膜が裂けた こ
とをよ しとした。ピン チにもかかわらず 、好機到来と
ばかりに打 って出た。
だが、運はモンスターに味方した。
毒 牙に切り裂かれた 膜が、ハイドロ ハンマーの砲口

むさん

にかぶさった。薄くても、湖底の水圧を無力化する膜
だった。
放 たれた水の砲弾は 霧散した。一瞬 で蒸発したよう
に見えた。信じられない光景だった。高い圧力をかけ
て放水したのに、 ぺろりとかぶさっ た透明な膜は、 ま
るで鉄 板のようにびく ともしなかった。
それで も、ハイドロハン マーを撃ったことで 反動は
得られた。ドラギ ラに当てることは できなかったが 、
紅月丸 は大きく後退し た。
膜が引 っ張られて、裂け 目が広がった。抜け なかっ
た砲身がようやく 膜から抜けた。
砲 身には膜がこびり ついたままだっ たが、それを引
きちぎるようにして、紅月丸は水中島から離脱した。
「ああっ……！」
チ ャパティが絶望的 な声を出した。
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噴き出す水をも のともせずに、 ドラギラが追い討 ち
をかけ てきたのだった 。執念深いモンス ターだ。陸上
の生き物なのに、水中まで追ってくるとは。
ドラギラは大きな毒牙を開いては閉じ、また開いて
せま

は閉じ て、水の中を迫 ってきた。咬む気 満々だ。おそ
らく、紅月丸に咬みついて島内に引きずり戻すつもり
だろう。
「後進 全速！」
「はいです ！」
スクリューがうなると、簡単に距離が開いた。
ド ラギラはムカデだ 。紅月丸は潜水 艇。ムカデの脚
が本当に百本あったとしても、水の中では役に立たな
おと

い。たった一枚の スクリューにも劣 るだろう。まし て
や、紅 月丸には六枚も のスクリューがあ る。
舞台が 水中に移った以上 、ムカデのモンスタ ーは怖
くもなんともなか った。
「追い 払わねえでいい のかよ？」
マハラ が聞いた。
「その必要はあり ませんわ」
ド ラギラは水中を歩 くようにして追 ってくる。脚を
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は

うねらせて、水の 中を這っている。
「あん な泳ぎ方では追 いつけませんわ、 絶対に。もし
もドラギラが、ドルフィンキックを打つというのなら、
話は別ですけれど 」
「ドラ ギラっつーのか 。あのムカデ野郎 は」
「そうですわ。ほかに、首狩りハサミムシがいまして
よ。危うく、首を 切り落とされると ころでしたわ。 わ
たくし たち」
ルビー ローズは少しばか り話を脚色した。
「うっは。やべえ じゃねえか。留守 番して損したの か、
得した のか。わからね えな、こりゃ」
「姐さん… …」
チャパティは雑談に加わらなかった。気を抜かずに、
ずっと ドラギラを観察 している。
「ドラギラが引き返さないです」
「追いかけても届かないって、わからないのかし
ら？」
ドラギ ラの全身は水中に あった。ムカデにと って安
全なはずの、空気 のある水中島から 抜け出している 。
「おい ら、ドラギラは すぐに引き返すと 思ったです。
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怒りにまかせて出 てきただけで、水 中で追い続ける こ
とはし ないと思ったで す」
「そうよね。息ができませんものね。……そう言え
ば」
「はい です。ドラギラ の脇腹にあった短 い筒状の物体
は、もしかしたらシュノーケルだったかもしれないで
す。根元はちょう ど気門になるです 」
「でも 、シュノーケル があるからって、 水の中で息は
できなくっ てよ？」
「水中から酸素を 取り込めるのかも しれないです」
「そう だとしても、ス ピードがちがいま すわ」
仮に、 ムカデのドラギラ が水中でも呼吸がで きて、
どこまでも紅月丸 を追ってきたとし ても、泳ぎが下 手
なのだ から恐れる必要 はない。
「チャッパ。ストップ・モーターよ」
「はいです」
後 ろ向きに進んでい た紅月丸の足が 止まった。
獲物が 逃げるのをやめた のだから、ドラギラ はさら
に張り切って追っ てきそうなものだ が、そうはなら な
かった 。
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追いつけないと 承知しているの か、ドラギラは浮 上
を始め た。見えない壁 を登るような感じ で、脚を使っ
水中島 には戻りませんの ね？」

て歩いて浮 き上がってゆく 。
「あら？
「溺れ たんじゃねえの か？」
「ちがうと 思うです」
「なら、なんで島 に戻らねえんでえ ？」
そうぐう

「それ は……おいらに もよくわからない です」
「あのまま浮上すると、アメンボと遭遇しますわね」
つめあと

ルビーローズは横目でチャパティを見た。
水 中島にはモンスタ ー津波の爪痕が あった。襲来し
てきたモンスターを、ドラギラと首狩りハサミムシが
撃退している。
と いうことは、ドラ ギラが浮上する とアメンボが襲
撃するのだろうか。それとも、襲いかかるのはドラギ
ラのほうか。アメ ンボは水上最速の モンスターで、 数
も多い 。一方、ドラギ ラは猛毒のモンス ターで、体は
長く大きい。どちらが先に仕掛けるにせよ、モンスタ
ー同士で死闘が始 まるのはまちがい なさそうだ。
「追っ てこねえんなら 、それでいいじゃ ねえか。とっ
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とと帰ろうぜ」
マ ハラは席を離れ、 途中で放り出し た作業の後始末
に取りかかった。砲塔格納庫のカバーを床から拾い上
げている。
「そう ね。帰投しまし ょう」
ルビー ローズは大ムカデ から目を離した。猛 毒モン
スターの脅威は過 ぎ去った。ドラギ ラが水面に顔を 出
したあ とに起こる戦い のことなど、気に かける必要は
ない。
紅月丸は斜めに浮上を開始した。
峠 を越えて下ってき たから、今度は 峠まで登り返す。
水中なのに、やることは登山と変わらなかった。
２
ドラギラが浮上した。
湖 面にはアメンボが たくさんいた。
光る玉 が水中にあるから 、湖面が光って小虫 が寄っ
てくる。それを目 当てに、アメンボ が集まっていた 。
ア メンボは肉食だ。 水に落ちた昆虫 にたかって体液
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を吸う。
ド ラギラが浮上する と、水面の揺れ を感じ取ってア
メンボが群 がってきた。
しかし、大ムカデにたかろうとはしなかった。猛毒
を持っ た危険な相手だ とわかったのか、 あるいは、水

せ

中島の守護神ドラギラだと知っていたのか、アメンボ
は一斉に逃げ出し た。
光 る湖は北と南に分 かれている。岸 が迫り出して、
南側の一角を区切っている。南の水域はせまく、北は
広い。
ア メンボの集団は我 先に、北に向か って走り出した。
南に残ろうという度胸のある者はいなかった。それど
か っそう

ころか、前を走る 仲間に脚をかけて 滑走を妨害し、 仲
かんろく

みじん

間の体 の上を乗り越え て逃げる者さえい た。モンスタ
いげん

ーの威厳だとか貫禄だとかは、微塵もなかった。ただ、
脚だけは本当に速 かった。
ア メンボの群れが逃 げ散って、湖は すっかりさみし
くなった。
のんきな甲虫が一匹だけ、くるくると円を描いて泳
ぎ回っ ている。
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ライバルのいな くなった餌場を 独占しているのは ミ
ズスマ シだった。優雅 にシンクロナイズ ドスイミング
でもしているように見えるが、ミズスマシも肉食のモ
ンスターだ。水上 を見張るふたつの 目と、水中を見 張
るふた つの目を持って いる。
四つも 目があるのに、ミ ズスマシはドラギラ に気づ
かなかった。くる くると円を描くう ちに、目を回し て
しまっ たのだろうか。
近寄っ てきたミズスマシ にドラギラが咬みつ いた。
どくせん

根元は太く、先は するどい毒牙が、 甲虫の硬い体を 突
き破っ た。毒腺から毒 液を送り込むと、 ドラギラは頭
を振ってミズスマシを投げ捨てた。
遠くの水面に転がったミズスマシは、仰向けになっ
てしば らくもがいてい たが、やがて動か なくなった。
静かに なった湖でドラギ ラは寝そべった。溺 れる心
配はなかった。脇 腹にはシュノーケ ルがある。気門 は
水中に あっても、短い 筒が水上に出てお り、空気は吸
える。
ドラギラは武装モンスターだ。湖底の島を守る大ム
カデで ある。武器なら 、わざわざ追加し なくても強力
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な毒牙があった。 防具なら、無理に 背負わなくても 百
本の脚 を活かしたフッ トワークがあった 。唯一、弱点
と呼べるの が呼吸だった。
ムカデにエラはない。水中生活に適応した生き物で
はない から、タガメや ゲンゴロウのよう な呼吸方法も
持っていない。にもかかわらず、守る島は水の底に沈
んでいる。そのた め、ドラギラの武 装にはシュノー ケ
ルが選 ばれた。もちろ ん、ただのシュノ ーケルではな
かった。
水面に横たわるドラギラから音が聞こえてきた。シ
ュノー ケルから聞こえ てきた。空気を猛 烈に吸い込ん
でいる音だ った。
シュノーケルの根元がふくらんで、球形のガスホル
ダーが できた。脚と脚 の間に鉄の玉を抱 えるような感
じになっている。脚はたくさんあるから、玉の数も多
い。
ス キューバだった。
潜水す るための呼吸装置 だ。ガスホルダーは 空気ボ
ンベで、中には圧 縮空気が詰まって いた。
空 気の取り込みを終 えたドラギラは 、長い体を上下
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にうねらせた。ム カデは平べったい 体つきをしてい る。
とら

左右に うねるよりも、 上下にうねったほ うがしっかり
水を捉える ことができる。
ドラギラは浅く潜って泳ぎ始めた。
ゆ ったりとうねって いるのに、意外 に速い。体全体
あお

を使って扇ぐように水を蹴ったあと、まっすぐ伸びて
水中をすべってゆ く。
グ ライドストローク と呼ばれる泳ぎ 方だった。水の
抵抗を抑えて前に進む。せかせか動かないから、水中
を飛んでいるよう にも見える。
ま っすぐ伸ばした体 はわずかに傾い ていた。水面に
対して平行ではなく、頭側がやや下がっている。体重
移動で重心を前に 移し、頭のほうへ と沈んでゆくこ と
で、結 果的に前にも進 んでいるのだった 。
体を上 下にうねらせて水 を蹴るのは、ルビー ローズ
が警戒していたド ルフィンキックだ 。
し ばらく泳ぐとドラ ギラは体を折り 曲げ、一気に沈
降した。
峠 を越えたところで 、紅月丸が浮上 した。
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湖底から斜めに 上がってきて、 そのまま水上に出 た。
ゆちゃく

チ ャパティの要望だ った。
は

砲身に 癒着していた膜を 引きちぎるようにし て、紅
月丸は水中島から 離脱した。膜は完 全には剥がれず 、
一部が 砲身にこびりつ いたままだった。
そのた め、ハイドロハン マーは格納できなか った。
格納して船体に膜 が触れると、今度 は船体にくっつ く
恐れが ある。そうなれ ば、ハイドロハン マーは動かせ
なくなる。もしものときにハンマー・アクセルも使え
ない。
格 納しないまま帰投 するか、浮上し て除去するかを
話し合って、格納しないと決まった。水中大砲を出し
ふなあし

っぱなしだと船足 がにぶるが、水上 で作業する危険 は
回避で きる。安全第一 だった。
ところ が、切り離された 膜は徐々に小さくな ってい
った。わざわざ除 去しなくても、じ きに消滅するも の
と思わ れた。それはそ れで問題だった。
自動修 復機能が働いて巨 大な膜に成長されて も困る
が、消えてなくな るのも困る。水圧 を無力化する膜 の、
貴重な サンプルを失う ことになるからだ 。
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チャパティは膜 の採取を願い出 た。自分が外に出 て
作業す るといった。
お

確かに 、多少の無理をし ても手に入れておき たいブ
ツだった。なくす のは惜しい。
全 員の意見が一致し て、紅月丸は浮 上することにな
った。危険な仕事は俺様に任せろと、マハラが志願し
た。艇長のルビー ローズがマハラを 指名し、周辺を 警
戒する ために自分も出 るといった。チャ パティは引き
続き操縦を 任された。
浮上した紅月丸は九十度回頭した。
テ ントウムシの背中 が盛り上がって いるので、胸部
にあるハッチからは真後ろが死角となる。後ろは南の
湖だ。どこかにド ラギラが浮上した はず。危険な南 は
しっか り視野に入れて おかねばならない 。
回頭を 終えるとハッチが 開いた。
真っ先にルビーローズが姿を見せた。制帽はなくし
たから かぶっていない 。
続いて マハラが出てきた 。これから潜水する ので制
帽は脱いでいる。
きゅうくつ

窮 屈 な 船 内 か ら 解 放 さ れ て 気 が 楽 に な っ た の か、
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マハラは背伸びを すると体をもとの 大きさに戻した 。
夏の青 空に向かって突 き上げられた手は ビンを持って
いる。
マハラはいそいそと湖に降りていった。口にナイフ
をくわ えているせいか 、無駄口は叩かな かった。
ルビー ローズはティアド ロップ・マシンガン を肩に
担いだ。マハラが 潜るのを見届けて から、周囲に視 線
を投げ た。水上を見張 り、水中に目を凝 らし、空を見
た。
すぐに異変に気づいた。水平線が黒ずんでいる。南
の湖で なにかが群れて いるようだ。
初めは 、また艦隊アリか と思った。遠くの黒 ずみが
モンスターなら、 かなりの集団にな る。思い当たる の
は艦隊 アリくらいだ。 群れで水面にふた をして、水生
昆虫を溺れさせるという狩りをしている。
艦隊アリならスピードはない。近くに来る前に、作
業は終 わるだろう。だ が、水平線の黒ず みは見る見る
大きくなった。高速で向かってきている。水上最速の
脚を持っていると しか思えなかった 。
ル ビーローズは肩に 担いでいたマシ ンガンを下ろし
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た。
「作業 中止！

すぐに マッハを上がらせ て！」

命令は 伝声管を通って操 縦室に伝わる。紅月 丸が浮
上しても操縦室は 水面下にあるから 、チャパティに は
なにも 見えていない。 事態を正確に把握 させるため、
ルビーローズは情報を追加した。
アメンボ の軍団と推測さ れ

その数、無数っ ！」

．ゆ
．！
「湖面南方に敵影 見
る！
ばつ じるし

無数の 軍団と聞かされて 、チャパティはあわ てて窓
を叩 い た 。 腕 で 大 き く × 印 を 作 って 、 マハ ラ に 急 を
告げた 。
マハラ はナイフで膜を切 り裂いていた。
水圧を無力化する膜の特徴は、ある程度つかめてい
る。ゆ っくり力を加え ても、丈夫で破れ ない。その代
わり、膜がくっつくこともない。ハイドロハンマーの
砲身で押しても破 れなかったし、く っつかなかった 。
魚 雷や毒牙など、水 以外の力を一気 に加えると膜は
裂ける。そして、切断面に触れると張り付いて剥がれ
なくなる。膜は砲 身に癒着したが、 表面ではなく断 面
でこび りついている。
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もっとも、水中 に出てきたドラ ギラにはくっつか な
かった ところを見ると 、瞬間的に張り付 くわけではな
いようだ。しばらく接すると、くっついてしまうのだ
ろう。
マ ハラは膜の表面に ナイフを当てて 、さっくりと切
り裂いた。窓を叩かれたのはそのときだった。
一瞬、手が止まった。
チ ャパティが腕を交 差させている。 緊急事態だと理
かんすい

解したことを伝えるために、マハラはうなずいた。そ
のうえで、作業を 完遂しようとした 。あとは切り取 っ
た膜を ビンを詰めるだ けだ。
しかし 、ナイフはもう切 れなかった。ほんの 一瞬手
を止めただけで、 膜の断面が張り付 いていた。
回 収しようにも薄皮 一枚残っている 。完全に切断で
きていない。マハラは腕ずくで切り落とそうとした。

ちから

ナイフを握った手 に力を込めて伸ば した。けれども 、
膜もい っしょに伸びる だけだった。
し か た が な い の で 砲身 に 足を か け 、 力 い っ ぱい 引
っ張った。それで も膜は切れないし 、ナイフも取れ な
い。薄 皮一枚がひどく 丈夫だった。
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チャパティがま た窓を叩いた。 上を指さして、あ が
おおげ さ

れと指 示した。それか ら、紙を引き裂く そぶりを見せ
た。小さな動きだった。力を入れて大袈裟に引っ張る
のではなく、異な る方向に引いて裂 くのだと、身振 り
で伝え た。

うちまた

こくり とうなずいて、マ ハラは教わったとお りにし
てみた。
持 っていたビンを膝 ではさんで内股 になると、両手
の指先で膜の表面をつまんだ。背中は丸くなっている。
妙に女らしいしぐ さだった。
断 面に触れないよう に注意して、手 を動かした。膜
は簡単に裂 けた。
マハラはチャパティに笑顔を向けた。
そ のチャパティは伝 声管と話をして いた。相手はも
ちろん、水上で見張りをしているルビーローズだ。
しび

すると、水中に銃弾が撃ち込まれた。紅い薔薇の女
おど

が痺れ を切らして、テ ィアドロップ・マ シンガンを乱
射し、マハラを脅してきたのだった。
チャパティが事情を知らせてきた。
指 を一本立てた右手 を上に向け、ち ょんちょんとつ
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つく動作をした。 左手も指を一本立 て、両手を顔の 横
でくる りと回して見せ た。その手を頭の 上に持ってき
て、立てた指をピコピコと動かした。
上の、アカゲパキケが、怒っているです――と。
「！」
マハラ の笑顔が凍りつい た。
さやばね

「鞘翅、開け！」
ル ビーローズは伝声 管に向かって怒 鳴った。
サンプ ルを採取しようと 欲をかいたマハラが 上がっ
てこないものだか ら、作戦を変更し なければならな く
なった 。
アメン ボを回避するには 、潜水すればそれで よかっ
た。多少タイミン グがずれて、たか られたとしても 、
沈む潜 水艇を引き上げ るほどの力はアメ ンボにはない。
潜って追ってくることもないから、楽勝だ。
しかし、ハッチを閉じないと潜水できない。見切り

たいてき

発車で 潜ろうとすれば 、マハラを置き去 りにしかねな
い。
おそらく、ハッチを閉める前に対敵するだろうと、
ルビー ローズは読んだ 。ティアドロップ ・マシンガン
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では頼りにならな いし、腹をくくっ てリヴリーの技 で
よくそう

応戦す るにしても、敵 の数は多すぎる。
そこで 潜水をあきらめ、 翼走を選択した。走 れば、
走った分だけ時間 を稼げる。
ス クリューは使えな かった。水中で 作業するマハラ
を巻き込む恐れがある。鞘翅を広げ、プロペラを回し
て走るしかなかっ た。
ル ビーローズは縦穴 通路のロッカー に機関銃を戻し、
代わりに救命浮き輪を取り出した。四つ折りにして収
納する簡易式の浮 き輪を広げ、通路 のはしごにフッ ク
を引っ かけた。
浮き輪 があれば、マハラ が間に合わなくても 助けら
れる。
黒 いテントウムシが 羽を広げた。
「プロペラ 始動！」
羽の赤い丸が動いた。
シ ュラウド・リング がうつむいてい た顔を起こした。
リングの半分は羽の上、残り半分は羽の下にある。プ
ロペラを保護して いたシャッターが 開いて、リング の
中で三 枚羽根のプロペ ラが回り始めた。
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「後羽展開！」
伸 ばされた水中翼が 水の中に沈んで ゆく。
プロペ ラの回転速度が上 がった。空気を切り 裂く音
が大きくなった。
紅 月丸は動き出した 。
「ぶっは！ 」
ようやくマハラが浮上してきた。
さ っさと上がればい いのに、サンプ ルを採取したビ
バカねっ」

ンを持ち上げて、誇らしげに見せた。
「早く上がりなさ い！

ハイ ドロハンマーを 戻

ル ビーローズは浮き 輪を投げたつい でに雷も落とし
た。
「マッハが浮上し ましたわ！
して！ 」
操縦室 に指示を送りなが ら、ルビーローズは 迫って
くるアメンボ軍団 との距離を目で測 った。
敵 はすぐそこまで来 ている。間に合 うかどうかは微
やべっ ！」

妙な距離だ った。
「うお！

マ ハラは船体によじ のぼることがで きなかった。
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船体には、はし ご代わりの小さ な出っ張りしかな い。
指を引 っかけても、紅 月丸が動いている から水が引き
離しにかかる。怪力の大男も浮き輪につかまるのが精
一杯だった。
流 されたマハラは鞘 翅の下に入った 。頭上ではプロ
ペラが高速回転している。シュラウド・リングがある
から、いきなりプ ロペラで切り裂か れる恐れはない の
だが、 音は激しい。マ ハラは首をすくめ た。
「小さくお なり！」
ルビーローズは浮き輪のロープをたぐりよせた。女
の細腕 で巨漢のマハラ を引っ張り上げる のは無理があ
る。
マハラはおとなしく、呪文で体を小さくした。ビン
を落と さず、浮き輪に つかまっていられ る程度で、可
能な限り小 さくなった。
紅月丸はもう、水上を本格的に走り出している。浮
ただよ

き輪は 水面を引きずら れている。マハラ が手を放せば、
そ れ で お し ま い 。 湖面 を 漂 い、 ア メ ンボ 軍 団に た か
られ、一巻の終わ りとなる。水面を 引きずられて、 ま
るでバ ナナボートのよ うな状態でも、水 遊びを楽しむ
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余裕はなかった。
ル ビーローズは浮き 輪を引っ張り上 げた。
ちっこ いシマオーガが釣 れた。叱られないよ うに、
愛想笑いでごまか している。
ぎょたく

墨 を塗りたくって、 記念に魚拓でも 取りたいところ
だが、そう もいかなかった 。
軍団の先頭を駆けてきたアメンボが襲いかかってき
た。
ルビー ローズはその場に 倒れ込んだ。
ハッチのある縦穴通路の内側には、防護ネットのよ
うな足 場がある。下ま で転落することは ない。倒れた

やり

ら、そこは縦穴の中。上からしか攻撃されないので少
しは安全だ。
こうふん

倒 れるルビーローズ の頭をアメンボ の槍がかすめた。
あご

アメン ボに顎はない。口 吻を突き刺して、獲 物の体
液を吸う。
敵 の攻撃をかわすと 、ハッチは灰色 の壁でふさがれ
た。雨水が染み込んで、汚らしいシミのできた壁だっ
た。
ア メンボの胸だとす ぐにわかった。 半潜水艇で湖岸
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探査をしたときに 、一味はアメンボ にたかられてい る。
下から アメンボを見上 げる光景には慣れ ていた。
ルビー ローズはスリング を念じた。つぶてを たった
の一発、真上の敵 に打ち込んだ。
ち びっ子マハラはロ ッカーの中にせ っせと浮き輪を
押し込んでいる。せまい通路の中では、浮き輪はかな
りかさばる。
「マッ ハ！」
「おおうっ 」
先に 下りて用意な

ちっこいくせに、返事だけは勇ましい。
「ジェ ットパックを使 いますわ！
さい！」
「合点承知でえ！ 」
足 場のフレームをひ とつ起こすと、 ちびっ子はする
りと隙間を通り抜けた。大事そうにビンを持ったまま、
器用にすべり降り ていった。
ル ビーローズはまた スリングを念じ た。今度も最小
の攻撃にとどめた。ハッチをふさいだアメンボを撃退
するつもりはなか った。目の前にい るのは一匹でも 、
しりぞ

敵 は 無 数 の 軍 団 だ 。 退 け た と ころ で 別 のが 現 れる だ

- 479 -

しゃへいぶつ

け。真上にアメン ボがいるのなら、 そのままそこに 釘
付けに したほうが、ち ょうどいい遮蔽物 となる。
マハラ がはしごから離れ た。
ルビーローズは足場のフレームをはねあげた。はし
ごの裏 に手を回してレ バーをつかむとぶ ら下がった。
油圧シリンダーが作動し、スライドして下りていたハ
ッチが引き上げら れた。
ハ ッチが閉まると、 ハンドルに組み 込まれていた小
型の静電モーターが動き出した。ハンドルを回し、三
本のジョイントア ームを伸ばし、船 体に爪を立てて ロ
ックし た。
ハッチ は全自動で完全に 閉鎖された。ルビー ローズ
はハッチの閉鎖を 見届けてから、制 御室に降り立っ た。
「紅月 丸、翼走したで す！」
チャパ ティが大声で知ら せてきた。
潜水艇は水中翼船になった。水の上を飛ぶように駆
だんまく

ける高 速艇に生まれ変 わった。しかし、 水上最速のモ
ンスターはもっと速い。きのうは重機関銃で弾幕を張
ったのに、わずか 三匹のアメンボに 追い詰められた 。
今日は 三匹どころでは ないのだから、状 況は絶望的だ。
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しかも、いまさ ら潜水という選 択肢はなかった。
き のうはゲンゴロウ がいたから潜水 できなかった。
今日はいないのだから、ハッチさえ閉めればいつでも
潜水して逃げるこ とができた。とこ ろがマハラの戻 り
が遅れ て、水上を走る 羽目になった。
一旦、 水上を走り出した からには、そのまま 逃げる
しかなかった。潜 水するのなら、追 っ手を振り切っ て
からだ 。なにしろ、敵 の数が多すぎる。 宙に浮かんだ
船体の下に、もしもアメンボが体を入れてきたら、紅
おち い

月丸はモンスター に担がれた状態に なる。そうなれ ば、
沈 む に沈 め ず 、走 る に 走れ ず 、脱 出 不 能の 状 態に 陥
ってしまう 。
アメンボが一匹や二匹なら、かまわず潜ってしまえ
ぶ

ばいい 。紅月丸は鋼鉄 のモンスターだ。 重さでは分が
ある。だが、十匹、百匹、いや千匹ともなれば、立場
は逆転する。アメ ンボの軽さのほう が勝る。
だ からここは、走っ て逃げるしかな かった。速さで
はかなわない相手を大軍で敵に回して、ひたすら逃げ
るしかなかった。
チ ャパティは操縦桿 を倒した。南の 湖に背を向けた。
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くず

船体が傾いて、 ルビーローズは バランスを崩した 。
ジェットパックを使いますわよ！」

はしご を握って体を支 えた。
「チャッパ ！
後ろから操縦席に声をかけた。
「合点 承知です！」
話は聞 こえていたようで 、チャパティはマハ ラの返
事をまねた。
ル ビーローズは砲塔 格納庫を回り込 み、テントウム
シの腹部へ と移動した。
中央を通路が貫いている。行き止まりには水密ゲー
こうし

トがあ って、その前を 後部銃座がふさい でいる。床は
金属製のグレーチングだった。格子状の隙間にＵボル
トを差して留めて ある。壁はエキス パンドメタルだ っ
た。金 網のような金属 板だ。
穴あき の壁をスライドさ せて、マハラが作業 をして
いた。手にはウォ ーターポンププラ イヤーを握って い
る。ど うやら力のいる 仕事のようで、も うちびっ子で
はなかった 。
「急いで！」
ル ビーローズは声を かけながら、マ ハラの横を駆け
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抜けた。まっすぐ 後部銃座に行って 、重機関銃の準 備
を始め た。
マハラ は返事も忘れて、 ハイドロ・コンプレ ッサー
の配管を付け替え ていた。ハイドロ ハンマーのシス テ
ムから コンプレッサー を外し、ジェット パックに置き
換える作業 だった。
コンプレッサーがなくなると、ハンマー・アクセル
は使え なくなる。それ でもかまわなかっ た。なぜなら、
ジェットパックはハンマー・アクセルを改良したもの
だからだ。
ジ ェットパックの正 体はウォーター ジェット推進器
だった。吸い込んだ水をインペラで増速して水中大砲
から噴射すれば、 ハンマー・アクセ ルは常時使える よ
うにな る。
実地試 験はブンカーの地 下プールで終了して いた。
期待どおりの成果 を収めた上で、取 り外した。
う まく機能したもの を外してしまっ たのは、ジェッ
トパックがあくまでもプロトタイプだったからだ。ハ
ンマー・アクセル を常時使えても、 水中大砲として の
ハイド ロハンマーを使 えないのでは意味 がない。簡単
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に機能を切り替え られるよう、もう ひと工夫する必 要
があっ た。
それに 、ウォータージェ ット推進器を搭載す るのな
ら、いっそのこと ポッド推進器と置 き換えてはどう か
すいりょく

と い う 話 に も な っ て く る。 水 の噴 射 で 推力 を 得ら れ
るのなら、スクリューはいらない。
だが、そうなると紅月丸を大々的に改造しなければ
ならな い。さて、どう したものかと思案 するうちに、
夏祭りはや ってきた。
ひとまず問題を棚上げにして、ルビーローズ一味は
湖底探 査作戦に乗り出 した。そうしたら 、たった三匹
のアメンボに追い詰められた。そこで、ブンカー帰投
きゅうきょ

後の 改 修 で 急 遽 、 プ ロ ト タイ プ のジ ェ ッ トパ ッ ク を
再搭載 したのだった。
配管の 付け替え作業が終 わると、マハラは次 の行動
に移った。
取 水しなければウォ ータージェット 推進器は使えな
い。紅月丸の水中翼に取水口があるといっても、それ
は重機関銃に銃弾 を補給するための もの。流量が小 さ
すぎて 話にならない。
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後部銃座での準 備を終えたルビ ーローズが、手伝 う
ために 走り寄ってきた 。
マハラ は、二本のポール と水平安定板をルビ ーロー
ズに渡した。それ から、太くて重い 金属製のホース を
ドラム から引っ張り出 した。引っ張り出 して輪を作っ
ては、自分の肩にかけた。取水用のメタルホースは径
が太いから、それ を収納するホース ドラムも大きい 。
とても 持ち運べるよう な代物ではなかっ た。
メタル ホースを担げるだ け担いだマハラは、 残りを
通路まで引き出し て、船尾に向かっ た。ホースを引 き
ずりな がら歩くと、金 属製の床と金属製 のホースがこ
すれあって、冷たい音を立てた。
きゅうくつ

通 路 を ふ さ ぐ 後 部 銃 座 を 窮 屈 そ う に す り 抜 け て、
マハラ は水密ゲートの 前に立った。
二本の ポールを床のグレ ーチングに差して、 ルビー
ローズが待ってい た。ちょうど通路 の真ん中だ。格 子
状で隙 間だらけのグレ ーチングには、実 地試験のとき
にポールの受け口を作ってある。
立てたポールの間にマハラがメタルホースを通した。
上 からホースが抜け ないように、ル ビーローズがワ
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イヤーを渡した。
二 本のポールはロー プ止め金具だっ た。頭に輪っか
のあるヒートン型だ。運動会などでよく目にする。コ
ースと観客席の仕 切りとしてポール を立てて、輪っ か
にロー プを通していた りする。
これで ホースの可動範囲 はせばまった。固定 された
といってもいい。 なにもないと、通 路の幅をいっぱ い
に使っ てホースは動き 回ることになる。 それでは船の
安定に支障が出る。ホースが激しく動けば、足を払わ
れたり、はさまれ たりして、怪我も する。手間を惜 し
むわけ にはいかなかっ た。
マハラ は肩に担いでいた ホースの輪を、通路 の隅に
無造作に投げ出し た。そしてホース の先端を拾い上 げ
ると、 ルビーローズか ら水平安定板を受 け取った。
手ぶら になったルビーロ ーズは後部銃座に手 をかけ
た。
マ ハラは水平安定板 にホースを差し 込んでロックし
た。取水用のホースが水面を転がったのでは、空気ば
かり吸い込んで役 に立たない。しっ かり水没させる 必
要があ る。水没させて も浮き上がったの ではやはり役
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に立たない。水中 で安定させたい。 そのための水平 安
定板だ った。
Ｖ字の 短い翼を持った物 体を両手でつかむと 、マハ
ラは通路の壁にへ ばりついた。あと は水密ゲートを 開
出ますわよ！」

けて、 湖に投げ込むだ け。
「後部銃座 ！
ルビーローズが叫んだ。
シ フトレバーを引い た。
水密ゲ ートが開いた。
目の前には、黒い壁があった。
壁 はアメンボででき ていた。個体を 識別することさ
え不可能なほど、びっしりと群れている。しかも、す
でに紅月丸に取り 付いていた。入り 口が開いたのを い
いこと に、大きいが細 い頭を船内に突っ 込んできた。
後部銃 座は、そんなモン スターに向かって押 し出さ
れた。
「ロー ズ・ストーム！ 」
ルビー ローズは専用攻撃 技の薔薇の竜巻を見 舞った。
横倒しになった竜巻が吹き荒れた。
薔 薇の竜巻は大技だ が、一撃でモン スターにフルダ
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メージを与えるほ どではなかった。 もちろん、ただ の
竜巻で もなかった。見 た目は横倒しにな って突き進む
ストームだが、実はとんでもない作りになっていた。
逆回転二重竜巻構造だ。
竜 巻の中に、逆方向 に回転するもう ひとつの竜巻が
隠れている。外側の竜巻は中に向かって風を吹くが、
きりも

内側の竜巻は外に 向かって風を吹く 。これに呑まれ る

とげ

と、ふ たつの竜巻には さまれて激しく錐 揉みさせられ
る。
しかも、風の棘まで潜んでいる。
じんじょう

ふ たつの竜巻が逆向 きに回転してい るから、気流の
乱 れ は 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 の
だ。
とげ

ルビー ローズの竜巻には 棘がある。
だから、技の名前は薔薇の竜巻という。
進 路上にいるすべて のアメンボを呑 み込んで、薔薇
けず

ひら

の竜巻は遙か彼方に飛び去っていった。
黒い壁が削り取られて、青い道が拓けた。
「マッ ハ！」
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「おっしゃあ！」
マ ハラは水平安定板 を湖面に突き刺 すようにして、
投げ込んだ 。
安定板は水中に没した。Ｖ字の短い翼で水の抵抗を
受け止 め、走り去る紅 月丸からホースを 引っ張り出し
た。
通路の隅でとぐろを巻いているメタルホースが、グ
レーチ ングの上をすべ って船外に出て行 く。勢いがあ
るから、金属のこすれあう音がけたたましい。
マハラはダッシュで駆け戻った。ジェットパックの
スイッ チはマハラが入 れなければならな い。操縦室か
らは一切操 作できない。
通路は走りやすかった。後部銃座は外に押し出され
て、も う通路をふさい ではいない。
戻る途 中で騒音がやんだ 。通路に転がるホー スがぴ
んと張った。同時 にかすかな衝撃を 感じた。
メ タルホースが全部 引き出されて、 紅月丸が水平安
定板を引っ張り始めた衝撃だった。
チャパティは操縦席でおとなしく待っていた。
操 縦は大役だから、 気が抜けない。 湖面を漂う流木
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一本で、水中翼は 破損する。そのま ま高速で着水す る
と、船 底のスクリュー がひしゃげて使い 物にならなく
なる。最悪の場合、ポッド推進器が湖面に引っかかり、
紅月丸が派手に前 転することだって ありうる。
仲 間たちを信じて、 操縦に専念する だけだった。そ
の仲間たちも、チャパティの腕を信じて自分たちの仕
事に専念している 。
ル ビーローズが後部 銃座で出たのは 伝声管から聞こ
えてきた。外には無数のアメンボ軍団がいるとわかっ
ていて、平然と出 たのだから、さす がは紅い薔薇の 女
だった 。
出ると 同時に、ローズ・ ストームを唱えたの も聞こ
えた。後ろの戦況 が目に見えるよう だった。操縦席 の
へいそう

窓の外 には、紅月丸と 並走しているアメ ンボが何匹も
いる。前に出て進路を妨害するつもりなのか、スピー
ド勝負を仕掛けて いる。後ろにはも っとたくさんの ア
メンボ がいることだろ う。
マハラ が水平安定板を放 り込んだときの雄叫 びも聞
こえた。そのあと すぐに、操縦桿を 握る手が衝撃を 感
じ取っ た。紅月丸が安 定板を引っ張り始 めた衝撃だ。
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チャパティは出 番に備えた。
水 中大砲の筒先を後 方斜め下に向け 、いつでもハン
マー・アクセルを使える状態にした。
「ぶっ飛ばせーっ ！」
伝 声管の向こうでマ ハラが叫んだ。
「はいです ！」
出番がやってきた。ここから先はチャパティの見せ
場だ。
ジェッ トパックを実戦で 試すのはこれが初め て。意
気込んだハナマキ の、鼻の穴が広が った。
ハ イドロハンマーの トリガーグリッ プを寝かせたま
ま、チャパティは引き金をしぼった。この状態がハン
マー・アクセルの 発射モードだ。た だし、今回は引 き
金を戻 せない。一発撃 って終わりではな いからだ。ハ
ンマー・アクセルは噴射しっぱなしになる。当然、引
き金もしぼりっぱ なしになるわけで 、手は放せない 。
操縦桿 は片手で握るこ とになる。
ジェッ トパックは正式採 用されたわけではな いのだ
から、操作に難が あるのはしかたの ないことだった 。
引 き金をしぼっても 、すぐには加速 しなかった。
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ジェットパック にはタイムラグ がある。長いホー ス
で取水 し、吸い込んだ 水をインペラで増 速して、水中
大砲に送り 込む。
初めのうちは、砲口からちょろちょろと水が出る。
ていさい

まるで 小便でも漏らし ているかのようで 、体裁が悪い。
はっき

しかし、小便が終わったころに、大砲は威力を発揮す
る。
りすい

ハ イドロハンマーが 水のビームを発 射した。
紅月丸 は爆発的に加速し 、一瞬、離水した。
こけん

水上最速のモンスター軍団が引き離された。それで
も、ス ピードで負けた のでは沽券に関わ ると思ったの
か、スパートをかけてきた。アメンボの軍団はふるい
しゅんそく

にか け ら れ て 、 俊 足 を 誇 る精 鋭 のみ が 追 いす が っ て
きた。
あっぱ

一度は 引き離されたにも かかわらず、逆に距 離を詰
は

めてきたのだから 、敵ながら天晴れ な奮闘ぶりだっ た。
たいくう

爆 発的に加速して一 瞬離水した紅月 丸が、また跳ね
た。今度は先ほどよりも長く滞空して、着水した。
ポーポイジングと呼ばれる現象だった。
水 切りという遊びが ある。平らな石 を水面に向かっ
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て水平に投げると 、石は水の上を飛 び跳ねる。
そ れと同じように、 紅月丸も湖面を 飛び跳ねていた。
ただし、ひとつだけ違いがあった。石には推力がない
から、跳ねるごと に飛ぶ距離は短く なってゆく。紅 月
丸には 、鞘翅のプロペ ラ推進とジェット パックのウォ
ータージェット推進があるから、跳ねるたびに飛ぶ距
離は伸びていった 。
そ して。
「行くです ーっ！」
チャパティが大声を張り上げた。珍しく目をぱっち
りと開 けて集中してい る。
右手で ハイドロハンマー のトリガーグリップ を握り、
長い鼻を操縦桿に 添えたチャパティ は、左手でコレ ク

かどう

ティブ クラッチレバー を引き起こすと、 レバーの先端
にある真っ赤なスイッチを押し込んだ。
ハイパーテンション・チャージャーが稼動した。
ク ラッチがつながっ て、鞘翅のプロ ペラ軸に取り付
けられていたプーリーが回転を始めた。プーリーは円
盤だ。外周には黒 いベルトを噛ませ てある。
そ のベルトがうなり を上げて回り出 した。ベルトは
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かれい

かきゅうき

シュラウド・リン グに延びていた。 リングの下側に マ
イクロ 荷霊発電機が取 り付けてある。
ハイパ ーテンション・チ ャージャーは水の過 給機だ
った。回転するプ ロペラ軸の機械エ ネルギーを、プ ー
かれい

れいし

リー経 由でベルトが拾 い上げて、マイク ロ荷霊発電機
かれい

に伝達する。動力を得た荷霊発電機は、霊子を帯びた
かれい

特殊な電気を発生 させ、ハイパーテ ンション・チャ ー
ジャー に伝送する。荷 霊電気で動くハイ パーテンショ
れいし

ン・チャージャーは、ジェットパックが吸い込んだ水
を霊子レベルで圧 縮し、ウォーター ジェット推進器 に
強制的 に送り込む。
圧縮さ れた水がさらにイ ンペラで増速され、 船底の
大砲から噴き出し た。
大 きく湖面を跳ねた 黒いテントウム シは、空中で後
羽を真横に伸ばした。水中翼は水平翼となった。
羽を広げたテントウムシはほんの少し下降したあと、
超低空 で安定した。も う着水はしなかっ た。
水上を 駆ける潜水艇〈紅 月丸〉は、ついに空 を飛ん
だのだった。

- 494 -

３
紙飛行機を飛ばすと、地面の近くで急に安定するこ
とがあ る。
出来の 悪い紙飛行機なら 真っ逆さまに墜落す るが、
上手に作ったもの は空中をすべり降 りてゆく。そし て
地面に 落ちる寸前にぴ たりと降下が止ま り、そのまま
しばらく飛び続ける。まるで、見えない氷の上をすべ
っていくかのよう に。
こ の現象を地面効果 と呼ぶ。水上で 起きる場合は水
面効果と呼んだり、あるいはまとめて表面効果と呼ん
だりもする。
ようりょく

地 面 の 近 く で は 揚 力 や 空 気 抵 抗 が 増 減 す る た め、
不思議な効果が生まれるのだが、紅月丸はそれを利用
して空を飛んだ。
も ちろん、取水用の メタルホースは 水中に延びてい
る。完全に離水したわけではない。
ジェットパックの推進力にハイパーテンション・チ
ャージ ャーが力を添え て、初めて飛行で きるのだから、
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大空高く舞い上が るのは無理だった 。仮にホースを 長
くした ところで、やは り高くは飛べない 。あくまでも
水面効果を利用して飛んでいるからだ。
そのため、見た目は水中翼船とたいして変わらなか
った。
水中翼 船は水上を飛ぶよ うに走るが、水面効 果翼船
は水上を走るよう に飛ぶ、といった ところか。
そ れでも、走るのと 飛ぶのとでは決 定的な違いがあ
った。
かどう

水上最速のモンスターは紅月丸に追いつけなくなっ
た。ジ ェットパックが 稼動した段階で俊 足の精鋭以外
はふるい落とされたのだが、その精鋭の脚をもってし
ても、空を飛ぶ相 手は追い切れない ようだ。
ア メンボはゆっくり と後退し始めた 。
ルビー ローズは竜巻防壁 を解除した。
後部銃座で外に出たルビーローズは、すでに紅月丸
に取り 付いていたアメ ンボ軍団に囲まれ て、防御的な
攻撃技で身を守った。竜巻防壁なら、襲いかかってく
るモンスターだけ を弾き飛ばすこと ができる。薔薇 の
竜巻の ようにごっそり と始末できなくて も、霊力の消
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耗は抑えられる。 なにも無数の軍団 を討ち滅ぼす必 要
はない のだから、防御 に徹するだけでよ かった。
その防 御を解いて、ルビ ーローズは重機関銃 をお見
舞いした。
水 滴の銃弾で叩かれ たアメンボは、 水面をぶざまに
転がった。遠くで立ち上がって追撃を再開しても、も
う距離が縮まるこ とはなかった。
ル ビーローズは手近 な敵をすべて撃 ち払った。あと
りょうげん

は 、 死 角 に 入 り 込 ん だ ア メ ン ボ を 片 付 け る だ け。
両舷 を 並 走 する ア メ ン ボ は、 後 部 銃座 か らは 狙 え な
い。ア メンボが下がっ てくるのを待つ手 もあるが、ハ
代わ ってくださる？」

ッチから銃撃したほうが手っ取り早い。
「マッハ！
マ ハラの状況を問い 合わせた。
手が放 せないようなら、 アメンボが下がるの を待て
ばいい。交代はせ ずに、マハラがハ ッチに行っても い
い。い ずれにせよ、後 部銃座には誰かが いなければな
らない。ジェットパックを使用している以上、水密ゲ
いま行くぜ ！

マッハガンは 俺様の担当だ

ートは開きっぱな しなのだから、守 備要員が必要だ 。
「おう ！
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からな！」
伝 声管から威勢のい い返事があった 。
暇を持 て余した男が出番 に飢えているようだ 。
ジェットパックのスイッチを入れたあと、マハラは
きゅうきょ

す る こ と が な か っ た 。 急 遽 取 り付 け た 装置 が 誤作 動
しないか、ただ見守るのが役目だった。操縦するでも
なく、戦うでもな く、本当にただ見 ているだけ。
重 機関銃で敵の追撃 を阻止するとい う、ようやく回
ってきた男らしい役目に、マハラは喜んでいた。
ルビーローズは急いで後部銃座を格納した。床に飛
び降り るとダッシュし た。反対側から陽 気な男が駆け
てくる。
手を上げて、ルビーローズはマハラとハイタッチを
交わし た。
「おっしゃ あ！」
なにも知らない無邪気な男の士気が盛り上がった。
後 部銃座に飛び乗る と、マハラは大 急ぎでハーネス
をつけ、男の仕事場へと身を乗り出した。
「うははははぁー っ！」
だ が、しかし。
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いっそう

重機関銃を構え て外に出てみる と、射程内の敵は ル
ビーロ ーズによって一 掃されたあとだっ た。
マハラ の仕事は、遠くを 走って追ってくる敵 を見守
ることだけ。
マ ハラの仕事は、走 っても追いつけ ない敵を見てい
ることだけ 。
ここでもやっぱり。仕事は見張り役なのだった。
「なん もいねえーっ！ 」
通路の 奥から聞こえてき た悲痛な叫びに、ル ビーロ
ちょっと です！」

ーズの笑みがこぼ れた。
「姐さ ん！

はしご に手をかけたルビ ーローズを、チャパ ティが
呼び止めた。
「横の アメンボなら、 いまから排除しま すわよ？」
返事を しながら、ルビー ローズは操縦室まで 小走り
した。チャパティ が呼び止めるから には、それなり の
理由が ある。
「あれです 」
チャパティは右前方を指さした。
「…… またアメンボ？ 」
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ルビーローズは 自分の座席につ かまりながら、窓 の
外に目 をやった。つい でに右、左と首を 振って、見え
る範囲でまわりを確認した。併走しているアメンボは、
軽く十匹はいそう だ。空を飛ぶ紅月 丸にいまだに追 い
すがっ ているのだから 、おそらく最精鋭 だろう。
「ちがうと思うです。あれはたぶん、艦隊アリです」
じゅうたん

右 前 方 の 湖 面に 黒 い 絨 毯 が 浮 い てい た 。今 度 は ア
メンボ の群れではなく 、いかだを組んで 湖を渡るアリ
の群れだっ た。
「来るときに出く わした艦隊が、巣 に帰投中かもで す。
おいら たちも帰投を急 ぐです。空を飛ん でいるので、
バッテリーの減りが早くなったです。いまちょうど、
ピーエスアール

ＰＳ Ｒ です」
Ｐ ＳＲはポイント・ オブ・セーフ・ リターンの略語
だ。安全に引き返せる地点を指す。つまり、これより
先に進むともう戻 れないわけで、燃 料が半分になっ た
ことを 意味する。
ルビー ローズはバッテリ ーの残量計に視線を 落とし
た。
メ ーターの針は中央 を指している。 扇形のアナログ
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メーターには九つ の目盛りがあって 、左は赤く、中 央
は白く 、右は緑に色分 けされている。残 りは、赤が三
個と白が一 個半だ。
紅月丸はすでに引き返しているのだから、その意味
では、 バッテリーは充 分に残っているこ とになる。た
だし、行きと帰りでは足がちがう。行きは、浮力の助
けたちが

けを借りて水中を 進んだ。帰りは、 重力に逆らって 空
を飛ん でいる。電力の 消費量は桁違いだ った。
「バッテリーは追加したでしょう？」
「したです。二割 増しになったです 。でも、もう半 分
使った です。なので、 早く潜水したほう がいいです」
「アメンボを振り切ってからでないと、潜水する前に
無数の軍団に追い つかれてしまいま すわ。一か八か で
潜って も、だいじょう ぶだとは思うけれ ど……」
「俺様に名 案があるぜえ」

だ ったら、奴らの 真上を

伝声管の向こうからマハラが割り込んできた。
「どう するです？」
「艦隊アリ がいるんだろ？

飛びゃあいいじゃ ねえか。そうすり ゃ、アメンボは 艦
うか い

隊アリ が邪魔になって 追ってこれねえ。 迂回するしか
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手がねえぜ。俺様 たちは艦隊アリを 飛び越えてから 着
水して、潜っちまえばいいのよ。どうでえ、名案だ
ろ？」
「でも、それだと取水用ホースがアリに吸い付くで
す」
「………… 」
伝声管が沈黙した。
「ウォ ータージェット 推進が止まって、 おいらたちは
アリの艦隊に着艦することになるです。そのまま運ば
れて、アリの巣に 帰投するです」
「……そして、俺様たちはアリの国の王様になるで
す」
名案が廃案になったので、マハラはふざけてごまか
した。
「めでたし めでたし、です 」
「めでたくねえっ つーの！」
逆 切れした。
「………… 」
ルビーローズはなにも言わなかった。視線もよそを
向いて いる。
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ただよ

しかし、チャパ ティは別のこと に注意を奪われた 。
「あ！ 」
右前方の湖面を 漂 っていた黒い絨毯が消えた。
いかだをバラして、艦隊アリが一斉に潜水したのだ
った。
「艦隊アリが潜ったです。水中になにかいるです。…
…姐さん？」
チ ャパティはようや く気づいた。ル ビーローズが会
話に参加し ていない。
「……王者が…… 飛んでいますわ… …」
つ ぶやいたルビーロ ーズの視線は、 青い空に向けら
れていた。
上空に機影があった。
戦 略爆撃機が飛んで いた。
高い空 を一直線に進んで いる。蝶のようにふ らふら
しない。何者も恐 れずに、堂々と、 ただまっすぐに 飛
行して いる。
飛ぶ姿 に、王者の風格が あった。
「あの飛び方は… …」
にご

チ ャパティは言葉を 濁した。
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こ

ぜ

最後まで言わな くても、ルビー ローズにはわかっ て
いる。
「だいじょうぶですわ、きっと。水面のこんな小競り
合いに、興味を示 すはずがありませ んもの」
小 競り合いではなか った。
追うア メンボは無数の軍 団だ。逃げるテント ウムシ
は異常に高速。上 空からは、艦隊ア リまで出撃して い
ると見 えたことだろう 。
世紀の 大水戦である。
がんか

しかも、高度がちがうだけで空の王者は真正面から
やって くる。進路上で 繰り広げられる眼 下の戦いが、
目を引かないわけはなかった。
案の定、戦略爆撃機が急降下した。急降下爆撃機だ。
いや、 空の王者は舞い 降りて参戦してく るにちがいな
いのだから、こうなるともう戦闘機だ。
「マッハ……」
姐御？」

ル ビーローズは伝声 管に呼びかけた 。
「おう、な んでえ？
「覚悟しなさい」
「ああ ん？」
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「正面に、上空よ り急降下してくる 機影あり」
「マジ かよ、おい！」
「敵機は……オニヤンマと推測される！」
「げえ……」
紅 月丸は水面効果翼 船として、超低 空を飛行してい
る。飛んでいるといっても、しょせんは船だ。空の王
ひっし

者オニヤンマと空 中戦をしたのでは 、敗北は必至。
「さっ さと潜っちまえ ！」
「あわてなくてもだいじょうぶです」
チャパティの声は落ち着いていた。
「紅月 丸は鋼鉄のモン スターです。オニ ヤンマも、甲
虫と正面衝突したら無事ではすまないことくらい、わ
かっているです」
「じゃ あ、どうするん でえ？」
しょうかい

「戦闘が始まると決まったわけではないです。オニヤ
ンマ は 縄 張 り を 哨 戒 飛 行 して い るだ け か もし れ な い
です。 なので、一旦や りすごしてから、 隙を見て潜る
です。潜水すれば、おいらたちの勝ちです。オニヤン
マもアメンボも、 へっちゃらです」
「だな 」
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話をしている間 にも、距離は縮 まってゆく。互い に
かっぷく

相手に 向かって飛んで いるのだから、急 接近する。
「変ね……妙に恰幅がよくなくって？」
「はいです。おデ ブさんです」
接 近するオニヤンマ は、トンボ特有 のほっそりした
シルエットではなかった。太って見える。
「なにか捕まえて いるのかしら？」
「かも しれないです」
獲物を 捕らえているのな ら、シルエットが細 くなく
てもうなずける。 また、急降下した 理由の説明にも な
る。餌 を見つけて襲い かかったのだろう 。
しかし 、事実はルビーロ ーズやチャパティの 想像を
超えていた。
ア メンボがいなくな った。紅月丸と 併走していた最
精鋭の十匹ほどが、操縦室の窓の外から姿を消した。
「おいおいっ」
伝 声管の向こうでマ ハラがあわてて いる。
「アメンボの野郎どもが逃げていきやがったぜ！」
「…………」
「…… ……」
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ルビーローズと チャパティは顔 を見合わせた。
モ ンスターはモンス ターを襲わない 。それはつまり、
モンスターはモンスターを恐れないということだ。襲
撃してこない相手 を怖がる必要はな い。なのに、水 上
最速の モンスターは、 空中最速のモンス ターを恐れて
逃げていっ た。
「まさか……」
ル ビーローズは唇を 噛んだ。
水面効 果翼船と戦闘機が ニアミスをした。空 中で正
面からすれちがっ た。
超 低空で飛ぶ紅月丸 の頭上を、大き な目の怪物が飛
び越えてい った。
両脇にミサイルを抱えたオニヤンマだった。
「武装 モンスターじゃ ねえかーっ！」
操縦 を手伝ってくださ いです！」

少し遅 れて、マハラの絶 叫が届いた。
「姐さん！
「そっ 、そうね！」
ルビー ローズは艇長席に ついた。
「こんなことなら、ペダル式にしとけばよかったで
す！」
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チャパティは両 手に鼻まで使っ て操縦している。 両
足は遊 んでいる。ペダ ルでも操縦が可能 なら、手を借

ヤン マ・ファイタ

りる必要はなかった。ルビーローズは迎撃要員に回せ
た。
「いま さら言っても始 まらねえ！
ーは俺様が撃ち落としてやらあっ！」
マハラはもう名前までつけていた。
「ハイ ドロハンマーを もらいますわ！」
ルビー ローズは艇長席の トリガーグリップを 握った。
「了解したです！ 」
チ ャパティは自由に なった右手で操 縦桿を握りしめ
た。手の代わりに使っていた長い鼻は、ひとまずお休
みだ。
「いく ら武装モンスタ ーだからって、ミ サイルなんて
……」

あの脚でス イッチ

「おいらたちだっ て、魚雷をぶら下 げたテントウム シ
です」
「でも、どうやって発射するの？
を押すの？」
「たぶ ん、脳波コント ロールだと思うで す」
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「おしゃべりして る暇なんざあ、ね えぜ！
返りし やがった！」

野郎、 宙

紅月丸 の頭上を飛び越え ていったオニヤンマ は、垂
直方向にターンし た。急上昇して高 度を稼ぎ、空中 で
逆さま になった。その まま円を描いて降 下してくれれ
きょうい

かっくう

ば元に戻って脅威はないのだが、オニヤンマは円の頂
はいめん

点で回転運動をや めた。背面飛行の 状態で、滑空し な
がら降 りてきた。
つまり 、仰向けで空を飛 びながら、紅月丸を 追って
きたのだった。
「しゃ らくせえっ！」
マハラ は重機関銃を連射 した。
よゆう しゃくしゃく

敵機は余裕 綽々 に背面飛 行している。逆さ まにな
ってふ ざけている。隙 ありと見てマハラ は狙いを固定
つら

し、水滴をまとめて叩き込んだ。
水の弾丸は連なって飛んでいった。空中に一条の線
が引か れた。
オニヤ ンマは羽を下げた 。背面飛行だから、 羽は上
がった形になる。 揚力が減って、体 がすとんと落ち た。
飛んで きた水の線を楽 々くぐり抜けた。
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空中を一段落ち たところで羽を 広げ、オニヤンマ は
滑空を 再開した。狙わ れても背面飛行は やめない。意
地が悪いのか、ひどく挑戦的なモンスターだった。
「けえっ」
マ ハラは狙い続けた 。オニヤンマが 高度を下げるな
ら、マハラは銃口を下げるまで。
こ

狙われたオニヤンマが弧を描いた。羽の向きをわず
かに変 えただけで、羽 ばたきもせずに左 下に移動した。
時計でいうと、十二時から九時へと曲線で動いた。体
は横向きになり、 左右の羽が天と地 を指している。
そ こにも弾が飛んで くると六時にす べり込み、三時
まで移動した。そこから、元いた場所である十二時に
戻るそぶりを見せ た。
マ ハラはオニヤンマ の逃げる先を狙 い撃った。
だが、 狙いは外れた。十 二時に戻るそぶりは フェイ
ントだった。オニ ヤンマは二時まで 移動して、羽を た
たんだ 。九時から半周 してきた遠心力を 利用して、自
分の体を放 り上げた。
そして、羽を広げるとまた背面飛行を始めた。マハ
ラが狙 い撃った空間よ りは右に位置する ものの、高度
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もてあそ

は同じ。明らかに、相手を 弄 んで楽しんでいた。
「これ ならどうでえ！ 」
マハラ は狙うのをやめた 。
手を小刻みに動かして、弾を散らした。今度は弾幕
を張っ た。
それで も、一発も当たら なかった。数え切れ ないほ
ど大量に水の弾丸 をばらまいても、 頭の大部分が目 に
なって いるオニヤンマ には数えられたら しい。水滴の
一粒一粒を、物の見事によけて見せた。それも、背面
飛行したままで。
銃 撃は突然終わった 。弾切れだった 。
重機関 銃の弾丸は水でで きている。水鉄砲と 同じ原
理で、圧力をかけ て撃ち出している 。水上にいる限 り、
弾は無 限に補給できる 。そのために、水 中翼には取水
口を設けて ある。
しかしいま、紅月丸は空を飛んでいた。水中翼は水
平翼に なっている。空 中の翼から取水は できないし、

もう、しめ えかよっ！」

臨時に搭載されたジェットパックから水を取る仕組み
もない。
「ちっ ！
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あざわら

重機関銃を平手 でぶって、マハ ラは八つ当たりし た。
そ んな相手を嘲笑う かのように、背 面飛行のオニヤ
ンマはゆっくりと紅月丸を追い越していった。
マハラは頭上の敵機をにらみつけた。
額 の位置に電子パー ツがあった。
脇に抱 えたミサイルは弾 頭がはっきりと見え た。あ
とは羽が邪魔をし て、よく見えない 。オニヤンマは 逆
さまに なって飛んでい るから、ミサイル の下には羽が
ある。
胸にはベルトもあった。
ト ンボの胸部は横か ら見ると五角形 をしている。背
中はちょうど屋根のようで、真ん中が盛り上がってい
る。羽が生えてい るのは後ろ側の斜 面で、前側の斜 面
は胸板 のようになって いる。中には筋肉 が詰まってい
るのだが、その胸板にベルトは巻かれていた。
どうやら、ミサイルの発射台を胸にかぶせて、ベル
トで締 めて固定してい るらしい。

戦況は？ 」

悠々と 追い越してゆく戦 闘機を、マハラはだ まって
見送った。
「マッ ハ！
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ルビーローズは 、沈黙した後部 銃座に問い合わせ た。
「すま ねえ、姐御。一 発も当たらずに弾 切れでえ。野
郎ならいま、俺様たちを追い越そうとしてらあ。逆さ
までな」
それより、技は使わなかったのね？」

伝 声管から返事が届 く。
「逆さま？
「おうよ。野郎は こっちを見てるだ け。まだ戦いは 始
まっち ゃいねえからな 。……本気の戦い はな」
負けて ねえぞと、マハラ はくやしそうに念を 押した。
「来ましたわ」
ル ビーローズは顔を 上げた。
「……逆さまって、このことね」
オニヤンマが紅月丸を追い越してゆく。テントウム
シは弱 虫だと見くびっ て、からかってい るのか、天地
を逆にして 飛んでいる。
ちょうはつ

完全に追い抜くと、紅月丸のすぐ目の前で、オニヤ
ン マ は さ ら に 挑 発 し て きた 。 体を 軸 に して 横 に回 転
した。くるりと回って天地を戻し、背面飛行をやめた。
姿勢を正したのだから、相手をバカにしたわけでは
ないと 思えるかもしれ ないが、それはち がう。オニヤ
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ンマは、紅月丸を わざわざ自分の死 角に入れたのだ っ
た。
顔の横 に張り出したオニ ヤンマの大きな目は 、頭の
上まで続いている 。背面飛行をして いれば、後方斜 め
下の紅 月丸は目の届く 位置にある。しか し背面飛行を
やめると、自分の体が邪魔をして紅月丸は見えにくく
なる。
つ まり、オニヤンマ は行動で語って いるわけだ。ど
うせこいつはなにもできやしない、と。
ルビーローズもチャパティも、挑発には乗らなかっ
た。む しろ、オニヤン マの行動に感謝し た。おかげで
脇に抱えたミサイルを観察できる。
ミサイルは左右に一本ずつ、あわせて二本あった。
胸部側 面に張り付くよ うに装着されてい る。これなら
羽ばたいても、あまり支障はない。そのまま発射する
と大きな目のある 頭部に接触するか ら、ミサイルは 切
り離し て点火する仕組 みのようだ。
ミサイ ルを装着するため の胴巻きのようなも のと、
それを留めるベル トはあったが、ス イッチらしきも の
は見当 たらなかった。 チャパティが言っ たように、脳
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波でコントロール するものと思われ た。
「魚雷 より小さいのね 。中身はなにかし ら？
りサンダー ？」

やっぱ

「中身はわからな いです。でも、小 さいからってバ カ
にはで きないです」
ヤンマ ・ファイターの飛 行能力に影響しない よう設
計されたのか、ミ サイルは紅月丸の 魚雷よりも小さ く
て細か った。
くれない

ただし 、威力も小さいと は限らない。呪文科 学局が
遅延発動型サンダ ーを開発したとの 情報を、 紅 機 関
がつか んでいる。チャ パティは遅延発動 型バーストし
か開発できなかったが、呪文開発の専門家集団ならチ
ャパティひとりの 成果を当然上回る はず。魚雷より 小
型でも 、ミサイルのほ うが威力は上にち がいなかった。
オニヤ ンマが羽ばたいた 。
挑発しても乗ってこない弱虫をからかうのに飽きた
のか、 速度をあげて上 昇していった。
「このまま行ってほしいです」
「そうね」
「姐さ ん。ヤンマ・フ ァイターがスピー ドを上げたの
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で、おいらたちは 落とすです。どの みち、空中戦で 勝
ち目は ないです。それ に着水すれば、星 彩洞に逃げ込
あそこ はあそこで、危険 だったじゃない 」

む手も使えるようになるです」
「あら？
「それ はそうです…… 」
「まあ、いいわ。バッテリーを節約しないといけませ
んものね。ハンマ ー・アクセルは解 除しましょう」
ル ビーローズはハイ ドロハンマーの トリガーグリッ
プから手を 放した。
それを見て、チャパティはハイパーテンション・チ
ャージ ャーのスイッチ を切った。
「マッハはそのまま後方を監視して」
「おう。結局、あ れだな。アメンボ 追い払ってくれ て、
ご苦労 さんってことだ よな」
「ほんとう ね」
ルビーローズは笑った。
話 がうけたので気を よくしたのか、 伝声管の向こう
やい、お 茶っ葉。おめえの 言ってた艦隊ア リ

でマハラも 豪快に笑った。
「お？

が浮上 してきたぜ。こ いつら、実は潜っ て隠れてたん
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じゃねえのか？」
チ ャパティは首を伸 ばして、窓の外 を見た。右後方
の湖面に、黒い絨毯が漂っている。潜水して姿を消し
た艦隊アリが、ま たいかだを組んで いる。
「マッ ハの言うとおり だと思うです。さ っき潜ったの
脚の速い アメンボがすっ飛 んで逃げていき や

は、ヤンマ・ファイターから隠れたです」
「な？
がった んだから、あり んこもさぞかし、 あわてたろう
ぜ」
「おいらたちが浮 上したときに、ア メンボの大群に 襲
われた 理由もわかった です。南の湖にド ラギラが浮上
したので、向こうにいたアメンボが全部、こっちに逃
げてきたです」
「あの ムカデ野郎のせ いかよ。しかし、 なんだな。モ
ンスターはモンスターを襲わねえってのに、武装モン
スターは別だって 話はほんとだった んだな」
水 中島離脱後に話を 聞かされて、留 守番をしていた
マハラも事情は承知している。
「着水するです」
チ ャパティは操縦に 専念した。
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ジェットパック の推進力を失っ た紅月丸は、水面 効
果翼船 から水中翼船に 戻った。斜め下に 伸ばされた水
中翼が水を切って、黒いテントウムシが湖面を跳ねた。
その動きが、去ってゆくオニヤンマを刺激した。
意 地の悪い者は、自 分がそうである ように相手もま
た意地が悪いと考える。オニヤンマは、自分が弱虫を
からかったように 、今度は弱虫が自 分をからかって き
たと判 断したのかもし れない。怖い相手 が去ってゆく
ひるがえ

ので、安心した負け犬が遠吠えをしたのだと。
上昇するヤンマ・ファイターが機体を 翻 した。表
と裏を 入れ替えて、宙 返りをした。さっ きまで背中を
見せて上昇していたのに、いまは背中を見せて降下し
ている。
「ちっ 」
ルビー ローズが舌打ちし た。
「まずいです、姐 さん。急降下で高 度は速度に置き 換
わるで す。さっきと変 わらないスピード でやってくる
です」
紅月丸がまた湖面を跳ねた。ポーポイジングだ。
「今度 はやる気でしょ うね。二回目です もの」
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「このタイミング だと、潜水する前 にミサイルを撃 た
れるで す。どうするで す？」
チャパ ティは真っ赤なボ タンに指を置いてい た。押
し込めば、ハイパ ーテンション・チ ャージャーがう な
り出す 。
飛 びますわ！」

潜るか 、走るか、それと も飛ぶか。答えはひ とつ。
「もちろん！
ル ビーローズは引き 金をしぼった。 船底にぶら下げ
た大砲が水のビームを発射した。
潜水すれば安全だが、それは間に合わないとチャパ
ティは 言った。水面を 走れば電力の消費 は抑えられる
ものの、取水用のホースを引きずっているので本来の
パフォーマンスは 得られない。なら ば、飛ぶしかな い。
たとえ バッテリーが残 り少なくとも。
「了解した です！」
チャパティは赤いボタンを押し込んだ。紅月丸は再
百八十度！ 」

び、空 を飛ぶ船となっ た。
「左舷旋回 ！

ルビーローズは左方向へのＵターンを指示した。
右 にターンすると艦 隊アリがいる。 その上を通過す
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れば、艦隊アリが 浮いていても潜っ ていても、取水 用
ホース はアリに吸い付 くだろう。そうな れば、ジェッ
トパックが使えなくなって、紅月丸は着水する。艦隊
アリの真上に降り る羽目になる。
てえことは、やっちまっていいんだな！

「後部 銃座を敵機に向 けよ！」
「うおっ？
姐御！」
オ ニヤンマに後部銃 座を向けても、 もう重機関銃は
使えない。撃とうにも弾切れだ。にもかかわらず、マ
ハラをモンスター に向けるとなれば 、攻撃手段は決 ま
ってい る。

ズバ ッとかっこい

「バッテリーがレッドゾーンに入る前に、決着をつけ
ますわ！」
いつもの調子で！」

「それ じゃ盛り上がら ねえって！
いやつで！

緊急事態だというのに、伝声管の向こうでおねだり
が始ま った。
「いいから、やっちまいなっ！」
紅い薔薇の女が怒鳴りあげた。
「おっ しゃあーっ！」
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マハラは拳を握 ると指を鳴らし た。待ちに待った 、
男の仕 事だ。
急降下 したヤンマ・ファ イターは、紅月丸よ りも低
く飛んで接近して くる。実は、トン ボも経験的に不 思
議な効 果を知っており 、地面や水面の近 くを飛ぶこと
で日常的に活用しているのだった。
そのトンボが水面効果を捨てた。羽ばたいて上昇す
ると、 紅月丸と高度を 合わせた。それか ら、また羽ば
たいて上昇 した。
脇に抱えたミサイルの片方が切り離された。六本あ
る脚は 、飛行の妨げと ならないように折 りたたまれて
いる。ミサイルを撃つのに、スイッチを押すような動
作はなかった。や はり脳波コントロ ールだ。
切 り離されたミサイ ルが点火した。 ジェット噴射で
いど

紅月丸に挑 んでくる。
マハラは不敵に笑いながら、胸の前で両腕をクロス
させた 。×印を作って 、勢いよく振り下 ろした。
「マッハ・ ハンマー！」
短い柄のハンマーが出現した。柄はただの飾りで意
味など なかった。誰か が手に持つわけで はないし、持
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つには大きすぎる 。
出 現した巨大ハンマ ーはロケット噴 射で飛んでいっ
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 。リヴリーた
ちが使うふつうのハンマーは上から相手をぶっ叩く技
だが、マッハ・ハ ンマーはロケット 噴射でぶっ飛ん で
ゆく。
せま

むか

マハラ は、敵ミサイルを ロケット弾で迎え撃 った。
迫るミサイル。迎えるロケット。ミサイルが細いの
に対し 、ハンマーのロ ケットはバカでか い。的を外す
ことなく、迎撃できるはずだった。
「なにぃーっ！」
だ が、失敗した。
羽ばた いて加速したオニ ヤンマが降下し、ミ サイル
に追いついた。ジ ェット噴射で飛ぶ ミサイルを六本 の
脚で捕 まえると、水面 すれすれまで高度 を下げて、マ
ッハ・ハンマーをかいくぐった。
そして紅月丸と同じ高さにまで上昇すると、捕らえ
たミサ イルをリリース した。もちろん、 紅月丸に向け
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て。
「かわ せーっ！」
マハラ が叫んだ。
「曲がれーっ！」
事 情を説明する暇は なかった。ただ 、単語だけを口
にした。
口だけでなく、手も動かした。まっすぐ伸ばした右
腕に左 手を添えて、マ ハラはマシンガン ・スリングを
放った。
スリングの呪文は構造がシンプルで、改良しやすか
った。 おまけに霊力の 消費も少ない。そ のため、強化
した専用攻撃技がいくつも開発された。
一番使われているのはショットガン・スリングだっ
た。散 弾投石だ。とり あえず敵に向けて 放てば、狙わ
なくても散弾の一粒くらいは当たってくれる。その一
粒でモンスターの 動きは止まるから 、とても重宝す る。
リヴリ ーアイランドを 守る防衛隊では、 標準装備とし
て全員が会得しているほどだ。
ルビーローズはスリング強化技に、好んでトライデ
ント・ スリングを使っ た。大きめのつぶ てを一度に三
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発も撃ち込むのが 性に合っているの だろう。しかも 、
たぐい まれな戦闘セン スを発揮して、二 丁拳銃のよう
に両手で同時に操ってみせた。
派手好みのマハラは、速射が魅力のマシンガン・ス
リング がお気に入りだ った。撃ち出され るつぶては小
粒だが、呪文を一度念じるだけで霊力の続く限り弾が
飛ぶ。連発の効か ないマッハ・ハン マーを補完する の
に最適 だった。
マハラ の叫び声に反応し たチャパティが操縦 桿を倒
して、ミサイルは それた。
マ シンガン・スリン グも命中した。 つぶては小粒な
ので弾かれてしまったが、ミサイルの軌道を狂わせる
くらいの効果はあ った。
ヤ ンマ・ファイター は上昇に転じた 。マハラが、ミ
サイル迎撃からオニヤンマ迎撃に切り替える寸前とい
う絶妙のタイミン グで離脱し、急上 昇した。
きりも

天 に向かって飛翔す るオニヤンマを 、マハラは下か
ら銃火で追った。しかし、ヤンマ・ファイターは錐揉

みするように機体 を回転させつつ、 一ヶ所にとどま ら
ない飛 び方をして、マ シンガン・スリン グによる対空
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砲火をすべてかわ した。
「野郎 、味なまねをし やがる……！」
どう なっているの！」

マハラ は太い声でうなっ た。
「マッハ！
伝 声管の向こうでル ビーローズがや きもきしている。
無理もない。敵機のミサイル攻撃は、あわや直撃とい
うところだった。
「くや しいぜ、姐御。 野郎には一発も当 たりゃしねえ。
ＬＩＰＳがありゃ百発百中なのによ」
リヴリーアイランドでモンスターを攻撃するのに、
狙いを つける必要はな い。攻撃呪文に相 手の名前か種
名をセットにすることで、必中する。
狙わなくても当たるのは、ＬＩＰＳがあるからだ。
リ ヴリーアイランド ・ポジショニン グ・システムは、
リヴリーたちがテレポートするための座標空間識別シ
ステムだが、機能 はほかにもある。 技を使うのに必 要
な霊力 を供給してくれ るし、技を使う相 手まで特定し
てくれる。
パークに居座るモンスターであれば、無害なベビー
グリフ ォンでさえ名前 をつけて管理され ている。居座
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らなくても、リヴ リーアイランドに 侵入した時点で 種
名管理 がなされる。
だから 、呪文を念じるだ けで目をつぶってい ても命
中する。ＬＩＰＳ が当ててくれるわ けだが、管理区 域
外では そうはいかない 。しっかり自分で 狙わないと当
たらないし、狙ってもかわされてしまえばそれでおし
まい。
ロ ケット噴射で飛ん でいくマッハ・ ハンマーも、速
射が魅力のマシンガン・スリングも、当たらなければ
意味などなかった 。大事な霊力を無 駄に消耗したこ と
になる 。
「ミサイルはどうして落とせなかったの？」
「それなんだがな 。あの野郎、発射 したミサイルを 脚
でひっ つかんで、俺様 のマッハ・ハンマ ーをかいくぐ
つかん だの？」

りやがった 」
「脚で？

「おう よ。でもな、次 はやらせねえぜ。 しっかり引き
つけてから、ぶっ飛ばしてやらあ」
オニヤンマは上空を背面飛行で後退してゆく。少し
ずつ、 降下もしている 。宙返りをして、 もう一度、紅
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月丸の後尾につこ うとしている。
実 は、追われること を想定して設計 された紅月丸は、
船尾の守りが堅い。後部銃座に重機関銃を据え付けて
いるのを見てもわ かるように、後ろ から攻められる の
は望む ところだ。水中 大砲でさえ、ふだ んは後ろに向
けて格納さ れる。
こうはい

オニヤンマにはそれがわからないようで、空中戦の
いしん

セオリ ーどおり、後背 から攻めてくる。 それとも、空
こんたん

の王者の威信にかけて、相手のストロングポイントを
叩きつぶそうとの 魂胆だろうか。
「降り てきたぜえ」
オニヤ ンマが宙返りを終 えた。大きなループ で、紅
月丸のかなり後方 につけた。低く飛 んで水面効果を 利
用して いる。
ところ が、そこから前に は出てこなかった。 ヤンマ
・ファイターは追 撃ではなく、追尾 の態勢に入った 。
「姐さ ん……」
チャパ ティは長い鼻でバ ッテリーの残量計を 指した。
扇形のアナログメーターに警告灯が点いている。本
当は白 い表示板が、警 告灯に染められて オレンジ色に
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なっている。
「マッハ。バッテリーがレッドゾーンに入りました
わ」
ルビーローズは伝声管に呼びかけた。
「んな こと言われても よ。野郎が近づい てこねえんじ
ゃ、どうし ようもねえぜ？ 」
「このままだと、 おいらたち帰投で きなくなるです 」

こがん

「おいおい、バッテリー切れが狙いじゃねえだろう
な？」

陸に揚げちま おうっ

あ

「それはないです 。たぶん、湖岸に 追い込むのが狙 い
だと思 うです」
「岸に追い込んでどうするよ？
てえのか？」
「湖岸 に追い込まれた ら、左右のどちら かに曲がるし
かないです。片側を陸でふさがれて、動きが制限され
るです。なので、 そこを仕留めにく ると思うです。 ミ
サイル があと一本にな ったので、慎重に やるつもりで
す。それと、おいらたちが水上でしか動けないことを
見破ったです」
「けっ 。トンボのくせ に生意気な野郎で い。だったら、
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逃げるのはやめだ 。こっちから仕掛 けようぜ。なあ 、
姐御？ 」
「そうね。打って出るしか、ありませんわね」
ルビーローズはチャパティを見た。
チ ャパティはだまっ てうなずいた。 逃げ続けたとこ
ろで、終わりはじきに訪れる。湖岸に追い込まれなく
ても、バッテリー があがる。電池の 切れた鋼鉄のモ ン
打つ手はいくらでもあるけどよ、

スター は、もうモンス ターではない。た だの鉄くずだ。
「で、どう やるよ？
あの野郎はすばし っこくていけねえ 」
後 部銃座のマハラは 、足を伸ばして 爪先で爆雷をつ
ついた。重機関銃の三脚には爆雷の投下装置がある。
遅延発動型バース トの詰まった二個 の樽が、出番を 待
ってい る。
「魚雷を使 いますわ」
伝声管からあっさりと答えが返ってきた。
「その 手があったか… …って、おい！」

野郎は空を

腕章に 手を当てて、なに かを確かめていたマ ハラの
動きが止まった。
「トン ボに魚雷撃って どうするんでえ！
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水圧で発射 できる魚雷がまだ 一本残ってい

飛んでるんだぜ！ 」
「あら ？
ますわよ？ 」
増設した二基の魚雷ランチャーの片方は、発射管後
部を閉 鎖してある。デ コイ・シロップ用 の水圧ピスト
ンを利用して魚雷を射出できるよう、メタルホースを
つなげてある。二 連装のうち一本は 水中島潜入時に 使
用した が、離脱時に使 ったのはもう片方 のランチャー

空中 じゃ魚雷は走

に積んだ魚雷なので、水圧射出式はまだ一本残ってい
る。
「そう いう問題じゃね えっての！
らねえんだ っつーの！」
マハラはひとりでむきになっている。
「どう かしてるぜ、姐 御。……やい、お 茶っ葉。だま
ってねえで、おめえもなんか言え」
「おいら、わかっ たです。水圧で魚 雷を飛ばして、 オ
ニヤン マに拾わせる作 戦です。きのう、 ゲンゴロウに
やったのとおんなじです。さっきオニヤンマは、ミサ
イルを脚で捕まえ たそうなので、成 功する確率は高 い
と思う です」
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「さすがね、チャ ッパは」
ル ビーローズはチャ パティだけをほ めた。
「とんでもないです。空中魚雷なんて思いつく、姐さ
んのほうがさすが です」
チ ャパティもちゃっ かりとほめ返し た。

かや

操縦室 のふたりは、なか よしこよしだ。
「げえ……」
後 部銃座のマハラは 蚊帳の外。
「エアリフ ト！」
「はいです！」
ル ビーローズ一味は 方針を変更した 。
逃げな がら迎撃するので はなく、待ち構えて 襲撃す
るのだ。
鞘 翅のシュラウド・ リングが上を向 いた。プロペラ
が、ヘリコプターのメインローターのように回転した。
上向きの揚力を発 生させて紅月丸を 引っ張り上げる の
だが、 残念ながら、船 体を宙に浮かせる ほどの揚力は
発生しなかった。なにより、バランスが悪い。
広げた鞘翅は前に迫り出している。中心よりも頭側
にプロ ペラがあるわけ で、そのままでは 船体は尻下が
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りとなり、後部銃 座のマハラが水中 に沈んでしまう 。
し かし、いまの紅月 丸にはジェット パックがあった。
臨時に搭載されたウォータージェット推進器が力を貸
してくれる。
シ ュラウド・リング が動くのと同時 に、船底の大砲
も動いた。
砲身が湖面に落ちた。船体を持ち上げながら前進す
ふかく

るため に、砲身は後方 斜め下を向いてい た。それが水
中に沈められて、最大俯角となった。長い砲身が下を
向き、紅月丸にブ レーキがかかった 。前進する力は な
くなっ たが、代わりに 上昇する力が生ま れた。
前には 進まなくなり、ブ レーキもかかって、 紅月丸
だせい

は水面効果を失っ た。惰性で前進し ているのだから 、
水平翼 が生み出す揚力 は知れている。け れども、紅月
丸は空中で 持ちこたえた。
二枚のプロペラと、一本のハンマー・アクセルがあ
れば、 重い船体も宙に 浮く。
紅月丸 はスピードを落と しながらも、上昇を 始めた。
ホースを残して、 見る見る水面から 遠ざかってゆく 。
下に向 けられたハイド ロハンマーが、水 のビームを湖
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面に撃ち込んでい る。
不 思議なもので、噴 水が紅月丸を高 く押し上げたよ
うに見えた 。
空中浮揚した紅月丸の砲塔が回った。砲身は最大俯
角だっ たが、真下より もやや後ろ向きだ った。砲塔が
回転したことで、それがやや前向きに変わった。砲身
の筒先から噴き出 す水が、後方斜め 上に力を向けた 。
紅月丸 の重い後部が持 ち上がった。傾い ていた船尾が
水平に戻っ た。
ハンマー・アクセルは逆噴射ともいえる状態になっ
たから 、船足はさらに 落ちた。そして、 ついには止ま
ってしまい 、後退を始めた 。
宙に浮かんでも、ホバリングはできなかった。空中
の一点 に静止するのは 至難の業だった。
垂直方 向に安定させるこ とはできた。仮に上 昇し続
けたとしても、取 水用ホースの長さ が限界高度とな る。
安 定しないのは水平 方向だった。そ もそも紅月丸は
潜水艇だ。ヘリコプターとして運用することを想定し
た設計ではないた め、空中浮揚時の バランスは考慮 さ
れてい ない。胸部にあ るハイドロハンマ ーで船尾を持
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ち上げるには、後 方斜め上に向かう 力が必要だった 。
つまり 、水は前方斜め 下に噴き出す。
宙に浮 かぶ船は微速で後 進し続ける運命にあ った。
プロペラの角度や出力を調整すれば、斜め方向の力
を打ち 消してホバリン グは可能になるの かもしれない。
だが、そんな機構は開発していない。ジェットパック
は試験用のプロト タイプだ。あくま でも臨時に搭載 し
ている 。
腕一本 でホバリングに挑 戦する余裕もない。 空の王
者にミサイルで狙 われている。
い まはとにかく。宙 に浮いてくれれ ばそれでよかっ
た。
紅月丸は敵機に向かって、ゆっくりと後退した。
「これ で俺様が先頭よ 」
腕組み をした能天気な男 が、天下でも取った かのよ
うにふんぞり返っ た。
離 れて追尾してきた ヤンマ・ファイ ターとの距離は
すっかり縮 まった。
すぐにも勝負が始まる。
宙 に浮かぶ潜水艇の 空中魚雷が勝つ のか。
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それとも空の王 者のミサイルが 勝つのか。
たく

「マッ ハ。あなたに全 部、任せますわ」
ルビー ローズはマハラに 託した。操縦室から はなに
も見えない。マハ ラだけが頼りだ。
「敵機 を落とせたなら 、それでよし。だ めでも、オニ
ヤンマが追い越してくれれば魚雷を拾わせますわ」
狙いは空中魚雷だった。オニヤンマが紅月丸を追い
越す瞬 間に、水圧で魚 雷を射出する。オ ニヤンマを狙
って撃つことはできないが、トンボには空中で獲物を
捕らえる習性があ る。自分で撃った ミサイルは拾っ て
いるの だから、動きに 慣れもあるだろう 。それに魚雷
を拾わせる作戦なら、すでにゲンゴロウ相手に成功し
ている。今度もう まくいく可能性は 高い。
「俺様 が仕留めちまっ てもいいんだよな 、姐御？」
「もちろん ですわ」
ヤンマ・ファイターが水面効果を捨てた。ターゲッ
トであ る紅月丸と高度 を合わせようとし て、上昇に移
った。
「ならよ、船を上 下に動かすぜ？」
「好き になさい。この 勝負、マッハのマ ハラが仕切り
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ます」
「そう こなくちゃな。 ってなわけで、降 下ーっ！」
おとろ

マハラ は気持ちよさそう に号令した。
ハ ン マ ー ・ アク セ ル の 勢い が 衰 え て 、 紅月 丸 が 落
下した 。
上昇し たヤンマ・ファイ ターは高度を修正し ようと、
紅月丸を追って降 下してきた。
「やっ ぱりな。てめえ のくせはわかった ぜ。高さを合
わせて狙いをつけたら上昇し、少し上からミサイルを
切り離すって戦法 でえ」
独 り言のようで、独 り言ではなかっ た。伝声管を通
じて仲間たちに聞かせている。
「上昇ーっ！」
ヤ ンマ・ファイター と高度がそろう 瞬間を見計らっ
て、マハラ は叫んだ。
ハンマー・アクセルが勢いを盛り返し、紅月丸は一
転して 上昇した。
敵機は ミサイルを発射し なかった。もう一度 、高度
を合わせようとし ている。なにひと つ攻撃しないま ま、
ただ接 近してくる。
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ちょうどいい的 だった。
「マッ ハ・ハンマー！ 」
珍しく 読み勝ったマハラ が先手を取った。
しっかり引きつけてから、ロケット噴射の巨大ハン
マーで ぶっ飛ばしにか かった。
それで も、マッハ・ハン マーはかわされてし まった。
相手はさすがに、 空の王者だった。
オ ニヤンマは羽ばた いて急上昇した 。ただし、王者
も余裕はなかったらしく、飛行はやめていた。しっぽ
のように長い腹部 を曲げてたらした 状態で、オニヤ ン
マは垂 直移動した。マ ッハ・ハンマーを かわし、羽ば
たきながらホバリングした。羽を巧みに操って、空中
でぴたりと静止し ている。
い まだ、姐御！」

オ ニヤンマは戦闘ヘ リになった。
「ホバリン グしやがった！
「チャッパ！」
「はい です！」
紅月丸 が反転した。
上を向いて寝ていたシュラウド・リングが起きた。
それぞ れ別方向に回転 して、片方のプロ ペラで前進、
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もう片方のプロペ ラで後進し、紅月 丸は瞬時にター ン
した。
「拾いなっ ！」
空中で魚雷が発射された。
デ コイ・シロップの 水圧ピストンが 、シロップの代
わりに詰められた水を押し出した。加圧送水用のフレ
キシブル・メタル ホースに圧力がか かった。曲がり く
せん

ねった 金属の大蛇が身 をよじらせた。圧 力のかかった
水は魚雷発射管に到達し、栓をしている魚雷を吹き飛
ばした。
魚 雷ランチャーから 空中魚雷が飛び 出した。
だが。
結果は無残だった。オニヤンマはよけもせず、拾い
もしな かった。空中魚 雷はなにもない空 間に放り出さ

たいひ

れて、力なく落ちていった。ゴミを捨てたのと変わら
なかった。
当 然といえば、当然 の結果だった。
マッハ ・ハンマーが飛ん で、オニヤンマは上 に退避
した。
反 転するためにシュ ラウド・リング を起こした紅月
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丸は、その分だけ 下に落ちた。
空 中で静止すること もできないのだ から、魚雷を敵
には向けられない。ただ射出するだけ。
もっともルビーローズは、初めから当てる気はなか
った。 拾わせるのが狙 いだった。
とはい え、戦闘相手が飛 ばしてきた物を受け 止める
バカはいない。愚 か者では大空に君 臨できない。ゲ ン
ゴロウ も、飛んできた 魚雷にかぶりつい たわけではな
い。遅延発動型バーストが水中を漂ってもなにも起こ
らないのを確認し てから、警戒を解 いている。
ル ビーローズは魚雷 の発射方向と、 オニヤンマの飛
行方向をシンクロさせるつもりだった。魚雷とオニヤ
ンマが同じ方向に 飛べば、相対的な 速度はゼロに近 づ
く。オ ニヤンマからは 魚雷が止まって見 えるだろう。
それなら、習性にしたがって魚雷を捕まえると、ルビ
ーローズは読んだ のだった。
だ から、マハラに言 った。オニヤン マが追い越して
くれれば魚雷を拾わせる、と。
考えは正しく伝わらなかったようだ。それともマハ
ラは、 戦闘機が戦闘ヘ リに変わってあわ てたか。
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勝負はマハラに 託されている。 いまだと言われて 、
本当に いまかと問い返 す暇などない。勝 機は一瞬なの
だから。
マハラのボーンヘッドで魚雷は無駄になった。骨の
頭でボ ーンヘッド。中 身は詰まっていな い。
しっせき

けれど も、ルビーローズ は叱責しなかった。 マハラ
に任せたのは自分 であり、紅月丸の ターンを指示し た
のも自 分であり、魚雷 は自分で撃ってい る。少なくと
も、撃たなければ魚雷は無駄にならなかった。
なによりも、当たるかどうかは運次第で、拾うかど
うかは 相手次第の作戦 である。自らの努 力で結果を左
右できないのだから、責を負うのは作戦を立案した自
分しかいない。
落 ちてゆく魚雷が割 れた。時限信管 が作動して、黒
い玉の入った紐状の粘液が宙を舞った。遅延発動型バ
ーストだ。このタ イミングでオニヤ ンマが拾ってく れ
ると最 高なのだが、事 態は最悪の展開と なった。
捨てら れたゴミには見向 きもせずに、戦闘ヘ リはミ
サイルを切り離し た。
「ちぃ っ！」
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「撃ったです！」
操 縦室のふたりが同 時に叫んだ。
ルビー ローズはトリガー から指を放した。ハ ンマー
・アクセルの出力 をゼロにした。
チ ャパティはスロッ トルレバーを手 前まで引いた。
プロペラの出力をゼロにした。
ふたりは話し合わなかった。アイコンタクトもなか
った。 それぞれが別々 に、同じ目的で操 作をした。
ミサイ ルをかわす最善の 策は落下だった。上 がるに
は重力に逆らわね ばならないが、落 ちる分には重力 が
助けて くれる。
切り離 されたミサイルが 落ちてくる。
紅月丸も落ちてゆく。船体は重いのに、落下速度は
もどか しいくらいに遅 かった。
ミサイ ルが点火した。ル ビーローズは直感し た。こ
のミサイルは当たる――と。
「だめ です！」
チャパ ティが弱音を吐い た。いや、未来を冷 静に予
測した。
武 器はなかった。
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魚雷ランチャー には、雷速が最 速のジェット魚雷 が
残って いる。しかし自 走式なので水中で ないと発射で
きないし、発射したところでミサイルを撃ち落として
くれるわけでもな い。
テ ントウムシの口の 中に仕込んであ る魚雷も同様だ。
撃っても役には立たない上に、撃つ前には魚雷発射口
を開かねばならな い。そんな余裕が あるわけもない 。
ハ イドロハンマーな ら下を向いてい る。ジェットパ
ックのために配管を付け替えたので、どのみち水の大
砲は撃てやしない 。
い まさらルビーロー ズがハッチに向 かっても手遅れ。
目の前 のミサイルに対し て、打つ手はなかっ た。
命中するのを、ただ見つめるだけだった。
し かも、船内には異 音が響いている 。なにかで叩か

そうしゃ

れる音がする。振動もある。音がするたびに船体がふ
るえる。
戦 闘ヘリの機銃掃射 でも食らってい るような感じだ
ったが、オニヤンマは空中でじっとしている。
音と振動は船体を駆け下りてきた。
最 後にドスンと、操 縦室の真上で踏 み切った。
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ルビーローズは 天井を見た。音 の正体はもうわか っ
ていた 。
「マッハ・ ミサイル！」
巨漢のシマオーガが空を飛んだ。
マ ッハ・ミサイルな どという技は存 在しなかった。
マハラ は後部銃座から船 体に飛び移り、テン トウム
シの体を駆け上が り駆け下りて、ジ ャンプしたのだ っ
た。
言わば 、肉弾ミサイルだ 。
体は呪文で大きくした。自分で自分を発射したあと
も、呪 文を念じて成長 を続けている。
おそら く本人は、かっこ いいミサイルのつも りでい
るのだろう。手足 を伸ばしている。 たぶん、丸太に 近
い自分 の体型は忘れて しまったにちがい ない。
かわい そうだが、現実は イメージにほど遠か った。
マハラは顔を上げていた。頭が起きて、胸が反って
いる。 両腕も両足も、 力を入れて伸ばし たせいか開い
ている。ミサイルなら姿勢はまっすぐにしてほしいも
のだが、マハラの は×印だ。
し かし、そんなこと はどうでもよか った。目的は敵
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ミサイルの迎撃に ある。
飛 んできたミサイル を、マハラは両 手でがっしりと
つかんだ。上から押さえつけて体重を預け、ミサイル
をそらせようとし た。
ミ サイルが少しばか り下を向いた。 間が悪いことに、
紅月丸は落 下中だった。
「げえ……」
操 縦室にはぎりぎり 当たらないはず のミサイルが、
くず

操縦室直撃コースに変わった。
こっけい

さらにマハラは、体勢を崩した。決死の行動にもか
かわら ず、滑稽な姿を 仲間に見せる羽目 になった。つ
かまれてもミサイルは突き進む。空中では踏ん張りよ
うもないから、マ ハラの体はひっく り返ってしまっ た。
た とえば、上から落 ちてきた鉄骨を 空中でキャッチ
したとする。鉄骨はそのまま落ちてゆくから、つかん
だままだと手を引 っ張られて、上半 身を下に持って い
かれる 。それでも鉄骨 を放さないでいる と、上半身は
下半身を道連れにして落ちてゆく。つかんだときは鉄
骨が胸の前にあっ ても、落ちてゆく ときは鉄骨が背 中
の後ろ にある。天地が 逆になり、体がひ っくり返るの
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で、そうなる。
マ ハラはひっくり返 った。上からミ サイルを押さえ
つけたはずなのに、気がつけば、ミサイルをつかんだ
まま仰向けになっ ている。しかもミ サイルは、仰向 け
になっ た体の下にある 。これではなにも できない。
マッハ ・ミサイルは、え びぞりマッハ・ミサ イルに
進化した。
で も、役には立って いなかった。
「おりゃあ っ！」
マハラは下半身を頭の上に運んだ。マット運動の後
ろ回り の要領で、ひっ くり返った体を元 に戻した。
「どっせい ！」
ミサイルが紅月丸に着弾するよりも先に、マハラの
両足が 船体に着地した 。
「ぬうんっ ！」
こんしん

足場ができた。踏ん張りが効くようになった。
マ ハラは渾身の力で ミサイルに対抗 した。紅月丸に
命中させるわけにはいかない。
つかんだミサイルを押して止め、押して下げる。下
げるの は、船体の下を 通過させるためだ 。止めるのは、
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下げるための時間 稼ぎ。
「んが ぁーっ！」
うなっ た。
全身の筋肉が盛り上がって硬くなった。
持 ち前の怪力を発揮 して、マハラは ミサイルに押し
勝った。
「ぷっ」
力 みすぎて、おなら が出た。
船内に 聞こえるはずはな いのだが、操縦室か らはマ
ハラのおしりが丸 見えだ。恥ずかし くて、思わず力 が
抜けた 。
ミサイ ルがマハラに押し 勝った。
マハラは船底を走った。両足で紅月丸を蹴り、両手
でミサ イルにつかまり 、逆さまになった 状態で船底を
駆け抜けた 。
そして最後にドスンと、船尾で踏み切った。
．お
．っ
．た
．けれども、マハラは敵ミサイル
ち ょっぴりに
の迎撃に成 功したのだった 。
「…………」
「…… ……」
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操縦室の時間が 止まった。
ル ビーローズもチャ パティも、思考 が停止した。
船体を 駆け下りてミサイ ルをひっつかみ、つ かんだ
ミサイルを持った まま、今度は船底 を走り抜ける。 そ
らちがい

んな防 御方法は想像の 埒外だった。なに が起きたかわ
かっていても、脳が理解することを拒んだ。常識で考
えて、ありえない 。
マ ハラは空中の紅月 丸をほぼ一周し ている。技も使
わずに、ぶっつけ本番で成功している。命中を覚悟し
たミサイルは、確 かにそれた。肉弾 ミサイルと化し た
マハラ が体を張って阻 止した。
目の前 で実際に起きたこ となのに、とても信 じられ
ない光景だった。
「…… あのバカっ！」
ルビー ローズは我に返っ た。
ほめ言葉は出なかった。バカとしか言いようがない。
マ ハラは責任を取っ たのかもしれな い。撃つべきで
はないタイミングで魚雷を撃たせてしまい、無防備の
船首を敵にさらし て、ミサイルで攻 撃された責任を 。
そ れとも、なにも考 えていなかった のだろうか。な
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にしろ、考える前 に動く男だ。動い てから考えるの な
らまだ しも、動いた後 でもやっぱり考え なかったりす
る男だ。
マハラは飛行呪文を持っていない。紅月丸は空中に
あり、 湖上にいる。外 に出れば、湖に落 ちる。怪物密
林のど真ん中にある、モンスターだらけの湖に落っこ
ちるのだ。ゲンゴ ロウがいる。アメ ンボがいる。タ ガ
そうくつ

メもい れば、ミズカマ キリだっている。 湖は水棲モン
スターの巣窟だ。アリでさえ、群れでいかだを組んで
狩りをしている。
武 装モンスターのオ ニヤンマがいる から、ほかのモ
ンスターは逃げていった。それを考慮したのだとして
も、あまりに無謀 だった。
し かし、マハラは行 動した。
仲間を 守る。ただ、その ために。
「チャッパ！」
ル ビーローズはあわ ただしく席を立 った。
「おいらひとりで操縦するです！」
チャパティは先に答えた。
操 縦なら、すでに始 めている。紅月 丸が墜落しない
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ように落下を止め なければならない 。それでいて、 ル
ジー

ビーロ ーズが移動でき るようにしなけれ ばならない。
急上昇したのでは、Ｇがきつくて走れない。
「お願いねっ」
ル ビーローズは船尾 に向かって駆け だした。
砲塔格 納庫を回り込み、 通路に出た。水密ゲ ートは
開いたまま。後部 銃座も外に出たま ま。ホースが転 が
ってい ても、通路は走 りやすかった。ル ビーローズは
全速力で突っ走って、水密ゲートからダイブした。
美しいフォームだった。
全 身がまっすぐに伸 びている。両脚 はぴたりと合わ
さって、一本になっている。もともとスタイルがいい
だけに、ローズ・ ミサイルとでも命 名したくなるよ う
な、き れいな空中姿勢 だった。
眼下に マハラがいた。落 ちながら飛んでいっ たと見
えて、少し距離が ある。
体 はさらに巨大にな っていた。大き く重くなった体
を活かして、空中で上下を入れ替えたようだ。片手で
握ったミサイルを 、マハラは槍投げ のように放った 。
し ぶきが上がった。 マハラが派手に 落ちた。足から
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落ちて、水の中に 沈んでいった。
ミ サイルはあさって の方向に飛んで いった。もう警
戒の必要はない。警戒すべき相手はほかにいる。
ルビーローズは空中でクイックターンの動作に入っ
た。
マット 運動の前回りとは 動きが全然ちがう。 体を丸
めたりしない。上 半身はまっすぐの まま、折りたた む。
頭が真 下に来ると、後 ろが見える。オニ ヤンマがマハ
ラを狙って飛んでいくのを、ルビーローズは確認した。
たたんだ上半身が下半身にくっつく前に、脚が持ち
上がる 。上半身はひっ くり返ったので、 ルビーローズ
は真上を向いている。水泳をするときは、真上を向い
た状態を水中でキ ープする。水面か ら持ち上がった 脚
は膝を 曲げて着水し、 壁を蹴る。
しかし 、いまは泳いでい るわけではないから 、ルビ
ーローズはそのま まくるりと一回転 して上体を起こ し
た。空 中にいるので、 クイックターンと いうよりも高
飛び込みの前方回転技に近い。
わざわざ縦に回転したのは、それが得意な動作だっ
たから にすぎない。後 ろを見て、そこに オニヤンマが
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いたとしても、得 意な動作ならあわ てずに対処でき る。
オ ニヤンマは落ちて いったマハラを 狙って動き出し
ていた。獲物が水没した場所に急行しようとしている。
「ローズ・ストー ム！」
ル ビーローズはいき なり大技を繰り 出した。当たっ
ても、当たらなくても、オニヤンマの注意を引きつけ
ることができる。
オ ニヤンマは危険を 察知して回避し た。後退しつつ
上昇し、後方斜め上に移動した。大きく避けたことで、
吹き荒れる竜巻に は呑まれなかった 。マッハ・ハン マ
ーをか わした空戦能力 は本物だった。
オニヤ ンマは戦闘ヘリと なってホバリングし た。向
きを変えて、新た な獲物を見つめた 。
ル ビーローズも竜巻 防壁を使って空 中に静止した。
両者は ともに動かず、に らみあった。
ルビーローズは人気者だ。パキケフーズの管理リヴ
した

として 、絶大な人気を 誇っている。慈悲 深くてやさし
いから、聖母と呼ばれて慕われている。
しかし。
「この 虫けらがっ」
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モンスターに呼 びかけたその口 調に、聖母の面影 は
なかっ た。
「てめえの相手は、このあたいがしてやるさ！」
わたくし、ではなかった。あたい、だった。
「ぶっ つぶしてやるか ら、覚悟しなっ！ 」
ルビー ローズが前に出た 。
オニヤンマも羽ばたいて、空中を突進した。
博 打とケンカが得意 な、伝説の女博 徒。
紅い薔 薇の女と、オニヤ ンマとの、空中戦が 始まっ
た。
圧 倒的に有利なのは オニヤンマだっ た。なんと言っ
ても、空の王者だ。それもただのモンスターではなく
て、武装モンスタ ーだ。ミサイルは 使い切ってしま っ
たが、 そもそもトンボ はミサイルなど抱 えていないの
おおあご

だから、なくても問題はなかった。空中を自在に飛び
回って獲物を捕ら え、大顎で咬み裂 けばいい。
ル ビーローズには竜 巻防壁があった 。飛行呪文では
ないからすばやく動けないものの、モンスターと接触
するだけで自動的 に攻撃することが できる。
戦 いは、間合いの取 り合いとなった 。
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ルビーローズは 徹底して間合い を詰めた。触れた ら
ぶっ飛 ばせるのだから 、逃げる必要はな い。間合いは
ゼロが望ましい。ルビーローズはぶつかりにいった。
オニヤンマは接触を避け、距離を保った。近づけば
技を食 らうと、本能で 理解したようだ。 優れた空戦能
力を駆使して、時にルビーローズの背後に回り込み、
時に頭上を押さえ ようとした。
竜 巻防壁は上下に弱 点があった。風 はまわりを横に
吹いているのであって、縦には吹いていない。それを
見抜いたオニヤン マは、背面飛行で 下からルビーロ ー
ズを捕 まえようとした 。トンボの脚は胸 部の下側にあ
るから、上のものを捕まえるときは逆さになるしかな
い。
弱 点を突かれたとき のルビーローズ の対処は二通り
あった。
ひとつは、竜巻の向きを変えること。横回転を縦回
転にす れば、上下の弱 点はなくなる。そ の代わり、今
度は左右に弱点ができるわけで、オニヤンマはそこを
突いてきた。そう するとルビーロー ズはまた回転の 向
きを変 え、互いに空中 をくるくると回り あうことにな
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った。
も うひとつは最強の 防御方法だ。す なわち、攻撃で
せ いしゃ

ある。ルビーローズはトライデント・スリングを使っ
た。大きめのつぶ てを一度に三発も 斉射する専用攻 撃
さん さ

技「三 叉投石」だ。マ ッハ・ハンマーも ローズ・スト
ームもかわすほどの相手に、トライデント・スリング
にくはく

は通じなかった。 肉迫するオニヤン マを下がらせる 効
かゆ

果はあ ったが、ルビー ローズはぶつかり たいのだから
痛し痒しだ った。
オニヤンマはオニヤンマで、動きにフェイントを織
り交ぜ てきた。頭を押 さえると見せかけ て空中をスピ
ンターンし、フェイントに釣られたルビーローズが竜
巻防壁を縦回転に したところを、弱 点の横から襲い か
かった 。それに対し、 ルビーローズは殴 りつけるよう
にトライデント・スリングを放って応戦。オニヤンマ
は後方斜め下にス ウェーバックして かわした。
オ ニヤンマは何度と なくフェイント を成功させたが、
ルビーローズが仕掛けたフェイントには一度も引っか
からなかった。竜 巻防壁には絶対に 触れないし、ト ラ
イデン ト・スリングは かすらせもしない 。空を飛ぶ目
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玉の怪物の、本領 を発揮した。よく 見て、よく飛ぶ 。
一 発も当たらなくて くやしいとマハ ラが漏らした言
葉を、ルビーローズは思い出した。
そのマハラが水面に浮かび上がったのが見えた。高
所から 飛び降りただけ あって、よほど深 くまで沈み込
んだのだろう。泳ぎは下手だから、浮上するのもたい
へんだったにちが いない。
と もあれ、無事な姿 を見てルビーロ ーズは安心した。
武装モンスターがいるせいで水面のモンスターは姿を
きゆう

消したが、水中は どうだかわからな い。もしかした ら
と心配 していたのだが 、それは杞憂に終 わった。
浮上し たマハラは紅月丸 を探して空中戦に気 づき、
拳を突き上げて応 援を始めた。
そ れどころか、もっ と近くで声援を 送ろうと、マハ
ラは泳ぎ始めた。下手くそなバタ足で水面を蹴りつけ
おと り

ている。太鼓を叩 くような音が空ま で響いてくる。 わ
ざ と 囮 に な ろ う と し て いる の か、 そ れ とも モ ンス タ
ーを招き寄せる危険に気づいていないのか、判断に苦
しむところだ。
い ずれにせよ、近寄 られるのは困っ た。オニヤンマ
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撃退作戦に支障が 出る。マハラが邪 魔をする前に、 ル
ビーロ ーズは仕掛ける ことにした。
竜巻防 壁を解除した。
空を飛べなくなって、ルビーローズは落下を始めた。
両脚を そろえ、両腕は 広げて、落ちてい った。背中は
下に向けて、上を飛ぶオニヤンマを見つめている。
落ちてゆく獲物をオニヤンマは追った。が、手は出
さなか った。簡単には 誘いに乗らないの だから、なか
なか用心深 い。
ルビーローズはさらに隙を見せた。体の向きを入れ
替えて 、オニヤンマに 背中をさらした。
敵の動 きを目で追えなく なるのだから、背中 を見せ
るのは命取りだ。 振り向けばいいの だとしても、そ の
前に攻 撃されれば、ル ビーローズは散る 。
オニヤ ンマが動いた。意 を決して羽ばたくと 、これ
までにない速度で 獲物に襲いかかっ た。
獲 物が振り向く前に 捕まえれば、オ ニヤンマの勝ち。
捕まえ る前に獲物が振り 向けば、オニヤンマ の負け。
空の王者も、覚悟の上で勝負に出た。
ど ちらが早いか。ど ちらが先か。決 戦はスピード勝
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負となった。
驚 いたことに、ルビ ーローズは目を つぶっていた。
いつもは大きく開いたつぶらな瞳を、いまは閉ざして
いる。
も ちろん、気絶はし ていない。寝て いるのでもない。
ひたす ら思考を重ねて、 オニヤンマの動きを 正確に
シミュレーション しているわけでも ない。そんな難 し
いこと はチャパティに しかできない。
ルビー ローズはただ、感 じていた。感覚を研 ぎ澄ま
せていた。
な にも考えない。な にも思わない。
自分と いう存在は、決し てひとりではない。 ひとつ
ではないのだ。目 が見えなくなって も、鼻がいる。 口
がいる 。手も足も、角 も。皮膚だってそ うだ。外から
は見えない、体の中にも自分はいる。心臓。肝臓。腎
臓。胃も腸も。筋 肉だって。骨だっ て。流れる血で さ
えも、 自分自身だ。
すべて が集まって、一個 のルビーローズを作 ってい
る。
自 分の中の、自分た ち。
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つかさど

行動を 司 っているの はルビーローズとい う名の意
識だが 、行動するのは 名前では呼ばれる ことのない骨
と肉だ。もしも、ルビーローズという意識が滅んだな
ら、だまって運命 をともにする自分 たちがいる。
ふ だんは声を聞くこ ともない自分の 中の自分たちに、
ゆだ

ルビーローズは命運を委ねた。
生きるも死ぬも、自分次第。自分の中の自分たち次
第。
風が吹 いている。夏の日 差しが照りつけてい る。暑
くはなかった。寒 くもなかった。す べてが心地よか っ
た。
オニヤ ンマは六本の脚を 開いた。捕まえて、 咬み裂
けば、勝利。
ひるがえ

ル ビーローズは身を 翻 した 。
危険を 感じ取ったわけで はなかった。目なら つぶっ
か

ている。風は下か ら吹いてくるから 、背後を取った オ
ニヤン マのにおいは嗅 ぎ取れない。
体を動 かしたのはルビー ローズではなかった 。動こ
うと思って、動い たのではない。ル ビーローズの意 志
とは無 関係に、勝手に 体は動いた。体と いう生き物が
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自ら行動を起こし たのだ。
ル ビーローズという 意識は、体の中 に宿っている。
勝手に動く体の中で、意識はただ感じていた。動く体
を心の中で眺めて いた。なにも思わ ずに、他人事の よ
うに、 心の中の目で見 つめていた。
肉眼は つぶっている。
「！」
目 が開いた。
外の世 界が飛び込んでき た。
ひ る がえ

オニヤンマの顔の前だった。
空中で身を 翻 したルビーローズは、オニヤンマの
脚を逃れて顔の前に移動していた。
ルビーローズは角を打ち込んだ。首を振って、カー
ルした アカゲパキケの 角を、オニヤンマ の顔面に打ち
込んだ。
そうしようと思ったわけではない。さっきから体は
勝手に 動いている。ル ビーローズが自分 の意志で行っ
おど

たのは、自分の中の自分たちにすべてを任せることだ。
あとは、その自分 たちがやってくれ ている。身を躍 ら
せ、目 を開き、角で打 つ。生き延びるた めに、体が、
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自分の中の自分た ちが、みんなで協 力して戦ってい る。
おの

ル ビーローズは角で 攻撃した。技は 使わなかった。
武器もない。持って生まれた己が角で、ルビーローズ
は戦った。
紅 い薔薇の女は、モ ンスターを相手 に素手でも戦う。
あの日 もそうだった…… 。
ル ビーローズは生き る気力をなくし た。
この世 に未練はなく、自 分が存在する必要さ えない
と考えていた。憎 いモンスターを殺 して、自分も死 の
うとし た。
いまは 怪物の森と呼ばれ ている場所に陣取っ て、素
手でモンスターと 戦った。技を使わ なかったのは、 モ
ンスタ ーを殺すためだ 。自分が死ぬまで 戦い続けるつ
もりだった 。
ハンター気取りのリヴリーがやってくると、これも
素手で 叩きのめした。 殺せるものなら殺 すつもりでい
た。
モンスター同様に、ハンター連中も憎かった。こい
つらが いるからモンス ターが荒ぶるのだ 。迷い込んだ
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幼い子を見捨て、 子の跡を追おうと した母を見捨て 、
ひきょう ひれつ

守って 戦うことはせず に、おのれひとり のうのうと逃
げ延びる卑怯卑劣な者ども。そう思うと、モンスター
よりもハンターの ほうが憎くて、ル ビーローズは本 気
で相手 を殺しにかかっ た。
女の姿 をした鬼だった。
つの

殺される前に逃げ出したハンター連中は、仕返しを
しよう と仲間を募った 。一斉に攻撃して ルビーローズ
あくらつ

を動けなくしてしまい、モンスターに始末させるとい
う悪辣な計画を立 てて、実行に移し た。
ハ ンター仲間全員で ムーブすると、 ルビーローズは
モンスターと戦闘中だった。手傷も負っている。ちょ
うどいいやとばか りに、全員でルビ ーローズを攻撃 し
た。
ダメー ジを受けたルビー ローズは動きがにぶ り、モ
ンスターに咬まれ た。
だ が、決して悲鳴は あげず、ひるみ もしなかった。
せま

ルビーローズはモンスターに背中を向けると、ハンタ
ーに迫った。向け た背中を、さらに モンスターが襲 っ
た。
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ルビーローズは 血にまみれた。
ハ ンターたちはたじ ろいだ。目の前 の女がにらんで
ふ んぬ

ぎょうそう

いる。血みどろになって、モンスターに殺されようと
とげ

しながら、憤怒の 形相 で にらみつけてくる 。
あか

血 の色が紅かった。 アカゲパキケの 角が棘のように
とげ

見えた。いや、ルビーローズと視線を合わせた者は見
ちいろ

た。深い緑色をし た瞳の中に、棘が 生えているのを 。
くれない

ル ビーローズは血色 の薔薇だった。 花は美しいが、
とげ

棘があり、 紅 の血 で染められている 。
卑怯卑劣な者どもはおびえて逃げ出した。あとには、
ルビー ローズとモンス ターが残された。
ルビー ローズはとどめの 一撃を待った。
これで楽になれる。ふたりのところに行ける。そう
思った 。
ところ が、そこに幼い少 女が迷い込んできた 。きれ
いなピンク色をし たショウジョウダ ルマだった。殺 し
あいが 行われていると も知らずに、少女 はあどけない
顔でルビーローズを見上げた。そして、にっこりと笑
った。
がくぜん

ル ビーローズは愕然 とした。
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めい

幼い少女が、死 んだ姪に見えた 。攻撃されたモン ス
ターは 荒れ狂っている 。幼い少女も咬み 殺されるだろ
う。ならば、少女を、姪を、死なせたのはルビーロー
ズではないか。
かたき

ル ビ ー ロ ー ズ は 気 づ いた 。 仇 と 恨 ん でモ ン ス ター
を殺そうと、いまの自分がしていることは、卑怯卑劣
な者どもとなにひ とつ変わらないの だということに 。
てい

モ ンスターが幼い少 女に襲いかかっ た。
ルビー ローズは身を挺し てかばった。その場 にかが
んで、少女を抱き 寄せた。とっさに できたのは、た だ
守るこ とだった。自分 を咬ませて姪を守 るのだ。いや、
姪はすでに亡くなっている。ルビーローズがかばった
のは見知らぬ少女 だ。けれども、す っかり混乱した ル
ビーロ ーズの頭の中で は、少女は姪だっ た。
ルビー ローズは咬まれな かった。
少女はルビーローズが守り抜いた。
モ ンスターが咬みつ いた相手は、シ ョウジョウダル
さが

マの老人だ った。
おお あご

孫娘を捜しに来た老人は、身を捨てて孫をかばうル
たて

ビーロ ーズの盾となり 、モンスターの大 顎に自分の拳
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をねじ込んだのだ った。
老 人を咬んだモンス ターは、なぜか 急におとなしく
なった。
けえんな、と老人はモンスターに語りかけた。しわ
がれた 声だった。どっ しりと重く響いた 。
おおあご

ここは お前さんの来ると ころじゃねえぜ、老 人はモ
さと

ンスターを諭した 。モンスターは大 顎を開いて老人 の
拳を放 すと、すごすご と立ち去った。
こうべ

孫がと んだ世話になった ようで、迷惑をかけ やした。
老人は膝に手をつ いて、ルビーロー ズに 頭 を垂 れた 。

ルビーローズは泣 い

と ころで、娘さん。 老人はルビーロ ーズの瞳をのぞ
き込んだ。
なんで、泣いていなさるね？
てなん かいない。
涙はこ らえるもんじゃね え。こぼすもんだ。 悲しい
なら、かまやしね え。泣いちまいな 。老人がそう言 う

ぬく

と、幼 い少女がルビー ローズの頭をなで た。まるで、
母のような しぐさだった。
冷たくなっていた血が、温もりを取り戻した。
ル ビーローズは救わ れた。死んでい った姪が、助け
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てはやれなかった 姪が、許してくれ たと思った。ル ビ
くず

ーロー ズの目から涙が こぼれた。こぼれ 始めた涙は止
まらずに、ルビーローズは泣き崩れた。
少女はだまって、ルビーローズの頭をなで続けた。
老 人はだまって、や ってきたモンス ターやハンター
を目で追い 返した。
それが、親分との出会いだった。
とば

つぼ

ル ビーローズは親分 の一家に世話に なり、少女の面
倒を見ながら、賭場で壺を振って暮らした。博打をし
て、ケンカもして 、楽しい日々を送 った。
や がて、別れの日が やってきた。親 分が博徒の一家
をたたんだ のだった。
ルビーローズは親分に呼ばれた。新しく管理リヴが
こう ぼ

公募さ れるからと、応 募するように勧め られた。ルビ
りれきしょ

ーローズは笑って断った。書類選考で落とされるに決
まっている。履歴 書の職歴欄に、壺 振りの女博徒で し
たと書 いて受かるはず がない。得意なス ポーツが水泳
なのはいいとして、趣味にケンカと書いたのでは、不
合格に決まってい る。
そ う答えると、親分 も笑った。しか し、すぐに真顔
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じり き

になって話を続け た。友人に推薦を 頼んである。書 類
選考だ けは通してもら えるから、あとの 試験は地力で
勝負しな。だめならだめでいいじゃねえか、と。
親分は本気だった。断り切れずにルビーローズは受
けた。 不合格でも話の 種にはなると思っ た。
ルビー ローズは書類選考 に通った。履歴書に は事実
を正直に書いたか ら、きちんと選考 されたのなら通 る
はずが なかった。親分 の友人が、会った こともないル
ビーローズを推薦してくれたおかげなのだが、選考に
手心を加えられる ほどの友人が何者 なのかは、親分 は
語って くれなかった。
書類選 考に通ったところ で、どうせそのあと の試験
で落とされる。ル ビーローズは見物 するつもりで、 試
験会場 に気楽に出向い た。
そこに 、マハラとチャパ ティがいた。

ゆうかん

気が合う仲間たちとの出会いだった。
その仲 間が危険な湖にい る。
体を張ってミサイルを防いでくれた勇敢な男だ。
ル ビーローズと出会 わなければ、マ ハラもチャパテ
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いのち

ィものんびりでき た。怪物密林に足 を運ぶこともな く、
安全な パークで楽しく 過ごせた。
け れ ども 、 ルビ ー ロ ーズ と 出会 っ た ば かり に 、 命
が

懸けで危ない橋を 渡る羽目になった 。もちろん、強 制
はして いない。マハラ もチャパティも、 自分の意志で
行動をとも にしている。
はた

そうはいっても、旗を振っているのはルビーローズ
だ。ふ たりはついてき ただけ。一味の首 領として、ル
ビーローズは仲間のふたりを無事に帰す責任があった。
だから、素手でも戦う。
ど んな技もかわして しまう空の王者 を相手に、これ
が本気の、 ケンカ勝負だ。
ルビーローズは角を打ち込んだ。首を振って、左右
の角で 交互に殴りつけ た。オニヤンマは 顔を上げた。
おおあご

大顎でルビーローズを咬もうとした。その顔にさらに
一発、角をぶち込 んで、ルビーロー ズはオニヤンマ の
頭の上 に移動した。顔 を上げるモンスタ ーの力を利用
して、空中 を動いた。
そして、オニヤンマの顔に手を置いた。そっと置い
て、と んと突いて、体 をさらに高く押し 上げた。
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手が放れた瞬間 に、ルビーロー ズはサンダーを念 じ
た。
空の王 者が感電した。よ うやく、技が当たっ たのだ
った。
ダ メージを受けたオ ニヤンマの動き が止まった。
ルビー ローズは空中で逆 さまになった。足が 上で、
頭は下だ。右腕を Ｖ字に曲げ、指先 までまっすぐ伸 ば
して、 胸の前で盾のよ うに構えた。左腕 は握った拳を
腰に当て、肘を後ろに突き出している。
構えた右腕に風が巻き付いた。魔法の風だった。
「ロー ズ・ストーム！ 」
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、真下にいるオニヤンマに突
きつけ た。腕に巻き付 いていた魔法の風 が、大きくふ
くらみなが ら飛んでいった 。
サンダーを食らったダメージからまだ回復していな
いオニ ヤンマは、羽ば たくことすらでき ずに、薔薇の
竜巻に呑み 込まれた。
逆回転する二重の竜巻が吹き下ろす。湖に向かって
さか お

逆落と しに落ちてゆく 。竜巻の中には空 の王者がいた。

- 568 -

とげ

きりも

内側の竜巻と外側 の竜巻とにはさま れて、激しく錐 揉
みして いる。
とら

きりも

乱れに 乱れた気流は風の 棘を生み出す。小さ な竜巻
が発生して、囚わ れの王者に襲いか かった。錐揉み の
回転方 向が瞬時に逆転 した。オニヤンマ の回る体がぴ
たりと止まって、逆に回転した。受けたダメージはど
れほどだろうか。
し かも、行く手には 湖が待ち構えて いる。

あげく

薔薇の 竜巻は湖面に激突 した。湖水を呑み込 んで、
へんぼう

水中に潜っていっ た。
竜 巻は渦巻に変貌し た。
オニヤ ンマは風と水の両 方に巻かれた挙句、 水の中
に姿を消した。
空 中は飛べても、水 中は飛べまい。 それはつまり、
おぼ

空の王者は溺れて死ぬことを意味する。
モンスターを殺す結果となっても、ルビーローズは
く

悔やま なかった。湖に 落ちたマハラの救 出が最優先だ。
そのためには、どうやってオニヤンマを撃退するか。
時間をかければ、 バッテリーがあが って紅月丸は鉄 く
ずとな る。急いだとこ ろで、技はかわさ れる。

- 569 -

船からダイブし たときにはもう 、紅い薔薇の女は 覚
悟を決 めていた。素手 で倒し、技で仕留 める。湖に沈
めて、奴を殺す――と。
親分とその孫娘に救われたとはいえ、ルビーローズ
は心の 底でいまもモン スターを憎んでい た。妹と姪を
失ったのだから、許せはしないし、好きにもなれない。
モグラコオロギたちは別だった。あれはリヴリーを
襲わな いモンスターだ 。ただの巨大昆虫 である。図体
がでかいだけ。左平次と名付けられたモグラコオロギ
に至っては、まる でペットのように なついている。
「！」
下から 声が聞こえた。
マハラがルビーローズを呼んでいる。
薔 薇の竜巻のせいで 湖面が渦を巻い ている。下手く
そなバタ足で水面を蹴りまくるシマオーガが、必死に
なって渦から逃れ ようとしている。
「教え てあげたのに」
星彩洞 の水路で水泳教室 を開いて、ルビーロ ーズは
キックの正しい打 ち方をマハラにコ ーチした。教え た
のはつ いきのうのこと なのに、マハラは もう忘れてい
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る。
ル ビーローズはマハ ラを拾って帰還 した。
体を小 さくして運んでも らった巨漢の男は、 後部銃
座に降ろされると 、頭を下げた。
「すま ねえ、姐御」
運んで もらって、すまな いのか。危ないこと をして、
すまないのか。マ ハラは言わなかっ た。全部ひっく る
めての 話かもしれない 。
「バカねえ 」
ルビーローズの返事はたったひと言だった。
「おバ カさんです」
伝声管 の向こうからも返 事があった。
「んだとぉ」
マ ハラはそれ以上、 言い返さなかっ た。バカと言わ
れても、バカにされたのでないことはよくわかってい
る。
ル ビーローズは竜巻 防壁を解除しな いまま、船内に
戻った。水密ゲートをくぐり、通路を飛んで移動した。
紅月丸は客船では ないのだから、風 に吹き飛ばされ る
ような 装飾品は置いて いない。と思った ら、エキスパ
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ンドメタルの壁に 掛けてあったマハ ラの制帽が飛ん だ。
仲 間が大事にしてい る帽子だ。いつ も、つばをまっ
すぐ下に向けて掛けているのを、ルビーローズは知っ
ていた。竜巻防壁 を解除して、ルビ ーローズは通路 に
降りた 。マハラの帽子 を拾い上げ、壁の 帽子掛けに戻
した。つばを下に向けたあと、ふと思い直して、つば
を上に向けてみた 。
茶 目っ気を出してち ょっぴりいたず らをすると、ル
ビーローズはくすりと笑った。
ぎょうし

操縦室に戻ると、チャパティが立ち上がって操縦し
ていた 。窓の外を凝視 している。見てい るのは艇長席
側の窓だったから、操縦席に座ったままでは見えにく
かったのだろう。 わざわざハーネス を外して確認し て
いるの だから、よほど のことだ。
「姐さん！

もう浮上し てきたの？」

オニ ヤンマが……」

「どうかし て？」
「えっ ？

想定外 の事態だった。た ったいま沈めたのに 、早く
も浮上してくると は。二度と浮かび 上がってこない か、
しばら くたって浮いて きても二度と動か ないかの、ど
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ちらかだとルビー ローズは考えてい た。
自 分の目で確認しよ うと、ルビーロ ーズは艇長席ま
で走った。場合によっては再出撃しなければならない。
「あっ……！」
窓 の外では、想定外 の事態が二重に 起こっていた。
できし

オニヤ ンマは浮上してい た。
きねづか

生きて、動いている。溺死なんてとんでもない。昔
取った 杵柄だろうか。 空の王者はその昔 、水中の暴れ
ん坊だった。ヤゴは時に、産卵に訪れた成虫のトンボ
わる

でさえ捕食する。 幼虫の間は水中で 暴れ、成虫にな る
と今度 は空中で暴れる のだから、筋金入 りの悪だ。
昔に戻 ろうとしたのか、 それとも薔薇の竜巻 を食ら
ったせいなのか、 オニヤンマは羽を 四枚とも落とし て
いた。 リヴリーの技で モンスターが傷つ くことはない
が、薔薇の竜巻は途中で薔薇の渦巻に変わっている。
ひょっとすると、 渦巻く水の流れが 羽をもぎ取った の
かもし れない。
いや、 きっとそうだろう 。オニヤンマが自分 で羽を
落としたとは思え ない。その証拠に 、水面から脱出 し
ようと もがいている。 六本の脚と長い腹 部で水を押さ
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えて背中を突き出 し、いまはもう存 在しない羽で大 空
に飛び 立とうとしてい る。
い せい

おとろ

あしおと

哀れな 姿だった。飛べな い空の王者に、かつ て誇っ
すいめつ

すいぼう

た威 勢 は な い 。 勢 い が 衰 え る と 、滅 び の跫 音 が 忍 び
おと ろ

寄 る 。 衰 え て 滅 亡 す る こと を 、衰 滅 と いう 。 衰亡 と
いう。
空中最速のモンスターを、水上最速のモンスターが
取り囲 んでいた。
いつの 間にかアメンボが 戻ってきていた。そ の数、
十匹ほど。最後ま で紅月丸に追いす がっていた最精 鋭
だろう 。武装モンスタ ーを恐れて逃げ出 したが、鋼鉄
のモンスターとの戦いが始まったので、どこかで成り
行きを見守ってい たにちがいない。 そうでなければ 、
こんな に早くは戻って これない。
アメン ボは大きいようで 、実はそれほど大き くない。
細く長く、広い。 長い脚を広げると かなりの面積を 専
有する ので、つい大き く見えてしまうが 、じっとして
動かなければ、長くても細い体は目立たない。
逃げ散ったと見せかけて、好機が到来するのを待つ
抜け目 のなさは、さす がに最精鋭といえ た。
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空の王者は、も はや王者ではな かった。最速でも な
い。羽 がそろっていた としても、水面に 落ちたからに
は、もう最速ではないのだ。水上で最速なのはアメン
ボである。
相 手が飛び立てない のを見届けてか ら、アメンボは
おど

襲撃した。取り囲んでいた最精鋭が一斉に躍りかかっ
こうふん

た。群がり、たか って、槍を突き刺 した。アメンボ は、
口吻と いう名の槍で刺 して消化液を注ぎ 込み、獲物の
体液を吸う 。
モンスターはモンスターを襲わない。しかし、相手
が武装 モンスターなら 話は別だ。頭に金 属製のプレー
トをつけて、ミューミュー一派に飼い慣らされたモン
スターは、もう怪 物たちの仲間では なかった。
オ ニヤンマの命が吸 われてゆく。
最初に 見たときは、戦略 爆撃機だった。それ が急降
下して戦闘機に変 わった。戦闘ヘリ にもなった。重 機
関銃を かわし、マッハ ・ハンマーをかわ し、マシンガ
おびや

ン・スリングをかわした。空中魚雷には見向きもせず
に、 ミ サ イ ル 攻 撃 で 紅 月 丸を 脅 か し た 。 ロー ズ ・ ス
トーム も、トライデン ト・スリングも、 ひらりとかわ
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して見せた。
確 かに、空の王者だ った。紅い薔薇 の女とケンカし
て負けるま では。
ルビーローズに視界をさえぎられたので、チャパテ
ィは着 座した。ハーネ スをつけながら、 バッテリーの
残量計に目をやった。警告灯が点いているので、扇形
のアナログメータ ーはオレンジ色に なっている。赤 い
目盛り の二つ目が終わ りに近づいている 。
残りひ とつでも帰投は可 能だった。水中島を 発見す
さかのぼ

るまでに消費した 電力は目盛り一個 分だ。浅瀬の急 流
を 遡 り、荒れ 狂う滝壺へと潜る のはパワーがい るが、
いまいる場所は水中島よりもずっとブンカー寄りなの
で移動距離は少な い。その分、バッ テリーは減らな い。
つまり 、赤い目盛りが ひとつあれば、ぎ りぎり帰投で
きる計算に なる。
かせつ

いよいよとなったら、湖岸探査作戦で使用した半潜
おり

水艇用 の仮設ブンカー に、一時帰投する 手もある。軽
くて丈夫なアルミ合金製のパイプで檻を作って、草木
で擬装しただけの 簡易施設だが、モ ンスターに襲撃 さ
れても ある程度は耐え られる。実戦で使 われる資材を
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けんろう

きょうい

すみ

流用したから、堅 牢さはお墨付きだ 。
きょてん

モ ンスターの脅威か らリヴリーアイ ランドを守る防
ほうるい

衛隊において、拠点の構築を得意とする連隊が同じ資
材で仮設砲塁を築 いている。もっと も、その連隊は モ
ンスタ ー津波で壊滅し てしまったが。
ブンカ ーと仮設ブンカー のどちらに帰投する にせよ、
急いだほうがいい 。チャパティはル ビーローズに注 意
をうな がそうとした。 だが、先に口を開 いたのはルビ
ーローズだ った。
でも、親分は…

「仲間を食っちま うような連中とさ 、どうすりゃ、 な
かよくいっしょに暮らせるのさ？
…」
声が途切れた。ルビーローズは最後まで言わなかっ
た。
ただの 独り言だ。チャパ ティは返事をしなか った。
伝声管の向こうで 聞いているはずの マハラでさえ、 空
気を読 んでだまってい る。後部銃座から も、アメンボ
にたかられたオニヤンマの悲惨な姿は見えているはず
だ。
リ ヴリーとモンスタ ーの共存共栄と いう思想なら、
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ルビーローズは過 去にも口にしたこ とがある。でも そ
れは、 ルビーローズ自 身の考えではなか った。伝説の
女博徒がかつて世話になった親分の考えだという。
ルビーローズの身に降りかかった悲しい出来事は、
マハラ もチャパティも 聞いている。だか ら、ルビーロ
ーズがモンスター愛護派だとは思わない。やむをえず
かれ つ

モンスターと戦う とき、ルビーロー ズの言葉はいつ も
苛烈だ 。この虫けらが と、抑えきれない 憎しみを叩き
つけている 。
しかし、恩人である親分はモンスター愛護派だった
むげ

のだろ う。救われたル ビーローズとして は、恩人の思
いを無下にするわけにもいかない。もしも本当に共存
共栄できたとした ら、家族を失う不 幸はもう起こら な
いのだ から、そこに希 望を見いだしてい るのかもしれ
ない。
親分は行方知れずと聞く。ルビーローズは義理堅く
も、恩 人の意志を受け 継ごうとしている のだろうか。
「……姐さ ん」
チャパティはひと呼吸置いてから、声を掛けた。
「バッ テリーが残り少 なくなったです」
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「そうね。すぐに 潜水しましょう」
ル ビーローズは席に 着いた。
「アメンボは数も少ないし、餌にたかっているから、
そんなに離れなく てもいいわよね？ 」
「少し 距離を置くだけ でだいじょうぶだ と思うです」
「では、着水して翼走。大急ぎでホースを回収して、
潜水ね」
「ホー スは投棄したい です」
紅月丸 が潜水するには、 水密ゲートを閉じな ければ
ならない。その前 に、ジェットパッ クの取水用メタ ル
ホース を回収する必要 がある。取水が止 まればジェッ
トパックも止まるから、水中翼船の状態でないと回収
はできない。
だ が、口でいうほど 簡単な作業では なかった。重労
働だ。ホースが浮いてこないように、先端には水平安
定板を取り付けて ある。水上を高速 で走る船から、 水
の抵抗 に逆らって引き 上げるわけで、時 間もかかる。
ところ が、捨ててしまえ ば一気に解決する。 時間も
バッテリーも節約 できる。
ホ ースを捨てるとジ ェットパックは 使えなくなるが、
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紅月丸を飛ばした ところで、どうせ バッテリーが持 た
ないの だから気にする 必要はない。
「そのほうがよさそうね。わかったわ。ホースは捨て
ましょう」
話 をしている間にも 、空中浮揚をし ている紅月丸は
後ろに進んでいる。オニヤンマと、それにたかるアメ
ンボから離れてゆ く。
オ ニヤンマはまだも がいているよう で、アメンボの
固まりが動く。動いても、決して逃しはしない。水面
はアメンボの縄張 りだ。水に落ちた 飛翔モンスター な
ど、恐 れるに足りない 。
なのに 。
突然、アメンボが逃げた。最精鋭の集団が一瞬で逃
げ散っ た。水上最速の 脚に物を言わせて 、一目散に走
どうして ……？」

り去ってい った。
「え？
いじょう

ル ビーローズは窓の 外を見回した。
異状は なかった。オニヤ ンマなら死にかけて いる。
危険はない。ほか のモンスターも見 当たらない。ア メ
ンボか ら獲物を横取り しようとする者は いない。
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いや、そうでは ない。モンスタ ーはモンスターを 襲
わない のだから、獲物 を奪われそうにな っても、逃げ
る必要はな いではないか。
モンスターのアメンボが逃げ出すほどの相手。つま
り、そ れは……。
マハラ は頭の毛を整えて いた。
湖に落ちて、全身ずぶ濡れとなった。いつものかっ
すた

こいい ヘアスタイルに なるよう髪を乾か さないと、男
が廃る。
自慢のソフトモヒカンをしっかり立たせようと、マ
ハラは 両手ではさんだ 。
その瞬 間だった。
空中の紅月丸を衝撃が襲った。船体が船尾の方向に
落ちた 。降下とはちが う。落ちたあと、 上昇して持ち
直した。なにかに引っ張られたような感じだった。
「なんでえ、いま のは！」
マ ハラは首を伸ばし て、後部銃座の 下をのぞき込ん
だ。メタルホースになにかが引っかかったにちがいな
い。
青 い水面に丸太のよ うな黒い物体が 浮かんでいた。
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黄色い枝が無数に 生えている。よく 見ると丸太では な
かった 。もっと平らで 、メタルホースに 巻き付いてい
た。
黒い物体と比べると、光を反射して輝くメタルホー
スは細 くて、糸のよう だった。船から垂 らしているの
で釣り糸だ。不気味な物体を釣り上げたように見える
が、事実は逆で、 紅月丸は釣り下げ られようとして い
た。
「うおっ！ 」
また落ちた。今度は落ちたまま、船体が傾いて戻ら
ない。 それどころか、 ぐいぐいとさらに 引っ張られて
いる。船尾側に傾いたため、外に突き出している後部
銃座が船体の一番 下になった。おか げで、なにが起 こ
ってい るのか、よく見 えた。
不気味 な物体には血色の 頭がついていた。真 っ赤な
触角が揺れるよう に動いている。
ド ラギラだった。
水中島 の魔神が長い体を メタルホースに巻き 付けて、
よじ登ろうとして いた。
「敵襲 ーっ！」
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マハラはあわて て叫んだ。
「ムカ デ野郎でえっ！ 」
伝声管 に口を寄せて、大 声を送り込んだ。
「なんですってー っ！」

攻撃は控えるです ！」

ホースに巻き付いてらぁ！」

伝 声管からはもっと 大きな声が返っ てきた。
「野郎！
「まずいです！
「なに 言ってやがる！ 」
「ハンマーを打ったら、紅月丸が引っ張られるです！
サンダーを使ったら、電気がメタルホースを通って
コールドブレスもだめで

ホースの水が凍って、ジェットパックが止まる

紅月丸もやられるです！
す！
です！」
「くそ ったれ！」

マハラ は腕章に手を伸ば したが、拳を握りし めて、
なにかを断念した 。
「マシ ンガン・スリン グなら……ぅぬー っ！」
話の途 中でマハラはうな り声を上げた。
ドラギラがメタルホースに巻き付いた巨体をくねら
せ、捕 らえた獲物を振 り回したのだった 。
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紅月丸は操縦不 能となった。な すすべもなく、た だ
振り回 された。
金属製 のホースは丈夫で 切れなかった。ウォ ーター
ジェット推進器も 、がっちり固定し てある。それが 不
運なこ となのか、幸運 なことなのかはわ からない。ホ
ースが切れたり、推進器が外れたりすると、紅月丸は
遠心力で飛ばされ 、墜落する。
チ ャパティは操縦を 続けた。むなし い努力でも、あ
後部 銃座、格納するで す！」

きらめてコントロールを放棄したらおしまいだ。
「姐さん！
チ ャパティは後部銃 座の格納を進言 した。
「水密ゲート、閉鎖するです！」
ゲートを閉じろとも言った。
取 水用のメタルホー スは出しっぱな しだ。ドラギラ
が巻き付いているから、引き離さないと回収はできな
い。すでにホース を回収するつもり はなく、投棄の 予
定だが 、船体を振り回 されていては切り 離しに行けな
い。それに切り離したところで、ハンマー投げのよう
に飛んでゆくだけ 。
水 密ゲートを閉じる と、メタルホー スがはさまる。
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湖底の水圧にも耐 えるゲートは、ホ ースを押しつぶ す
だろう 。ゲートは閉ま るが、ジェットパ ックは止まる。
紅月丸は空中浮揚できなくなって、湖に落ちる。
その湖には猛毒モンスターがいるのだから、みすみ
えじき

す餌食 になってしまう 。
だが、 後部銃座を格納し ないとマハラの命が 危ない。
格納してもゲート を閉じなければ、 マハラが危ない 。
俺様が仕留めてやらあ！」

チ ャパティは仲間の 安全を第一に考 えたのだった。
「バカ野郎 ！

マハラはマハラで、仲間の安全を考えていた。操縦
室にい るふたりは動け ないのだから、外 にいる自分が
どうにかするしかない。ゲートを閉めれば、紅月丸は
ドラギラの魔の手 に落ちるだけ。戦 って倒せば、自 由
を勝ち 取ることができ る。
「！」
ルビーローズは即座に決断した。無言で、艇長席に
あるレ バーを操作した 。後部銃座を強制 格納し、水密
ゲートを緊 急閉鎖した。
マハラが行動を起こす前に、手を打ったのだった。
ヤンマ ・ファイターと の戦闘で、マハラ は肉弾ミサイ
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ルと化している。 敵ミサイルに対し て、自分自身を 発
射して いる。
動ける のは自分だけとい う強い思いが、マハ ラの命
を危うくする。対 オニヤンマ戦はま だよかった。身 を
守る方 法があった。水 中に潜ってしまえ ば、飛翔モン
スターは手を出せないからだ。
しかし、ドラギラが相手ではそうはいかない。安全
なのは 空だが、マハラ に飛行呪文はない 。
泳ぎの 得意なルビーロー ズでさえ、星彩洞の 水路で
ジョロウグモを相 手にしたときは苦 戦した。それを 思
えば、 泳ぎの下手なマ ハラが広い湖で大 ムカデと戦っ
て、勝てる見込みはない。放っておけば、今日がマハ
ラの命日となるだ ろう。
「なに しやがるんでえ ！」
マハラ の目の前で水密ゲ ートが閉じた。
金属製の硬いメタルホースが、ゴムホースのように
押しつ ぶされた。これ で取水できなくな った。ジェッ
トパックは止まる。ハイドロハンマーから水を噴射し
て、船体を持ち上 げることはできな くなる。
紅 月丸は、落ちる。
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「俺様には奥の手 だってあるんだぜ ！」
操 縦室からは見えな いのに、マハラ は腕章を叩いて
抗議した。
そして、シフトレバーに手を伸ばした。
「いまから行って――」
「あわてるんじゃねえやっ！」
いっかつ

紅い薔薇の女が一喝した。
伝 声管が恐怖にふる えたのか、音が 割れた。
しか

「てめえひとりのケンカじゃねえんだよ！」
ルビーローズはマハラを叱り飛ばした。無意味な出
撃をや めさせるためだ 。水密ゲートはも う閉じたのだ
から、メタルホースはつぶれている。いまさら開いた
ところで、取水は できない。マハラ が出て行ってド ラ
ギラを 倒したところで 、紅月丸が落ちる ことに変わり
紅 月丸をムカデ野郎 に落としちまい な

はない。ならば、危険な単独出撃は無用だ。
「チャッパ！
っ！」
「はいです ！」
鋼鉄のモンスターで、猛毒のモンスターを押しつぶ
す。そ れがルビーロー ズの作戦だった。 落ちるなら落
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さかて

ちるで、逆手に取 って攻撃に転じる のだ。
実 際には水がクッシ ョンとなるから 、つぶせはしな
いだろう。そんなことはわかりきっている。つぶせな
くても、ホースに 巻き付いたドラギ ラが離れるかも し
れない 。巻き付いたま までも、落下の勢 いに乗って急
速潜航すれば、水中深く逃げられる。
つぶせても、つぶせなくても、問題はない。ひとつ
だけ問 題があるとした ら、落ちるために 力を抜くこと
だ。プロペラとウォータージェットの強い推進力で、
重力に逆らって宙 に浮かんでいたの に、それがなく な
る。
つまり 、鋼鉄のモンスタ ーから力が失われる ことに
なる。
そ こを見逃すドラギ ラではなかった 。
おとろ

水中島 の魔神はさらに大 きく体をくねらせた 。今度
は猛烈な勢いで、 力の 衰 えた獲物 を振り回した。
黒 いテントウムシは 水面に叩きつけ られた。
羽がち ぎれた。

- 588 -

第九章

ばら

沈む薔薇
１

空を飛ぶ潜水艇〈紅月丸〉は墜落した。
右 舷から水面に激突 した。
羽は開 いたままだった。
チャパティは羽をたたむ操作をした。自然に落下し
たのな ら、羽はたたま れて障害とはなら なかった。
しかし 、激しく振り回さ れたことで風圧によ る負荷
がかかり、正常に 動作しなかった。
右 の後羽は中ほどで 折れ、根元でち ぎれた。
水中翼 である後羽はアモ ルファス・ルビーで できて
いた。薄く透きと おっていても強 度はあるのだが、 水
とぶつ かって簡単に壊 れた。
水とい うのは不思議なも ので、やさしく押 せば存在
ねば

さえ感じさせない が、強く叩けば 殴り返してくる。 さ
らさ らしているようで も実は粘り気が あるから、そう
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ねんせい

なる。粘性という 。ゆっくり押すと 時間があるので 水
は移動 するが、早く押 すと移動する時間 がないため、
水は動かない。動かなければ、それはもう固体と同じ
だ。
猛 烈な勢いで振り回 されて水面に叩 きつけられた紅
月丸は、高速で水を押すことになった。つまり、固体
のように硬い水面 に激突したのだっ た。
激 突した瞬間に、右 の後羽は折れた 。硬い水面がへ
こんで、残った羽が根元からちぎれた。羽を水中に押
し込んだ形となり 、羽と船体との接 合部が破断した の
だった 。
右の鞘 翅も大きく損傷し た。
か

がんじょう

鞘翅はキルリアン鋼でできていた。モンスターのゲ
ひ

ン ゴ ロ ウ に 引 っ 掻 か れ て も傷 ひ とつ 入 ら ない 頑丈 な
鋼板だったが、水に負けて折れ曲がった。羽の中央に
シュラウド・リン グがあるため、強 度は高めてある 。
にもか かわらず、リン グのところでめく れるように曲
がり、裏側 が外を向いた。
船体との接合部は破断しなかった。シュラウド・リ
ングが あるので輪の中 を水が抜けたし、 折れ曲がった
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ことで水の圧力を 逃がすことができ た。といっても 、
ちぎれ なかっただけで 、羽の開閉機構は 壊れた。曲が
った鞘翅は、たたむことも開くこともできなくなった。
壊れて曲がった鞘翅を、折れて飛んだプロペラが切
り裂い た。
プロペ ラは三枚羽根だっ た。スクリューとち がって
細いから、剣のよ うにするどく見え る。
操 縦室でスイッチを 切られても、プ ロペラの回転速
つ

度はさほど落ちていなかった。風圧でシャッターも閉
じていない。水に 浸かったプロペラ は、回転してい る
ので水 面を叩きまくっ て、折れ飛んだ。
三枚あ るプロペラのうち 、一枚はまっすぐ水 中に沈
んだ。羽の裏側に 飛んだから、表側 にあるシャッタ ー
に当た ることもなく、 折れたこと以外に 、船体には損
傷を与えな かった。
もう一枚は、プロペラを保護するシュラウド・リン
グごと 、鞘翅を切り裂 いた。めくれた鞘 翅に切れ目が
入った。ルーバー型のシャッターも一部が切られて、
板状のルーバーが 切断された。
最 後の一枚はひどか った。シャッタ ーのせまい間を
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すり抜けて飛び、 紅月丸に突き刺さ った。昆虫採集 用
の虫ピ ンで、羽を開い たテントウムシの 腹部を刺した
ような感じ になった。
折れて飛んだプロペラは、ドラギラには当たらなか
った。 当たり所によっ ては致命傷となっ たのに、かす
りもしないのだから、魔神は悪運も強いらしい。
左舷の羽は無傷だった。船体は右舷から水面に激突
したの で、左側の羽は しぶきを浴びた程 度で水とぶつ
かることもなく、折りたたまれた。もっとも、羽は両
方そろって初めて 使い物になる。片 方だけ無事でも 、
意味は なかった。
損傷は 船内にも及んだ。
衝撃でゆるんだバルブから水や油、エアなどが漏れ
た。
一番ダ メージを受けたの は、生身だった。ル ビーロ
ーズ一味は三人と もハーネスを装着 していたので、 座
席から 放り出されるこ とはなかったもの の、墜落の衝
撃はそっくりそのまま体に伝わる。
だが、気を失った者はひとりもいなかった。全員が
衝撃に 耐えた。
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それは訓練のた まものだった。
潜 水艇なのに、紅月 丸は空を飛ぶ。 追っ手を三日月
岩礁に誘い込んで舞い上がり、滝壺まで滑空し、ほぼ
垂直に降下して着 水したりもする。 空中でトラブル が
起きれ ば即、墜落する わけで、対策は欠 かせない。い
ざとなってあわてることのないように、様々な事態を
想定した訓練を積 んである。
中 でも、対衝撃訓練 は重要視された 。
ブンカ ーが完成すると、 真っ先に訓練用の模 擬操縦
室を製作した。そ れを船台に固定し て、ドックから 地
下プー ルまで一気にシ ャフトを降下する という訓練を、
何度も繰り返した。紅月丸を建造する前から、墜落す
ることに体を慣ら しておいた。
実 際にはドラギラに よって水面に叩 きつけられたわ
さくてい

けだが、受けた衝撃は、訓練計画を策定したチャパテ
ィの予想内だった 。つまり、一味の 三人にとっては 、
訓練で すでに経験済み の衝撃だったわけ だ。
墜落の 衝撃は予想できて も、魔神の攻撃は予 想でき
なかった。見たこ ともない大ムカデ との水中戦なん て、
事前に 考えておくわけ がない。
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から

から

と

ドラギラは獲物 を搦め捕った。 長い体で縛り上げ る
おお

ように 絡みついて、丸 くなった。
窓の外 に覆いができた。 操縦室が暗くなった 。電灯
は消されていた。 紅月丸は水中島か ら浮上した後、 ず
っと日 光を浴びていた ので明かりは不要 だった。消し
ておけば、少しはバッテリーを節約できる。
常時点灯している非常灯があるので、完全な暗闇と
はなら なかった。また 、覆いから漏れた 日光が水面越
しに窓から 入ってくる。
墜落で窓が壊れなかったのは不幸中の幸いだった。
もちろ ん、湖底の水圧 にも耐えられるよ うに頑丈に造
ってあるが、操縦室がテントウムシの頭部にあったの
が幸いした。大き な腹部よりも引っ 込んでいる分、 水
の直撃 をまぬがれた。
とはい え、無事な窓もふ さがれたのでは役に 立たな
い。
ム カデに捕まったテ ントウムシがふ るえた。船体が
大きく揺れ た。
すでに絶望的な状況だったが、このまま指をくわえ
て見て いると、絶望は 絶命に置き換わる 。
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「急速潜航ーっ！ 」
ル ビーローズが号令 した。
潜航以 外に選択肢はなか った。
ドラギラに捕まっている。空は飛べないし、水上も
走れな い。水面にとど まるわけにもいか ない。ならば、
打つ手はひ とつ。潜るのみ 。
「はいです！」
チ ャパティはバラス トタンクのベン ト弁を開いた。
重い水がタンクに入って、軽い空気を追い出した。船
体の重量が増し、 紅月丸は沈み始め た。
メ インタンクである バラストタンク だけでなく、ほ
かのタンクにもチャパティは注水した。釣り合いを取
るために、船の前 後に設けたトリム タンクにも。補 助
用のネ ガティブタンク にも。
さすが のドラギラも、水 の詰まった鋼鉄のモ ンスタ
ーを持て余した。 がっしりと捕まえ ていたから、い っ
しょに なって沈んだ。
獲物が 逃げようとしてい ることを悟ったのか 、ドラ
ギラは体を揺すっ た。ところが、揺 すったことで脚 を
すべら せた。脚ならた くさん生えている のだが、キル
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かぎづめ

リアン鋼で造られ た船体に鉤爪は引 っかからないし 、
水のせ いですべる。
すっか り重くなった獲物 をドラギラは落とし てしま
った。
し かし、紅月丸の船 尾からは、まる で金魚のフンの
ようにメタルホースが伸びていた。おまけに、ドラギ
ラの体に巻き付い たままだった。
ド ラギラは体をくね らせた。
空中に いた獲物を振り回 して落としたのと、 同じこ
とを試みた。せっ かく捕らえた獲物 を逃すまいとし た
のだが 、水中の獲物は 、空中のようには 振り回せなか
った。
メタルホースが切れた。
金 属製の丈夫なホー スだったが、水 密ゲートにつぶ
され、宙に浮かぶ船を引きずり下ろすのに利用され、
すでに限界が来て いた。
ト カゲがしっぽを切 るように、紅月 丸はホースを切
しさい

って、魔神の手から逃げ延びた。
操縦室では事の子細がわからなかった。
ド ラギラのあがきは 軽いショックと なって操縦室に
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も伝わった。ルビ ーローズの体が一 瞬だけ前のめり に
なり、 すぐに元に戻っ た。引っ張られた メタルホース
が切れたのだが、操縦室からは見えない。ただし、受
けた衝撃にドラギ ラが関わっている ことは理解でき た。

前 進全速！

湖底に 向かいますわ！ 」

もっと 深く潜航して、 大ムカデの追撃を 振り切る必要
があった。
「潜舵下げ！
「了解 したです！」
チャパ ティは潜舵を下げ た。テレグラフハン ドルを
操作し、前進全速 にした。
ス クリューを回して 高速で潜航し、 追撃してくるド
ラギラを引き離すのが狙いだ。

この音？ 」

だが、船足は伸びなかった。代わりに、船底から異
音が響 いてきた。
「なにかし ら？

「スクリュー音で す。墜落したとき の衝撃で、スク リ
か

ューが ひしゃげたです 。この音は、スク リューが無駄
に水を掻き回して発生する音です。なので、動かして
も意味がないです 。バッテリーが減 るだけです」
「…… そう」

- 597 -

ルビーローズは 声を落とした。
バ ッテリーどころの 問題ではなかっ た。
「ブンカーには、もう戻れないのね」
スクリューが壊れた以上、ブンカーへの帰投はもは
さかのぼ

や不可 能だった。浅瀬 の急流を 遡 り 、荒れ狂う 滝壺
とうてい

に潜航するなど、到底望めない。
「ストップ・モー ターよ。それから 潜舵水平ね」
小 さな声で、ルビー ローズは指示し た。
黒いテ ントウムシは頭を 下げている。すでに 湖底に
向かっている。潜 舵を水平にすると 、現在の状態を 維
持して そのまま斜めに 沈降することにな る。
「はいです。でも、姐さん。だいじょうぶです」
チャパティはルビーローズをなぐさめた。
「潜水 と浮上を繰り返 せば、移動は可能 です。スクリ
ューが使えなくても、仮設ブンカーには帰投できるで
す」
斜 めに潜って、斜め に浮き上がれば 、横にも移動す
ることになる。浅瀬の急流を遡ることはできなくても、
湖岸の仮設ブンカ ーにならたどり着 ける。
モ ーターが止まると 異音は消えた。 潜舵は船体に対
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して水平となった 。船首方向に傾い た紅月丸は、水 中
はっぽう ふさ

を斜め に沈んでゆく。
「なんでえ。八方塞がりじゃねえかよ」
元気な声がした。後部銃座にいたマハラが戻ってき
た。
「空は飛べねえ。水上は走れねえ。でもって、水中も
だめときやがった 。こいつぁ、腕の 見せどころって も
んだぜ 。なあ、お茶っ 葉」
ゆるん だバルブを閉めて 、マハラは水漏れを 止めた。

折れて鳴るんじ ゃ

鳴るのは 、俺様の腕だっつ ーの！」

「おいらの腕が鳴 るです」
「ちが っ！
「折れたで す？」
「そうそう、ポキ ッと……って！
ねえ！ 」
やわ

突然始 まった漫才に、ル ビーローズの硬い表 情が和
らいだ。

のんびり座って ねえで、

「まあ 、そんなわけで よ。やるこたぁ、 山ほどあるん
でえ。…… やい、お茶っ葉 ！
手ぇ貸しやがれ！ 」
話 の途中で、マハラ の口調ががらり と変わった。責
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任を感じるルビー ローズはいたわり 、チャパティの 尻
は叩い た。
「なにか起 こったです？」
「ちぃと水漏れで え。ついてきな」
「わか ったです。姐さ ん、おいら、ちょ っと行ってく
るです」
ぬ

きんぱくかん

ターバンを濡らさないように操縦席に置くと、チャ
パティ は緊迫感のない 足取りでマハラを 追いかけた。
「念のため、水密ドアは閉めていくです」
ひと言付け加えて、チャパティは砲塔格納庫の向こ
うに消 えた。
「………… 」
操縦室にひとり残ったルビーローズは、隣の席のタ
ーバン を見つめた。星 彩洞の水路で制帽 をなくしてか
ちぃと水 漏れしてやがるだ ろ？」

ら、ずっと無帽なので頭がさみしかった。
「な？

マ ハラは水漏れを指 さした。
船体後 部の通路だった。
「…………」
チ ャパティは絶句し た。
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折れたプロペラ が船体に突き刺 さって、大穴があ い
ている 。その穴をプロ ペラがふさいでい るものの、隙
間から水が 噴き出している 。
ポンプで排水できるかどうか、チャパティは判断に
迷った 。目に見える水 漏れもけっこうな 量だが、見え
ないところではもっと漏れているかもしれない。それ
に、バラストタン クにも穴があいた はず。
プ ロペラは斜めに刺 さっていた。貫 通はしていない。
がいかく

先端が通路に突き出した状態で止まっている。斜めに
な い かく

刺さったというこ とは、外殻を破っ てバラストタン ク
に穴を あけ、内殻を突 いて、ようやく止 まったことに
なる。
せんぷく

紅月丸はサドルタンクを採用していた。船腹は、内
殻と外 殻の二層構造に なっている。内殻 は本体とも呼
べる部分で、耐圧殻だ。その外側にもうひとつ殻があ
るのだが、ふたつ の殻の間にはなに もない。なぜな ら、
そこが バラストタンク だからだ。水や空 気をためる場
所になって いる。
テントウムシに似せた幅のある潜水艇には、両脇に
ふたつ のタンクを抱え たほうが合理的だ った。だから、
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くら

馬の鞍にぶら下げ た荷物のように、 船腹の左右両舷 に
タンク がある。
その片 方に穴があいてい る。いまは潜航中だ からい
いものの、浮上す るときには問題と なる。バラスト タ
ンクを 排水しようと、 圧縮空気タンクか らエアを送っ
ても、穴から抜けていく恐れがある。最悪の場合、刺
せん

さったままで栓と なっているプロペ ラを、エアが押 し
出して しまうだろう。
くず

そうな れば、バラストタ ンクの片方は排水不 能とな
る。いつまでも満 水のままで、船体 のバランスが崩 れ
るし、 軽くもならない 。それどころか、 プロペラが抜
そち

けてしまえば、内殻への浸水はもう止められない。排
おうきゅう

シンクロトロン ・バー

水ポ ン プ を 回 す よ う な 応 急 措 置 では 、 ど うに も な ら
なくな る。
「溶接して 穴をふさぐです ！
ナーを使うです！ 」

マッ

チ ャパティは、せめ てプロペラが抜 けないように船

おいらに任せる です！

バッ テリー食うじゃね えか」

体と溶接す ることにした。
「ああん？

「それ でもやるです！
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ハは排水ポンプを 頼むです！

手回 しでバッテリー を

俺様は力仕事の担当な！」

節約す るです！」
「おう！
男ふたりはあわただしく働き始めた。
ち ょうどそのころ、 操縦室のルビー ローズは、誘惑
に負けてターバンをかぶっていた。
黒い羽根飾りのついた真っ赤なターバンだった。
ど のくらい似合うか 知りたくて、バ ッテリー節約の
ために消しておいた明かりをルビーローズはつけた。
外の水中は暗いか ら、船内を明るく すれば、サファ イ
アガラ スの窓が鏡のよ うに姿を映してく れる。
割と似 合っていた。
少なくとも、色目はルビーローズにあう。真っ赤な
ターバ ンは、青い体色 のハナマキよりも 、赤い体色の
ちいろ

アカゲパキケのほうが、いい感じに同系色でまとまる。
きっと、外を泳ぐ 血色の頭にかぶせ ても似合うこと だ
ろう。
そう、 窓の外を泳ぐムカ デにかぶせても…… 。
「敵襲ーっ！」
操 縦室に声が響いた 。
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猛毒のモンスタ ーが、鋼鉄のモ ンスターと並んで 泳
いでい た。
実は、 一味の全員が勘違 いをしていた。ドラ ギラは
うまく泳ぐことが できないと。陸上 モンスターだか ら
息が続 かずに深くは潜 れないと。勝手に 思い込んでい
た。
知らなかったのだ、誰も。
水 中島の魔神は、ド ルフィンキック を打ち、グライ
ドストロークで水の中をすべるように泳ぐのだという
ことを。
大 ムカデの武装モン スターは、圧縮 空気の詰まった
ガスホルダーを持ち、スキューバダイビングをするの
だということを。
潜 航して魔の手を逃 れたというのは 、ルビーローズ
たちの早合点だった。なにも見えないから、頭で判断
してわかったつも りになっていた。
ド ラギラは、体に巻 き付いた細いメ タルホースを外
すのに手間取った。その間、沈む獲物は自由にさせた。
そして邪魔なホー スが外れたところ で、追撃を再開 し
たのだ った。
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陸上モンスター でも、泳ぎは達 者だ。水中で活動 す
るため の装備もつけて いる。つまりドラ ギラは、水棲
モンスターと同じくらい自由に、水の中でも活動でき
た。水中島から抜 け出したときは、 準備不足だった か
ら泳が ずに浮上しただ け。
敵は、 スキューバダイビ ングで自在に泳ぎ回 るモン
スターだった。
そ れに対して紅月丸 は、ただ浮き沈 みすることしか
できなかっ た。
「敵襲ーっ！」
ル ビーローズはもう 一度叫んだ。伝 声管から応答が
なかったので、改めて急を告げた。返事がなくても、
な にか に つ かま り なさ い

声は届いていると 信じるしかない。
ちょっこう

「これより 直降 します！
っ！」
浮くか、沈むか。

そ れしかできない紅 月丸を操って、 ドラギラから逃

なんも してねえじゃねえ か！」

げるためにルビーローズが選んだ手段は、垂直急降下
だった。
「マジ かよ！
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「まずいです！

とにかくつかまる です！」

「その 前に道具を戻せ っての！」
「急ぐです ！」
男ふたりは通路にいた。
作 業はまだ始めても いない。壁の中 の収納庫から、
バーナーとポンプを引っ張り出しただけだ。
通路の壁にはエキスパンドメタルを使っていた。金
網のよ うな網目模様の ある金属板を採用 して、軽量化
を図ってい る。
その網目がつかまるのにちょうどよかった。指を引
っかけ 、爪先を押し込 み、しがみつくこ とができた。
船体が 急激に傾いた。
紅月丸は水中で逆立ちをした。
「けえ っ」
マハラ は握りつぶす勢い で、穴あきの壁をつ かんだ。
「…………」
チ ャパティは無言だ ったが、壁の穴 に鼻まで押し込
んで体を支 えている。
水平に作られた通路が垂直になった。落ちるとただ
ではす まない。頑丈な 水密ドアに激突す る。
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「おい！

水がた まってるじゃねえ か！」

マ ハラは下を見た。
通路の 底に水たまりがあ った。紅月丸は浸水 してい
やっぱ、おめえは 冴えてるぜ。

さ

るから、低いとこ ろに水が集まって いた。
「やい 、お茶っ葉！
水密ドアを閉めてなきゃ、いまごろ姐御は溺れてら
ぁ！」
かくり

念 のためといって、 水密ドアを閉め たのはチャパテ
ィだった。おかげで、操縦室と制御室は隔離された。
浸水から守られた 。もちろんチャパ ティは、紅月丸 が
逆立ち する事態を想定 したわけではない 。単純に、水
漏れに備え ただけだ。
もしも水密ドアが閉まっていなかったら、水は操縦
室に流 れ込んでいた。 低いところに集ま るのだから、
逆さまになって一番下となった操縦席と艇長席が水没
していた。そうな れば、操縦ミスの 危険が高まる。 紅
月丸は 垂直急降下をし ている。湖底に向 かって一直線
だ。下手をすれば、そのまま湖底にぶち当たる。
何気なくドアを閉めた。たったそれだけのことで、
危機的 状況にあるルビ ーローズ一味に、 幸運のひとか
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けらが舞い込んだ のだった。
ル ビーローズは船体 を水平に戻した 。
あまり 長くは垂直降下で きない。湖は底なし ではな
いし、仮に底なし だったとしても限 界深度を超えれ ば
あっかい

紅月丸 は圧壊する。
急激な 沈降でスピードを 稼ぎ、その勢いを借 りて、
ルビーローズは紅 月丸を水平移動さ せた。
狙 いはひとつだった 。
ヘッド ライトが湖底を照 らしている。
潜水艇が水を押しのけて進むごとに、スピードは殺
されて ゆく。急降下で 稼いだ勢いが失わ れてゆく。船
底のポッド推進器は、いまやただの障害物だ。ひしゃ
げたスクリューが 勝手にブレーキを かけてくれる。 ル
ビーロ ーズは知らない が、折れ曲がった 右の鞘翅も、
スピードを殺すのに一役買っている。
こ

じきに、ドラギラに追いつかれるだろう。
ル ビーローズは目を 凝らした。暗闇 の湖底で、希望
を探した。
発見できるかどうかは運次第。だが、ルビーローズ
一味に は、舞い込んだ ばかりの幸運が、 ひとかけらあ
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った。
遠 くに平らな湖底が 見えた。重い水 がたまってでき
た水面だっ た。
こ

湖の底に、もうひとつの湖があった。
こてい

ル ビーローズが目指 したのは湖底湖 だった。淡水に
海水が流れ込んで、比重の異なる水が上下に分離して
じゅんかん

いる。上の淡水湖 と、下の塩水湖に 分かれている。
分 離 し た の は 湖 水 が 上 下 に 循 環 し な いか ら で 、そ
れは下層に空気が供給されないことを意味する。酸素
りゅうか すいそ

りゅうさん こきゅう

は有機物分解によ って使い果たされ 、無酸素となっ て
はんしょく

い る 。 硫 化 水 素 の 濃 度 が 高く な り、 硫 酸 呼 吸 をす る
細菌が 繁殖 してい る。
つまり、そこは。
硫 酸の湖。
モンス ターの死ぬ湖だっ た。
暗闇に希望は見つかった。ひとかけらの幸運が、紅
月丸を 湖底湖のそばま で連れてきてくれ た。
しかし 、舞い込んだ幸運 はちっぽけなかけら だった。
近くにつれてくる のが精一杯。
ス クリューの壊れた 潜水艇に、湖底 湖まで伸ばす足
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はなかった。
紅 月丸の勢いが止ま った。前にはも う、進まなくな
った。
湖底湖にはまだ遠い。
「船体 後部を放棄しま すわ！」

早く ここを出るです！ 」

お い！」

伝声管 に向かって、ルビ ーローズが宣言した 。
「マジかよ！
「まず いです！
「その前に道具を戻せっての！」
「急ぐです！」
船 体が水平になった ので、男ふたり はもう一度バー
ナーとポンプを収納庫から引っ張り出したところだっ
た。
「ジェ ットパックのメ タルホースを切断 しなさい！」

とにかくやるで

切っ てどうするんでえ ？」

伝声管 から指示が飛んだ 。
「ああん？

「おいらにもわからないです！
す！」
「なんで切りゃあ いいんでえ？」
「それ で焼き切るです ！」
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チャパティはマ ハラの手を指さ した。道具を戻そ う
として 、マハラはシン クロトロン・バー ナーを持って
いた。

その手があっ たです！」

「水密ゲートを開 けて水を入れ、ハ ンマー・アクセ ル
を使う ！」
「うおーっ ！」
ほ

「さすが、姐さん ！
マ ハラは吼え、チャ パティはほめた 。
思いも 寄らない一手だっ た。
確かに、ゲートにはさまれてつぶれたホースを切っ
て、船 体後部を水没さ せると、ウォータ ージェット推
進器が使えるようになる。船内に入ってきた水を直接
吸い込んで増速し 、ハイドロハンマ ーの筒先から噴 射
すれば 、紅月丸は水中 を走れるようにな る。
それに しても、すごい決 断だった。すでに浸 水して
いるとはいえ、応 急措置を優先した ため、ルビーロ ー
ズには 状況が知らされ ていない。船体に プロペラが突
き刺さり、放棄もやむなしの状態だとわかるはずがな
い。にもかかわら ず、ばっさりと切 り捨ててきた。
だ から、マハラは吼 えてチャパティ はほめたのだが、

- 611 -

ルビーローズの次 のひと言で、ふた りは沈黙した。
「湖底 湖に突入する！ 」
硫酸の 湖に潜ればどうな るか。
「…………」
「…… ……」
野郎どもっ！ 」

マハラ とチャパティは顔 を見合わせた。
「返事はどうした ！
紅 い薔薇の女がぶち 切れた。
「合点承知 ！」
「はいです！」
男 ふたりは返事が届 くようにと、近 場の伝声管に顔
を向け、大 声で答えた。
「どこで切りゃい いんでえ？」
バ ーナーを抱えたマ ハラは右往左往 した。取水用の
は

推進器のとこ ろです！」

メタルホースは通路を這っている。どこでも切れる。
「根元で切るです ！

そ こらで切ると、ホ ースが壁や床に 吸い付く恐れが
ある。壁も床も穴あきだが、流量が減る。
「だな！」
「おいらは先に行って、水密ドアを開けて待つで
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す！」
「おう ！」
ふたり は走った。
マハラはすぐに足を止め、壁のエキスパンドメタル
をスラ イドさせて開け 放したままのスペ ースに潜り込
んだ。中にウォータージェット推進器を据え付けてあ
る。
チ ャパティは突き当 たりまで走った 。水密ドアを開
つ

け、マハラを待つ間に伝声管の閉鎖作業を始めた。
船体後部が水に浸かると、伝声管も湖底の高い水圧
にさら される。水にも 重さがあり、水面 から積み重な
った水が湖底ではぎゅうぎゅうに押しつぶされている。
押された水は、縦 にも横にも斜めに も逃げようとす る
から、 すべての方向に 等しく水圧がかか る。通路には
つ

て

天井があるから大丈夫というわけではなかった。
かくへき

チャパティは伝声管の継ぎ手を引っこ抜いて分断し
た。そ れから、伝声管 用の小さな隔壁を 操作するハン
ドルを回し た。
そこへマハラが走り込んできた。バーナーはその場
に捨て てきたようで、 手ぶらだった。
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「こっちは俺様が 閉めらぁ！」
「頼ん だです！」
ふたり で競争するように ハンドルを回した。
先に閉まったのは小さな隔壁だった。
「お先 するです！」

伝声管は 閉鎖したです！」

チャパ ティはマハラにひ と声かけて、操縦室 に向か
った。
「姐さ ん！
報告し ながら、チャパテ ィは操縦席に着いた 。大事
なターバンは、な ぜだかルビーロー ズがかぶってい た。
それで いて、かぶった ことは忘れている らしく、ルビ
ーローズは真剣な表情でチャパティに話しかけた。
「操縦は任せます わ。わたくしはハ イドロハンマー を
預かり ます」
水密ド アはばっちり閉め たぜ！」

「了解した です」
「姐御！

戻 ってきたマハラは 報告するなり、 はっとして頭に
手をやった。ターバンをかぶったルビーローズを見て、
自分の制帽のこと を思い出したらし い。大事な制帽 は
帽子掛 けにかけたまま だ。いや、通路を 走っても目に
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入らなかったから 、墜落したときに どこかへ飛ばさ れ
たよう だ。
いまさ らどうしようもな いので、マハラはあ きらめ
て機関制御席に座 った。
「水密 ゲートを開きま すわ！」
艇長席 にあるレバーを操 作して、ルビーロー ズは水
密ゲートを開けた 。
湖 底の高圧な水が船 内に押し入って きた。船体のそ
こかしこに激流がぶつかった。衝撃は振動となって、
なだ

船がふるえた。
雪 崩れ込んできた水 に押されて、紅 月丸が前に進ん
だ。前進するのに、ちょうどいい呼び水となった。
「ハンマー・アク セル！」
ル ビーローズの操作 と、ドラギラの 襲撃は、ほぼ同
時だった。
おお

かぶ

獲物に追いついた水中島の魔神は、黒いテントウム
シに覆 い被さった。広 げた脚は、何本あ ってもキルリ
アン鋼の船体をすべる。上からはとても捕まえられな
いのだが、それで もドラギラは、の しかかるように し
て押さ えつけた。
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い

そして長い体を 活かして、湖底 で脚を踏ん張った 。
泥の中 に脚が埋もれて たいして踏ん張れ なくても、脚
の数だけは多いから、アンカーとして役には立った。
ドラギラの攻撃には、なんとしても前には進ませな
いとの 気迫がこもって いた。逃がさない というよりも、
湖底湖には行かせないという感じだ。さすがの魔神も、
死の硫酸湖は恐ろ しいと見える。
と なると、なおのこ と紅月丸は湖底 湖に向かわねば
ならなくなる。そこにしか、身を潜める場所はないか
らだ。そこでしか 、生き延びられな いからだ。
浮 こうにも、押さえ つけられている 。沈もうにも、
下は湖底。スクリューは壊れた。船体後部を放棄して
ようやく手に入れ たウォータージェ ットで、前に進 む
以外に 道はない。
水中大 砲から水が飛ぶ。 砲口は真後ろに向け てある。
船体に覆い被さっ た大ムカデの体に 水が当たって、 湖
底の泥 が巻き上げられ た。
紅月丸 もドラギラも、ど ちらも一歩も引かな かった。
進む者も下がる者もいなかった。両者ともに、その
場に釘 付けとなった。 力は互角だ。
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ただ、時間がす ぎてゆく。ただ 、バッテリーが消 耗

この ままでは……」

してゆ く。時間は無限 に流れても、電気 は無限に流れ
ない。
「姐さん！
「鞘翅 、開け！」
ルビー ローズはドラギラ に勝るパワーを求め た。水

たぶん、左 しか使

中で鞘翅を開いて プロペラを回転さ せ、さらなる推 進
力を得 ようとした。
「右のプロペラは折れてるです！
えないです！」
チ ャパティは操作し ながら、艇長に 状況を伝えた。
開 かないです！」

「ハイパーテンション・チャージャーを使う！」
「だめです！

鞘 翅は開かなかった 。のしかかった ドラギラに押さ
えつけられ ている。
「ちっ！」
ル ビーローズは自分 でテレグラフハ ンドルを押し上
げた。ひしゃげたスクリューを回してでも、前に進む
力を得ようとした 。
船 底から異音が響い てきた。
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音に反応したド ラギラが、新た な攻撃を繰り出し た。
おおあご

鋼 鉄のモンスターに 毒牙を突き立て たのだった。
あご

が くし

正確に は、牙ではなかっ た。大顎でもない。 頭部に
一番近い脚が顎の ように発達した、 顎肢と呼ばれる 器
官だっ た。つまり、ム カデは脚ではさむ だけで相手を
咬むことが できるわけだ。
どくせん

元は脚でも、太くてするどい牙と化している。毒腺
もある 。とがった鉤爪 が鋼のように黒光 りしている。
ところ が、咬んだ相手は 本物の鋼でできてい た。黒
いテントウムシは 鋼鉄のモンスター だ。硬さだけな ら、
最強。
マハラ 特製のキルリアン 鋼には、ドラギラの 毒牙も
通用しなかった。
「…… ……」
そのマ ハラは潜望鏡をの ぞいていた。
水中大砲の砲塔には攻撃用の潜望鏡がある。メンテ
のつい でに武装を強化 した改修作業で、 後ろを照らす
ライトも取 り付けてある。
潜望鏡が見せてくれたのは、泥水の世界だった。
湖 底に堆積した泥が 水流に巻き上げ られている。流
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されていっても、 泥は途切れること なく舞い上がっ て
きては 、視界を殺す。 透明な水はどこに もない。
時折、 泥の薄いところに 黄色い壁が見えた。 大ムカ
デの腹だ。紅月丸 に上から覆い被さ って、まだ余っ た
そ うか！」

長い体 が湖底に横たわ っている。
「お！
突然、マハラは意味不明な声をあげた。なにかひら

けわ

後部銃座でえ！ 」

めいた ようだ。
「姐御！
「……銃座？」
ル ビーローズの目つ きが険しかった 。
マハラ の話が見えない。 水密ドアの向こうは 、もう
湖底だ。船内は高 圧の水で埋め尽く されている。後 部

銃座を押し 出

銃座に は行けないし、 行ったところで重 機関銃が役に
立つとは思 えない。
「ムカデ野郎の腹 が真後ろにあらぁ ！

せば、 野郎にぶち当た って爆雷が弾ける ぜ！」
「あっ！」
言われて初めて、ルビーローズは思い出した。重機
関銃の 三脚には、遅延 発動型バーストの 詰まった二個
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の爆雷が装備され ている。うまくい けば、あわせて 六
さ

発の弾 け花火をドラギ ラにお見舞いでき る。
「やい、マッハ。やっぱ、おめえは冴えてるです」
少し前にほめられたお返しを、チャパティは忘れな
かった 。
「ったりめえよ。なんたって、この俺様は――」
「ハンマー・アク セル停止！」
ル ビーローズはハイ ドロハンマーの トリガーから指
を放した。マハラの自慢話に耳を貸す余裕はない。つ
いでに、スクリュ ーはうるさいだけ で役に立たない か
ら、テ レグラフハンド ルも戻した。
進む力 をなくした黒いテ ントウムシを、大ム カデが
引き寄せた。紅月 丸の船尾がドラギ ラの腹に密着し た。
獲 物が弱ったと見て 、ドラギラはこ こぞとばかりに
攻め立てた。鋼鉄のモンスターには毒牙が刺さらない。
今度は目を狙った 。硬くて透明なサ ファイアガラス に
も毒牙 は刺さらなかっ たが、キルリアン 鋼とちがって
傷が入った 。
「衝撃に備えよ！ 」
ル ビーローズはレバ ーを操作した。
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水没した船体後 部で、無人の銃 座が動いた。通路 の
天井か ら伸びた二本の アームが、抱えて いた銃座を船
外に突き出 した。
後部銃座はドラギラの腹にぶち当たった。重機関銃
たる

の銃身 が折れ曲がり、 二個の樽が押しつ ぶされた。
樽の中 に仕込まれていた 遅延発動型バースト が起爆
した。弾け花火が あわせて六発。全 部まとめて一度 に
弾けた 。
大ムカ デの長い体が爆発 の衝撃で持ちあがっ た。下
のほうの脚は湖底 から浮きあがり、 上のほうの脚は 紅
月丸か ら離れた。水中 島の魔神といえど も、モンスタ
ーであることに変わりはない。リヴリーの技で直撃を
食らって、ドラギ ラはダメージを受 けた。
し かし、ダメージを 受けたのは紅月 丸も同じだった。
船尾はドラギラの体に密着していたから、ほとんど船
内で爆発は起こっ た。激しい衝撃が 、紅月丸を襲っ た。
水 圧に耐えるように 設計されたのは 船体であって、
取り付けた装置類ではない。それでなくても船体後部
は水没して湖底の 高い水圧にさらさ れているのに、 そ
の上さ らに、爆発の圧 力まで受けたので はひとたまり
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もない。
電 池室の壁が抜ける ように押し破ら れた。水が一気
に流れ込んで、電池室を高い水圧で満たした。バッテ
リーセルが圧壊し た。抜けた壁が直 接当たって破壊 さ
れたセ ルもあった。
船体に 突き刺さっていた プロペラは、爆圧で 噴き出
した水に押されて 、すっぽ抜けた。 おかげで、栓の な
くなっ た大穴から圧力 を逃がすことがで きたものの、
バラストタンクの片方は排水不能となった。
爆発で発生した圧力を船体後部で受け止めた紅月丸
は、突 き飛ばされたよ うに前進した。
ハッチ へと延びる縦穴通 路でなにかが大きく 損傷し
たらしく、水が滝 のように流れ落ち てきた。
「やべ え！」
マハラ はハーネスを外し て席を立った。浸水 を止め
なければならない 。ただの水でも、 放置すれば操縦 室
と制御 室が水没する。 狙いどおり、紅月 丸が湖底湖に
突入したなら、今度は有毒な水が入ってくる。
「前進！」
ル ビーローズはハン マー・アクセル を作動させた。
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ダメージを受け たドラギラの動 きが止まっている う
ちに、 なんとしても湖 底湖にたどり着き 、もうひとつ
の湖に潜航しなければならない。それ以外に助かる道
はない。
「はい です！」
チャパ ティは操縦桿と潜 舵、それに鞘翅を受 け持っ
た。
覆 い被さっていたド ラギラがいなく なったので、鞘
翅が開いた 。
開いたのは左側だけだった。右側は開閉機構が壊れ
ている 。鞘翅は折れて 曲がって切れてい るし、プロペ
ラは全損した。水中翼は脱落してもうない。
左の鞘翅でシュラウド・リングが起きた。シャッタ
ーが開 いて、三枚羽根 のプロペラが回り 始めた。
かたは

水上用 の、それも片羽の プロペラ推進は微力 で役に
は立たなかったが 、プロペラ軸さえ 回転してくれた な
ら、別 の装置が動き出 す。
「行くです ーっ！」
コレクティブクラッチレバーを引き起こしたチャパ
ティは 、レバーの先端 にある真っ赤なス イッチを押し
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込んだ。
かど う

ハ イパーテンション ・チャージャー が稼動した。
プロペ ラ軸がプーリーを 回した。プーリーは ベルト
を回した。水の中 で黒いベルトがう なった。
かきゅうき

ハ イパーテンション ・チャージャー は水の過給機だ。
鞘翅のプロペラから動力を得ている。プロペラ軸がプ
かれい

ーリーという円盤 を回転させると、 そのプーリーに 噛
れいし

ませて あるベルトが回 って、マイクロ荷 霊発電機が動
れいし

き出す。霊子を帯びた特殊な電気が発生し、ジェット
パックが吸い込ん だ水を霊子レベル で圧縮。ウォー タ
へんぼう

ージェ ット推進器に強 制的に送り込み、 潜水艇を水面
効果翼船に 変貌させる。
潜水艇〈紅月丸〉は水中を飛んだ。
頼 みの綱であるウォ ータージェット 推進器は正常に
けんろう

動いた。水を吸い込み、インペラと呼ばれる特殊なプ
ロペラで増速する 機関だから、堅牢 に造ってある。 水
圧にも 爆圧にも壊れな かった。
幸いな ことに、圧縮空気 タンクには被害がま ったく
及ばなかった。実 は圧縮空気タンク は船内にはなか っ
た。紅 月丸の船腹は内 殻と外殻の二層構 造になってい
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る。ふたつの殻の 間がバラストタン クになるのだが 、
そこに 圧縮空気タンク は設置されていた 。内殻の外側
に固定してある。水圧にさらされる場所なのでタンク
は耐圧仕様になっ ていた。内殻と外 殻にはさまれて い
るから 、爆発の衝撃か らも守られた。
とぼ

圧縮空 気タンクが無傷だ ったのに比べて、バ ッテリ
そんかい

ーは大きな被害を 受けた。ただでさ え残量に乏しい の
に、た くさんのセルが 損壊した。
艇長席 のルビーローズも 、操縦席のチャパテ ィも、
バッテリーの残量 計に視線を走らせ た。レッドゾー ン
最後の 目盛りが終わろ うとしている。ま だ残っていた
はずの電力がセルごと失われて、残量はゼロに近い。
状況を報 告せよ！」

そして、浸水は膝下にまで達していた。
「マッ ハ！

ルビー ローズは大声で呼 びかけた。浸水が止 まらな
もう止ま るぜ！」

いようなら、硫酸 の湖には突入でき ない。
「だい じょうぶでえ、 姐御！

マハラ は先に回答してか ら、状況を説明した 。
どうせ、もう使 わねえんだ！

お おもとの止水

しすい

「ティアドロップ ・マシンガンの配 管が破裂しやが っ
た！
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せん

栓を閉めてるとこ だぜ！」
「よし ！」
ルビー ローズの目が光っ た。
「これより、湖底 湖に突入する！

潜航せよ！」

紅 月丸はすでに潜航 しているのに、 ルビーローズは
むじゅん

あえて潜航という言葉を使った。論理的には矛盾する
が、感覚的には違 和感がなかった。
窓 の下には水面が広 がっている。比 重の異なる水が
上下に分離して、ふたつの湖ができている。上の淡水
湖は無色透明で、 澄んだ水が空気の ように見える。 一
こうしょく いおう さいきん

方、下 の塩水湖は赤黒 い。
赤 い の は 、 紅 色 硫 黄 細 菌 が 繁 殖 し て い る か ら だ。
黒いのは、天然のヘドロ。泥の中の金属が硫化水素
と反応 して黒くなって いる。ドブをさら えば真っ黒な
おでい

汚泥が出て くるのと同じだ 。
紅月丸は湖底の水面を突き破った。
ハ ンマー・アクセル のジェット水流 が赤い煙を上げ
た。淡水湖の澄んだ世界が毒された。
赤い水に混じってどす黒いヘドロも巻き上げながら、
く

紅月丸 は深みへと沈ん でいった。奇しく も、船体のカ
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にもんがた

も

じいろ

ラーリングがちょうどいい迷彩となった。紅月丸は
二紋型 のナミテントウ を模している。地 色は黒く、シ
ュラウド・リングとシャッターは赤い。黒いヘドロと
赤い水にまぎれる ことができる。
偶 然の迷彩が役に立 ったのか、追い かけてきたドラ
ギラは紅月丸を捕まえようとはしなかった。
それとも、ヘドロや湖水を警戒したのだろうか。紅
色硫黄 細菌は硫酸呼吸 をしている。湖底 湖の水には硫
酸が含まれている。濃度まではわからないが、モンス
ターが死ぬ水であ ることはまちがい ない。
そ の証拠に、水中島 の魔神が追撃を 断念した。
舞い上 がったヘドロを避 け、自分から距離を 置いた。
リヴリーの技で攻 撃されて、怒り狂 って追いかけて き
たのに 、湖底湖には近 づこうとしない。
ひるがえ

ドラギ ラは紅月丸の真上 を通り過ぎてから、 長い体
を 翻 し た。向き直って 、少し離れたところ で、死の
湖に沈 んでゆく獲物を 見つめた。
紅月丸 は湖底湖に逃れる ことに成功した。
だがそれは、安心も安全も意味しなかった。
ド ラギラは去らなか った。湖水は有 毒だった。

- 627 -

かたはい

むし ば

船体後部は水没 し、バラストタ ンクは片肺。硫酸 を
含んだ 水が、外からも 中からも紅月丸を 蝕 んでゆく 。
頼みの ウォータージェッ ト推進器も、とうと う止ま
ってしまった。つ いにバッテリーが あがったのだっ た。
船 内の照明が落ちた 。ヘッドライト も消えて、この
やみいろ

世のすべてが闇色に塗りつぶされた。
けいでんき

すぐに予備電源が作動した。非常灯だけが再点灯し
た。予 備電源に切り替 わると、保護継電 器が必要最小
限の装置類にだけ電気を流す仕組みになっている。
バックアップのバッテリーは制御室にあった。水圧
とも爆 圧とも無縁だっ たが、供給できる 電力はわずか
だった。バッテリーの残量計は、メーターの針がほん
の少し戻っただけ 。目盛りひとつ分 どころか、その 半
分にも 届かない。
ルビー ローズの指示で、 チャパティはヘッド ライト
を再点灯した。
ただよ

明 かりをつけても、 視界は闇に閉ざ されていた。暗
い 湖 底 を 漂 う 黒 い ヘド ロ が 、光 を 吸 い取 っ た。 ど う
やら、ヘドロの上 層は水分を多く含 んでいるようだ 。
にご

意外に さらさらで、濁 った水程度に見え る。
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ちんざ

軽い衝撃があっ て、沈降が止ま った。紅月丸はヘ ド
ロに埋 もれるようにし て、湖底に沈座し た。
「ふう…… 」
マハラが吐息を漏らした。
作 業を終え、はしご を降りる途中で 、息を詰めて事
態の成り行きを見守っていたのだった。
「ただちに点検せ よ」
ル ビーローズはハイ ドロハンマーの トリガーグリッ
プから手を 放した。
点検作業は仲間たちに任せて、ルビーローズは頭上
の怪物 を見張った。黒 いベールの向こう に大ムカデが
沈んでいる。いずれ獲物は浮いてくると確信している
のか、斜め上で待 ち構えている。
武 装モンスターであ るドラギラの装 備を、ルビーロ
ーズはつぶさに観察した。脚と脚の間に球形のガスホ
ルダーが見える。 シュノーケルも備 えている。ひと 目
で潜水 装置だとわかっ た。
ドラギ ラが泳ぐところを ルビーローズは目撃 してい
る。平たい体を上 下にうねらせて、 それはみごとに 泳
いでい た。ろくに泳げ ない陸上モンスタ ーとの判断は、
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誤りだった。
ル ビーローズは視線 を船内に戻した 。
腰をか がめたマハラが胸 まで水に浸かってい る。
「やい、お茶っ葉 。鞘翅は閉じちま ったほうがいい ん
じゃね えのか？」
「はいです。開いたままだと、浮上するときに水の抵
抗が大きくなるで す。羽は閉じたほ うが賢明です」
「閉じ るぜ、姐御？」
マハラ は水中で大きなハ ンドルを握っていた 。非常
用の開閉ハンドル だ。電力を使わず に鞘翅や後羽を 動
かすこ とができる。
「お願いね 」
ルビーローズが許可すると、マハラはせっせと水の
中でハ ンドルを回し始 めた。チェーンか なにかが回転
する音と、空回りする音の両方が響いてくる。
「たぶん、右の羽 は墜落時に壊れた です」
チ ャパティは状況を 説明した。
「そのときに折れたプロペラが船体に突き刺さって、
右のバラストタン クに穴があいたで す。なので、そ っ
ちは排 水不能です。浮 上するときは横倒 しになって、
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左舷が上になるで す」
「ほん とに浮くんだろ うな？」
マハラ は手といっしょに 口も動かした。
潜水艇はバラストタンクに水を入れたり空気を入れ
たりし て、浮力をコン トロールしている 。タンクを排

かんおけ

水して、それでも浮上しなければ、もう二度と日光は
拝めない。
浮 上できない潜水艇 は、ただの鉄の 固まりだ。棺桶
に等しい。
「左のバラストタ ンクが無事なら、 浮くです。でも 、
浮上は ゆっくりになる です」
「それじゃ、話にならねえっつーの。のんびり浮上し
てる暇なんざ、ね えぜ」
「だい じょうぶですわ 。ハンマー・アク セルで加速で
きますもの 」
断言してから、ルビーローズはチャパティの顔を見
た。
チャパ ティはうなずいた 。ウォータージェッ ト推進
器は壊れたのでは ない。バッテリー があがって止ま っ
ただけ 。予備電源で再 使用することは可 能だった。
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「問題はムカデ野 郎でえ。脚の間に タンクみてえな の
があっ たぜ？」
モンスターのく せ

マハラ は潜望鏡でドラギ ラの装備を見ている 。
「ありゃ、ボンベ じゃねえのか？
に、ス キューバダイビ ングしてやがるん だよな？」
「そうね。それに、泳ぐのも上手でしたわ」
「生意気な野郎で い」
マ ハラは泳ぐのが下 手だった。
「圧縮空気タンクは異常なしです。エアは充分にある
です」
チ ェックを終えて、 チャパティが報 告した。
「なら、このまま我慢比べってのはどうでえ？」
「だめです。エア があっても、バッ テリーはバック ア
ップ分 しかないです。 時間がたてばたつ ほど、おいら
たちが不利になるです。あと、湖水の硫酸濃度が気に
なるです」
「おい おい。俺様特製 のキルリアン鋼を なめるんじゃ
ねえ。ちっとやそっとじゃ、溶けやしねえっての」
「マッハの言うと おりです。船体は 持つです。でも 、
ほかが 持たないです」
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「ああん？

ほか になにがあるんで え？」

「いろ いろあるです。 圧縮空気タンクに パイプ。ベン
ト弁にベント管も。どれも水に浸かっているです。全
部がキルリアン鋼 でできているわけ じゃないです」
「そり ゃまあ、そうだ けどよ」

そんかい

マハラ の手が止まった。 開いた羽は手動でた たまれ
た。
「墜落 の衝撃で損壊し ていたら、硫酸の せいで被害が
拡大するです。最悪の場合、魚雷が暴発するです。お
いらたちは自爆し ておしまいになる です」
「げえ ……」
「とりあえずは逃げ込んだけれど、態勢を立て直して
すぐにも出撃です わね」
「はい です。ここは危 険すぎるです」
チャパ ティは窓の外を見 たついでに、窓ガラ スに触
れた。硬くて透明 なサファイアガラ スには、ドラギ ラ
の毒牙 で付けられた傷 がある。もしも割 れたら、操縦
室も制御室 も水没する。
「使えるのは魚雷 が二本だよな？」
マ ハラは自分の席に 戻った。
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「そうですわね。 機関銃も重機関銃 も、もう使えま せ
んわ。 爆雷もハイドロ ハンマーも。エア カーテンやデ
コイ・シロップは、いまさら役に立たないでしょう。
ですから、残って いるのは魚雷が二 本、ということ に
なりま すわね」
ティア ドロップ・マシン ガンは配管が破裂し た。修
繕したところで、 ハッチを開けない と使えないし、 使
っても 威力は知れてい る。マッハガンは 銃身が曲がっ
たし、爆雷の直撃を受けた。無傷だったとしても後部
銃座へは行けない 。
爆 雷は使用済み。
ハイド ロ・コンプレッサ ーを外した水中大砲 は、ハ
ンマー・アクセル としての利用に限 定される。
エ アカーテンで身を 隠さなくても、 もっと強力な硫
つ

酸湖に隠れ ている。
船底に吊るしておいた新しいデコイ・シロップは、
墜落時 に脱落した。ル ビーローズたちが 知らないだけ
で、一度も使うことなく失っている。
残っているのは魚雷が二本だけ。増設した右の魚雷
ランチ ャーに一本。テ ントウムシの口の 中に一本。
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「たった二本の魚 雷で、ムカデ野郎 と最後の大勝負 か
よ。こ いつぁ、勝つし かねえぜ！」
マハラ は固めた拳をもう 片方の手のひらに打 ちつけ
勝ち目なら ありませんわよ？ 」

て、気合いを入れ た。
「あら ？
ちんざ

ルビー ローズはあっさり と答えた。
まんしん そうい

紅月丸は満身創痍だ。湖底に沈座して、沈没状態に
ある。 なんとか浮いた としても、スキュ ーバダイビン
グで自由自在に泳ぎ回るモンスターを相手に、水中戦
をする力などない 。戦って勝つこと は不可能だった 。
「姐さ んの言うとおり です。勝てっこな いです」
チャパ ティも素直に認め た。
「げえ……」
「バカ ね」
「おバカさ んです」
「んだとぉ」
「勝つ ための戦いでは なくってよ。浮上 するための戦
いですの」
「言い方を変える と、浮上すれば、 おいらたちの勝 ち
です」
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「でもよ。浮上し たって、もうどこ にも行けやしね え
じゃね えか」
「ええ、そうね。……だからね、マッハ」
ルビーローズは言葉を切った。
そ して、マハラの目 を見つめて、続 けた。
「紅月丸を 放棄します」
「マジかよ……」
「…… ……」
チャパ ティは口をつぐん だ。
「雷撃してドラギ ラの動きを止め、 緊急浮上。船を 捨
て、空 に逃れます」
ルビー ローズには専用攻 撃技の竜巻防壁があ る。身
を守りつつ、空中 を移動できる。マ ハラとチャパテ ィ
は呪文 で小さくなれば 、楽々運べる。い くら武装モン
から

スターでも、ドラギラは空まで追って来れない。もし
も飛べるのなら、 わざわざメタルホ ースに絡みつい て、
空中の 紅月丸を引きず り下ろしたりはし ない。
「くそっ… …！」
紅月丸を捨てると聞かされたマハラは、制御室の壁
を叩こ うとした。
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だが、すんでの ところで思いと どまった。
「…… すまねえな、お めえ」
叩くの ではなく、なでて さすった。壁を、い や紅月
丸を。
「頼む ぜ。もうひとふ んばりだ。俺様た ちを日の当た
るところま で運んでくれな 」
マハラは物言わぬ紅月丸に語り続けた。
「そこ でおめえとは、 お別れだ。……あ とはゆっくり
眠んな」
苦労して建造した紅月丸だった。
発 案したのはルビー ローズで、設計 したのはチャパ
ティだ。資材の調達はマハラが受け持った。三人で力
を合わせて、作り 上げた。
みが

船 体の塗装が乾いた ら、マハラはせ っせと磨いた。
ぼうかん

初めのうちは傍観していたルビーローズとチャパティ
も、マハラの情熱 が伝わっていっし ょに磨くように な
った。
紅月丸 はいつもピカピカ だった。
でも、いまはちがう。壊れて、ぼろぼろになってい
る。外 も。中も。ぼろ ぼろ。
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さず

終わりのときが きたのだった。
天 から授かった寿命 を、天寿という 。長く生きる者
もいれば、短く死ぬ者もいる。
機械だって生きている。寿命という名の命がある。
長く使 える物もあれば 、すぐに壊れる物 もある。
潜水艇 〈紅月丸〉は短く 生きた。強く、激し く、機
械の命を燃やした 。ルビーローズと 出会った。チャ パ
ティと 知り合った。マ ハラにきれいにし てもらった。
ゲンゴロウと争い、アメンボから逃げ、暗い洞窟に飛
び込んだ。星の墓 場を見た。燃える 蝶も見た。湖底 で
輝く真 珠も眺めた。潜 水艇なのに、水上 を走って、空
まで飛んだ 。
ひと夏の冒険だった。
ひ と夏の命だった。
波のな い湖底湖で、紅月 丸がぶるんとふるえ た。
最後に仲間を救って、散る。思い残すことはなにも
ないぞ と、鋼鉄のモン スターが語った。
「作戦を説 明するわ」
ルビーローズが切り出した。
「浮上 作戦その一。ジ ェット魚雷でドラ ギラを攻撃し
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ます」
魚 雷ランチャーには 試作品の新型魚 雷が残っていた。
スクリューの代わりにノズルがついている。取水口か
ら吸い込んだ水を インペラで増速し て噴射する、ウ ォ
ーター ジェット式を採 用している。雷速 は高速だ。
「自走式で発射しますから、初速は遅く、泳ぎの達者
こうかん

なドラギラにかわ される可能性が高 いでしょう」
ジ ェット魚雷を納め た魚雷発射管は 、ただの鋼管だ
った。後部は閉鎖されていない。魚雷を射出する機構
がないから、圧縮 空気式でも水圧式 でも撃ち出せな い。
魚雷は 自分自身の力で 走り出す。
「かわされてもかまいませんわ。だって、戻ってくる
魚雷ですもの」
ジ ェット魚雷にはジ ャイロブーメラ ンが搭載されて
りちぎ

いた。当たらなければ、律儀に帰ってくる魚雷だ。後
ろからドラギラを 攻撃できる。ただ し、それもかわ さ
れたな ら、紅月丸に命 中することになる 。発射したと
きは遅くても、帰ってくるときは高速なのだから、か
なり危険だ。
「幸い 、敵は長い体を 持っています。帰 ってきたジェ
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ット魚雷が、わた くしたちには当た らないように、 で
もドラ ギラには当たる ように、発射後に 少しだけ移動
します。帰りもかわされたなら、ジェット魚雷は湖底
に命中するでしょ う。それはそれで 好都合ですわ。 爆
発でヘ ドロが舞い上が って、紅月丸を隠 してくれます
もの」
「ってぇことは、 斜め上に向かって 魚雷発射ってこ と
だな。 ムカデ野郎が真 上にいたんじゃ浮 上できねえし、
真横にいたんじゃ魚雷は湖底に当たらねえ」
「そうね」

命中

「当た ってもよし。外 れてもよし。さす が姐御だ。よ
く考えてあ らぁ」
マハラは無邪気に感心した。
「ジェ ット魚雷が命中 したら、どうする です？

外れた魚雷が ヘ

しなくて湖底で爆発して、舞い上がったヘドロに隠れ
たとして、そのあ とどうするです？

ドロに 埋もれて爆発し なかったら、どう なるです？」
チャパ ティは立て続けに 質問した。
「命中してもしな くても、爆発して もしなくても、 作
戦その 二に移行します 。最後の魚雷でド ラギラを攻撃
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します」
「魚雷 は使い切っちま おうってんだな？ 」
マハラ の問いに、ルビー ローズはうなずいた 。
「まあ、大事に取 っといてもしょう がねえか。それ に
使っち まったほうが、 船体も軽くなるっ てもんでえ」
「これで、攻撃手段はなくなりました。結果にかかわ
らず、あとは浮上 するだけ。作戦そ の三。緊急浮上 し
ます。 ハンマー・アク セルも使って、持 てるすべての
力をふりしぼって、水上に出ます。デコイ・シロップ
つ

も使いますわ」
船 底に吊るしたデコ イ・シロップな らもうないのだ
が、ルビーローズは知らない。
つと

「浮上後、マッハ はハッチを開けて 周囲を警戒。続 い

すっかり忘 れてたぜ！」

てチャ ッパが脱出しま す。しんがりはわ たくしが務め
ますわ」
「あっ、いっけね え！

マ ハラは自分の額を 軽く叩いた。
さと

「制帽なら、あきらめなさい」
先手を打って諭すと、ルビーローズはターバンをチ
ャパテ ィに返した。ず っとかぶったまま 、すっかり忘
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れていたのだった 。
「そう じゃねえって。 ハイドロハンマー にこびりつい
てた水中島の膜をよ、切り落としてビンに入れたじゃ
ねえか。そのビン だけどよ……」
握 った拳で親指を立 て、マハラは後 ろを指した。
水圧を 無力化する不思議 な膜をせっかく採取 したの
に、肝心のビンは 船体後部に収納し たまま置き忘れ て
きたの だった。
「あきらめ るです」

こうかい

チャパティはようやく返してもらったターバンをか
ぶった 。
く

「でもよ… …」
あと

「後で悔やむと書 いて、後悔と読む です。前もって 後
悔する ことはないです 。おいらたちはま だ、助かった
わけじゃないです。悔やむのは、無事に帰投してから
にするです」
「そう ね。ビンは墜落 したときに割れた と思いましょ
う。いまはとにかく、浮上と脱出。そしてその前の攻
撃に、専念するこ とですわ」
「しゃ あねえ。そうす っか」
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マハラは納得し た。浮上した後 に船体後部を排水 す
る余裕 があるわけもな く、あきらめざる を得なかった。
なに 言ってんだ、おめ え。なんでマス ク

「念のため、酸素マスクを着用するです」
「ああん？
がいる んでえ？」
ふんさい

「窓ガラスが粉砕される恐れがあるです」
ちくせき

「おいおい。サフ ァイアガラスだぜ ？」
「ダメ ージがかなり蓄 積しているです。 墜落時の衝撃
があるです。ドラギラの毒牙で傷をつけられたです。
その傷に硫酸が染 み込んだです。湖 底の水圧もかか っ
ている です。このあと 、魚雷が爆発して 衝撃波を浴び
るです。爆発による水の圧力も受けるです。それから
緊急浮上するので 、今度は水圧が一 気に下がるです 。
くだ

なので 、硬いサファイ アガラスも割れて 砕ける恐れが
あるです」
「げえ……」
おこた

おろ

「水中 で窓が割れたら 、おしまいね。で も。だからと
い っ て 、 備 え を 怠 る の は 愚 かで す わ 。チ ャ ッパ の ア
ドバイスに従って 、酸素マスクをつ けましょう」
ル ビーローズは天井 に手を伸ばすと 、パネルの留め
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具を外した。パネ ルが下に開いて、 中から酸素マス ク
が落ち てきた。
顔面を すっぽり覆うフル フェイスタイプのマ スクだ
った。水中でも視 界を確保できるし 、付けたまま会 話
もでき る。肝心の酸素 は、パネルから伸 びたチューブ
で届けられ る。
マスクを顔に当てると、ルビーローズはバンドを後
頭部に 回した。アカゲ パキケには立派な 角があるので、
上からすっぽりかぶるというわけにはいかなかった。
マハラはなんの苦労もせずに、片手で気軽にかぶっ
た。
長い鼻 がある割に、チャ パティも苦労しなか った。
鼻は上手に丸めて いる。
「では 、浮上作戦を開 始します」
仲間た ちが酸素マスクを 付けたのを見届けて から、
ルビーローズは正 面を向いた。
「メイ ンタンク・ブロ ー」
ちんざ

左右の バラストタンクに エアが送り込まれた 。
ヘドロに埋もれる形で湖底に沈座していた潜水艇が、
ゆっく りと浮き上がっ た。船体は大きく 傾いている。

- 644 -

浮いたのは左舷だ けで、右舷は沈ん だまま。右のバ ラ
ストタ ンクには穴があ いているから、エ アが抜けて排
水はできな い。
重い右舷を、軽くなった左舷が引っ張り上げた。
紅 月丸は横転した状 態で湖底を離れ た。
船内の 水が右舷に集まっ ている。横向きに座 るマハ
ラは真下を向いた 状態となった。目 の前の水面とに ら
めっこ をしている。チ ャパティは頭を斜 めに起こして、
ターバンがずり落ちないように工夫している。
「魚雷発射口、開 け」
「合点 承知！」
黒いテ ントウムシが口を 開けた。
「前部トリムタン ク排水。紅月丸の 頭を上げよ」
「はい です！」
右に傾 いていた船体が後 ろにも傾いた。操縦 室にあ
った水が制御室に 流れた。
「魚雷 発射口を敵正面 へ」
船首を 上げただけではド ラギラを狙えなかっ た。ス
クリューのひしゃ げたポッド推進器 は役に立たない か
ら、船 体の向きを変え るにもハンマー・ アクセルに頼

- 645 -

るしかない。
チ ャパティは水中大 砲のアクセルを 吹かしながら、
とら

砲塔を動かし、射角を調整した。水を吸って重い船体
が少しずつ向きを 変え、紅月丸はタ ーゲットを捉え た。
ド ラギラは淡水湖に 沈んだまま、ほ とんど動かない。
うごめ

時折、脚が 蠢 く程度だ。
「覚悟はよろしく て？」
ル ビーローズは仲間 たちを見た。
「いつでも どうぞです」
「聞くまでもねえ ぜ」
ル ビーローズの隣に 座るチャパティ が答え、その後
ろに座るマハラが答えた。チャパティはこんなときで
も眠そうな顔をし ている。笑顔が地 顔のマハラはに や
けてい る。
「撃ちます わよ！」
ルビーローズはジェット魚雷の発射スイッチをひね
った。
メンテ で後付けした発射 装置は、ポッド推進 器のバ
ックアップコード に接続されている 。スイッチをひ ね
れば、 魚雷に信号が届 く。
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だが、なにも起 こらなかった。 スイッチをひねっ て
も、魚 雷は発射されな かった。モーター 音も響いてこ
ない。
ルビーローズはスイッチを戻して、もう一度ひねっ
た。操 作を繰り返して 乱暴に動かしても みたが、結果
は同じだっ た。
ジェット魚雷は撃てなかった。
試作品だから、ぶっ壊れちまったの

「…… だめですわね」
「なんでえ？
か？」
「それ は関係ないと思 うです。墜落の衝 撃で、魚雷ラ
ンチャーが脱落したか、魚雷が発射管から抜け落ちた
か、コードが切れ たかしたです」
チ ャパティの推測は 当たっていた。
ドラギ ラが紅月丸を水面 に叩きつけたときに 、コー
ドがちぎれたのだ った。コードの大 部分はメタルテ ー
プで船 体に貼り付けて あったが、貼られ ていないとこ
ろにかかった水圧でコードは引っ張られた。メタルテ
ープごと船体から 引き剥がされ、ポ ッド推進器に穴 を
あけて 取り付けた防水 端子のところで切 断されたのだ
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った。
「浮上 作戦その二に移 行します」
なげ

ルビー ローズは冷静だっ た。
使えない魚雷を嘆いていてもしかたがない。それに
魚雷は まだ残っている 。雷撃して敵の足 を止めるとい
う手段が絶たれたわけではない。
「これが最後の魚 雷ですわ。わたく したちが浮上す る
ために は、絶対に当て なくてはなりませ ん。しっかり
と引きつけてから、撃ちます」
「最後のは遅延発 動型バーストが同 時爆発するです 。
全部で 九発あるので、 かなりの衝撃にな るです」
チャパ ティが念を押した 。
「魚雷、発射用意 」
「おう よ」
マハラ は魚雷発射管制盤 を操作した。
「雷速最大。あと は調整しねえぜ」
確 実に命中させるた め、充分に引き つけてから撃つ
ことになっている。射角などの細かい調整は不要だっ
た。
マ ハラは管制盤のＴ 字型レバーをひ ねった。魚雷発
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射管の安全装置が 解除された。
「いつ でも撃てるぜえ 、姐御」
「チャッパ。魚雷発射口を向けたまま、ゆっくりと浮
上して」
最 後の魚雷は帰って こない。ジャイ ロブーメランは
搭載されていない。かわされたらそれっきりなのだか
ら、斜め上を狙う 必要はなかった。 逆に、ドラギラ が
上にい たほうが不利だ 。横か下にいてく れたほうが、
その分早く 浮上できる。
「了解したです」
「マッ ハはそのまま待 機」
「合点でい 」
黒いテントウムシがのそりと動いた。湖底湖からの
浮上を 開始した。船体 は右に傾き、船尾 は下がってい
る。右舷の羽は開閉機構が壊れているから、折れて曲
がった鞘翅が勝手 に開いている。
み すぼらしい姿だっ た。船体には穴 があいているし、
水密ゲートを開けたので船体後部は水没している。後
部銃座は形が変わ っていびつになっ ている。
だ が、無残な外見と は裏腹に、鋼鉄 のモンスターは
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と

けん

こん

戦闘態勢にあった 。傷ついた目で大 ムカデをにらみ 、
いってきけんこん

最後の 魚雷で戦いを挑 もうとしていた。
な げう

つか

まみ

一擲乾 坤を賭すという言 葉がある。乾は天。 坤は地。
すべ て を 擲 っ て 、 天 を 掴 むか 、 地に 塗 れる か の 大 勝
負だ。

のぞ

「だいじょうぶですわ。わたくしがついていますも
の」
ル ビーローズは、生 きるか死ぬかの 勝負に臨む男た
ちの緊張を ほぐそうとした 。
船尾が持ち上がって、後ろに集まっていた水が前に
流れて ゆく。船内に小 さな波が立ってい る。
「姐御、それじゃ盛り上がらねえって」
水に足を洗われながら、マハラがごねた。
「姐さ んらしく、ズバ ッといくです」
チャパ ティまでリクエス トしてきた。
「あらあら。困り ましたわね」
「姐御 ぉ」
「姐さぁん 」
男たちが鼻を鳴らしている。
「…… 野郎どもっ！」
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ルビーローズは あきらめた。や さしい言葉をかけ て
緊張を ほぐそうなんて 、よけいなお世話 だった。
「ぬかるん じゃないよ！」
「おおうっ」
「はい ですっ」
ルビー ローズは伝説の女 博徒だ。
おて

もの

その名はいまも、裏社会で語り継がれている。博打
とケン カが得意で、命 を張った大勝負は 御手の物。
紅い薔 薇の女がいる限り 、男たちが敗北を恐 れるこ
とはなかった。
「湖底 湖を出るです」
紅月丸 は死の湖から浮上 した。赤い水を割っ て、透
明な淡水湖に顔を 出した。
ド ラギラが動いた。
平たい 体を上下にうねら せて、水中をすべる ように
泳ぎ、襲いかかっ てきた。
ル ビーローズは待っ た。
襲いか かってきた敵を、 じっくりと待ち受け た。
大ムカデが泳いでいる。長い体を波打たせて上手に
スイミ ングをしている 。ルビーローズは 気づいていた。
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ドラギラの頭が上 下していることに 。頭部を固定し て
胴部を 振るのではなく 、体全体を波打た せている。頭
は無駄に動 いている。
泳ぎが得意に見えても、そこはやっぱり陸上モンス
ターだ った。
「撃ちな！ 」
ドラギラの頭が下がる瞬間を、ルビーローズは狙っ
た。
「喰らいや がれっ！」
マハラが魚雷を発射した。
魚 雷発射管に充満し たエアが勢いよ く魚雷を押し出
した。
ドラギラは下がった頭を上げた。そのまま、のけぞ
るよう にして大事な頭 部を持ち上げ、守 ろうとした。
その動きで、前に進んでいた体がぴたりと止まった。
のけぞったせいで 胸が反り、反った 胸が壁となって 水
を押し た。ブレーキが かかったのだった 。
魚雷が 命中した。
九発の遅延発動型バーストが全部まとめて爆発した。
激 しい衝撃波が紅月 丸を襲った。操 縦室の窓ガラス
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にひびが入った。 爆圧が紅月丸を突 き飛ばした。
サ ファイアガラスは 割れなかったが 、窓の外の泡で
なにも見え なくなった。
「浮上ーっ！」
ル ビーローズが叫ん だ。
魚雷を 当てる勝負ではな い。本当の戦いはこ こから
始まる。
重 い船体が浮かび上 がってゆく。明 るい水面をめざ
して昇って ゆく。
潜水艇〈紅月丸〉の、これが最後の浮上だった。
２
船 体は横倒しだった 。
左舷が 完全に上を向いて いる。
大穴があいているから、右のバラストタンクに放出
したエ アはどうしても 抜けてしまう。水 が詰まったま
まの重い右舷を、軽くなった左舷が引っ張り上げてい
た。
操 縦室と制御室にも エアがあるので 、船首は上向き
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になっていた。水 没した船尾が垂れ 下がる形だ。
そ れだけは浮力が足 りなかった。浮 き上がりはする
ものの、上昇スピードに欠ける。ドラギラに追いつか
れてしまう。
ハ イドロハンマーが 力を添えた。砲 口から水を噴射
して、重い船体を押し上げてくれた。
バッテリーの残量を気にする者はいなかった。圧縮
空気タ ンクの残りも心 配しなかった。た だひたすら、
水面をめざ した。
浮上さえできれば、勝負はルビーローズ一味の勝ち
だ。あ とはハッチから 脱出するだけ。
魚雷に 詰め込んだ遅延発 動型バーストで、弾 け花火
九発分の攻撃をド ラギラにお見舞い した。受けたダ メ
ージか らの回復が少し でも長引くことを 祈って、一味
は見えない 空を見上げた。
ひび割れた窓の向こうに空はある。積み重なった黒
い水の 彼方では、いま この瞬間も、夏の 日差しが湖面
を焼いてい る。
横倒しになった船内では、左舷に座るルビーローズ
が一番 上になっていた 。窓の外は暗いが 、息をひとつ
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吐くたびに、軽く なった紅月丸が浮 き上がる。
「だい じょうぶ、おい らたちは潜水艇で す。一気に浮
上しても問題ないです。でもドラギラは、潜水器具を
使って生身でスキ ューバダイビング をしているです 。
なので 、急浮上すると 減圧症になるです 」
チャパ ティは頭を斜めに 起こしていた。紅月 丸は横
転しているから、 頭をまっすぐにす るとターバンが ず
り落ち る。
「潜水病っ てやつだな」
マハラは水面とにらめっこだ。下になった右舷には
水が溜 まっている。船 首が上向きなので 、マハラのい
る制御室に集まっている。顔が水に浸かっても、溺れ
る心配はなかった 。フルフェイスの 酸素マスクを着 用
してい る。
「はいです。すぐに追いつかれることはないです」
「浮上したら俺様 の出番でえ。出口 の安全はばっち り
確保し てやるぜ。アメ ンボがいようが、 ヤンマがいよ
うが、もう関係ねえ。片っ端からぶっ飛ばしてやらぁ。
マッハ・ハンマー でな」
マ ハラは沈んでいた 右腕を水の上に 突き出して見せ
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たが、前に座るふ たりの視野には入 らなかった。
「…… ……」
ルビー ローズは無言だっ た。
窓の外の暗さを確かめてから、深度計を指でつつい
た。そ してまた、ひび 割れた窓に視線を 向けた。
「姐さん、どうかしたです？」
「深度計が壊れて いますわ。マッハ 、そちらはどう か
しら？ 」
「ちょい待 ち」
マハラは目の前の水面に顔を突っ込んだ。
計 器類は制御室の壁 に取り付けてあ るから、水の下
だ。
「だめだ、姐御。 こっちも壊れてや がらぁ。メータ ー
くれ

の針が 正しけりゃ、そ ろそろ水面でい。 こんなに暗え
こちら もそうよ？」

ってのによ 」
「あら？

ふ たつの深度計がそ ろって同じ壊れ 方をするとは考
えにくい。むしろ逆に、計器がふたつとも同じ表示な
ら、それは正確な のだと判断できる 。
「…… 深度計は壊れて ないと思うです」
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チャパティは顔 を上げて、ルビ ーローズを見た。
艇 長席は操縦席の左 横にある。傾い た船体は左舷が
上になっているから、ルビーローズはチャパティの真
上にいる。その後 ろにはひびの入っ た窓ガラスがあ っ
て、窓 の外の黒い水は 青い空に続いてい る。
だが、 青い色は目に入ら なかった。代わりに 、黒い
色が飛び込んでき た。黒い水の中に 、黒い固まりが あ
った。
「危ないで す！」
チャパティの注意がルビーローズに届く前に、黒い
固まり がサファイアガ ラスに激突した。
浮上す る紅月丸が、浮遊 する物体にぶつかっ たのだ。
すでにひびの入っ ていた窓ガラスは 、ひびが全面に 広
がって 真っ白になった 。
ルビー ローズは驚いて振 り返ったが、窓は白 く、な
にがぶつかったの かはわからなかっ た。
そ れでも、ただごと でないと悟った 。激突は一度で
終わらなかった。船体のそこかしこから、ぶつかる音
が響いてくる。
「なに ごとでえ！」
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マハラの問いに 答えられる者は いなかった。
衝 突音はすぐにやん だ。同時に、浮 上も止まった。
上昇している感じはもうしない。それどころか、水面
で揺れている感じ すらしない。船体 が固定されてい る。
ル ビーローズ一味は 、全員が深度計 に目を走らせた。
メータ ーの針はゼロを指 している。つまり、 紅月丸
は浮上したのだ。 艇長席の白い窓ガ ラスも太陽に照 ら
されて 明るくなってい る。
チャパ ティは操縦席の窓 を見た。下を向いた 窓の外
は黒一色。なにも 見えなかった。
「とに かく！」
ルビー ローズが叫んだ。
「脱出しましょう ！」
「よく わかんねえが、 やるこたぁやるぜ ！」
マハラ は酸素マスクを脱 ぎ捨てると、ハーネ スを外
した。
ハ ッチを開けて安全 を確保するのが 役目だ。床は垂
直に近かったが、天井の配管をつたって登った。ハッ
チへと続くはしご に手が届くと、あ とは簡単だった 。
縦穴通 路はいまや横穴 になっている。す んなりとハッ
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チにたどり着いた 。
マ ハラはハッチを開 けた。
外の世 界が見えた。黒い 地面がどこまでも広 がって
いる。ごつごつと した岩だらけの地 面だ。
い や。岩ではなかっ た。
うごめ

地 面 は 動 い た 。 そ こら 中 で 蠢 い て い た。 岩 だと 思
ったものが顔を上 げてマハラを見た 。アリだった。
紅 月丸は、艦隊アリ が群れて作った いかだを突き抜
けて浮上し たのだった。
しま もよう

少し離れたところに小山があった。アリがたかって
いる。 黄色と黒の縞模 様をした棒が突き 出している。
トンボの腹部だった。おそらくは、羽をもがれて飛べ
なくなったヤンマ ・ファイターだろ う。墜落した空 の
王者は 、いかだの上に 引きあげられて、 艦隊アリの餌
食となって いた。
リヴリーの姿を見つけたアリたちが、いきりたって
押し寄 せてきた。
「げえ…… 」
マハラはあわててハッチを閉じた。
頑 丈なハッチの向こ うから、船体を かじる音が聞こ
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おおあご

えてくる。モンス ターが大顎で攻撃 を仕掛けている 。
浮 上さえできれば、 勝負はルビーロ ーズ一味が勝つ
はずだった。ハッチから脱出して、それでおしまいと
なるはずだった。
と ころが、そううま くはいかなかっ た。よりにもよ
って、艦隊アリがいるところに浮上してしまった。紅
月丸はアリの群れ に乗り上げた状態 になっている。 だ
から波 に揺られること もなく、船体が固 定されている。
マハラ は安全の確保に失 敗した。マッハ・ハ ンマー
で攻撃するには数 が多すぎた。あた り一面全部モン ス
ターな のだから、どう にもならない。

外に出られ

魔神の 追撃を振り切って 湖底から浮上してき たとい
うのに、一味は脱 出できなかった。
艦隊 アリがいやがる！

艦隊 アリです！」

「ちく しょう！
ねえ！」
「姐さん！

チ ャパティははしご に手をかけたと ころだった。マ
ハラの叫びを、下で待つルビーローズに伝えた。
「そう。ラッキー ですわ」
脱 出不能だというの に、ルビーロー ズはさらりと受
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け流した。
「マジ かよ！

姐御！ 」

マハラ が横穴から顔を出 した。
だったら、 もう沈没の心配は いりませんわ

「もちろんですわ 。紅月丸は艦隊ア リに捕まったの で
しょう ？
ね」
ルビーローズは機関制御席に手をかけて、仲間たち
を見上 げた。チャパテ ィがマハラに引っ 張り上げても
らっている 。
「……いや、まぁ 、そりゃそうだけ どよ。でも、出 ら
れねえ んだぜ？」
「すぐにドラギラが浮上してきますわ」
「だったら、よけ いにやべえじゃね えか」
「いい え。ドラギラに 気づいたら、艦隊 アリは逃げ出

なにも 問題はないで

そこ で脱出すりゃいい んでえ！」

しますわよ ？」
「そうか！

「そう いうことですわ 。どう？
しょう」

「全然問題ねえぜ 。なあ、お茶っ葉 」
マ ハラはチャパティ の肩に腕を回し た。男ふたりで
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きゅうくつ

横穴に並ぶと、か なり 窮 屈 だった。
「まあ 、なんだな。苦 労してムカデ野郎 から逃げてき
たってぇのによ。今度は来てもらわねえと困るってん
だから、皮肉なも んだぜ」
「では 、マッハはハッ チのそばで待機。 チャッパはそ
こで、マッハとわたくしのバックアップをお願いね」
「姐さんはどうす るです？」
「わた くしは、不測の 事態に備えてここ にいますわ。
なにか起きたら、すぐに操縦できないと困るでしょ
う？」
「了解 したです」
「じゃ、俺 様は行くぜ」
マハラは顔を引っ込めた。
役 割の分担に変更は なかった。マハ ラは最初に脱出
し、出口の安全を確保する。次に脱出するのはチャパ
ティで、それまで は仲間ふたりの中 間にいて、どち ら
にも加 勢できるように する。艇長のルビ ーローズは最
後まで船内に残り、必要とあれば操縦する。
ルビーローズは操縦席に向かった。船体は傾いたま
まだ。 上にある艇長席 にわざわざ登る必 要はない。
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船内に溜まった 水をかきわけて いると、急に暗く な
った。 見上げれば、ひ びで真っ白になっ た操縦席の窓
ガラスに黒い影が落ちている。リヴリーを目撃したア
リたちの興奮が仲 間にも伝染して、 一斉にたかり始 め
たのだ った。
おおあご

艦隊ア リの大顎も鋼鉄の モンスターには通用 しなか
った。群れて咬み ついたところで結 果は同じ。船体 の
キルリ アン鋼には傷ひ とつ入らない。た だし、群がっ
てそこら中に咬みついたため、容易に弱点を探り当て
ることができた。
紅 月丸の弱点。それ は、ひび割れて 強度が失われた
サファイアガラスだった。特に、浮上するときに上を
向いていた左舷の 窓ガラスは、アリ との激突で全面 に
ひびが 入っている。
おおあご

その窓 が破られた。硬く て透明だったサファ イアガ
ラスも、いまは真 っ白で紙のようだ 。黒い大顎で簡 単
に切り 裂かれてしまっ た。
操縦室 に穴があいた。巨 大な昆虫がのぞき込 んでき
た。中には、赤い リヴリーがいる。
ア リの興奮がさらに 高まった。傾い ていた船体を引

- 663 -

き倒そうとした。 しかし、反対側の アリが逆らって 、
引き戻 した。横倒しの 紅月丸は左右に揺 さぶられた。
ルビー ローズは機関制御 席まで後退した。窓 ガラス
が割られても、恐 れる必要はなかっ た。艦隊アリは モ
ンスタ ーだ。窓から入 ってくるにはでか すぎる。ルビ
ーローズはハーネスをつかんで座席から引っ張り出す
から

と、腕に絡めた。
窓 を破ったアリは船 底側にいた。リ ヴリーを目撃し
たのは一匹だけ。それに対し、ハッチ側のアリたちは
複数がリヴリーを 目撃している。綱 引きはハッチ側 が
勝利し た。
横倒し だった紅月丸はハ ッチ側に倒されて、 天地が
ひっくり返った。 船内の水が縦穴通 路に流れ込んだ 。
両 手ではしごを握り しめていたチャ パティは頭から
水をかぶった。ターバンが流された。
通路が水没してハッチは水の底となったから、マハ
ラがあ わてて浮かび上 がってきた。
ルビー ローズは座席につ かまって上にいる。 いまは
床が天井だ。
「姐さ ん！」
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これじゃ 外に出られねえ！ 」

「だいじょうぶで すわ！」
「くそ っ！
予定で は、ハッチから脱 出することになって いた。
艦隊アリに捕まっ ていても、ドラギ ラが浮上してく れ
ただよ

ば ア リ は 逃 げ る 。 捨 てら れ た紅 月 丸 は 水面 を 漂 う こ

てんぷく

とになるから、ハッチを開けて空に逃げる手はずだっ
た。
と ころが、紅月丸は 転覆させられた 。ハッチが真下
になった。これでは水面を漂っていても脱出できない。
ハッチを開けると そこは水中だし、 窓を破られたの で
水が一 気に入ってくる 。
水密ド アから船体後部に 逃げようとしても、 状況は
変わらない。ドア にしろハッチにし ろ、開けてしま え
ば水が 吸い込まれてく る。船内の空気は 破れた窓から
抜けてゆく。そうなれば、入ってくる水の勢いに負け
て外には出られな い。満水を待った のでは手遅れだ 。

いや、 待てよ？

窓か ら

操縦室 に制御室まで水 没した紅月丸は、 浮力をなくし
て沈没する だろう。
「窓から出るしか ねえか？

だって 水は入ってくる ぜ？」
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ど うやったって沈没 するじゃねえ

マハラが自問自 答している。
「ちく しょうめ！
か！」

そうな

なに言っ てんだ、おめえ。 ムカデ野郎が

「沈没しないです 」
「ああ ん？
来たら、俺様たちは湖に落っこちるんだぜ？
りゃ、いやでも窓 から水が入ってく るじゃねえか」
「水は 入ってくるです 。でも、沈没しな いです。ちゃ
んとハッチから出られるです」
「逆さまになった ってぇのにか？」
「設計 したおいらを信 じるです」
チャパ ティは縦穴通路の ふちに腰掛けた。ど うやら
自信があるようだ 。その場しのぎの 気休めには見え な
かった 。
きも

す

「よおし。そんなら、おめえに任せた。相変わらず、
肝の据わった野郎 でい」
マ ハラは水没した縦 穴でふんぞり返 った。肩まで水
に浸かり、ふちに足を乗せている。まるで風呂にでも
入っているかのよ うだ。
座 席につかまってい たルビーローズ が、いまは床と
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なっている天井に 飛び降りた。
一 味はあきらめなか った。脱出には 失敗したが、少
なくとも身の安全は確保されている。鋼鉄の船体がバ
ラされる恐れはな い。あとは大ムカ デの浮上を待つ ば
かり。
ドラギ ラの追撃を疑う者 はいなかった。水中 島から
ま

脱出したときに、 一度は撒いた。ド ラギラは真上に 浮
上し、 紅月丸は移動し ながら斜めに浮上 した。互いの
姿はまったく見えないほど、遠く離れた。それなのに、
ドラギラは追いか けてきた。実に執 念深い魔神だっ た。
そ して、いまは真下 にいる。弾け花 火で攻撃されて
もいる。怒りに燃えて、追ってくるに決まっていた。
割れた窓から触角を突っ込んでいたアリの動きが止
まった 。船体をかじる 音も、ぱたりとや んだ。騒音が
消えると、あまりの静けさに時の流れが止まったよう
に感じられた。
だ が、遠くからざわ めきが流れてき て、紅月丸にた
そうてったい

かるアリた ちに取り憑いた 。
艦隊アリは総撤退に移った。自分たち自身の体で作
ったい かだが分裂した 。右に逃げ、左に 逃げて、艦隊
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はばらばらになっ た。
紅 月丸は水面に投げ 出された。
「おいでな すった！」
ふんぞり返っていたマハラが体を起こした。
破 られた窓から水が 入ってきた。し かし、すぐに船
体後部が沈み込んで、船首は持ち上がった。操縦室は
水面より高くなっ て、水は入ってこ なくなった。
「なる ほどな。おめえ の言ってたのは、 こういうこと
かよ」
「はいです。水密 ゲートが開いたま まなので、船尾 が
窓から脱出 するの

先に沈 むです。船首は 上になるです」
「でもよ。ハッチは使えねえぜ？
かよ？」
いぜん

紅 月丸は依然として 転覆した状態だ った。船尾が沈
んで船首が持ち上がっているものの、裏返しのままだ。
縦穴通路には水が 溜まっている。ハ ッチを開けると 、
まるで 水洗トイレのよ うに流されてしま う。
「次は右舷が沈むです。穴のあいたバラストタンクに
水が入るです。紅 月丸は左肩が上が った状態になっ て、
ハッチ に溜まった水は 出ていくです」
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「そりゃいいんだ けどよ。早いとこ 逃げねえと、ム カ
デ野郎 がやってくるっ つーの！」
「こないで す」
「おい……！」
「水面 にはアリの艦隊 がいるです。たく さんの群れで
す。それがいっせいに逃げ出して、大騒ぎです。ドラ
ギラが一発でおい らたちを見つけら れるわけがない で
す。注 意は動くものに 向けられるです。 動かないおい
らたちは目立たないので、すぐには見つかりっこない
です」
右 舷が沈み始めた。 黒いテントウム シの左肩が上が
ってゆく。縦穴通路が斜めになって、溜まっていた水
が抜けてゆく。
「おお ……」
かんたん

マハラ は感嘆の声を上げ た。知恵袋の言った とおり
だ。
「さす がですわね、チ ャッパ」
ルビー ローズがほめた。
「水がなくなったら、ハッチを開けりゃいいんだ
な？」
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「だめです。ハッ チの外は水面ぎり ぎりか、下手を す
ると水中になるです。なので、開けたら沈没するで
す」
「おいおい。それ じゃ、なんにも変 わらねえじゃね え
か。や っぱり窓から脱 出するのかよ？」
「急ぐなら窓から出てもいいです。でも、ちょっと待
てばひっくり返っ て元どおりになる です。ハッチは 上
を向く です」
「ははーん。俺様にもわかったぜ。きのう、おめえが
転覆させたときと 同じようになるっ てんだな。船底 の
ほうが 重いから、そっ ちに倒れるっつー ことよ」
「はいです 」
左肩が上を向いた船体は、そのまま動き続けた。重
いほう へと傾いて、船 底が下になった。
転覆状 態で水面に投げ出 された紅月丸は、自 然に復
元したのだった。
かたよ

船 体後部と右舷バラ ストタンクに浸 水したから、重
心 は 右 後 方 に 偏 っ てい る 。 破ら れ た 窓は 左 前方 に あ
るから、水面より 高く持ち上げられ ている。水は入 っ
てこな い。
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縦穴通路はやや 傾斜しているが 、ハッチは上にあ る。
開けれ ば、空へと続い ている。
「姐さん」
チャパティは艇長の指示を仰いだ。
「脱出 せよ」
ルビー ローズは静かな声 で命令した。
「おっしゃあ！」
景 気づけにひと声叫 ぶと、マハラは はしごを駆け上
がった。
ハッチを開け、臨戦態勢で外に出た。敵はいなかっ
た。艦 隊アリは四方八 方に逃げ散ってい る。遠ざかっ
てゆく黒いモンスターの姿はあっても、向かってくる
者は見当たらない 。居残っている者 もいない。夏の 空
は真っ 青で、敵機も飛 んでいない。
ドラギ ラはいなかった。 どこを泳いでいるの か知ら
上がっ てこい、お茶っ葉 ！」

ないが、いまが好 機だった。
「問題 ねえ！

マハラ は船内に声をかけ た。
紅月丸は沈みかけだから、水面はハッチのすぐそば
にあっ た。寄せてきた 波が船内にこぼれ 落ちた。
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「はいです！」
顔 を上げたチャパテ ィの顔に水がか かった。両手で
ひたい

はしごをつかんでいたハナマキは、長い鼻を使って
額 の水を切った。
ル ビーローズは機関 制御席から離れ た。紅月丸を操
る必要はもうない。あとは、一刻も早く外に出るだけ。
じゃぶじゃぶと水 音を立てて、ルビ ーローズははし ご
に急い だ。
怪物密 林のど真ん中にあ る危険な湖を、泳い で渡る
わけにはいかない 。水中にはゲンゴ ロウがいる。水 面
にはア メンボがいる。 空にはオニヤンマ がいる。それ
らのモンスターが近くにはいないのだとしても、艦隊
アリがいる。その 艦隊アリが逃げ出 した以上、水中 島
の魔神 は必ずそばにい る。
泳いで 逃げるのは論外だ った。空へと、飛ん で逃げ
ねばならない。し かし、マハラもチ ャパティも飛行 呪
文は持 っていない。空 を飛べるのはルビ ーローズだけ。
はしご をつかんだルビー ローズは顔を上げた 。
マハラに引っ張られて、チャパティがはしごを登り
切った 。
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「姐御！」
「姐さ ん！」
ふたり で見下ろすと、声 をかけてきた。
「いま行きますわ ！」
ル ビーローズは最初 の一段に足を乗 せた。
「……！」
おかん

ぞくりと、悪寒が走った。
考 える前に目が動い た。顔が動いた 。
ルビー ローズは見た。操 縦席の窓の向こうに 、ひび
割れたガラスの向 こうに、血色の頭 があった。窓は 水
に浸か っている。船首 が持ち上がってい ても、操縦席
は右舷にあるから、傾いた船体の窓の外は水面下だ。
浅い水中で明るい 日差しを浴びて、 黒い目がルビー ロ
ーズを 見つめている。
ドラギ ラは浮かび上がっ てきたらしい。胴体 が窓の
下に消えている。
あ と、頭ひとつ浮け ば、ハッチにい るリヴリーに気
づくだろう。そうなれば、目の前にいる獲物に喰らい
つくだろう。…… 毒牙で。
「なに やってるんでえ ！」
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「急ぐです！」
事 情を知らない仲間 たちが、もどか しそうに声をか
けてくる。
ルビーローズはハッチを見上げた。短いはしごが、
とても 長かった。
ここが 生死の分かれ目だ と直感した。
登るか、登らないかで、生き死にが異なる。
登 れば、二人の死。 登らなければ、 一人の死。
ドラギ ラはすでにルビー ローズを見つけてい る。獲
物が動けば、逃が すまいとして潜水 艇に絡みつくだ ろ
う。
紅月丸 は沈没寸前。沈め るのもひっくり返す のも簡
単で、そうなれば ハッチにいるふた りは湖に投げ出 さ
れる。 魔神のいる湖に 落ちて、無事です むわけがない。
水中戦を想定した技はリヴリーにはない。マハラも、
チャパティも、毒 牙にかかって命を 落とすだろう。
船 内のルビーローズ は安全だ。鋼鉄 製の船体に守ら
れている。たとえそれが、沈みゆく潜水艇であっても。
ルビーローズは紅い薔薇の女だ。
仲 間を犠牲にして、 おめおめと自分 ひとりが生き延
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びるような女では なかった。
ル ビーローズははし ごから手を放し た。
右腕を Ｖ字に曲げて、胸 の前で構えた。構え た腕に
は魔法の風が巻き 付いている。
「姐御 ……！」
「姐さん… …？」
マハラとチャパティが息を呑んだ。
「ロー ズ・ストーム！ 」
ルビー ローズは薔薇の竜 巻を放った。
真上に向けて。
腕 から解き放たれた 竜巻は、大きく なりながら縦穴
通路を上昇し、ハッチを出たところで巨大化した。
マハラとチャパティは薔薇の竜巻を食らった。逆回
転する 二重の竜巻に呑 み込まれて、大空 高く舞い上が
っていった 。
「バカ野郎ーっ！ 」
「です ーっ！」
仲間た ちの絶叫が小さな 声となって届いた。
竜巻で吹き飛ばされて、空から事情を知ったことだ
ろう。 紅月丸のすぐそ ばに潜む魔神の姿 を見たことだ
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ろう。きっと、理 解したにちがいな い。一味の首領 で
あるル ビーローズが、 我が身を犠牲にし て逃がしてく
れたのだと いうことを。
薔薇の竜巻が飛んでゆく。ふたりは遠くまで運ばれ
る。紅 月丸は傾いてい たから、斜めに飛 んで、うまく
いけば湖岸までたどり着くはず。どこに降りても怪物
密林だから危険に はちがいないが、 ふたりとも腕は 立
つ。
マハラ には、マッハ・ハ ンマーがある。
チャパティには、深い眠りの吹き矢がある。
ふ たりで力を合わせ て、無事に生還 するだろう。
「……てめえら、最高のマブダチだったぜ」
大きな瞳で空を見上げて、紅い薔薇の女がつぶやい
た。
「あばよ」
そして、大切な仲間たちに別れを告げた。
ド ラギラが襲いかか ってきた。黒い テントウムシの
両目を毒牙で貫いた。割れずに残っていた操縦席の窓
ガラスも、ついに 粉々になった。
長 い体を獲物に巻き 付けると、大ム カデのモンスタ
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ーは身をよじって 回転した。
ル ビーローズははし ごにしがみつい た。天地がめま
ぐるしく入れ替わって、水が体を叩く。
打つ手はなかった。ハッチの閉鎖は可能だが、閉じ
ても意 味がない。窓は 破られているのだ から、どのみ
ち浸水する。船体に絡みついた大ムカデが沈めにかか
っている。
ル ビーローズは息を 止めた。沈没を 覚悟したのだっ
た。空気はルビーローズを見捨てて逃げてゆく。見る
見る水位が上がっ てゆく。
ド ラギラによって水 中に押し込めら れた紅月丸は、
あっという間に重量を増した。窓からもハッチからも
水が入って、操縦 室と制御室は水没 した。
船 体のほとんどが水 で埋められて、 もはや紅月丸は

け

の

浮くことができなくなった。重い鉄の固まりとして沈
んでいった。
ル ビーローズは床を 蹴った。蹴伸び で水中を進んだ。
船内が水で満たされると、逆に動きやすくなった。水
が体を支えてくれ るから、壁や床に 叩きつけられる 心
配はな い。ただし、息 はできなかった。
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水中を矢のよう に飛んだルビー ローズは、機関制 御
席につ かまった。左手 でハーネスを握り 、右手で酸素
マスクをつ かんだ。
マスクは顔面を覆うフルフェイスタイプだった。顔
に押し 当てると空気が 水を追い出してく れて、視界が
クリアにな った。
船体の回転が止まった。
獲 物の状態を確認し ようと、ドラギ ラが窓の外から
のぞいた。
そこをルビーローズは攻撃した。ためらうことなく、
船内か ら仕掛けた。姿 は見られている。 隠れてもしか
たがない。それに、こそこそ身を隠したのでは、沈む
紅月丸と運命をと もにすることにな る。
薔 薇の竜巻が渦を巻 いてドラギラを 襲った。
逆回転 する二重の渦に大 ムカデが呑み込まれ た。技
は命中した。しか し、ドラギラはの けぞるようにし て、
突き進 む渦から逃れた 。長い体を重い潜 水艇に巻き付
けていたので、薔薇の渦巻に体ごと持っていかれるこ
とはなかった。
と はいえ、ダメージ はあった。さす がの魔神も、大

- 678 -

技を食らって意識 が飛んだようだ。 胴体の前半分は だ
らしな く水中を漂い、 後ろ半分は紅月丸 にしがみつく
力がゆるん だ。
ルビーローズはひと息吸い込むと、マスクを手放し
た。座 席を蹴って操縦 席まで移動した。
窓から 脱出はしなかった 。いまはまだ、紅月 丸を離
れるわけにはいか ない。ドラギラに フルダメージを 与
えるか 、追い払うまで は、船といっしょ に沈むしかな
い。呼吸をするには酸素マスクが必要だ。
す

破れた窓越しに、ルビーローズは魔神を仕留めにか
は

かった 。攻撃技はハン マーを使った。打 ち据えること
で、船体に巻き付いたムカデの長い体を引き剥がしに
かかった。
ハ ンマーといっても 、紅い薔薇の女 が本気で放つハ
ンマーだ。息を止め、沈む潜水艇の中から技を繰り出

ま

している。沈めば 沈むほど、脱出は 困難になる。気 迫
がちが った。並の攻撃 ですむわけがない 。
つちおと

ハンマ ーは上下左右と打 ち分けられて、おま けに間

を置かなかった。 乱打されて槌音を 響かせるさまは 、
まるで 夏祭りで披露さ れる暴れ太鼓のよ うだった。
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水が荒れた。水 流が押し寄せて きた。見えない波 が
ルビー ローズをさらっ ていこうとする。 窓から入った
水は、反対側の窓やハッチから抜けてゆく。船内にい
ても流される。ル ビーローズは足を 使った。つっか い
棒のよ うに足を伸ばし て壁や操縦席に押 し当て、流さ
れるのを防 いだ。
意識の飛んだドラギラはされるがままだった。
魔 神は舞子になった 。打たれるたび にひらひらと舞
い踊った。連続攻撃を食らっているので、ダメージか
ら回復する余裕は なかった。紅月丸 に巻き付いてい た
胴体も 離れ、いまや格 好の餌食として、 その身をさら
している。
ルビーローズは薔薇の渦巻を見舞った。攻め急いだ
のは、 時間をかけられ ないからだ。紅月 丸は沈み続け
しょうそう

ている。あたりは冬の夕暮れよりも早く、闇に包まれ
かん

てゆ く 。 ヘッ ド ライ ト の 明る い 光が 、 か えっ て 焦 燥
感をも たらす。
きりも

ドラギ ラは渦に呑まれた 。今度はまるごと呑 み込ま
れて、水中を錐揉 みしながら遠ざか っていった。
水 中島の魔神は、つ いに撃退された のだった。
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とはいえ、これ でフルダメージ とはいかなかった 。
大ムカ デのモンスター は執念深い。技の 効果が切れる
と、改めて襲ってくるにちがいない。だが、浮上する
時間は稼げた。
ル ビーローズは操縦 席の酸素マスク を顔に当てた。
マスク内の水が追い出されるのを待つのももどかしく、
顔を下に向けると 大きく息を吸い込 んだ。
沈 む紅月丸が傾いて ゆく。バラスト タンクにエアが
残っているから、左舷は軽い。船体はゆっくりと右に
傾いて、横倒しに なった。
ル ビーローズは操縦 席に足でつかま った。荒れた呼
吸を整えながら、腕を回して酸素マスクをかぶった。
マスク内が空気で 満たされるのを待 って、チューブ を
引きち ぎった。チュー ブの中にあるわず かな空気も逃
がさないように、先端をつまんで指に巻いた。
すっかり遠くなった水面までの呼吸を、ちぎったチ
ューブ とマスクとで確 保したのだった。
ルビー ローズは顔を上げ た。紅月丸は横転し ている。
左舷が上で、右舷 は下になっている 。ルビーローズ は
操縦席 を蹴ると、チュ ーブをつまんでい ない手で艇長
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席をつかみ、体を 引っ張り上げた。 それから艇長席 も
蹴って 、割れた窓から 船外へと泳ぎ出た 。
あとは 浮上するだけと、 紅月丸から脱出した ルビー
ローズの目の前を 、巨大な物体が高 速で通過してい っ
た。
六本の 脚が目に入った。 太い前脚には金属製 の手っ
甲があった。水を 蹴る後ろ脚にはフ ィンが装着され て
いた。
武者タ ガメだった。
タガメが押しのけた水が壁となって、ルビーローズ
の勢い を殺した。それ でいて、通過した あとに流れ込
む水がルビーローズを吸い寄せた。
ルビーローズは紅月丸から引き離された。
新 手の出現には驚い たものの、すか さず反転して紅
月丸に戻っ た。
武者タガメの参戦で、脱出作戦は御破算となった。
一から やり直しだ。船 内に残って酸素を 確保しつつ、
武者タガメを撃退しなければならない。手間取れば、
ドラギラが復活す るだろう。武装モ ンスター同士で 争
うとは 思えないから、 恐ろしい敵を二匹 まとめて相手
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にする羽目になる 。
い や、敵はまだいた 。
沈む紅 月丸を湖底で待ち 構えていた。
第三の敵。それは、湖底湖だった。
水 中大砲がヘドロに 突き刺さった。 浮上するときに、
ハイドロハンマーは右舷に向けられた。軽い左舷が上
になって浮上する のだから、ハンマ ー・アクセルは 下
に向け て使うことにな る。その状態で沈 んできたから、
大砲の筒先が湖底湖の赤い水面を割って、どす黒いヘ
ドロに突き刺さっ た。
沈 降は止まった。湖 底湖の端のほう で、水深はかな
り浅かった。深みに落ち込まなくて助かった反面、沈
没した勢いで水が 動いた。赤くて薄 い煙と、黒くて 濃
い煙が 舞い上がった。
赤いの は湖底湖の水だ。 黒いのは天然のヘド ロ。ど
ちらも硫酸を含ん でいる。生身の体 で浴びるわけに は
いかな い。
おでい

ルビー ローズは船外に逃 れた。下の窓から入 ってき
た湖水と汚泥を、 非常灯が照らして いる。
外 には武者タガメが いるが、中は硫 酸で危険。戦っ
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さが

て倒すことが可能 な分、モンスター のほうがまだや り
やすか った。硫酸は倒 せない。
ルビー ローズは武者タガ メを捜した。湖底は 暗くて
も、ヘッドライト の光がある。予備 電源が切れるま で、
照明は 使える。
ひか

浮上は 控えた。暗い水中 でヘッドライトの光 もなし
に、高速で泳ぐ武 者タガメを発見で きるとは思えな い。
見つけ る前に攻撃され てしまうだろう。
ひた

幸い、 湖底湖が浅かった ので紅月丸を拠点に できた。
水中大砲はヘドロ に刺さり、右舷は 赤い水に浸って い
るが、 左舷は安全な淡 水湖に残っている 。つまり、艇
長席の酸素マスクから空気を補充できる。
ルビーローズは息苦しさを覚えた。マスク内の酸素
濃度が 下がっているよ うだ。無理をすれ ば酸素欠乏症
こんだく

になる。意識が混濁して判断能力がにぶると命取り。
透明な水中が空気 中に思えて、マス クを外して呼吸 し
ようと するかもしれな い。
ルビー ローズは船内に手 を伸ばした。艇長席 の酸素
マスクは、泡を吐 きながら浮き沈み を繰り返してい る。
浮かぶ マスクをたぐり 寄せたルビーロー ズは、指先で
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つまんでいたチュ ーブをマスク内に 差し込んだ。装 着
済みの マスクは、浮上 するつもりでチュ ーブを引きち
ぎってある 。
ルビーローズは息を継いだ。
圧 縮空気タンクには 充分なエアが残 っている。問題
は、予備電源の電力と、ルビーローズの霊力だ。特に、
霊力を使い果たし てしまうと戦うす べはなくなる。 呪
文を念 じても、技が出 なくなる。
紅月丸 に使える武器はな い。
ルビーローズの顔がぴくりと上がった。ひょっとし
たら、 武器はあるかも しれない。ジェッ ト魚雷は発射
できなかった。墜落時に魚雷ランチャーが脱落したか、
魚雷本体が発射管 から抜け落ちたの なら、武器はも う
ない。 だが、コードが 切れただけなら、 つなぎなおせ
ばいい。
周囲を見回して安全を確認すると、ルビーローズは
たった いま差し込んだ チューブを抜いた 。それから船
底に移動し た。
増設した魚雷ランチャーは二基とも無事だった。脱
落はし ていない。ただ 、魚雷が残ってい るはずの右の
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ランチャーは湖底 湖にあった。
ル ビーローズは湖底 湖の水面ぎりぎ りまで潜った。
片手を左の魚雷ランチャーに添えて、体が浮かないよ
うにした。
赤 いリヴリーが赤い 水をのぞき込ん だ。
鋼管の 中に弾頭が見えた 。ジェット魚雷は魚 雷発射
管にしっかりと収 まっていた。ルビ ーローズは横に 移
動して 、発射管の後部 を確認した。コー ドはつながっ
ていたが、ポッド推進器には延びていなかった。切れ
てだらしなく垂れ 下がり、ヘドロに 埋もれている。
切 断されたコードを つなぎなおすに は、硫酸を含ん
のうりゅうさん

だ湖水に手を入れなければならなかった。濃度は不明。
きりゅうさん

希硫 酸 な ら と も か く 、 濃 硫 酸 な らす ば や く動 い て も
ねっしょう

ひどい 化学 熱傷 を負うこ とになる。
ルビー ローズはまた周囲 を見回した。
武者タガメの姿はどこにもなかった。襲ってこない
のが不 思議だった。も しかすると、水中 島に帰還した
のかもしれない。ドラギラには帰還予定時刻があった。
スナイロユンクがマイクで放送している。担当官に
きゅうじしつ

給餌室 での待機を指示 している。
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スケジュールが あって遅れそう だから、武者タガ メ
は急い でいた。それな ら、高速で通過し たまま、襲っ
てこない理由の説明はつく。しかし、タイミングよく
そばを通っていく だろうか。そんな 偶然が起こりう る
だろう か。
武者タ ガメは戦闘に気づ いて駆けつけてきた 。それ
以外の理由を持ち 出して、自分をご まかすのは危険 だ。
ル ビーローズは警戒 を解かなかった 。
おかげ で、湖底湖の水面 がわずかに波打った のを見
逃さなかった。左 右に異状はない。 後ろも問題ない 。
だが、 眼下の赤い水は 揺れている。
ルビー ローズは視線を上 げた。目の前には、 横転し
た潜水艇がある。 船底が壁となって 立ちはだかって い
る。そ の向こうは死角 。
武者タ ガメがどこにいる のか、ようやくわか った。
わかったときには 手遅れだった。紅 月丸が倒れてき た。
左 舷は軽く、重い右 舷は水中大砲が ヘドロに刺さっ
おお

かぶ

ているのに、武者タガメに押されて船体は倒れた。
鋼鉄のモンスターがルビーローズに覆い被さってき
た。そ のまま下敷きに なると、毒水に押 し込まれて、
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お でい

は

汚泥に埋め込まれ る。
船 底を這うように手 足を動かして、 ルビーローズは
脱出した。余裕はなかったが、引きちぎったチューブ
をつまむ手は放さ なかった。マスク とチューブの中 に
ある空 気は大事な生命 線だ。失うわけに はいかない。
左舷か ら飛び出すと、そ こに武者タガメがい た。紅
月丸を押し倒した 武者タガメは、船 体にのしかかる 形
になっ ている。
手を伸 ばせば、さわれる 距離だった。もちろ ん、凶
暴なモンスターと 握手などできない 。ルビーローズ が
さわる 前に、モンスタ ーがさわってくる だろう。タガ
メの太い前脚に捕まってしまう。
ルビーローズは攻撃した。脳が一瞬で状況を判断し
た。武 者タガメにハン マーを落とすと同 時に、斜め上
へとバタ足 で逃げた。
薔薇の竜巻は使えなかった。使うと、湖水が上下に
掻き混 ぜられてしまう 。紅月丸を巻き込 むことにもな
る。
横転していた船体が押し倒されたので、湖底湖の有
毒な水 とヘドロが舞い 上がった。
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タガメを打ち据 えたハンマーが 水流を生み出し、 湖
底湖か ら舞い上がって きた汚染物質を洗 い流した。バ
タ足で上昇したこともあって、ルビーローズは難を逃
れた。赤い水にも 、黒い泥にも、巻 かれなかった。
し かしハンマーを使 ったことで、紅 月丸をより深く
沈める結果となった。横転していたときは高さがあっ
ぼっ

たのに、復元して 低くなった船体は 、完全に湖底湖 に
没した 。ルビーローズ は酸素の補充がで きなくなった。
とうか

さらに 、闇が深まった。 ヘッドライトがヘド ロに埋
もれている。強い 光が黒い汚泥を透 過してあたりを 照
らして も、それでは暗 すぎる。船内の非 常灯はまった
く頼りにな らない。
汚染物質が漂う暗い湖底で、酸素の補充もなしに、
ルビー ローズは戦い続 けねばならなかっ た。
ハンマ ーで打たれて、紅 月丸といっしょに湖 底湖に
沈んだ武者タガメ があわてて浮上し てきた。ひと目 で
わかる ような怪我はな い。どうやら、湖 水の硫酸濃度
はそれほど高くないようだ。即座に化学熱傷を負うほ
どではないらしい 。
と はいえ、モンスタ ーのあわてぶり を見ると、死の
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水であることは疑 いようもなかった 。
ル ビーローズは技を 変えた。これ以 上、紅月丸を沈
めるわけにはいかない。船体さえ起こせば、空気はま
た吸えるようにな る。ハンマーをや め、思い切って サ
ンダー を使ってみた。 武者タガメは前脚 に金属製の手
っ甲をつけている。そこを狙った。
狙いは当たった。水中に放たれた雷は武者タガメの
手っ甲 に吸い込まれた 。モンスターは激 しく感電した
が、ルビーローズはなんともなかった。
つた

ところが、雷を落としたことで予想外の事態が発生
した。 電気は武者タガ メの体を伝って、 真下にある紅
月丸へと流 れた。
切断されたコードに通電した。残っていた最後の魚
雷が誤 作動した。
つまり 、ジェット魚雷が 発射されたのだった 。
ヘドロの中を魚雷が走った。
ジ ェット魚雷にスク リューはない。 ウォータージェ
ット式の高速魚雷だ。先端の取水口から吸い込んだ水
をインペラで増速 して、末端のノズ ルから噴射する 。
そ れがヘドロの中を 走っていった。 ヘドロを吸い込
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み、ヘドロを噴き 出し、地中魚雷と も言うべき状態 で
姿も見 せずに走り去っ ていった。ヘドロ の上層は水分
を多く含んでいる。見た目よりはさらさらで、濁った
水程度だ。
問 題は、ジャイロブ ーメランを搭載 したジェット魚
雷が帰ってくることにあった。走り去っていった魚雷
は高速で戻ってく る。そして、紅月 丸に命中する。
自 爆しないように、 ジェット魚雷を 発射したら紅月
丸は移動することになっていた。沈没した潜水艇の外
から魚雷を発射す る、などという事 態はまったく想 定
してい ない。
魚雷の 回避は困難だった 。船体は硫酸の湖に 沈んで
いる。濃度は高く なくても、潜って 操縦するわけに は
いかな い。かといって 、見捨てることも できない。大
事な酸素は紅月丸に積んである。
魚雷を回避する唯一の手段として、ルビーローズは
ハンマ ーを使った。武 者タガメを打って 反撃を封じつ
つ、紅月丸を動かそうとした。
だが、うまくはいかなかった。
水 没した潜水艇は重 く、ハンマーは 作業用ではなか
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った。それに、武 者タガメが邪魔を してくれた。
わら

ハ ンマーで湖底湖に 押し込まれたモ ンスターは必死
になって抵抗した。藁にもすがる感じで、沈没した潜
水艇にしがみつい た。踏み台さえあ れば、浮上もし や
すくな る。
武者タ ガメにしがみつか れて、黒いテントウ ムシが
直立した。下がっ た船尾はヘドロに 埋もれているが 、
上がっ た船首は淡水湖 に出ている。操縦 室のある頭部
が湖底湖から出て、うまく事が運んだように見えるが、
そうではなかった 。
ジ ェット魚雷が帰っ てきた。ヘドロ の中を駆け戻っ
てきた。
紅月丸は船底をさらしている。武者タガメが黒いテ
ントウ ムシを盾にして いる。
高速魚 雷が命中した。紅 月丸は自爆したのだ った。
魚雷に仕込んであった六発の遅延発動型バーストが、
同時に 爆発した。
衝撃波 が船底のフラッド ・ホールからバラス トタン
ク内に入り込んだ 。内殻と外殻の間 を何度も反射し て、
バラス トタンク内に設 置された圧縮空気 タンクを痛め
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つけた。
爆 圧は反射しなかっ た。爆発で圧縮 された水はフラ
ッド・ホールからバラストタンク内に入り込んだ後、
行き場をなくして そこにあったタン クを押しつぶし た。
あっかい

圧 縮空気タンクが圧 壊した。
紅月丸 は直立している。 船首が真上を向いて 、ヘッ
ドライトの光が天 を突いている。壊 れたタンクから 漏
れた大 量のエアが、音 を立てて浮上した 。立ちのぼる
気泡が青白い光を包み込み、光は拡散した。
水中に光る柱が生まれた。暗い湖底が明るくなった。
美 しくも、無情の光 景だった。
ルビー ローズは思わず、 光る柱に向けて手を 伸ばし
た。紅月丸自爆の 衝撃波で叩かれ、 爆圧に突き飛ば さ
れても 、歯を食いしば って耐えた。だが 、光り輝く泡
の柱には、絶望するしかなかった。
貴重な空気が失われてゆく。湖底で生き延びるため
に、な により大切な酸 素が逃げてゆく。
水面は 遠く、太陽は見え ない。
武者タガメはそっと体をひねった。爆発の衝撃で動
いてい るかのように装 って、黒いテント ウムシの盾を
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赤いリヴリーに向 けた。
漏 れ出したエアにル ビーローズが気 を取られた、わ
ずかな隙を 突いたのだった 。
ルビーローズの視界からモンスターが消えた。
光 る柱をへし折って 、武者タガメが 襲いかかってき
た。瞬時に 距離が詰まった 。
武者タガメは水を蹴る脚にフィンを装着している。
フィン スイミングで高 速潜水をする。
迎撃し ようにも、ハンマ ーでは間に合わなか った。
サンダーだとルビ ーローズも感電す るだろう。距離 が
近すぎ る。薔薇の竜巻 は相変わらず使え なかった。使
うと湖水を上下に掻き混ぜてしまうし、武者タガメの
後ろにある紅月丸 を巻き込む。
ル ビーローズは三叉 投石で迎え撃っ た。トライデン
ト・スリングを念じた。片手はチューブをつまんでい
るから、残った手 で三つの大きなつ ぶてを飛ばした 。
武 者タガメはつぶて を弾いた。前脚 には金属製の手
っ甲をつけている。その手っ甲で、水中を飛んできた
つぶてを弾き返し た。雷には弱くて も、つぶてには 強
かった 。ダメージは一 切なかったらしく 、つぶてを弾
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いた前脚で、今度 はルビーローズを 殴りつけた。
タ ガメの前脚を、ル ビーローズは角 で受けた。アカ
ゲパキケには立派な角が生えている。武者タガメの手
っ甲を角で受け流 し、身を守った。
傷 こそ負わなかった が、衝撃は受け た。巨大昆虫に
殴られたのだから、ただではすまない。ルビーローズ
のうしんとう

じひ

は脳震盪を起こし た。考えることが できなくなって 、
無防備 になった。
やすやす

モンス ターに慈悲の心な どない。武者タガメ は動き
の止まった獲物を 易々と捕らえた。 突き出した前脚 を
折りた たんで、やわら かい肉をはさんだ 。
武者タ ガメは武装モンス ターだ。前脚の関節 から先
には手っ甲がある 。筒状の金属で全 体を覆い、長い 鉤
爪と化 している。関節 から付け根にかけ ての前脚はと
ても太く、手っ甲を装着するためのベルトが巻かれて
いる。

あっぱく

金 属製の鉤爪と、太 い脚の間に、ル ビーローズはは
さまれた。
つぶされそうなほどに体を圧迫されて、ルビーロー
ズは正 気に返った。苦 しくて息を漏らし た。強い力で
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はさまれているか ら、息を吸うこと はできない。吐 い
た息で マスク内の空気 が増え、ちぎれた チューブから
抜けていった。チューブをつまんでいた手はタガメの
脚にかけている。 なんとかして押し 戻そうと、本能 で
無駄な 努力をしている 。
こうふん

獲物を 仕留めるべく、武 者タガメは口吻で突 き刺そ
うとした。
ル ビーローズはバリ ア・ストームを 念じた。湖水が
多少動いてもしかたがない。捕らえられて息ができな
いのだから、余裕 などない。
竜 巻防壁は渦巻防壁 となって、ルビ ーローズを守る
と同時に敵モンスターを攻撃した。リヴリーの技を顔
面に食らった武者 タガメはダメージ を受けた。前脚 が
ゆるん で、開いた。
ルビー ローズはタガメの 顔を蹴りつけて、下 に逃れ
た。
だ が、そこで動きが 止まった。
前脚か ら解放された瞬間 に、こらえきれずに 息を大
きく吸ってしまっ た。ちぎれたチュ ーブが湖底の水 を
吸い込 んだ。頭はチュ ーブをつまもうと 考えたのだが、
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放した手を戻す前 に、体が先に呼吸 したのだった。
フ ルフェイスの酸素 マスクが浸水し た。マスクの中
に入り込んだ水が、息をしようとするルビーローズの
口と鼻をふさいだ 。
顔 を上げれば空気は 吸えたが、息苦 しさは変わらな
かった。酸素濃度が落ちている。
ルビーローズは酸素の補充を最優先とした。直立状
態でエ アを漏らし続け る紅月丸に向かっ た。泳ぎは得
意だったが、泳がずに技で進んだ。竜巻防壁を使えば
空を飛べる。水中 でも、飛べる。体 を動かさないこ と
で、ル ビーローズは少 しでも酸素の消費 を抑えようと
した。
武者タガメの反撃は技で封じた。竜巻防壁は防御的
な攻撃 呪文だ。なにも しなくても、武者 タガメに接す
るだけで自動的に攻撃できる。
とら

巨大昆虫の真下をルビーローズは移動した。竜巻防
壁の射 程内に武者タガ メを捉えたまま、 頭部から胸部
へ、胸部から腹部へと進み、巨体の下をくぐり抜けた。
下から、とどめを刺すことはしなかった。後ろから、
仕留め ることもしなか った。ただ、くぐ り抜けただけ。
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武者タガメを撃 退する絶好の位 置で、それをしな か
ったの だから、紅い薔 薇の女らしくない 。明らかに判
断力がにぶっている。酸素欠乏症だ。
それとも、竜巻防壁を過信したのだろうか。武者タ
ガメと 同じ武装モンス ターで、空の王者 だったヤンマ
・ファイターは、ルビーローズとの空中戦で竜巻防壁
に手を出せなかっ た。だから、武者 タガメとの水中 戦
でも竜 巻防壁は通用す る、と？
ルビー ローズはひたすら 紅月丸を目指した。 浮上し
リップス

ようにも水面は遠 い。湖底湖に沈む 潜水艇でしか、 息
は継げ ない。ＬＩＰＳ の管理区域外でテ レポートはで
きなかった。それが可能なら、双子の猟兵団は全滅し
もさ

ていない。恋する 猛者がルビーロー ズに会いに来な く
なって から、もうずい ぶんになる。
渦を巻 くリヴリーの背後 で、水の王者が反転 した。
脚にはフィンをつ けている。フィン スイミングで、 水
上最速 のモンスターと 互角のスピードを 叩き出す。突
き出された前脚は太く強く、金属製の手っ甲もつけて
いる。
背 中を見せる獲物を 、狩人の長い鉤 爪が捕らえた。
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雷には弱くても 、つぶてには強 い手っ甲だった。 ト
ライデ ント・スリング でダメージを与え ることはでき
なかった。それと同じように、手っ甲で保護された前
脚には、竜巻防壁 は通用しなかった 。
ル ビーローズは捕ら えられた。今度 は両方の前脚で
はさまれた。竜巻が渦を巻いて防壁を築いていても、
役には立たなかっ た。技なら通じな い。力は強い。 手
っ甲で 武装したタガメ は、渦巻をものと もしなかった。
こうふん

武者タ ガメは捕らえた獲 物を左右に揺さぶっ た。揺
すれば渦巻が外れ ると考えたのだろ う。口吻で刺そ う
とはし なかった。顔を 寄せると渦でぶん 殴られる。
ルビー ローズは溺れかけ ていた。左右に振ら れるせ
いで、マスク内に 入り込んだ水が暴 れ狂っている。 鼻
をふさ がれ、口をふさ がれ、薄い空気で さえ思うよう
に吸えない 。
揺すっても渦が取れないので、武者タガメは前後に
振って みた。
渦はど うやっても外せな かった。しかし、獲 物の抵
抗もなくなった。 武者タガメは前脚 を動かすのをや め
て、様 子をうかがった 。
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すると、渦巻を 呑み込んで、別 の渦巻が飛んでき た。
内と外 で逆向きに回転 する二重の渦巻だ った。
武者タ ガメは薔薇の竜巻 をアッパーカットで 食らっ
た。そしてそのま ま大渦に呑み込ま れ、運び去られ て
いった 。
もうろう

酸素欠 乏症で意識が朦朧 とする中、ルビーロ ーズは
ようやく武者タガ メを撃退したのだ った。
戦 闘は終わった。
湖底に は赤いリヴリーが 残された。仰向けに なって、
右手を上に伸ばし ている。竜巻防壁 は、薔薇の竜巻 に
破られ て消し飛んだ。
静かな 湖底が戻ってきた 。圧縮空気タンクは 空にな
った。エアを漏ら す音はもうしない 。紅月丸のヘッ ド
ライト が天を突いてい る。水中に光の柱 がそそり立っ
ている。
明るい湖底で、ルビーローズは動かなかった。
モ ンスターを撃退し たのに、息継ぎ をしようとはし
なかった。タンクが空になっても、船内のどこかには
空気が溜まってい るはず。けれども 、それを探しに 、
紅月丸 に戻ろうとはし なかった。
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死んだのではな い。息はしてい た。酸素マスクの 薄
い空気 を吸っては、吐 き出している。小 さく吸って。
ほほ

小さく吐いて。息だけはしている。
頬を水が洗っていた。酸素マスクは浸水している。
仰向け だから、水は重 力に引かれて下に ある。
ルビー ローズの体も重力 に引っ張られた。ゆ っくり
と沈み始めた。
湖 底には、もうひと つの湖があった 。淡水に海水が
混ざって、比重の異なる湖水は二層に分離した。上の
淡水湖と、下の塩 水湖に分かれた。
湖 底の湖は無酸素だ った。酸素を嫌 う細菌が繁殖し
ている。硫化水素を使って、紅色硫黄細菌が硫酸呼吸
をしている。
赤 く染まった湖水は 硫酸を含んでい た。
死の水 だった。
死の湖だった。
水 中島の魔神は湖底 湖に近づこうと しなかった。
水の王 者は湖底湖から出 ようと必死になった 。
ルビーローズは沈んでいった。薔薇の竜巻を放ち、
天に向 けて伸ばした手 が、いまは力なく 漂っている。
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とぼ

こんだく

息はしている。 生きている。た だ、空気が薄かっ た。
酸素に 乏しかった。
酸素濃 度が下がると酸素 欠乏症になる。意識 が混濁
して判断能力がに ぶる。動くことも できなくなる。
ル ビーローズは湖底 湖に着水した。 赤い水面に波紋
が広がった 。
小さな波は消えなかった。沈む体が次の波紋を生み
出した 。
赤い水 に紅い薔薇の女が 沈んでゆく。
やがて、波紋は消えた。
３
出 会ったのは試験会 場だった。
公募さ れた新管理リヴの 書類選考に通った者 たちが、
講堂に集められた 。
受 付で名前を告げる と、箱の中から 受験票を取り出
した係員は不思議そうな顔をして、ルビーローズに手
渡した。受験番号 は八十一番だった 。
会 場には机と椅子が 並べられていた 。おかしな並べ
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方だった。ひとつ だけ、はみ出した 席がある。気に な
るのか 、席を数える者 がいた。
ルビー ローズも目で数え た。十席が八列にな ってい
た。そして、右端 の列にだけ、一席 付け足してある 。
全部で 八十一席なら、 九席九列できれい に配置できる
のに、そう はしていない。
かし

席を数えた者は首を傾げたが、八十一番として余分

ひも

の席を あてがわれたル ビーローズには、 事情がわかっ
た。
ルビーローズは紐付きだった。書類選考だけは通し
てもら えることになっ ていた。世話にな った親分が、
新管理リヴへの応募を勧めてくれた恩人が、なにやら
大物らしき人物の 推薦を取り付けて くれた。
ほ かの八十名は書類 選考を自分の力 で突破したが、
ルビーローズは無審査で通過したのだった。
いつわ

審査されたのなら、絶対に書類選考ではねられたは
ばくと

ず 。 ル ビ ー ロ ー ズ は経 歴 を 偽 ら な か っ た。 履 歴書 の
職歴欄には博徒と書いた。趣味にはケンカと書いた。
まともなのは、得 意なスポーツが水 泳であることく ら
いだ。
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博徒とヤクザの ちがいを理解し てもらえるとは思 え
とばく

なかっ た。世の中の役 には立たなくても 、博徒はまじ
きんぴん

めに働いている。もちろん仕事は賭博だが、賭けに勝

かぎょう

ばくち

って金品をいただ くことはあっても 、脅して奪い取 る
ことは しない。
ごはっと

とはい え、理解されたと ころで御法度稼業の 博打う
ち。選考を通過す るわけがない。
無 審査なのだから、 内容は問われな かった。名前を
書いた履歴書さえ提出すれば、あとは白紙でもよかっ
たにちがいない。
お そらく、書類選考 の合格者は八十 名と決まってい
たのだろう。その予定で準備は完了していたが、あと
から一名押し込ま れた。席を作る係 は考えなしに一 席
ふんがい

追加し たか、事情を知 って憤慨し、意地 悪をしたのか
もしれない 。
八十一番が予定外である証拠に、ルビーローズだけ
受験番 号が手書きにな っていた。他人が 手に持つ受験
票をのぞき見れば、番号まできれいに印刷されている。
ひとりだけ、予備 の受験票に手書き の受験番号だっ た
から、 受付で不思議そ うな顔をされたわ けだ。
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はみ出した席に 、はみ出し者の ルビーローズは堂 々
と座っ た。番号が手書 きの受験票も、こ そこそ隠すこ
となく、机 の上に置いた。
そばを通る者は、席の配置や手書きの受験票に気づ
いて、 ルビーローズの 顔を盗み見た。だ が、アカゲパ
キケの大きな瞳で見つめ返されると、あわててそっぽ
を向いた。
集 合時間にはまだ余 裕があったが、 早々と席は埋ま
った。管理リヴになるための真剣勝負だから、だれも
遅刻はしなかった 。
会 場の空気は張り詰 めていた。全員 がライバルなの
だから当然だ。そんな中でも、無駄口を叩く者はいる。
口が軽いと沈黙に は耐えられない。
書類選 考の成績順に座らさ れてる

声 が聞こえてきた。 十席八列のほぼ 中央からだった。
知って るかい？

んだぞ。左の最前 列がトップさ。男 は事情通のよう で、
自慢げ に語った。
静かな 会場では小さな声 もよく通る。それに 男は自
慢したくて、全員 に聞こえるように 話している。会 場
にいた 多くの者が、い っせいに左の最前 列を見た。
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男はおしゃべり を続けた。見て なよ、あのトップ は
絶対合 格するぞ。なん せ、あいつは防衛 局の次席防衛
武官だからな。エリートさ。で、成績が最下位なのが、
右の一番後ろに座 らされてる奴だよ 。
お しゃべりな男は含 み笑いをしなが ら、最も低く評
価されている席を探した。話を聞いている者たちも、
同じことをした。
無 神経な視線がルビ ーローズに集中 した。右の一番
後ろはルビーローズの席だ。それも、ひとつだけわざ
とはみ出した席だ 。
書 類選考で最下位と 聞かされても、 ルビーローズは
驚かなかった。無審査では点数のつけようがあるまい。
見ればわかるよう に、ルビーローズ の席はおまけで 付
け足さ れている。最下 位なのはむしろ、 ひとつ前の席
だろう。
しかし、不愉快ではあった。好奇の目で見られて、
うつむ く性格でもない 。ルビーローズは 、自分に視線
を向ける者たちをひとりひとり見つめ返した。
騒動が持ち上がったのはそのときだった。
う るせえっつーの。
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ルビーローズの 前の席に座る、 実質最下位の男が 声
を荒げ た。巨漢のシマ オーガだった。
何様の つもりか知らねえ が、そんなに笑いも んにし
てえんなら、この 俺様を見て笑いや がれ。
男 はルビーローズを かばった。管理 リヴの試験を受

も

けに来ておいて、会場で事を荒立てるのだから、すで
に試験は捨てたと しか思えなかった 。
やから

張 り詰めていた空気 がさらに緊張し た。平気で揉め
ごと

事 を 起 こ す よ う な 輩 に 絡 まれ て 、 試 験も 受 けず に つ

ほこ

まみ出されたくな いと、全員が前を 向いた。おしゃ べ
りな男 も口をつぐんだ 。
ところ が、ルビーローズ をかばったシマオー ガは矛
を収めなかった。
わ

お う、そこの口先野 郎。詫びはどう したんでえ。他
人様を笑いもんにしといて、知らん顔するんじゃねえ。
後ろの席の野郎に 、頭ぁ下げろや。
お しゃべり男は返事 をしなかった。 追及されて動揺
しているの が見て取れた。
おい。おめえだよ、口先野郎。こっち見やがれって
んだ。
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たち

おしゃべり男は 救いを求めて、 エリート武官に顔 を
向けた 。質の悪い巨漢 に絡まれているか らと、防衛局
ナンバー３の武官が助けてくれることを期待したよう
だ。
エ リート武官は動か なかった。見も しなかった。我
関せずで、保身に専念している。
ルビーローズは仲裁に入ろうとした。かばってくれ
るのは ありがたいが、 試験会場で男はや りすぎだ。最
下位と言われて傷つくほど、やわではない。
男は思うところあって、管理リヴを志したはず。実
ひも

質最下 位でも、自分の 力で書類選考を突 破している。
推薦という紐付きで、書類選考を無審査で通過したル
おとこぎ

ビーローズとはち がう。侠気のある シマオーガを、 つ
まらな いことで不合格 にさせるわけには いかなかった。
ルビー ローズが前の席に 声をかけようとした ら、椅
子を鳴らして立ち 上がった者がいた 。席は左の最前 列
から二 番目。エリート 武官の次に優秀と される席だ。
立ち上 がったのはハナマ キだった。緊張感の ない足
取りで、シマオー ガのところにやっ てきた。大胆な 行
動の割 に、おとなしそ うで、眠そうな目 をしていた。
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なんでえ、文句 あんのか？
シ マオーガは席を立 たなかったが、 一触即発の雰囲
気に、近くに座る者が逃げ出した。
ルビーローズは様子をうかがった。ハナマキの出方
に興味 があった。それ に、弱い者をかば おうとしたシ
マオーガが、ひとり立ち上がったハナマキに食ってか
かるとも思えなか った。
かわ

ハ ナマキが口を開い た。
なに言ってんだ、おめえ？

おいら 、のどが渇いたで す。
ああん？

フ サムシとニガアリ の乾燥粉末を、 七対二の割合で
混ぜてお湯で溶くと、酸味と苦味のあるおいしいお茶
ができるです。
そ れじゃ、足しても 九にしかならね えっての。
あとの 一はお好みで調整 するです。ミツアリ の乾燥
粉末を入れると甘 味が出るです。
全 部ミツアリの甘茶 はねえのかよ。
あるで す。ちょうど持っ てきたので、おいら が一杯
おごるです。
お ごるって、俺様に か？
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シマオーガから 力みが消えた。 ハナマキはただ、 お
茶に誘 ったのだった。
おいお い、俺様はいま取 り込み中なんだぜ？
試験はもう始まっているかもです。さっきしゃべっ
ていた のは、実は試験 官で、わざと問題 を起こしたか
もです。おいらたちの反応を見ているです。笑いもの
にされた人をかば って、よくやった です。でも、こ れ
試験は始ま ってやがんのかよ？

以上は よくないです。
マジか よ？
ありうるです。
げ え……。
会場が ざわめいた。
点数

仕組 ま

自分の反 応は？

試験はもう開始されているのだとしたら？
れたら 騒動だったとし たら？
は？

騒動には見向きもしなかったエリート武官が、目を
丸くし てハナマキを見 つめていた。武官 でありながら、
仲裁しようとはしなかった。いまにもケンカを始めそ
うなシマオーガは 巨漢なのに、知ら ん顔を決め込ん で
いた。 本当にこれが試 験なら、試験官の 心証は最悪だ
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ろう。
言 われてみりゃあ、 そうだな。あり うるよな。しか
しすげえな、おめえは。さすがに、二番目に座ってる
だけのことはあら ぁ。おつむの出来 がちがうじゃね え
す

か。ま してやこの俺様 に、正面切って注 意するとはよ。
きも

見かけによらず、肝の据わった野郎でい。
おいら、別にたいしたことないです。それに試験と
決まっ たわけでもない です。あくまでも 可能性の話で
す。なので、お茶でも飲んでゆっくりするです。
気に入ったぜ。
シ マオーガが立ち上 がった。身長は ハナマキの倍近
俺様はマハラだ。 ひ

くあった。でかくてごつい大男だった。
おめえ、名はなんてぇんだ？

と呼ん で、マッハのマ ハラっつーのよ。 よっく覚えと
きな。
おいら、チャパティです。
おいら、チャパテ ィ……。

お 茶っ葉か。変わっ た名前だな。
え？

で、お茶はおめえのおごりなんだな。
は いです。おいらの おごりです。
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おう、後ろの席 の野郎も……っ て、おい！
んじゃ ねえか！

べっぴん

別嬪 さ

俺様

振り返 ったシマオーガは 、そこで初めて、自 分がか
ばった相手を知っ たのだった。
別 嬪さんもいっしょ に、お茶でもど うでえ？
のおごりで、こいつがおごるぜ？
自分のおごりで、他人がおごるというのはよくわか
らない が、気持ちのい い男たちだった。 片や雄々しく、
片や賢く。 いいコンビだ。
そうね。ごいっしょさせていただきますわ。
ル ビーローズも席を 立った。管理リ ヴを志す者たち
の中で、目の前のふたりだけが輝いている。楽しいお
茶になりそうだ。
俺 様はマッハのマハ ラってんだ。よ ろしく頼まあ。
んで、こいつはダチのお茶っ葉でい。
話の内容で、ふたりが初対面なのはわかっている。
にもか かわらず、シマ オーガはハナマキ を長年の親友
同然に扱っ ていた。
おいらはひと呼んで、お茶っ葉チャパティです。よ
ろしく 頼まあです。
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ハナマキはハナ マキで、シマオ ーガに合わせて名 乗
りを上 げた。
わたく しはルビーローズ 。なかよくしてくだ さいね。
冗談きつ いぜ、別嬪さん よお！

こう見えても、博 打とケンカが得意 ですのよ。
う はは！
おいら 、本気にするとこ ろだったです。
まあ。
し かたがないので、 ルビーローズは 笑ってごまかし
た。ケンカ無敵の女博徒だなんて、信じてもらえなく
三人で 組まねえか。こ こにいる奴らぁ、

て当然だ。事実な ら、そもそも会場 にいるわけがな い。
ど うでえ？

どいつもこいつもツンケンしてていけねえや。足の引
っ張り合いなんざ したってよ、ダメ な奴はダメに決 ま
ってら ぁな。なら、い っそ。仲間に力を 貸して、上に
押しあげてやろうじゃねえか。それが男ってもんの心
意気よ。なあ、お 茶っ葉。
お いらもそう思うで す。ひとりでは 無理なことも、
りき

おめ

仲間が力を合わせたら乗り越えられるです。おいらも
力を貸す のは、俺様だっ つーの！

りき

男です。力、貸す です。
ち がっ！
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．つ
．む
．を貸しやがれ。
えはお
．む
．つ
．、貸すです。
お いらも男です。お
．
そうそ う。さらさらコッ トンで快適だぜ。っ て、お
．つ
．つ
．じゃねえ！ お
．む
．だっての！
む
突 然始まった漫才に 、ルビーローズ はくすりと笑っ
たが、周囲の目は冷ややかだった。試験は個人プレー
だ。チームプレー の出る幕はない。 組むだけ無駄。 そ
う考え ていたのだろう 。
だが、 新しい管理リヴの 登用試験は、意外な 展開と
なった。
講 堂に集められたの は、説明を受け るためだった。
がいろん

学科試験は二週間後と通告され、総務局監修の教科書
とくろん

が配られた。シス テム特論だとか、 呪文概論だとか 、
げんろん

霊能原 論だとか書かれ た、いかにも難し そうな本だっ
た。めくっただけで頭が痛くなった。
エリート武官は教科書の受け取りを辞退した。すで
に持っ ている、という のが理由だった。 ほかにも数名、
管理機関の 職員が辞退した 。
試験官が説明した。二週間後に実施される学科試験
は、管 理機関の昇格試 験と同じものであ ると。つまり、
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エリート武官たち 職員は慣れている わけで、明らか に
ふうさつ

不公平 な試験だった。 気にくわないなら 辞退してよい
と締めくくって、試験官は反論を封殺。その日は解散
となった。
翌 日、ルビーローズ たちは三人で集 まった。そこで
ルビーローズは驚くと同時に、恐縮した。
チャパティはひと晩で教科書を読破していた。それ
ばかり か、要点を整理 してランク分けし 、インデック
スまで作成していた。教科書別の重要度順で、項目名
があり、何ページ の何行から何行ま でと記された一 覧
表だっ た。それが人数 分用意されていた 。
マハラ はもっとすごかっ た。どこでどうやっ て調達
してきたのか、過 去の昇格試験の問 題用紙を、模範 解
答付き で持参した。第 一回の試験から直 近の第百八回
まで、全部 そろっている。
ルビーローズは仲間のためになにもしなかった。教
科書は 読み始めたが、 そのまま居眠りを して、朝を迎
えたのだっ た。
チャパティが問題用紙を預かることになって、その
日はお 開きとなった。 別れ際にルビーロ ーズは、明日
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はわたくしもいい ものを持ってきま すわと、仲間た ち
に約束 するのが精一杯 だった。
次の日 の集まりに、ルビ ーローズはハンバー ガーを
持って行った。カ ブトムシの幼虫を 粉にして焼いた パ
あいびき

ンに、 フウセンコガネ とアオムシの合挽 ミンチをパテ
にして、シマミミズのデミグラスソースをたっぷりか
けた、自慢の一品 だった。
み んなで腹ごしらえ をしてから、勉 強会が始まった。
マハラ は手ぶらだった。 過去の問題用紙を調 達した
あとは、チャパテ ィに丸投げだ。
チ ャパティはひと晩 で問題用紙の精 査をすませてい
た。それどころか、出題傾向をつかんでインデックス
を作り直していた 。実際に出された 問題には重複す る
ものも あった。大切な 事柄ほど、何度も 出題されてい
ひんど

る。そこでインデックスの重要度の脇に、出題頻度を
百分率で表した数 値が追加された。 出題頻度が二十 パ
ーセン トなら、五回に 一回は出てくる問 題というわけ
だ。
三人並んでガリガリ勉強するものと思っていたら、
チャパ ティによる講義 が始まった。ルビ ーローズとマ
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ハラは、まず初め に科学的な学習法 を教わった。記 憶
心理学 と学習心理学を 応用した方法だっ た。
そんな 学問がこの世に存 在するとは夢にも思 わなか
った。手ほどきを 受ければ効率よく 学習できるのだ か
ら、な ぜ教師が学校で 教えないのか、不 思議だった。
ひろう

教えてくれたなら、生徒は勉強がはかどるものを。
し けん

尋ねると、チャパティはかなり批判的な私見を披露
した。 学校を卒業して 学校に就職したの では、世の中
のことは学校しか知らないことになる。すなわちそれ
は、プロの学生で あって、プロの教 師ではない。ゆ え
に、教 えるテクニック は持ち合わせてい ないのだ、と。
講義の 最後にチャパティ は、独自に考案した 試験勉
強法まで伝授して くれた。それはコ ロンブスの卵と も
言うべ き内容だった。 知ってしまえばと ても簡単なの
だが、自ら気づくことはなかった。
チャパティは言った。自分で問題を作るです。試験
は当て 物。ただのクイ ズです、と。
全知全 能の神が試験問題 を作成するわけでは ない。
相手が神なら、ど んな試練を与えら れるか予想もつ か
ないだ ろう。しかし、 神ではない凡人が 試験問題を作
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もほう

るのだから、それ は容易に模倣でき る。
い まは生徒でも、将 来は教師となっ て問題を作って
いたりする 。
いまは教師でも、昔はただの生徒で試験を受けてい
る。
教師と 生徒にたいしたち がいはない。中学三 年生が
十五歳なら、二十 五歳の教師は中学 十三年生で、三 十
五歳の 教師は中学二十 三年生だ。中学生 ともなれば、
小学生に勉強を教えるくらいのことはできる。何年も
何十年も学校に居 続ける教師は、プ ロの学生として そ
れをや っているだけ。
ならば 、教師をまねれば いい。試験問題を自 分で作
ればいい。ただの 凡人がすることを まねできないわ け
がない 。試験範囲が限 定されているのな ら、本物の試
験とそっくり同じ問題を作ることだって可能だ。
教師になったつもりで問題用紙を作成する。レイア
ウトに もこだわり、き ちんと配点もする 。完璧にまね
るわけだ。遊び感覚のこの作業が、実はすでに試験勉
強となっている。 試験範囲でどこが 重要か、自分な り
に考え て問題を文章に し、そのとき自然 に答えも覚え
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てしまう。
問 題用紙が完成する と、自分で自分 に模擬試験をし
てみる。おもしろいことに、自分が作った問題なのに
まちがうことがあ る。百点満点とは いかないのがく や
しくて 、正解に目を通 せば、そこでまた 学習が進む。
まちが ったところを再出 題し、問題用紙の作 成を重
ね、一人遊びを繰 り返すうちに、本 物の試験とそっ く
り同じ 問題を作ってし まう。
試験は 当て物。ただのク イズ。出された問題 の答え
を当てるのではな くて、出てくる問 題そのものを当 て
る遊び だ。
友人と 勉強するときは出 題合戦も楽しい。自 分が作
った試験で自分は 満点なのに、友人 は点数が低かっ た
りする と大笑いできる 。もちろん、すぐ さまやり返さ
れて、立場は逆転するけれど。
チャパティのおかげで、ルビーローズは試験に対す
る抵抗 感がなくなった 。マハラは早く勉 強させろとせ
がんだ。
三人の勉強会はゲームになった。勝っても負けても
楽しい ものだから、も うひと勝負と欲張 って、学習は
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進んだ。
遊 びは成果となって 現れた。
はた

チャパ ティは全科目満点 で、学科試験のトッ プに立
った。ガリ勉の得 意なエリート武官 は二位となり、 端
から見 てもくやしそう にしていた。
ルビー ローズは九位だっ た。トップテンにす べり込
れい

んだわけで、自分 でも驚くほどの好 成績だった。
マ ハラは全科目零点 で、ダントツの 最下位となった。
信じられないことに、全科目とも、問題用紙に名前を
ふびん

書き忘れたのだっ た。うっかりにも ほどがある。さ す
がに試 験官も不憫に思 ったのか、張り出 された成績表
には、本当の点数が括弧付きで添えられていた。計算
してみると、名前 さえ書いていたな らマハラは十二 位
だった とわかった。
残るは 実技試験のみとな った。合格者はしぼ られた
と噂された。
書 類選考一位で学科 試験二位のエリ ート武官は、エ
リートだけに実技もそつなくこなすだろうから、合格
まちがいなしと見 られていた。
書 類選考二位で学科 試験一位のチャ パティも高評価
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わら

だったが、見た目 から実技は不安視 された。
マ ハラの試験は終わ ったと、陰で嗤 われた。書類選
ばんかい

考は下から二位。学科試験は下から一位。チャパティ
とは正反対の結果 であり、挽回の余 地はないと思わ れ
ていた 。
いき

ようよう

けれど も、そんなことで へこたれる男ではな かった。
か

マハラは落ち込む ことなく、意気揚 々としていた。 実
技試験 にすべてを懸け るぜと、終わった ことはけろり
と忘れている。そんな性格だから、問題用紙に名前を
書くのも、ころり と忘れたのだろう 。
ル ビーローズは別の 意味で話題にの ぼった。書類選
考の最下位は学科試験の九位で帳消しとなったのか、
ていちょう

見た目の美しさだ けで評価された。 マハラとチャパ テ
しゅくじょ

ィから も、料理上手の 淑女 とし て、 丁重 に扱われ た。
ケンカの強い博打うちだと、ルビーローズは正直に自
己紹介しているの だが、信じる者は いなかった。
ち がう面を評価され ても、悪い気は しなかった。料
理上手の淑女もまた、ルビーローズの一面だった。
ペルソナという言葉がある。必要に応じて使い分け
られる 人格を、仮面に 例えている。ひと りの女であっ
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ても、子に対する とき、夫に対する とき、親に対す る
ときで 、見せる顔は異 なるもの。社会に 出れば、部下
に上司、下請けに客先と、接する相手に応じて仮面は
取り替えられる。
も ちろん、多重人格 などではない。 人格はあくまで
もひとつで、ただ多面的なだけ。一枚のコインですら、
表面と裏面では模 様がちがう。円形 の側面に至って は、
ここか らここまでと区 切ることすらでき ない。
ケンカ 無敵の女博徒も、 料理上手の淑女も、 どちら
も本物のルビーロ ーズだ。いままで とはちがう世界 に
身を置 いて、ケンカも 博打もする必要が ないのだから、
紅い薔薇の女に出番はなかった。
しかし、それも実技試験まで。出番は不意に訪れた。
実 技試験は、受験者 全員による模擬 戦闘だった。ラ
ととう

イバルを直接打倒してその数を得点とする、少々あく
どいもので、しか も徒党を組むこと が許された。つ ま

いど

り、個 人プレーと思わ れていた試験に、 チームプレー
の出る幕が用意されたわけだ。
試験官は説明した。正面から挑むのが得意な者もい
い

れば、 側面支援で活き る者もいるだろう 。あるいは、
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つの

と

後方で指揮を執る のに向く者がいる かもしれない。 好
きに仲 間を募れ。仲間 の得点は全員に加 算される。む
ろん、単独行動でもかまわない。と。
会場はどよめいた。ルビーローズたちが有利と見ら
れて、 視線が集まった 。三人組はかなり 目立つ存在に
なっていた。初日の騒動がある。学科試験は一位に九
位、実質十二位と 優秀。知恵のチャ パティ、力のマ ハ

ゆうよ

ラ、美 のルビーローズ と、バラエティに 富んだメンツ
だ。
同盟工作に一日の猶予が与えられた。試験実施は
みょうにち

明日 と 通告し、試験官 は退室した。
ルビー ローズたちはすぐ さま集合した。仲間 に入れ
てもらいたそうに 視線を送る者はた くさんいたが、 三
人組の 結束はすでに強 固で、割り込む余 地はなかった。
か

三人で 顔を合わせると、 真っ先にルビーロー ズが少
数精鋭を唱えた。 管理リヴの座を懸 けた真剣勝負な の
てっ

だから 、みんなでなか よくがんばりまし ょうとはいか
ない。非情に徹する必要がある。ましてや、マハラに
は高得点が必要だ 。学科試験で全科 目零点を取って い
る。仲 間は増やせない 。
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とうそつ

マハラもチャパ ティも同意した 。そこで、三人そ ろ
って早 々に退室した。
次の日 、会場では異様な 光景が待っていた。
エリート武官が指揮官となって、七十七名を統率し
ていた 。本人も入れて 、総数七十八。受 験者は全部で
八十一名だから、残るは三名。つまり、エリート軍と
三人組との対決構 造が作り出されて いた。
ほうむ

仕 組んだのは当然な がら、エリート 武官だった。知
さく

ろう

力 で 勝 る チ ャ パ テ ィを 葬 り、 腕 力 で 勝る マ ハラ に と
どめを刺し、おの れが頂点に立つべ く策を弄したの だ
った。
ルビー ローズのことは眼 中になかったようだ 。美し
さを競っても意味 はない。エリート 武官はルビーロ ー
ズに寝 返りをうながし て、分断工作を仕 掛けてきた。
しゅうかてき

有頂天になって、衆寡敵せず、などと演説までかまし
た。少ない人数で 、多い人数に勝て るわけがないと 。
ル ビーローズは受け て立った。料理 上手の淑女とい
うペルソナがいまにも外れそうになって、その下にあ
る別のペルソナが 、ちらりとのぞい た。ケンカ無敵 の
女博徒 は、笑顔でこの ケンカを買い、自 分たちの勝利
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という大穴に張っ たのだった。
絶 望的な立場に追い 込まれても、揺 るぎもしなかっ
たルビーローズの態度に、マハラが拳を突き上げて大
喜びした。俺様が エリート野郎と刺 し違えてやらぁ と、
さもし い策士をにらみ すえた。
チャパ ティは冷静に分析 した。
仮にエリート軍が勝利したとしても、それで戦いは
終わら ない。軍を構成 するひとりひとり は自分の合格
のみを目指しているのだから、必ず同士討ちが始まる。
エリート軍は分隊 ないし小隊規模に 編制されて、組 織
ぼっぱつ

化され ているだろうか ら、グループ分け はすんでいる。
よって、部隊同士の内戦が勃発する。中にはエリート
武官を倒そうと、 反乱を起こす部隊 があるかもしれ な
い。そ れを恐れて、エ リート武官は先手 を打つだろう。
て ごわ

おそらく、部隊には初めから優劣が付けられているは
そっせん

ず。エリート武官 は数を頼んで、味 方の手強い部隊 か
ら倒し てゆくだろう。 指揮官が率先して 裏切るのだか
ら、次は自分の番だと誰もが恐れ、結果的にエリート
武官が狙われて倒 される。
そ んなこともわから ないとは、だめ なエリートさん
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です――と。
かんぱ

の ちに、山岳猟兵団 と密林猟兵団を 全滅に追い込む
指揮官の無能ぶりを、チャパティは看破したのだった。
七十八対三の模擬戦闘が始まった。
エ リート軍の兵力は 圧倒的だった。 指揮官であるエ
リート武官を除く七十七名が、十一個分隊に編制され
ていた。一個分隊 に七名いるから、 三人組に倍する 数
で当た れる。
十一個 分隊は三方に分か れて試験区域に布陣 し、三
人組を半包囲した 。左翼に三個分隊 、右翼に三個分 隊、
エリー ト武官のいる中 央の主力には五個 分隊が置かれ
た。主力の五個はさらに前後二陣に分けられた。第二
陣として二個を後 詰めに回し、陣形 に厚みを持たせ て
あった 。
むしゃ ぞろ

たった 三人を相手に、恥 も外聞もない武者揃 えだ。
ところが、先手を取ったのは三人組だった。開始の
合図と 同時に、敵主力 に殴り込みをかけ た。中央から
の一点突破を計ったのだった。
三人組には、知恵のチャパティ、力のマハラ、美の
ルビー ローズがいる。 三人の真ん中で、 先頭に立って
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突っ込んでいった のは、エリート軍 がノーマークの 別
嬪さん だった。
か弱い 美人と見て、ルビ ーローズの前に立ち はだか
った者は、ケンカ 無敵の女博徒に叩 きのめされた。
三 人組が一点突破を 計って突撃した ものだから、エ
リート軍の左翼と右翼、合わせて六個の分隊が遊ぶこ
とになった。戦場 は一点であり、三 人組の真正面に い
た一個 分隊だけが戦う 羽目になった。
それで も、一個分隊には 七名いるから二倍以 上の兵
力なのだが、誰か が戦ってくれれば いい七十八名と 、
れっせい

ゆうせい

自分が 戦うしかない三 名とでは、覚悟が ちがう。
全体的 には劣勢の三人組 が、局所的には優勢 となっ
た。一個分隊に七 名いたところで、 三人組がひとり で
うごう

しゅう

三人倒 せばお釣りがく る。殴り込まれた 分隊はあっさ
ぐ んぜい

り と 撃 破 さ れ た 。 数 は 多 く て も 、 烏 合 の 衆 だ っ た。
軍勢に見えても、 受験者の群れだっ た。
敵 主力の第一陣中央 を破ると、視界 が開けた。第二
とら

陣の二個分隊は左右に分かれていたから、直線上に敵
指揮官の姿を捉え ることができた。
エ リート武官は直属 の二個分隊に後 退を命じた。逃
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げるのではなく、 戦術的な後退だっ た。第二陣の二 個
はさ

分隊を 引き連れて下が り、中央を突破さ れた第一陣の
二個分隊を反転させれば、四個分隊で三人組を挟み撃
ちにできる。
だ が、エリート軍は 素人の寄せ集め だ。お受験で模
擬戦闘をしている。狙いは理解してもらえなかった。
いや。別の意味で、正しく理解されていた。
三 人組の優勢と、エ リート武官の後 退を見て、左右
両翼の六個分隊が寝返った。両翼に配置された者たち
にも、考える力は ある。エリート武 官の口車に乗っ て
仲間に はなったものの 、三人組を倒した くらいでは合
格できない とわかっている 。
次に倒されるのは、左右両翼のどちらかだ。主力の
たば

五個分 隊と片翼の三個 分隊が束になって 、強いほうの
片翼を先に倒す。八対三の戦いだ。その次は主力が単
かっこ

げきは

独で、弱いほうの 片翼を倒す。これ は五対三の戦い 。
左右両 翼は、味方に各 個撃破される運命 にあるわけだ。

主力の

その予定だからこそ、主力の五個に対して片翼はどち
らも三個と、少な い兵力にされてい る。
し かし、両翼が同時 に寝返ればどう なる？
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五個分隊に対して 、左右両翼は六個 分隊もある。数 で
勝る。 実際には、主力 の一個は三人組に 倒されている
から、四個しかない。おまけに、その四個は前後二陣
に分かれている。 第一陣の二個分隊 にまず当たり、 そ
れから 第二陣の二個分 隊に当たれば、二 対六の連戦に
持ち込める。各個撃破されるはずだった両翼が、逆に
各個撃破して勝利 を手中にできる。
利 用されたあとは捨 てられると、わ かっていた両翼
が寝返るの は、当然だった 。
三人組に中央を突破された主力第一陣の二個分隊は
反転し たが、その後ろ から反乱軍が襲い かかった。二
対六の戦いは、右と左に分かれて一対三の戦いとなり、
反乱軍が勝った。
そむ

十 一個分隊もあった エリート軍は、 六個に背かれ、
三個を失った。開戦から間もないというのに、わずか
はんき

ひるがえ

二個分隊にまで減 らされた。敗北必 至の情勢だった 。
残 った二個も、いつ 反旗を 翻 す かわからな い。エ
リート武官はゆっくりと後ろに下がり、直属部隊から
離れていった。
援 軍が到着したのは そのときだった 。敵という名の、
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援軍だった。

まぎ

試 験区域にモンスタ ーが出現した。 エリート武官の
背後にあった森から、オオカマキリが姿を現した。
エリート武官はあわてて駆け出すと、直属部隊に紛
れ込ん だ。
そして 、今度もまた後退 を命じた。逃げるの ではな
く、戦術的な後退 だった。直属の二 個分隊を引き連 れ
て下が り、反乱した六 個分隊を前進させ て左右に展開
すれば、八個分隊でモンスターを半包囲できる。左右
に展開できなくて も、片翼さえ伸ば せたなら、モン ス
ターに 十字砲火を浴び せることが可能だ 。
だが、 しょせんは素人の 寄せ集め。防衛局ナ ンバー
３の次席防衛武官 がモンスターから 逃げてきたとい う
のに、 その場に踏みと どまる者はいなか った。
そうくず

パニッ クが起きた。エリ ート軍は総崩れとな った。
直属も、反乱も、 関係なかった。分 隊なんかどうで も
よかっ た。倒されて試 験が終了していた 者はもちろん、
そうでない者も、試験を放棄して逃げ出した。エリー
ト武官も自分が最 後尾になる前に逃 亡した。
お 受験よりも、命が 大事。……自分 の命が。

- 730 -

逃げ惑う受験者 の中に、逆向き に突っ走る者がい た。
モンス ターに向かって いく者どもだ。
ルビー ローズだった。マ ハラもいた。チャパ ティも
だ。

ほ

野郎ど もっ！

裏社会で は、

モ ンスターと一戦し て足を止め、リ ヴリーたちを逃
がすのだ。
ぬかるんじゃないよ！
すでに 伝説となってい る女博徒が吼えた 。
崖の上 で、からかうよう な口笛が小さく鳴っ た。試
験区域の外で監督 していた試験官が 吹いた口笛だっ た。
そ ばの茂みから、ス コープがのぞい ていた。スナイ
パーライフルのスコープだった。標的に向けられた部
分にレンズはなか った。レンズの代 わりに、黒い瞳 に
血色の 目玉がついてい て、ぎょろりとに らんだ。
一つ目 狙撃団だった。
モンスターの出現は仕組まれていた。実技試験の一
ふ

部だ。 ただし、本物の オオカマキリを投 入したので、
不測の事態に備えてスナイパーを伏せてあった。
その事実にエリート武官が気づいた。立場上、モン
スター 防衛網がどのよ うに張り巡らされ ているか、熟
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知している。試験 区域への侵入を許 す前に、危険な 怪
物は撃 退されるはず。
モンス ターに立ち向かう 三人組の後ろまで逃 げ、安
全を確保してから 、エリート武官は 立ち止まった。 逃
亡する 受験者たちに呼 びかけた。逃げる なと。これも
試験の一部 なのだと。
続けて、エリート武官は命令した。三人組を討て、
と。
モンス ターの襲撃は試験 の一部なのだから、 恐れる
必要はない。安全 には配慮されてい る。その証拠に 試
験は中 止されていない 。続行中だ。ゆえ に、ライバル
の三人組を倒して点数を稼ぐのだ、と。
なんとも、あざとい考えだった。同調する者はいな
かった 。声をかけられ て立ち止まった受 験者たちは、
互いに顔を見合わせるばかりで、行動は起こさなかっ
た。
ル ビーローズたちは 背後の騒ぎを無 視した。なるほ
ど、モンスターの襲撃はタイミングがよすぎた。試験
の一部かもしれな い。だが、ちがう かもしれない。 確
認した わけでもないの に、安全だと決め つけることは
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できない。それに 、安全策が用意さ れていたとして も、
機能す るとは限らない 。
いずれ にせよ、目の前に モンスターがいる以 上、戦
うしかなかった。 自分で倒してしま えば、これ以上 の
安全策 はないからだ。
とはい え、モンスターに 立ち向かっているの に、後
ろから攻撃されて も困る。チャパテ ィが仲間たちの 背
たいじ

はさ

中を守 った。オオカマ キリを相手にする のをやめ、エ
リート武官と対峙した。モンスターとリヴリーに挟み
撃ちにされるとは 、さすがのチャパ ティも予想でき な
かった 。
エリー ト武官は本当に攻 撃した。モンスター には手
を出さなかったく せに、リヴリーに は平気で手を出 し
た。
チャパ ティが倒された。
仮にも相手は武官だ。防衛隊専用の攻撃技も持って
いる。 登用試験は、持 てるすべての力を 使ってよいと
された。いかなる能力も制約されなかった。知恵も力
も平等にはできな いのだからと、職 権による不平等 も
放置さ れた。有利な立 場がほしければ、 管理機関の職
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しゅ し

員になればいい。 出世すればいい。 ただし、だから と
いって 合格するとは限 らない。そういう 趣旨の試験だ
った。
チャパティが倒されると、マハラがルビーローズの
背中を 守った。ただか ばうだけでは守り きれないと判
断したのか、マハラはエリート武官目がけて突っ込ん
でいった。
で かい体に物を言わ せて、巨漢のシ マオーガは撃た
れても走っ た。
エリート武官は足がすくんだ。相手は、うはははは
ぁーっ と豪快に笑いな がら、身を捨てて 挑んでくる。
試験はそっちのけだ。猫をかぶっていた女ヤクザなん
かのために、倒さ れることを前提で 刃向かってくる 。
足 がすくんで動けな くなった男は、 撃たれても走っ
た男によっ て、倒された。
大声でマッハ・アタックと叫ぶと、マハラは盛り上
がった 肩を武器にショ ルダー・アタック をぶちかまし
た。エリート武官は派手にぶっ飛んで、気絶した。俺
様がエリート野郎 と刺し違えてやら ぁとの発言を、 マ
ハラは 実行したのだっ た。
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勝負は相討ちに 終わった。マハ ラも倒れた。
モ ンスターと戦うの はルビーローズ ひとりになった。
だが、ルビーローズは紅い薔薇の女だ。ひとりでも困
りはしなかった。 オオカマキリを竜 巻に乗せた。動 き
を封じ ておいて、ハン マーで乱打した。 ただのハンマ
ーなのに、別のなにかに思えるほど、激しく打ち据え
た。そしてそのま ま、仕留めてしま った。
崖 の上で見物してい た試験官が冷め た拍手を送った。
寒い音が聞こえたのか、ルビーローズがにらんだ。
こっち見たよ。怖いね。あれが紅い薔薇の女さ。噂
どおり で、僕は気に入 ったよ。
試験官 は隣の茂みに話し かけた。
ところで、君。出番なかったね。
茂 みで待機したまま 、することのな かった一つ目狙
撃団のスナイパーを、試験官はからかった。
モンスターを倒したルビーローズのところに、マハ
い

ぬ

ラとチ ャパティが駆け つけた。怪我を心 配したふたり
とげ

は、振り向いたルビーローズの瞳に射貫かれた。
瞳の中に棘が生えていた。
野 郎どもは言葉をな くした。ただ呆 然と、アカゲパ
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キケの深い緑色の 瞳を見つめた。
心 配ならいらないよ 。奴は手負いだ ったさ。すぐに
フルダメージになっちまった。向こうを見な。崖の上
で、いけ好かない 野郎が見物してる ぜ。必死になっ て
戦った あたいたちを眺 めて、楽しんでい やがったのさ。
マハラ は崖の上を見たが 、すぐに視線を戻し た。試
験官など、どうで もよかった。
姐 御！
巨漢の シマオーガは、も うルビーローズのこ とを別
嬪さんとは呼ばな かった。相手は一 枚も二枚も上手 の、
姉貴分 だった。
姐さん ！
いつもは眠そうなハナマキの目がぱっちり開いてい
た。格 のちがいに目も 覚めた。
なんだ い、あんたたち。
ルビーローズは照れくさそうに笑った。野郎どもの
真剣な まなざしが、ま ぶしかった。
姐御！
姐さん！
お よしよ。
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姐御！
姐 さん！
わかっ たからさ。
姐御！
姐 さん！
うるせ えっ！
それが、ルビーローズ一味誕生の瞬間だった。
実技試 験が終わって三日 後。
ルビーローズは面談に呼び出された。
出 向くと、その場で 管理リヴ内定を 告げられた。
そして 、もうひとりの合 格者は選考が難航し ている
と聞かされた。そ のとき初めて、新 しい管理リヴの 募
集定員 が二名だと知っ たのだった。
どちら を推薦するかと質 問された。マハラと チャパ
ティ。ひとりを選 ぶなら、どちらか と。
ル ビーローズは逆に 質問した。わた くしが辞退しま
したら、選考はどうなりますかと。
相手は答えた。その場合、マハラとチャパティが自
動的に 内定して、選考 は打ち切られると 。
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では、わたくし は辞退いたしま すわ。ごきげんよ う。
ル ビーローズは席を 立った。内定を 蹴ったのだった。
書類選 考を無審査で通過 したルビーローズだ 。
学科試験はおんぶにだっこ。マハラが過去の問題用
紙を調 達してくれて、 チャパティが勉強 のしかたを教
えてくれた。ルビーローズはおやつを差し入れただけ。
ひれつ

実技試験もそうだ。ふたりが背中を守ってくれなか
ったら 、ルビーローズ は卑劣なエリート に倒されてい
た。
マハラとチャパティがいたからこそ、もらえた内定
だった 。そのふたりを 差し置いて、管理 リヴになる気
はなかった。ましてや、選ぶだなどとおこがましい。
管理リヴにふさわしいのは、あの男たち。
ル ビーローズに迷い はなかった。
その日 の午後。顔を合わ せたルビーローズ一 味は、
三人で爆笑した。 マハラとチャパテ ィも、ルビーロ ー
ズと同 時刻に面談に呼 び出され、内定を 告げられたあ
とに推薦を 求められていた 。
マハラには、ルビーローズとチャパティのどちらを
選ぶか と。
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チャパティには 、ルビーローズ とマハラのどちら を
選ぶか と。
そして 三人ともまったく 同じ選択をしていた 。
つまり、管理リヴに内定したはずの三人は、そろっ
て辞退 したのだった。
仲間に 力を貸して、上に 押しあげてやろうじ ゃねえ
か。それが男って もんの心意気よ。 マハラのその言 葉
を、三 人なかよく実行 したわけだ。
事情を 知って、マハラが くやしがった。
やい、お茶っ葉。どうなるんでえ？
ど うにもならないで す。辞退は辞退 です。管理リヴ
にはなれっこないです。おいらたち、みんなおバカさ
んです。
げ え……。
おかし くてたまらず、ル ビーローズは笑い続 けた。
ふんきゅう

新 しい管理リヴの審 査は 紛糾 した。
最終選 考に残った三名は 、面談と称して行わ れた面
接試験もパスした 。ならば合格とな ってよさそうな も
のだが 、審査会議室に は重い空気が漂っ ていた。

- 739 -

チャパティには まったく問題が なかった。書類選 考、
学科試 験に実技試験、 面接試験と、すべ て好成績を収
めた。にもかかわらず、審査員は誰ひとりとして、合
格とは言わなかっ た。
マ ハラは学科試験で 全科目零点だっ たのがネックと
なった。全部の問題用紙に名前を書き忘れたのだから、
そそっかしいにも ほどがある。管理 リヴにはふさわ し
くない 。
ルビー ローズは書類選考 で無審査だったのが 問題視
された。審査員は 履歴書を見ていな い。通していな い。
それな のに、いきなり 試験を受けている 。
改めて 履歴書が審査され たが、審査員は一様 に眉を
ひそめた。博徒で ケンカ好きと書い てある。正直に 書
くのも 信じられないが 、書いてある内容 はもっと信じ

いんどう

られない。管理リヴどころか、地下牢獄送りがふさわ
しい。
し かし、審査員は引 導を渡そうとは しなかった。あ
まりの難問に、全員が結論を出せないでいた。
いったい誰が、こんな女の後ろ盾となって、書類選
考を無 審査としたのか 。
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審査員は全員が 幹部職員だった が、いきなり試験 を
受けさ せるような権限 はなかった。暗躍 しようと思っ
ても、できない。できるのはミューミュー一派の四人
だけ。
追 及すれば、首が飛 ぶ。意向に逆ら えば、首が飛ぶ。
うかが

か と い っ て 、 お 伺 い も 立 てら れ な い 。ミ ュ ーミ ュ ー
一派の誰が動いた のか、事情を知る 試験官が口を割 ら
ない。
試験さ え受けさせればそ れでいいのか、合格 させろ
という意味なのか 。答えは出なかっ た。
合 否保留で上にあげ よう。いや待て 、それでは我々
が無能と見られるぞ。だったら、全員合格だ。学科試
験で零点の奴もか 。そいつだけ落と せばよかろう。 面
接結果 を忘れたか、三 人そろってないと この女は辞退
するぞ。なら、全員不合格だ。いいのか、落としても。
だから、合否保留 で上にあげるしか なかろうが。
しび

堂 々巡りだった。
進まな い審査に痺れを切 らしたのか、会議室 の脇に
控えていた試験官 が口をはさんだ。
い いよ。全員合格で 。
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ぞんざいな物言 いだった。一瞬 静まりかえったあ と、
幹部職 員である審査員 たちが激怒した。 試験官の分際
でなにをほざくか、だまれと怒鳴りつけた。
試験官の態度は改まらなかった。上からの目線で話
を続け た。
君たち も試験を受けてご らんよ。彼女たちと 同じく
らい、みごとな結 果を残せたなら、 僕が管理リヴに し
てあげ るよ。
この言 葉に、すべての審 査員が沈黙した。聞 き覚え
のある話し方だっ た。なによりも、 僕が管理リヴに し
てあげ るなどと言える のは、この世にひ とりだけ。
試験官 は変身を解くと、 立ち上がった。トラ ンスフ
ォームの呪文で別 種のリヴリーに化 け、試験を監督 し
ていた のはミューミュ ーだった。
りょうしゅう

管理リ ヴ委員会の委員長 にして、ミューミュ ー一派
の 領袖 。リヴリ ーアイランドの 実質的な支配者の 登
いぎ

場に、 審査員は全員が 起立した。体の正 面をミューミ
ューに向けると、背筋を伸ばして威儀を正した。
全員合格。他言無用。いいね、君たち。
は っ！
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じゃあ、解散。 もう行っていい よ。
は っ！
審査員 は一列になって、 会議室を出て行った 。
ミューミューは居残った。机の上に置かれたままの
履歴書 を手に取った。
ほかの リヴリーがいなく なると、会議室に巨 大な蝶
が出現した。モン スターの蝶だった 。
テ レポートしてきた のではなかった 。なにもない空
間に突然現れたが、存在するようで存在しない蝶だっ
た。ミューミュー の背後に、寄り添 うようにして浮 か
んだま ま。羽ばたいて はいなかった。会 議室に収まり
きらない大きな羽は、天井も床も壊すことなく素通り
していた。
物 理的な存在ではな かった。
蝶のモ ンスターは霊だっ た。
ごらんよ、ファルファッラ。いい駒が手に入ったよ。
ミ ューミューはルビ ーローズの履歴 書を広げた。
ファル ファッラと呼ばれ たモンスターの霊は 、履歴
書に触角を伸ばし た。
で もね。まだまだ駒 が足りないんだ 。情報ももっと
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ほしいな。戻って きたのは、ダーク ヤグラ君と、君 だ
けだか らね。
ミュー ミューは振り返っ てモンスターの霊を 見たが、
返事らしきリアク ションはなかった 。
こ の世に舞い戻って きたダークヤグ ラ君は、体は得
たけど記憶はなくしてしまった。モンスターの君は、
体は得られなかっ たけど記憶はなく さなかった。逆 な
ら、も っとくわしく話 を聞けたのに。残 念だよ。
モンス ターの霊は小刻み に触角をふるわせた 。なに
か言いたいことが あるようだ。
しんぼう

だ いじょうぶ。ちゃ んと前に進んで いるだろう。も
う少しの辛抱だよ。今日は、紅い薔薇の女と仲間たち
を手に入れた。明 日も、きっといい 駒が手に入るさ 。
ミ ューミューは持っ ていた履歴書を たたむと、机の
ほう

上に放った 。
だからね。いい子にしてなよ、君。
話 の内容は理解して いるのか、モン スターの霊が羽
を開いた。一枚の羽が表と裏に開いて、二枚になった。
左右で二枚ずつ、 羽は合わせて四枚 だ。
ふく よう

複 葉の蝶だった。羽 は二重になって いた。
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かすみ

表 羽 と 裏 羽 の間 か ら 、 黒い 霞 が 吹き 出 した 。 黒 い
なにか は会議室に充満 することなく、消 えていった。
蝶のモンスターは霊だ。そもそも、この世には存在し
ていない。二重に なった羽の間から 吹き出した霞も ま
た、こ の世のものでは なかったのだろう 。
羽を開 いて。霞を吹いて 。それで満足したの か、モ
ンスターの霊は音 もなく消えた。
ひ とりになった会議 室で、ミューミ ューがつぶやい
た。
そうさ。いい子にしてなよ、死の蝶ファルファッラ。
４
ル ビーローズはまだ 息をしていた。
酸素の 少ない空気を吸っ て、生き延びていた 。
全身が赤い水に浸かっている。湖底湖の水面の、す
ぐ下だ った。沈降は止 まった。沈まなく なったのは比
重の関係だ ろうか。
目を開けたまま、夢を見ていた。
あ の日の夢だった。
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管理リヴに内定 した三人は、仲 間のために辞退し た。
みんな が辞退したもの だから、誰も合格 できなくなっ
た。笑うしかなかった。お茶とお菓子で残念会をして
いたら、合格の知 らせが届いた。
三 人そろって、晴れ て管理リヴとな ったのだった。
その仲 間は、もういない 。我が身を犠牲にし て、ル
ビーローズが遠く に逃がした。
危 ない橋なら何度も 渡った紅い薔薇 の女だが、今日
のは本当に危なかった。沈没寸前の潜水艇がかろうじ
て浮かんでいると ころへ、猛毒モン スターが忍び寄 っ
てきた 。スキューバダ イビングで自由自 在に泳ぎ回る
大ムカデだ った。
ドラギラに見つかったとき、ルビーローズ一味の運
命が分 かれた。短いは しごが、三人を遠 く引き離した。
ルビー ローズは船内にい た。ドラギラに見つ かった
のはルビーローズ だった。はしごを 登れば、逃げた と
見なさ れて事態が悪化 する。
紅月丸 は沈没寸前。浸水 して傾いた船体は、 波をか
ぶっただけでもひ っくり返る。獲物 を逃がすまいと ド
ラギラ が暴れたら、船 外にいるマハラと チャパティが
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湖に投げ出されて しまう。思うよう に動けない水中 で、
大ムカ デのそばに落ち て、助かるわけが ない。毒牙に
かかり、ふたりとも命を落とすだろう。
それは、とても耐えられないことだった。承知の上
おか

で危険 を冒しているの はルビーローズだ 。ふたりの仲
間はついてきただけ。協力しているだけ。
自分のせいで、仲間を死なせるわけにはいかない。
だ からルビーローズ は薔薇の竜巻を 使った。マハラ
とチャパティを竜巻に乗せて、遠くへと逃がした。
離ればなれになったから、安否はわからない。けれ
ども、 心配はしていな い。強い男たちだ った。片や雄
々しく、片や賢く。いいコンビだ。ふたりで力を合わ
せて、リヴリーア イランドに帰還す るだろう。
心 残りがあるとした ら、ルビーロー ズの思いを、最
後の言葉を、伝えられなかったことだ。
「……てめえら、 最高のマブダチだ ったぜ」
紅 い薔薇の女はもう 一度、大切な仲 間たちに別れを
告げた。
「あばよ」
か 弱く、細い声だっ た。
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ルビーローズは 目を閉じた。あ とは眠ってしまえ ば、
すべて 終わる。
――姐御！
――姐さん！
――なんだい、あんたたち。
声が聞 こえた。
――姐御！
――姐さん！
――およしよ。
あの日の夢だった。
――姐御！
――姐さん！
――わかったからさ。
気 持ちよくまどろん でも、声に起こ されてしまう。
――姐御！
――姐さん！
――うるせえっ！
ルビー ローズは目を開け た。
静かな湖底なのに、うるさくて眠るどころではなか
った。

- 748 -

目を開けると、 上のほうに黒い 影が見えた。湖底 に
向かっ て落ちてくる。
それが なにかは、考えな かった。考える力は もうな
かった。ただぼん やりと眺めていた 。
影 は見る見る大きく なった。モンス ターだった。落
ちてくるのではなくて、泳いでいるのだとわかった。
か

泳ぎ方が気になった。モンスターはストロークで泳
すいせい

いでい た。腕で、いや 前脚で、水を掻い て進んでいる。
ストロークで泳ぐ水棲モンスターに心当たりがなかっ
た。ゲンゴロウも タガメも、キック で泳いでいる。 後
脚を使 っている。
ストロ ークで泳ぐ理由は すぐにわかった。
ブルドーザーのバケットのような、どでかい前脚を
どちゅう

持った モンスターだっ た。土を押しのけ て土中を進む
要領で、水の中をスイスイと泳いでいる。
水棲モンスターではなかった。陸上モンスターだっ
さへいじ

た。オ ケラだ。別名を モグラコオロギと いう。
ルビー ローズがつけた名 前は、左平次。
「……あ……」
ル ビーローズは見た 。
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左平次は中脚と 後脚でなにかを 抱えていた。抱え た
ところ に空気の固まり があった。ミズグ モがそうする
ように、左平次も気泡をまとって潜っている。
そして、その気泡の中に、野郎どもがいた。
マ ハラが。チャパテ ィが。
せっか く逃がしてやった のに、男たちは危険 な湖に
引き返してきた。 ふたりとも、口を 大きく開けて叫 ん
でいる 。湖底に届けと ばかりに、ルビー ローズを呼ん
でいる。姐御と、姐さんと。いま行くから待ってなと、
負けちゃだめです と。
音 は聞こえなくとも 、耳には届く。 仲間たちのうれ
しい声援だ 。
「……ああっ…… 」
ア カゲパキケの大き な瞳から、涙が こぼれた。
最高の マブダチだ。本当 に。
ルビーローズの手が上がった。わたくし、ここにい
ますわ 。生きています わ。無事ですわと 、手を上げ、
腕を伸ばして、仲間たちに知らせた。
赤い水面を割って、腕が出た。透明な水の中に、ル
ビーロ ーズのほっそり とした腕が差し出 された。
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それを見たマハ ラとチャパティ が、気泡の中で肩 を
叩き合 った。
左平次 は湖底湖の水面直 前で上手にスピード を殺し
た。赤い水は死の 水だと、触角で知 ったのだろうか 。
突入は しなかった。そ れでいて、前脚は ためらうこと
なく、赤い水に入れた。いつもおいしいご飯をくれる
大好きなお姉さん を、そっとすくい あげた。
赤 い水に浸かってい たルビーローズ の体は、きれい
な水で洗わ れた。
ごつい前脚を慎重に操って、左平次はルビーローズ
を腹部 に送った。
マハラ とチャパティの手 が水中に伸びた。男 たちは
先を争うようにル ビーローズをつか まえると、気泡 の
中に引 きずり込んだ。
「マスクだ ！」
「外すです！」
は

マ ハラはルビーロー ズの体を支えた 。チャパティは
ルビーローズがかぶっていた酸素マスクを剥ぎ取った。
マスク内に浸水しているから、外さないと息ができ
ない。 ルビーローズは 自分で外そうと手 を動かしてい
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たが、力のない動 きだった。
よ うやく呼吸ができ るようになると 、ルビーローズ
は音を立てて息を吸い込んだ。
「吐くです、姐さん。息を吐くのを忘れちゃだめで
す」
心配し たチャパティが注 意した。
マハラはルビーローズを横たわらせた。
左 平次が中脚と後脚 で抱えていたの はエキスパンド
メタルだった。金網状の鉄板だ。
空気を保持するためか、鉄板と腹部の間はせまくな
ってい た。マハラは呪 文で体を小さくし 、片膝を立て
て腰を下ろしている。チャパティは両手と両膝をつい
てかがんでいた。
「豪快 に吸ってやがら ぁ。これでひと安 心でえ。ま、
ちぃとばっかり残念だったけどよ」
「なにがです？」
チ ャパティは首をひ ねった。助かっ たのに残念だと
はおかしな 話だ。
「もしものときは 、俺様が人工呼吸 するつもりだっ た
のよ。 マウス・トゥ・ マウスでな」

- 752 -

マハラはわざと らしく唇を突き 出した。
そ のしぐさを見て、 横たわったまま のルビーローズ
がマハラの 脚をはたいた。

はげ

「いてっ。それだけ元気がありゃ、だいじょうぶで
え」
浮上するぜ！」

人工呼 吸うんぬんは、マ ハラ流の励ましだっ た。
「おう、左平次！
モ グラコオロギの腹 部に拳を押し当 てると、マハラ
が叫んだ。
「ブンカーに帰投したら、腹いっぱい食わせてやら
ぁ！」
左平次 はゆっくりと浮上 を始めた。ルビーロ ーズを
き づか

気遣っているのか 、先を急ぐことは しなかった。
エ キスパンドメタル の床が斜めにな った。金網状の
鉄板には菱形の穴がたくさんある。そこに指を引っか
けたり爪先を押し 込んだりして、三 人は体を支えた 。
去 ってゆく仲間たち を、湖底に残さ れた紅月丸が見
上げていた。船体は直立したまま。船尾は湖底湖のヘ
ドロに埋まり、船 首は赤い水面から 顔をのぞかせて い
る。空 になった圧縮空 気タンクから漏れ るエアはない。
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静かな水中で、 真上に向けられ たヘッドライトの 光
がまぶ しかった。
「あの光がなかったら、姐さんを見つけられなかった
です。おいらたち 、間に合わなかっ たです」
チ ャパティの声が沈 んでいた。自ら 設計した、我が
子同然の潜水艇を見つめている。
「姐御を助けるた めに、俺様たちを 呼んでくれたの よ。
あいつ は……あいつは な、そういう奴な んだぜ」
マハラ にとっても、紅月 丸はかわいい我が子 だった。
「…………」
ル ビーローズは、エ キスパンドメタ ルの編み目を握
りしめた。
穴の向こうに黒いテントウムシがいる。なにもない
湖底に 、ひとりぽつん と置き去りにされ ている。沈没
した潜水艇はこれが見納めだ。最後の最後まで、けな
げに働いてくれた 紅月丸の勇姿を、 しっかり目に焼 き
付けて おきたかった。
浮上す るにつれて、紅月 丸は小さくなってい った。
放棄された潜水艇を湖底の暗闇が包んだ。紅月丸の
姿は見 えなくなった。 それでも、ヘッド ライトの光が

- 754 -

つ らぬ

闇を 貫 い て いる か ら 、 紅 月丸 が どこ に いる か は わ か
った。
やがて 、光は弱くなった 。水中にそそり立つ 光の柱
が、細く、短くな って、消えた。
予 備電源が切れたの だった。
潜水艇 〈紅月丸〉は、た ったいま、その命を 終えた。
水の中が暗くなった。
「…… うっ……」
おえつ

「……ぐっ ……」
嗚咽が漏れた。雄々しく賢い男たちが声を殺して泣
いてい る。
「………… 」
ルビーローズはだまって目を閉じた。
涙 をこぼす男たちの ためにしてやれ ることは、見な
いこと。
ただそれだけだった。
モグラ コオロギの左平次 は浮上を続けた。
日光が届くようになって、湖底の夜は明けた。
明 るくなると周囲を 監視しやすくな る。だが、それ

- 755 -

は敵にとっても同 じこと。
浮 上してくるオケラ を見つけた怪物 が、長い体を折
り曲げた。体に比べて大きすぎる頭を下に向け、一気
に沈降した。
いぎ ょう

異 形のモンスターだ った。
胴体は ムカデで、頭はタ ガメだ。二種類のモ ンスタ
ーが合体している 。水中島の魔神が 無数の脚で水の 王
者を抱 きかかえ、いっ しょに泳いでいる のだった。
先に撃 退されたドラギラ は、すでに回復して いた。
元気に泳いでいる 。
後 から撃退された武 者タガメは、ま だダメージが残
っているようだ。自力では泳げないと見える。
タガメを抱えたムカデが急速潜航した。
ねら

狙 われたオケラは当 然逃げた。タガ メに捕まったら
刺し殺される。ムカデに捕まったら咬み殺される。
オケラは前脚で水を掻いてストロークで泳いだ。
ム カデは長い体を上 下にうねらせて ドルフィンキッ
クで泳いだ 。
泳ぎの達者な陸上モンスター同士の、水中戦が始ま
った。
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「なにごとでえ！ 」
オ ケラの腹の下でマ ハラが怒鳴った 。
ルビー ローズ一味には事 情がわからなかった 。左平
次がぶら下げた鉄 板に乗っているか ら、真上にはモ ン
スター の巨体がある。 視界は大きくさえ ぎられている。
もっと も、なにが起きた か察しはついた。斜 めにな
って浮上してきた のに、いまは水平 になっている。 浮
き上が るのをやめて、 横に移動している 。つまり、上
には行けないわけだ。左平次は必死になって水を掻い
また艦 隊アリかよ？」

ているから、緊急 事態なのは見れば わかる。
「なん でえ？

……うおっ ！」

「ちがうです。艦隊アリなら日が陰って暗くなるで
す」
「じゃ あ、なんなんで え？

マハラ は穴あきの鉄板に しがみついた。
横に逃げていた左平次が、再び上昇に転じた。上に
あった 障害を回避した らしく、ほとんど 垂直に浮上し
ている。緊 急浮上だ。
オケラめがけて沈降してきた異形のモンスターは、
ぎりぎ りのところで獲 物にかわされた。 長い体を反ら

- 757 -

せて向きを変える と、今度は浮上し ながらの追撃に 移
った。
「後ろです ！」
「なにぃ！」
「武者 タガメです！」
「ムカデ野郎とセットかよ！」
左平次を追う敵の姿が、ルビーローズ一味の視界に
入った 。
双頭の モンスターが真下 にいた。タガメがム カデに
抱えられている。 ふたつの頭が縦に 並んで、逃げる 獲
物をに らんでいる。エ キスパンドメタル につかまる手
足をすべらせたら、一巻の終わりだ。そのまま落下し
て、モンスターの 餌食となる。
「姐御 を頼まあ！」
マハラ は自分から手を放 した。
「無茶はだめです ！」
「マッ ハ！」
ルビー ローズがあわてて 体を起こした。
「心配いらねえ！ 」
垂 直になった鉄板を 上手にすべり降 りて、マハラは
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一番下まで移動し た。
「後ろ の守りは俺様の 担当よ！」
金網の ような穴あき鉄板 にしっかりつかまる と、マ
ハラは迎撃態勢に 入った。
だ が、攻撃は見合わ せた。
泳ぐ速 さがちがった。左 平次のほうがずっと 速い。
武者タガメを抱え ている分、ドラギ ラはうまく泳げ な
いよう だ。双頭のモン スターが引き離さ れてゆく。左
平次の跡を追って浮上しているようには見えなかった。
むしろ逆に、沈ん でゆくように見え た。
あ せる必要はないと 、マハラは静観 した。
しかし 、その行動が裏目 に出た。薔薇の竜巻 で受け
たダメージからよ うやく回復したの か、武者タガメ の
脚が動 いた。
わざわ ざ仲間を抱えて泳 いでいたドラギラは 、初め
からそれが狙いだ ったのか、意外な 行動を取った。 大
ムカデ の長い体がたわ められた。弓のよ うに大きくし
なった。湾曲した体が水の抵抗を受けてさらにスピー
ドが落ちたが、次 の瞬間には、たわ んだ体は元に戻 っ
た。
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曲げた体を伸ば す勢いに乗せて 、武者タガメが押 し
出され た。黒いテント ウムシが魚雷を発 射したように、
水中島の魔神は武者タガメを発射した。
モンスター魚雷だった。
そ れも高速魚雷だ。
押し出 された勢いと、自 身の脚力とで、武者 タガメ
せま

は一気に獲物に迫 った。水を蹴る脚 にはフィンを装 着
してい る。フィンスイ ミングでアメンボ 並みの高速を
叩き出す。アメンボが水上最速なら、武者タガメは水
中最速だ。
「マッ ハ・ハンマー！ 」
マハラ は専用攻撃技で迎 え撃った。
ロケット噴射の巨大なハンマーが打ち下ろされた。
水 の王者は、ひらり とロケットハン マーをかわした。
あお

くず

かわし たまではよかった が、ハンマーが押し のけた
水に煽られて体勢 を崩した。モンス ター魚雷の勢い が
失われ た。
ところ が、そうなること を見越していたかの ように、
武者タガメの背中 を大ムカデが駆け 抜けた。水中で 足
場を得 て、急加速した 。
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「くそったれ！」
マ ハラは腕章に手を 伸ばした。マッ ハ・ハンマーは
連発できない。リヴリーの攻撃技は水中戦を想定して
いない。猛然と追 い上げてくるドラ ギラを撃退しよ う
にも、 打つ手は限られ ていた。
「うおっ！ 」
突然、景色が変わった。マハラの目の前に水の壁が
出現し た。
水面だ った。
垂直に浮上してきた左平次が、水上に飛び出した。
土を掻 き、水を掻く自 慢の前脚も、空中 では役に立た
ない。しかし、左平次が落下することはなかった。背
中の羽を大きく広 げると、今度は空 を飛んだ。
モ グラコオロギは決 して強くはない 。だが、あらゆ
る環境で行動できる万能型のモンスターだった。地中
に地上、水中に水 上、おまけに空中 まで、自由自在 に
動き回 れる。
おど

追っ手 のドラギラも水中 から飛び出した。浮 上して
きた勢いに乗って 、水面高く躍り上 がった。獲物に 咬
みつい て引きずり下ろ そうと、毒牙を左 右に開いた。
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「おーっ！」
後 ろの守りを担当し ているマハラが 、思わず声を上
げた。
大ムカデが飛びかかってくる。空まで攻めてくる。
で も、そこまで。
すごい のは勢いだけだっ た。長い体をうねら せてド
ルフィンキックを 打っても、空中で は泳げない。俗 に
百本あ ると言われる脚 を動かしても、空 中では走れな
い。
ドラギラは水中島の守護神だ。湖底に沈む島を守る
ために 、空を飛ぶ必要 はない。武装モン スターとして
与えられたのは、スキューバダイビングの装備のみ。
飛翔能力はなかっ た。
「おと とい来やがれっ つーの」
マハラ は攻撃呪文のスリ ングを念じた。
目前で失速したムカデの、憎たらしいツラに小石を
当てた 。ちっぽけな石 ころで打たれてダ メージを受け
た怪物が、だらしない姿勢で落ちていった。
空に逃れたルビーローズ一味は、執念深いモンスタ
ーから ようやく解放さ れたのだった。
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「ふ……ぅうっ！ 」
吐 きかけた息を、マ ハラはあわてて 呑み込んだ。ひ
と息つく余裕はなかった。戦いはまだ終わっていない。
水面を割って飛び出してきた追っ手がいた。武者タ
ガメだ 。
前脚に 手っ甲をつけた武 装モンスターは、羽 を広げ
て空を飛び、逃げ る獲物を空中まで 追いかけてきた 。
「げえ ……」
オケラ とタガメ。
陸上モンスターと水棲モンスターの空中戦が始まっ
た。
飛ぶの はタガメのほうが うまかった。水中生 活に適
応した流線型の体 は、空気抵抗も少 なくて、空を飛 ぶ
のに都 合がよかった。
遅れて 飛び立った武者タ ガメは、あっという 間に距
離を詰めてきた。
左 平次は追っ手を振 り切ろうと上昇 や下降を繰り返
し、急旋回した。そのため、一番後ろに陣取ったマハ
ラも、思うように 迎撃できなかった 。
「まず いですー！」
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チャパティの叫 び声は悲鳴に近 かった。
ル ビーローズ一味は 穴あき鉄板のエ キスパンドメタ
ルにつかまっている。ハーネスもなければ、安全帯も
ない。左平次が中 脚と後脚で抱えた 平らな鉄板に乗 っ
かって いるだけ。これ では、振り落とさ れるのも時間
の問題だ。仮に体を固定できたとしても、左平次が鉄
板を落としてしま えばそれまで。
飛 行呪文ならルビー ローズが持って いるが、水死寸
前にまで追い込まれて弱っている。その証拠に、鉄板
にしがみつくのが 精一杯と見えて、 戦闘はマハラに 任
せっぱ なしだ。技を使 うのに欠かせない 霊力も、どれ
だけ残っているか。ルビーローズはドラギラと武者タ

あれを

ガメを相手に、水 中戦を連戦してい る。その前には ヤ
さっさと仕留めるです！

ンマ・ ファイターと死 闘を繰り広げてい る。
「やい、マ ッハ！
使うです！」
「おお うっ！」
威勢よ く応えたマハラは 、腕章の内側に指を 突っ込
むと、とっておき の奥の手を取り出 した。
出 てきたのはミニチ ュアのブーメラ ンだった。よく
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あるＶ字型をして いる。腕章に取り 付けていたから に
俺様の新しい技を見せてやら

は、リ ヴリーの技では ない。
「やい、お茶っ葉！
ぁ！」
そ う叫ぶと、マハラ は鉄板を蹴って 空中に飛び出し
ほんろう

た。外に出ないと左平次の動きに翻弄され、満足に戦
えない。
「マッ ハ・ミサイル！ 」
巨漢の シマオーガが本来 の大きさに戻った。 肉弾ミ
サイルとなって、 武者タガメに向か って飛んでいっ た。
「マッ ハ・ブーメラン ！」
ミニチ ュアのブーメラン を投げた。
シマオーガが巨大化したように、ミニチュアのブー
メラン も巨大化した。
かれい

ところ が、せっかくの武 器は命中しなかった 。
武者タガメは空中で華麗なターンを決めて、獲物の
攻撃を 巧みに回避した 。落下しながら宙 返りするとい
う、高等テ クニックだった 。
空を飛ぶタガメは、羽をたたんで飛ぶのをやめた。
頭を起 こし、尻を下げ 、空中で直立した かと思うと、
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そのまま後ろに倒 れた。
さ っきまで頭を前に 背中を上にして 飛んでいたのに、
いまは尻を前に腹を上にして飛んでいる。いや、飛ん
ではいない。失速 して落ちてゆく。
仰 向けになった武者 タガメの腹の上 を、ブーメラン
は素通りした。横に回転しながら飛んできたブーメラ
ンに対し、縦に回 転して落下するこ とでかわしたの だ
った。
武者タ ガメは落下しなが ら回転を続けた。仰 向けの
状態から頭を下げ て、後ろ向きの逆 立ち状態となっ た。
そこか らさらに回って 顔を上げると、仰 向けだった体
はうつぶせに戻った。頭の向きも入れ替わり、元に戻
っている。
う つぶせから仰向け に、仰向けから うつぶせに、ふ
たつの縦回転はどちらも水泳のターンだった。
個人メドレーで、バタフライから背泳にスイッチす
るとき は、タッチター ンで頭を起こして 後ろに倒れ、
仰向けになる。背泳から平泳ぎにスイッチするときは、
サマーソルトター ンで頭を沈めて水 中で回り、うつ ぶ
せにな る。
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水棲モンスター である武者タガ メは、ルビーロー ズ
も顔負 けのターンを空 中で決めて見せた のだった。
落ちな がら宙返りをして 、武者タガメの姿勢 は元に
戻った。高度は下 がったが、力強く 羽ばたいて追い 上
こ

げてき た。ブーメラン が遠くで弧を描い て帰ってくる
前に、勝負はつく。マハラの負けだ。
武装モンスターは前脚を大きく開いた。金属製の手
っ甲が 日光を反射して 、きらりと光った 。
「甘いって の！」
マハラは舞うように手を動かした。ひねりながら下
ろして 、巻き込むよう に戻し、そのまま 突き上げた。
飛んで いったブーメラン がそのとおりに動い た。リ
きどう

ヴリーの技ではな いブーメランだっ た。軌道も、自 由
に操る ことができた。
武者タ ガメの後方で、横 に回転するブーメラ ンが傾
き、縦回転に変わ った。急降下して 下向きに宙返り を
し、戻 ってきた。背泳 のロールターンに も見えたが、
泳ぎの苦手なマハラがターンのしかたなど知るはずも
ない。
マ ッハ・ブーメラン は武者タガメの 真下から襲いか
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かった。
武 者タガメは直撃を 食らった。ダメ ージを受け、動
きが止まった。羽ばたくことができなくなって、墜落
してゆく。
飛 べなくて落ちてゆ くのはマハラも 同じだが、秘密
のブーメランの使い手には、考案したばかりの新技が
あった。
「マッ ハ・ライダー！ 」
マハラ はブーメランを呼 び戻した。水平にし て自分
の足下に寄せ、回 転を止めた。ブー メランはＶ字の 飛
翔体に 変わった。その 上に、マハラはそ っと足を下ろ
した。
巨漢のシマオーガを乗せられるだけの、巨大なブー
メラン だった。もっと も、ぶっつけ本番 の新技だから、
あお

バランスを取るのに苦労した。風に煽られてへたに手
を動かすと、その とおりにブーメラ ンも動いてしま う。
新 技マッハ・ライダ ーで、マハラは 空を飛ぶ翼を手
に入れた。よろけながらも、なんとか乗りこなしてい
る。墜落の心配な ら、もういらない 。飛べなくて落 ち
てゆく のは、武者タガ メだけ。
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マハラはタイミ ングを見計らっ た。落ちるモンス タ
ーを見 逃すつもりはな かった。きのうは しつこく追跡
されている。受けたダメージから回復すれば、武者タ
ガメは改めて襲っ てくるにちがいな い。
墜 落する武装モンス ターが湖に近づ いた。
「マッハ・ ハンマー！」
マハラは専用攻撃技をお見舞いした。
ロ ケット噴射で飛ん でいったハンマ ーは、武者タガ
メを打ち、ついでに湖に叩きつけ、水中深く押し込ん
だ。
「ざま あみやがれって んだ」
恐ろし いモンスターの姿 が水中に消えると、 空飛ぶ
モグラコオロギが 旋回して戻ってき た。ブーメラン に

はかぜ

これが俺様の新技、マッハ・ライダー

乗った マハラは、下か ら仲間たちに接近 した。
「どうでえ ！
よ！」
鼻 高々にマハラは自 慢したが、左平 次が起こす羽風

のせいでバランスが取りにくく、へっぴり腰だった。
マッ ハ・ブーメランに 乗るなんて、

おまけに、膝がぶ るぶるとふるえて いる。
「すご いです！
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いつ考えついたで す？」
穴 あき鉄板の向こう で、チャパティ は素直に感心し
た。
「ああん？」
「いつ 考えついたです っ！」
チャパ ティは大声で言い 直した。

逆 立ち乗りしたと き

ヤンマ・ファ イター

空を飛んでいるから、風が耳を打つ。声は聞き取り
にくか った。
ミサイルひ っつかんで！

あれだ！

の！
ぴんと来たのよ ！」

「そりゃ、 おめえ！
に！

運んであげる必 要

マハラ は途切れ途切れに 叫んで答えた。
わたくしが！

ありませんわね ！」

「じゃあ、もう！
は！

ルビー ローズも大声で話 しかけた。
まだ横になったままだが、かなり回復したようだ。
「おう よっ！」
調子に 乗ったマハラは、 うっかりガッツポー ズをし
た。手が動いたと おりにブーメラン も動いて、マハ ラ
はすべ り落ちた。
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「いっけねー！」
あ わてて翼を呼び戻 すと、マハラは 両手でＶ字の飛
翔体につかまった。とりあえず、慣れていない立ち乗
りはあきらめたよ うだ。体を水平に してブーメラン と
一体化 すると、飛行姿 勢は安定した。
安定し て飛ばなければな らない理由があった 。
眼下の湖にドラギラがいた。スリングのダメージか
ら回復 して、追跡を再 開している。水上 を高速で泳い
で追ってく る。
空は飛べなくとも、追いかけてさえいれば、いずれ
捕まえ られると信じて いるらしい。事実 、そうなる。
飛翔モンスターでも羽を休めるときがくる。ましてや、
獲物は陸上モンス ターのモグラコオ ロギなのだから 、
いつま でも飛んではい られない。水上を 追い、地上を
追えば、必 ず追いつく。
つまり、このままブンカーに帰投することはできな
かった 。地面に降りる と、たちまち追い つかれてしま
う。
「マッハ！」
ル ビーローズはひと 言呼びかけた。
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「おうっ！
ひるがえ

もう 一発ぶちかまして くらぁ！」

ブ ーメランの翼を 翻 すと、 空飛ぶマハラは急 降下
していった 。
物 音がした。
ルビー ローズはベンチで 目覚めた。
ブンカーに帰投して、少し休憩するつもりで横にな
ったら 、そのまま眠り 込んでしまったの だった。
マハラ もチャパティも、 ルビーローズを起こ さなか
った。疲れもたま っているだろうと 、そっとしてお い
た。ふ たりだけで後片 付けをした。沈没 した潜水艇は
放棄している。紅月丸は帰ってこなかったのだから、
片付けといっても することはあまり なかった。
「すま ねえ、起こしち まったか」
マハラ が声をかけた。
「いま、何時です の？」
あるじ

ル ビーローズはあた りを見回した。
主 の い な い 船 台 が 目 に入 っ た。 ド ッ クに 紅 月 丸が
ないときは出動し ているときだから 、空っぽの船台 は
目にす ることがない。 少なくとも、紅月 丸を建造して
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からは見ていない 。
黒 いテントウムシの いないドックは 、さみしかった。
「五時過ぎ です」
チャパティが答えた。
「夕方 の？」
「はいです 」
「では、少し眠っ ただけね」
「遠慮 しねえで、もっ と休んどきなって 」
「そうもいきませんわ。今夜は会議がありますもの」
今日は保安官選挙の投票日だ。前職と新人の一騎打
ちは、 夜になれば結果 が出る。そのあと 、管理リヴ委
員会の臨時会議が開催される。
「会議には、わた くしたちが出なく ては。店番の子 た
ちには 荷が重すぎます わ」
光る湖 を探査するために 、ショップには身代 わりを
置いてきた。変装 させ、バイオレコ ードの偽造まで し
て、店 を預けてきた。 管理リヴの三人が いなくても騒
ぎにならないよう、手は打ってある。
せいぞろ

ショップの切り盛りはお店屋さんごっこの感覚でも
つと

務まる が、管理リヴが 勢揃いする会議と もなると、そ
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うはいかない。
会 議に間に合うよう 、帰還しなけれ ばならなかった。
武装モンスターの脅威は去っても、ブンカーは怪物密
林のど真ん中にあ る。モグラコオロ ギに掘らせた地 底
の専用 道が、絶対に安 全だとは言い切れ ない。
それに 、ひと寝入りして 疲れもとれた。
「左平次はどうし たのかしら？」
ル ビーローズはベン チから立ち上が った。
「もう帰っ たです」
「心配しなくても 、シマミミズをた らふく食わせて や
ったぜ 。腹がいっぱい になったら、さっ さとどっかに
行っちまいやがった。ったく、現金な野郎でえ」
「そう。……じゃ 、そろそろ、わた くしたちも帰り ま
しょう か」
「だな」
「支度はすんでる です」
チ ャパティはルビー ローズに懐中電 灯を渡した。
暗闇で 光るオーロラダイ ヤを取り付けた、オ ーロラ
ライトだ。トンネ ルの中は暗いから 照明がいる。
「電気 は俺様が消すぜ 」
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ドックには電灯 があった。風力 や水力を利用して 発
電して いる。
その気 になればトンネル も電灯で照らせるの だが、
工事は見送られた 。ブンカーからリ ヴリーアイラン ド
まで、 延々と電線を張 り巡らせるのは大 仕事だ。送電
ロスもあるから、発電用の水力タービンを増設しなけ
ればならない。
モ グラコオロギたち の感電事故も心 配だ。ミミズも
食べるが、木の根も食べる連中だから、電線を根っこ
と間違えてかじり つく恐れがある。
そ れに、明かりを灯 したところで毎 日通うわけでは
ない。トンネル内を照らすには、懐中電灯があればそ
れでよかった。
三 人はトンネルの入 り口に向かった 。
ドック の壁がくりぬかれ ている。土を押し固 めただ
けの地面が見える 。出入りの際に運 ばれた泥で、手 前
のコン クリートが汚れ ていた。
地底ト ンネルに足を踏み 入れる直前で、ルビ ーロー
ズは振り返った。 当分訪れることは ないであろうブ ン
カーに 、別れを告げた 。
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湖底探査作戦は 成功している。 光る湖の秘密なら 、
もうわ かった。湖の底 に、巨大な二枚貝 が沈んでいた。
開いた貝殻の下側には土が盛られており、島になって
いた。水中島だ。
水 中島では、真珠の ような玉が宙に 浮いて輝いてい
た。玉から垂れた光るしずくを、大がかりな装置で回
収していた。
リップス

装 置は霊子炉だ。リ ヴリーアイラン ドにいるリヴリ
ーたちに、ＬＩＰＳの管理下に置かれた者たちに、無
限の霊力を供給し ている。
ル ビーローズ一味は 、トップシーク レットである霊
子炉の所在地を突き止めたわけで、作戦は大成功だっ
た。
さ らに次の段階へと 進み、霊子炉内 偵作戦を決行し
ようにも、足がなかった。ドックの船台は空っぽだ。
潜水艇〈紅月丸〉 は大破した。沈没 した。再び湖に 乗
り出す には、二号艇を 建造しなければな らない。
すぐに 取りかかる気力は 、ルビーローズには なかっ
た。危うく命を落 としかけている。 仲間たちの身も 危
険にさ らしている。い ずれ動くにしても 、いまは、今
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日の成果に満足す るべきだった。
「消す ぜ」
頃合い を見計らって、マ ハラはブレーカーを 落とし
た。
真 っ暗にはならなか った。チャパテ ィがカンテラ型
のオーロラライトを点けていた。青白い光が足元を照
らしている。
ル ビーローズとマハ ラも、懐中電灯 型のオーロララ
イトを点け た。
ブンカーを後にし、三人並んで地底のトンネルを歩
き始め た。
そろっ て無帽だった。ル ビーローズは洞窟水 路で制
帽をなくしている 。マハラとチャパ ティは紅月丸に 残
してき た。マハラは水 密ドアの向こうに 置き忘れた。
チャパティは制御室が浸水したときに、頭から水をか
ぶって流された。
「…… それにしてもよ 」
手を伸 ばしてソフトモヒ カンをなでていたマ ハラが、
口を開いた。
「俺様 の新技はすげえ よな」
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自画自賛した。
「作っ たのはおいらで す」
負けじ と、チャパティも 自慢し返した。
「なに言ってやが る。おめえが作っ たのはマッハ・ ブ
ーメラ ンじゃねえか。 俺様の新技はマッ ハ・ライダー
だっつーの 」
大きさの変わる不思議なブーメランを作ったことよ
りも、 それに乗ること を発見したほうが えらいらしい。
い っそ、人数分作ら ねえか？」

実際にはうまく乗れなくて、つかまっていたのだが。
「どうでえ？

「それ は、おいらも考 えたです。中に乗 れるようなも

おもしれえ ！」

のを作って空を飛べば、オニヤンマもへっちゃらで
す」
「マッ ハ・ファイター か！
れいか こうせき

マハラ は勝手に名前をつ けた。
「問題は霊化鉱石 ですわね」
ル ビーローズも会話 に加わった。
ちょうりんかいすい

「はいです。なかなかお目にかかれないです。アルキ
せいれん

ュミ ア ・ メ タ ル を 作 る に は 、 霊 化 鉱石 を 超 臨界 水 で
ようゆうせいれん

溶融製 錬して、さらに キルリアン精錬し なければなら
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さいくつ

ないです。いまま で採掘したものを 全部使って、よ う
やくマ ッハのちっこい ブーメランができ たです」
「ちっこいって言うんじゃねえ」
「でも、ちっこい です」
「そり ゃまあ、そうだ けどよ」
「もっといっぱい、霊化鉱石がほしいです。アルキュ
こうしょう

ミア・メタルでい ろいろ作ってみた いです。なので 、
がんば って 鉱床 を探して みるです」
まさ

「そうね。いまのところ、わたくしたちがミューミュ
ーたちよりも勝っ ているのは、マッ ハ・ブーメラン だ
けです ものね」
「てぇことは、俺様最強ってことだな」
マハラはわざわざ懐中電灯を持ち替えると、誇らし
げに腕 章を叩いて見せ た。
「調子に乗って、そのちっこいブーメランをなくさな
いようにね」
「だか ら、ちっこいっ て言うんじゃねえ 」
「でも、ち っこいですわ」
「そりゃまあ、そ うだけどよ。…… ん？」
は

少 し先で、トンネル の壁が剥がれて いた。
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モグラコオロギ は土を押し固め て、地底にトンネ ル
を通し ている。固めら れた土の一部が浮 き上がり、倒
れかかっていた。皮でもむけたような感じだが、モン
スターが掘った大 きなトンネルだか ら、皮も分厚い 。
「こり ゃ、でけえや」
近づい てみると、剥がれ た部分はかなり大き かった。
だえんけい

縦にも横にも長い 。上は天井付近に 届いている。自 然
に剥が れたらしく、や や楕円形のいびつ な形をしてい
た。
「乾燥して浮いた のか？」
地 面に比べると、色 が薄くなってい た。乾いている
ようだ。
「とりあえず、戻 しとくか」
くず

マ ハラは懐中電灯を 脇にはさんだ。 崩れないように、
両手でそっと、剥がれた壁を押し戻した。
はく り

くず

元どおりになったように見えても、マハラが手を放
すと剥 離部分は浮き上 がった。
「ほっとくです。そのくらい、崩れても気にする必要
はないです」
つち かべ

土 壁の剥離は大きか ったが、トンネ ルの規模を思え
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ば、わずかなもの 。土を押し固めた だけの壁なのだ か
ら、表 面が乾燥したな ら、剥がれ落ちる こともあるだ
ろう。
「俺様は気になる っての」
せんさい

豪 快なようで、繊細 な男だった。シ ョップの在庫管
ありだか ちょう

理 の た め に 、 商 品 有高 帳 を採 用 し た くら い だ。 仕 入
は あく

れと売上げを正確 に記帳して、常に 残高を把握して い
る。そ こまで細かい会 計処理をしている のは、マハラ
だけ。
「マッハ・プレス で直してやらぁ」
懐 中電灯を脇にはさ んだまま、マハ ラはトンネルの
壁に肩を押 し当てた。
「先に行きますわ よ」
ル ビーローズは足早 に通り過ぎた。
剥がれ た壁を強く押して 、中ほどで折れでも したら、
頭から土をかぶる ことになる。それ はごめんだった 。
「お先 するです」
チャパ ティも先に進んだ 。
お調子者がマッハ・プレスと言いたいだけだと決め
つけて 、地底の壁がな ぜ乾燥しているか は考えなかっ
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た。
「マッ ハ・プレス！」
お調子 者はなにも考えな かった。マッハ・プ レスと
言いたいだけだっ た。
体 を斜めに傾けて、 マハラは踏ん張 った。
押され た壁がへこんだ。
地の底だから壁の向こうには土がある。地平線の彼
方まで 土で埋まってい る。言うなれば、 大地という名
の分厚い壁 がある。
なのに、へこんだ。
へ こんで、抜けた。
壁の向 こうに土はなかっ た。
「げえ……」
マ ハラはそのまま倒 れた。地底の壁 が抜けるとは思
くず

いもしなかったから、全力で押している。体を斜めに
して踏ん張ってい たので、崩れたバ ランスは戻せな か
った。
倒れて も、起き上がって しまえば笑い話です む。だ
が、起き上がるこ とは不可能だった 。
壁 の向こうに地面は なかった。
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大きな縦穴が広 がっていた。
「マッ ハ……？」
異変を 感じて、ルビーロ ーズは振り返った。
後ろにマハラの姿はなかった。懐中電灯が地面を転
がって ゆく。壁の一部 がぽっかりと消え ている。
「マッハ！ 」
ルビーローズはあわてて駆け戻った。
チ ャパティも走った 。
ふたり で壁にできた穴の 前に立ち、明かりで 照らし
た。
「…… ！」
絶句し た。
目の前に大きな縦穴があった。向こう側の壁まで、
けっこ うな距離がある 。
おまけ に、ただの穴では なかった。穴の内側 には、
白いモンスターが びっしりとへばり ついていた。そ の
数、無 数。
穴では なくて、巣だった 。シロアリの巣だ。
「マッハー！」
ル ビーローズが叫ん でも、こだまし か返ってこなか
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った。どれだけ深 いのか、縦穴状の 巣は底が知れな い。
ほう

チ ャパティはカンテ ラ型のオーロラ ライトを穴の中
に放った。
まわりを照らしながら、カンテラは落ちていった。
ど こまでも。どこま でも。闇の中を 落ちていった。
底は見 えなかった。白い モンスターは途切れ なかっ
た。
「まず いです！」
そうぐう

シロア リは未知のモンス ターだった。これが 初めて
の遭遇だ。どれほ ど凶暴か、わから ない。たいして 恐
ろしく ないのだとして も、群れの数を思 えば背筋が凍
る。そしてマハラは、底なしの巣に転落して声も聞こ
えてこない。
「ちっ ！」
ルビー ローズは舌打ちし た。
おおあご

茶色い頭の兵隊アリたちが駆け上がってくる。見上
いかく

げると 、駆け下りてく るのもいる。黒く て太い大顎を
振り回して、早くも威嚇している。好戦的なのか、そ
れとも、巣を襲撃 されたと誤解した か。
「チャ ッパ！」
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「はいです！」
ル ビーローズが差し 出した手に、チ ャパティは自分
の手を重ねた。呪文のリトルで小さくなった。
マハラには新技のマッハ・ライダーがある。アルキ
ュミア ・メタルで作っ たマッハ・ブーメ ランに乗って、
空を飛ぶ技を編み出している。
だからといって、未知のモンスターが群れている底
なしの 巣穴から、ひと りで上がってこら れるとは限ら
ない。いつもはうるさい男なのに、落ちてしまって声
すら聞こえてこな いのだから、ただ ごとではない。
ル ビーローズは、ゴ マ粒並みに小さ くなったチャパ
ティを、アカゲパキケのカールした角に乗せた。
「行くぜっ！」
紅 い薔薇の女がダイ ブした。
仲間を 救うために、モン スターの巣に飛び込 んだ。
手にしたオーロラライトの光が、底の見えない縦穴
に落ち ていった。
地底ト ンネルは無人にな った。地面に転がっ た懐中
電灯が、その必要 もないのにトンネ ル内を照らして い
る。
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巣を壊されたと ころに、続々と 兵隊アリが到着し た。
興奮し た様子で触角を 動かしていたが、 敵はいないと
知ると働き アリと交代した 。
働きアリは巣を補修するために群がった。材料を確
保する ためか、巣の外 側に咬みつくと、 寄ってたかっ
けず

て土を削っ た。
地底トンネルの地面がごっそりと削り取られていっ
た。
そこへ 、モグラコオロギ の左平次がやってき た。シ
マミミズをたらふ く食べて帰ったは ずだが、歩くう ち
にまた 腹が減ったのか 、舞い戻ってきた 。
モンス ターの出現を察知 して、働きアリの触 角が激
しく動いた。近づ く左平次の触角も 動き回ったが、 両
者とも に、警戒するそ ぶりは見せなかっ た。
働きア リは、土を削る作 業を続行した。兵隊 アリを
呼ぶことはしなか った。相手は無害 なオケラだとわ か
って、 安心したのだろ うか。
左平次 はトンネルにあい た大穴の前で脚を止 めた。
目の前にいるシロ アリたちが触角で さわってきたが 、
気にな らないのか放置 した。そして、自 分も触角を差
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し出して、シロア リの巣を探った。
か

ひ ょっとすると、中 に飛び込んだル ビーローズ一味
のにおいを嗅いでいたのかもしれない。
トンネルの奥で明かりがついた。
ブ ンカーの電灯が漏 れて、地底トン ネルに差し込ん
でくる。
左平次は削られた地面をまたぐと、ブンカーに向か
った。 そこに行けば、 おいしいご飯をく れるいつもの
みんなに会えると信じて……。
「どうだい、ファ ルファッラ。よく できた秘密基地 だ
ろう？ 」
ブンカ ーにいたのはミュ ーミューだった。
モンスターの霊に話しかけている。
「潜水 艇は失ったみた いだね。もったい ないけど、ち
ょうどよかったよ。もう少し改良したら、外洋航海能
力を備えたかもし れない。それはち ょっと都合が悪 い
よね。 そうさ、まだ早 すぎる」
話すの はミューミューだ け。モンスターの霊 は、ミ
ューミューの後ろ でだまって聞いて いる。羽ばたき も
しない で、巨大な蝶が 宙に浮いている。
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「それにしても、 あの三人組がここ まで育ってくれ て、
僕も鼻 が高いよ。登用 試験のとき、わざ わざ試験官に
化けた苦労も報われたさ。だって、そうだろう。ルビ
ーローズ一味は、 いま一番の手駒だ からね。自分た ち
だけで 霊子炉に潜入し 、探索し、帰還し た。ちょうど
いい訓練に なったさ」

しんぼう

蝶の霊がゆっくりと羽を動かして、なにかを伝えよ
うとし た。
「まだだよ、ファルファッラ。もう少しの辛抱さ。今
日は新しい駒が手 に入る予定なんだ 。僕がなにもし な
あの

くても 、元防衛隊の凄 腕スナイパーユニ ットが、次の
保安官になってくれるはずさ。知ってるかい？

子たちは、モンス ターを守るために 動いてるんだよ 」
羽 を開いていた蝶の モンスターが、 さらに羽を開い
ふくよう

た。一枚の羽が表と裏に分かれて、二枚になった。左
右合わせて四枚あ る。複葉の蝶だっ た。
げきじんらいげきほう

「防衛 隊総司令官のプ ーケ君も希望して いることだし、
あの子たちには激甚雷撃砲を授けようと思うんだ。リ
ヴリー最強呪文の ひとつ、ジゴリヴ をね」
複 葉の蝶が羽ばたい た。表羽と裏羽 の間から、黒い
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かすみ

霞 が吹き出した。
「そう だね。新しい駒 は、とても強い駒 になるさ。で
も、僕は満足しない。あんまりゆっくりもできないけ
れど、まだまだ手 駒は足りない。そ こで、管理リヴ を
集めた 今日の会議で、 最後の駒探しをス タートさせる
よ」
たんよう

待たされるのが不満なのか、蝶の霊は複葉の羽を閉
じた。 単葉の、ふつう の蝶に戻った。も っとも、この
世にさまよい出てきた死霊なのだから、とてもふつう
とは呼べなかった 。
「議題 はフリーランド の一般開放さ。い い駒を探すた
めに、あんな広大なパークを作ったんだ。過保護なこ
リップス

とはしない。ＬＩ ＰＳで管理はしな い。テレポート も
できな いし、無限の霊 力も供給されない 。なにが起き
ても、自分自身の力で対処するしかないんだ。すぐに、
も

無法地帯になるだ ろうね。それが狙 いさ。悪党ども に
揉まれ て、どんな駒が 頭角を現すのか。 楽しみだよ、
僕は。そして、最後の駒が見つかったら――」
ミューミューはいったん言葉を切って首をひねると、
真後ろ にいるモンスタ ーの霊に、はっき りと告げた。
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まとう

「魔島進攻作戦の 始まりさ」
話 の内容に満足した のか、蝶のモン スターはまた羽
を開いて複 葉となった。
「モンスターアイ ランドは海の向こ うにあるからね 。
駒を送 り込むには外洋 艦隊が必要なんだ 。軍艦の建造
ぎそう

らいげき

は始まっているよ。一番艦はもう進水して、艤装工事
すいぐん

に入ったところさ。艦隊の名前も決めてある。雷撃
水軍っ て言うんだ。ど うだい、勇ましい だろう」
ミュー ミューはベンチに 向かって歩き始めた 。
ようさいりょだん

「上陸したら、大 急ぎで拠点を構築 しないとね。そ の
ための 部隊は、もう用 意してあるんだ。 要塞旅団さ。
こ

むかし、モンスターチューリップ連隊というのがあっ
か せつ ほ うるい

てね。仮設砲塁に 籠もってよく戦っ たんだけど、そ の
お

計画は順調に進んでいるんだ

戦術を さらに推し進め て、要塞旅団は仮 設要塞を築く
のさ。わか ったかい？
よ」
ベ ンチに腰掛けたミ ューミューは、 モンスターの霊
と向き合っ た。
あの世か ら戻ってきた、死 霊の君がそん

「それにしてもさ 。なぜ君は、そん なに魔島にこだ わ
るんだ い？
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なじゃ、まるであ の世の入り口が魔 島にあるみたい だ
よ」
複葉の 蝶がまた霞を吹い た。
表羽と裏羽の間から、まがまがしい感じの黒い煙が
吹き出 してきた。先ほ どとは比べものに ならないくら
い、猛烈な勢いだったが、黒い霞があたりに充満する
気配はなかった。 ミューミューは避 けるそぶりも見 せ
ない。 この世に存在し ない霊が吹くのだ から、黒い霞
もまた、この世には存在しないのだろう。
左平次 君」

「言葉がわかれば 苦労しないのにね 。……君も、そ う
思うだ ろう？

ミュー ミューは横目でト ンネルの入り口を見 た。
左平次と名前をつけられたモグラコオロギが、こっ
そりの ぞいているのは 知っていたのだっ た。
モンス ターの霊が消えた 。消えた次の瞬間に は、左
平次の眼前に現れ た。
驚 いた左平次は逃げ 出した。地底の トンネルを後ろ
向きに突っ 走った。
「どうせ、僕の言 葉は理解できない んだ。見逃して や
りなよ 、死の蝶ファル ファッラ」

- 791 -

話を聞かれても 、意味がわから なければ問題ない 。
ミ ューミューは逃げ た左平次を追わ なかった。
死霊の 蝶も、ただのオケ ラを取り殺したりし なかっ
た。
そ れでも左平次は、 必死になって逃 げた。言葉がわ
からないから、逃げた。いや、わかったとしても、死
霊を恐れて逃亡し ただろう。
地 底トンネルを後ろ 向きに走って逃 げた左平次は、
シロアリの巣のことも、削られた地面のことも、すっ
かり忘れていた。
働 きアリは泥を積み 重ねて、壊れた 巣をせっせと修
繕している 。
そこへモグラコオロギが駆けてきて、直したばかり
の壁を 尻で押し破り、 巣の中へと転げ落 ちた。
こうむ

働 き ア リ は 怒 ら な かっ た 。迷 惑 を 被 っ て も 、我 慢
しっ くい

した。削り取った 土を噛んで、唾液 と混ぜ合わせて 泥
の漆喰 を作ると、補修 作業を一からやり 直した。
それが 仕事だから、黙々 と働いた。土を噛み 、泥を
こね、塗り重ねた 。
や がて、壊れた壁は 修復された。シ ロアリの巣は見
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えなくなった。
ブ ンカーの電灯が消 え、漏れてくる 光もなくなった。
静まり かえった地底トン ネルに、懐中電灯が 転がっ
ている。
オ ーロラダイヤの青 白い光が闇を照 らしていた。

日
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おしまい
２０１１年 ２月

28

あとがき
終 わった。
長かっ た。
二年もかかってしまった。
中 断期間をのぞいて 、九八週を費や した。サボった
日を差っ引いても、三七六日。
四〇〇字詰め原稿用紙に換算して、九一九枚もある。
三〇〇 枚の予定だった のに、どうしてこ うなった？
枚数も 予定外なら、スト ーリーも予定外。実 は「水
中島の真珠」とい うストーリーは、 手持ちになかっ た。
前作「 リヴリーたちの 陰謀」を書き始め る前に、いく
つものスト ーリーをひねり 出したが、その中に は水中
島や真珠のアイデ アさえ存在しな い。
前作ＰＤＦの裏表紙に 、「ゆうはな」が描いてくれ
たイラスト がある。気に入 って何度も見ている うちに、
ルビーローズ一味 が活躍する話を 書きたくなった。
り ぶたん以外を主人 公にした「外伝 」という構想は
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あったので、第二 弾はルビーローズ を主人公に迎え る
ことに した。
ルビー ローズがメインと なるストーリーは二 本あっ
た。ひとつは「紅 い薔薇は地下に咲 く」というもの で、
モグラ コオロギと出会 うお話。前作の舞 台はほとんど
地中なのに、またかよという思いもあって、これはボ
ツにした。もうひ とつは、ルビーロ ーズの身に起き た
悲しい お話なので、や めにした。イラス トの三人組は
楽しそうだ 。
事前に考えておいたものからは拾えなかったので、
新しく ひねり出すこと にした。そうして 生まれたのが
「水中島の 真珠」だった。
モグラコオロギには出会っているが、シロアリには
さかのぼ

出会っ ていない話だか ら、前作より時間 を 遡 る こと
になる。あとから前の話を作ると、どうしてもおかし
くなるので困った 。

マッ ハ

ブ ンカーには電灯 がある

ブ ンカーは立派な秘 密基地なのに、 前作に登場する
城が粗末だ ったのはなぜ？

のに、前作の城に 電灯がなかったの はなぜ？

・ブー メランという奥 の手があるのに、 前作で使わな
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かったのはどうし て？
つじつま

も ちろん答えは明快 で、新しく考え たから前作には
登場していないのだが、そこはやっぱり辻褄を合わせ
ておきたい。
で。
ブンカ ーは立派な秘密基 地なのに、前作に登 場する
城が粗末だったの は、まだ完成して いなかったから 。
その証 拠に、城は空っ ぽで最上階にテー ブルと椅子が
置いてあっ ただけ。
ブンカーには電灯があるのに、前作の城に電灯がな
かった のは、地底トン ネルに電線を引く と、モグラコ
オロギたちが木の根と間違えてかじる恐れがあるから。
その証拠に、作中 でも感電事故を心 配している。
マ ッハ・ブーメラン という奥の手が あるのに、前作

いくらなんで も、それは無理 があるって？

で使わなかったのは、マハラはもう持っていなかった
から。
え？

お見せしますとも 。「カルミナ異聞録

いぶんろく

グリ

いえいえ、そうなんですって。じゃあ、証拠を見せろ
って ？

セリン の涙」でね。
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去年の夏。ＬＩ ＳＤシリーズの 第３軸として「異 聞
録」が 構想に加わった 。
前作ＰＤＦに豪華な表紙をプレゼントしてくれた
「ｂｕｆｆｙ」の ブログを見て、カ ルミナとティラ ワ
とり こ

の 虜 に な っ て し ま っ た 。ブ ロ グに 掲 載 され た イラ ス
トを眺めているうちに、ティラワにマシンガンを乱射
させたくなった。
そ う、マシンガン・ スリングの誕生 である。
さらに もうひとつ、なに か武器を持たせたい と思っ
たら、ティラワは 巨大なブーメラン を肩に担いだ。
小 柄な少女が大きな 武器を使いこな すという設定は
よくある。ちっこい体にでっかい武器というアンバラ
ンスは、かなり魅 力的。一番初めに 考えたのはどこ の
どなた か知らないが、 遠慮なく使わせて いただく。
さて。 ちょうどそのころ 、マハラはヤンマ・ ファイ
ターを迎え撃って いた。そして、な ぜか勝手にマシ ン
ガン・ スリングを使っ てしまった。そん な予定はなか
ったのに。
ティラワのために用意した技は、マハラに横取りさ
れたの だった。
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さらにマハラは 、腕章に手を当 てた。内側には、 で
っかく なるちっこいブ ーメランが隠れて いる。その名
も、マッハ ・ブーメラン。
ティラワ専用の武器として生み出されたのに、マハ
ラが持 って行ってしま った。勝手に名前 までつけて。
でも、 ティラワはすねた りしなかった。でっ かいブ
．い
．ち
．ゃ
．ん
．がくれ
ーメランを肩に担いで 、「マッハのお
た」と 得意気に話して くれた。
お
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．い
．ち
．ゃ
．ん
．じゃねえ！
それを 聞いたマハラは「 お
兄ちゃんだっつー の！」と、すかさ ず訂正した。

テ ィラワとマハラに つながりができ た。それまで独
立していた「異聞録」が 、「ＬＩＳＤ」とクロスオー
バーした瞬間だっ た。
っ てなわけで、次回 予告。
グリセリンの涙」

フリー ランド」

「カルミナ 異聞録
「第一話

日

前 作からずっと出番 を待っていたフ ローテンも、つ
いに登場す る。
お楽しみに 。
２０１ １年２月

28
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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。
風力ダムは「 Chetwood Associates
」のデザインを参考にしました。
山 岳猟 兵 団 の 遭 難 エ ピ ソー ド は 「 八甲 田 雪中 行 軍遭 難 事件 」を モ チ
ーフとし、映画「八甲田山」を参考にしました。
「 ハ イ パ ー テ ン シ ョ ン ・ チ ャ ー ジ ャ ー 」 を 使 用 し て 加 速 す る の は、
映画「マッドマックス」を参考にしました。
西村寿行先生のご冥福をお祈りします。
あなたの小説は私にとって麻薬でした。
「 ル ビ ー ロ ーズ 一 味 」 は 「 仙 石 文蔵 一 味」 をイ メ ージ し 、呼 称 も倣
い ま し た 。 マハ ラ が 物 資 調 達 に 長け るの は 「十 樹 吾一 」 の設 定 を拝
借 し ま し た 。チ ャ パ テ ィ が 科学 技術 に秀 で るの は 「関 根十 郎 」 の設
定を拝借しました。

」に帰属します。
siamneko

こ の 作 品の 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 、
「

- 799 -

修正項目１

第五章まで公開

「姑息」を誤用していたため修正。
「吠える」を「吼える」に修正。
「盲打ち」を「盲撃ち」に修正。
「姑息」の誤用を「小心」に改めたが「狡猾」に再修正。
「撫でる」を「なでる」に修正。
「縁」を「ふち」に修正。
「ふるえる」を「震える」に修正。
手を「離す」を「放す」に修正。
「なりゆき」を「成り行き」に修正。

全編公開

11/01/15
11/02/21
11/03/04

11/03/21-11/04/02

「震える・震わせる」を「ふるえる・ふるわせる」に統一。

修正項目２
「試験用紙」を「問題用紙」に統一。

前項に伴い、「まちがった問題を再出題し、試験用紙の作成を重ね」
を「まちがったところを再出題し、問題用紙の作成を重ね」に修正 。
11/04/02
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