
第二話 孤独の底辺 

 

１． 

 

 学園の寮では生徒一人に一部屋が与えられている。貴族の子弟を集めている上に、魔術

研究の機密保持のためには個室の確保が必須だからである。 

故郷では家族全員同じ部屋で雑魚寝をしていたウィルには落ち着かないほどに広い部屋だ

った。その隙間を埋めるためなのか、ウィルの部屋はもので溢れかえっている。分解した

銃の部品、なにかの図面、工具など、ウィルの戦いに必要なもので埋め尽くされている。 

ウィルは自室で一人、手のひらの上に乗せた弾丸を見つめていた。弾丸には判定機とよく

似た文様が描かれている。手のひらを握りしめる。魔力を弾丸に流す。弾丸に描かれた文

様が淡く輝いた。 

「できた」 

 実験成功の充実感が胸を満たす。 

 余韻に浸っていると扉がノックされた。 

「どうぞ」 

「ここにいたのか」 

 尋ねてきたのはタケイだった。タケイは一抱えもある大きな木箱を持っていた。 

「メアリーとエルフィがお前のことを探していたぞ」 

「放っておけ」 

 ウィルは、これ以上は体がもたないと続ける。タケイはウィルのそっけない言葉を聞い

て嘆息する。 

「君はもう少しあの二人に優しくすべきだ」 

「なんでだよ？ そんなことより完成したのか？」 

 ウィルは女の子たちのことより、タケイの抱えている箱の方に興味があった。タケイは

箱を床に置く。衝撃で箱の周りの埃が舞った。相当の重量がある様だった。 

「ああ。注文通りに作ったぞ」 

 ウィルは箱に飛びついて、蓋を外した。箱の中には金属の部品が大量に詰め込まれてい

た。ウィルはそのうちの一つを取り上げる。 

「ばっちりだな。あとは組み立てるだけだ」 

 ウィルは鼻歌を歌いながら工具を集め出した。タケイはそんなウィルをいたずら盛りの

子供のようだと思って見ていた。 

「本当にそれで六組に勝てると思うか？」 

「ああ。結界さえ貫通できるなら勝負になる」 

「お前はともかく他の連中は銃など持ちたくないと思うが？」 

「そこはなんとか説得して見せるさ」 



 妙な作戦を次々に思いつくかと思えば、肝心なところが無計画だったりする。 

「やれやれだな」 

 タケイは本当に子供の様だと思った。 

「肝心の弾のほうはどうなった？」 

「こっちは完璧だ。ようやく魔力の定着に成功した」 

「とうとうやったのか」 

「後は量産するだけだ。根気の勝負ならこっちのものだ」 

 そうだろうな、と思いタケイはうなずく。 

「意地を張ることだけは一人前だからだな」 

「ふん。今に見てろ」 

 さっそく作業に取り掛かるウィル。次の演習までにクラス全員分の銃と弾を用意するつ

もりだった。しかし、パーツの山を見たタケイにはかなり途方もない作業量に思えた。そ

れでもウィルが本気でやり切る気だということは同じクラスで戦ってきたタケイにはわか

っていた。 

「工具を貸せ。銃の組み立ては俺がやろう」 

「うん？ 助かるけどわかるのか？」 

「これだけ作らされたからな。仕組みは把握している。組み立てくらいはできるさ」 

 大量の銃の部品は金銭で購入したものではなく、タケイの魔術で作ったものであった。 

「だったら、完成品を出せないのか？」 

「前にも説明しただろ。複雑なものは作れない」 

 タケイの魔術は複雑な機械を作ることができない。銃も本来なら作ることができないの

だが、分解してパーツ一つずつを作り手動で組み立てれば銃を作ることができる。 

「覚えてるよ。でも、戦闘中に武器の補充ができればな、と思って」 

「刀ならできるが？」 

「いらん」 

 入学当初、銃を扱ったことのなかったウィルは剣を使おうとした。しかし、近づく前に

魔術で吹き飛ばされるのが落ちであった。もっとも、銃を使うようになってからも最終的

には吹き飛ばされて終わることには違いがないが。 

  

 魔術の文様が描かれた弾丸に魔力を注入していたウィルは眩暈がして作業の手を止めた。

魔力を限界まで使うと、体が衰弱する。気が付いたら日が沈んでいた。タケイは作業台に

突っ伏して眠っている。ウィルはタケイに毛布を掛けると、起こさないように蝋燭を持っ

て部屋を出た。 

 月明かりと蝋燭の部屋が照らす石畳の廊下はすっかり静まり返っていた。すでに寮の就

寝時間は越えてしまったらしい。寮監に見つかったらまた大目玉を喰らわされるが、ウィ

ルはそのリスクを踏まえたうえでも先へ進む。 



 なぜなら腹が減っていたからだ。作業に夢中になり過ぎて夕食を食べ損ねた。魔力の使

い過ぎで消耗した体を回復させるにも食べ物がいる。 

 食堂にたどり着いた。幸いにも、誰かに見つかることはなかった。しかし、調理場から

明かりが漏れている。 

「ラッキー。オッチャンまだいるのか」 

 教師なら諦めて引き返さなければならないが調理人なら別だ。彼らは平民なので、農村

出身のウィルには親近感を持って接してくれていた。時間外でもなにか作ってくれるかも

しれない。 

「オッチャン、仕込中？」 

「おお、ウィルか。どうしたこんな時間に？」 

「夕飯食い損ねて、つまみ食いでもしようかと」 

「しょうがない奴だな。適当に作ってやるからちょっと待ってな」 

「へへ、ありがとさん」 

 ウィルは食堂のテーブルで料理ができるのを待っていることにした。大勢の生徒を収納

できる食堂に一人で料理の音を聞いていると落ち着いた気持になる。故郷ではよくこんな

風に食事ができるのを待っていた。 

 やがて食欲を誘う香ばしい臭いが漂ってくる。 

「これは肉だな」 

 いよいよ腹の虫が騒ぎ出したあたりで、調理場から調理人が現れた。 

「はいよ。お待ちどう」 

「おお、うまそうだな」 

「あまりもんを適当に炒めただけだからあんま期待すんなよ」 

「十分だって。いただきます」 

 ウィルは食事にがっつく。調理人は明日の仕込み作業に戻った。 

「なあ、最近、成績のほうはどうなんだ？」 

「相変わらずの底辺だよ。この間も一組の連中にボコられたよ」 

「あのエリートどもか。魔力が高いからって偉ぶりやがる。この間も食堂を滅茶苦茶に散

らかしやがって」 

「いや、あれは……」 

 俺の組です、と言おうとして止めておくことにした。共謀罪で夜食を取り上げられたら

たまらない。 

「ん、どうした？ まあ、とにかくだ。お前さんには俺たち使用人組としても頑張ってほ

しいわけだ。生まれた家柄なんて関係ないってとこを見せてほしいわけよ」 

「頑張るよ」 

「次の演習は勝てそうなのかい？」 

「一応、プランは考えてあるよ」 



「そりゃあ、楽しみだな」 

 ウィルは食事の手を止めて、窓の外を眺めた。今夜は綺麗な満月だったが、今は雲がか

かって半分ほどが見えなくなっている。 

雲のかかった夜空を見ながら、自分のプランを再考してみた。 

果たしてうまくいくのか。 

うまくいったとして、その後、どうなるのか。たくさんの協力者、たくさんの期待、それ

らを背負って、応えたとしても結局はがっかりさせてしまうに違いない。一度しか使えな

い奇襲でしか戦えない自分はエルフィの様にはなれないのだ。 

「やるだけやってみるさ」 

 ウィルは食事を再開する。夜空には半分だけ雲のかかった月が、それでも輝いていた。 

 

２． 

 

 その日、九組の教室の教壇にはミラではなくウィルが立っていた。 

 座学の時間は終了しており、今は自習の時間だった。九組の生徒たちはウィルの呼びか

けにより教室に残っている。 

「明日の演習の作戦を説明する」 

「え～」「めんどくさい」「だるい」「帰りたい」「今日の夕飯なんだっけ」「多分、肉」「そ

れお前が食いたいだけじゃん」「それより町に行商人が来ていたよ」「御前試合が近いから

な」 

「――――聞けよ、お前ら。あと、今日の夕飯は魚だ」 

 大見得を切って壇上に立ったウィルだったがクラスメイト達は演習のことなどまったく

頭にないようだった。 

「作戦っても言われてもな。六組相手でも勝ち目がないのはお前のほうがよく知ってるだ

ろ」 

 つい先日、非戦闘要員であるオリタにすら瞬殺されたウィルの言うことである。クラス

メイト達がノってこないのも無理がない。 

「今度は負けねえよ。そのための武器も用意した。全員分だ」 

 ウィルは壇上で銃を掲げた。その瞬間、教室中に白けたムードが漂った。 

「銃か」「銃だな」「銃ですね」「銃はねえよ」「そうだな。銃はない」 

 クラスメイト達は次々に銃への抵抗感を口にする。とにかく銃は持ちたくない。みんな

の意見を総括するとそういうことだった。 

 貴族である魔術師は己の魔術のみを頼りに戦うことを潔しとする。武器、特に銃に頼る

のは平民のすること。銃を持って戦場に出ることは、自分は無能な臆病者です、と大声で

叫びまわっているようなものだ。 

 その辺りのことは、平民のウィルは知識として知っていても実感がなかったのでここま



で冷めた反応をされるとは思わなかった。一方、ウィルに忠告をしたタケイはこの反応に

予想がついていたらしく瞑目していた。 

「く、やはりこうなるのか……」 

「……ウィル」 

 普段からみんなの足を引っ張っていると思っているメアリーはいっそ銃でも使えばいい

と思っていたが、食堂での一件により次の演習では出場停止なので意見を言えない。心配

そうに話の行方を見守るだけだった。 

「どうせ勝てないのに恥の上塗りをする必要なんてないだろ」 

 どうせ勝てない、と誰かが聞きなれたフレーズを口にした。予想通りの台詞だ。ウィル

はそこに反応する。 

「どうせ？ どうせだと、どうしてやる前から結果がわかる？」 

 ウィルは文様を刻み込んだ弾丸を取り出した。 

「強化弾だ」 

 ウィルが作っていた弾丸は一言で言うなら弾の威力を魔術で底上げするものだ。ウィル

の魔力だけでは、火薬の力だけでは、上位の魔術師の防御を突破できない。しかし、その

二つの威力を足せば可能性はある。 

「何もしなければ、確かに結果は前と同じになるだろう。だが、ここには新兵器がある。

これは小さな一歩だ。だが、六組の連中もどうせ上には行けないと思って、なにもしてい

ない。あいつらが上に行かないのなら、一歩しか進まなくとも俺たちは確実に近づいてい

る」 

 いつしか全員がウィルの言葉に聞き入っていた。 

「確かに絶対に勝てるとは言えない。しかし、今、最高速度で前進しているのが俺たちで

ある以上はここであえて歩みを止める必要はない」 

 一拍、間を開ける。教室を見渡して、自分に注目が集まっていることを確認する。次の

一言が締めだ。 

「戦争するのが貴族なら泥すすってでも勝つのが正義だろ」 

 堂々と言い切るウィルに対して、正面切って反論をするものはいなかった。少しの間、

沈黙が続いたが、一人が恐る恐る手を上げる。 

「そうは言っても、結局、強化弾とやらは六組の連中に効くのか」 

「効く。タケイに六組相当の結界と同じ防御力の鉄板を作らせて試射した。貫通した。威

力は問題ない」 

 教室中がざわめいた。 

 勝てるかもしれない。 

 長い間の停滞で気力を失くしていた九組の生徒たちだったが、元はと言えば貴族の子息

たちだ。もともとのプライドは高い。負けっぱなしでは気が収まらない、というのが本来

持っている気性だ。 



 勝利の可能性をチラつかされて、胸の内でくすぶっていたものが燃え広がりつつあった。 

「弾が効くのか」「勝てるのか」「まだわからないよ」「戦略次第では」「銃だぞ」「でも、勝

てるかもしれない」「攻撃が効くなら勝てるだろ」 

 生徒たちが口々に意見交換を初めた。ざわめきが広がる。その中ではクラスの勝利を信

じる意見が多くなりつつある。 

「よし。会議を始めるぞ」 

 ウィルは演習場の地図を広げた。 

 

３． 

 

 火薬のはじける音がした。空を見上げると、色のついた煙が上がっている。信号弾の煙

だ。 

「始まったぞ」 

 信号弾は演習開始の合図だ。三十人あまりの魔術師同士が戦うための演習場は広大なの

で、各種の合図は空に信号弾を打ち上げることになっている。 

「じゃあ、打ち合わせ通りに頼むわ。カイト」 

「了解」 

 カイトは一番高い木の天辺に向かって手を伸ばした。腕を長く伸ばす魔術を使うことの

できるカイトはどんなに高い木でもあっという間に上ることができる。 

 カイトは伸ばした手で枝を掴み、腕を元の長さに戻す。すると体が枝のほうに引き寄せ

られる。木の天辺に登ったカイトは周囲の様子を伺った。 

「遠くで一塊になっている。今のところ動く気配はない」 

「まだこっちを見つけてないのか。まあ、見つからないように隠れているのだけどな」 

 ウィルたち九組の面々は演習場の中にある森の中に身を隠していた。新兵器があると言

っても、火力では六組に負ける。平野で真正面から撃ちあえば不利なのは九組の方だ。だ

から、遮蔽物を利用するために森の切れ目で待ち伏せていた。 

「このまま待ってても時間の無駄だな。カイト、発砲してこちらに気付かせろ」 

「了解」 

 カイトは木の上から、敵集団に向かい引き金を引いた。銃声が響く。距離が離れている

ので当たるはずもなかったが、銃声によりカイトがいる位置が六組に知れた。 

 集団が一斉に森へと動き出す。 

「来たぞ。まっすぐこちらへ向かってくる」 

「よし。全員、発砲準備。ギリギリまでひきつけろよ」 

 敵集団はまっすぐに九組の生徒が潜む森に向かってくる。六組の生徒は身を隠す工夫も、

戦列を組むことも無い。 

クラスの数字が三つも違っていれば実力の差は明確。これは戦いではなく、一方的な狩り



なのだ。獲物は鈍く脆い。早い者勝ちだ。 

 これが六組の認識だった。 

 一方、九組の生徒たちの表情からは緊張が見て取れた。 

 今回はいつもの負けて当然の戦いとは違う。勝てる『かも』しれない戦いだ。久しぶり

の自分の行動次第で結果が左右される戦いに予想外の重圧を感じていた。 

 集団が全力疾走しているので足音がそれなりに大きく聞こえる。魔力で身体能力を強化

しているので速度もそれなりだ。騎馬が駆けるときのように土煙が上がっている。 

「まだ撃つなよ」 

 ウィルははやる気持ちを言葉で抑える。 

 集団の先頭を走っている生徒の顔が見えた。 

 その顔が残忍な笑みを浮かべる。銃で狙っているので、隠れているといっても顔を出し

ている。それを見つけられたのだろう。予想よりも多くの獲物が見つかったと思ったゆえ

の笑みだ。 

「撃て」 

 敵の表情が認識できる距離でウィルは号令をかけた。最前列で待機していたクラスメイ

ト達が先頭の敵に向かい発砲する。 

 敵はバカにしたような笑顔で光の壁、魔力による結界を展開させた。 

 銃弾が結界に弾かれた。 

 ああ、底辺どもがとうとう最後のプライドまで捨てた。そして、そこまでしても結局お

前たちは勝てないんだ。 

 そんな風に考えていたので、弾を防いだ結界が自分で作ったものではないということに

気付くのに数秒を要した。 

「バカな」 

 弾を防いだのは判定機による結界だった。それは教師陣が作ったものなので、生徒が扱

える結界よりもはるかに防御力が高い。六組の生徒が作った結界を破った弾丸は、判定機

の結界により防がれた。 

 しかし、判定機の結界が作動したということは九組の生徒が六組の生徒を倒したという

ことだ。 

「やった。やったぞ」 

 森から歓声が上がる。それはまるで勝鬨のようだった。 

「落ち着け。まだ敵は残っているぞ」 

 内心、最も浮き足立っているのはウィルだったが、なんとかクラスメイトたちを諌める。

まだ、真正面に敵集団が残っているのだ。浮かれているわけにはいかない。 

 先頭の敵に対して、発砲して弾切れになった生徒が一旦、森の奥に下がる。代わりにそ

の後ろで控えていた生徒が森の切れ目に立つ。前日に説明を受けただけの即席のフォーメ

ーションだったが、士気の上がった集団ではぶっつけ本番でもスムーズにことが進む。 



 動揺する六組に対して、第二射が行われる。 

 さらに数名がリタイアする。 

 第三射の準備が終わった時にはさすがに体勢を立て直していた。六組の生徒たちは魔力

の弾を放って反撃する。 

「うわあ」 

 至近弾に悲鳴を上げる生徒がいた。しかし、九組の生徒の中にリタイアしたものはいな

い。六組の生徒が放った弾は森の木に弾かれて消滅した。 

 六組の生徒たちは困惑する。どうして自分たちの攻撃が木に防がれたのか理解できるも

のが誰もいなかったからだ。 

 最底辺であるウィルが放った魔力弾でさえ、木に穴をあけることができる。六組に所属

できる魔術師の生徒なら、木をなぎ倒してその後ろに隠れている敵を倒せるはずだ。 

だが、実際には穴も開かない。 

その理由をウィルだけが理解していた。 

この森はエルフィが出現させた木々でできている。エルフィが魔術で出現させた木は成長

が速いだけでなく、硬度も上がっている。前回の演習でウィルを弾き飛ばした樹木を放置

して出来上がった森が、ウィルたちが陣を構えた森だった。 

ウィルたちは新兵器で六組の盾を破り、一組の魔術師が作った盾を使い六組の攻撃を防ぐ。

情勢はすでに九組に傾いていた。 

「前回、ひどい目にあわされた張本人だろうに……転んでもただでは起きん奴だ」 

「ふん。なんとでも言え」 

 ウィルとタケイが短い会話を交わしている間にも戦いは続いている。しかし、どちらか

らもリタイアが出なくなった。六組の生徒たちが足を使って攻撃をかわし始めたからだ。

魔力により身体能力を向上させたうえで逃げに徹すればそうそう銃弾は当たらない。 

「本気で感心しているのだが」 

「そりゃどうも」 

 ウィルは発砲する。弾は外れるが、狙った相手は弾丸が目の前を通ったため身を固めて

立ち止まる。そこにすかさず二発目を打ち込む。やはり銃の扱いにかけてはウィルに一日

の長がある。二発目は狙いをたがわずに命中した。 

「一発で当てようとするな。弾幕を張れ」 

 士気の高い兵隊に、敵の動きに合わせて即座に指示を出す指揮官。九組は軍隊として、

理想的に機能しつつあった。。 

「ウィル」 

 頭上から呼びかけられた。 

「一人、脇にはずれた。迂回して後ろを取る気だ」 

「なんだと？」 

「速いぞ。どうする？」 



 森の中に切り込まれたら、待ち伏せの意味がない。勢いをそがれたら、地力で劣る九組

が不利だ。後ろを取らせるわけにはいかない。敵が速度自慢なら銃の扱いに長けたウィル

が迎え撃つ必要があるだろう。しかし、ここでウィルが抜けたら不測の事態が起こった時、

対応できないかもしれない。 

 新兵器を投入して無理矢理士気を挙げた今日、負けたら二度とチャンスは来ないだろう。 

 ここが勝負の分かれ目だ。 

「森に入られた。急いでくれ」 

 ウィルは決断する。 

「レイス、タケイ、カイト、付いてこいそいつを仕留める」 

 確かな根拠があるわけではないが迷っている時間はない。ならば、打って出る方が自分

の好みの戦術だ。 

 ウィルは賭けに出た。 
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 銃声が遠く聞こえる。 

 ウィルたちは他の仲間たちを離れたところで、敵を待ち構えていた。森へ侵入した位置

から相手の進路を予測した。進路上に偶然、開けた道のような場所があったので、そのわ

きの茂みに隠れている。 

 その道の先に敵が姿を現した。 

 ウィルはその顔に見覚えがあった。戦術を立てるために相手の力量は調査してある。 

 相手の名前は、フーマ。身体強化を得意とし、特に速度を上げることに重点を置いてい

る。 

 ウィルは茂みからフーマの正面に飛び出す。真正面から銃を向けた。 

 銃を目の前にしても、フーマは速度を緩めない。自分なら打たれる前に切り込める。そ

の自信があった。 

 ――――が、フーマはなにかに足を取られて蹴躓いた。勢いがついていたためにフーマ

は宙に舞う。 

「な、なににつまずいた？」 

 道にはなにも落ちていなかったはずだ。フーマは空中でパニックになる。 

 混乱する中でフーマは道に誰かが寝そべっているのを見た。 

 それはレイスだった。気配を消す魔術を使って、道の真ん中で待ち伏せていたのだ。レ

イスの魔術は自分から目立つ行動をすれば効力を失う。まっとうに足払いを仕掛ければ直

前で躱される。しかし、今回はただ寝転んでいただけなので、フーマは躓くまでレイスが

そこにいることを気付かなかった。 

 なお、レイスは身体強化されたキックを喰らったものとされ失格になっている。 



 空中の敵は撃ち辛い。ウィルはフーマが地面に着くのを待った。 

 しかし、それは失敗だった。 

 頭を下にして落ちてきたフーマは両手を地面に着く。逆立ちの姿勢から、前転の要領で

両手で踏み込み跳び上がった。 

 フーマはウィルの頭上を飛び越える。ウィルは背中を取られた。 

「しまった」 

 さすがに対応できない。死に体になったウィルにフーマが襲いかかる。 

「下がれ」 

 タケイがウィルをフォローするため、フーマとの間に割って入った。 

 タケイは距離を詰められているので、銃ではなく自分の魔術で作った刀を構えていた。 

「どけ。役立たず」 

 フーマの手には光の剣があった。 

結界や、魔力弾と共に魔力を持っているなら誰でも使える魔力を束ねた剣だ。 

タケイが役立たず呼ばわりされるのは、この魔力剣があるので彼の魔術が魔術師どうしの

戦いでは意味がないからだ。 

 タケイはめげずに剣を振るった。 

だが、空ぶった。 

 攻撃を外した後にできた隙にフーマが切り込む。本来、剣の腕ならタケイのほうが上だ

が、フーマはより強い魔力で身体能力が強化されている。身体能力の差を技術では埋める

ことができなかった。 

タケイの判定機が結界を作って身を守る。タケイは失格になった。 

 タケイを切り捨てたフーマはウィルに迫る。 

 ウィルもタケイに習って、接近戦に切り替える。ウィルも魔力剣を出現させる。しかし、

それはとても小ぶりで、フーマが剣と呼べる長さなのに対し、ウィルは食事用のナイフ程

度の刃渡りしかない。 

「――――フッ」 

 フーマは鼻で笑った。 

「――――フッ」 

 ウィルもあまりの差に自分でも笑ってしまった。客観的に見ても笑える戦力差だった。 

 フーマが剣を振り上げる。ウィルはナイフを腰だめに構える。一か八かの突撃を敢行す

るつもりだった。 

 だが、突然、フーマの姿がウィルの視界から消えた。 

 ウィルはフーマがまた跳び上がって後ろを取るつもりだと思って、上を見た。すると、

フーマが空中で逆さまになっていた。 

 跳び上がったのではない。滞空していた。 

 よく見ると、フーマの足からなにか長いものが伸びていた。 



「カイトか？ 助かったぜ」 

 木の上で待機していたカイトが腕を伸ばして、フーマの足を掴んで持ち上げたのだった。 

「クソ。放せ」 

 今度は落ちるまで待つなどとは言うまい。宙づりになっているフーマに照準の合わせる。

ウィルは引き金を引いた。 

 銃声と共にフーマの判定機が作動した。 

「……勝った」 

 ウィルが勝利宣言をする。心臓が激しく脈打っていた。ギリギリの勝利だった。少しで

も連携のタイミングがずれていたら四人とも倒されていただろう。 

 しかし、危険な戦いを乗り越えた四人の心には充実感が満ちていた。 

 満足感に浸っていると、遠くで銃声が響き現実に彦戻された。 

「行かないと。まだ終わってない」 

「ウィル、後方にまだ一人、孤立しているやつがいる」 

「前線がどうなったかわかるか？」 

「五分と言ったところか。もうひと押しが必要だな」 

 ウィルはしばらくの間、思案する。 

「孤立した一人は俺が叩こう。カイトは前線に向かってくれ。高いところから援護射撃だ」 

「了解。しかし、一人で大丈夫か？」 

「ああ。煽るだけ煽って、タイマンも張れないんじゃ恰好がつかないからな」 

「そうだな……じゃあ、気を付けてな」 

 カイトは木を伝って、前線に向かう。ウィルも走り出そうとする。 

「ウィル、がんばれよ」 

 レイスとタケイが声援を送る。強敵を撃破して、テンションが上がっていた三人は敬礼

を交わし合った。 
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 ウィルはフーマが通ったルートを逆にたどって、後方の一人とやらを探した。 

 探しているうちに平野に出る。森には入らなかったようだ。そのまま進んでいくと、六

組本隊の後ろ側に出た。ここまで誰にも見つからなかったし、見つけなかった。 

「移動したのか？」 

 結構な速度で移動したつもりだったが、相手のほうが早かったのだろうか。ウィルはど

うするか迷ったが、見つからなければ本隊に対し後ろから奇襲をかければいいと思い歩を

進める。 

 すると、本隊と離れたところで一人で突っ立ている生徒を見つけた。 

 相手はこちらに気付いていない。 



 ウィルは膝をついて銃を構える。わざわざ接近して、見つかってやる必要はない。この

距離で狙撃するつもりだった。 

「遠い」 

 有効射程ギリギリ。 

ウィルの腕でも当たるかどうかわからない距離だ。しかし、チャンスには違いない。とに

かく一発撃とう。 

 ストックを肩に当て銃身を固定。リアサイトの間にフロントサイトを合わせる。呼吸を

鎮めて、照準を絞る。 

 引き金を引いた。 

 銃声が響く。 

 しかし、結界が張られた光は見えなかった。 

「しまった。外したか」 

 銃声で敵はウィルに気が付いたようだ。ウィルは焦る。隠れるものがない平野で、格上

相手に一対一はまずい。一旦、距離を取ろうかと考えたが、相手のほうがウィルから離れ

ていった。 

 それを見たウィルは全力で敵に向かって突撃した。相手が遠隔から大規模な魔術を行使

するつもりだと考えたからだ。それ以外にプライドの高い貴族が格下相手に背を向ける理

由が考えられなかった。 

「やらせるか」 

 この追いかけっこで勝敗が決まる。 

 そう判断したウィルは両足に意識を集中する。体が加速するとともに、ものすごい速さ

で魔力が減っていくのを感じた。早朝のランニングより遥かに短い距離しか走ってないの

に、足に鉛のような重さを感じる。 

だが、その消耗に見合った速度が出ている。 

敵との距離は次第に狭まっていった。 

ウィルは走りながら、使用済みの薬莢を捨てて、弾丸を補充する。 

魔力が大きい方が身体強化の倍率は高くなるが、もとの体力が多ければ少ない倍率でも高

い身体能力を得ることができる。 

また、ウィルは相手が身体強化を苦手とするタイプだとも推測した。光の壁で身を守る結

界、魔力を束ねた光の剣である魔力剣、弾丸のように打ち出す魔力弾、体中に魔力を巡ら

せて活性化させる身体強化。魔力をなにかしらの現象に変換せずにエネルギーのまま行使

するこの四つの魔術は魔力を持つものなら誰でもできるが、得手不得手は分かれる。 

「待て、コラ。勝負しろや。臆病者が。それでも貴族か」 

 ウィルは街のチンピラのような叫び声を上げて相手を挑発する。おぼっちゃまは煽りに

耐性がない。まして、最底辺からの臆病者呼ばわり。冷静でいられるはずがない。 

 狙い通り、ウィルが追いかけていた相手が振り向いた。 



 その顔を見てウィルは自分の判断が正しかったと確信した。追いかけていたのは、回復

の魔術を使うオリタだった。 

「逃げ回ってるわけだ」 

 オリタの身体能力が低いことは医務室で腕を掴んだ時に見切っている。回復の魔術で戦

うのは困難なので、高い魔力を活かして遠距離から魔力弾を撃ち込むつもりだったのだろ

う。 

「だが、この距離なら当てられる」 

 足を止めて、即座に射撃体勢を取る。早打ちはさんざん練習した。強い結界を張る魔術

師に不意打ちを喰らわせるには必須のスキルだからだ。 

 発砲。しかし、さすがに顔を見てから、銃を構えていては相手の防御が早い。オリタの

前に光の壁が出現する。それでも、ウィルは焦らない。六組の魔力ではウィルの弾丸を防

ぐことができないのは証明済みだからだ。 

 オリタの結界にウィルの弾丸が着弾する。 

 ウィルは勝利を確信した。しかし、オリタの結界は消滅しない。判定機も作動していな

い。 

「な、なんだと？」 

 必殺の一撃を防がれて、勝利を確信していたウィルはたたらを踏んだ。相手の反撃を躱

すため、あるいは追撃をかけるため、走らなければならないのについ動きを止めてしまう。 

 オリタはウィルに向けて手をかざす。オリタの手の前に光の球が出現。ウィルへ向かい

一直線に飛んできた。 

「ぎゃあああ――――って、当たってもないのに」 

 ウィルは魔力が当たる直前で身を屈めて攻撃を躱したが、つい、いつもの叫び声を発し

てしまった。 

「負けるのが癖になってるみたいだな、落ちこぼれ」 

「うるさいよ」 

 ウィルは叫びながらも、次の対策を考えていた。 

 すでに戦闘状態に入った今この場で、武器の威力を上げることはできない。ウィルに銃

以上に威力のある攻撃はできない。 

「――なら、方法は一つ」 

 ウィルは真っ直ぐオリタに向かい突撃した。ウィルがオリタに今以上のダメージを与え

るには至近距離で発砲をするしかない。 

「無駄なあがきだ、落ちこぼれ」 

 オリタの第二射。魔力の弾丸は直線的に動いていたウィルを捉えた。ウィルは魔力弾に

向かい手をかざした。 

 魔力はウィルの手のひらに当たった。オリタは先ほどウィルのように、勝利を確信し、

そして驚愕した。 



 自分の放った魔力弾が掻き消えたからだ。結界が発動したのならその光が見えるはずだ

が、それらしいものは見えなかった。 

「お前、何をした？」 

「ふん。特別に教えてやろう」 

 ウィルは唇の端をまげて、なるべく憎たらしく見えるような表情を作った。 

「俺の魔力が低いのは、魔力とは別の力が俺の中に宿っているからだ」 

「別の力だと？」 

「なんだと思う？」 

 オリタは再び魔力弾を放つ。しかし、その弾もウィルの手のひらで消滅する。 

「どうなっているんだ？」 

「魔力を打ち消す能力だ。この力が自分自身の魔力を削ってしまうから俺は魔力が低いん

だ」 

「聞いたことないぞ」 

「そうだろうな。お前らは第一世代のことなど、ろくに知ろうとしなかったからな。だが、

俺は違う。上の事も、自分自身の事も研究し尽くした。これはその結果、第一世代なら誰

でも持っている力だと分かった」 

「そんなはずあるか」 

 ウィルの言葉を否定しつつ、三度、魔力弾を放つオリタだったが、それもやはりウィル

の手のひらに当たると消滅した。 

「この落ちこぼれが」 

 オリタは怒りにまかせて魔力弾を乱射する。ウィルは自分に当たる弾丸を見極めて、手

のひらで受け止めた。攻撃が荒くなっている。ウィルの防御はほとんど大道芸だ。正確に

当てに来られたらウィルが押し負けるが、ウィルの挑発を受けた今のオリタは冷静さを失

っていた。はずれる攻撃のほうが多くなっている。 

「落ちこぼれけっこう。そういうお前は平凡だな」 

 ウィルは中指を立ててオリタを挑発する。 

「来いよ。その他大勢。オンリーワンの力を見せてやるぜ」 

 ウィルはオリタへ突撃する。 

 

 彼は何を言っているのだろうと、メアリーは思った。 

 食堂の一件の懲罰で、演習の参加停止を命じられていたメアリーはミラと共に演習の様

子を見学していた。 

 二人の目の前には巨大な鏡がある。その鏡にはウィルとオリタの姿が映っている。これ

はミラの魔術によるもので、遠方を映し出す力だ。 

「あ、そっか、オリタからは見えてないんだ」 

 先ほどのウィルの発言は真っ赤なウソ、相手の冷静さを失わせるためのはったりである。



ウィルは魔力を打ち消す能力などというものは持っていない。オリタの魔力弾が打ち消さ

れたのはウィルの結界によるものだ。 

 オリタにそれがわからないのは、ウィルの張れる結界がとても小さく手のひらを覆う程

度の大きさしかないからだ。その小さな結界は自身が放った魔力弾に隠れて、オリタから

は見えない。結果、ウィルが手のひらをかざしただけで、魔力弾を消したように見えてい

ただけだ。 

 種を開かせば、みじめな落ちこぼれの笑い話だが、ウィルはそんな自分を卑下すること

なくむしろ武器に昇華させた。 

 メアリーはそんなウィルの姿を見て、胸を高鳴らせていた。 

 生まれついて高い魔力を持っているのにまったく活かせていない自分に対して、ウィル

は自分が弱いところを補うどころか武器にして戦っている。自分とは正反対の強さを持っ

たウィルにメアリーは憧れとそれ以上の感情を持っていた。 

 そのウィルがついに念願を果たそうとしている。 

「いっけえええ」 

 鏡越しであるので届くはずもないが、メアリーは精いっぱいの声援を送った。 

 

 雨のように降り注ぐ弾丸を捌きながら、二転三転する状況をウィルは分析する。本隊と

は離れたところにいたのは回復役のオリタだった。だとすれば、特別な作戦があるわけで

はないだろう。攻撃力に劣る魔術師が、格下相手でも、前に出ないというのはよくあるこ

とだ。回復役という名目があれば、格下相手の逃げも恥にはならない。 

しかし、ウィルの挑発に乗ってしまい一対一の戦いをすることになった。 

その戦いではお互いにダメージを与えられない。ならば、味方が近くにいるオリタは本来

なら逃げて仲間と合流するべき場面だったが、あっさり挑発に乗る。オリタの欠点をそこ

だと判断したウィルはさらにはったりと挑発を続け、精神攻撃により相手の冷静さを奪っ

た。本隊同士の戦いは五分だと聞く。ウィルが背後から奇襲すれば、状況は九組に傾く。

しかし、オリタに逃げられて、ウィルの存在を知らされたら奇襲は失敗する。ウィルとし

てはどうしてもここでオリタを仕留めたい。 

 相手の判断力を奪うことが肝要だった。 

 それは成功した。 

 残りは接近するまでの間、攻撃を防ぎきることができるかが心配だった。 

「グッ……攻撃が重たくなってきた」 

 至近距離で威力が上がるのは魔力弾も同じだ。ウィルの銃弾とオリタの魔力弾、どちら

が先に相手の結界を破るか。一見、我慢比べだがウィルには残弾が一つしかない。予備は

あるが弾倉には一発。弾の交換をするときは両手が塞がるので補充はこの勝負が終わって

からだ。ウィルは自分の防御が破られないかつ相手の防御を突破できるギリギリの距離を

見極めて射撃を行う必要がある。それも一発でだ。 



（だが、そんな都合のいい間合いが存在する保証はない） 

 オリタは同ランクの魔力を持つものより、防御が得意で攻撃が苦手のようだ。故に、膠

着状態が成立している。 

（そして、魔力切れはこちらが早い。もう一手加える必要がある） 

 ウィルは片手を懐に突っ込んだ。もう片方には銃を持っているので両手が塞がったこと

になる。 

 魔術師には見もせずに好きなところに結界を出せるものもいれば、いちいち手をかざさ

なければ出せないものもいる。ウィルはもちろん後者だ。 

 いくら冷静でなくともオリタはその隙を逃さない。魔力弾を放つ。 

 それに対して、ウィルは懐から取り出した何かを投げつけた。次いで地面に転がる。 

 ウィルが投げたなにかが魔力弾とぶつかる。その瞬間、周囲に色のついた煙が巻き起こ

った。 

「信号弾？ ふざけたことを」 

 さんざん挑発した上での目くらまし。オリタは怒り任せに魔力弾を乱射した。 

 それは煙の中でもウィルに敵の位置を知らせた。姿勢を低くして、弾が飛んでくる方へ

進んでいく。 

「バカめ。大人しくしていればいいものおおお……」 

 頭上すれすれを魔力弾が通過した。驚いて叫び声を上げそうになったが、ウィルは慌て

て自分の口を押えた。 

「……アブね。早めに決着をつけるか」 

 ウィルは弾幕の切れ目を待って、一気に駆け出す。煙の切れ目にオリタの後頭部が見え

た。 

「もらった」 

 オリタが振り向くがもう遅い。 

 手を伸ばせば届く距離でウィルは引き金を引いた。 

 銃声と共に、至近距離の発砲でも割れない結界が出現する。判定機が作動した。オリタ

の敗北が宣言される。 

「……な、なんてことだ」 

 オリタはその場にへたり込んだ。怪我をしたわけではないが、最底辺だと侮っていた相

手に敗れたショックで足に力が入らなくなっていた。 

「ふう。さすがにきつかった」 

 ウィルは袖で額の汗をぬぐった。 

「くそ。魔力を消す力だと。ふざけやがって」 

「あれは嘘だ」 

「はあ？ ホントにふざけた奴だな」 

「はいはい。悪かったね」 



 ウィルは喋りながらも手を動かしていた。使用済みの薬莢を捨てて、新しい弾丸を装填

する。 

 オリタはその薬莢、そこにも魔術のための紋様が書かれている、を見ていた。三つも上

のクラスとの魔力差を埋めてしまう弾丸。そんなものをウィルが作れることがどうしても

納得できなかった。 

「その銃おかしいだろ。今度はどんなインチキだ」 

「失礼な。俺は一度もインチキなんかしてないし、この銃は純粋に研究の成果だ」 

「いいや。インチキだ。お前の魔力弾と銃弾の威力を足したところで俺の結界を破れるも

のか」 

「まあ、もう一工夫あるんだがな。教えないけど」 

 カチン、と金属のぶつかる音。 

 ウィルの銃の準備が終わった。 

「よし。少しは休めたし、そろそろ行くか」 

「まだやる気かよ？」 

 銃声のする方へ歩き出したウィルの背に向かいオリタは声をかける。 

「当たり前だろ」 

 ウィルは足を止めずに答える。 

「本気でエルフィに勝つつもりなのか？」 

「いつも言ってるだろ」 

「無理だな。無理無理。俺を倒したところであいつの足元にも及ばない。お前は俺を倒す

ところに来るまで、随分努力したようだがまだ半分も来てないんだぜ。この次はどうする

んだ？」 

「…………」 

 オリタの言葉にウィルは足を止めたが振り返らない。銃を抱えたままうつむいている。 

「この銃の……この銃の弾丸は火薬と俺の魔術弾の威力で撃ちだされるから、他の銃より

攻撃力が高い」 

「それくらいは見ればわかる」 

「でも、それだけじゃ、大したプラスにならなかった。俺が一番苦心したのは火薬の力そ

のものの強化だ」 

 火薬の力そのものと言っても、ウィルは火薬の調合をしたわけではない。そもそもウィ

ルには不可能だ。学園に来るまでは読み書きすら怪しかったウィルには繊細な科学実験は

無理がある。 

「お前、頭も悪いのか？」 

「うるさいよ。今、それどうでもいいでしょ」 

「じゃあ、どうやって強くしたんだ？」 

「前に演習で、水で岩を切ってた魔術師がいた」 



「超水圧とかいうやつか」 

「その圧だ。火薬にも圧力をかけたら威力が上がるんじゃないかと思ってな。点火の瞬間

に薬莢の内部に小さい結界を張って、衝撃を逃さずに弾頭へ伝える。これで威力が急上昇

した」 

 手のひらよりも大きな結界を張って全身を防御することはできなくても、手のひらより

も小さな結界を張って弾丸を包むことはできる。 

「だが、これは本来職人の仕事だ。いつかはこの威力の銃を誰もが持てる日が来る。そし

たらまだ先を見ることができる。いつかは届く。いつかは……」 

 ウィルはそれきり黙って銃声のする方へ駆けだした。 

 

 しばらくして、演習が始まった時と同じ信号弾が空に打ち上げられた。 

その直後にもう一発撃ちあげられる。一発目は演習の終了を、二発目の信号弾は演習の勝

敗を知らせるもの。上手のクラスなら赤、下手のクラスなら白が上がる。しかし、過去に

白が上がったことはない。 

しかし、今日、学園設立以来初めて白色の信号弾が上がった。 
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その日珍しくウィルは寝坊した。まだ座学の時間には余裕があるが、朝のランニングをし

ている時間はない。 

目が覚めた後も体が重たくてベッドから起き上がる気力が沸いてこない。 

「眠い。寝つきが悪かったな……」 

 昨日の激闘にもかかわらずの寝不足。やっとの思いで体を起こすと、たちくらみだした。

血液が重力に引っ張られて、頭から抜け落ちていくような錯覚がする。 

 もう少し寝ていようかと思ったが、腹の虫が鳴った。胃袋だけはいつも通りに目を覚ま

したようだった。 

「飯食いに行くか」 

 ウィルは部屋着を着替えて食堂へ向かった。 

 

 食堂へ向かう途中、ウィルはよそよそしい雰囲気を感じていた。いつも通りの学舎なの

に今日は初めて出かける場所のように落ち着かない雰囲気があった。 

 すれ違う生徒たちがウィルと目を合わせないようにタイミングを計って、視線を送って

くる。その様子はまるで有名人を見るそれだった。 

 最底辺の九組が、三つもランクが上のクラスである六組を演習によって下したというニ

ュースはすでに学園中に知れ渡っていた。たかが、演習、学園のカリュキュラムに当たり

前に組み込まれている試合の結果がこんなにも大事になる。 



 魔力の差をひっくり返すことはそれほどまでに大きい。 

「はあ……」 

 しかし、その大事件の中心にいたウィルの表情には影が差していた。 

「おはよう、ウィル」 

 多くの生徒が遠巻きに視線を送る中、ウィルに話しかけてきたのはメアリーだった。メ

アリーはすぐウィルの顔に影が差していることに気が付く。 

「なんか元気ないね？ 疲れてるの？」 

 ウィルはオリタとの一騎打ちの後、本隊の背後から奇襲をかけてクラスの勝利に大いに

貢献した。 

 高速戦闘を得意とするフーマを仕留めた後、格上であり一度は負けているオリタとの一

騎打ち、単独での奇襲、さらにクラスの指揮まで執っていたのだから疲れて当然だ。クラ

スメイト達は獅子奮迅の活躍に盛り上がっていたが、メアリーとしてはウィルの体調のほ

うが気がかりだった。 

「いや、そういうわけじゃないんだが」 

「じゃあ、どうしたのよ？」 

 その瞬間、ウィルは息をのんだ。 

「その……あれだ。成績発表が心配でな」 

 ウィルの返答を聞いてメアリーは首を傾げた。一応、筋の通った答えではあったが、ウ

ィルから感じる重たい雰囲気は成績の心配をしているようには見えなかった。第一、ウィ

ルの昨日の活躍ぶりを見ると期待はしても心配することはないはずだ。しかし、今のウィ

ルが気にしていることがあるとすれば、成績のこと以外に思い当たらない。メアリーはウ

ィルの言い分を信じることにした。 

「高望みしすぎなのよ」 

 メアリーはウィルが成績の心配している理由はそれだという結論に達した。常々上を目

指すと公言しているウィルにしてみれば、半分より下のクラスに勝ったところで満足でき

ないのだろう。 

成績によっては上位のクラスへの編入もあり得る。新兵器を投入したからには目覚ましい

進歩がなければと思うのは無理もない話だ。 

「よく言われる」 

「もっと気楽に考えればいいのよ。思いつめると良くないよ」 

「ああ。気を付けるよ」 

「ねえ、ウィル。今日の朝食だけどね……」 

 メアリーと会話をしながらもウィルは上の空だった。メアリーは食事の話をしても食い

ついてこない辺りでよっぽどの重症だと思った。 

 

 いつもと違う雰囲気は食堂にもあった。 



 日頃、九組の生徒たちは食堂でもなんとなく肩身が狭く自然と隅によって目立たなくし

ている傾向があったが、今日は違った。 

「おーい。こっちこっち」 

 レイスが手を振ってウィルたちを呼んでいる。ウィルはそんなレイスをスルーして食堂

の奥へ向かう。 

「おい。無視するなよ」 

「あ、悪い。気付かなかった。魔術か？」 

「違うわい」 

 レイスの気配を消す魔術を使っていたとしても手を振って合図すれば見つかる。 

「なにボーっとしてるんだよ？」 

「さっきからずっとこうなのよ」 

 ウィルとメアリーはレイスと同じテーブルに着席する。次第に九組の生徒たちが集まっ

てきた。 

「おはよう」「おはようウィル」「レイスいたのか？」「メアリーさん、おはようございます」

「いたよ」「いつからいた？」「最初からいたよ」 

 がやがやと騒がしい九組の生徒たち。その表情は明るく、声にも張りがあり、上位のク

ラスの生徒のように自信に満ちていた。 

 そんな仲間たちの様子をウィルは虚ろな目で眺めている。 

「みんな元気だな」 

「お前のおかげだよ、ウィル」 

 その言葉にきょとんとするウィルの顔を見て、クラスメイト達は笑いあった。 

「俺らずっと底辺のままだと思ってたからな」「六組に勝てたなんて夢みたいだ」「やって

みるもんだな」「ありがとう、ウィル」 

「そういえば成績っていつ発表されるんだっけ？」 

 騒いでいる中の誰かが言った。やはり気になっていたようで、会話は成績の話題へと流

れていく。 

「昇格できるかな？」「俺一人も倒せんかったよ」「俺二人」「ずるいそ」「次があるって」「ク

ラス替え？」「初めてだからわからん」「誰か知らね？」「ウィルなら知ってそうじゃない」

「知ってるか？」「ウィル？」 

 話は成績関連に一番関心のあるウィルのほうへ流れていく。当のウィルは一人、会話に

加わらずにパンを頬張っていた。 

「聞いてるのか？」 

「え？ なに？ 聞いてなかった」 

「しっかりしてくれよ。疲れてるのか？」 

 ウィルは曖昧に返事をしつつ、成績発表について考えを巡らせた。 

「発表ならちょっと遅くなるかも。昨日までの成績で御前試合の出場者を決めるから、一



度全員分を集計しなおすらしい」 

「ふ～ん。そうなんだ。まあ、御前試合とか俺らには関係ない話だな」 

「まったくだ。冷めないうちに食おうぜ」 

 すぐに発表が行われないとわかると九組の生徒たちは食事に戻った。 

 

 九組の担当であるミラは先日行われた六組と九組の演習における成績評価を行っていた。

回収した判定機に残された魔力を読み取ると、誰が誰の魔術で倒されたかがすぐにわかる。 

「それにしても、あいつらがね」 

 ミラは柔らかな笑みを浮かべた。下位クラスの担当をすることの多いミラは魔力の低い

生徒たちがどんなふうに学園生活を送るかよく知っていた。終始うつむき加減で、なにご

とにもやる気を見せず、余計な怪我をしないことだけを考えて演習をやり過ごす。 

でも、今年は違った。 

一人の変な奴がきっかけとなって彼らを変えた。次第に前向きになっていく生徒たちを見

ていくのは楽しかった。その生徒たちがついに結果を出した。三つも上のクラスを全滅さ

せた。何人かは昇格のクラス替えにより自分の生徒ではなくなってしまうだろうが、それ

もまた良しと思えた。 

「さて……」 

 ミラは成績の集計を始めた。 

 しかし、すぐにその手を止めた。 

「これは一体？」 
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 早朝。今日は日課のランニングを寝過ごさなかったウィルは井戸で水をかぶって汗を流

していた。冷たい水が火照った体に心地いい。トレーニングをしていてよかったと思う瞬

間だった。 

 濡れた髪から水を飛ばすために頭を振る。 

 水滴の飛んで行った先から、結界の光が見えた。 

「誰だ？ わざわざ結界なんか張りやがって」 

 ウィルの心当たりは『なぜか』よく早朝に演習場に用事ができるメアリーくらいだった

が、魔力の制御に難がある彼女が日常生活で結界を張るとは思えない。そういうことをす

るのは魔力に余裕のある上位の魔術師だ。だとすれば、エルフィくらいしか思いつかない

が、返答は男子の声だった。 

「貴様が汚い汗を飛ばすからだ」 

 そこにいたのは次席のワンドだった。ウィルは意外な来訪者に目を丸くした。 

「ワンド？ ここで会うのは久しぶりだな。走りに来たのか」 



「ふん。貴様じゃあるまいし」 

「じゃあ、なにしにきたんだ？」 

 ワンドは腕組みをしたまま押し黙っている。不機嫌そうなワンドを前にウィルは頭上に

クエスチョンマークを浮かべた。 

 ウィルはしばらくの間、ワンドが切り出すのを待っていた。しかし、ワンドはなにかを

言う前に深くため息をついた。 

「マジなにしにきやがった？」 

 ワンドの傍弱な態度にウィルは声を荒げる。挑発とはったりが得意なウィルの怒鳴り声

はなかなかの迫力だったが、ワンドはまったく動じた様子がない。 

「……とうとうやったな。下半分だけど」 

「まあな。そんなことを言いに来たのか？」 

「はっきり言って、三階級飛ばしたところで下半分なんて意味がないぞ」 

「なに？ 嫌み言いに来たの？ というか話聞けよ」 

「見ろ。九組のお前が六組に勝ったところで、お前をまねてトレーニングを始めるものな

どいない。せいぜい話のタネ。所詮、その程度の勝利ということだ」 

「お前にだけは言われたくないのだが」 

 ウィルの発言により、ワンドが一瞬口を横一文字に結んだ。 

「大変なのはこれからだ。この先はどうするつもりだ？」 

 噛みあっていないようなそうでもないような会話の果てにワンドの口から出た質問はウ

ィルにとって苦々しいものだった。 

 今度はウィルが黙る番だった。ワンドから視線を逸らして、奥歯でなにかをかみ殺して

いるようだった。 

「何も考えてない……わけではなさそうだな」 

 ワンドはウィルがなにも答えないところを見て踵を返す。 

「せいぜい行けるところまで行ってみるんだな」 

 学園入学以降さまざまなびっくり人間を見てきたウィルだったが今ほど驚いたことはな

かった。ポカンと口を開けて、瞼の筋肉まで固まってしまった。 

「励まされた？ ワンドに？」 

 上位の魔術師はエリート志向が強い。ワンドはその典型というのが周囲の評価だった。

自分より魔力の低いものを露骨に見下したふるまいをする。力量の差が大きい場合などは

もはや存在すら認めないといった体であった。 

 そのワンドが下剋上を果たしたとはいえ、いまだ下半分のウィルを、人の魔術の残渣や

銃を用いた卑怯とも取れる戦法を用いたウィルを認めるような発言をした。 

「どういうこと？ 罠？」 

 ウィルが呆気にとられているうちにワンドはどこかに立ち去ってしまった。 

 



 呆けていたウィルが頭を再起動させるためもう一度水をかぶっていると、今度はメアリ

ーがやってきた。 

「ワンドとすれ違ったけど、どうしたのかな？」 

「なんかダメだしされた」 

「仲良かったっけ？」 

 メアリーの質問にウィルは即答できなかった。知られて困ることでもないが、なんとな

く秘密にしておきたいことだったからだ。 

「う～ん。よくはないけど、知った顔ではある」 

 今日は答え辛い質問をされる日だと思いつつウィルは答える。 

「ウィルの交友関係ってよくわからないね。貴族じゃないのになんで一組に知り合いが多

いのよ？」 

「多いと言っても、ワンドとエルフィくらいだぞ」 

 もっともウィルは上のクラスの研究をしているので、一方的に名前を知っているだけの

やつならたくさんいる。だが、実際に会話を交わしたことがあるのはその二人くらいのも

のだった。 

「エルフィとはどこで知り合ったのよ？」 

「入学した直後にいつもの調子で突然向こうから一方的かつなれなれしく話しかけてきた。

その時が初対面のはずなんだがな」 

 ウィルが覚えているエルフィとの最初のやり取りは、入学後あっという間にエルフィが

最強として学園中に有名を轟かせ、ウィルが最弱として汚名をかぶっていた時だ。いつも

のように「やあ」と挨拶をしてきた。その後「あれから調子はどう？」なんて昔からの知

り合いに再会したみたいに話しかけてきた。 

しかし、ウィルはエルフィの顔に見覚えがなかった。 

学園入学以前に貴族と知り合いになる機会があるとすれば、首都での魔力検査のときだ。

しかし、試験官をしらけさせた挙句逃げるように会場から飛び出していったウィルに親し

く会話した相手などいなかったはずだ。 

 ウィルは小骨の引っかかったような感覚を覚えつつも、やはり入学前に貴族と仲良くな

る機会などなかったはずだと自分を納得させる。 

「やはり思い出せん」 

「でも、向こうは知ってるふうだったのよね？」 

「ああ、そうだな。いつもそうするみたいに……」 

「やあ。調子はどうだい？」 

「そう。ちょうど、こんな感じで……って、エルフィ。何しに来た？」 

 いつの間にか二人の側に彫刻のような美少女、エルフィが立っていた。ウィルは雲の上

の実力者に距離感を感じている。メアリーにいたっては挨拶されただけなのに大きな犬に

ほえられたように驚いてウィルの背中に隠れた。しかし、エルフィのほうは親しげに話し



かけてくる。 

「ご挨拶だな。せっかくお祝いに来たのに」 

「いらん。さっさと帰れ」 

「しかし、僕の木を盾に使うなんてよく気が付いたね」 

「ランニング中に偶然……」 

 ウィルは毎朝のランニングの最中、演習場のなにもなかったはずのところに森が出来て

いることを発見した。走り回っているおかげで、地形を完全に把握しているウィルにはそ

の場所が前回エルフィに叩きのめされた場所だとすぐに気が付いた。 

 どうして演習の邪魔になるものが放置されているのだろう、と思ったウィルはそれがエ

ルフィの魔術によるものなので、通常の木よりはるかに『強い』ということに気付いた。 

「ふ～ん。でも、どうして放置されてたんだろ？」 

「だから、普通の木じゃないから平民の工員じゃ手が出せないんだって」 

 魔術で作られたものである以上片付けるには本人か、それ以上の魔力を持った魔術師の

手が必要になる。しかし、それは位の高い貴族なのだ。庭掃除などに駆り出すわけにはい

かない。 

「つまり、ここの責任者にとっては公平な演習をやるより、貴族に雑用をさせる方が重要

だったということだ」 

「それはひどいよ」 

 メアリーは職員たちの怠慢に頬を膨らませる。 

「しかし、だからこそ君にとってはつけ入る隙なのだろ」 

「まあな」 

 エルフィの言葉に不敵な笑みを浮かべながらうなずくウィル。メアリーはその様子を見

て、二人に気付かれないようにむくれた。 

「エルフィの木をなんとかできる人ってホントに誰もいないの？」 

「いや、ワンドとか一組の誰かならいけるはずだ。全力で張った結界ならともかく放置さ

れていたものだからな。まして、俺をブッ飛ばすために適当に出した奴だから……はぁ」 

 ウィルは喋りながら、自分の言葉でどんどん落ち込んでいった。 

「じゃあ、エルフィって先生より強いの？」 

「前の演習で判定機の結界が破られてただろ。つまりそういうことだ。さすがは西の将軍

様の娘」 

「知っていたのかい？」 

 ウィルは戦力調査の一環として、相手の出自も調べていた。魔術師としての特性は遺伝

に左右されるところが大きいので家系を調べれば一度も戦ってない相手の能力を判別でき

ることがある。 

 エルフィは調べのついた同級生のうち一番位の高い家だった。西側の国境沿いに広がる

大森林。それを防衛線として国を守っている武将がエルフィの父親だった。 



「その人、私でも知ってるよ。農家のおじさんと西の将軍様じゃ勝負にならないよ」 

「おい、こら。なんで今俺のことをバカにした」 

「じゃあ、二位のワンドはどこの出身なの？」 

 スルーされたウィルは釈然としない気持ちを抱えつつも記憶を掘り返す。 

「あいつの親は王宮勤務だ。詳しい役職はよくわからなかったけど」 

「有名人じゃないの？」 

「少なくとも有名ではないね。王宮内だと機密の仕事も多いだろうから、名声が実力とは

思わないけど」 

「じゃあ、やっぱりウィルは勝てないのね」 

「やっぱりって……あいつ相手なら攻撃の魔術が苦手みたいだから一対一ならうまく立ち

回って……」 

 一人でぶつぶつ言いながらワンド戦のイメージトレーニングを始めたウィルを見て、エ

ルフィは嬉しそうに微笑んだ。 

「いいね。勝っても負けてもすぐに次の一手を考え始める。そういうところはあの時から

変わってないね。君と本気の勝負ができる日が待ち遠しいよ」 

 つまり今まではちっとも本気ではなかったということだ。ウィルはその点が引っかかっ

たが言っても仕方ないことなので、予てからの疑問を尋ねてみることにした。 

「何度も聞いたけど、あの時ってどの時だよ？」 

「初めて会ったときだと何度も言っただろ。君は今も戦い続けているのに理由だけを忘れ

てしまったのかい？」 

「理由なら出世のためだ。俺は上の世界に行きたい」 

「それはなんのためにだ？ あの情熱的な告白を忘れてしまったのかい？」 

「はあっ？」 

「えええええ？」 

 エルフィの爆弾発言に、ウィルとメアリーは演習中に爆弾どころではない攻撃魔法をく

らったみたいな叫び声を上げた。 

「ウィルどういうことよ？」 

 尋ねるメアリーの声は先ほどと打って変わって低く抑えられていた。 

「待て待て待て。だから知らんて」 

 メアリーの様子に嵐の前の静けさという言葉を思い出したウィルは大慌てで弁解する。 

「エルフィもよく思い出せ。それは多分俺じゃない」 

「いいや。君で会ってるさ。自分で言うのもなんだが、上位の魔術師にいつか追いつくな

んて言い出すのは君くらいのものさ」 

「むう。それは確かに……」 

 身に覚えはなかったが、ウィルはエルフィの言い分に対して反論の言葉を持たなかった。

入学当初の九組の様子を思い出す。誰も与えられた評価に反発を覚えない。皆、隣のクラ



スメイトの様子を見て、自分の立ち位置を正確に測ろうとするばかりだった。 

魔力の強さで序列が決まり、後天的には魔力を高めることはできない。 

それを常識として幼いころから教え込まれていた貴族たちは上を目指すことをしない。貴

族の世界の外から来たウィルだけが、魔力以外の抜け道を使い上に行くことを考えた。 

だから、よりにもよって将軍の娘で、自身も貴族の学園で主席を勤めるエルフィに戦いを

挑む魔術師が何人もいるとは考えづらい。 

しかし、ここでなにも言わないのはいかにもまずい。周囲の木々が風で揺れて、子気味の

いい音を立てている。 

飛んできた落ち葉がウィルの顔に張り付いた。 

「ウィル……」 

「メアリー、とりあえず落ち着いてくれ」 

「うん。わかってるよ。私が口出しすることじゃないよね。でも、言ったことを忘れてる

のはひどいんじゃないかと思うよ？」 

 メアリーの声は高くも低くもなかった。完全なる平常運転。それが返って、恐ろしかっ

た。 

「そうだ。メアリー、もっと言ってやってくれ」 

 エルフィが珍しく不機嫌そうな様子でメアリーを煽った。 

「ウィルの――――――」 

 この時点でウィルは戦略を変えた。戦略的撤退である。しかし、それはいささか遅すぎ

た。 

「アホオオオオオオオ」 

 その瞬間、ウィルの両足が地面から離れた。 

 

「ふう。生きてるって素晴らしい」 

 メアリーの魔術から命からがら逃げだしたウィルは露店で購入したリンゴを齧りながら

空に向かって呟いた。 

 その呟きは街の喧騒にかき消される。 

 町はいつもより騒がしい。御前試合のせいでちょっとしたお祭り気分だった。学園内の

行事とは言え、町に王族が来るのだ。家臣団だけでも結構な人数になる。その人たちが落

としていくお金を拾うため、町の人々は大商いの準備をしていた。 

 その特需には与かれないウィルは冷めた気分で町の様子を眺めていた。自分が町の中で

浮いているように感じる。ウィルは見た目には仕事を怠けている小姓といった風情なので

市場の雰囲気にそぐわないわけでもない。しかし、どうにも祭りの気分に乗ることができ

ないのだ。 

 その原因は祭りで儲かることができないから、というだけではない。 

 ウィルは自分が今歩いている町を遠く感じていた。先日の演習での勝利は、九組の中で



は革命的な出来事だった。誰も予想しえなかった奇跡に近い出来事だ。しかし、町の人た

ちはそんなことは知りもしない。学園の上位者が予定通りに戦うだけのイベントに夢中だ

った。 

 ワンドの言葉を思い出す。 

「確かに小さな勝利だ」 

 あの首都に招集された日を思い出す。あの時、時期外れに咲いた国花を肴に祭りが開か

れた。あの魔術師はたった一度魔術を使っただけでこれと同じくらい町を沸かせて見せた。

自分は必死で演習場を駆けずり回って、とっておきの新兵器を投入してクラスメイトにお

礼を言われる程度の勝利だ。 

「帰るか……」 

 ウィルは食べ終わったリンゴの芯を放り捨てて、学園に向かった。リンゴは時期が早か

ったらしくすっぱかった。 

 

８． 

 

 なんとなく学園ないが慌ただしい。 

ただ単に御前試合の前で業務が立て込んでいるという様子ではない。いらただしさと不安

が混ざり合い殺気立っている。 

 エルフィは目の前を走り去っていった教官を見てそう思った。親の権力をひけらかして

いるつもりはないが、いつも向こうから挨拶をしてくる大人たちが会釈もせずに通り過ぎ

る。 

 故郷でこういうことがある時は隣国が不穏な動きを見せた時だ。 

 国境沿いで暮らしていたエルフィは周囲の殺気を敏感に感じ取ることができた。 

「何か問題かな？」 

 まさか王女様の身に何かが、と思いはしたが、すぐに考えるのを止めた。それよりも気

になるものを見つけたからだ。 

「ウィル」 

 周りが仕立てのいい服を着る中、一人擦り切れないだけが取り柄の野暮な衣装をまとっ

た少年は名前を呼ばれても振り向かなかった。 

「なんだい、なんだい。無視するなんてひどいじゃないか」 

「……エルフィか。気付かなかった」 

 いつも威勢よく噛みついてくるウィルが今日はやけに覇気がない。ぼんやりと教官が走

り去っていった方を眺めている。 

「どうした？ 頑丈なのが取り柄の君が演習の疲れが残っているわけじゃないだろうに」 

「成績が心配なだけだ。ところで、どうしてどいつもこいつもチクチク攻撃してくるんだ？」 

「ふむ。相変わらず余裕がない……違うな、その顔はなにかを迷っている？」 



 その言葉を聞いたウィルは目を見開いてエルフィのほうへ振り返った。 

「わかるさ。父親からいろいろ教わったからね」 

 何者をも寄せ付けない強さを持つエルフィは一見、他人の顔色など見ていないような態

度を取っているが、高官の娘として人事に関する教育も受けていた。 

「しかし、なにを迷う。君の戦いはまだ終わっていないのか？」 

「お前を倒すまでは終わらないさ」 

「誤魔化すなよ。だったら、君は一年中そんな顔をしていることになるじゃないか」 

 いつも余裕を感じさせるサラリとした態度で接してくるエルフィがしつこく食い下がっ

てくる。ウィルは返答に窮して黙り込んだ。 

「ウィル、ここにいたのか」 

 停滞していたその場に第三者が現れる。固まった空気を意に介さずに話しかけてきたの

は教官のミラだった。 

「どうかしたんですか？」 

「いや。大したことじゃないんだが……」 

 授業中に私語をしていたウィルを実力で黙らせる。男勝りなイメージのあるミラが珍し

く言いよどむ。ウィルはそれだけでミラが言わんとしていることを察した。 

「そういえば、成績発表はまだですか？」 

「え、ああ、集計自体は終わっている。終わっているけど、少し問題があってな」 

「そうなんですか。不正がなければ、そのまま発表すればいいと思いますけど」 

「……まあ、そうだな。会議があるのでもう行くわ」 

 ミラは先に来た教官と同じ方向へ立ち去って行った。エルフィは事態が呑み込めていな

かったのでミラの姿が見えなくなるまで待ってから口を開いた。 

「今のやり取りは一体なんだい？ 君、まさかやましいことがあるのかい？」 

「いや……ルールに反することはなにもしていない」 

「ふむ。なら、僕が口をはさむことではないな。僕は成績発表を楽しみにしていればいい

のかな？」 

「好きにすればいいさ。いつもそうしてるだろ」 

「それもそうだ。では、僕はもう行くとしよう」 

 ウィルは踵を返したエルフィの背中を呼び止めた。 

「なあ、俺と御前試合で戦えたら嬉しいか？」 

 エルフィは背を向けたまま答える。 

「そうだね。そうなったら嬉しいね」 

 エルフィは自分の寮室へ向かう。背中に少年の視線を感じても振り返らない。彼が追い

ついてくるのを歩きながら待っていた。 

 

 ウィルはエルフィが歩いて行ったのとは逆方向へ歩き出した。単に男子寮と女子寮が反



対の方向にあるだけなのだが、正反対な二人を象徴しているような気がしていた。 

 今からでもミラを追いかけるべきかもしれない。 

 自分は誓って不正はしていない。恐らく、計画通りにうまくいくだろう。しかし、その

後のことを考えると心が揺れてしまう。 

 エルフィの言葉を反芻する。最大の目標とする少女に戦いたいと言われた。これでもう

後戻りできなくなる。 

 部屋に戻って武器の調整をすることにした。 

 

 その日の教室はいつもと雰囲気が違っていた。ほとんどの生徒が落ち着きがなく、しか

し、嬉しさをこらえているような、まるで長期休暇を前にした時の表情をしている。 

 成績発表が行われるからだ。九組の生徒たちにとって、今回の成績発表は戦績授与とな

る予定だ。 

 その中で、ウィルとミラだけが重たい表情をしている。 

 教壇の上のミラが一枚の紙切れを手に取った。ミラの手先に生徒たちの注目が集まる。

いよいよミラの口が開いた。 

「では、前演習までの成績を再集計した結果を発表する」 

 誰かが唾をのむ音が聞こえた。 

「今回の集計で序列に変動があったのは一名――――」 

 教室の空気が硬化した。上位クラスの生徒に勝ったのだ。少なくとも倒した生徒のとこ

ろまで上がれるのが通例だ。スコアを上げたのは一人ではない。そうだと言うのに、変動

があったのは一人。この時点で明らかに異常だった。 

「――――ウィル。今日から序列、四位。次の御前試合にも出場できる。準備のため、試

合まで授業は免除だ。もう上がっていいぞ」 

 ウィルは無言のまま立ち上がって静まり返った教室を出ようとする。 

「待って」 

 最初にウィルを呼び止めたのはメアリーだった。このおかしな発表についてウィルがな

にも言わない。それだけで彼がなにか仕掛けたということが確信できた。 

 メアリーの声を聞いた他の生徒たちも遅れてそのことに気が付いた。 

「おい。どういうことだよ？」 

 男子生徒が声を荒げてウィルを問い詰める。ウィルがゆっくりと振り向く。ウィルは感

情の抜けおちた冷ややかな表情をしていた。 

「どうもこうも発表のとおりだ」 

「だから、どうしてこういうことになってんだよ？ 俺も一人、倒したぞ。なんでお前し

か昇格してないんだ」 

「それは勘違いじゃないか。判定機が俺が倒したと判断したならそうなんだろ」 

「ふざけるなよ」 



 男子生徒の一人がウィルに掴みかかる。しかし、ウィルはその手をあっさり振り払って、

逆に組み伏せた。 

「お前ら落ち着け」 

 ミラがウィルと男子生徒を引き離した。ミラに説明を求める視線が集まる。ミラはため

息をついた後、事務的な口調で説明を始める。 

「判定機によると六組の生徒は全てウィルが倒したことになっていた。何度も確認したか

ら間違いない」 

 その説明を聞いて生徒たちがざわめきだした。その中には実際に演習で相手クラスの生

徒を撃った者もいるし、それを見ていた生徒もいる。敵のすべてをウィルが倒したなどあ

り得ないことだ。 

「判定機に細工を？」 

「いや、それは不可能だ。あんな複雑な術式を組めるのは作った本人とせいぜいインクレ

ッド様だけだ。それに成績を改変するなら相手クラスに渡された判定機に細工する必要が

ある。さすがに無理がある」 

 ミラの話を聞いて生徒たちは黙り込んだ。話によると不正の余地はないように思える。

ウィルが何をしたのか見当もつかなかった。 

 しかし、一つだけわかることがある。ウィルがこの状況を作り出すために相当前から準

備をしていたということだ。職員の追求を躱して、演習の結果を操作する。それには莫大

な時間と手間がかかるはずだ。 

 つまり、ウィルはかなり前からクラスメイトを騙す気でいたということだ。 

 演説をしていた時も、タケイと寝落ちするまで銃を組み立てていた時も、カイトやレイ

スと敬礼を交わしていた時も計画は進行していた。 

「話が終わったなら、俺はもう行くぞ」 

 ウィルは一人で教室から出て行った。今度は呼び止めるものはいなかった。 

 

 御前試合の出場者が決定した。 

出場者の顔と名前は学園中どころか、近隣住民にまで広まった。 

 

９． 

 

 夕飯時にはすこし遅い時間帯にウィルは食堂を訪れた。他の生徒の姿が見えないのを確

認すると調理人に声をかけた。 

「オッチャン、飯」 

「随分ゆっくりじゃねえか。いつも言ってるが、ホントは時間外はダメなんだぞ」 

「人がはけるのを待ってたんだよ。うるさいのもいるからさ」 

「う～ん。まあ、そういうことならしょうがないか」 



 調理人は調理場に戻った。暇になったウィルは窓から外を眺める。今日は月が隠れるほ

どに雲が多かった。 

「雨でも降りそうな天気だな」 

 調理人が山盛りの料理が乗った皿を持って戻ってきた。 

「いいや、まだ降らないよ。降るにしても小雨程度だね」 

「お、さすが農家出身」 

 調理人もまかないを食べるつもりだったらしく、自分の分の料理を持ってウィルの対面

に座った。 

「随分、盛ったな」 

 ウィルが山盛りの料理をつつきながら言った。 

「俺からのお祝いだ。御前試合、頑張れよ」 

 ウィルは咀嚼しながらうなずいた。 

 そんなウィルの様子を見ていた調理人はウィルの料理があまり減っていないことに気が

付いた。夜食をせびりに来るほど、食べ物にがめついウィルにしては珍しく食が進んでい

ないようであった。 

「緊張してるのか？」 

「まさか。疲れてるだけだ」 

「だったら、よけいに食え。食わないと力出ないぞ」 

 調理人は自分の皿から、ウィルの皿へさらに大量の食事を盛り付けた。ウィルは若干、

胸焼けを感じながらも料理を腹の中へ押し込んでいく。 

「思えば、胸焼けなんて贅沢なもんだ」 

 故郷の農村では胸焼けどころか、栄養が足りるかどうかもわからない食事をしてきた。

それを思えばここでの食事は贅沢が過ぎる。 

「だったら、勝て。勝って、ついでに魔力のないもんの立場をよくしてくれよ」 

 ウィルは街の様子を思い出す。学園内で大きな勝利を勝ち得たところで、外では見向き

もされなかった。きっとどれだけ勝ち進んでも調理人の期待しているようなことにはなら

ないだろう。 

「まあ、頑張るよ」 

 ウィルは残りの料理を半ば無理矢理呑み込んだ。 

 

 食べすぎで苦しい腹をさすりながら、ウィルは寮室へ向かっていた。今は自由時間なの

でクラスメイトと談笑する生徒たちをすれ違う。話題はもっぱら御前試合の事だ。聞こえ

よがしにウィルの名前を口にする者もいた。 

「一体、どんな手品を使ったんだか」 

「田舎の山猿がやることだしなあ。ほら、やけになついてる一組の……」 

 あまりの言い様にウィルが振り返ると、目があった生徒はサッと目を逸らす。 



 日頃、どんなに馬鹿にされてもウィルは気にしない。しかし、いつもと違う性質の陰口

にはさすがに応えていた。 

「わかってはいたけど」 

 今まで最底辺だったものが前触れもなく自分たちより上に行く。 

 周囲からいろいろと言われるのは覚悟していた。調理人の反応は彼が生徒の序列の外に

いる人間だからだ。脇で見ている人間からすれば、ウィルの大躍進は純粋に英雄譚として

楽しめるだろう。しかし、競争相手たちは穏やかではいられない。特に魔術師の学園にお

いて序列はほぼ固定されているので、上に行く人間へのバッシングは過剰なものになる。 

 ウィルは無意識のうちに早足になり自室へ向かう。 

 なるべく周りの生徒を見ないように足元を見て歩く。 

 そんなことをしていたら、曲がり角で誰かに衝突した。 

 衝突したウィルはまるで城壁にでもぶつかったような手ごたえを感じた。そして、反対

側の壁まで弾き飛ばされた。 

「ぎゃあああ」 

 いくら早足で歩いていたとはいえ、異常な距離を飛んだウィルは魔術による奇襲を受け

のだと思った。ウィルは姿勢を低くして辺りを警戒する。 

 それは半分だけ正解だった。ウィルは進行方向に光の壁を見つけた。ウィルは反対側か

ら歩いてきた生徒が張った結界に衝突して弾き飛ばされたのだった。 

 そして、壁の向こう側にいたのはワンドだった。 

「ふん。無様だな。やはり貴様はそうやって這いつくばっているのがお似合いだ」 

「ワンド。お前、いちいち結界を張るなよ」 

「貴様でも結界くらい張れるのだから、張ればいい」 

「お前と一緒にするな」 

 ワンドやエルフィが日常生活にまで魔術を度々使うのは魔力に余裕があるからだ。魔力

の低いウィルは、特に今は御前試合用の強化弾を作るために魔力を節約したいので、廊下

で人にぶつかりそうになったくらいで魔力は使えない。 

「そうか……やはり、魔力が上がったわけではないのか」 

「？ それは無理だろ？」 

 後天的に魔力を上げることはできない。これは常識だ。ワンドは試合を見ていなかった

ようだが、そこを疑っているとは見当違いもいいところだ。 

「俺はお前とは違うよ」 

「な、貴様……いや、いい」 

 ワンドは強張った顔でウィルを見た。不意にもろい脇腹を突かれたと言った面持ちだ。

ウィルは貴族であるワンドと農家の出である自分との差を自嘲したつもりだったので、そ

ういう表情をされるのは意外だった。 

「それより対戦表見たか？ 俺とお前、一日目だったな」 



「戦う順番などどうでもいい。どうせ序列順の結果になるだろう」 

「お前までそういうこと言うなよ」 

「…………」 

 ワンドは口を堅く結んでウィルを睨みつける。 

 ウィルはその表情を、周りで騒ぎの野次馬をしていた生徒たちが目を逸らすほど怒気を

はらんだワンドの顔を見て、なぜかとても高い天井に手が届いたような気持になった。 

「お前もすぐにわかる。俺たちはエルフィとは違う」 

「…………」 

 今度はウィルがワンドを睨みつけた。 

 お互い意地を張り合うように視線を交わしたが、ワンドはすぐに興味を失くして顔を逸

らした。 

「口で言ってもわからん」 

 ワンドは掃き捨てるようにそう言ってその場を立ち去った。 

 

 ワンドに弾き飛ばされて打ち身をしたウィルは医務室に寄ろうとした。 

「ここからだと遠いな……あ、そうだ。まだあの軟膏が残っていたか」 

 ウィルは以前にエルフィからもらった軟膏が残っていることを思い出した。裂傷だけで

なく、打撲にも効いた薬だ。これから試合をする予定のエルフィの薬に頼るのは悔しい気

もするが、今は大事なときだ。少しのダメージも残したくないので使わない手はない。 

 ウィルの右手に痛みが走った。 

 打ち身をしたわけではない。医務室での一件による痛みを思い出した。 

 ワンドの声が頭蓋の中で反響する。 

「……エルフィ」 

 ことあるごとに耳にする名前を口にする。 

 なぜか少しも近づけた気がしない。錯覚かもしれないがワンドに近づけた気がしたのに、

エルフィは遥か遠くに感じる。 

 遠い近い以前に地続きという気がしない。 

「わかってる。わかってるんだよ。それでも俺はエルフィに……」 

「僕がどうかしたのかい？」 

 後ろから声をかけられたウィルが振り向くと、エルフィが真後ろにいた。遥か遠い存在

のエルフィが息のかかりそうな距離にいた。 

「ぎゃあああ」 

「どうした？ まだ何もしていないぞ」 

 慌てて後ずさったため、またしても床に転がることになったウィルを、エルフィはニヤ

ニヤと実に機嫌のよさそうな表情で眺めていた。 

「やけに上機嫌だな」 



「うむ。それはそうさ。なんせようやく君と互角の勝負ができるんだからな」 

 弾むような口調で語るエルフィ。その輝かんばかりの笑顔からウィルは目を背ける。 

「そうか。そりゃよかったな」 

 ウィルはエルフィの存在を気にしていないかのような態度で歩き出した。 

「ああ、待ちたまえよ」 

 エルフィは慌てて追いかける。ウィルの正面に回り込もうとするが、ウィルが早足だっ

たのでついていくので精一杯だった。 

「まだ話は終わっていないよ。君の武勇伝を聞かせたまえよ。一体全体どんな作戦で勝っ

たんだ？」 

「普通に特訓して勝ったんだよ」 

「嘘を言うな」 

 ウィルのことをまるで信じてない台詞に、ウィルの眉が微かに上がった。 

「お前、俺の事なんだと思って……いや、やっぱり、そう思うのが普通だよな」 

「うん？ まあ、後天的に魔力をあげることはできない、というのは国のお墨付きだしね」 

 話しながらもウィルは歩調を緩めない。普通に追いかけるのが、まどろっこしくなって

きたエルフィは足に魔力を込める。強化した脚力でウィルの正面に回り込んだ。 

「話を逸らすなよ」 

 しかし、ウィルは右に九十度旋回する。 

 そこはウィルの部屋の前だった。 

「本当に聞きたいか？ だったら、廊下じゃ話せない」 

 ウィルは部屋の扉を開いた。部屋の中は相変わらず、ものが多すぎて片付いていなかっ

た。 

 

 ウィルの部屋に入ったエルフィは興味深そうに辺りを見回した。魔術師にとっては珍し

いものに見える銃の部品や火薬の調合法が書かれた本が乱雑に積み上がっている。その中

で一番、エルフィの興味を惹いたのは、魔術の紋様が描かれた薬莢だった。 

「ふむ。これが例の。僕が見てしまっていいのかな？」 

「いいよ。どうせ完成度五割以下だ」 

 あくまで最終目標は一組だ。至近距離でなくてはオリタの結界すらやぶれないなら、到

底完成とは言えない。 

 ウィルはそう言ったつもりだったが、エルフィは違う意味にとらえたようだった。 

「なにか投げやりだな。ひねくれているのはいつものことだが、普段はもっとこう、ガツ

ガツしているだろ」 

 いつものウィルなら、秘密の話があっても、自分の部屋にエルフィを招くなどあり得な

い。仮にあったとしても、演習に影響するものは隠しておくくらいのことはするはずだ。 

 日頃の頑なな態度からウィルならそれくらいはやるだろう、と思うのはエルフィだけで



はないはずだ。 

 それが今日はこれだ。 

 機密の品を隠すどころか、足の踏み場もないほどに乱雑に散らかっている。人を招くよ

うな状態ですらない。 

「随分荒れているようだね。客を招くような状態じゃないな……そういえば、最近、君が

クラスメイトと一緒にいる姿を見ていないな」 

「妙なところに気が付く」 

「君たちはいつも騒がしいからね」 

 苦虫をかみつぶしたような顔でつぶやくウィルに対して、エルフィは目を細めて微笑ん

でいた。 

「それも含めて教えてくれるのかな」 

「どこまで知ってるんだ？」 

「おおよその経緯はメアリーから聞いた。しかし、僕にも君がどうやって皆を出し抜いた

のかは見当がつかない」 

 ウィルは御前試合用に作った強化弾を拾い上げて、エルフィに向かって放り投げた。 

「結局はそれだ。その弾丸を使ったんだよ」 

「これがけっこうな威力だと言うのは聞いているけど……君の魔力を使って銃の威力を上

げるだけの魔術だろう？ それがどうして他の生徒が撃った相手が君のスコアになるん

だ？」 

「だから、それが答えだって」 

 首を傾げるエルフィを見て、ウィルはため息をついた。 

「演習のルールブックをちゃんと読んだことはあるか？」 

「ないな。しかし、ルールなら教官から説明を受けたぞ。今、関係あるのは誰が敵を倒し

たかは判定機によって判断される、の下りか」 

「じゃあ、その判定機がどうやって判断を下しているかわかるか」 

「いや。知らないな」 

「それも書いてあったぞ」 

 ウィルは一冊の本をエルフィに渡した。エルフィはその本のタイトルを確認する。それ

はエルフィも持っている本だった。入学時に生徒全員へ配られた、日常生活にかかわる校

則も含めた、学園のルールブックだった。 

「そんなこと書いてあったかな？」 

 エルフィはウィルに質問したつもりだったが、ウィルはそっぽを向いて黙ったままだっ

た。言外に自分で調べろと言っているのだと思ったエルフィはページをめくっていく。 

「こうして見ると、なかなか大雑把なルールだな」 

 演習時の撃墜判定は判定機を用いて行う。 

 敗戦の判定が下ったものは速やかに退場する。 



 持ち込む装備は携行可能なものに限る。 

「問題はこの先か……」 

 判定機は装備者が攻撃の回避、防御に失敗したと判断された時、結界を張る。この時に

魔力の検知を行い攻撃者を特定する。 

「これはつまり、攻撃に使われた魔術の持ち主を攻撃者と判断するわけか」 

 使える魔術が人によって違うのは魔力の性質が人によって違うから。 

 ウィルとエルフィには無理だが、世の中にはその性質から人物の特定ができる魔術師が

いるらしい。判定機の製作にはそういう魔術師が関わっているのだろう。 

「はあ。そういうことになっていたのか。よく知っていたな」 

「普通に読んだだけだ。あんまり勝てないんで、ルールがおかしいんじゃないかと思って」 

「ハッハッハ」 

 普通に笑われた。ウィルは露骨に顔をしかめる。しかし、ウィルが面白くなさそうな顔

をしているのはいつものことなので、エルフィは気にしなかった。 

「しかし、これは魔力による攻撃しか想定していないということか」 

「俺としてはそこにも一言言いたいのだが、今大事なのはそこじゃない。判定機は攻撃に

使われた魔力が誰のものかということしか判別できない」 

「だったら君が作った強化弾で撃てば……」 

「誰が撃っても俺が撃ったことになるよな」 

 エルフィは目も口も丸くしてウィルの顔を見た。圧倒的な力を持つ故に漂々としている

エルフィにそんな顔をさせただけでそれなりのことだ。 

「驚いたよ。だって、あまりに簡単な方法じゃないか。僕にだってできるよ」 

 とっておきの作戦をあまりに簡単と言われたのに、ウィルは反論をしなかった。それが

事実だとウィル自身が一番よくわかっていたからだ。ウィルが銃を生徒に渡したように、

エルフィが種を渡しておくだけ再現可能だ。他にも同じことができる生徒は何人もいるだ

ろう。 

「だが、誰もやらなかった。気付きもしなかった」 

「どうして誰も気付かなかったのだろうな」 

「皆、お前と同じでルールの確認なんてしなかったんだろ」 

 魔力による上下関係を当たり前だと感じている貴族の子弟たちは、いくら負けが込んで

も、改めてルールの確認などしなかった。彼らの中では、魔力が劣っている時点で自分が

下になるのは正当なことだからだ。 

「しかし、よく見逃されたな。ルールを犯していないとはいえ、後から物言いが付きそう

なものだが」 

「多分、審議はされたんだと思う」 

 エルフィは成績発表前にウィルと会話したときのことを思い出した。なぜか沈鬱だった

ウィルの表情、ミラとの含みを込めた会話。 



「ふむ。あの時か……」 

「ここのルールを作ったのは第三皇子だからな。後付けの物言いは皇子様の名誉を傷つけ

るから見逃されると思ったよ」 

 将軍どころか将軍の娘にまで気を使うような連中だ。きっと規則通りに仕事をして、何

事もなかったようにふるまいたがる。 

「結局、誰も本気で戦ってなかったんだよ。だから、俺みたいのに出し抜かれる」 

「それを言われると辛いところだが、少し悪辣すぎるように見えるな」 

 悪辣すぎるという指摘に関して、ウィルは弁明をしなかった。誹謗も中傷も全て事実だ

と言わんばかりに口を閉じている。 

「僕としては弁解くらいしてほしいところだな。君を悪党だと思いたくない」 

「……こうでもしないと勝てないからな」 

 お決まりの台詞に対して、エルフィは呆れの溜息で答える。 

「では、何のための勝利だ？ 仲間を騙すような勝ち方をして何が残った？」 

「上に行くためのチャンスだ。ずっとほしかった。もうあんな惨めな思いは御免だからな」 

「あんな思いとは？」 

「子供のころにな。魔力検査、お前も受けただろ。最初の挫折だよ」 

「ふむ……時間が経ちすぎたかな」 

「何の話だ？」 

「いずれ話すよ。今は君の話だ」 

 エルフィはウィルから受け取ったルールブックを部屋の隅にある机の上に置いた。作業

台らしい、その机の上だけはきれいに片づけられていた。 

「他に話すことなんてあるのか？」 

「あるさ。このままで終われば僕は君の味方ではいられなくなるからね」 

「どうして俺にそこまで肩入れする？」 

「いつも言っているだろ。君は忘れてしまっているようだがね。もっとも……」 

 エルフィはそこまで言って言葉を切る。部屋の隅へと歩いていき、窓際にもたれかかる。

ウィルからは逆光でエルフィの表情が判別しづらくなる。 

「もっとも、いろいろ言っているが、実際はありふれた理由さ。ありふれた……」 

 それでもエルフィの顔に朱が差していることが見て取れた。 

「エルフィ……俺は――――」 

「待て。言わなくていい」 

 エルフィはいつもの超然とした顔に戻って、扉のほうへ歩いていく。 

「僕も全部を言うつもりはなかった。今の状態では結果は見えているからね」 

 ウィルとすれ違う瞬間、エルフィはウィルの表情を横目で見た。彼が浮かべていた表情

はエルフィにとってはなじみ深いものだった。 

「だから、どうしても君に勝ってほしいんだよ。他のことは気にしない。本当はそれだけ



を言いに来たんだけど、寄り道が多過ぎたね」 

「……らしくないな。お前ほどの力があるなら壁があっても無理矢理押しとおるだろうに」 

「僕だって女の子なんだぞ」 

 彫刻のごとく整い過ぎた美貌の少女が、頬をふくれさせるという可愛らしい動作で不満

を表明した。 

 だから、次の台詞はウィルには冗談としか受け取れなかった。 

「それにどんな力があってもすべての願いが叶うわけではないんだよ」 


