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１． 

 

「―――って、あの程度で死んでたまるか」 

 ウィルは医務室のベッドの上で憮然とした表情をしている。その全身は包帯だらけ、見

ているだけで痛々しい姿だった。 

「普通はあの高度から落ちただけでも死ぬぞ。ホント、頑丈なだけが取り柄だな」 

 レイスがつぶやいた。口では呆れたようなことを言っているが、表情は感心しているよ

うだった。敵対クラスのエースであるエルフィの攻撃により、二階建てどころではない高

さまで弾き飛ばされ地面へ叩き付けられたのに、ウィルはすでに自分で経って歩けるまで

回復している。 

「ふん。お前らとは鍛え方が違うんだよ」 

「その割には大きな悲鳴だったがな」 

 カイトがつぶやいた。 

「まったく。男子たるもの、というやつだぞ」 

 タケイが嘆息する。 

「ありがたいご意見ですがね、戦いもせずに降参した奴らに言われたくないの」 

 ウィルがエルフィに打ちのめされた後、残された三人は勝ち目がないとみて敵に白旗を

振った。その頃には囮組も全滅しており戦いの趨勢は決まっていたのだが、それで納得で

きない者たちがいた。 

 ウィルの意見に同調するように医務室中からブーイングの声が上がる。医務室に野戦病

院のごとく敷き詰められたベッドにはウィルと同じ年頃の男女が、同じような包帯姿で寝

かされていた。 

 ウィルのクラスメイトで囮組を務めた者たちである。 

「そうよ。みんなに悪いと思わないの？」 

 周囲より一回り体の小さい少女がカイトとタケイを指した。小さな女の子に男子にある

まじき行為を咎められた二人は、唸りながら俯くしかできなかった。 

「メアリー、言ってることは正しいと思う……思うが、しかし、二人も開戦五秒で倒れた

奴に言われたくないと思うぞ」 

 部屋中から笑い声が上がる。メアリーは恥ずかしさのあまり顔を真っ赤にして、言い訳

を始めた。 

「貧血なんだからしかたないじゃない。私だって、好きで倒れたんじゃないわよ」 

「だから、肉を食えといつも言っているだろう。もっと鍛えないと上には行けないぞ」 

 メアリーは強い魔力を持つが体が弱く、演習ではなにもしないうちに一人で倒れること

が度々ある。 



「むう。そんなに鍛えてるのウィルだけだよ」 

 メアリーは自分の腕とウィルの腕を見比べてみた。まるで大人と子供だ。ウィルの腕は

周りの男子と比べても、よく鍛えられている。特別に太いと言うわけではないが、無駄な

ものがまったくなく引き締まった筋肉がついている。それに対して、メアリーは同年代の

女子と比較しても細すぎる。日焼けもしておらず、肌も透き通るように白い。女子の腕だ

と思うと綺麗な腕で利点が大きいように思える。しかし、戦闘で勝ちたいウィルとしては

不満らしい。 

「とにかくだ。責任の押し付け合いをしても仕方ない。とりあえず、今日の敗戦の原因を

だな……」 

 ウィルは黒板を取り出した。演習前の打ち合わせで使ったものだ。 

「え～と、まずは……」 

「いや、そもそも俺らが一組に勝つのが無理だろ」 

 レイスがため息とともに呟いた。他の者たちも無言を持って同意を示す。医務室中に重

たい空気が立ち込めた。 

「そ、そんなことないだろ。今日の作戦だって、途中までうまくいってたんだ」 

「そうだとしても、頼みのライフルが効かない相手をどうやって倒すんだ？」 

「だから、何度も行っただろ。敵の隙をついてだな……」 

「エルフィはノールックで防御してたぞ」 

「ぐ、それはだな……」 

 エルフィはレイスの能力の不完全さとは無関係にウィルの奇襲を感知した。魔術による

索敵を行ったようだが、その仕組みが分からないからには奇襲作戦は成立しないだろう。 

「くそ。植物使いがどうやって敵を見つけるっていうんだ？」 

「だから、無理だろ。これ以上、無駄に怪我したくない」 

「無駄じゃない」 

「無駄だろ。絶対に勝てない相手に挑んでも痛い思いをするだけだろ」 

「無駄じゃない。エルフィが索敵能力を持ってるなんて今まで誰も知らなかっただろ」 

「それだけ怪我して、成果はそれだけかよ。一体いつになったら勝てるんだ？」 

「い、いつかだ」 

「無理だろ。魔力で負けてる時点で勝ち目なんかない」 

 魔力の強さや使える術の種類は生まれついての才能で決まってしまう。訓練で魔力を向

上させることは不可能とされている。つまり一度負けた相手に努力で勝つことも不可能に

近い。それでも諦めきれなかったウィルは集団戦なら戦略次第と思ったが、結果は惨敗で

あった。 

「なんだと、この根性なし。それで貴族の端くれか」 

「言ったな、考えなし。付き合わされるこっちの身にもなれ」 

 ウィルはベッドから立ち上がって、レイスに掴みかかった。演習のダメージが残ってい



るウィルの全身に痛みが走ったが、頭に昇った血は下りない。レイスも貴族であることを

引き合いに出されたからには怪我人相手でも容赦できない。 

 二人とも負け戦の後だと言うのに、喧嘩する気満々だった。 

「お、また始まったぞ。どっちに賭ける？」 

 周りで見ている連中は慣れたようすで、夕飯のメインディッシュで賭け事を始めた。 

「ちょっと、誰か止めてよ」 

 メアリーだけが騒ぎを止めようとしていたがまったく効果はない。ウィルとレイスの口

論は過熱しており、周囲も煽り続けている。 

 口論を一通りやり終え、とうとう殴り合いが始まろうとしたとき、ハスキーな女性の声

が響いた。 

「う～ん、君らはどうして医務室で騒いでいるのかな？」 

「げ、先生だ」 

 医務室の騒ぎは、ウィルたちより一回り年上の女性の登場で鎮静化した。彼女はウィル

たちの担当教官ミラである。 

「先生がせっかく回復系の魔術師を連れてきたのに、怪我を増やそうとしているのはどう

いうことかな？」 

「え？ 俺らそんなことしてないですよ。な、なあ、レイス？」 

「そ、そうですよ。俺ら超仲良しですから」 

 二人は肩を組んで、アハハと空虚で乾いた笑い声をあげた。 

「まあ、いい。私も怪我人を締め上げる気はないからな」 

「どっちでもいいけど、早くしてくれませんかね？」 

 ミラの後ろにいた少年が不機嫌そうに呟いた。彼がウィルたちの治療のためにミラが連

れてきた魔術師のオリタだ。 

「おお。悪いなうちのバカどもが迷惑をかけて」 

「まったくですよ。ただでさえ、九組の落ちこぼれどもを治療するなんて気が進まないの

に」 

 オリタの発言を聞いたウィルたちの空気が凍りつく。ウィルたちはじっと黙りこみオリ

タを睨みつける。医務室には重たい空気が立ち込めたが、オリタは気にした様子がない。

完全にウィルたちを下に見ているので、彼らの顔色など気にも留めないのだ。 

「お前だって、下半分だろ。『六組』」 

 ウィルが呟いた。 

 ウィルたちの学校では実力順でクラス分けがされており、数字が若いほど上の階級にな

る。九組は最下位だった。しかし、ウィルが指摘した通りオリタも高い順位とはいえない。 

「聞こえたぞ。最底辺の落ちこぼれが」 

「聞こえるように言ったんだよ。俺と同じで下半分の落ちこぼれ」 

 格下に落ちこぼれ呼ばわりをされたオリタは、歯を食いしばりながらウィルを睨みつけ



た。だが、ウィルは動じた様子がない。エルフィやワンドは最上位の一組の魔術師だった。

その二人に立ち向かっていけるウィルにとって、オリタは格上でも怖い相手ではない。し

かし、そんな態度がオリタには気に食わなかった。 

 オリタはウィルの胸ぐらをつかんだ。生意気な格下を締め上げてやるつもりだった。し

かし、ウィルはオリタの手首を掴み、オリタの腕を腕力で強引に引きはがした。 

「離せ、落ちこぼれ」 

「実力でなんとかしてみろよ」 

 ウィルは手に力を込めた。ウィルの鍛え上げられた握力がオリタの腕を締め上げる。 

「どうした？ このままだと、潰れたトマトみたいに真っ赤な汁が……」 

 台詞を言い終わる直前、ウィルは手のひらに火に直接触ったような熱を感じた。そして、

次の瞬間、ウィルの手のひらから潰れたトマトみたいに真っ赤な血液が噴き出した。 

「ぎゃあああああ」 

 ウィルは無様に医務室の床を転げまわった。 

「そ、そんなウィルがやられた」 

「いや。いつものことだろ」 

 ウィルの受けたダメージの大きさの割に九組のメンバーは冷めた様子だった。 

「でも、今のは一体どういう魔術なんだ？ アイツの能力は回復だろ？」 

「ふん。落ちこぼれには一生理解できまい」 

 回復系の魔術師が存在しない九組の生徒の中には、オリタがどんな魔術でウィルを攻撃

したのか理解できる人間はいなかった。 

「あれは魔術をわざと失敗させたんだよ」 

見かねたミラが助け舟を出した。 

「大半の回復系は魔力を直接相手の体に流し込み人間の自然な回復能力を加速させるのだ

が、流す魔力が大きすぎるもしくはコントロールを誤ると体を傷つける。今のはそれだ」 

「なるほど。しかし、回復系にまでやられるウィルって一体……」 

「まだ、負けてねえ」 

 転げまわっていたウィルが立ち上がった。腕からはまだ血が滴っていたが、目には闘志

が宿っていた。全身傷だらけでも、目だけからは凶暴な光が消えていない姿は凶暴な野犬

のようだった。 

「この学校では死んだら、死んだ方が間抜け……で、いいんですよね？」 

 傷を負いながらもなお上位者に立ち向かうウィルの餓狼の様な姿を見ても、オリタは余

裕の態度を崩さない。 

「こっちの台詞だ。タネが割れればこっちのものだ」 

 ウィルは摺り足で間合いを詰めていく。 

 一足一刀まで、ほんのわずか。 

 室内の緊張が高まる。水を入れ過ぎた皮袋のように張りつめて、一突きすれば張り裂け



そうだった。 

 残り数ミリでウィルの格闘技の間合いに入るところで、さらなる乱入者があった。 

「おや？ 随分元気だね」 

 緊張感のない声が響き、張りつめた空気がどこかに流れていった。全員が声のした方を

振り向いた。その声の主には、臨戦態勢に入ったウィルとオリタを無視させてしまうほど

の存在感がある。 

「な、何しにきやがったエルフィ」 

 戦闘の緊張感を流されて、上げた拳の下ろし先を見失ったウィルがエルフィにつっかか

っていく。 

「なにとは失礼だな。折角お見舞いに来たのに」 

 エルフィが一歩、進む。九組の面々はそれだけで、ウィルがオリタと揉めた時以上に緊

張した。ウィルの本気の殺気よりも、エルフィの小さな気まぐれのほうが恐ろしい。エル

フィはただそこにいるだけで、最上位クラスの脅威を感じさせるほどの力の持ち主だ。 

加えて言うなら、容姿でも群を抜いている。彫刻のように整った容姿に、スラリと伸びた

手足。全体的に細すぎる印象があるが、かえって繊細さを演出し作ったような美しさだ。 

実力と容姿が相まって、この学校でエルフィを軽んじることができるものはいない。 

だが、ウィルだけが躾の悪い犬のように突っかかっていく。 

「余計なお世話だ。だいたいお前、回復魔術なんて使えるのかよ？」 

「うん。まあ、回復魔術ではないけどね。でも、今日はもっと上手くできるやつを連れて

きたよ」 

「は？ 誰だよ？」 

「あの～もう入ってもいいですか？」 

 甘ったるい響きで、ゆったりとしたリズムの声が響いた。 

 医務室に新に少女が現れた。エルフィとは別の意味で存在感のある少女だった。太って

はいないが、肉が付くべきところはむっちりとしていて、特に胸部の肉突きがすばらしい。

少女は聖母のように暖かな笑みを浮かべている。 

「ナナイ、少し待ってくれないか。なにやら喧嘩中みたいなんだ」 

「あらあら困りましたね」 

 ナナイは頬に手を当てて小首を傾げた。 

「皆さん、仲良くしなければいけませんよ」 

 ナナイは胸の前で両手を組んだ。ナナイ自身の腕で胸が押し上げられる。九組の男たち

の視線がナナイの胸部に集中した。 

 ナナイの体がろうそくの火のような柔らかな光に包まれた。 

「ハッ。これはまずい」 

 その光の正体に感づいたウィルが正気に戻った。他の野郎どもは未だにナナイの胸部に

注目している。後光まで差し始めたので堂々と見ている。 



 ナナイの体を包んでいた光が医務室中に広がっていく。ウィルは全速力で出口へ向かお

うとしたが、間に合わないと悟りエルフィの背後へ回った。エルフィはナナイの光を浴び

る前に、ウィルの銃弾を防いだのと同じ光の壁を出現させてナナイの光を妨げた。 

「君、いくらなんでも女の後ろに逃げることはないんじゃないかな？」 

「黙れ。あれだけは絶対に食らいたくない」 

「まあ、気持ちはわかるよ」 

 ウィルだけではなく、エルフィさえもナナイの放つ光を恐れていた。その光景を外から

見ている人物がいるとしたら、どんな恐ろしい攻撃を仕掛けたのか、と脅えるところだが

ナナイの放った光は攻撃のためのものではない。 

 ナナイから放たれた光を浴びたものたちの顔がふやけたようにゆるみ始めた。 

「急に体から痛みが消えたぞ」 

「なんだか体がポカポカするな」 

 医務室のあちこちからそんな声が聞こえた。ベッドに寝かされていた重傷だったはずの

生徒たちが立ち上がる。ナナイが放った光は治療のための魔術によるものだった。しかし、

ウィルとエルフィは未だに引きつった顔をしている。 

「それに……なんだろう？ 胸のつっかえが取れたような気がする」 

 オリタがつぶやいた。 

「九組のみんな、悪口言ってゴメンな。俺もあせっていたんだ」 

「気にするなよ。俺たちも負けてばかりでカリカリしてたんだ」 

 オリタは九組の面々と順番に握手をしていく。彼らの顔には笑顔が満ち溢れ、とても幸

せそうな様子だった。 

「とても穏やかな気持ちだ。これからはどうしたら世界が平和になるか考えよう」 

「では、皆さん、教会でお祈りをしましょう」 

 ナナイはそう言って、医務室を出て行った。その後をナナイの魔術を浴びた者たちがぞ

ろぞろと追いかけていく。その中には教官であるはずのミラも混ざっていた。 

 医務室の中にはウィルとエルフィだけが残された。 

「……行ったか」 

「ああ。相変わらず、彼女の魔術はとんでもないな。体だけでなく心も癒すとは」 

「ああいうのは洗脳っていうんだよ」 

 ウィルは医務室を見渡した。当たり前だが、戦闘の痕跡は見られない。それなのに組の

仲間たちは誰もいなくなってしまった。 

もしナナイが本気で自分たちに害意を持って、今の魔術を行使したら？ 

ウィルは恐怖で身震いがした。 

「とんでもない奴を連れてきやがって」 

「人がせっかく……と言いたいところだけど、わかっていて連れて来ただけに反論できな

いな」 



「まあ、気遣いには感謝する」 

 ナナイの治療を受けなかったウィルは腕の傷に自分で包帯を巻きだした。口で片端をく

わえ、無事なほうの腕を使い器用に巻いていく。熟練の医師のような手際の良さだった。 

 エルフィはその様子を感心したように見ていた。 

「随分、慣れているな」 

「子供のころから、怪我なんてしょっちゅうだったからな」 

「容易に想像できる姿だな……ああ、そうだ。これを使いなよ」 

 エルフィは木でできた器を取り出した。ウィルは器を受け取り、ふたを開けた。中には

なにかしらの軟膏が入れられていた。 

「傷薬だ。僕の魔術で作った薬草が材料だ」 

「なんだと。お前は回復系の魔術まで使えるのか」 

「一応そういうことになるのかな」 

 ウィルは少しの間無言で軟膏を凝視していた。見つめるような細められた目をしていな

がら、瞳は焦点があっていない。まるで遠い空に浮かぶ太陽を眺めているような様子だっ

た。 

ウィルはため息をついてから、指で軟膏を掬った。 

「心を変にする成分とかは混ざってないよな？」 

「失礼だな、君は」 

 ウィルは軟膏を傷口に塗りつけた。薬が傷口にしみたが、グッと歯を食いしばって耐え

た。 

 

２． 

 

 翌朝、寮の自室で眠りから目を覚ましたウィルは体の痛みが消えていることに気が付い

た。昨日、巻いた腕の包帯を外してみると、傷がすっかり治っている。 

 数回、拳を握って開いてを繰り返す。普段通りに力が入った。 

「すげぇ……」 

 他の包帯も外して傷の具合を確認してみが、傷跡はどこにも見つからなかった。打撲跡

にもエルフィの軟膏を塗っておいたのだが効果は覿面であった。 

 それにも関わらず、ウィルはうかない表情をしている。本来なら専門ではないはずの治

療行為で専門家と向こうを張るエルフィと、非戦闘要員にさえ無様に負ける戦闘要員の自

分。比べても意味がない。気にしても仕方がない。自分は自分のやり方を通すしかない。

そんなことはわかっている。何百回も自分自身に言い聞かせた。でも、比べずにはいられ

ない。 

 ウィルは一組の魔術師に勝って、出世したいのだ。 

 貴族が力比べをするこの学校でいい成績を収めれば、将来の立身出世に繋がる。そのた



めの最大の壁がエルフィだ。だが、何度ぶつかって行っても力の差を実感するばかりだっ

た。 

「ああ、もう、やめやめ」 

 ウィルは大声を出して、弱気に傾きかけた思考を強引に中断する。 

 ウィルは軽装で訓練場へ向かった。 

 

 訓練場にたどり着いたウィルはランニングを始めた。特別な修行法ではない。ただの走

り込みだ。ウィルは魔術の使えないただの兵士のように体を鍛えている。 

「ハッハッハッ」 

 ウィルは一定のリズムを刻みながら走り込む。すっかり習慣化しているので、ペース配

分を間違えることはない。入校してから一日も欠かしていない日課だった。 

 昨日より少しだけ長い距離を走り、ウィルはランニングを切り上げた。 

 ウィルは火照った体を冷ますために、訓練場の隅で風に当たっているとメアリーが現れ

た。 

「おつかれさま。いつも熱心だね」 

「こうでもしないと、いつまでたっても底辺のままだからな」 

 魔力を努力で大きくする方法は存在しないとされている。才能に頼らず少しでも上へ行

こうと思うのなら、体力を向上させる訓練をするしかないのだ。 

「そんなに出世したいんだ？」 

「俺は文字通り底辺だからな。このままじゃ居たくないよ。金もほしいしな」 

 魔術師の才能は血筋で決まる。魔術師が戦争と政治を司る以上は、魔術師はすべからず

貴族の子息ということになる。 

 しかし、ウィルは違った。平民の、魔術師ではない親からでも極稀に魔力を持った子供

が生まれることがある。ただし、その子供は魔術師としては最低限の力しか持たない。そ

の第一世代と呼ばれる平民での魔術師がウィルだった。 

「お金のために一組と戦うの？」 

「重要だろ。明日の食事に困らないってのは」 

 ウィルの言葉を聞いて、メアリーは首を傾げた。ウィルは農村の中でも特別に貧しい村

で生まれた。食うや食わずやの日々は当たり前だし、畑を荒らす獣と体を張って戦うこと

もしょっちゅうだった。故に、一生食べていくための収入源を確保するために、命がけで

圧倒的強者に向かっていくのはウィルの中ではおかしなことではない。 

しかし、貴族の娘であるメアリーには実感の湧かないことであった。それは他の生徒たち

も同じで、ウィルのように高いモチベーションを持って上位者に挑んでいくものは稀であ

った。 

「ねえ、ウィル……」 

 メアリーはその先を言いよどんだ。なにやら顔を赤くして、指をもじもじさせている。



ウィルは少しの間、メアリーが続きを話すのを待っていたが、メアリーが何も言わないの

で先を促すことにした。 

「なんだよ？ 続きは？」 

「えっとね……要は食べていくことに困らなければいいんだよね？」 

「まあ、当面の目標はそうだな」 

「じゃあ、この学校の誰かと結婚して婿養子とかは考えてないの？」 

 ウィルはハトが豆鉄砲を食らったような顔をした。まったく想定外の質問だったからだ。 

「その手は考えなかったな……でも、平民と結婚したがる貴族なんていないんじゃない

か？」 

「そ、そうかな？」 

「当てもないし、地道に修行することにするわ」 

「そっか。じゃあ、頑張らなきゃね」 

「ああ。俺は上に行く。あらゆる手を使って、絶対にな」 
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 ウィルとメアリーが連れだって食堂へ向かっていたとき、大量の書類を抱えたミラと出

くわした。 

「おはようございます」 

「ういーっす」 

 メアリーは丁寧にお辞儀をして挨拶をする。貴族の娘であるメアリーは躾が行き届いて

いる。対して、ウィルは作法などはほとんど気にしない。教官であるミラへも学友へする

ような挨拶をする。 

「ああ、お前らか」 

 ミラのほうも礼儀に関してはあまりうるさく言わない。ミラ自身の振る舞いも粗野なこ

とが多い。その辺りが底辺の九組で教官をさせられている理由らしいが、詳しくはウィル

も知らなかった。 

「その書類は？」 

「これは昨日の報告書……つまりお前らの成績表だな」 

 魔術師の学校では成績評価は複雑になる。一律で実力を測定する方法がないからだ。ナ

ナイやオリタのように回復の能力を持つものもいるので、戦いだけで決めるわけにはいか

ない。そのため、演習の成績や医務室でオリタやナナイが行った治療活動などの様子を逐

一教官がレポートにまとめて点数をつけている。 

 それはつまり、非戦闘要員の成績は教師の胸先三寸で決まるということでもある。 

「へへ、教官殿、どうかお手柔らかに」 

 ウィルは手をすり合わせながら、ペコペコ頭を下げる。 



「アホ。お前みたいな戦闘要員はこれで決まる」 

 ミラはリングだけで、宝石の類が付いていない指輪を取り出した。指輪には複雑な文様

が刻まれている。それはデザイン的な意味では不気味なだけで装飾としての魅力を感じな

い。 

「手心の加えようがない」 

 その指輪は判定機と名付けられた魔術で作られたものだ。学生が演習を行う時に学校か

ら配布される安全装置兼得点板である。生徒が攻撃の対処に失敗したと判定したときに結

界を張り、攻撃に使われた魔力を判別して誰がスコアを上げたかをカウントする。教官ク

ラスの魔術師が作るものなので、基本的には生徒の攻撃で結界が破られることは滅多にな

い。 

「お前の判定機を調べたが撃墜はゼロだったな」 

「ぐ……」 

「ほら、さっさと行け。こっちは忙しいんだ。いいよなお前らは朝から仲良しで」 

「え、そんなんじゃないです。たまたま用事があってばったりと……」 

 ミラの台詞に反応したのは会話をしていたウィルではなく横で聞いていたメアリーだっ

た。手をパタパタと振りながら、早口でまくし立てている。 

 一方のウィルは、はて、メアリーはあんな朝早く運動場になんのようだったのだろう、

と首を傾げていた。 
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 ウィルとメアリーが食堂にたどり着くと、カイトとタケイが食事をしていた。同じテー

ブルについているが、二人はもともと無口なのでお互いに会話がない。二人は肉体の強さ

と結びつく魔術の家系であるため、生まれつき頑強な肉体を持っている。体格のいい二人

が無言のまま、黙々と食事をしている様子は野営中の兵士のようで、近寄りがたい雰囲気

があった。しかし、ウィルはそんな空気も気にした様子もなく向かいの席に座った。 

「よう。二人とも、怪我の調子はどうだ？」 

「問題ない。ナナイの治療は完璧だ」 

「然り。体調は万全だ」 

 カイトとタケイが順に答える。 

「それなら、いいんだけど……」 

 ウィルは二人の体調に気を使ったつもりだったが、この二人はもともと大した怪我をし

ていなかったことを思いだした。 

「……だったら、頭の調子はどうだ？」 

 二人は怪訝な表情をして、お互いに顔を見合わせた。 

「何を言っているんだ？ だれかれ構わず喧嘩を売る乱暴者に言われたくないぞ」 



 カイトの言い様にウィルは顔をしかめる。確かにウィルは実力よりも喧嘩っ早さで有名

になっている。だが、日頃のカイトとタケイはそんなウィルを面白がっている節があった。

ウィルも二人とはそういう部分でノリが合うと思っていたので、今のカイトの言葉は心外

だった。しかし、ここで取り乱しては相手の言い分を認めるようなものだ。 

 ウィルはフォローを求めて、タケイのほうを見た。 

「然り。この世に必要なのは平和と安定。戦いなどもっての外だ。さあ、朝食の後は平和

のためのお祈りをしよう」 

 ウィルはこの時点で二人がナナイの魔術の影響下にあることに気が付いた。 

「……ダメじゃん。メアリーは普通なのに」 

「私は皆より魔力は強いから」 

 メアリーがウィルの隣の席に座る。ウィルはメアリーの席に置かれた食事の量が自分の

半分以下の量だということに気が付いた。 

「おい。もっと食わないと、強くなれないぞ」 

「うう。これでもいっぱいいっぱいだよ」 

 メアリーがパンを口に運ぶ。小さな口でちまちまとパンを食べる姿は、リスが木のみを

齧っているようだった。 

 対して、ウィルはがつがつかき込んでいた。用意されたパンはあっという間に胃の中に

納まった。 

「朝からよく食べるね」 

「走ってるからな、あ、おかわりないの？」 

 ウィルは過去に貧乏していたので、食べ物にがめついという自覚があったがそれは口に

しなかった。 

「もう。食べすぎるとお腹壊すよ」 

 メアリーがウィルを窘める。ウィルとしては物足りなさを感じていたが、腹八分目に抑

えることにも一理ある。ウィルが食べかけのパンを手に持ったまま迷っていると背後から、

声量はないのに不思議とよく響くエルフィの声がした。 

「いいや。食えるときに食っておくべきだ。森ではそう教わったよ」 

「何しに来たんだ？」 

「そうよ。何しに来たのよ？」 

「なにって、食事に決まっているじゃないか……それ、食べないのかい？」 

 貴族らしからぬ食べ物に執着した言葉は、エルフィが危険地帯である国境付近の出身だ

からだ。 

 メアリーには止められていたが、エルフィには薦められた。 

 ウィルは食い足らなかったので、エルフィの言うことに一理あるということにして、残

りのパンに噛り付く。 

「な……」 



 メアリーが焦ったような声を出した後、エルフィを睨んだ。しかし、エルフィはメアリ

ーの視線に気づかない。 

「むう。なんでウィルにちょっかい掛けるのよ？」 

 その時になって、ウィルは自分たちが食堂にいる生徒たちから注目を受けていることに

気が付いた。トップの一組が、底辺の九組に話しかけている。これだけでもかなり異例な

のに、エルフィほどに面目麗しい少女となるとそれだけで注目が集まる。大勢の生徒がエ

ルフィの次の言葉に聞き耳を立てている。 

「そんなの決まっているじゃないか」 

もっとも、エルフィのほうはそんな視線にも動じた様子がない。いつものように、芝居が

かった口調で言葉を紡ぐ。 

「ウィルのことが特別に気になるからだよ」 

 その瞬間、空気が止まった。ウィルも、メアリーも、周囲の観衆たちもエルフィの言葉

への理解が追いつかない。カイトとタケイはたんぽぽのようなほわほわとした笑顔で食後

の紅茶をすすっていた。 

 カイトがティーカップを置いた音をきっかけに我に返ったメアリーが動き出した。 

「と、特別ってどういう意味かな？」 

「ん？ 言葉通りの意味だが……ああ、この学校に入るずっと前にウィルとは会ったこと

があってね。その時から、もう一度会いたいと思っていたんだ」 

「ウィル、どういうこと？」 

 メアリーが鬼のような表情でウィルを睨みつける。演習中はどんな強敵にも敢然と立ち

向かうウィルが小さな少女の視線にたじろぐ。 

「え、俺のせい？ いや、全く覚えがないんだけど？」 

「では、あの時言ってくれたことも忘れてしまったのかい？ ひどいじゃないか、ウィル。

僕はあんなに熱い言葉をもらったのは後にも先にもあの時限りなのに」 

 メアリーが顎にアッパーカットを受けたかのように天井を仰いだ。 

「ウィル……」 

 警戒する子犬のような唸り声を出したメアリーはうつむいて、小刻みに震えていた。 

「待て、待つんだメアリー。俺には何の事だかさっぱり……」 

 どんなにひどい負けかたをしながらも、なんやかんや生き延びてきたウィルの生存本能

が最大限の音量で警報を鳴らす。 

 ウィルはなんとかメアリーを落ち着かせようと弁解を試みるが、メアリーはウィルの言

葉に耳を貸さない。 

「ウィルの……ウィルのアホオオオオオオオ」 

「いかん。みんな伏せろ」 

 ウィルが床へ身を投げ出す。その瞬間、食堂に突風が巻き起こった。窓は締まっている。

外から風が吹き込んだわけではない。風を起こしたのはメアリーの魔術だ。風は机をなぎ



倒し、食器を粉砕し、生徒たちを天井へと巻き上げた。食堂にいた魔術師たちには上位の

クラスのものもいたが、最底辺の九組の生徒であるメアリーの起こした暴風にさしたる抵

抗もできず、紙くず同然に空中を彷徨っている。エルフィだけが、光の壁で風を防いで地

面に足をつけていた。 

「おお。これはすごいな。なぜ彼女は九組なんだ？」 

 エルフィは感心した様子でメアリーを見た。メアリーの放った風の威力は、一組の生徒

が使う魔術にも引けを取らない。エルフィの出した光の壁が軋み始めた。 

「む……これはまずい」 

 この風がこれ以上続くようなら、本気で迎撃してメアリーを止めなければならない。エ

ルフィは臨戦態勢に入る。 

しかし、次の瞬間、メアリーが鼻から血液を噴き出して倒れた。エルフィはまだ手を出し

ていない。他の生徒はそれどころではない。メアリーはひとりでに鼻から血を噴き出した。 

メアリーが鼻血を噴いて倒れたのと同時に風は止んだ。風により舞い上がっていた生徒や

備品たちが次々に落下してきた。 

「なぜ、メアリーが九組かと聞いたな？」 

 エルフィの足元から声がした。声の主は、いち早く非難したため、一人だけ難を逃れた

ウィルだった。 

「君、無事だったのか？ 逃げ足だけは一流だな」 

 サラリと言われた嫌みが刺さったが、ウィルは気にしないふりをする。 

「見てのとおりメアリーは強すぎる魔力の制御ができないんだ。自分の意志でコントロー

ルできるのはせいぜい九組レベルの小さな魔力というわけだ」 

 メアリーが鼻血を噴き出したのは魔力の制御を誤ったためだ。オリタがウィルに対して

やったことが自分の体内で起こったために鼻血を噴き出す羽目になった。 

「ちなみにメアリーの体が弱いのは、頻繁に鼻血を噴いて常時貧血なためだ」 

「なるほど。しかし、これは懲罰ものではないか？」 

 食器やテーブルは粉々に砕け、複数の生徒に怪我をさせる。無論、備品損壊も私闘も懲

罰対象だ。 

「そうだな。次の演習、どうするかな……」 

 ウィルは戦場跡のようになった食堂でため息をついた。 
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「―――というわけで、戦場での魔術師の損害を減らすためにこの学校が作られてわけだ

が、血統により能力が決まる魔術師を学校教育で育てるカリキュラムができず、一年中演

習をやる羽目に……聞いているのか、貴様ら」 

 ミラは講堂に集まった生徒たちを見渡す。今は座学の時間だったが、九組の生徒たちは



全く話を聞いていなかった。居眠りや私語などはかわいいもので、ウィルにいたっては銃

のメンテナンスをやりだした。金属の部品をいじる音と油の臭いで、大いに授業妨害にな

っている。 

「けっこう煤が溜まってるな。薬莢で連射できるようになってもこれじゃ暴発しちまうぜ」 

 ウィルの銃は二連装式のライフル。銃身が縦に二つ並んでおり、二連射までが可能。薬

莢により、弾丸と火薬の装填を行うことができるが、その際には銃身を二つ折りにして弾

を込め直す必要がある。 

「ふむ。前回の演習では大して撃たなかったはずだが？」 

 横で見ていたタケイが尋ねる。タケイは魔力を鉄に変換する魔術を使う。その魔術の主

な運用は武器の現地調達だ。そのため、自分の魔術だけを頼りに戦うことを誇りとする貴

族たちの中では珍しく武器に興味を持っている。 

「火薬は改良されていないからな」 

 煤が溜まるのは火薬の質が悪いからだ。綺麗に燃え尽きないから、燃えカスが溜まる。 

「半端なことだな」 

「試作品を無理矢理持ち出してきたんだから仕方ない。どのみち魔術師の前で弾を込め直

す隙は見せられない」 

「しかし、銃の威力は火薬が肝なのだろう？」 

「いや。そうでもないぞ。肝心なのは火薬の質より、威力の圧縮が……」 

 解説を続けようとしたウィルの手元に影が落ちた。 

「ウィル、興味深いではあるが、今は私の授業なのだが？」 

 いつの間にか教室中の視線を集めていた。銃に興味がなくても、問題児が何をするかに

は興味があるものは多い。たくさんの生徒が授業そっちのけでウィルの話に耳を傾けてい

た。しかし、教官のミラとしては当然見逃せない。 

「学園設立の有り難い話より、銃のほうが好きか？」 

「それは、まあ、歴史の知識でエルフィは倒せな……」 

 ミラは刃物のような視線でウィルを睨みつけた。 

 学園の教師は貴族の教師。それは自分自身も貴族でなければ務めることのできない役職

だ。つまりミラもそれなりの実力者ということになる。その気になれば、ウィルごときは

三秒で静かにさせることができる。 

「あ、いえ、どうか有り難いお話を拝聴させてください」 

「ふん。まあ、いい」 

 ミラは教壇へ戻っていった。 

ウィルは深く深呼吸をした。気が付いたら、服が汗でじっとりと濡れていた。 

「ふう。殺されるかと思った。魔術師の毎日は命がけだぜ」 

「もう。サボってるからでしょ。静かにしてればいいのに」 

 呆れたメアリーがウィルの後ろの席でため息交じりに呟く。 



「設立の発案は現国王の弟君であられるインクレッド様。まあ、王族の中では魔力の低い

方だったからな。思うところがあったのだろう」 

 リタはさりげなく危険な発言をする。ほとんどの生徒は首をすくめて聞かなかったふり

をしたが、ウィルは共感するところがあったのかしきりにうなずいていた。 

「……と、そういえば、二週間後にインクレッド様と娘様が学園に視察に来られる。その

時にいわゆる御前試合が行われる」 

「え？」「マジかよ」「初耳だけど」「教師、仕事しろよ」 

 教室のあちこちからそんな声が上がった。リタはどこ吹く風だった。 

「どの道、お前らには関係がない。出られるのは成績上位四名。そいつらで個人戦を総当

たり形式でやるだけだ」 

 生徒たちは一気に白けた雰囲気を発した。リタの言ったとおり、自分たちには全く関係

のない話だからだ。 

「待てよ。まだわからないだろ」 

 しかし、ウィルは一人異を唱える。王族の前で試合ができる。それ自体がかなりの名誉

だ。だが、それ以上に王族に顔を覚えてもらえれば将来取り立ててもらえる可能性が高い。

立身出世を目指すウィルとしてはなんとしても出場したい。 

「いや、無理だろ、ウィル。残り二週間でどうやって四位に食い込むんだよ。そもそもそ

れができる奴は最初から一組だっての」 

「まだ、可能性は……レイス、今、俺と喋っていたのはお前か？ いつからそこにいた？」 

「授業の最初から隣に座ってだろ」 

 存在感を消すことができる魔術を使うレイスは、その影響なのか魔術を使っていないと

きでも存在を忘れられていることがある。メアリーと違い魔力の小さいレイスの魔術が意

図せず発動しているはずもないので、受け取る側がなんとなくレイスは影が薄いと思い込

んでいるのだろう。 

 少なくとも本人はそう解釈している。 

「実は医務室のときも話かけられるまで気付かなかった」 

「もういい。話を進めてくれ」 

「わかった。えと、二週間後ならまだ演習が残っているだろ。そこで戦果をあげればまだ

……」 

「一週間後に六組とな。しかし、トップ四人に食い込むとなると一人で全滅させるくらい

のことはしないと……一人で突っ込むか？」 

「く……個人戦では分が悪い」 

 周りからは無茶苦茶をしているように思われているが、ウィルは頭が悪いわけではない。

可能性を見つければどんなに危険でも試してみるが、三十人余りの格上相手に無策で突撃

するような真似はしない。しかし、その戦力差をひっくり返せるような奇策を考案できる

はずもないのだ。 



「今回は諦めろ」 

「ふん……今回は、ね」 

 いつもじゃないか、とウィルは心の中で呟く。 

 思い返せば、あの時から諦めてばかりだ。 

 

魔術師はある年齢に達すると、持っている魔力の量や使える魔術の種類を調べるために招

集をかけられる。それは田舎の寒村に生まれた第一世代も例外ではない。 

ウィルが初めて自分が住む国の首都に行ったのはその時が初めてだった。 

 招集された先でウィルが最初に驚いたのは、同世代の子供の数だった。そこに集まった

子供の数はウィルが住んでいる村の人口よりも多かった。そして、その全員がウィルが知

っている大人の中で一番偉い村長よりも良い身なりをしていた。 

 身なりは富と家柄を現す。一人だけボロをまとったウィルは肩身が狭かったが、もうす

ぐ自分もそんな恰好ができるのかと思うと頬が緩んだ。自分だって彼らと同じ力を持って

いる。魔力を持った人間が偉い人になれるなら、自分はそちら側だ。 

 国軍の紋章の刺繍がされたマントを羽織った男が、集まった子供たちの名前を順番に読

み上げる。 

 一人一人、力を見せて見ろということらしい。 

「よし」 

 自分の名前が呼ばれ、ウィルは意気揚々と男の前に出た。 

「ミズ村の……どこのことだ？ まあ、いい。ミズ村のウィル、なんでもいいから得意な

奴を見せて見ろ」 

 得意な奴と言われたので、ウィルは自分が使える中で一番すごい奴をやってみることに

した。 

 手をかざし、意識を集中する。手のひらになにかが流れてくるのがわかる。それが熱を

帯び始めたころに、それを押し出すイメージ。 

 ウィルの手のひらから、光の弾が放たれる。 

 光の弾はそこに植えられていた木の幹に拳大の穴をあけた。 

「やった」 

 うまくできた。緊張でいつも通りできないかもと不安だったが、光の弾はちゃんと目標

に当たった。 

 きっと喝采が上がる。村ではそうだった。 

 しかし、周囲の反応は冷めたものだった。 

「それだけか？」 

「え？ は、はい」 

「そうか。もういい。下がれ」 

 予想外の淡白な反応に呆然としているウィルをしり目に検査は続く。次の子供の名前が



呼ばれる。その時よばれた名前をウィルはどうしても思い出せない。多分、聞こえていな

かったのだろう。だが、その次に起きた、ウィルの次に名前を呼ばれた子供が起こした現

象は良く覚えていた。 

 

 ――――ああ、そういえばあれは冬だった。 

 ウィルは『春』になるたびに思い出す。あの時の子供は一瞬で都中に植えられた葉も付

いていない木々に花を咲かせたのだ。 

その木は春にしか花を咲かせない種類のものだった。そして、その花は国の花とされてい

るので、国中あちこちに植えられている。だから、ウィルは春になるたびに思い出す。 

その子供が受け取った、自分が受け取るはずだった喝采を、現実に嘗めさせられた苦汁を。 

「ん？ 植物使い？」 

 ウィルの頭の中でなにかが引っかかった。大事なことを忘れている気がする。 

「いや、インクレッド様は雷を御使いなる」 

「いやいや、あれはどう考えても植物使いだって」 

「ウィル、誰の話をしているんだ？」 

「だから……」 

 ――――ああ、しまった。 

「授業聞いてなかった」 

 ウィルは怒り心頭のミラに三秒で静かにさせられた。 
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 学園で一番高い建物の屋上に備え付けられた鐘の音が響いた。授業の時間が終わり、自

習時間が始まる。 

 教室に集まった九組の生徒たちはそれぞれ寮の自室へ戻っていく。戦場で魔術師の損害

を減らすという目的で作られた学園ではあったが、貴族の中にはやはり魔術師には個別の

研究こそが必要と考えるものが多い。その意見に押されて、自習時間が多く作られている。 

 ウィルだけが椅子に座ったままだった。白目をむいて、口をポカンとあけながら、天井

を仰いでいる。要するに気絶していた。 

「ウィル、授業終ったよ。起きてよ、ウィル」 

 メアリーがウィルの肩をゆする。失神中のウィルはされるがままに前後に揺られていた。 

 メアリーが手を放すと、ウィルは揺らされていた勢いそのままに机に額を打ち付けた。 

「あ、しまった」 

 ウィルはぶつけたショックで意識が戻ったらしく、ゆっくりと起き上がった。 

「うう……体のあちこちが痛い。一体何があったんだ？」 

「授業中に騒いだから、ミラ先生にお仕置きされたんだよ」 



「特に額が痛い。きっとこれがとどめの一撃だなだな」 

「きっと気絶したひょうしにぶつけたんだよ」 

「なるほど」 

 気絶直後で判断力が鈍っていたのか、ウィルはメアリーの嘘をあっさりと信じた。 

 ウィルが自分の額に触れてみるとコブになっていた。 

「ちょっと医務室に行ってくる」 

「付き添うよ」 

 メアリーはウィルがあまりにもあっさり嘘を信じたので罪悪感が湧いてきた。 

 

 自習時間の始まった廊下は生徒たちであふれていた。 

 座学の後なのにボロボロの格好で足元がふらついているウィルは普通なら目立ちそうな

ものだが、生徒たちは会話に夢中で誰もウィルのことは気にしていない。ウィルはさりげ

なく会話に聞き耳を立ててみる。他クラスの魔術について情報を拾えたらもうけものだと

思ったからだ。しかし、生徒たちは放課後に遊びに行く話をしているだけで、魔術の話を

しているものはいない。 

「ふん。サボリ魔共め、今に見ていろ」 

「みっともないからやめなよ」 

「何を言う。こういう小さい努力がいつか実を結ぶんだ」 

「小さいじゃなくて、せこい努力だよ」 

「なにを……」 

 メアリーの辛辣な指摘に対して、叫び返そうとしたウィルだったが急に意識が遠のいて

廊下に倒れた。 

「く、額へのダメージが……」 

「大人しくしてなきゃダメだよ」 

「おのれ暴力教師……いくらなんでもやりすぎじゃないか」 

「そ、そうだね。許せないね」 

 ウィルは早く医務室に行かねばと思い立ち上がろうとするが、体が重たくて足に力が入

らない。 

「手を貸してくれ」 

「う、うん」 

 メアリーは両手でウィルの右手を掴んだ。ウィルの手はささくれ立っていて、マメだら

けでゴツゴツしている。農村ではクワを持って畑を耕し、学園の演習では武器を持って戦

うウィルは手のひらからして、メアリーの兄や父とは違っていた。メアリーはそんな手を

握ると自分の知らない世界の隅っこに触れた気がして、贈り物の箱を開けるときみたいな

気持ちになる。 

「どうした？ 顔が赤いぞ」 



「な、なんでも……ウィルが重いからよ」 

 咄嗟に言いつくろうメアリーは、しかし、本当に腕力が足りなくてウィルを引き上げら

れない。 

「う～ん。ホントに重い」 

メアリーは顔を真っ赤にして、腕が振るえるほどの力でウィルを引きあげようとする。し

かし、引っ張られているウィルはまったく手ごたえを感じない。そんなメアリーの様子を

見ていたウィルに悪戯心が芽生えた。 

魔が差したウィルは逆にメアリーを引っ張り返してみた。 

「きゃあ」 

 体重の軽いメアリーはあっさりバランスを崩して前方、ウィルの上に倒れ込んだ。 

「おっと、やりすぎた」 

「もう、なにするのよ」 

 メアリーは立ち上がろうとするが、慌てていたのでウィルの胸板と腹に手をついてしま

う。 

「ぐぇ、く、苦しい、というか、重い」 

 メアリーの体重は本当に人一人が上にのっかっているのか疑うほど軽かったが、さすが

に肺と内臓を押さえつけられると苦しい。 

「私、重くない」 

 しかし、そうと気付かないメアリーは自身の身軽さをアピールしようとウィルの腹の上

で飛び跳ねる。 

「ごふ。わかったから今すぐ俺の上からどいてくれ」 

 強烈なボディブローを加えられて、累積ダメージが限界を越えつつあるウィルは切実な

願いをメアリーに届ける。しかし、頭に血が昇ったメアリーはそれを受け取らない。 

「おお、誰か助けてくれ……」 

「君、こんなところで何をしているんだい？」 

「その声はエルフィか」 

 エルフィが現れたことに気付いてメアリーは飛び跳ねるのを止めた。 

「むう。何しに来たのよ？」 

「いや、なに、男子生徒の上で飛び跳ねているおかしな女子生徒と、踏まれて喜んでいる

おかしな男子生徒がいると聞いてね」 

 エルフィの言葉を聞いて、メアリーは慌ててウィルの上から飛び降りる。ウィルは最後

の一撃を加えられて完全にグロッキーになってしまった。 

「ウィルがミラ先生にのされちゃったから、医務室に連れて行くところよ」 

「それがどうしてウィルを踏みつけることになるんだ？」 

「ウィルが私のことを重いって言ったからよ」 

「ふむ。それはよくないな。しかし、少々やりすぎじゃないかな」 



 白目をむいて気絶しているウィルを横目に見ながら、エルフィは植物の種を廊下に落と

す。タネは瞬く間に人間大に成長し、蔦を腕のように伸ばしてウィルの体を持ち上げた。 

「完全に気を失っているな。どれ、私が医務室まで運んでやろう」 

 エルフィの出現させた木は根っこを足のように動かしてウィルを運んでいく。 

「それにしてもよく気絶する男だな」 
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 ウィルは医務室のベッドで目を覚ました。 

「ハッ。今何時だ？」 

 慌てて飛び起きたウィルが周囲を見渡すと、メアリーとエルフィを見つけた。二人はベ

ッドの脇に椅子を並べて、座ったままお互いに寄りかかりながら眠っていた。 

「黙っていればかわいいのに」 

 ウィルは姉妹のように寄り添う二人を起こさないように小さな声で呟く。目の前で眠っ

ている二人はこうしているとただの年頃のかわいらしい少女だが、その華奢な体に秘めら

れた力の大きさを考えると竜が眠っているようにも見える。 

「起こす気にもならない。やれやれ、迂闊なことをするもんじゃないな」 

 ウィルは一人、医務室から寮の自室へと戻った。 


