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お読みになる前に

　本作品は暫定版です。

　今後さらに手を加える可能性があります。

　時系列でのストーリーが大幅に変わることはあり

ませんが、小説として読んでいただくためのシーン

構成、つまりはシーンの並び順は変わる可能性があ

ります。
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おお、アルシャンキ！　アルシャンキよ！

天と地を結ぶ神よ、天の水の支配者、白き星の主人

よ

偉大なる調停者アルシャンキよ……

ウルディシュ碑文より
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　そこには砂と、砂が作り上げる波と丘しかなかっ

た。

　これほどまでに砂が多い砂漠も珍しい。

　しかもその砂によって生み出される景色は、ひと

ときも定まることなく刻々とその姿を変えていく。

　その場所はアウラシールの東方ハルジットの更に

東、ドゥルーダ山脈の北だった。ここより先はトゥ

ライ、そして魔の樹海しかない。

　人の暮らすオアシスは遥かに遠く、四方を見回し

ても砂、砂、砂。

　目を上方へと向ければ空が見えるが、空はただそ

こにあるだけで何の変化も齎らさない。

　それよりも風と共に姿を変え続ける砂の方が多く

を語ってくれる。

　天空では、昼は全てを焼きつくす無慈悲な太陽神

が、夜には優しき月神と星々が変わらず巡り続ける

だけだ。

　地上にあって間断なく姿を変え続けるが、その実

不変な砂の地平。

　天上にあって真実不変な空。

　ここにはその二つしかない。

　だからどちらかと友達になるしかないが、さてど

ちらを選ぶべきなのか。

　俺はずっと砂を見ていたように思う。

もた
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　空を高いと思ったことはない。いつかそこまで手

が届くだろうと確信もしていた。

　それでも砂を選んだのは何故だろう。

　風に鳴る砂の音を耳にする度に、そのことを考え

るのだ。

　血は血によって清められ、しかるのちに水が流れ

るだろう。

　そうでなければ棗椰子が茂り、緑多き土地が現れ

ることはないだろう。

5



第一章

　ディブロスはダルメキア王国内にありながらロー

ゼンディアの都市として認められた、いわば植民都

市である。

　ローゼンディア人がいつ頃この土地にやって来た

のかは定かでない。

　市の記録によれば、今から三千年以上前には、す

でにここディブロスは交易都市の形を成していたと

いうから、相当に昔の話ではある。

　ここに人が初めて上陸してきた時期に到っては、

一体いつ頃まで溯れるのか想像もつかない。

　地面を掘り進めば、いくらでも昔の壺だのモザイ

クの床だのが出てくるのだ。

　つまり都市の歴史の古さという点で言えば、ロー

ゼンディア本土の大概の都市よりも古い。

　これは植民市としては少し変わった特色だと言え

る。

　本国よりも古い植民市など、花より先に実がなる

ような話だからだ。

　とまれローゼンディアが統一国家として完成する

よりも遥か前から、ディブロスは交易都市として繁

栄していたのであり、その後ローゼンディアの都市

として数えられるようになったわけだ。

さかのぼ

つぼ
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　新ナーラキア帝国からローゼンディアへと、あえ

て独立を選ばず、植民都市としてその傘の下に入っ

たのは、元々この都市の住人がローゼンディア建国

の人々と深い縁を持っていたり、建国そのものに携

わったからであるが、ローゼンディアに王権が確立

するよりも余程以前から、この街では交易が行わ

れ、人が、物が、溢れていたことは、ディブロスの

人々にとって誇りとすべき事柄であった。

　だから皮肉と、そして若干の敬意を込めてローゼ

ンディアの人々はディブロスの人々を『ディブロス

人』という独立系の名詞で呼ぶことがある。

　……これは伝説と呼ぶべきなのか、それとも神話

と呼ぶべきなのかは判らないが。

　遥かな昔、ここディブロスの地にアバブという怪

物が現れた。

　いや追い立てられて逃げてきた。

　巨大な怪物を追い立てていたのは海神ゼーフル。

　黒髪なびかせる、大地を支える神。

　ゼーフルは三つ叉の銛を携えて、遠くカラクトス

島の北からこの怪物を追ってきたという。

　怪物は神の三叉銛から逃れるべく必死に陸に上

がった。ゼーフルもまたそれを追って陸に上がった

という。

　ゼーフルは怪物に追い着くと、その巨大な三叉銛

たずさ

あふ

また もり たずさ

さ ん さ も り おか
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を振り上げて激しく打った。

　打たれた怪物はそのまま岩山と化したという。

　それが今もディブロスの北東にある巨大な岩山

だ。

　その山裾はディブロスを目指してきた隊商などの

旅人に、市門が開くまでの休憩所として使われてい

る。

　怪物を打ち倒したゼーフルは己が何歩、海より陸

に入り込んだかを数え始めたという。

　神の歩幅である。当然、人のそれよりも遥かに大

きく、力強いものだった。

　己が足跡をゼーフルが全て数えたところ、海より

陸に踏み込むこと百歩であった。

「海より百歩はローゼンディア」

　ここディブロスでそう言われる由縁である。

　　　＊

　市の通りには常に沢山の人が溢れている。

　ローゼンディア人、ダルメキア人、そしてアウラ

シール人、レメンテム人、更に遠く南大陸のニムリ

やマゴラ、トゥルネクからも人がやってくる。
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　陸路で、海路で、ありとあらゆる物がディブロス

へ入ってくる。

　小麦や塩が、黄金が、香辛料が、壺や絵皿が、香

油が、織物や細工物が、貴重なイビドシュ杉やカラ

トヤヌの大理石が、棗椰子が、宝石細工が、家畜

が、ありとあらゆる物がディブロスで取り引きされ

る。

　だが一つだけ取り引きされないものがある。

　周辺世界ではあまり珍しくもないその商品は『人

間』である。

　奴隷制度を持たないローゼンディアでは当然の措

置ではあったが、このことがある種の歪みをこの都

市にもたらしていることも事実であった。

　なぜならディブロスに隣接する広大なるアウラ

シールでは、奴隷制度はごく当たり前のものである

からだ。

　ローゼンディアの同盟国であるダルメキアは、

ローゼンディアよりも遥かにアウラシールに近い文

化と歴史を持っているが、同じヴァリア教を崇拝す

ることもあって公的には奴隷制度は禁じられてい

る。

　ところがダルメキアのいくつかの都市には奴隷が

存在している。

　そこには色々な事情があるわけだが、とにかく

な つ め や し
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ディブロスでは奴隷は存在できない。

　ディブロスではいかなる理由であれ奴隷は存在し

てはならないとされているのだ。

　新ナーラキア帝国の滅亡以後、もっとも色濃くそ

の影響を受けた歴史を持つローゼンディアは、奴隷

制度に対して過敏なまでの抵抗感を持っているから

だ。

　するとどういう事が起こるか。

　自由を求めてディブロスに逃げてくる奴隷達、と

いうのが当然ある。

　ディブロスの国境線の近辺ではそうした逃亡奴隷

と、追跡者の戦闘がちょくちょく発生しているが、

別にディブロスの警備兵はそれを助けることはしな

い。

　あくまでそれは『外国人同士の私闘』だからだ。

　奴隷が安全を確保するにはディブロスの政庁へ届

け出る必要がある。

　それはほとんどの場合、無学で、判断力にも欠け

た立場に置かれている奴隷達にとっては絶望的な高

さの壁だと言えた。

　しかしそうした事情があるものの、逃亡奴隷たち

が手助けを得られないわけではない。

　彼らを救い出すため、ヴァリア教の神官達を中心

とした組織が活動しているのだ。
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　これは主に神官戦士を中心とした集団であり、政

治的な背景を持たない一種の慈善団体であるが、

ディブロスの政庁としては管理の範囲外ということ

で、その活動は黙認されている。

　実の所を言えば、彼らの活動内容にはかなり過激

な面があるのだが、政庁としてはそれに関わるつも

りは昔も今も無いようである。

　これら慈善団体の餌食になるのは、ディブロスの

周辺を通過する奴隷商人がその筆頭であるが、命か

らがら逃げてきた奴隷なども保護の対象になる。

　ただ、実際にはそうした逃亡奴隷よりもむしろ、

レメンテムやアウラシールなどの交易商人の方が問

題になる。

　その構成員の中に下働きの奴隷が含まれている場

合があるからだ。

　商人達はディブロスで商売がしたい。しかしその

ために奴隷を手放すのは惜しい。

　ならば奴隷が奴隷でないということにすれば良

い。

　こうして都市内にいる限りは暫定的に自由民と同

じ立場となる奴隷、つまりこのディブロスでだけ見

られる新たな社会階層が出現してしまうわけなので

ある。

　当然ローゼンディアの側としてみれば、こうした

え じ き
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『隠れ奴隷』を捜し出してその主人を罰する必要が

あるわけなのだが、それが常に上手くいくとは限ら

ない。

　一つにはその捜索自体にかかる手間という問題。

　もう一つはもっと複雑で、要するに奴隷の全てが

必ずしも自由民になりたがるわけではないというこ

とだ。

　誰もが主人に脅されて従っているわけではない。

騙されている者もあるだろうし、やむにやまれぬ事

情がある者だっている。主人を愛する者さえいる。

　この世には人間の数だけ事情があるのだ。

　こうした矛盾が積み重なり、ねじれとなって都市

の中に横たわっているわけだった。

　それこそがディブロスに漂う独特な異国情緒であ

り、歴史の重みもでもあり、そしてこの都市の活力

と退廃の根元なのだ。

　それらは幾重にも重なる薄布のようにディブロス

を覆い、守り、飾り立てているのだ。

　どれだけローゼンディア本国と同じ法を適用し、

秩序の維持に努めても、ここにはローゼンディア本

国の都市とは違うある種独特の歪み、陰のようなも

のがある。

　それはさながらこの町の間を漂う独特な香辛料の

香りのように、目には見えないが強くその存在を感
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じさせるものだった。

　その香りは海からの潮の香りと複雑に混ざり合

い、しかもどこから流れて来ているのかわからな

い。

　そしてそうした翳りを持ちながらも、都市は大き

く繁栄し人々と物で溢れている。

　それがディブロスという都市であった。

　　　＊

　水平線上に新たな船の姿が現れた。

　新たな、と言うのは、すでに港には幾つも船が停

泊しているからだ。

　港内の船はローゼンディアではタラカーと呼ばれ

る商船だけではない。バラカーと呼ばれる軍船も停

泊している。

　さらに軍船と商船の中間とも言えるオルカーとい

う船もある。

　これは海賊が好んで使用する船だが、海賊対策を

重視する商船団などは全ての船がこれで編成されて

いることもある。

　最近オルカーが増えてきたが、このことは世の中

が乱れる前兆ではないかと囁かれている。

　ミスタリア海で大きな戦争が起こるのではないか

かげ

ささや
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と。

　その話を本気で取り合う者はさして多くはない

が、海上の治安を不安視する商人が増えてきている

のは確かであった。

　そしてそんな人々の思いとは無関係に海は静か

だった。

　だがそれも今という季節だからの話だ。

　ミスタリア海では年の半分は海が荒れるために、

沿岸部を除いて船の航海は困難になる。

　大型の商船など危険なのでとても海外貿易に精を

出すというわけにはいかない。

　だから交易は海が荒れない時期、安全な時期に集

中することになる。

　今の時期ならば滅多に海が荒れることはないの

だ。今日ものどかに港は凪いでいた。

　空をカモメなどの海鳥が優美に舞っているが、こ

ちらはのどかとばかりは言えない。

　カモメは獰猛な狩猟者だからだ。

　どこからやって来たのか、カモメを狙うあれはハ

イタカだろうか？　翼を拡げて鋭く飛ぶ姿が美し

い。

　港に姿を見せた新しい船は段々と大きくなり、や

がて一気に近づき、その大きさが明瞭に分かるよう

になる。

な
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　掲げられた旗はメルサリス商会の旗だ。

　アイオナの父、ファナウス・メルサリスが乗って

いる船であった。

「あれだわ！」

　アイオナが声を上げる。耳にした感じではかなり

嬉しそうな声である。ダーシュは意外に思った。

　もっと嫌そうな声を出すと思っていたからだ。

　それとも潮の香りが気分を盛り上げているのだろ

うか。

　潮の香りは良い。好きだ。

　初めてこのディブロスに来たときには、町を覆う

ように漂う潮の香り、磯の匂いに違和感を覚えたも

のだが、今では心地よいと思える。

　だが海の匂いというものには好き嫌いがあると

ダーシュは思う。ダーシュの知り合いの中にはどう

しても受け付けない者も多い。

　海洋商人の娘にして海の女神トリュナイアの血を

引くアイオナに対して、海の香りが好きかどうかと

尋ねるのは愚問としか言えないことだろう。

　己はどうか。ダーシュとしては聞いて貰いたかっ

た。

　あなたは海が好きかどうかと。

　だがアイオナは一度も聞いてくれない。そのこと

に不満というか、ちょっとした寂しさをダーシュは

おお

もら
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感じていた。

　そんな不満の表明というわけではないが、体がま

だ本調子でない頃からダーシュはよく港に出掛けて

いた。

　床を離れて動けるようになると、ダーシュはすぐ

に杖をついて歩き出したが、自然と足が港に向かう

のだった。

　海には不思議な魅力があった。暗殺者の毒にやら

れて死にかける前にはこんな風に感じたことはな

かった。

　あの事件を境に生まれ変わったからだというの

は、言い過ぎだろうか。

　しかしダーシュにとって世界の在り方がそれまで

とは違ってしまったのは確かだった。

　ダーシュは学者や僧ではない。ゆえに己の心境の

変化を考察したり、言葉にしたりすることには慣れ

ていないし、そのつもりもない。

　ただ港に出ることが多くなった。それだけだが、

今日のようにアイオナに誘われて港に出てくること

は珍しかった。アイオナとは市街の方に出掛けるこ

とが多かったからだ。

　今日辺り船が着きそうなので迎えに出ようと誘わ

れたのが今朝の、というか早朝の話で、目下の問題

であるアイオナの父親が来るとなれば、ダーシュと

ガ ズ ー

あ
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しても港に出て迎えないわけにはいかないわけだ

が、どうもアイオナがダーシュを誘った理由はそれ

だけではないらしい。

　先日の市内での不愉快極まる一件を埋め合わせよ

うということなのだろう。

　あの貴族の女は非常に不愉快だった。思い出して

も気分が悪くなる。

　足元を横断していく蟹を見つめながら、ダーシュ

は数日前の不愉快な事件について思い出していた。

　最近ようやく杖が手放せるようになったのだが、

今日はアイオナの指示で杖を突いている。何か考え

があるのだろう。

　港には出航待ちの船や、荷下ろし中の船が停泊し

て、商人や作業を請け負う男衆が働いている。

　それは紛れもない交易商人達の風景だが、ダー

シュにとっては異国情緒溢れる光景だった。

　商人と言えば駱駝の隊商を率いる者と決まってい

るダーシュにとって、船とはそれ自体で巨大な、不

思議なものだったのだ。

　そのくせ実際の荷物の取り扱いや、商売上の契約

などはダーシュにもすんなり理解できる慣れ親しん

だ方法が採られているのが面白かった。

　ダーシュの生まれたアンケヌも交易によって栄え

る都市だが、同じ交易都市でもディブロスとは多く

かに

う お

ら く だ
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の点で違いがあり、多くの点で同じ所があった。そ

のことが面白かった。

　商売上の手続きや、訴訟などはほとんど同じだ

し、集まる人々が様々な国、地域からやって来てい

るのも同じだったが、かたや内陸のオアシス都市、

かたや海に面する港湾都市とあって、実際の生活環

境には大きな違いが幾つもあった。

　磯の香りもその一つだし、あちこちにやたらと公

衆浴場があったりする。

　最大の違いは門の近くなどの通り沿いに奴隷市が

立っていない事だ。ローゼンディアでは奴隷市が立

つ事は有り得ない。

　アンケヌと違い、傾斜した地面に作られたこの町

は、中央政庁と貴族の屋敷群が高台の方向へと伸び

ているが、そうした景観も今では面白いと思える。

　吹き寄せてくる風はやわらかく、そして潮の香り

が含まれていた。

「ほらほら！　あの船よ！」

　指をさしてダーシュに教えてくる。

　アイオナは暫く前から覗き眼鏡も外して船をじっ

と見ていたが、先ほどから随分嬉しそうである。

「お前は父親が苦手なのかと思っていたが」

「時と場合によりけりね」

　再び覗き眼鏡を目に当てて船の方を見始める。

カラ

シ ュ ハ ル

ずいぶん
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　まるで子供のようだ。

「何を笑っているのよ？」

「いや、別に」

　ダーシュは軽く首を振って誤魔化した。

「いいわよ？　笑っていても。父様に会えばたちま

ち笑う余裕なんて無くなるんだから」

「ふうむ。娘可愛さに婿いじめをするようなつまら

ん男なのか？」

「つまらなくはないわよ。本人はいつも面白がって

いるし。というか何でも楽しんでしまう人だから、

ある意味無敵だとも言えるわね」

「そうなのか？」

「最悪だとも言えるけれど」

　アイオナは肩をすくめた。

「以前、父様は砂漠で遭難したのよ。隊商のみんな

は生きた心地もしなかったと言っていたけれど、父

様だけは歌を歌ったり、走りトカゲを追いかけたり

してたらしいわ」

「それを聞く限りではまともとは思えんな」

「あら？　誰がまともだって言ったのよ？」

　アイオナは不思議そうな顔でダーシュを見た。

「父様は変よ？」

「ああ、それは散々聞かされたから分かってる」

　しかし、実の娘に変と言われる父親は気の毒では
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ある。

「かなり変よ。口さがない者は頭がおかしいとか、

相当ひどいことを言う人もいるけれど、とにかくそ

れくらい言われるほどには変ね」

「岳父殿が相当な変わり者だということはわかって

いるさ」

「岳父殿って随分立派な言い方ね。義父殿でいいと

思うんだけど」

「父親は最も尊敬すべき人間だろう。特別な敬意を

もって接するのは当然のことだと思うが」

　徹底的な家父長制度のアウラシールでは、一家の

頂点に立つのは父親である。

　父親は絶対的な権威を持って家族の上に君臨して

いるのだ。

「うん……あなたが好きなように呼べばいいと思

う。たぶん父様も自分の好きなようにすると思う

し」

「お前は俺を怖じ気づかせたいのか、それとも鼓舞

しようとしているのか判断に苦しむ」

「ただ事実を告げているだけよ。判断はあなたに任

せるわ。がんばってくれるんでしょ？」

「もちろんだとも」

　アイオナは黙ってダーシュを見つめている。何か

考えているようだが表情が読めず、何を考えている

が く ふ

お け こ ぶ
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のかダーシュにはわからなかった。

　最近はこういう風に表情が読めないことが多い。

　気持ちが顔や行動に表れやすい女だと思っていた

のだが、何か心境の変化があったのか。

　ダーシュとしては気になるが、聞くのも何だか躊

躇われるのだ。

「船が入ってくるぞ」

　船は全部で三隻。いずれもかなり大きなオルカー

船だ。

　砂漠で生まれたダーシュには船種の違いなど判ら

ないが、その大きさは見たままに心に印象を与え

る。船主の持つ大きな力が感じられてくるのだ。

　一体どういう男なのか。

　いくら話を聞いても実際に会ってみなくてはわか

らない。人物というのはそういうものだからだ。

　もっとも、このアイオナと、今は不在だがあのヒ

スメネスを育て上げた人物だ。

　一筋縄でいくとはダーシュも全く思っていない。

　さてどういう男か……かなりの興味と、若干の期

待を持ってダーシュは船が港に入るのを待ち続け

た。

　　　＊

ため

ら
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　船が泊まり、綱が投げられ梯子板が渡される。

　港は商館の倉庫街裏手にあり、どの商館からでも

なるべく楽に荷物が運び込めるようになっている。

　メルサリス商会はディブロスでも有数の大商会で

あり、その倉庫は大きく広く、三階建ての高さが

あった。

　しかもそれが一つではなく、ずらりと港側に並ん

でいる。

　そしてどの倉庫も、いずれの階からでも積み荷を

運び込めるように設計されている。

　船が港に順番に入ってくると、港側からも男衆が

出てきて早速、荷降ろしの作業が始まった。

　逞しい体をした男衆の赤く日焼けした肌の上に

は、余程の新入りを除けば全員に派手な入れ墨が描

かれている。

　図柄は様々だが、いずれもローゼンディアの神話

や伝説に題材を取ったものだ。

　荷運びを受け持つ男衆は、板を使う者達と直に担

いでいく者達に別れて、掛け声と身振りを交えた伝

達方法を使って巧みに作業をしていく。

　穀物を積んだ船に計量書記と袋を持った男達が

上っていくのが見えた。

　商会の雇い人達が、積み荷の確認のためにそれら

に混じって積み荷目録を拡げている。ただし原本で

は し ご い た

たくま
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はない。

　積み荷目録の原本はここにはないのだ。安全のた

めに別の場所で保管してある。ここで商会員や雇い

人たちが確認するのはその写しである。

　原本は商会長であるファナウスとその娘アイオ

ナ、そしてヒスメネスなど信用の置ける人間、つま

り商会でも最上位の者達しか見ることはない。

　素早く積み荷の内容と数を確認し、次々と運び込

むべき倉庫を指定していく。

　そこに見物にやって来た野次馬まで混じり始め

た。

　周囲は人でごった返してきた。

「 お い 、 お 前 の 父 親 に 会 い に 行 か な く て い い の

か？」

「大きな荷物が降ろされてからね。でないと危険だ

もの」

「なるほど」

　確かに大きな樽がいくつも積み上げられている

し、大きな木の箱も運搬用の丸太の上に並べられて

いる。丸太には事故防止の為に車輪止が噛ませて

あった。

　積み荷は、基本的には男衆たちが直に担いだり、

板の上に載せたりして運ぶが、どうにもならない重

量物は大型の起重機を使って降ろしていた。
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　屈強な男衆達は歌うような掛け声を掛け合いなが

ら、荷役管理の役人や輸送業者の指示に従って、そ

うした荷物を次々降ろし並べていく。

　人がぶつかったくらいで車輪止が外れるとは思わ

ないが、危険だというアイオナの指摘は正しい。動

いて良いと言われるまでダーシュは待つ事にした。

　待つ事暫し。

「行きましょう」

　アイオナに促されてダーシュは歩き出した。杖を

突きながら。

　一番近くの船をまっすぐに目指す。

　船から渡された板を二人は上っていった。

　地上側からはゆるやかな傾斜になっているので、

杖を突くとちょうどいい案配になっている。

　ときどき隣をすれ違うようにして船員や男衆が

通っていく。

　中にはアイオナやダーシュの顔見知りもいるので

軽く挨拶を交わす。

　それにしても近くで見ると大きさはもちろん、よ

く考えて造られている船だと判る。

　さすがはローゼンディア。海に面した国ならでは

の知恵と力が感じられた。

　誰がアイオナの父親なのかは判っている。船長に

違いない。

しば
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　ダーシュはそう考えていたが、実際には船主と船

長が別人ということも結構ある。

　砂漠の民であるダーシュにはそこまでの知識はな

いのだ。単純に一番上に立つ人間がアイオナの父、

ファナウスであろうと考えているだけだった。

　目立つ男を探すつもりでいたのだが、そんな必要

すらなかった。

「父様！」

　船の上に上がるやいなやアイオナが駆け寄ってい

く。

　商会の人間となにやら話をしている黒髪の男だっ

た。

　体つきはがっしりしている。背も高い。癖のある

黒髪に、色落ちした簡素な亜麻布の服をまとってい

るだけだが風格がある。大商人だと言われればダー

シュも信じるかも知れない。

　腰に巻いた帯だけが、何故かやけに重厚感という

か存在感があって目立つ。そのことがダーシュには

少しだけ奇妙に思えた。

「おお！　アイオナ！」

　親子は抱き合い頬を触れ合わせた。

　見ているだけでお互いの愛情が感じられる抱擁

だった。

　今まで散々聞かされてきた話はなんだったのか
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と、ダーシュは文句を言いたくなったが、我慢し

た。

　見るとファナウスは腰帯に剣を落とし差しにして

いる。ザハトもよくそうしていたのでダーシュはザ

ハトの事を思い出した。

　ファナウスの剣はローゼンディア式の少し反りの

ある片刃の剣だったが、一般に見る物よりも短め

で、しかも幅広のようだった。船上での取り回しを

考えての造りだろうと思われた。

「わたしが迎えに来るなんて思っていなかったで

しょう？」

「いや、ヒスメネスのやつが伝信鳥を飛ばして来た

のでな。お前がディブロスに来ていることは判って

いたよ」

　相変わらず抜かりのない男だ。だが今回ばかりは

お蔭で手間が省ける。

「急に来るのだもの。びっくりしたわ」

「ああ、そのことなんだが……」

　喜びの顔から一転、急にファナウスは言いにくそ

うに口ごもる様子を見せた。

　そして不意にダーシュの方に目を向けた。

「そちらの若者は？」

「え？」

　アイオナが固まる。
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「え、ええ……彼はね……」

　今度はアイオナが言いにくそうに口ごもってい

る。その様子が父親にそっくりだ。

　やはり親子なのだなと感心していると、いきなり

船室の扉が開いた。

　妙な気配を感じた。何かが出てくる、とダーシュ

は思った。

　扉が開いたのだから当たり前だが、その予感通り

に少しの間を置いてから、背の高い老婦人が姿を現

した。

　見るからに身分の高そうな女性だった。

　結構な年齢であろうに背はしっかりと伸びている

し、足取りも確かだ。

　一応、杖を突いているが無くても問題なさそうに

見える。

　着ている服はゆったりとした一枚造りのローゼン

ディア服で、派手な刺繍や飾りは一切付いていない

簡素なものながら、見ただけで作りの良さが判るも

のだった。

　そもそも使われている生地が違う。そこらの服で

はあの高級感は出せない。まさか絹ではないだろう

が、かなり上等なものが使われているとダーシュに

は判った。

　理知的で厳しい顔つきをしているが、酷薄そうで

ラスキス
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はない。

　おそらく若い頃から物事を突き詰めて考える性質

だったのだろう。

　そういう年輪のようなものが面差しに現れてい

る。

　白い髪は見事に結い上げられていた。首筋の伸び

具合は美しいと言えるほどだ。

　ちょっと見られないくらいに威厳を感じさせる婦

人だった。

　何者だろうかとダーシュが考えていると、アイオ

ナが息を呑むのがその背中だけで判った。

「おっ……大伯母様……」

　大伯母という聞き馴れないローゼンディアの単語

を、意識の中でイデラ語に置き換えるまでに少しの

時間が必要だった。

「アイオナ、息災にしていましたか？」

　張りのあるしっかりとした声だ。老いによる弱々

しさなど微塵も感じさせない。

　ダーシュが初めて耳にする抑揚のローゼンディア

語だったが、直感的に貴族の言葉だと思った。

　先日の不愉快極まる事件で耳にしたローゼンディ

ア語は、間違いなく貴族の言葉だったであろうし、

大伯母の言葉にはどことなくそれに似ている感じも

受けたからだ。

た ち

お も ざ

お お お ば
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　アイオナは素早く大伯母、つまりアイオナにとっ

ての祖父か祖母の姉にあたるその老婦人の傍に近寄

ると、膝をついて礼をした。

「お久しぶりです！」

　ローゼンディアの礼法に詳しくないダーシュが見

ても、それがかなり高度な敬意を表す礼だというこ

とは容易に判った。

「立って顔を見せておくれ」

　横に控えている召使いらしき男に杖を預けると、

大伯母はアイオナを立たせて抱擁した。

「元気そうで嬉しいですよ」

「大伯母様もお元気そうでなによりです」

　アイオナの様子には驚きと戸惑いが見て取れた。

緊張している様子だったが、喜んでもいるように

ダーシュには見えた。

　苦手な相手ではあるのだろうが嫌いではないのだ

ろう。

「父様の手紙には大伯母様のことが書いてなかった

ので驚きました」

「ちょっと大きな事件が起きたのですよ。それでど

うしてもお前に会っておきたくて」

「まあ、一体なんですの？」

「そのことについては後で話しましょう」

　やんわりとした制止だった。どうやらあまり他人

そば
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に聞かせたくない話のようだとダーシュは察した。

　何か事件が起きたのか。そんなことを考えている

と、また船室の扉から新たな人間が現れた。今度は

若い女性だ。アイオナと同じくらいの年齢だろう。

「シフォネ！」

「アイオナ、お久しぶり」

　親しげに抱擁を交わす二人をダーシュは黙って見

ていた。

　おそらくこの娘も血縁の者だろう。姉妹という雰

囲気ではないから従姉妹だろうか。

　アイオナと同じく黒髪だが、彼女の髪には癖があ

り、それがゆるやかに肩に向かって流れている。

　優しげな面差しをしている。

　穏やかな人柄を感じさせる娘だ。

　どことなくアイオナに似ているが、なんとなく地

味な印象の娘だと思った。

　ある意味で対照的なのだ。

　アイオナは利発さを感じさせるが、この娘からは

才気よりも優しさや温和さを感じる。

　ふと視線を感じて目を向けると、アイオナの父の

ファナウスが黙ってこちらを見ていた。

　静かな観察の瞳だった。何も含むところはなく、

ただダーシュを見ている。

　近寄って話しかけるべきだと思ったが、機会をつ

い と こ
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かめない。

　ダーシュはアイオナと大伯母、そして親類であろ

う娘との挨拶が終わってからでないと、自分の紹介

など始まるまいと考えて待つ事にした。

　そんなことを考えていると、唐突にファナウスが

わざとらしい咳払いをした。

　大伯母が不快そうに眉を動かした。

「……ファナウス。何か言いたいことがあるなら直

に言いなさい」

「ええ、ええイネス伯母上、言いたいことがありま

すとも。伯母上が現れる前にアイオナにはそちらの

青年を紹介して貰うところだったのですよ」

「お前は私が邪魔だと言いたいのですか」

「そんな！　めっそうもない！」

　大袈裟な仕草で否定してみせるのが、いかにもア

イオナから聞かされていたファナウスの人柄を感じ

させた。

　大伯母のあまりに直截な物言いにダーシュは驚い

たが、お蔭でこの大伯母と、アイオナの父ファナウ

スがどういう関係なのかが少し察せられるものが

あった。

　ところでこの大伯母の名前はイネスというのか。

憶えておかねばなるまい。

　今現在最高位にある人物の名前は憶えておかない

ちょくさい

かげ
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と、後でとんだ失敗に繋がりかねないからだ。

「私も聞こうと思っていたのですよ。アイオナ、そ

ちらの男性はどなたですか？」

　別に頤を反らしたりなどして威圧しているわけで

もないのに物凄い威圧感だ。

　これでは身近な人間は気苦労するだろう。

「お、大伯母様……彼は、そのう……」

　アイオナが目に見えて困っている。

「私達の言葉は通じるのですか？」

「はい、それは問題ありません」

「ならばご自分から紹介をしていただきたいもの

ね」

　アイオナの顔がダヌザーハを食べさせたときのよ

うに汗をかき始めた。

　ダヌザーハはアウラシールの名物料理の一つだ

が、砂毛虫の炒め料理である。

　外国人は大概拒否反応を起こす。

　アイオナも口に入れたものの、その後で妙な汗を

流し始めて、暫く横になることになったのだ。

　――砂毛虫の何がそんなに気に入らないのだ？

　栄養満点、味に妙な癖もなく、ほのかに木の実の

ような香りがするのだ。

　病人は擂り潰して粥にして啜るほどだ。

　粥の元となるスープの出汁は鳥か、毒蛇である。

あご

しばら

す すす

だ し
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　どちらでもいいし、ダーシュはどちらも好きだ

が、地方によっては豚を使うところもある。ダー

シュは豚から取った出汁は余り好みではない。

　スープが出来たら、それに牛の乳を加え、擂り潰

した砂毛虫を入れる。粥でなければそのまま入れて

汁物ということになる。

　最後に香草を散らして出来上がりだ。

　あの砂毛虫の粥の旨さが外国人にはわからんの

だ。

　さて、アイオナを見ているのも楽しいが、そろそ

ろ助けてやるか。

「お初にお目に懸かる。手前はダーシュ・ナブ・ナ

グム・ナブ・テザク・アヌン＝イビヌと申す者で

す」

　杖を左手に移して、右手を胸前に持ってきて腰を

軽く折った。アウラシールの商人の礼法だった。

　そこで他の者に気付かれぬようにしながら、アイ

オナにちらりと目をやった。

　持ち前の勘の鋭さでアイオナなら気付くと考えた

のだ。

　夫だと言っていいのか？　そう尋ねたつもりだっ

た。

　アイオナは無言で首を縦に何度も振った。目は瞬

きをするのを忘れてしまったように見開かれてい

す

かゆ うま

33



る。

　見ていて丸わかりの仕草に頭を抱えたくなった。

　ともあれアイオナの許可が出たので名告ることと

しよう。

　ダーシュは全員の視線が己に集中しているのが

判ったが、ここははっきり言っておかなければなる

まい。

「そちらのアイオナ・メルサリスの夫です」

　その場の全員が息を呑むのが伝わってきた。相当

に驚いているようだったが、その驚きが何故なのか

はダーシュには判らない。それはこれから判ること

なのだから。

　もっともその場の全員が固まった、といっても大

伯母のイネス、父親のファナウス、そしてシフォネ

と呼ばれた娘の三人だけなので、船員や港の男衆た

ちはこちらの事情などに全く構うことなく、威勢の

良い様子で荷下ろしの作業を続けているし、イネス

の召使いらしい男は主人の杖を受け取っただけで、

一言も発していない。

　彼は船室から出てきた時からずっと無言でいる。

一歩引いた位置に立って、主人の命令を待っている

様子だ。

　落ちついた佇まいを見ても、躾が行き届いている

のが判った。良い召使いだ。

な の

おのれ

たたず しつけ
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　もっとも無口なのが良い召使いの絶対条件という

わけでもない。ホイヤムの例がある。

　時間にすれば僅かの間だったろうが、驚きの状態

から復帰したのは予想通りというか、大伯母が最初

だった。

　意思力の強さの差が出たのだと言って良いだろ

う。

「……アイオナ」

「はい」

　相変わらず妙な汗を掻きながらアイオナが頷い

た。

「彼の言うことは本当なのですか？」

「は、はい、大伯母様。わたしの夫はこの人です」

　大伯母の存在感に押されながらも、意外にもアイ

オナははっきりとそう答えた。

　――意外にも？

　どうして俺は、そのことを意外だなどと感じてい

るんだ？

　ダーシュは軽い戸惑いを感じた。自分で疑問に

思ってしまうことに。

　アイオナとあらかじめ打ち合わせたとおりではな

いか。

　取り敢えず、自分を夫ということにして父親の襲

来を乗り切ろうという、それだけの話なのだ。

わず

うなず
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「父様、ヒスメネスの手紙には書いてなかったので

すか？」

「書いていなかった」

　ファナウスは首を振った。

　二人のやり取りにダーシュは疑問を感じた。

　結婚のことが書いていないであろうとは、今この

場の驚きを見れば判ることだった。

　利発なアイオナがそんな簡単なことに気付いてい

ないのだから、内心かなり動揺しているのだろうと

察せられた。

　動揺の元が何なのかは判っている。あの大伯母

だ。

　父親が来ることは判っていたのだし、それ以外考

えられない。

「お祖母様とにかく、船から降りましょうよ」

　シフォネが控え目に大伯母にそう提案した。彼女

からは大伯母ではなく、祖母にあたるらしい。する

とシフォネとアイオナは、はとこということか。

「ええ、そうね。ファナウス、お前の商館に案内し

なさい」

「わかりました。ひとまず館の方でお休みになって

ください」

　船を降りて商館に戻ることになった。ダーシュと

してもその方がいい。
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　嘘を教えこむならば、寛いだ場所で、落ちついた

雰囲気の中で、酒と棗椰子を出した上で、というの

がアウラシール人の格言なのである。

　板を踏む音が聞こえた。誰かが下から上がってき

たのだ。

　何人かの足音がするが、荷運びの連中ではない。

　先頭に立っているのは鳶色の目をした若い男で、

明るい印象を与える顔立ちをしていた。

　供の者を三人連れている。

　癖のある長い黒髪を首の後ろで束ね、ファナウス

の物によく似た、動きやすそうな亜麻布のローゼン

ディア風衣服をまとっている。

　供の三人はローゼンディア式の、少し反りのある

片刃の剣を腰に提げているが、主人と思しきこの若

い男だけは、何も武器は身に付けていなかった。

　完全な丸腰であるだけでなく、服装も簡素だっ

た。

　ごく普通のローゼンディア人が着るような飾り気

のない、地味な服を着ている。

　少なくとも三人も供を連れるような人間が着るよ

うな服ではない。

　しかし、そのような装いとは全く逆に、当の本人

はただ者ならぬ雰囲気を発していた。

　身を飾るものは何一つないが、立っているだけで

くつろ

とび

さ おぼ

よそお
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物凄い存在感があるのだ。

　何者であろうか。

　もとより無腰であるゆえ、戦士のようには見えな

いが、商人のようでもない。

　だが見事な肉体を持っていることはダーシュには

すぐに判った。

　戦士ならば戦士らしい剣呑さとでもいうべきもの

があろう。

　商人ならば、やはり商人らしい鷹揚さや、人好き

のする感じが漂うものだ。

　だがこれほどまでに均整のとれた、完成した肉体

を持っている戦士など想像しにくいし、ましてや商

人などは見たことも聞いたこともない。

「皆さんまだ船におられるとは。早く館に行きま

しょう」

　明るさを感じさせるよく通る声だ。

　若く、快闊な印象だが軽薄な感じはしない。

　人に指示を出すのに慣れた者なのだと察せられ

た。

　――貴族だな。

　ダーシュはそう予想した。大店の跡取息子という

線も考えたが、外見から得られる印象は明らかにそ

のことを否定している。

　それに実際に大店の跡取息子ならば何度か目にし

かいかつ

おおだな
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ている。

　商館によく顔を出すエルルークとかいうダルメキ

ア商人の息子がそうだ。

　悪い男ではない、というと言い過ぎか。

　毒にも薬にもならぬ男と言った方が良いだろう。

　親の名前はハルラナム。ダーシュも名前を知って

いるくらいだから、ダルメキアでも十指に入る大商

人だ。

　強腕商人として知られている。ディブロスの商工

会でも顔役の一人だ。

　商工会というのは市内の商人や職人の総まとめを

している組合組織である。

　ディブロス市内で仕事や商売をしている者ならば

誰でも加入している事になっているが、まだ街に来

たばかりの者や、犯罪に関わる者達についてはその

限りではない。

　一般的には誰もが参加している職業単位の互助組

合、その最上位団体である。

　商工会では砂糖商人だの、船大工組合だのといっ

た各互助組合から集まった「顔役」と呼ばれる代表

者達が、様々な事柄について話し合って決定を下し

ている。そしてその結果はディブロスを支配する執

政に伝えられるのだ。

　つまり商工会の顔役と言えば、その分野では最高
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の人物であると見做されているわけなのだ。

　問題はこの親子がアイオナを狙っているというこ

とだった。

　まあ、正確には父親のハルラナムの方だけなので

あるが……。

　狙うと言ってもメルサリス商会を乗っ取ろうと

か、仕事を奪ってやろうとか、そういう分かり易い

話ではない。

　ハルラナムはアイオナの父ファナウスとは、親友

と言ってもいいくらいの間柄であるらしいし、商会

同士の付き合いもとても友好的なのだ。

　ヒスメネスからダーシュが聞いた話によると、ハ

ルラナムはアイオナの知性と商才に心底惚れ込んで

いるらしい。是が非でも息子とアイオナを結婚させ

たいのだ。

　ハルラナムはローゼンディア人の作法などもよく

理解しているという。

　だからアイオナを嫁として自家に取り込むつもり

はないわけだ。

　何故ならアイオナはメルサリス商会の跡取りだか

ら。

　そこまで解ってなお、アイオナを息子の嫁に欲し

いというのだから、その執着は侮れないものがあ

る。

み な
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　アイオナが偽装の喪に服している期間などは、毎

日のように理由を付けては商館に来ていたし、多

分、今日も商会の表玄関に姿を見せるのではない

か。

　忙しい中、全く御苦労なことである。

　ファナウスがこちらに来たことは当然、ハルラナ

ムの耳にも入っているはずだ。

　するとファナウスに直に話を持っていこうとする

だろう。アイオナを是非、息子エルルークの妻にし

たい、と。

　もちろん、話が纏まるとは思えない。なにせアイ

オナは既に結婚しているのだ。この己と。

　だが、それでもあの親子は諦めまい。

　ひょっとすると己とアイオナとの結婚は偽装であ

ると見破っているのかも知れない。

　ハルラナムの海千山千という言葉がまさに嵌まり

そうな、押しの強い顔を思い出した。

　……あり得る。

「どけ！　どかぬか！」

　強腕商人について考えていると、なにやら怒声の

ようなものが聞こえてきた。

　貼り付いたような笑顏でアイオナへ詰め寄ってく

る不気味なダルメキア人の親子については、事態が

今よりも悪化、または進展してから考えることにす

まと
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るとしよう。

　また下から誰かが船へ上がってきたようだ。

　今度は槍を持った兵士である。

　作業をしている船員や、荷下ろしをしている男衆

を追い立てるようにどかしながら渡し板を上ってく

る。ディブロスの護衛をしている兵士達だ。

　兵士の数は三人、鱗の鎧が日射しを受けて鈍くき

らめいた。

　全員が船上に上がってくると、隊長と見える男が

近くの船員を掴まえて何か聞き始めた、と思ったら

兵士達がこちらに駆け寄ってきた。

「アイオナ・リリア・メルサリスという者は誰か」

「わたしですが」

「あなたには捕縛命令が出ている。我々と一緒に来

て貰いたい」

　余りに唐突な一言に、場の空気が固まった。

「……どういう、意味ですかな？」

　ファナウスが進み出て尋ねる。

「ファナウス殿、あなたの御息女に捕縛命令が出て

おります」

「一体何故ですかな？」

「そこまでは……」

　兵士達も知らないようだった。

「アイオナ、お前は何か罪を犯したのですか？」

もら
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　大伯母が尋ねると、アイオナは首を振った。

「いいえ、大伯母様。わたくしは何も罪は犯した憶

えはございません」

「大姪はこう申しておりますが、宜しければ判って

いることだけでも話をお聞かせ願えますか？」

「はっ！」

　兵士達はアイオナの大伯母に対して礼式を執っ

た。おそらく貴族への礼法であろうとダーシュは察

した。

　ということはあの大伯母の服装は貴族の装いであ

るということになる。

　単に大伯母の外見と、あの貫禄から貴族と判断し

たのかも知れないが、おそらくは服装自体に貴族を

示すものがあるに違いない。

　外国人であるダーシュには、ローゼンディアの服

装や礼法などについての詳しい知識はないのだが、

大伯母と兵士の様子からそのくらいのことは判断が

付いた。

「畏れながら申し上ぐれば、ゼメレス家よりの訴え

であると聞き及んでおります」

　大伯母が目を見開くのが判った。それはそうだろ

う。ダーシュでさえその名前は知っているローゼン

ディアの大貴族だ。

　しかも最近その名前を耳にしている。

おおめい

おそ
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　暫し考えたダーシュは、はたと心中思い当たっ

た。

　――この間の娘か！

　途端に嫌な気分になった。

　あの気違い娘か。ダーシュは思わず眉間に皺を刻

んだ。

　数日前にアイオナと市内へ出かけたときに、ロー

ゼンディア貴族の一団と出遇したのだが、それが非

常に不愉快な経験となったのだ。

　あの娘は頭がおかしいとしか思えなかった。

　全世界が自分に平伏して、尻でも足裏でも舐める

のが当然と思っているような娘だった。

　子供ならではの傲岸さと、無知から来る独善性

が、上級貴族という社会的な背景を得た結果があれ

なのだ。

　あんな化け物を自由にさせておくようでは、富め

るローゼンディア、強大なるローゼンディアの栄華

も長くはあるまい。先の程が知れるというものだ―

―。

　そのように考えてしまうのはダーシュがアウラ

シール人であることが、やはり理由として大きい。

　強烈な男性優位、家父長制を維持するアウラシー

ルでは、女や子供が権威を振り翳すことを許さない

からだ。

しば

で く わ

かざ
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　しかもゼメレスという名前に、アウラシール人で

あるダーシュは元々良い印象を持っていない。

　これは考えるまでもなく当然の話であると言え

る。

　過去、アウラシールの連合軍がローゼンディアと

戦った歴史があり、その戦争で大敗を喫したのはア

ウラシールの都市国家連合軍の側であったからだ。

　連合軍というのは、アウラシールが多数の都市国

家の並立する地域であることからきている。

　都市国家同士での戦争や略奪は日常茶飯事であ

り、ローゼンディアやレメンテム帝国のような統一

国家ではないのである。

　その意味ではトゥライの遊牧民に似ていると言え

るかも知れない。

　時折強力な王が現れて周辺の都市国家を支配下に

置くこともある。ここもトゥライに似ている。

　しかし折角統一国家が生まれたとしても、大体、

一つの王朝の寿命は二百年以下であり、短いものだ

と数十年ということさえある。

　安定した王朝が三百年以上続くことはほとんど無

く、基本的に友好と敵意がまだら模様に入り混じっ

た状態が都市国家の間で続いている。

　要するにアウラシール一万五千年の歴史は、常に

戦国時代なのである。

せっかく
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　ローゼンディアが統一国家となってより二千三百

年。比較するまでもなく地域全体の歴史の長さでは

アウラシールの圧勝と言えるが、そのほとんど全て

が食うか食われるかの歴史なのだから、ちっとも威

張れるものではない。

　そんなアウラシールも強力な外敵が現れたり、利

益が共通したりと、事情によっては連合軍を組むこ

とがある。

　そうして今から百年ほど前にも、アウラシールは

連合軍を編成してローゼンディアと戦ったわけであ

るが、大敗を喫して壊滅したのだった。

　連合軍にはアンケヌも参加したので、ダーシュの

一族にも戦死者が何人か出ている。

　アンケヌの軍もやはり壊滅して、帰還できた兵士

の数は三割以下だったという。

　この戦争でのアウラシール側の死者は十四万人。

　ナバラ砂漠の北は人馬、巨獣の血で赤く染まった

と言われており、ローゼンディア王国軍を指揮した

クレオラ・ゼメレスの名は、恐怖とともにアウラ

シールの歴史書に刻まれることになった。

　彼女の名はローゼンディアやダルメキアでこそ英

雄だが、アウラシールやレメンテム帝国では恐怖と

憎しみを喚起するものなのだ。

　そのように、ゼメレスという名前に元々良い印象
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を持っていないところに加えて、先日の災難であ

る。

　あの気違い娘はクリュスタ・ゼメレスと名告った

のだ。

　もはやダーシュはゼメレスという名前を聞くと、

嫌悪感しか浮かばなくなっていると言っていい。

　しかしまさかあの時の事件が、まだ引き摺ってい

て、新たな問題を起こすことになるとはダーシュも

想定していなかった。

　自分は外国人だ。そしてアイオナはその妻であ

る。

　アイオナはその意味で、ダーシュの一族として保

護されることになるのだ。

　貴人の無法が通じるのは国内だけだ。外国人に無

法を強いれば問題になることが多いくらい、あの馬

鹿娘には理解できなくとも、側仕えの者達や、一族

の重鎮には判っているはずだ。

　だが、その読みは外れたようだ。

　驚くと同時に嫌気がさしてしまう。正直なとこ

ろ、驚きよりもうんざりしたと言った方が正解かも

知れない。

　それでも一応ダーシュは驚いてはいた。いたのだ

が、アイオナの父ファナウスや大伯母など、面々の

驚きはそれ以上のようだった。

な の

ず
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　兵士がゼメレス家よりの訴えだと口にしてから、

誰一人口を開く者はいなかった。

　初めは訴えてきたのが大貴族だから衝撃を受けて

いるのだろうと思ったが、どうも違うらしい。

　目立たないように、ファナウスと大伯母が素早

く、意味ありげに目線を交わすのをダーシュは見逃

さなかった。

　何かあるのだ。それが気になった。

「……ゼメレス、宗家の訴えなのですか？」

　ここでも最初に口を開いたのは大伯母だった。胆

力の差が表れていると言えよう。

「いいえ。鉄弓家よりの訴えであります」

　その言葉に大伯母が少し考えるような表情を見せ

た。

　鉄弓家というのが何を意味するのかはダーシュに

は判らないが、鉄弓がローゼンディアの恐るべき兵

器であることは知っている。

　ローゼンディアに限らず、この世界にはいくつか

そういった桁外れの威力を持つ、聖遺物とでもいう

べき物品が存在するのだ。

　その多くは祭器や武器であり、それぞれが国に

よって厳重に保管されている。

　ただしこれらの聖遺物が、国家間で奪い合いにな

ることはほとんどない。

てっきゅう
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　聖遺物の力を引き出せるのは、その力の源泉と

なっている神々を奉戴する一族や、民族だけである

からだ。

　もっとも相手にそれを使わせないという目的のた

めだけに、聖遺物の破壊や略奪が目論まれることは

ある。

　つまり奪ってもその力を引き出すことはできない

が、戦略上の観点から脅威を取り除こうという行為

はあり得るわけだ。

　しかしその場合でも、密かに盗み出すのでもなけ

れば、相手の聖遺物にまで手が届くほどの戦争を仕

掛けねばならないという問題が出てしまう。

　何故これが問題かと言えば、そのような国家存亡

の危機となれば、間違いなく聖遺物が持ち出されて

くるからである。

　本来聖遺物を使わせないための行動のはずが、ま

さにその行動によって聖遺物の行使を招き、恐るべ

き威力を味わされることになってしまうわけだ。

　これこそ本末顛倒というものであり、いずれの国

でもそれなりに、王ともなればその程度の分別は付

くのである。

　もちろん盗み出すのならばこの問題は生じない。

　だが大神殿や王宮の宝物庫の奥深くで、厳重に守

られている聖遺物を盗み出すのは至難の業であり、

ほうたい

も く ろ

わざ
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こちらもあまり現実的な考えとは言えないのだ。

　よって聖遺物の奪い合いということは、国家間で

はまずほとんど起きえない。

　皮肉な話だが、聖遺物はむしろ国家内部で、同じ

宗族の中などで奪い合いになることが多い。

　宗家と分家や、兄弟間などで聖遺物をめぐって争

いが起きるという話は、どこの国でも聞かれる話な

のだ。

　そうした聖遺物の中でも最も有名なものは、やは

り古代ナーラキアの雷筒であろう。それは神話的な

恐怖として今でもミスタリア海周辺では語り継がれ

ているのだ。

　雷筒の恐怖を体験しなかったのは、現在レメンテ

ム帝国などの存在する西方域だけである。それらの

地域は当時まだ完全な未開地域であった為に、侵略

の魔の手を免れたのだ。

　それ以外の全ての地域は、鋼鉄の武器と雷筒を携

えたナーラキア軍に脅かされたのである。

「……我が家は現在込み入った事情がありまして

な。後日娘を市庁舎に行かせますから今日の所はお

引き取りいただけませんかな」

　ファナウスが兵士達にそう願い出たが、兵士達は

戸惑っていた。

「しかし……」

らいづつ

まぬが

たずさ

おびや
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　逡巡している。強引に連れ去ろうとしない辺り、

こちらに敵意を持ってるわけではないらしい。

「すまないがこのまま帰ってくれないか？」

　ファナウスの後ろから、唐突にあの若者が前に出

てきて兵士に話しかけた。

「こちらに込み入った事情があるというのは本当

だ。それに鉄弓家よりの訴えであるならば、我々に

任せて貰った方がいいと思うよ」

　先ほどと同じような明るい声での、前向きな気配

を感じさせる言葉だ。

　そしてやはり先ほどと同じように軽薄さなど微塵

も感じさせない。

　兵士の顔色が変わった。

「あっ……あなたは……！」

「私のことを知っているのか？」

　若者は面白そうな、不思議そうな顔をした。

「あなたは……アナクシス家のゼルヴィス様」

「確かにそうだけれど、今の執政家はフィロディア

ス家のはずだ。何故君らが私の名前を知っている」

　若者、ゼルヴィスが腑に落ちないといった顔をし

ている後ろで、供の三人が苦笑しながらお互いを見

ている。

　主人と配下の間で認識の違いがあるらしい。

　兵士達と若者の会話は、無論ダーシュには判らな
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い。知らない名詞があるからだ。

　それでも、どうやらこの若者が有名人であるらし

いことは察しが付いた。

「今言ったが、こちらには込み入った事情があるん

だ。説明するには少し時間が必要になるし、君らの

立場で聞くべき話かどうかの判断も難しい。だから

ここはそのまま退き下がってくれないか？　何か

あったらアナクシス家の城館に来てくれれば、問題

は私が引き受けることを約束しよう」

　ゼルヴィスの言葉は明瞭で、誠意を感じさせるも

のだった。

　初見の時から印象の強い男だとダーシュは感じて

いたが、それだけではない。

　何故だか解らないが、この若者には人に良い印象

を抱かせる力があるようだ。

「ははっ！」

　兵士達は全員が拳を交差させるような礼法をする

と、身を翻すようにして船を下りていった。

　おそらくは兵士達と、ゼルヴィスのアナクシス家

とやらには、何らかの血縁的な関係があるのだろう

とダーシュはアウラシール人らしい発想で考えてい

た。

　でなければこのゼルヴィスという男が特殊な立場

にあるか、このディブロスで有名人であるかだ。

わか
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　だが有名人だとすればダーシュが知らないのだか

ら、それほど有名というわけでもないのだろうか。

どうもわからない。

　大概は港に行くものの、床を離れてからのダー

シュは結構ディブロスの市街も歩いて廻っている。

　また暗殺者に狙われるのではないかと心配するの

で、あまりアイオナには報告せずに外出している。

　監視の目を盗んで、というと聞こえが悪いが、つ

まりはそういうことである。

　ダーシュが起き上がれるようになってからは、ア

イオナは商会の仕事の方をよく手伝っているので、

商館を脱け出す機会はいくらでもあったのだ。

　それでも外出にはホイヤムが付いて来ているの

で、無警戒というわけでもない。

　であるから今ではそれなりに、このディブロスの

町について色々と知識を持っているのだ。

　ゼルヴィスが口にした「今の執政家はフィロディ

アス家」という言葉の意味は、文字どおりに考えて

いい。

『執政家』というのは、ディブロスを統治する執政

の家のことであり、おそらく執政を出す家柄には交

代制度があるのだろう。

　ディブロスはローゼンディア王に任命された執政

が、代理として支配していると聞いている。

ガ ズ ー

ぬ
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　そしておそらくアナクシスもその『執政家』の家

柄なのだろう。

　だとすればかなりの名門貴族ではないだろうか？

　そんな男が何故、今この場に居るのか。

　ダーシュは興味が湧いてきた。

「ちょっと待って……」

　唐突にアイオナが呟いた。

「ゼルヴィス……アナクシスって、あのゼルヴィ

ス・アナクシスかしら？　海将家の？」

「有名人なのか？」

　ダーシュが尋ねたが、アイオナの耳には聞こえて

いないようだった。

「あの、ゼルヴィス殿だぞ。ペルギュレイオンの競

技会優勝者のな」

　あの、を強調してファナウスがアイオナに教え

た。

「……どうしてここにいるの？」

　アイオナが驚きもあらわにファナウスに問うと、

ファナウスは得意気に、そして若干意地悪げに微笑

んでこう言った。

「お前と会うためにここに来たのさ」

「嘘でしょう……」

　アイオナが口元を蔽っている。声が震えていた。

　相当な驚きを感じているようだった。

おお
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「知り合いという風でもなさそうだが、あの男につ

いて何か知っているのか？」

　アイオナは返事の代わりに軽く深呼吸をした。

ゆっくりと息を吐いた。自分を落ちつかせようとし

ているのだろう。

「サザロスのゼルヴィスなのね？」

　サザロスと言えばローゼンディアでも有名な海の

都だ。ゼルヴィスはそこの出身なのか。

　そしてペルギュレイオンと言えば、ローゼンディ

アでも有名な大祭だ。

　これはペルギュレーのメーサー大神殿で行なわれ

る大祭であり、三ヶ月の間続く、ローゼンディアで

も最大の祝祭の一つなのだが、この祭りの期間に競

技会が同時に行なわれるところに特徴がある。

　ローゼンディアでは大祭の際に、競技会を催すも

のが全部で四つあり、それらを四大競技会と呼ぶ。

　それぞれ開催期間も開催地も違うものの、どれも

ローゼンディアや周辺衛星国では熱狂的な祭りとな

る。

　かつてローゼンディアが統一される以前から、こ

れらの大祭期間中は、たとえ戦争中の都市国家も戦

争を中断して参加していたというほどのものであ

り、ローゼンディア人にとっては特別な意味を持つ

ものなのだった。
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　無論、外国人のダーシュにはぴんと来ない話で

あって、ペルギュレイオンと聞いても相当に大きな

大祭で三ヶ月に亘って催されるらしいということく

らいしか判らない。

　ダーシュはペルギュレーに行ったこともないの

だ。

　だからその大祭で競技会が催されるということは

聞いてはいたが、どうやらこの男はその優勝者らし

いというところがダーシュの判断の限界だった。

　とはいえ競技会で優勝というのもなかなか出来る

ことではない。

　なるほど完璧とも思える体の印象は、そのため

だったか……とダーシュが軽く納得している横で、

アイオナは瘧にでも襲われたかのように顫えだして

いた。

「おい、どうした？」

　アイオナは答えない。答えられない様子だ。

「外国人である貴方にはお解りにならぬことでしょ

うが――」

　イネス大伯母が口を開いた。

「ローゼンディアにあっては、四大競技会の優勝者

とは、地上における最大の名誉を得た者なのです」

　ゆっくりとした口調でダーシュに教えるように

語った。

わた

おこり ふる
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「伯母上、それでは彼には解らぬでしょう」

「私の言葉が気に入らぬという意味かえ？」

　じろりとファナウスを一瞥する。

「いえいえ!!　もっと判りやすい言葉で伝えるべきか

というだけですよ。対話には判りやすさが何より重

要ですからな。話は具体的に、明解に、です」

　大袈裟な身振りを交えてイネスに言い訳をした

後、ファナウスはダーシュに向き直った。

「さて、ダーシュ・ナブ・ナグム殿。いや、婿殿と

お呼びした方がいいかな？」

　アクルと最初のケザムで呼ぶというのは悪くな

い。アウラシールでの呼びかけ方としては妥当であ

る。

　それほど親しくはないが、見知らぬというほどで

はないという感じの距離感と、それに伴う礼儀を含

んだ呼び方であり、一般的な名前の呼び方である。

　さすがに大手の商人だけあって、アウラシールで

の作法も辨えているということか。

「岳父殿のお好きなように」

　ダーシュは尊敬と、多少の感心を込めて再びアウ

ラシールの礼法を取った。

「では親しみを込めてダーシュと呼ばせて貰おう」

　ファナウスは微笑した。とても魅力的な笑顔だ。

凄みがあるほどに。

いちべつ

お お げ さ

わきま
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「我々にとって四大競技会での優勝と言えば、その

栄誉は言葉にできぬほどのものだ」

「はい」

「こちらのゼルヴィス殿がその一人だ。彼は槍投げ

と、イスキュロン走の両方で優勝している」

「はい」

　ダーシュは返事をしながら頷いていた。無言では

非礼になると考えたからだ。

「四大競技会では、どの種目でも優勝した者には

数々の権利が与えられるが、その中の一つに、ロー

ゼンディア全ての王侯貴族を呼び捨てにできるとい

うものがある」

　ダーシュは息を呑んだ。王族を呼び捨てだと？

「……競技に参加できるのは王族貴族だけではない

のですか？」

　参加者が王族、少なくとも上位の貴族という事な

らば、そんな乱暴な慣習も成り立つのではないかと

予想してダーシュは尋ねたが、ファナウスはその疑

問を粉砕するように首を振った。

「一切の制限はない。猟師だろうが羊飼いだろう

が、外国人だろうが関係はない」

「それは……」

「不敬かな？　それとも非常識と考えるかね？　だ

がそれが我々ローゼンディア人の四大競技会に対す
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る自然な慣わしなのだ。どの種目であれ、優勝者に

は王侯貴族を呼び捨てにする権利と、三年間の税役

の免除、そして神殿の壁面にその名前が刻まれる栄

誉が与えられる。何故だと思う？」

　ダーシュは無言で首を振った。わからなかったか

らだ。

　言葉で返事をするつもりでいたのに、無言になっ

てしまったところにダーシュの驚きが表れていた。

「競技で優勝するということには神々の意志が働く

と我々は考えるからだ。だからこそ、優勝者には

神々の力が宿っていると感じるし、我々はそれを敬

うのだ」

「……なるほど。理窟は判りました。ご説明どうも

ありがとうございます」

　地上における神の体現者というわけか……。

　なるほどそれなら崇められるのも解る。

　神を体現するという意味では、アウラシールで行

なわれる新年祭の王のようなものだろうが、それと

違ってこちらは競技会での優勝というおまけが付い

ている。

　大多数の観衆の目の前で起こる劇的な物語を踏ま

えている分、毎年単調に繰り返される王の新年祭よ

りも人々の心に訴えかける力は大きかろう。

　アイオナはまだ小さく顫えていた。

レアナハトゥ

ふる
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　神の威に打たれたというところか……そう考えて

ダーシュは不快感のようなものを持った。

　何故不快に思ったのかは自分でもわからない。

　ただアイオナらしくないなと感じただけだが、そ

こには確かに不愉快さに似た心の動きがあった。

　ダーシュ自身、少し不思議に思った。

「……そのゼルヴィス殿が我が妻に会うためにここ

に来たと？」

　ダーシュが尋ねるとファナウスは難しそうに眉を

寄せた。

「そこが問題なのだ」

「あ、あの！」

　シフォネが遠慮がちに会話に入ってきた。

「商館の方へ参りませんか？　ここでお話をしてい

ても仕方ないと思いますし……」

「たしかにそうね」

　大伯母のイネスが同意した。

「商館へ行きましょう。そこで全てお前に話しま

す」

　アイオナの方を向いて言った。

「お前が知らなければならないことです」
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第二章

　グヌグは下劣で、尊大で、貪欲で、淫乱で、およ

そ人間の示しうる醜悪さを一人で全部背負っている

ような男だった――というのはさすがに言い過ぎか

も知れない。

　けれどどれほど憎悪し、呪っても飽きたらぬほど

イシュタトはグヌグを憎んでいた。

　それだけの理由がイシュタトにはあったし、イ

シュタトの仲間たちもそれは肯定するところでも

あった。

　グヌグはアンケヌの東城壁の近くに住居を構える

商人で、大きな財産を持っている男だった。

　そして財産を持つ者の多くがそうであるように、

その中には沢山の奴隷が含まれていた。

　イシュタトはその中の一人だった。

　広い敷地を持つグヌグの屋敷は、グヌグとその一

族が住む区画と、召使いや奴隷達が住む区画とに大

別される。

　それぞれ水場は別になっているし、グヌグの暮ら

す区画には当然、作業場や家畜小屋はない。

　代わりに水を引いて池と小川を模した美しい中庭

がある。中庭には鳥籠が置かれているが、それも家

畜ではなくて愛玩用の小鳥だった。
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　一方召使いや奴隷達が暮らす区画では、水場を備

えた中庭を中央にして、周囲に建築物が並んでいる

という作りだった。

　どの建物も同じような形をしていて、日干し煉瓦

で作られていたが、どれも見るからにいい加減な建

て方であり、輪郭が歪んでいる建物もあった。壁も

薄く、所々崩れかけているものが多かった。

　窓はただ四角く切ってあるだけで、何かを取り付

ける事を考えた作りにはなっていなかったが、それ

でも住人達が暑さ寒さを凌ぐ為に、くたびれた簾

や、汚れた布が吊るしてあったりした。

　それでも何かあればまだ良い方で、窓には何もな

い家がほとんどだ。日射し避けの透かし板など当然

あるはずもない。

　それら見窄らしい建物たちが、召使いや奴隷達が

暮らす居住用の家屋や物置、そして家畜小屋だっ

た。

　中庭の真ん中にある作業用の水場は、どの家から

もほぼ均等の距離にあった。

　召使いや奴隷達の暮らす区画では水場は共通なの

だ。

　これは貧乏な下級市民や、流民が暮らす集合住宅

などでもよく採用されている設計方式であって、ア

ウラシールの大抵の都市で見られるものである。

しの ダムリ

み す ぼ

たいてい
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　砂漠と荒野が続くアウラシールでは水は命の源で

あり、楽園の象徴であるから、水場が中央に来るの

はごく自然な発想なのだった。

　水場であるから中心には井戸が掘られている。

　ここの召使いや奴隷、家畜など、彼らの水を賄っ

ているのは全てこの井戸だった。

　グヌグとその一族以外の者は全員がここの水を使

うのだ。

　ただし奴隷は水場を使える時間帯や状況に制限が

課せられていて、いつでも自由に使えるというわけ

ではない。

　今は奴隷が使っても良い時間帯だった。もちろん

屋敷の召使いや、出入りの業者などが来れば場所を

空けなければならないが、少なくとも水場を追い立

てられることはない時間帯だった。

　イシュタトはその井戸水を汲み上げ、頭から被っ

ていた。

　布があればそれを浸して体を拭いても良かった

が、棒で打たれた傷がまだ血を流している状況では

それはやりたくない。

　痛みに耐えられぬわけではないが、わざわざ痛い

思いをする必要もないと思ったからだ。

　傷を水で流しておけば、この程度の傷ならば悪く

することはないだろうという読みもある。今までの

まかな

く かぶ
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経験から来る判断だった。

　イシュタトの肩や背中は少年らしいなめらかな皮

膚に包まれていたが、それがあちこちで裂けて、そ

の裂け目が盛り上がり、血を滲ませていた。美しい

褐色の皮膚の所々に青黒くなった痣がある。

　痛々しい背中だった。

「……イシュタト」

　少しくぐもったような呼び声に振り向くとメニエ

フが立っていた。イシュタトと同じ、この屋敷で使

われている奴隷の少女だ。

　ただしイシュタトと違うのは、メニエフは生まれ

ながらの奴隷だったが、イシュタトはそうではない

という事だ。

　イシュタトの父は罪を犯して死に、そしてイシュ

タトの一族は奴隷に落とされた。

　今では誰がどこにいるのかも、生きているのかど

うかさえも、全く判らない。

「……またご主人様に打たれたの？」

「見れば判るだろ」

　ぶっきらぼうに言い捨ててまた水を被る。

　ナバラ砂漠では水は黄金に等しい――多くの場

合、水は黄金以上の貴重品だが、このアンケヌには

豊富な地下水がある。

　アンケヌ市内に限れば水に不便することはない。

にじ

あざ
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だからこそローゼンディア商人までが移住してきて

商売をしているのだ。

　ローゼンディア人は風呂無しでは生きられない。

　風呂は莫大な水を必要とする。だからローゼン

ディア人の住む場所は豊かな水源を持っている土地

が選ばれる事が多い。

　しかもアンケヌには温泉がある。地下温泉だ。こ

れでローゼンディア人が住み着かないわけがない。

　まるで海に投じられた壺の中に魚や蛸が棲み着く

如く、ローゼンディア人はアンケヌに住み着き始め

たという。

　この地下温泉は旅行者の目玉にもなっているが、

アンケヌを訪れたローゼンディア人の間では「ここ

に行かぬ者は死ね」とまで言われているそうだ。

　イシュタトは体など拭いて済ませればいいと思う

のだが、彼らは我慢がならぬらしい。

　巨大な池のような浴槽を作り、そこに大量の湯を

張るという恐ろしく無駄な事をしている。

　浴槽など身を清めるだけの湯が入れば十分ではな

いか。ところがローゼンディア人は浴槽に浸かりた

がる。

　間抜け面をして湯に浸かっている人を見れば、そ

いつはローゼンディア人だというのは冗談ではな

く、本当のことだった。

す つ
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　メニエフが清潔な布を持ってきて水に浸して絞っ

た。そっとイシュタトの傷の周りを清め始める。

「つっ！」

「ちゃんときれいにしておかないと後で膿むかも知

れないわ。そうなったら死ぬかも知れないのよ？」

　実際、棒で打たれて死んだり、後になって熱を出

して死んだりといった奴隷は珍しくなかった。

「……だからこうして水を浴びている」

「痛いだろうけれど我慢してね」

　メニエフは済まなさそうに言うとイシュタトの傷

口をできるだけ刺激しないように、しかし丁寧に清

め始めた。

　時々飛び上がりたくなる痛みが走ったが、唸るだ

けでイシュタトはこらえた。

　棒で打たれる奴隷はみな泣き叫ぶ。

　イシュタトは一度も叫んだことはない。叫べば嘲

られ、グヌグを満足させるだけだからだ。

「僕のことよりお前はどうなんだ？」

　振り向いてメニエフに問うた。彼女は先日、グヌ

グの妻の一人に殴り倒されたのだ。

　詳しい事情は知らないが、イシュタトはメニエフ

に落ち度があったとは思っていない。

　第二夫人のジャヌは癇癪持ちで有名なのだ。おそ

らくジャヌが癇癪を起こした場にメニエフが居合わ

あざけ

かんしゃく
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せた、それだけのことだろう。

　あのとき口を血まみれにしていたが、それはどう

なったのか。

　メニエフはにっこり微笑むと、可愛らしい口をイ

シュタトに開いて見せた。

　右の頬の内側に大きな切傷がある。その近くの歯

が二本折れていた。

「……酷いな」

「ううん。大丈夫。でもこれからは固い物はあまり

食べられないかも……」

「それじゃ何も食べられないな」

　イシュタトは皮肉を言って唇をゆがめた。

　奴隷が与えられるウナは石のように固いのだ。古

く、冷めたウナを配給されるためだ。

　ウナはアウラシールでは一般的に食べられている

パンだが、幾つかの種類がある。原初のパンであ

り、無発酵である。だから冷めると石のように固く

なる。

　そんな物が奴隷には与えられる。水を付けない

と、とても食べられる物ではない。

　イシュタトの皮肉にメニエフはころころと笑っ

た。

　つられてイシュタトも笑う。ゆがめられていた唇

が、照れたような少年らしい形に変わる。
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　水場に少しだけ、少しだけ、そっとなごやかな風

が吹くようだった。

　メニエフは優しい。優しくて強い。おそらく歳は

イシュタトと同じくらいだと思うが、正しい年齢は

判らない。

　働き者で気立ての良いメニエフは皆の人気者だ。

イシュタトもその姿を見ると、つい目で追ってしま

う。

「何が面白いんだ？」

　唐突に不快そうな、押しつぶした声が聞こえた。

　奴隷に日傘を差し掛けさせて、グヌグが立ってい

た。イシュタトを睥んでいる。

「まったくお前はいくら仕置きをくれても堪えん

な。そのいじけた性根は誰から受け継いだんだ？

んん？」

　太った体を揺すりながら水場へと歩いてくる。

　メニエフが素早くその場に平伏して、額を地面に

付けた。わずかに遅れてイシュタトもそうした。

　イシュタトはこの行為が反吐が出るほど嫌だった

が、しないわけにはいかなかった。これは奴隷の日

常の作法なのだ。

「罪人の子供など買い取らなければ良かったよ……

ワシは今でも後悔しておる。ああ、メニエフ、お前

はいい。お前は良いんだよ」

こた
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　気味の悪い甘い声を出すグヌグ。最近は、グヌグ

がメニエフに妙な態度を取ることが多い。

　その意味を察すると、イシュタトは自分の腸が煮

えて腐るような気がするのだった。

「この間はジャヌがお前を打ったそうだね。可哀相

に。お前の顔に傷が付かなくて本当に良かったよ」

　メニエフは無言で額を地面に擦り付けた。

「……今日はとても身分の高い御方がこの屋敷へ来

るんだ。お前はその御方のおもてなしの準備をしな

くてはいけない。台所へ行きなさい」

「はい。ご主人様」

　綺麗な声で答えるとメニエフはすっくと立ち上が

り、台所へ小走りに駆けていった。

　その後姿をグヌグはじっと見ていたが、やがてじ

ろりとした目をイシュタトに向けた。

「……そんなところで何をしている。怠けていない

で仕事をせんか。やるべきことはいくらでもあるだ

ろうが？」

　イシュタトは無言で立ち上がり、馬小屋に向かっ

て歩き出した。

　別に母屋の方に向かっても良かったのだが、グヌ

グの立っている方へ歩いていくのは嫌だったのだ。

　これだけ大きな屋敷だと、どこに行っても何かし

ら奴隷はやる仕事がある。

はらわた
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　だからそれをやればいい。命じられた仕事を。体

が動かなくなって、市の外れに捨て置かれるその日

まで。

　絶え間なく続く恐怖と苦痛、それが奴隷の人生と

いうものだった。

　それでも家内奴隷はまだましかも知れない。

　軍事奴隷ならば常に戦いに駆り出されるし、イ

シュタトのようにアウラシール人の場合には稀では

あるものの、農園奴隷という地獄の道行きもある。

　不意にさっとイシュタトの頭上を影がかすめた。

　思わず目を向けると黒い大きな鳥が、屋敷の正門

の方向へと低く飛んでいくのが見えた。

　――鳥？

　イシュタトには何の鳥かすぐには判らなかった。

　強い日射しの下を、大きな翼を拡げた焦げ茶色の

鳥が飛んでいく。

　――鷹？

　アンケヌの市内を、それもこんな低い高度を鷹が

飛んでいくわけがない。

　鷹は高く、高く飛ぶ鳥だ。

　それが降りてくるのは獲物を仕留めるときだけ。

　そして鷹の獲物は人間の住む都市には少ない。

　家畜は山犬や鷹の被害を常に意識して飼われてい

るからだ。小屋や番犬で守られている家畜を、鷹が

まれ
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襲うことはほとんどない。

　だから鷹の狩り場は人の住む領域の外にある。

　イシュタトは鷹が飛び去った方角へと目を向け

た。

　けれど、ただつっ立って鷹を目で追っているイ

シュタトをグヌグが見過ごすはずはない。

　怒声が投げつけられてくるはずだった。

　しかし怒声が飛んでくることはなかった。代わり

に慌ただしくグヌグは正門へと向かった。

　それが、全ての変化の始まりだった。

　予兆は鷹が運んでくれたのだと。イシュタトは今

でもそう信じている。

　正門の前には一団の兵士を連れた若い男が立って

いた。

　兵士達は皆、一様に顔の半分を白い布で覆い、短

めの槍を携えていた。

　これが名高いゴーサの傭兵達であるというのは、

その時のイシュタトには判らなかった。

　中央に立っている若い男は、明らかに身分が高い

と知れる様子だったが、輿には乗らずに徒歩だっ

た。

　昼の外出なので流石に日傘が差し掛けられていた

が、徒歩でいるというのは、これだけの貴人にして

は珍しい。

たずさ

こし

さ す が
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「ようこそ！　ようこそおいで下さいました摂政閣

下！」

　グヌグはほとんど歌うような調子でこの貴人に話

し掛けた。

「まさかこんなに早くおいでになるとは思いません

でした！」

　アウラシールでは一日の開始は日没が起点にな

る。

　昼間というのは他国で言う早朝にあたるのだ。

　時間外れの客人に対して、グヌグはまるで舞台上

で役者が演じているような、大袈裟な敬意と歓迎の

意を示そうとしていた。

「……中庭に奴隷を集めろ」

　貴人は低く、一言だけそう言った。

「はあ？」

　グヌグが間の抜けた声を出す。

「貴様の所持する奴隷を全て、中庭に並べろ」

　貴人はグヌグの方を見ようともせずにそう命じ

た。

　妙な雰囲気だった。

　何かが起きているのは、いや、起きつつあるのは

その場の誰もが感じていただろう。

　だが何が起きていたのかを知っていたのは、その

貴人、つまりザハト本人だけだったに違いない。
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　それ以外の誰にも、何もわからなかったのだ。

「か、かしこまりました……」

　ただならぬ気配を察してグヌグは肥満した手を打

ち鳴らした。

　指示に従って奴隷達が中庭に並ぶ。母屋で仕事を

していた者達も出てくる。その中にはメニエフの姿

もあった。

　馬小屋に向かいかけていたイシュタトもその奴隷

の列に加えられた。

　奴隷がこうして並べられるときは碌なことがな

い。

　売られるか、罰せられるか、殺されるか、そのど

れかだ。

　だから誰もが暗澹とした表情でその場に並んだ。

　日射しは強く、奴隷達の影が地面の上にも一列に

並んだが、どの影も黒く濃く、影の主たちの陰鬱さ

や精彩の無さとは対照的だった。

　うつむき加減に並んだ奴隷達の前をザハトは歩き

出した。

　日傘を差し掛けていた奴隷の大男が慌てて追いか

けてくるが、ザハトの歩は速く、たちまち日傘の外

に出てしまう。

「摂政閣下……一体何を……！」

　戸惑うグヌグの声もザハトを追う。しかしザハト

ろく

あんたん
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の足は止まらない。

　その場には多くの人間が居たのに、中庭に聞こえ

たのは、たった一人の編みサンダルが砂を踏む音

だった。

　その音が止まった。イシュタトには編みサンダル

を履いた足の先だけが見えた。

　イシュタトは目を下げていた。目の前にいるのは

貴人である。じかにその顔を見ることは不敬にあた

るからだ。

「……顔を上げろ」

　しかし命じられては従うしかない。

　イシュタトは顔を上げ、ザハトを正面から見つめ

た。

　今でもこのときの気持ちを言葉で表すことがイ

シュタトには出来ない。

　押し殺した怒り、としか表現できぬような表情を

ザハトはしていた。

「お前の名は？」

「……イシュタトでございます」

　慌てて平伏しようと膝を曲げかけた途端――

「そのまま動くな！」

　ザハトに一喝された。鋭い声だった。イシュタト

は反射的に身を硬くしてしまった。

「平伏など許さぬ。そのまま己の足で立っていろ」
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　手に持った杖を突きつけてザハトは命じた。

　イシュタトにとってザハトは初めて会う相手だっ

た。

　ところが何故かは判らないが、明らかにザハトの

中には怒りがあった。それも巨大な怒りが。

　それでもイシュタトは疑問には思わなかった。奴

隷の身の上に降り掛かる理不尽などいくらでもある

話だからだ。

　何故かは知らないがこの貴人は自分に怒りを抱い

ているようだ。

　恐らく殺されるだろう。頭の中でそんなことを

思っただけだった。

　怒りを抱えたザハトに対して、イシュタトには落

ちつきがあったわけだが、その落ちつきも一瞬で消

えた。

　信じられぬ事にザハトはイシュタトに歩み寄り、

その右腕を掴んだからだ。

　これだけの貴人がじかに奴隷に触れるなどまず有

り得ない。

　さすがにイシュタトも驚いた。

　ザハトの目はイシュタトの右肩を食い入るように

見ていた。そこには奴隷の刻印があった。

「……お前の父の名は？」

　意味不明の質問だった。自分が幼児の頃に死んだ

つか
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父親が、何故今になって関係してくるのか。

　しかし問われて答えぬわけにはいかない。

「……ギジムでございます」

　イシュタトは答えた。アンケヌ王に逆らい、叛逆

者として殺された父の名を。

　そしてその答えを確信に近い形で予想していたザ

ハトは、ゆっくりと息を吐いた。

　長く、胸の中にある諸々の思いと共に息を吐い

た。

　震えるように。
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第三章

　中庭には風が吹いていた。

　強い風ではない。柔かい、優しい風だ。

　だから風があるというよりも空気が動いていると

言った方が良いかも知れない。

　ゼメレス族の館はどれもディブロスの中では南側

の陰、それも海が側面に来るような位置にあったか

ら、初めて見たときには立地条件が悪いと感じたも

のだが、今では逆に良かったのだと思っている。

　潮風を直接には受けないで済むし、強烈な日射し

に晒される部分も少ない。

　さすがに湿気はかなりのものがあったが、元々が

ゼメレス族は湿気対策は心得ている。

　ゼメレス族の領地は大部分がドラステリオンとテ

ラモンの大森林であり、しかも北はフェルシナ大内

海に面しているので、乾燥とは無縁の土地なのだ。

　それに南の岩山のお蔭で、一日に何度か強い風が

屋敷の上を吹き抜けていく。これが湿気を飛ばして

くれるのだ。

　季節によるがこの風は決まった時間帯に吹く。今

はその風もなく、中庭を散策するには良い時間帯

だった。

　この中庭は本国の領地から呼び寄せた職人達が、

さら
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手間を惜しむことなく作り上げた庭園である。

　本国のゼメレス様式を踏襲した、乱雑でありなが

らどこか暗く、秘やかな秩序と美しさを持った見事

な庭園だった。

　見ていて飽きない庭であったし、事実見て歩くの

も好きだったが、今はそんな気分ではなかった。

　正直なところを言えばルキアは苛つきを感じてい

た。

　どうしてこういつもいつも問題が起きるのか。し

かも問題の起こり方は大抵似たような経路を通るの

だ。いい加減うんざりする。

　ディブロスのゼメレス族の館は、本国と同じく、

全体で一つの建築となるような様式が採用されてい

た。

　つまりそれぞれの建物が通路などで結ばれている

のではなく、用途に応じてそれぞれの場所があり、

それが通路で結ばれているのだ。

　全体が一つの屋敷であり、家のような作りになっ

ているのが特徴だった。

　ディブロスの執政館を別とすれば、ルキアは他の

宗族の館をじっくりと時間をかけて見たことはな

い。だから確信はないが、館を建てる際にこのよう

な作りをするのはゼメレス族だけではないかという

気がする。

ひそ

いら

たいてい
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　慣れ親しんでいる点を差し引いても、こういう作

りは嫌いではないし、どちらかというと好きだった

が、人を捜して移動をするとなると別だった。あち

こちを歩き回らなければならなくなる事が多いの

だ。

　今はこの屋敷に滞在しているゼメレス族は鉄弓家

が二家、それも家長ではなくルキアとクリュスタの

二人だけだ。

　それに随う供回りの者達と、家中の戦士に使用人

を加えても、この館の規模に比して考えれば決して

大人数ではない。

　他の氏族ならば、ここを館とは呼ばずに城塞と呼

ぶだろう。

　この十倍の人間でもこの館は、充分に余裕を持っ

て運営していけるだけの大きさがあるのだ。

　人気の少ない広大な館の中をルキアは歩いてい

く。

　その歩みは優雅であり、内面の苛つきやうんざり

した気持ちなどは一切表れていない筈だ。

　長い時間をかけて、その言葉や立居振舞、声や表

情、そうした全てを自己の意志の元に完全に支配す

るようルキアは心掛けてきた。

　だから誰も自分の内面を読み取れる筈がない。読

み取らせはしない。

てっきゅう

したが

はず

た ち い ふ る ま い
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　柔らかな風を受けながらルキアは今向かっている

建物へと目を上げた。

　正確には今歩いている中庭も同じ建物の内部なの

で、外部から別の建物に向かっているわけではな

い。

　ただ中庭からは、周りよりも高い独立した区画と

して見えているのである。

　その場所はいくつかの広間を持った部屋を、縦に

重ねた作りをしていた。

　他の氏族では塔とでも呼ぶところだが、ゼメレス

族には塔という建築物がない。代わりに楼閣という

のだった。

　基底部の土台だけを石組みで作り、その上に、木

と土で組み上げた楼閣が建てられている。

　楼閣には単層のものと重層のものとがあり、円形

のものと四角いものがある。

　それぞれが用途によって形や高さが決められてい

るので、ゼメレス族の者なら外観を見ただけで、ど

の楼閣が何に使われているのか判るのだ。

　ここで一番高いものは四重層だが、間に飾り屋根

が付いているので六重層に見えるのが特徴だ。

　その建物が主にここディブロスでの政務を行なう

場所ということになる。今はルキアからは背後の位

置になる。

たて

ろうかく
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　楼閣が廊下によって連なるというのはゼメレス族

ではよく使われる様式であるが、他の宗族では守備

上の脆弱さからあまり採用されることはないと聞い

ている。

　とにかく地勢上の条件や歴史的な経緯などが重

なって、ゼメレス族の暮らすトラケス地方ではこの

様式がずっと踏襲されてきた。

　ゼメレス族はローゼンディア建国にも関わった大

族であり、偉大なる狩猟神の末裔である。

　狩猟神ダルフォースの血を引く氏族は、王国の西

と東にそれぞれ存在し、ゼメレス族は東の一族で

あった。

　そして王国貴族の頂点を占める『七宗家』の一つ

でもある。

　トラケス地方もその大部分がゼメレス族の支配下

にあり、概ねトラケス地方はゼメレス族の土地と

言ってしまって差し支えない。

　それにしてもディブロスの館は、故郷の楼閣と

違って神木を使っていないのが残念なところだ。ル

キアは常々そんな事を思っている。

　もちろんそれは「主な建材が神木ではない」とい

う意味であるが。

　ここでも要所要所では神木を船で持ちこんで使用

しているのだ。

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ
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　神木とはシトロリオンと呼ばれる樹木であり、ト

ラケス地方にしか生えていない。

　古代より珍重されてきた樹木であり、主に建築の

材として使用されてきた。

　伐り倒してから何十年という長い年月を寝かせる

ことで、初めて本来の特性を表すこの樹木は、加工

しやすく強靱で、湿気にも乾燥にも強く、何より能

も言われぬ芳香を放つことで知られる。

　古代ナーラキアの帝王達が皇族以外の使用を禁じ

たほどの樹木である。

　今では南方のイビドシュ杉と並んで最高の建材と

して、法外な値段で取り引きされているが、ゼメレ

ス族にとっては年間の伐採数の範囲でなら、ほぼ自

由に手に入る木材だった。

　とはいえここは本国より遠いディブロスである。

　氏族の館を建築するといっても、神木を自由に使

えるわけではない。

　ローゼンディア王家の館でさえ特別な場所にしか

使えぬ神木を、ゼメレス族の本国領地では贅沢に

使って建築が行なわれているのだ。

　宗家の館などはほぼ全ての建材が神木で出来てお

り、アウラシールの王侯ですらその話を聞くと溜め

息を漏らすという。

　ゼメレス族の暮らしは神木に囲まれている。そう

え
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言っても間違いではないのだ。

　そのために神木が漂わすあの芳香を、生活の中に

含まれる当然の一部と考えてしまうきらいがある。

　ゼメレス族の貴族では香を嗜む者が多い。

　良い香りなしには生活が味気なくなってしまうか

らだ。

　その考え方自体がすでに他の宗族とは違うことに

気付く者は少ないが、ルキアはその数少ない一人

だった。

　それでも「残念なことにこの中庭には匂いがな

い」そう感じてしまう。

　神木は館の重要な部分にしか使っていないから、

建物の中のそれも特定の場所でないとあのシトロリ

オンの芳香を楽しむことはできないのだ。

　中庭の中央には青銅の大祭器が置かれている。

　これはゼメレス族の最高の宝物である『大釜』を

模したもので、骨占いのためのものだ。

　骨占いは東のゼメレス族が始祖神ダルフォースよ

り授かった神聖な祭儀であり、異能である。

　だからゼメレス族の重要な拠点には、必ず骨占い

のための大祭器が設えられている。

　大祭器の周囲の柱には香を入れた金籠を掛ける鈎

が付いているが普段は空だ。

　それに一日に何度も、この中庭を強い風が吹き抜

たしな

しつら

かぎ
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けていくので、せっかく香が焚き込めてあっても吹

き飛ばされてしまう。

　ただ残念なことばかりでもない。ここディブロス

ではローゼンディアにはない、様々な香がアウラ

シールの商人達によって持ちこまれている。

　それを試したり購入することは、ゼメレス館の貴

族達にとっては大きな楽しみだった。

　突然、皿か何かが割れる音がルキアの耳を襲っ

た。思考が断ち切られて思わず首筋に緊張が走る。

　それですぐに嫌な予想が当たったことを理解し

た。解決すべき問題が増殖したのだ。

　向かうべき方向が判ったのは助かるが、起きて欲

しくない嫌な事態がまさに生じたことを知るのは、

良い気分ではない。

　軽くため息を吐いてルキアは少し足を速めた。

　中庭から屋根付きの廊下に入り歩いていく。廊下

にはイビドシュ杉の柱が並び、その上には廊下の屋

根を支える弓形をした、交差する木製の梁がある。

　柱には花と蔓草を図像化した紋様が飾り彫りに

なっている。柱や梁の表面は楼閣に合わせて朱色と

焦げ茶色で塗装されていて、落ちつきを感じさせる

意匠だ。

　今度は金切り声がルキアの耳を打った。

　目指すべき場所は二階層上だと判った。建物に入

はり
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り階段を上がる。

　また叫び声。

　階段を上がって上の階の廊下を少し歩いた先の部

屋なので近い。脳天に突き刺さるかのように聞こえ

る。

　うんざりする気持ちを抑えてルキアは部屋に足を

踏み入れた。

「クリュスタ」

　叫び声を上げていた犯人に声を掛ける。

　クリュスタは大皿を頭上に持ち上げている姿勢の

まま固まった。

　まなじりをつり上げた怒りの形相がたちまち崩れ

て不安げな表情になった。

　間違いなくあれを床に叩きつけるつもりだったの

だろう。危ないところだった。

「その大皿を卓の上に下ろしなさい」

　部屋の中では侍女のフィナが床に膝を突いて顔を

伏せている。その近くには叩きつけられた盃の破片

が散らばっており、先ほどの音の正体はこれだろう

と推察させた。

「お姉様……」

　怒りから一転してクリュスタと呼ばれた少女はお

ろおろとし始めた。

　言われた通りに大皿を近くの卓の上に置く。

おさ

さかずき
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　ルキアは足元のフィナに眼をやった。伏せられた

その面が、どんな表情を浮かべているかと思うと気

が滅入ってくる。怒りか、憎しみか、それとも安堵

や、これからルキアが窘める事を期待してのクリュ

スタへの嘲りか……いずれにしても碌なものではな

い。

「フィナ、面を上げなさい」

　ルキアが優しく命じると侍女のフィナはすぐに顔

を上げた。助かった、という色がその黒い瞳の中に

見える。

　そのことは良かった。問題はフィナの右の額にあ

る傷の方だった。

　うっすらと赤くなり、痣になっている。明日には

青黒くなるだろう。

「フィナに盃を投げたのね？」

　自分でも声が冷えるのを感じた。クリュスタとの

付き合いは長い。癇癪持ちなのもよく判っている。

扱い方も心得ている。

　けれどこれだけは赦すことができない。

「ぶつけるつもりはなかったんです!!」

　クリュスタが叫ぶように弁解するが、ルキアは赦

す気は全く無かった。

「……すぐにペレネウス先生の所へ行って治療を受

けてきなさい。そして今日はもう何もしなくていい

おもて

め い

たしな

あざけ ろく

あざ

かんしゃく

あつか

ゆる
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わ。自分の部屋でゆっくり休みなさい」

　ペレネウスはゼメレス館に一室を与えられて住み

込んでいる医者だ。

「あなたは何も気にすることはありません。ゆっく

りお休みなさい。そして部屋に戻る前に誰でもいい

から、この割れた盃を片付ける人を寄越して下さ

い」

「は……はい、ですが……」

　躊躇いを見せるフィナにルキアは微笑みかける。

　小さな頃から何度も、繰り返し繰り返し使ってき

た得意の貌だ。

「いいのです。あなたに落ち度がないことは判って

いますから」

　そう告げるとフィナの表情が明るくなる。

「ありがとうございます」

　深く頭を下げて感謝するフィナをルキアは冷静に

見ていた。

「もしも後になって気分が悪くなったり、吐き気を

感じたりしたら、いつでもペレネウス先生を呼びな

さい。私がそう言っていたと、ちゃんと先生に伝え

るのですよ」

「かしこまりました。ルキア様ありがとうございま

す！」

　感謝の言葉にルキアはもういちど微笑みで答え

よ こ

た め ら

かお

87



る。

　フィナは去っていった。部屋はルキアとクリュス

タだけになった。

「お姉様……も、もうしわけ……」

　引きつった顔で謝罪の言葉を言いかけるクリュス

タ。

　恐がらせるためにわざとルキアは無表情になって

クリュスタに歩み寄った。

「あなたが謝るべきはフィナに対してなのよ。それ

はわかっている？」

「もうしわけ……」

　駄目だった。クリュスタはルキアの登場に完全に

混乱してしまっている。身を縮こまらせるようにし

て怯えている。

　ルキアはため息を吐いた。今日は二度目だ。

　クリュスタの肩に手を置く。細い肩がびくりと動

いた。

　これからの叱責を予想して怯えているのだ。

　ただしルキアは一度も暴力を振るったことはな

い。クリュスタに対してだけでなく、侍女や召使い

を打ったこともない。

　そんなことをしていたらルキアは今の立場を獲得

することはできなかっただろう。

「いいこと？　クリュスタ。よく聞いて」

おび

おび
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　注意を喚起するために怯えるクリュスタの眼を覗

きこむ。

　震える黒い瞳がルキアを映し出す。フィナと同じ

黒い瞳。

　狩猟神の末裔、ゼメレス族の特徴である黒い瞳。

　ルキアにその瞳はない。彼女の瞳は海のように青

く、ゼメレス族ではまず見られない色をしている。

　髪の毛も明るい茶色で、牛乳を垂らした紅トラナ

茶のようだ。

　トラナ茶はローゼンディアでは広く飲まれる飲み

物で、トラナという植物の葉から作る。

　この葉を加熱したり発酵させたりする事によって

茶葉を作るのだが、大きく分けて藍、紅、緑、三種

類の製法がある。茶の種類自体は七種類に分けられ

るのが普通だが、製法の違いは大まかに言って発酵

の程度と、させ方の違いで、こちらは三種類とされ

ている。

　どの製法の茶を好むのかは、地域によって違いが

あるものの、一般にローゼンディアでは藍または紅

の茶が、最も広く好まれているようだ。

　藍とか紅という名前は、茶を淹れた時の水色から

来ている。

　例えば紅は熱湯で淹れると澄んだ紅色の茶とな

る。これに更に牛乳を加えると、明るい柔らかな茶

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ
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色になるのだった。

　通常は砂糖や蜂蜜、そして牛乳を加えて飲むが、

ルキアの髪はちょうどそんな色をしている。

　だがゼメレス族の、それも貴族ならば黒髪が普通

である。

　ルキアは鉄弓の守護家、それも第一守護家の人間

だ。

　狩猟神の末裔、には『大釜』と『鉄弓』という二

つの聖遺物が伝えられているが、『鉄弓』を守護す

るのが『鉄弓の守護家』と呼ばれる家柄だ。

　ただし鉄弓がその守護家の数だけあるわけではな

い。

　鉄弓は狩猟神の末裔西方の宗家たるヘカリオス家

の聖遺物だ。

　ゼメレス宗家の大釜がそうであるように、この世

に一つしか存在しない。

　鉄弓の守護家というのはその役目を担うという意

味であり、名誉称号のようなものである。

　西と東にそれぞれ守護家は存在するが、東のゼメ

レス族には六家がある。

　ゼメレス族では家督は普通、女性が継承するもの

であり、ルキア・ゼメレスは東の筆頭鉄弓守護家、

それも本家の女子であるため、本来ならば当然にそ

の跡取り娘となるはずなのだが、それがすんなりと

てっきゅう

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ

にな

90



はいかない事情があった。

　理由は彼女の外見だった。

　父方の血を色濃く受け継いだルキアは、一族でも

宗家に並ぶほどの名門でありながら、とても貴族ら

しくない容貌をしていた。

　黒い髪と黒い瞳はゼメレス貴族にとっては常識の

ような外見的特徴である。

　それを持ち合わせないことはルキアにとっては大

きな弱点であり、生きていく上での障害でもあっ

た。

『平民姫』。そう後ろ指をさされて生きてきた。

　ルキアがどんなに才覚を、能力を示しても、その

髪と瞳の色だけで敵対者は彼女を否定することが出

来たのだった。

　美しくは生まれてきた。目鼻立ちは整い、すらり

とした肢体は美しく、柔らかな髪と目の覚めるよう

な青い瞳をしている。

　優しげな、暖かい印象を人に与える素晴しい美人

なのだ。

　それでもルキアの眼と髪の色は、彼女が生まれた

状況にあっては致命的な欠陥であり、常に彼女に立

ちはだかる障害としてあるのだった。

　一方、まるでその事実を、ルキアを否定するその

正当性を代弁するかのようなクリュスタの容姿があ
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る。

　首筋の辺りで切り揃えられた真っ直ぐな黒髪と、

同じく夜のように黒い瞳。

　クリュスタはゼメレス貴族らしい外見をしてい

る。

　それをただ羨むような無邪気さはもはやルキアに

はない。

　そんな時期はとうに過ぎ去っている。自分の外見

を恥じて、悲しんで、自分を憐れんで泣くのは小さ

な子供のすることだ。

　人として生まれてきた以上、与えられた条件で生

きるしかない。

　配られた札で勝負するしかないのだ。勝負を諦め

れば待っているのは慘めな敗北しかない。

　ルキアはそれだけは絶対に嫌だった。

「……あなたは決して自分に逆らうことのできない

相手に暴力を振るったのよ。それはとても恥ずかし

いことです」

　恥ずべきと言うよりも、それはむしろ危険なこと

だ。胸の中でそう独りごちる。

　常に身辺に仕える侍女や召使いは、敵に回した場

合極めて危険な相手になる。

　それは色々な意味でだ。風聞の問題、命の危険、

そして求めるべき目的への障害……身辺に侍る者達

うらや

あわ

みじ

ふうぶん

はべ
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がその主に対して害意を持てば、その損害と危険性

はそれこそ考えていたらきりがないという話にな

る。

　何せ相手と自分を隔てるのはただ身分の差のみ。

　そんなものはどこに生まれたのかという問題でし

かなく、人間の能力とは全く関係がない。

　人間の能力を決定するのは何よりもまず意志の

力、強靱な、決して屈せぬ意志の力、自己を律し、

世界と関わっていく精神の働きにある。

　ルキアはずっとそう信じてきたし、今でもそう考

えている。

　尊貴とされる血筋を尊ばないわけではない。

　だが尊貴とされる血筋を自分自身の価値と履き違

えたときに、人間がどれだけ愚劣になるのかをルキ

アはよく理解している。

　治めるべき民、支えてくれる領民、彼らを愛し、

守り導くことが貴族の務めであると教師達は言う。

神官達もそう語る。

　しかしそれは半分しか真実を表していない。

　貴族として清くあろう、領民を慈しもうと思うだ

けでは、その領民達が寄せる期待、望む要求に対し

て応えることはできない。

　情愛と清廉さだけで乗り切れるほど王侯貴族の務

めは甘くないのだ。
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　なぜならば王侯貴族とは、その在り方からして悪

であるから。

　自分たち王侯貴族、そして神官達が拠り所とする

権威、支配の力とは、神の下にあってはじめて善と

なるものなのだ。

　権威とは定命の人の身にあっては過ぎた輝きであ

り、人間に扱いきれるものではないのだ。

　必ず、地に落ちて泥濘に塗れることになる。そし

て落ちた権威は悪でしかない。

　だから王侯貴族の本質は悪でしかない。

　そしてその悪の座にありながら当然のように振る

舞う、ふてぶてしさが必要になる。

　人は神にはなれない。

　神々の如く振る舞う事など出来はしない。だから

悪となるのだ。

　悪として領民を支配する。彼らの生活と幸せを守

る。それが権力を握るということの本質だ。

　人は神にはなれない。

　あの『剣の守護者』ケルサイオンですら神には

なっていない。

　人の身から神の座に昇ったのは、伝説の英雄メー

サートゥエーンただ一人。それ以外は聞いたことも

ない。

　彼は償いのために生き、未だ嘗て誰もできなかっ

でいねい まみ

つぐな いま かつ
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た偉業を為し遂げた。

　そして死してなお蘇り、神々の座に加えられたの

だ。

　だが神となったメーサートゥエーンに対して、ケ

ルサイオンは人として生き、人として死んでいる。

　――もっともケルサイオンが神になることを望ん

だとは思えないけれどね……。

　ルキアはケルサイオンの生涯に、伝説と教典で

美々しく語られた内容でなく、その真実の姿に強く

惹かれている。

　彼は何を思い、何を望んであれほどの難行に挑ん

だのか。

　伝説は美しく、華々しく彼の業績を讃え、歌い上

げる。

　だがそれは真実ではない。歴史の真実は全く別に

存在するはずだし、それは今では失われた闇の中に

あるのだ。

　全く一介の土着民であり、名族でも何でもない人

物が、あれほどまでの偉業を為し遂げるには尋常で

はない精神力、意思力が必要になる。

　それは間違いなく狂気。異常者と呼ばれる程のも

のであったはずだ。

　ルキアはどす黒い血のような闇をそこに感じる。

　その闇にどうしようもなく惹かれるものを感じ

よみが
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る。

　彼の真実を、ケルサイオンの魂の声を知りたいと

思う。

　王都の大神殿にある壁画にも、教典の中の物語に

も興味はない。

　真実を知りたいと思う。メーサートゥエーンはそ

の伝説からして、すでに神の如き英雄だが、ケルサ

イオンは違う。それを知りたいと思う。

　それはきっと叶わぬ願いであるのだろうが。

　歴史の真実は、遥かな時の彼方にあるのだから。

　わずかに縁と言えるものがあるとすれば、ここ

ディブロスにはケルサイオン大神殿がある。四年に

一度の慰霊祭には競技会も開かれる。

　四大競技会の一つ、ジスタニオン競技会だ。

　開催は来年だが、来られるものならば観戦したい

と思う。

「わざとではないんです！　本当です！」

　クリュスタの訴える声でルキアは我に反った。

　散漫な思考に精神を捉えられていたようだ。

「……もちろん私はあなたを信じているわ」

　フィナを傷つけるという愚劣な行為への怒りと、

何度注意しても治らぬクリュスタの癇癖にうんざり

していても、それを表には出さない。

「いつも私が言って聞かせているもの。あなたがそ

かえ

かんぺき
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れを覚えてくれていると私は信じているわ」

　クリュスタの不安そうな様子を見て、強く怒るつ

もりだった決心がぐらつく。

　きちんと注意して過ちを理解させるのが彼女のた

めにもなる。そう判ってはいても本当に厳しく叱る

ことがルキアには難しかった。

　そもそもルキアはクリュスタを嫌いではない。単

に同じ氏族に属し、血の近い親戚であるからという

だけではなく、彼女に対しては親しみ以上の情愛を

感じている。

　初めに親愛を表したのはクリュスタの方だった。

　小さな頃からルキアを姉のように慕ってくれた。

理由はわからない。

　わからないが、その好意は純粋に嬉しかった。

　侮られ続けてきた子供時代に、味方や友人はとて

も少なかったからかも知れない。

　だがそのことだけが、クリュスタのことを好きな

理由の全てにはならないとルキアは思っている。

　好意は嬉しい、尊敬も嬉しい、だがそれだけでも

ない。

　もっと深いところでルキアは彼女に好意を抱いて

いる自分を感じているのだ。

　しかもクリュスタは一度たりとルキアの髪や眼の

色のことを嘲ったことはない。

しか

あなど
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　小さな子供の頃から一度もない。

　幼児というものは、容易く大人の語る言葉を真

似、その価値観を呪文や教典のように口にするもの

だ。

　大人が媚びる者に媚び、侮る者に嘲りを向ける。

それは呪いだ。差別も憎しみも、経験を跳び越え

て、大人は子供に刷り込むことができるのだ。

　だがクリュスタはただの一度もルキアの髪や眼を

問題視したことはない。そもそもそんなことは考え

たことも無いだろうと思う。

　彼女にとってルキアはそういうことが問題になる

相手ではないのだ。

　そのことが自分に大きな安心感を与えてくれてい

るとルキアは自覚している。

　クリュスタは大切な存在なのだ。

　味方は増やせる。その気になれば結構簡単に増や

すことができる。事実ルキアは長い時間をかけて家

中に、一族の中に味方を増やしてきた。

　だが友人はそうはいかない。

　相手が友人になるかどうかは自分の意志だけでは

決められない。そこには運命のようなものが働いて

いる気がする。

　クリュスタは友人というには幼すぎるとルキアは

考えている。

た や す
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　味方かどうかと言えば、間違いなく彼女は味方だ

ろう。それも最も信頼できる味方であると信じられ

る。

　ルキアが自分の望みを叶えるために、彼女には支

えてもらわなければならない。

　おそらくクリュスタは重要な役割を担う可能性が

高いからだ。

　クリュスタもまたルキアと同じく鉄弓の守護家の

人間だ。序列は第五位。

　決して上位ではないが、名門には違いなく、その

支持は是非ともルキアにとって欲しいところだ。

　つまりルキアの目的にとって、クリュスタには大

きな価値がある。

　でもそれを『利用価値』だなどと考えたことはな

い。

　貴族として育つと、損得で判定された歪な人間関

係を目の当たりにすることが多い。

　利用できるかどうか、自分にとって得か損か、そ

ういう視点から相手を見て、付き合い方を考えると

いうのは、貴族の子女ならば早い段階で教え込まれ

る『処世術』の基本だからだ。

　これは一見合理的で賢いようだが、実は愚か極ま

りない発想だ。

　この戦略の最も愚かなところは、人間の心や情動

いびつ
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を無視しているところと、相手は常に自分よりも愚

かであるという前提を無自覚に立てているところだ

が、そんな風にどこまでも世の中や人間関係を自分

に都合良く考えてしまうところが、貴族的であると

いうことの一面なのだろう。

　ルキアにとってはそれは唾棄すべき愚鈍さでしか

なかった。

　そもそもそういうことは意見として他人に伝える

べきではないし、何よりもその戦略は間違っている

とルキアは思っている。

　大人達はよく「利益になる相手とのみ付き合うべ

きだ」と口にするし、それを実践しているのを見て

きた。

　その結果はどうだろう。裏切りと嫉妬が渦巻き、

陰湿な自己顕示と潰し合いの見本市みたいな社交界

が立ち上がっただけではないか。

　誰一人幸せにはなっていない。

　誰もが目の色を変えて互いに出し抜こうとし、利

益を奪い合うだけだ。

　しかも今日の勝者も明日没落するかもしれない。

　背後の剣を恐れるあまり誰も信用せず、利益を元

として人間関係を組み立てた結果、最も恐れるその

剣は、実は背後ではなく正面からやって来るのだ。

ルキアはそういう例を何度か見てきた。

100



　相手が自分に利益を齎らさない、今属してる派閥

が敗北を喫しそうだ、そういう判断を下した途端に

掌を反すような行動を取る、そんな人間が他人に信

用されるだろうか？

　人間は木石ではない。目の前の相手が幼稚な損得

でしか人を見ない相手だと判ったら、好意を抱くは

ずがないのだ。

　むしろ敵意を、憎しみや軽蔑を抱くだろう。

　だが人間精神の平等と崇高さを説く神官達もま

た、別の意味で愚かだ。

　彼らは人間の本性が善悪いずれなのかという問い

に取り憑かれている。そのことを延々と論議し続け

ている。それも二千年以上もの間もだ。

　神々が与えたもうた精神が悪であるはずがない、

ならばなぜ人は悪を為すのか、そんなことを議論し

続けている。

　どちらも同じ愚者にしかルキアには見えない。人

間というものを単純に考えすぎているのだ。

　物欲まみれの貴族達と、神々の玉座だけを見上げ

続けている神官達。

　この両者に共通しているのは幼稚さと脳天気さ

だ。

　人間は様々だ。賢い者、力強い者、良い者、悪い

者、色々な人間が存在して、それらが相互に関わり

もた

てのひら かえ

101



合いながら人の世界は成立している。

　誰もが心地よさを求め、そして死と苦しみを恐れ

る。

　だから大体の傾向において人間というものを考え

ておけばいい。

　あとは個別の事情に応じた対応をその場で立ち上

げる。

　そういう柔軟さが必要なのだ。なぜなら人は生き

物であり、生きるという事は変化していくことだか

らだ。

　変化するものに対して、損得だの善悪だの、決ま

りきった硬直した答えを用意して臨もうという方が

愚かなのだ。

　ルキアはそうやって変化してきた人間達をいくつ

も見てきている。

　最初は彼女のことを陰で馬鹿にしていた侍女が、

今では逆に熱烈な崇拝者になっていたり、愚鈍さを

笑われていた若者が、努力を続けることで見事な職

人になったりという例を興味深く見てきた。

『平民姫』はずっと自分の周囲を観察し続けてきた

のだ。

　その結果得た教訓は、人間は変わるということ

と、人間の変化は本人の自覚によってのみ生ずるも

のであり、そこに血筋や生まれの高貴さなどは何の

のぞ

102



意味もないということだった。

　人間の価値を決めるのは周囲の人々かもしれない

が、人間の有り様を決めるのは本人の意志の力なの

だ。

　無論変わらない者もいる。意志の力が薄弱な者達

だ。そういう者達は言葉を飾る。

　だが意志は行動に表れる。言葉は裏切る。裏切ら

ないのは行動だ。

　そして人は温かい方に向かう。だから温かい人間

でいようと思う。

　自分は悪人だ。それは自覚している。だが温かい

人間であろうと思う。

「いったいどうして癇癪を起こすようなことになっ

たの？」

　できるだけ優しい声が出るように意識して話しか

ける。

　クリュスタは少し考えるように俯いて、それから

呟いた。

「……フィナが、しつこいんです」

　付き合いが長いので、それだけでルキアには大体

の事情が理解できた。

　おそらくあまり気分のよくない状態だったクリュ

スタに、あれこれと気を遣って奉仕した結果が裏目

に出たのだ。フィナにとってはまったく不幸だった

うつむ
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と言うしかない。

「何か嫌なことがあったの？」

　いつものようにルキアが尋ねると、急に声を張り

上げた。

「嫌な奴が！　嫌な奴がいたんです!!」

「大きな声を出さないで」

「あっ！　もうしわけありません」

　これは話をちゃんと聞く必要がありそうだとルキ

アは察した。

「話を聞かせて」

　言いながら自分で椅子を引いた。こんなことで時

間を取りたくないと思ってもいたが、慣れっこのこ

とでもあった。

　クリュスタにも促して坐らせる。

「は、はい……」

　まだ少し混乱した様子ながらもクリュスタは話し

始めた。

　先日、市内見物に出掛けた時に嫌な相手に出会っ

たのだという。

　間違いなく、同じ氏族なのにクリュスタに挨拶を

しなかったというのだ。

　それを咎めると、その女の夫という外国人が出て

きて、よく解らぬ理窟を並べ上げた挙げ句に、ク

リュスタを侮辱して立ち去ったのだという。

とが
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　その話かとルキアは思った。まさにその話を聞く

為にルキアはクリュスタを捜していたのだ。

　ローゼンディアは神々の国である。

　数多の神を持つという意味では、他の多くの国も

そうであるが、ローゼンディアの特徴は、そこで暮

らす人々がみな、いずれかの神との血縁的な繋がり

を感じているという点が異なる。

　ローゼンディア人は誰もがいずれかの氏族に属

し、その氏族の始祖である神を、自分の守護神とし

て、先祖として、特に崇めているのだ。そして己の

氏族の宗家こそが自分の血筋の大元であると理解し

ている。

　例えばクリュスタもルキアもゼメレス氏族であ

り、ゼメレス宗家から発した分家の人間である。二

人とも系図を辿れば明確にそれを確認できるほどの

近い血筋であり、当然、尊貴な血筋とされている。

　ゆえに他の多くのゼメレス族からは敬意を払われ

ているし、王国でも名門と呼ばれる家柄になる。

　ただしそのことが則ち、多くのゼメレス族を臣従

させる権利を持つ、ということを意味するわけでは

ない。

　宗家は別格だが、それ以外については家格の序列

も、人間の歴史とか事情で定まったものであるとい

うのが共通の了解だ。

あ ま た

105



　国教であるヴァリア教の見解も同じである。

　だから宗家以外の上級貴族については、敬意は慣

習的に払われているものであって、立法で定められ

たものではないし、強制でもないのだ。

　明らかな侮辱や、祭儀の際の不作法でもなければ

罰せられることはない。

　だが慣習的に、それも二千年以上の歴史を持った

慣習となると、それはもはや民族の自明性と言って

も良いものになる。

　そしてその慣習を、自分の権利と区別できない相

手が、今ルキアの目の前にいるのだった。

「……なるほど」

　クリュスタと付き合っている内に口癖となった言

葉を呟いてルキアは頷いた。

　その言い分を全て信じ込むほどルキアは愚かでは

ない。なにせ相手は独自の世界を生きている。そこ

は重く考慮しなければならない。

　クリュスタとの付き合いは長いのだ。経験は十分

に積んでいる。

　ルキアは話を全て聞いてから、いつものように頭

の中で整理、推理、検証を始めた。そして話を聞き

始めた時に持った予感は、本格的に調査すべきだと

結論した。

「それであなたは政庁に届け出たのね？」

つぶや
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　ルキアはすでにその事を知っていたが敢えて本人

に確認を取った。

「はい！」

　クリュスタは元気よく、はっきりと頷いた。

「そう」

　ルキアは微笑んだ。微笑んだだけである。相槌以

上の言葉は付け加えなかった。

　見た感じ穏やかに微笑んで頷いただけだが、その

内面では忙しく思考が働いていた。

　そんなルキアの気持ちを一言で表せば「何という

事をしてくれたのか」であるが、悲しい事にこうし

た問題にはもう慣れているので驚きはしなかった。

　慣れとは恐ろしいもので、驚くよりも発生してし

まった状況の取り扱い、つまりこの現状が生み出す

次の展開について考えているのだ。

　状況が変化するからこそ手を打てるわけで、その

意味で言えば変化は必要条件であり、拒むものでは

ない。ルキアはそう考える事にしている。

　慰めのようでもあり、事実慰めなのだが真実を含

んでいる。それは盤面の戦いを制する為には必要な

慰めであった。

　政庁とはここディブロス政庁のことである。ク

リュスタは件の夫婦を侮辱罪で訴え出たというの

だ。

あ

あいづち

くだん
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　平民が貴族を侮辱すれば罰せられるのが法という

ものである。

　だが重要な点はそれが『明らか』であることだ。

　明らかな侮辱であれば、ということだ。

　それも『平民』が、『貴族』を侮辱したのであれ

ば、だ。

　ルキアもそのこと自体に異存はない。それは成文

法になってからでも既に千年以上が経っていて、誰

でも知っている常識と言ってもいいものだからだ。

　つまり件の夫婦とやらが余程の常識知らずであ

り、歴史書に出てきた男のように、ローゼンディア

副王に馬糞を投げつけたりする位の事をしでかした

のでなければ、クリュスタの言い分は通らない。

　もっとはっきり言えば、その点クリュスタを凌ぐ

ほどの、常識などに疎い人物でなければという事

だ。

　それも悪い意味で、である。

「お姉様？」

「その夫婦の名前は聞いた？」

　クリュスタは首を振った。

「いいえ。名前は名告りませんでした。でもすぐに

見付かると思います」

　どういう根拠があるのか判らないがクリュスタは

自信を持っているようだった。

た

くだん

しの

うと
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　その自信は逆にルキアを不安にさせるのだが。

　おそらくクリュスタはその夫婦がディブロス政庁

に捕らえられて、罰せられることを期待しているの

だろう。いや、むしろそれを当然だと思っているの

だろう。

　だがルキアの嫌な予感が当たっていればそんなこ

とは起きえないし、逆に予感が外れていたら、そん

なことは起きさせてはいけないのだ。

　そしてルキアの嫌な予感はとても良く当たるのが

常だった。

「この問題、私に任せてくれないかしら？」

　ルキアは笑顔でクリュスタに問いかけた。

「えっ？　ですが……」

「気になることがあるのよ。悪いようにはしないか

ら私に任せて欲しいの」

　クリュスタの手を取り詰め寄って頼む。多分これ

でこの事件の主導権は握れると踏んでいたが、もし

もこれで駄目なら、ルキアは自分で勝手にやらせて

貰うつもりだった。

　無論そんな本音はおくびにも出さない。

「わ、わかりました……お姉様にお任せします」

　躊躇いが感じられるもののクリュスタは頷いた。

　 何 か 妙 な 物 で も 嚥 ん だ よ う な 様 子 で も あ り 、

ちょっと話が急すぎたかしらとルキアは思ったが、

た め ら

の
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目を瞑ることにした。

　既に政庁に届け出たのだから時間はあまり無い。

急いで動く必要がある。

　頭の中で行動の手順を整理していると、控え目な

呼びかけが扉の向こうから聞こえてきた。

「入りなさい」

「姫様失礼致します」

　ルキアの許可を受けて侍女が部屋に入ってきた。

「商人のハルラナムが来ております。いかがなさい

ますか？」

「今日は訪問の予定はなかったはずね」

「はい。なんでも急な報せであるとか。取り急ぎ参

上したとか申しております」

　ルキアは少し考えた。何かが頭の中で繋がりそう

な予感があった。

「……わかりました。準備が出来たら行くのでそれ

まで待たせておきなさい」

「かしこまりました」

　侍女は丁寧に頭を下げて退出した。

「お姉様？」

「ごめんなさいね。そういうわけだから一度自室に

戻ってからハルラナムに会うわ。後で時間を作るか

らその時にまた話をしましょう」

「は、はい。わかりました……」

つぶ
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　クリュスタはまだ話し足りなさそうだったが、そ

う言ってルキアも部屋を出た。

　自室へと向かう。ここからは結構遠いのが問題と

言えなくもないが、歩きながら考える時間が十分に

取れるのだと思えば、この館の広さも長所と言えな

くもない。

　自室へ続く廊下の入り口では既に側付きの侍女が

待機していた。ルキアの姿を見て頭を下げる。

「暫く誰も部屋には近づけないで。準備ができたら

私の方で呼びます」

「かしこまりました」

　侍女の答えに満足してルキアは部屋に入った。後

ろ手に扉を閉めて部屋の中央に歩いて行く。

　部屋は寝室と居室の二間続きになっている。今

入ってきた入り口の他に、外に出るための扉と、衣

装部屋との扉があり、居室と寝室との間には扉はな

い。

　居室の方には、書棚と物書き用の机と椅子、ごく

親しい人物と寛ぐための応接用の卓と椅子、身近な

道具やら何やらを収めた家具などが置かれている。

　寝室には寝台と、ルキアが置かせた書き物用の小

さな卓と椅子だけがある。

　どれも充分に余裕を持って配置されており、非常

に贅沢に空間を使用していた。

そ ば づ

しばら

くつろ
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　それでも本国の館に比べれば狭いと言えるのだ

が、やはりかなりの広さがある。

　個人的にはこのくらいの広さがルキアには居心地

が良かった。本国の館は広大に過ぎるのだ。

　上級貴族であるルキアにとって、空間の広がりを

捉える感覚は、庶民のそれとは大きな隔たりがある

のだが、それでも広さを感じるほどに本国の館は大

きいのだ。

　部屋にいるのはルキア一人だったが、彼女は人に

会うための、応接用に使われている椅子に坐った。

おそらくそうするべきだと思ったからだ。

　そしてその予感は当たった。

「…………姫様……」

　坐るとほとんど同時に、微かな、まるで風で葉が

動くような小さな声がルキアの耳に聞こえた。

　とても小さいがはっきりと聞き取れる声だった。

しかもこの声はルキア以外には聞こえないというの

だ。

　それなりに付き合いが長くなった今でも、まだ信

じられないのだが、当人がそう言うのだからそうな

のだろう。

　全く恐るべき技術と言わねばならない。

「報告は？」

　ルキアの方では意識して声を落とした。今は侍女

かす
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も誰もこの部屋にいない、自分と、この声の主以外

は誰もいないのだと判ってはいても、ルキアは誰に

も聞かれぬように囁くように喋る。

　これで向こうに聞こえているのがやはり不思議な

のだが、意思疏通はいつもこれで問題なく成立して

いた。

　急にすぐ傍に人間の気配を感じた。気配は突然に

現れたのだ。これもいつものことだった。

　ルキアが気配の方に目を向けると、二人の男が膝

を着いて控えていた。

　若い男と、年嵩の男だった。

　異常な出現をした割りには、二人ともごく普通の

服装をしている。

　このディブロスでは何処ででも見られるような庶

民の服装だが、貫頭衣ではなく、動きやすく騎乗も

可能な短袴姿だ。

　この者達はルキアが密偵として使っている一族

だった。

「男の素性が知れまして御座います」

　年嵩の方の男が口を開いた。ルキアが頷くと男は

言葉を続けた。

「男はアンケヌの王子。死んだと思われていたラム

シャーン王家の第二王子ダーシュです」

「アンケヌの王子？」

そば

としかさ

ど こ

た ん こ
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　アンケヌが都市であるという程度の知識しかない

ルキアには、ラムシャーン王家と言われてもピンと

来ない。

「は、簡単にご説明申し上げます」

　男は十年ほど前に起こったアンケヌの政変のこ

と、その時にラムシャーン王家が倒されて、ヤンギ

ル族の王家に代わったこと、そしてつい最近、又も

アンケヌで政変が起こって、今はラムシャーン王家

の摂政が支配していることなどを語った。

「殺伐とした話ね」

　ルキアはアウラシールらしい節度の無さと野蛮さ

だと思った。

　如何に古い歴史を誇っても、毎日がこう、食うか

食われるかでは発展というものがない。

　その点多数の神、多数の氏族をまとめ上げ、ロー

ゼンディア建国を導いたリュベイオーンはまさに聖

賢と讃えるのに相応しい……そう思って、しかしル

キアは考え直した。

　いや、真に建国の偉業を為し遂げたのはリュベイ

オーンではない。

　それは王侯でも神官でもなく、特別な生まれでも

何でもない、ただの一人の男が為し遂げたのだか

ら。

　彼はケルサイオンという名前だった。それ以外

い か

ふ さ わ

まこと
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は、彼についての本当の真実は、おそらく知られて

はいないだろう。

　そして知る事も出来ないのだ。

「アンケヌでは支配氏族の入れ替わりが起きたのは

これが初めてで御座います。長きに亘りラムシャー

ン王家の支配は盤石であったと聞いております」

　だからといってヤンギル族とやらが有能であった

とは断言できないとルキアは思った。

　もし有能であったなら、自分達が簒奪した王位

を、再び奪い返されるなどという間抜けな事にはな

らないだろうからだ。

「どうも複雑な事情がありそうね」

「引き続き詳しい内情を探っております」

　男は頭を下げた。ルキアは無言で頷いた。調査の

途中でありながら今回報告に訪れたのは、ダーシュ

という男の素性を一刻も早く知りたいというルキア

の希望に応じたためだ。

　決して勇み足で報告に来たわけではない。

　ルキアは少し考え込んだ。

　かなり大きなものを引き当てた感覚があった。

　多分、この情報は重大だ。必ず何か大きな影響を

ルキアに与えるに違いない。

　年嵩の男はルキアが口を開くのを待っている。

「……十年ほど前に起こったという政変の内容につ

わた

さんだつ

いさ
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いて出来るだけ調べなさい。そして今の状況を生み

出している因果関係を洗い出すのよ」

「因果関係で御座いますか？」

　男が顔を上げる。現在のことではなく、過去を調

べろと言う指示に疑問を感じた様子だった。

「そうよ。何が起こったのか、なぜ起こったのか、

その結果政変に関わった者達がどうなったのか、で

きるだけ詳しく知りたいわ」

「かしこまりました。しかし……いささか、お時間

をいただく事になりまするが？」

「かまわないわ。その政変では多くの血が流れたの

でしょう？　その血の流れを辿りなさい。血を追っ

ていけば……おそらく私の知りたい事に辿り着くは

ずよ」

　ルキアは少し遠くを見る目をした。その青い瞳

は、目の前でかしこまっている二人の男ではなく、

その背後にある男達の影を見ていた。

　ふと影の中に砂漠を見た気がした。日射しの中で

揺らめく砂丘が見えた気がした。

　誰も人影は見られない。ただの砂漠だった。

　その時ルキアの瞳が誰かの目と重なった。この砂

漠を見ている何者かの目と。

　揺らめく砂漠を見つめるその眼差しには、息が詰

まるほどの強烈な感情が籠もっていた。

ま な ざ
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　尋常ではない怒りと悲しみだった。まるで溶けた

金属のよう。

　それはルキアの持った思いではない。その眼差し

はルキアのものではない。

　しかし深い沼に引き込まれるように一瞬で捕らえ

られた。強烈な魂の引力だった。

　頭の中を焼かれるような感覚が忍び寄ってくる。

「姫様？」

　ルキアははっとして我に反った。呼吸が乱れてい

るのを自覚した。

「なにか、御覧になられましたか？」

「ええ……少しね」

　気を落ち着かせるために少し深呼吸をする。ふ

うっと口から息を吐く。

　ゼメレスの血が身の内でざわめき出すのを感じ

た。

　容貌は全くと言っていい程受け継がなかったの

に、こんなところはしっかり受け継いでしまった。

だが宗家の跡取りはもっと遥かに血が濃く、これど

ころではないと聞く。それは難儀なことだろうと思

う。

「よろしければお話くださいませんか？」

　労りよりも先に内容を話せと言ってくる辺り、こ

の男は本当に仕事一徹だなとルキアは思う。尤もだ

いたわ

もっと
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からこそ雇用しているわけだけれど。

「砂漠が見えたわ。その砂漠を激しい情念で見てい

る者がいる」

「……」

「おそらく若い男ね。煮え滾るような怒りと、それ

と……」

　上手く言葉に出来なかった。あの激しい渇きのよ

うな感覚はなんだろうか。

　考え始めた途端、悲しみのような思いが胸に拡

がった。ああ、だがこの思いは知っている。これな

らば知っている。

　それはルキアが子供の頃、初めてゼメレスの血に

目覚めたときに、王都の大神殿で味わったものだか

らだ。忘れられる筈がない。

　ルキアは神殿の西壁の前で確かに見たのだ。王権

の剣を捧げ持ったケルサイオンの前で。

　大壁画の前に立ったときに見た、あの夕日を。あ

の麦畑を忘れられる筈がない。

「……祈りね」

　胸に手を当ててルキアは呟くように言った。

「祈りで御座いますか？」

「ええ、でもこれは神に対する祈りではないわ」

　年嵩の男は不思議そうな顔をしたが、それ以上聞

いてはこなかった。

たぎ

はず
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　少しだけ考えるような素振りを見せた後、すぐに

話を戻してきた。

「それで、姫様のお知りになりたいということで御

座いますが……」

　そこでわずかに躊躇ったが、言葉を続けた。

「……よろしければ、それを我らにもお教え願えま

すか？」

　男が好奇心からだけでなく、仕事上の必要性から

も言っているのは理解できたが、ルキアは答えられ

ず苦笑した。

　それが明確に判っていれば、血を辿れなどという

言い方はしない。

　何を知りたいのか自分でも解らないのだ。

　今見たものといい、自分が感じている予感とい

い、わからぬ事が多い。

　だが頭では、言葉ではわからなくても、心はその

奥深いところで答えを知っているのだ。

　指が、腕が、糸車の回し方を覚えているように、

辿るべき道筋だけは見えている。

　知るべきものがそこにあるという事だけは判る。

　そして一つだけ言えることがある。

「心よ」

「……心で御座いますか？」

「私が知りたいのは、人の心よ」

た め ら
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　誰が誰を殺し、王位を奪い合ったかは問題ではな

い。

　問題なのは、その時、誰が誰の大切な人を殺した

のか、誰が笑い、誰が泣いたかということだ。

　剣を振り翳し黄金を掴んだ腕よりも、その時に流

された血と涙の方が重要だ。

　政変があったとき、ヤンギル族とやらは興奮し、

快哉を叫んだに違いない。

　だがそれよりもごく一般的な市内の人々、アンケ

ヌの市民が何を感じていたかの方が重要だ。

　その時に泣いた誰かがいるのは今わかった。そし

てそういう人間はおそらく大きな変化を遂げたはず

だ。血と涙を贖わせるために。

　敵にとって極めて危険な人間になったはずだ。

「人の心の中には炎があるわ。私はその炎を見たい

の」

　王都の大神殿にある壁画にも、教典の中の物語に

も興味はない。

　あの日、夕日に輝く麦畑を見た。

　今よりも遥かに遠い過去の光景だとすぐに判っ

た。

　畑の間を延びている道を歩いていた。その道を歩

いたことを男は思い出していた。

　誰かが遠くから自分を呼んでいるような気がし

かざ

かいさい
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た。

　それは既に失われた景色だった。けれどそこに男

の魂があった。

　麦畑の道の先には、男にとってとても大切なもの

があるのだとルキアは感じた。

　男が誰であるかなど考えるまでもない。そしても

しも、あの日見たものを誰かに話していたならば、

おそらく王都は、神殿は大騒ぎになっていただろ

う。

　それは聖典には一切記されていない、遥か過去の

真実だったろうからだ。

　肌を撫でる風の音を聞いた。夕焼けの中、金色に

輝く麦畑を見た。

　あの麦畑を見たときに感じた張り裂けるような思

い。それが知りたいのだ。

　知りたい事はそれだけだ。

「……お役に立てるよう全力を尽くしまする」

　二人の男は深く頭を下げた。

　ルキアは立ち上がって近くの箪笥へと歩いた。扉

を開けて革袋を取り出すと、年嵩の男に向けて差し

出した。

「取り敢えずの報酬よ。足りなければまた来なさ

い。必要なだけ用意しておくわ」

「ありがたくいただきまする」

た ん す
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　年嵩の男は恭しく革袋を受け取ると、若者と共に

そのまま後ろに下がって部屋から姿を消した。

　それで窓掛けの帷帳が揺れているのに気付いた。

　窓は閉めておいたはずなのに、いつの間に開いた

のか。いやいつの間に開けて入ってきたのか。いつ

もながら驚かされる。

　再びルキアは椅子に坐った。深く坐って体をゆだ

ねた。

　久しぶりに強い幻視を見たので疲れを感じた。

　人の心の中には炎がある。もちろんルキアの中に

も。

うやうや

いちょう
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第四章

　取り敢えず一行は商館へと移動することになっ

た。

　ただしゼルヴィスとその供の者たちは別だ。彼ら

にはアナクシス家の館がある。

　ファナウス達がメルサリス商館へ戻るように、彼

らもまずそこへ戻るのだ。

「では我々は後で参ります」

　ゼルヴィスはそう言うと、アイオナの方を意味あ

りげに一瞥してから、供の者を連れて去っていっ

た。

　それがダーシュには何となく不愉快だった。

　メルサリス商館へ着くなり、公衆浴場へ行くと

ファナウスが言いだした。

　なんと今到着した全員を引き連れて風呂に入りに

行くのだという。

　まだ荷物すら館に届ききっていない。人足や召使

いが仕事をする中、ファナウスは手を叩いて今ディ

ブロスに着いたばかりの商会の者達に注目させた。

「風呂に行くぞ！」

　ファナウスの大声に応じるように歓声が上がっ

た。

　潮風でべたつく体をさっぱりさせたいらしい。そ

カ ラ シ ュ ハ ル
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の気持ちはダーシュとしても解るような気もする

が、それにしても無事到着の宴を催すのが先だろう

と思う。

　ところが到着した面々はもちろん、いわば仕事を

押しつけられる恰好になるディブロス在住の商会の

者すら、誰もファナウスに異論がないようだった。

　それでいいのだろうかとダーシュは思っていた

が、

「そうですね。私も同感です」

　最高位にある大伯母イネスがあっさりと頷き、話

は決まった。

「伯母上は館の浴室をお使い下さい。その方がお楽

でしょうからな。アイオナ、準備を任せてもよい

な？」

「はい父様」

「ダーシュも一緒に来なさい」

　突然ダーシュに笑顔を向けてファナウスは言っ

た。

「私もですか!?」

「君だけ仲間外れにするわけにはいかんからな」

　そこはむしろ仲間外れにして欲しかったが、初対

面の婿という自分の立場を考えると、そうもいかな

いのが辛いところだった。

「ええ、喜んで」
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　仕方なく笑顔でダーシュも応じた。

　視界の端でアイオナが拳を握りしめて、何やら通

しの合図をこちらに送っている。

　頑張れという事なのだろう。しかもその通しが、

大伯母と、はとこのシフォネに思いきり見られてい

る。

　お前こそ頑張れとダーシュは言ってやりたかった

が、笑顔を向けるだけに留めた。

　ディブロスはローゼンディアの都市であるから、

当然のようにあちこちに公衆浴場がある。小さなも

のから大きなものまで様々だ。ほとんどはローゼン

ディア式の施設だが、中にはアウラシール式のもの

もあるらしい。

　大概は建物自体や入り口の感じが少し違うので、

どの様式なのかの区別が付くようになっている。

　呼び名も違っていて、アウラシールでもリムリク

地方では公衆浴場のことをハルサブルと言うし、ジ

ルバラの方ではハラーラサブールと言う。

　それぞれ同じ公衆浴場だが、雰囲気は違うし、中

の造りにも違いがある。ローゼンディアのものが最

も優れていると言われる。

　貴族や富豪は自分の邸宅に個人用の浴室を持って

いることが一般的だが、庶民は公衆浴場に行くしか

ない。

カ ラ シ ュ ハ ル
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　そしてそれなりの規模の公衆浴場であれば、併設

して娯楽や癒しの施設がある場合が多く、そこが一

種の社交場になっているのが常だった。

　公衆浴場が社交の場になっているというのはアウ

ラシールでも同様だが、どうもローゼンディアのそ

れは桁が違うらしい。

　自宅に浴室のある貴族や富豪までが、それを目当

てに公衆浴場へ来ることがあるというから、ローゼ

ンディア人にとって公衆浴場は不可欠的生活必需施

設と言える。

　そもそも入浴文化はローゼンディアからアウラ

シールにもたらされた観があるので、この点に関し

ては後塵を拝しても仕方あるまい。

　一行はかなりの人数なので分割して行く事になっ

た。

　皆、勝手知ったる風であり、三々五々人数が集

まってあちこちの公衆浴場へと向かっていく。

　ダーシュはファナウスと、そしてファナウスに近

しい商会の面々と一緒になった。

　港近くの商会からそれほど離れていない、大通り

を歩いて行く。

　程無くとても大きな公衆浴場が見えてきた。

　ダーシュもよく傍を通るので、知っている公衆浴

場だが、入ったことはない。
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　今も煙突から煙が出ている。あれで湯を沸かして

いるのだ。ダーシュの見たところ、大概は煙が出て

いるので、おそらくいつも湯を沸かしているのだろ

う。なんという無駄な労力かと思う。

　公衆浴場は幾つもの建物が連なって出来ており、

天井に沢山ある硝子窓が日を受けてきらきらと光っ

ているのでよく目立つ。

　おそらくは浴室が分割されているのだろう。あち

こちから湯気が出ている。

　あまり大きくない入り口を入って少し歩くと、左

手に廁が並んでいた。

　その先を曲がると急に視界が開けた。大きな柱に

支えられた屋根付きの回廊に出た。

　回廊の中心には中庭があったが、広場と言っても

良いほどの広さがあった。

　そこは人々が寛いだり散策したりする為の場所の

ようだったが、ガヌーンをしている者達もいた。

　ガヌーンは元々は戦場での組打術であり、ローゼ

ンディアでは確かグラティオンと言うのだったか…

…そんな事を思いながらダーシュは辺りを見渡し

た。

　柱の側ではそれなりの身分と思える男性二人が立

ち話をしており、そこから少し離れたところを子供

たちが走り回っている。

カ ラ シ ュ ハ ル
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　石の台座には召使いと思しき者達が並んで坐って

いた。召使い同士で会話をしている姿も見えた。

　おそらくは主人が入浴を終えて出て来るのを待っ

ているのだろう。

　色々な会話と、子供達がはしゃぐ声が混じり合っ

てダーシュの耳に届いてくる。騒々しいという程で

はないが、何だか落ち着かない。

　多分、公衆浴場での休憩室がこの場所に該当する

のではないかと思えたが、噴水盤もないし、しかも

屋外である事もあり、何か違うと言うか……違和感

がある。

　何というか、ダーシュの目には渾沌とした場所に

見えた。

　渾沌としていると言えばまず第一に市場が思い浮

かぶが、ここは市場などとはまた少し違った類いの

雰囲気があって、何だか脱力加減の渾沌さとでも言

いたくなる空気が漂っていた。

　公衆浴場では休憩室を談話室とも言うのだが、そ

こは大人の男の寛ぎ空間である。幼い子供はあまり

見られない。子供は大抵、女が連れて行くので女風

呂の方に入るのだ。

　そういう感じがここには無いのだ。つまり談話室

では無いということになる。

　編み籠を持った男が歩きながら硬貨を徴収してい

おぼ
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た。どうやら入浴料らしい。

　アウラシールでは出る時に、浴場の主人である親

方に料金を支払うが、ここでは事前徴収のようだっ

た。

「ローゼンディアの公衆浴場に来るのは初めてか

ね？」

　ファナウスに尋ねられた。

　敢えて「ローゼンディアの」という言い方をした

のは、ダーシュがアウラシール人であることを考え

てのことだろう。

「はい。いつも商館の浴室を使っていましたので」

「それは勿体無いな。公衆浴場は楽しいぞ。風呂な

くしてローゼンディアはありえん。風呂こそローゼ

ンディアの魂なのだ。ダーシュも何度か来ればきっ

とその良さが解る」

「はあ……」

　商会の者が編み籠を持った男と話をして、全員が

中に入れることになった。

　ファナウスは著名人なので、後で商会の方で纏め

て料金を払うという事になったらしい。

　こちらは人数も多いし、いちいちここで支払うよ

りもその方が楽なのだ。

　中庭の一角には告知板とでも言うべき壁があっ

て、そこには色々な広告が掲げられてあった。

ムン

ザハ
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「ほう。世界座がディブロスに来るのか……」

　芝居の広告を見ながらファナウスが呟いた。

「世界座ってえと商会長や、お嬢さんの御贔屓です

よね？」

　横から覗きこんだ商会の男がファナウスに尋ね

た。

「ああ。しかし……座長のデトレウスは確か監獄に

入っていたと聞いていたが……」

「芝居小屋の座長が何でまた？」

「王都で不謹慎な芝居を打ったらしくてな。神殿か

らお叱りを受けたらしい」

「それだけで監獄行きにはならんでしょう」

「いや、芝居の方は出来が良かったらしいんだが

な。とにかくそれが理由で、借金の返済が出来なく

なったらしい。大方、金主が神殿の不興を恐れて資

金の急激な引き上げでもしたんだろう」

「つまり掻き集めた金の返済の都合が付かなくなっ

て訴えられたわけですな」

「聞いた話だがそういうことらしい」

「運の悪い男ですな」

「あの男はいわゆる天才でな。天才というのは妙な

ところでヘマをして、とんでもない目に遭う事が多

い……巻き込まれる周りは堪らんがな」

「ははあ……」

ご ひ い き

たま

130



「何故儂の方を見る？」

「いや、もっともな話だと思いましてな」

「そうか？　とにかく中へ入ろうではないか」

　商会員の皮肉を流したのか、それとも気付いてな

いのかは判らないが、ファナウスは中庭を抜けて奥

へ入っていく。ダーシュもとにかく付いていく。し

かし外から見た時も思ったが、想像以上に中は広

い。

　単に風呂というだけでなく色々な施設が併設させ

てあるようだ。

　中庭の先はそれを取り巻く天井付き回廊であり、

柱で支えられた高い天井が奥へと続いていた。その

先が脱衣所だった。

　当然だが、居るのは全員男達だった。教えてくれ

た商会員によると、女性客は別の入り口があって、

そちらが女性用の浴場へ続いているのだという。

　入浴施設は男女完全に別になっているわけだ。中

庭と、娯楽や癒しの施設は共通という作りだった。

　アウラシールの公衆浴場では男女が顔を合わせる

ことは一切無い。

　入り口どころか、公衆浴場自体が男性用と女性用

に分けられているか、曜日で男女を分けているかし

ている。

　だから同じ敷地内に女性用の公衆浴場があって、

131



しかも同時に営業しているというのは、ダーシュに

とって凄く奇妙な気がした。

「一度も入ったことがないから中の構造がどうなっ

ているかはわからんがな」

　商会員が笑って言うと、

「両方の浴場に出入りできるのは我らが偉大なる主

神様のみよ！」

「違いない！」

　話を聞いていた周りの男達も笑った。

　ローゼンディア人の主神ヴァリアは両性具有とさ

れているからだ。

　――確かに男でもあり、女でもあれば、どちらの

風呂に入っても構わないかも知れないが、逆にどち

らの風呂にも入れないのではないか？

　ダーシュはそんな風に思ったが言わないでおい

た。

　脱衣所の中央にはそのヴァリアの像が立ってい

た。何と手に垢擦りを持っている。

　主神に垢擦りを持たせて風呂場に立たせるなど、

ローゼンディア人ならではの発想だと思った。これ

は不敬ではないのかとダーシュは真剣に悩んだ。

　しかも主神の足元には石版があり、空いた手で

ヴァリア神はその石版を指さしていた。

　そこには『入浴は健康に良い。百薬の長入浴。入

あ か す
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浴は人生の友』と彫り付けてあった。

　……風呂に対する情熱も、ここまで来ると偏執狂

めいたものを感じてしまう。

　脱衣所はまるで地下墓地のような作りになってお

り、壁には整然と並んで穴が切ってあった。薄気味

悪いと思ったが、見るとその穴に四角い編み籠が

入っていて、衣服はそこに脱いで入れるのだ。

　衣服など鉤に掛けて吊るしておけば良いと思うの

だが、こうすればより沢山の客の衣服を効率的に収

納できるわけで、ダーシュは感心した。

　ここは単純に服を脱ぐだけの部屋であるらしい。

噴水盤も横になれる寝台もない。つまりここは休憩

室ではないわけだ。

　皆手慣れた風に服を脱ぎ、編み籠に入れていく。

　見ていると客の何人かが、脱衣所の入り口にいる

男に近寄って物を渡している。

　腕を組んだごつい男だ。男の隣には籠を載せた台

が、後ろには棚があって、物を入れられるように

なっている。

　ごつい男は客から何か受け取ると、代わりに籠の

中から紐の付いた金属の小片を取って渡している。

「あれはなんですか？」

「脱衣所の管理人さ。貴重品はあそこに預けておく

ことになってるんだよ。客には手癖の悪い奴もいる

かぎ
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からな」

「なるほど……」

　良く出来た仕組みである。

「あの金属片は何ですか？」

「引換証さ。あれに番号が彫ってあって、それで自

分の物が返ってくるって寸法さ」

「なるほど……」

　良く出来た仕組みである。見張りを置くより安全

かも知れない。

　とはいえそれでも盗人は出るだろうが。

　公衆浴場は物盗りの仕事場になることがよくある

が、それはローゼンディアでも同じだということだ

ろう。

「ダーシュも何か貴重品があれば預けておいた方が

いいぞ」

　既に裸になったファナウスが言った。服の上から

でもがっしりした体格が見えていたが、裸になると

想像以上に筋肉があることが判る。

　いい案配に腹の出た体型だったが、相当に力があ

りそうだ。まるで鍜治屋のような肉体だった。

　だが問題はそこにはない。ファナウスは全く自分

の体を隠そうとしない。

　生まれたままの姿で堂々と立っていた。

　――？

ペ タ ラ
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　不思議に思って辺りを見回すが、そういえば腰巻

きを配る男が居ない。

「何で服を脱がないんだ？」

　これも裸になった商会員が不思議そうに言った。

「はあ……」

　別に恥ずかしいわけではないのだが、ダーシュは

戸惑っていた。

　公衆浴場には何度も行ったことがある。

　だから多人数で風呂に入るという感覚はわかる

が、どうも勝手が違う感じなのだ。腰巻きを貸して

くれる様子も無い。

　それに公衆浴場なら入り口で腰巻きを貸してくれ

るものだが……まさか丸裸になれというのか？

　しかしこのままやり過ごせるわけでもない。ダー

シュは諦めて服を脱いだ。

　注目されたら嫌な感じだと思っていたが、誰も注

目しない。

　誰もがごく平然と裸になり、裸の連中が目の前を

うろうろしているのを受け入れている。

　これが文化の違いかとダーシュは思った。

　ただ腰巻きを巻いている男もいる。自前の物か、

それともどこかで貸してくれるのだろうか？　だと

したら自分も一枚欲しいなとダーシュは思った。

　――ローゼンディア人は裸に鷹揚だと聞いていた

ハ ル サ ブ ル

ハ ル サ ブ ル
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がその通りだな。

　誰も誰かをじろじろ見たりしない。下品な笑い

や、揶うような仕草も見られない。

　腰巻きすらなく、ここでは誰もが生まれたままの

姿だ。だからだろうか？

　開けっ広げだが、のんびりしていて穏やかな雰囲

気が、ここには漂っていると感じた。

　悪くない。そう思った。

　脱衣所からは複数の通路が延びていて、客は銘々

が好き勝手に通路を選んで入っていくように見え

る。アウラシールでは入浴の順路のようなものがあ

るものだが、ここには無いらしい。自由過ぎると

思った。

　初めてのダーシュにはどの通路を行けばよいのか

判らない。

　商会員も全員が同じ通路を進むわけではなく、行

き先が違う者達がいるが、誰も気にも止めない。

「儂についてきなさい」

　ファナウスが気を利かして言ってくれた。

　通路の一つを選んで入っていくと、暖かい空気に

包まれた空間に出た。

　円い天井のある広い空間だ。しかもその天井を支

える柱がない。ダーシュは驚いた。

　これは非常に高度な石積みの技法をもってして、

からか
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初めて可能になる建築様式であり、あまり見られる

ものではない。

　これが組める職人は限られているし、そうした建

築は神殿などの特別な建物に限られるからだ。

　それが風呂場に使われている。まさにローゼン

ディアだと思った。

　そこは水色のタイルが張られた円形の部屋だっ

た。

　天井にはいくつもの丸硝子が嵌め込まれており、

そこから自然光が上手く取り入れられていた。

　タイルの所為もあって、部屋全体が薄青白い光に

優しく包まれているように感じる。

　部屋自体は結構な広さがあり、石で作られた幾つ

かの卓と椅子、そして部屋の端の方には、運動用の

設備があった。ぶら下がり用の金属棒や、重量挙げ

の道具などが置かれている。

　十数人ほどの裸の男達がいて、それぞれ椅子に

坐って休んでいたり、重量挙げをしたりしている。

　のんびりとした空気が漂っていた。噴水盤こそ無

いが、どうやらここが休憩室のようだった。

　休憩室と違うのはここが浴室内である事だ。だか

ら皆裸だし、食事や宴会をしている者はいない。

「今居るのは微温浴場でな。そちらが水浴場。あち

らが温浴場だ」
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　ファナウスは部屋から延びている通路をそれぞれ

指し示した。

　商館にあったのは浴槽と洗い場だけだったので、

ダーシュにはいまいち意味が解らなかった。

「それぞれどのような違いがあるのですか？」

「微温浴場は風呂に入る前に運動をしたり、風呂の

間を行き来する間に休憩したりする場所だな。水浴

場は汗を流したり、泳いだり、高温浴場から出て体

を冷ましたりするのに行く場所だ」

「高温浴場？」

「ああ、ここで一番高い温度の浴室だ。蒸気風呂と

も言ってな。あとで一緒に行こう」

　おそらくは蒸し風呂のことであろう。アウラシー

ルで言う「風呂」とは普通は蒸し風呂のことである

から、それならばダーシュにも想像が付いた。

「温浴場は君も判るだろう。湯を張った浴槽のある

部屋だよ。商館にもあるしな」

「はあ……」

　何で風呂に入るのにそこまで手間を掛けて凝らな

くてはならぬのだ？

　蒸し風呂だけでいいではないかと思う。

「どうしていきなり温浴場へ行かないのですか？」

「行っても構わんさ。実際、脱衣所から温浴場へ向

かう連中もいるしな。儂がこっちへ来たかっただけ

わか
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だよ」

　ファナウスは言って、ぶら下がり用の金属棒のあ

るところへ歩いて行った。そして棒を両手で掴むと

懸垂を始めた。

　一、二、三……七、八……まだ続く。ダーシュは

驚いた。あの体格でよくもあれだけやれるものだ。

　結局三十回の懸垂をしてファナウスは懸垂を止め

た。

　そして近くの石の長椅子に坐って、隣の男と話し

始めた。

　ダーシュを呼ぶ気配はない。ダーシュは勝手にこ

こで運動するなり坐るなりすればいいという事だろ

うが、困ったことになったと思った。

　何分初めてなので好きにしろと放置されても、何

をしたいのかすら浮かんでこない。

　さてどうするべきかと思案していると、

「おお、そこにいるのはダーシュじゃないかね？」

　声のした方を見ると痩せた老人が手を振ってい

た。柔かそうなふわふわした白髪と、長い顎髭をし

ている。

　ジビノス・サンタロスという内科医だった。

　手招きに応じて傍に行くと、ジビノスは『王の遊

技』を指しているところだった。

　――確かローゼンディアでは将棋と呼ぶのだった

つか
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な。

『王の遊技』というのはアウラシールでの呼び名で

ある。賽子を使う物と、使わないで行なう物とが

あって、アウラシールではごく一般的な、と言って

も知識階層向けの遊技だった。

　ダーシュも多少の心得があるので盤上を見たが、

よく判らなかった。

　盤自体の線引きの仕方がダーシュの知らないもの

だったのだ。なんと盤上に水が張ってある。

　時々その水が盤上をさーっと流れて横から落ち

る。一種の絡繰りらしい。しかし何の為なのかは判

らない。

「元気そうじゃないか。浴場に来られるくらいに快

復したのかね？」

「はい。先生のお蔭で一命を取り留めることが出来

ました」

　ダーシュが暗殺者の毒にやられた時、アイオナが

呼び寄せたのがこのジビノスという内科医だった。

　ディブロスでは名医で通っていて、医学校での教

授もしているという。

　ダーシュが倒れてから暫くの間通って、煎じ薬を

作り、瀉血をし、治療を施してくれたが、何分多忙

なため、ダーシュが危険な山を越えたと見るとアイ

オナに治療の指示を与えて、あとは週に一回の往診

サイコロ
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だけになっていた。

「うん。風呂はいい。毎日入りなさい。悪い汗を出

さなくてはいかんからな」

　ジビノスの向かい側には将棋の相手であろう初老

の男が坐っている。なかなか体格のいい男で、力が

ありそうだった。肉体労働者だろうか？

　その男が腕を組み、先程から無言でダーシュを見

ている。何やら気になった。

「ああすまんね。こちらはハドルメニス・アプティ

オス。儂の友人の接骨医じゃよ」

「初めまして。ハドルメニス先生」

「こちらこそよろしく」

　ダーシュは握手をした。ハドルメニスはしっかり

と握り返してきたが、力の割りに凄く柔かい手をし

ていると感じた。意外だった。

「専門は接骨術じゃが、内科も修めている。体液の

循環に関しては儂よりも詳しいぞい」

　名医と言われるジビノスにそう言わせるのだか

ら、かなりの技術を持った医者なのだろう。そんな

風には見えないが。

　ハドルメニスはダーシュの手を握ったまま今度は

その指を見ている。

「ちょっといいかね？」

　そう言ってダーシュの顔を覗きこんできた。彫り
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の深い気難しそうな顔が近づく。ごつい男だった

が、これまた意外にも石鹸の良い香りがした。

「お前さん、まだ大分内臓をやられてるね」

「そうなんですか？」

「儂が治療したんじゃ」

　ジビノスが口を挟むと、ハドルメニスは頷いた。

「このままでも元に戻るがそれだと時間が掛かる。

俺が診てやろう」

　言って立ち上がった。ジビノスに比べて遥かに

しっかりした体をしている。言い方は悪いが、やは

り医者には見えなかった。

「ちょっとそこに横になりな」

　言われて示された石の長椅子に横になると、微温

浴場にいた男達が集まってきた。

　その中にはファナウスもいた。ジビノスと挨拶を

交わしている。

「おうお前ら、悪いがちょっと手を貸してくれ。こ

の兄さんを押さえていて欲しいんだ」

　ハドルメニスは集まった男達を見渡して言った。

　言われるままに男達がダーシュの手足を押さえに

掛かった。ダーシュは慌てた。

「ちょっと!?　何をするつもりなんですか!?」

「治療だよダーシュ」

　右手を押さえているジビノスが言った。

み
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「最初に言っておくが婿殿に他意はないぞ？」

　肩を押さえているファナウスが言った。

「兄さん気張れよ！　ちょっとガマンすりゃあグン

と具合が良くなるぜえ？」

　見知らぬ男がそう言った。身動き出来ないことも

相俟って不安になる。

「頑張れよ」

　最後に男達が声を唱和させて言った。皆笑顔だっ

た。ダーシュは猛烈に不安になった。

「さて、と……」

　ダーシュの足を触っていたハドルメニスが足の甲

を両手で掴んだ。

　直後激痛がダーシュを襲った。

「ぐわあああああああっっっっっ!!!!!!!!」

「ほ！　案の定凄い痛がりようじゃのう」

「この兄さん肝臓と、あと腎臓をやられてるな……

悪い血や、体液を全部出さないといかんぞ」

　逞しい指がぐりぐりとダーシュの足の裏をえぐ

る。ダーシュは悲鳴を上げ、呻いた。

　常に痛かったが、時々脳天に杭を打ちこまれたよ

うな強烈な痛みがあった。

　ダーシュは自分が痛みそのものになったような気

がした。痛い痛いとイデラ語で叫んだが、止めてく

れない。

あ い ま

たくま

うめ

143



　治療と称するその拷問がどれくらい続いたのかは

ダーシュには判らなかった。

　解放された時には、ダーシュは石の長椅子に死ん

だように横たわっていて、全身に粘着く嫌な汗を

たっぷりと掻いていた。

「いい汗を掻いてるじゃないか。儂の薬だけではこ

うはいかんな」

　のんびりとした声でジビノスが言った。文字通り

他人事という感じだった。

「あとでファナウスから俺の家の場所を聞いておく

といい。週に一回来てくれれば、今日と同じ治療を

施してやる」

　……今日と同じ治療だと!?　冗談じゃない！

　ダーシュは強くそう思ったが、言葉を発する気力

が湧いてこなかった。

「ハドルメニスの治療と合わせて儂の煎じ薬を飲め

ば、一年も経たずに君は元気を取り戻すことができ

るじゃろう」

　煎じ薬ならば今も朝夕飲んでいる。苦いが、耐え

られない程ではない。

　何より忙しい合間を縫ってアイオナが自分で煎じ

てくれるのだ。感謝して飲んでいる。

　だがこの拷問はお断りだった。

　ジビノスの助言は有り難かったが、この拷問に何

ね ば つ
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度も耐えるのは嫌だった。冗談ではない。嫌だっ

た。

「さて、では温浴場へ行こうか」

　ファナウスがダーシュの肩を叩いて促した。だが

起きあがる気力がない。

「汗を掻いた後は風呂だ。生き返ったような気分に

なるぞ」

　既にほとんど死んでいる自分には効果がないと

ダーシュは思ったが、岳父殿がそう言うのだったら

付き合わないわけにはいかなかった。枯渇した気力

を振り絞って上体を起こすと、何とか椅子の上に坐

る恰好を作った。そこで溜め息を吐いた。

「きつかったかね？」

「……はい、かなり」

　その答えにファナウスは笑った。

「段々楽になるさ。儂の知り合いでも落馬の怪我を

ハドルメニス先生に治して貰った男がいる」

　その男も岳父殿に押さえつけられたんですか？

と嫌みを言ってやりたかったが、ダーシュは我慢し

た。

「落馬の後から肩や背中の痛み、それに時折襲って

くる頭痛が酷くてな。とても仕事にならんというの

でハドルメニス先生の所へ行ったところ、今の君と

同じ目に遭ったというわけだ」

うなが
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「その人に同情します」

　ダーシュの言葉にファナウスは又笑った。

「最初の二ヶ月くらいは地獄だったと言っていた

な。痛くて痛くて脂汗が出たと。しかしその山を超

えると急激に楽になってな。半年もすれば逆に気持

ち良くなったと言っていたぞ」

　本当だろうか？　本当とは思えないが、本当なの

だろうか。

「疑わしそうだな？　だがハドルメニス先生は名医

だぞ。医学校では接骨術や、捻挫、筋違いなどの講

義を持っているし、儂の知り合いも何人も世話に

なっている。王都でもその名を知られている程だ」

　それでは確かに名医なのだろう。そんな感じは全

然しなかったが。

「あとで商会の者に道順を案内させよう。これから

通いなさい」

　ダーシュは答えなかった。ファナウスの言葉を聞

かなかったことにしたかった。

　返事のないダーシュを見て、ファナウスは怪訝そ

うに片眉を上げたが、すぐに風呂に意識が戻ったの

か、温浴場に向かって歩き出した。

「おおい！　兄さん！」

　ハドルメニスがダーシュに呼びかけてきた。

「今日の日替りは薬湯だから入っておけよ！」
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　薬湯？　何を言ってるんだこの拷問吏は？

　ダーシュにはハドルメニスの言う事が理解できな

かった。

　少し考えて、煎じ薬の事を言っているのならば、

きちんと飲んでいるので問題はないと判断した。

　あの痛みを思い出すとぞっとしたが、ダーシュは

おそるおそる立ち上がった。

　――おや？

　不思議だった。あれだけ痛かったのに、足の裏に

は若干の違和感があるだけで普通に立てた。

　とにかくファナウスの後を追わなくてはならな

い。温浴場へと多少ふらつきながら歩いて行った。

　　　＊

　商会で雇っている人間には、仕事のための商会員

だけではなく、商会館を維持する為の使用人たちも

含まれている。

　アイオナはその使用人達に命じて風呂の準備をさ

せた。

　三階の客室は今はダーシュの部屋になっているの

で、人を上げるわけにはいかない。

　自室へ通すのが一番良いだろうと判断して、大伯

母とシフォネには四階に上がって貰った。
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　大伯母の召使い、ケルスは商館の二階で待たせる

ことにした。メルサリス家には急な来客があった場

合に備えて、ディブロス市内に家を三軒確保してあ

る。

　そちらの別邸には当然召使いの為の部屋も用意さ

れてあり、後で大伯母とシフォネがそちらに移る時

に一緒について行くのだ。

「準備が出来るまでこちらでお待ち下さい。客室は

今は――」

　そこで言葉が詰まってしまった。

「今は、夫が使っているので、その、散らかってお

りますが、わたしの部屋で……」

　くすぐったいような恥ずかしさを感じつつ、アイ

オナは自室の扉を開けた。

　言う程散らかっていないのは判っている。という

より自分の部屋には、あまり物がないのだ。机と本

棚、来客用の卓と椅子くらいしかない。

　その机も頑丈さを第一に作らせたので無骨な外見

をしていたし、本棚は巻物や、高価な本を入れる為

だけのものなので、やはりこれまた頑丈さを重んじ

た、ただの仕切りのある棚に過ぎなかった。

　小物用の箪笥も一応あるが、ダルメキアの古い品

物であり、綺麗であるとか可愛いと言うよりも、渋

い、味がある、といった形をしていて、要するに古

た ん す
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民具というやつだった。

　このあたりは父親の趣味を見事に引き継いでいる

のだが、アイオナ本人に自覚はない。

　しかも今、机には商会の仕事で必要な書類が積み

上げてあり、卓の方にはダーシュの煎じ薬を作る為

の乳鉢やら、薬草やらが置いてあった。その意味で

は散らかっていると言えなくもない。

　どちらにせよ、どう見ても若い娘の部屋ではな

かった。一言で言えば学者の部屋である。

　それでも何とか、メルサリス商会の次期商会長で

あり、年頃の娘らしさを感じさせているのが、机の

上にある夜光燈で、これだけがこの部屋で唯一華美

と言える調度品だった。

　夜光燈とは油燈に外装を付けた物であり、言って

しまえば、中に火皿や蝋燭を入れるためだけの道具

である。

　いわゆる金持ち向けの調度品であり、アイオナの

物は火を入れる部分が、薄く霧を吹いたような六角

形の硝子に仕切られていて、とても優美で異国的な

外見をしていた。

　これはアウラシールで作られた年代物で、元は

ファナウスの物だったのだが、アイオナが譲り受け

たのだった。

「いい部屋ね」

や こ う と う

ガ ラ ス
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　入るなりシフォネはそう言ってくれた。

「質素ですね」

　大伯母はそう言った。微妙な感想だと思った。

「衣装部屋はあの扉ですか？」

　何故か大伯母がそんな事を聞いてきた。どうして

衣装部屋のことなど聞くのだろう？　アイオナは不

思議だった。

　一応壁の中には衣装部屋もあるにはある。ある

が、とても豪華と言えるほどのものではない。

　必要な最低限の訪問着と、日常用の衣服が入って

いるだけで、服を下げる為の横木にはまだ半分以上

の空きがある。

　靴や編みサンダルも全部足しても十足には足らな

い有り様で、大店の跡取り娘、それも年頃の娘の持

ち物としては倹約を通り越して危険な水準だった。

　しかし大伯母にはよく倹約をするように教えられ

てきたので、服の数が少ないことで、別に怒られる

ことはないだろうと思えた。

　中を見せてくれと、これも意外なことを大伯母に

言われたが、アイオナは抵抗感無く衣装部屋の扉を

開いて見せた。

　大伯母イネスは中に入り、下げられている衣服を

見て、そして足元の靴や編みサンダルを見たが、

「……数が少ないですね」
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　と呟いた。やや残念そうな口調だった。アイオナ

は驚いた。

「でも、いい服を選んであります。そこは褒めてあ

げます」

「ありがとうございます！」

「衣服という物は常に他人の目を意識しなければな

りません。つまり世の中の規範に合う必要があり、

そうした水準が明確に存在するのです」

「はい」

「流行を追うなとは言いません。あなたも年頃なの

だから華美なものに心惹かれることはあるでしょう

し、それは自然なことです。ですが流行物を追えば

服は際限なく増えていきます。それは忘れないよう

に」

「はい」

　アイオナは返事をしながら頷き続けた。別に怒ら

れているという意識はなかったし、辛くもなかった

のだが、見かねたのかシフォネが話に入ってきた。

「お祖母様それくらいで……」

　そこで大伯母は何かに気付いたようにはっとし

た。

「ああ、申し訳ないわねアイオナ。説教をするつも

りはなかったのですよ」

　どうやら他に言いたいことがあったらしいが、何
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となくこうした感じになってしまったらしい。

　アイオナとしては、大伯母様は今日も通常営業だ

なという印象だったので、別に違和感を持たなかっ

たのだが。

「お祖母様、お風呂の準備が出来るまでまだ大分あ

ると思いますし、今の内にアイオナにお話をしてお

いた方がよろしいのではないしょうか？」

「そうですね」

　大伯母イネスは頷いて近くの椅子に坐った。

　アイオナは慌てて卓の上にある薬草や、乳鉢、そ

の他の煎じ薬の材料、つまり不気味な虫の死骸や、

干物になったトカゲ、甲殼獣の棘などの怪しい品々

を、両腕で抱えるようにしてどかした。

　どかしたのはいいが、異動先の机の上は、商会の

書類が積み上げてあって、新たに物を置く場所がな

い。

　アイオナは両腕に奇怪な薬の材料を抱えたまま、

暫く部屋の中をうろうろと彷徨った。

　その哀れな姿を見ていたシフォネは、すぐに立ち

上がって机の上の書類を纏め、本棚へと移動させ

た。

「ありがとうシフォネ」

　首と右肩で乾燥させた薬木皮紙を押さえながら、

アイオナは何とか笑顔で礼を言った。

とげ

しばら さ ま よ
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「先にそれを置いた方がいいわ。大切な物なんで

しょう？」

「ええ、ありがとうシフォネ」

　言いながら机の上に煎じ薬の材料と、乳鉢やらを

置いていく。これもシフォネは手伝ってくれた。

　最後に卓の上に散った、薬草やその他医薬品の細

かな破片を羽帚で床に落とした。

　すると煎じ薬の材料達が出す、とても健康に良さ

そうだが、一種複雑な臭いがわずかの間辺りに漂っ

た。

　アイオナと大伯母イネス、シフォネの三人は同じ

卓を囲んで坐った。

　ふっと沈黙が落ちた。別に誰かが話すのを待って

いるという感じではなく、場が静まったのだ。

　あ、これから何か大切な話が始まる……アイオナ

がそう感じた時、

「奥さま。お茶をお持ちしました」

　スィサの声だった。ローゼンディア語だった。

　彼女は現在、ローゼンディア語と並行して商人の

基本を勉強中だが、手の空いた時はこうして使用人

の仕事をしてくれるのだ。空いた時間は別に休むな

り遊ぶなり、自由にして良いと言ってあるのだが、

何か仕事をしていないと本人が落ち着かないらし

い。

はぼうき

153



　実際、掃除でも買い物でも何でも、家事手伝いの

能力は高いので、スィサは使用人達にも重宝されて

いるようだ。

　ずるい使用人に都合良く使われることがないよう

にアイオナは目を配っているが、今のところそんな

事はなく、働き者の新米という感じで可愛がられて

いるようだった。

「入っていいわよ」

　扉が開き、スィサが丸盆に茶器一式を載せて入っ

てきた。

「失礼します」

　今度はイデラ語で言いながら、スィサがアイオナ

達の前に茶を準備していく。

　手慣れた動きだったが緊張しているのがアイオナ

には判った。

　多分、店の者達に大伯母の話を色々と吹き込まれ

たのだろう。

　商会の長であるファナウスですら全く頭が上がら

ないとか、アイオナを教育していた時期があるとか

聞けば、スィサの身は硬ばってしまうに違いない。

「可愛らしい使用人さんね」

　シフォネがスィサに微笑みかけた。その優しい笑

顔に安心したのだろう。スィサも笑顔を見せた。

　それで少し緊張が解けたのか、動きがなめらかに

こわ
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なった。

　用意してきたのは藍トラナ茶で、小さな白磁の器

に危なげなくお茶を注ぎ、干し葡萄、小皿に入れた

小さな焼き菓子などを各人の前に準備すると、スィ

サは一礼して部屋を出て行った。

「奥様、なのですね……」

　扉が閉まると大伯母が呟いた。

　何だろう。どうも先程から大伯母の様子が奇妙し

い。

「いったいどうしてお前は結婚したのですか？　私

の紹介する縁談は悉く断ってきたではないですか」

「え？　ええ？　それは、その……」

　いきなりの質問にアイオナは混乱する。何か重大

な話が始まると感じていたのに、文句のような事を

言われて焦った。

「私もアイオナがどうして急に結婚する気になった

のか知りたいわ」

　シフォネがいかにも興味がありますという風に笑

顔で聞いてくる。

「しかも、私達親族に何の報せもなかったばかり

か、父親のファナウスにさえ相談もしなかったので

しょう？　いったい何を考えているのですか？」

「ああ、ええ、それには事情がありますので……」

「アイオナ、私達は親族だし、それにお友達でしょ

つぶや

お か

ことごと
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う？　せめて結婚するわの一言くらいあってもよ

かったと思うの」

「何か事情があるのは私にもわかります。わかりま

すが、それにしたって、多少落ち着いた時点で一報

を入れるのが常識というものです」

「それとも何か言えない理由があるのかしら？　ま

さか……」

「何か大きな厄介ごとに巻き込まれたのならば相談

なさい。ファナウスが信用できないのはわかりま

す。あの子は昔からどこかすっぽ抜けておりました

から」

「そもそも彼との馴れ初めはいつ、どこでなのかし

ら？」

「いいですか？　アイオナ。結婚というものは個人

の関係でありながら、一族や周囲にも深く関わる性

質のものです。そこでは個人の事情と、集団の事情

が均衡していなくてはなりません。どちらが犠牲に

なることも望ましくないのです。しかし往々にして

一族の体面や利益の為に結婚はなされることが多

い。私はかねてからそうしたあり方には疑問を持っ

ていました。だからこそお前の意思を尊重し、意に

染まぬ縁談を押し付けようとはしなかったのです。

お前が出来るだけ選択肢を持てるように、私は色々

な経歴や個性を持った男性を紹介してきたつもりで

な そ
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す。それを――」

　大伯母とシフォネの声が左右から降ってくる。

　右と左から同時に次々と矢を射かけられている気

分だった。

「あの方はアウラシールの商人よね？　どちらの都

市のご出身なのかしら？」

「もちろん多くの男性に会えばよいというものでは

ありません。ナーラキアの古典にもあるでしょう？

『染まり過ぎた亜麻布は汚れているのと区別が付か

ない』と、ですがこの警句には下の句があります。

言ってみなさいアイオナ」

　いきなりそう求められ、アイオナは慌てて記憶の

抽斗を漁った。

「ええ？　あ、『亜麻布は象牙色で美しいが汚れや

すい』でしたか？」

「違います。きちんと勉強なさい。いいですか？

『だが素地の亜麻布は汚れやすい。白ならば尚更

だ』です。元々これは学問における警句でしたが、

後になって男女のことにも転用されるようになりま

した。私はそのことを上品だとは思いませんが、そ

こに一定の真理が存在することを認めないわけでは

ありません。比較には優劣が、優劣には尺度という

問題が必ず付いて回るからです。そのことに無自覚

になった時、惰性が人の精神を蝕むのです」

ひきだし あさ

なおさら

むしば
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　素晴しい学識に裏打ちされた大伯母の有り難い説

法は、終わる気配が全く見えなかった。

　一方シフォネは上品に、しかし強い興味を持った

様子でダーシュについて聞いてくる。

　こちらも質問が終わる気配は全く見えなかった。

　そういえばシフォネはこういう時、場の状況を察

する感覚が鈍い娘だった。

　今もあれこれとダーシュのことを想像しているよ

うで、アイオナの顔色がいい感じに駄目な色に変わ

りつつあるのに全然気付いていない。こういう時こ

そ、シフォネはいつもの優しい気配りを発揮して欲

しいものだがその気配はない。

　――ああダーシュ。助けて……。

　アイオナは何だか頭がくらくらしてきた。

「聞いていますか？　聞いていますか？　アイオ

ナ！」

　矢を射かけるだけでは飽きたらず、ついに大伯母

は接近戦を挑んでくる気配を見せた。

　アイオナは死を覚悟……しはしなかったが、早く

この時間終わってと心の中で祈っていた。

　それからも二人は左右からアイオナに話し続けた

が、いきなり古典の暗誦を求められることなどはな

く、取り敢えず言葉を言葉として聞いておくだけで

凌ぎ続けた。

にぶ

しの
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　何でも言葉を言葉として単に聞いているだけとい

うのは、修道院の行法の一つであるらしい。それも

中々に難しい修行だと聞く。

　左右から締め付けられて糸のように細くなった理

性の、その更に一部で、実はわたしってちょっと凄

いかも？　とかアイオナは思った。

　だが耐えた甲斐あって、約束された助けの船が

やって来た。

「お嬢さま。ご入浴の用意が出来ました」

　使用人の声が聞こえた途端、アイオナはすっくと

立ち上がった。

「どうしたのですか？」

「大伯母様」

　そこでアイオナはにっこりと微笑んだ。

「お風呂の準備が出来たようですわ。まずは船旅の

疲れを御入浴で瘉されるのがよろしいかと思いま

す」

「ふむ……」

　説法の途中だけあって、大伯母イネスは少しだけ

思案したが、やはり風呂の魅力に勝てるローゼン

ディア人はいないらしい。

「そうですね。まずは旅の汚れを落とすとしましょ

う。良い機会です。アイオナ、お前も付き合いなさ

い」
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　これで大丈夫と安心したのも束の間、大伯母はア

イオナに向かってそう言った。

　海の女神の一族だけあって、戦いは海戦ならぬ風

呂場戦に移行するらしかった。

　　　＊

　温浴場には大きな浴槽と、それに併設して寝台が

並んでいる区画と、洗い場とがあった。

　洗い場は商館の浴場にもあったし理解できるが、

寝台が並んでいる区画にダーシュは感心した。

　そこでは体にアルサム油を塗った男達が、ある物

は自分で、またある者は専門の職人に垢を掻き落と

して貰っているのだ。

　浴場の下男に按摩や、除毛をして貰っている者も

いた。

　中には専門職と思える垢擦り士や按摩士の姿も見

られた。

　こうした人々はアウラシールの公衆浴場にもいる

が、彼らが仕事をするための、こんな専用の区画は

ない。

　温浴室でそのままやるか隣接の個室に入ってやっ

てもらうかだ。

　ところがここでは、まるで病院のように寝台が整

もら

ト マ

ヤ ス ブ マ ニ ス グ ラ
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然と並んでいるではないか。

「それだけ汗を掻いたんだ。石鹸で洗った方がい

い」

　ファナウスの勧めを聞いて洗い場に目を遣ると、

石鹸売りの小僧が歩き回って男達に石鹸を売ってい

る。ダルメキア産の石鹸で、ミスタリア海沿岸地域

では広く知られた物だ。

　これはアルサム油を使って作られる石鹸で、とて

も質が高く、ダルメキアの重要な交易品の一つと

なっているが、何でもその消費者のほとんどはロー

ゼンディア人であると言われている。ダーシュもそ

うだろうと思う。

　洗い場ではその石鹸を使って泡立てた糸瓜などを

使って、男達が自分で体を洗っていた。

　ファナウスは小僧から石鹸を受け取って、糸瓜を

使って泡立て始めた。ダーシュにも糸瓜を渡してく

る。十分泡立てると石鹸もダーシュに渡してくれ

た。

「使い終わったら小僧に渡すんだ」

「買ったんじゃないんですか？」

「ああ、体を洗う分だけな。そもそも体を洗うだけ

で一個丸ごとなんて使わんだろう？」

　確かにそうだ。馬でも洗うのでない限りは石鹸の

使用量など高が知れている。

へ ち ま
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「それにそうすれば一個買うよりずっと安くなる

し、小僧も売った物をまた売ることが出来るし、み

んな助かるのさ」

「石鹸の代金は後払いですか？」

　見たところ、誰も硬貨を渡さずに石鹸を受け取っ

ては、使い終わると小僧に返しているので聞いてみ

た。

「入浴料に含まされているのさ。アルサム油や垢擦

り、糸瓜なんかもそうなってる。後で小僧の方から

浴場の管理人に売った人数を届け出ると、その分の

代金が支払われるのさ」

　良く出来た仕組みである。

　ファナウスは楽しげに体をごしごし洗い、桶を

使って湯で流すと、浴槽に向かった。

　見ていると足先からゆっくりと入った。ファナウ

ス以外の男達もそうしている。

　時折湯に浸かっている男が呻くような低い声を出

す他は、湯が流れる音がするだけだ。

　その他には何も聞こえない。静かな空間だった。

　公衆浴場というのだし、中庭も人が多く、活気が

あったしで、もっと騒がしい場所だろうとダーシュ

は思っていた。

　しかしこの温浴場は全く逆だった。静かな、落ち

着いた秩序があり、実に良い雰囲気なのだ。

カ ラ シ ュ ハ ル
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　公衆浴場でも温浴室は大体静かであるから、やは

り入浴は安らぎを齎らすのかも知れない。

　そして浴槽の湯がきれいである。公衆浴場なのに

なんでこんなに湯がきれいなのか。

　おそらくは繁茂に入れ替えているのではないか。

　それを考えるとダーシュは目眩がした。莫大な水

をそんなことに惜し気も無く使うとは……。

　ダーシュが泡を洗い流すと、ファナウスが軽く手

招きした。

　出来るだけそっと浴槽に入るようにした。それが

作法だと察したからだった。

「こんなに静かな場所とは思いませんでした」

「温浴場で騒ぐ奴はおらんさ。ここは寛ぐべき場

所。肉体と魂を癒やすための場所だからな」

「なるほど」

　感心していると、湯の心地よい温かさがダーシュ

に染み入ってくる。

　じわじわと全身を包囲するように、温かさと心地

よさがダーシュを侵略してきた。

「おお……」

　思わず声が漏れる。心地よかった。

　いつも商館で使う風呂も心地よいが、何というか

体への滲み込み具合が違う。

　湯の温度は高く感じた。だが辛くはないし不快で

ハ ル サ ブ ル
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もなかった。

「うーむ……」

　ファナウスが呻いた。おそらく余りの心地よさ

が、こうした呻きになって口から出るのだろう。

　周りを見ると、そこかしこに目を瞑って唸ってい

る男達がいる。皆同じ顔をしていた。

「そういえば、ハドルメニス先生が薬湯を飲むよう

にと仰っていました」

「薬湯？　たしかに飲む奴もいるが健康法みたいな

ものだぞ？」

「はあ……」

　どうやら自分は正しく言葉を理解できていないよ

うだとダーシュは思った。風呂の文化がアウラシー

ルとは違いすぎるのだ。記憶を探って手懸りを探し

た。

「日替りがどうとか……」

「ああ、なるほどな。そういうことなら行こうか」

　言ってファナウスは立ち上がった。ダーシュに付

いてくるように促すと歩き出す。

　またもダーシュは慌てて後を追った。どうも振り

回されている。しかしあらかじめアイオナから岳父

殿は奇人だと聞いているので仕方ないとも思ってい

た。

　微温浴場へ再び戻り、水浴場を抜けて更に先へ進

うめ

おっしゃ
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む。

　日替りの浴場には誰も入っていなかった。

　ダーシュとファナウスの他に人はない。二人きり

だった。

　だがそれも判ろうというものだ。

　廊下を抜けている最中からその妙な臭いはしてい

たが、浴場へ入ると同時に、強い臭いがダーシュの

鼻を襲ったのだった。

「……なんですかこれは？」

「薬湯だよ」

　ファナウスの返答は素っ気ない。しかし目の前の

ものはそれで済まされる類のものではないと思っ

た。

　浴槽には黄土色の液体が、湯の代わりに波々と満

たされていた。

　しかも所々から、ぼこぼこっという音と共に泡が

上ってきている。

　良く見ると液体の表面には草のような物が浮いて

いる。

　しかし凄い臭いだ。だがアイオナの作る煎じ薬の

臭いに似ている気もする。

「まさか……」

「そうだよ。これが日替りの浴場だ。温度的には温

浴場と同じくらいだろう」

す
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「でも洗い場がありませんよ？」

「洗ったり垢を掻き落とすのは温浴場の方でやるの

さ。高温浴場と同じだな」

　そういうものなのだろうか。一々移動が面倒臭く

はないのか？

　そう思っているとファナウスがとんでもないこと

を言った。

「さあ入りなさい」

　ダーシュはきょとんとした。入る？　これに？

　いや、入れないでしょう。この色を見てください

よ。

「……これは飲むものではないんですか？」

　絞り出すように言うと、ファナウスは笑った。

「違う違う。これは浸かるんだ。薬草の種類によっ

て効果が違うんだが、ハドルメニス先生が入れと

言ったのならダーシュに有効なんだろう」

　そしてまた浴槽の方を手で示す。

「さあ入りなさい」

　だがファナウスは自分では入ろうとしない。見る

からに腰が引けている。

「岳父殿は……」

「儂は高温浴場の方を見てこよう」

　言いながらさっさと日替り浴場から出て行ってし

まった。
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「すぐに戻ってくるからそれまで先に浸かってなさ

い」

　廊下に消える直前に顔だけ出してダーシュに命じ

た。

　逃げたのだとダーシュは思った。

　泥水のような薬湯を見ているとズィームの町のこ

とを思い出す。

　ザハト達と東に行った際のことだ。ズィームの町

はハルジット地方の小都市だが、そこの公衆浴場が

実に酷かった。

　一体いつから浴槽の水を取り替えていないのか、

人の垢や脂が浮いていて、凄く嫌な臭いがした。

　それが温浴室の薄暗い光の中、玉虫色に輝いてい

るのだ。ぞっとする光景であった。

　地元の連中は平気でその湯に浸かっていたが、

ダーシュもザハトも近寄らなかった。視界に入れた

くもなかった。

　目の前の薬湯とやらはそんなことはない。臭いも

嫌な臭いではなく、文字通りに薬の臭いだし、不潔

さも感じられない。

　代わりに得体の知れない危険を感じさせられる

が。

　――煎じ薬を飲まされるだけではなく、自分が煎

じ薬になるのか……

ハ ル サ ブ ル
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　ダーシュは覚悟を決めた。よもや死ぬことはある

まいと思って浴槽に入る。

　すると皮膚の表面を焦すような感触と、強烈な臭

いがダーシュを包み込んだ。

　だが我慢して中にまで入り、肩まで浸かった。ち

りちりと熱い……いや滲みると言うべきか。

　まるで串焼きの肉のように、自分の体に香辛料で

匂い付けをされている気分だった。

　それから痛みのような感覚が襲ってきた。

　この黄土色の液体の温度が高いわけではない。だ

が痛みというような、ちりちりした感覚がある。

さっきの温浴場の浴槽とは明らかに違う。

　まさに串焼きの肉になった気分だった。焙り焼き

にされているようだ。

　――うぐぐ……何なのだこれは。

　その焦されるような感覚に暫く耐えていると、突

然ふっと楽になった。

「おお……」

　骨にまで何かが浸透したような感じが有った。体

の内側から熱が出て来る。

「うーーーむ……」

　快感だった。今までに感じたことがない種類の、

痺れるような心地よさがダーシュを包み込んでい

た。

こが
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　唸っていると手拭いを提げた小柄な老人が一人

入ってきた。ダーシュに気付くと無言で頭を下げ

る。ダーシュもぺこりと頭を下げた。

　老人は桶で黄土色の薬湯を一度被ると、ゆっくり

と浴槽に入ってきた。

「若いの。どこか悪いのかね？」

「はい。体の具合を悪くしまして。医者の先生から

は悪い毒を体から出すようにと言われています」

「そうかい。ならこの薬湯がいいな。じっくり浸

かっていくといい」

「誰でも入れるというものではないんですか？」

　先程のファナウスの態度が気になって聞いてみ

た。

「そうさなあ。若いのは薬湯は初めてかい？」

「はい」

「薬湯ってのは元々が病人とか怪我人向けのもんだ

からね。合う合わないがあるんだよ。病人にとっ

ちゃ天国でも、元気な奴が入るとひどく痛くなった

りすることがある。だから気を付けなくちゃいけな

いねえ」

　それで理由が解った。だが同時に自分は薬湯が安

全かどうか試すのに使われたのではないかとも思っ

た。

　ほんのりとした怨みのような気持ちがダーシュの
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中に湧いてきた。

　すると呼応するように、ダーシュのすぐ横で泡が

一つぽこんと弾けた。

　そんな感じで暫く浸かっていると、日替り浴場に

ファナウスが戻って来た。一緒にハドルメニスを連

れている。

「おお、入ってるな」

「岳父殿。大丈夫です。この湯は入れます」

　微かな悪意を込めてダーシュが言うと、ファナウ

スは一瞬怪訝な顔をしたが、すぐに笑顔になった。

「そうだろうそうだろう！」

　言いながら浴槽に入ってくる。しかしファナウス

はどこも悪くはないようだし、危険ではないのかと

思った。

「入れる」というのは自分が、という意味でしか

ダーシュは使っていない。

　つまりは怨み言と嫌みを混ぜた発言だったのだか

ら。

　だがファナウスは何ともないようだった。それが

ダーシュには少し残念だった。

　ハドルメニスも入ってきた。

「この湯は効くだろう？」

「ええ、とても」

　ダーシュはハドルメニスに答えた。
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「ただ薬湯は症状がないと逆に体に悪かったりする

からな。そこは気を付けないといかん。今日の湯は

大丈夫だ。誰でも入れるよ」

　そういうわけか。そしてそれを確認しにハドルメ

ニスの所に行ったわけか。

　二人が一緒に現れたわけをダーシュは理解した。

「ハドルメニス先生こんにちは」

「ああノモンさん。こんにちは。その後どうです

か？」

「先生のお蔭ですっかりいいですよ」

「それはよかった」

「先生こちらは？」

「おお、申し遅れました。儂はファナウス・メルサ

リス。ここで商売をやっているものです」

「ああメルサリス商会の方でしたか」

「ご存じでしたかな？」

「もちろんですとも」

　ダーシュの周りで中高年世代で会話の花が咲き始

めた。

　黄土色の水面に咲く湯の花だ。美しいとは言い難

いかも知れないが、和やかなことは確かだろう。

「この若者は儂の娘婿でしてな。名前はダーシュ。

ダーシュ・ナブ・ナグム……イビヌという」

　二つ目のケザムが省略されたが、どうせ偽名だし

なご
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気にはならなかった。

　外国人からすると、どうもアウラシールの名前は

長すぎるらしい。おそらく最初の名告りをファナウ

スは憶えられなかったのだろう。

「よろしくダーシュ」

　ノモンが細い手を差し出してくる。

「こちらこそよろしくお願いします」

　ダーシュもその手を握り返した。

「儂はノモン・ペルス。今は隠居の身だが、若い頃

は交易商人の案内と護衛をやっていたんだよ」

　小柄な外見からは想像できないような経歴だっ

た。かなり危険のある仕事だと思うのだが。

「そうだったんですか。どちらの方面へ」

　興味を持ったファナウスが尋ねる。

「儂は西の方の出身でしてな。主にロスメニア地方

を中心に、西の方と交易をする商人を相手にしてお

りましたよ」

「するとレメンテム帝国や、ヴァルゲンの諸侯国で

すか」

「そうです。レメンテムはともかく、ヴァルゲンは

……とにかく食い物がひどくてね。旅は暑さ寒さも

きついですが、やっぱり食べ物が合わないと一番苦

労しますなあ」

「わかります」
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「食べ物はもちろん、あの辺りは医者がおりません

からなあ。ヴァルゲンはまあ、まだ我が国に接して

おりますからね。食事はひどいが、捜せば医者はお

ります。けれどレメンテム帝国の方がね……簡単な

怪我や病気でぽろぽろ人が死んでいく。ひどいもん

ですよ」

「ああなるほど。アラトナ教ですか」

「そうです」

　ノモンとファナウスの会話がダーシュには解らな

かった。アラトナ教と言えば遥か西の彼方の宗教

だ。何でも唯一絶対なる神とやらを信じるという。

その位しか知識がない。

　そもそも神が一つという感覚自体が解らないの

で、全く異質な教えだと思っていた。

「どうしてアラトナ教が関係しているんですか？」

「アラトナ教には医者がおらんのだよ」

　ダーシュの疑問にノモンが答えた。薬湯を手で

掬って顔を撫でる。

「アラトナ教では神官達が医者の仕事をやっていて

な。いわゆる内科医はおらん」

「医者がいないのですか？」

「ああ、おらん。床屋はおるがね。床屋が簡単な怪

我とか、そういうのを診てくれるが、そんなに医術

に精しいわけでもない。怪しい連中が多いし、アラ

すく
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トナ教の教会に目を付けられたら、たちまち裁判に

かけられて殺されちまうんじゃよ。だから床屋の連

中も目立って仕事をすることはないし、普通は定住

しないで生活しとる」

　なんだそれは。

「唯一絶対なる神の教えとやらで、神官達だけが地

上における神の仕事を代行することを許されてい

るっていう仕組みなのさ。だから神官が医者であ

り、教師であり、あらゆる事を支配している。俺に

言わせりゃ単なる詐欺の犯罪だがね」

　ハドルメニスが口を挟んだ。

「あの神官どもに医学の知識なんかありはしない

さ。しかも連中、解剖を禁じているからな。この先

医学が発展することもないだろうよ。もっともその

方が自分たちの利権や立場を守るためには都合がい

いんだろうが」

　軽蔑を込めた口調だった。

「解剖とはなんですか？」

「アウラシールにも医者はいるだろう？　死体を解

剖して人体の仕組みを調べることさ」

　ああ、なるほど。腑分けとか言ったか。ダーシュ

も聞いた事があった。

「連中に言わせれば人間の体は神が作った神聖なも

のであり、それを調べることは神の創造の御業を犯

ふ わ

み わ ざ
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す重大な不敬行為なんだそうだ。ま、たしかに理窟

は解るが、自分たちの薄汚い利権を守るためだけ

に、よくもそこまで神の栄光を貶しめたものだと思

うよ。自分たちの崇めるべき神なのにな。大した神

官どもさ」

　ハドルメニスはアラトナ教に相当な反感を持って

いるようだった。

「しかもあの神官ども、自分の具合が悪くなると

ローゼンディア人の医者にかかろうとするんだ。な

んて野郎どもだと思うよ」

「レメンテムと言えば、どうも軍部と教会の間で反

感が高まっているようですな」

　ファナウスがそんなことを言いだした。

「ほお？　たしかに軍制と教会は独立しておりまし

たが、今はそんな事になっておるのですか？」

「ええ、儂もじかに西方に行ったわけではないので

人から聞いた話ですが」

「それじゃあまた連中、戦争を仕掛けてくるかも知

れませんなあ」

　ノモンが溜め息を吐いた。

「どうしてレメンテムが戦争を仕掛けてくるんです

か？」

「あの国は政治が揺らぐとローゼンディアに外征し

てくる事が多いのさ。いつものことだがこっちは

おと
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堪ったもんじゃない」

　またハドルメニスが答えた。

「あの国も大国だからな。皇帝はいるが、軍部と教

会も大きな権力を持っていて、いつも争っている。

どんな案配でそうなるのか知らんが、ローゼンディ

アはそれで何度も攻められているのさ」

「ローゼンディアから戦争を仕掛けたことはないん

ですか？」

「そりゃあ、あるさ」

　だったらお互い様ではないだろうか。そうダー

シュは思った。

「なあに攻められても、またベルガイアの戦いみた

いに返り討ちにしてくれるでしょうよ。我が軍は強

い。儂は信じておりますよ」

　ノモンが握り拳を作って言う。

　ベルガイアの戦いは今から百年以上昔にあった伝

説の大戦である。

　ダーシュは詳しくは知らないが、この戦いでレメ

ンテム帝国が歴史的な敗北を喫したのは有名であっ

た。

　そしてこの戦いでローゼンディアの指揮を執った

のがゼメレス公クレオラである。

　アウラシールで魔物のように恐れられた西の魔女

だ。因みにレメンテム帝国では東の森の魔女と言わ

たま

ちな
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れているらしい。自国からの位置関係で勝手に呼ば

れているわけだが、どちらにしろ魔女には変わりな

い。

　クレオラ・ゼメレスは悪魔的な軍才で数々の戦い

を勝ち抜いたが、その最初の戦いがベルガイアの戦

いだったという。

　この戦いで彼女の名前は広く周辺諸国に知られる

ことになった。しかしアウラシール諸国にとっての

本当の恐怖はその後の話になる。

　アウラシール都市国家連合軍が北伐と称してナバ

ラ砂漠を北上した時、その真の恐ろしさを思い知ら

される事となったのだ。

　レメンテム帝国同様に膨大な軍勢を送りこんだア

ウラシール連合軍ではあったが、やはりレメンテム

帝国と同じように徹底的に叩かれ殲滅させられたの

である。

　ナバラ砂漠の北で、まるで霧のように連合軍は消

えてしまった。今でもそう言われている。

「すまんなダーシュ。気分を悪くしたか？」

　ファナウスが気遣って聞いてきた。アウラシール

の北伐の事を知っており、しかもダーシュのことを

アウラシール人だと考えているということだ。

　確かに初めて船上で挨拶した時にも、ファナウス

は名前をちゃんと呼んできたし、アウラシールの礼
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法を見せても通じていた。

　あの時にも思ったが、何せアンケヌに大きな支店

を構えるほどの大商人である。アウラシールに限ら

ず異国の風習に通じていない方が怪訝しいのかも知

れない。

「いいえ」

　ファナウスの気遣いにダーシュは微笑んで答え

た。意外と、細いところに気の回る男だなと思っ

た。

　侵略を先に仕掛けたのはアウラシールだ。レメン

テムとの戦いで国力が疲弊しているだろうという読

みの元、都市バハラクの王、センケレ・エリヤバル

三八五世を総大将にローゼンディアに戦争を挑んだ

のだ。

　センケレ・エリヤバル三八五世は、古代の英雄王

エリヤバルの名前を持つだけに、暗愚な王ではな

かったというし、自身も勇猛であったらしい。

　準備も万端整えたろう。巨獣も四百以上も用意し

た歴史的な大軍勢で挑み、そして空前の大敗という

歴史的な負け方をしたのだ。

　アンケヌからもかなりの犠牲を出した。ダーシュ

は歴史の教師からそのことを学んでいる。

「たしかに私の一族からも戦死者は出ていますが、

仕掛けたのはこちらから。しかも今となっては随分

お か
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昔のことではありませんか」

「アウラシールの人に昔の話と言われるのも妙な気

がするな」

「含みはありませんよ」

　ダーシュは微笑んだ。ゼメレスという名前には好

意を持てないがな、と胸の内で独りごちた。

「ほほう。若いのはアウラシールの人かね？」

「はいナデフの出身ですが、アンケヌで育ちまし

た」

　嘘である。最初からアンケヌの生まれ、アンケヌ

の育ちである。

　アンケヌ育ちを隠そうとしても、おそらく言葉の

訛りで見破られるし、そもそもアンケヌに居たこと

にしないと、アイオナとの出会いの説明がしにくく

なる。

　ただ出身地だけは他にしておきたかった。

「随分南の方だな」

「ええ。ですがあの辺りがアウラシールです」

「ははは。ジルバラの人は皆そう言うな」

　ファナウスが笑った。ノモンとハドルメニスは解

らぬらしい。場所が遠すぎるからだろう。

　ジルバラ地方はアウラシールの最南方地域であ

り、アウラシール文明発祥の地なのだ。

「大きな町なのかね？」

なま

ずいぶん
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　そんなことをハドルメニスは聞いてきた。

「はい。大きいですよ。と言っても私は七歳までし

か居ませんでしたが」

「アウラシールの南の方というと、歴史の古い町な

んだろうね」

「はいとても」

「アウラルには行ったことがあるかね？　儂も一度

あの噂の城壁を見てみたいんだが」

　七色の城壁のことである。都市アウラルには七色

の七つの門があり、その門に対応した区画の城壁は

門と同じ色で作られているのだ。

「正直に言って、荘厳と言うより派手ですね。かな

り派手な感じですよ」

「ほう？　そうかね」

「そういえばダーシュは何を商っているのかね？」

　ファナウスが不意にそんな事を聞いてきた。

　――来たな。

　そう思った。

「はい。私は塩と油を主に取り引きしてきました」

　手堅い商品の名前を挙げる。しかも油は種類があ

るので話を変えやすいと判断してのことである。

　それに何より、ダーシュには実際にこの二つの商

品の取り引きに関わった経験があった。

「塩と油か。それじゃあうちとは商売が被るな」

あきな
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「それはお互い様ですよ」

「違いないな」

　ファナウスは笑った。

「しかしそれじゃあ、うちの娘とは、そんなにいい

出会い方はしなかったんじゃないのかね？」

「どうして判るんですか？」

　ダーシュはわざと意外そうな顔をして聞いた。そ

うすることでファナウスの予想は当たっているぞと

答えたつもりである。

「あれの親だからな。想像は付くよ」

「なるほど」

　今度はダーシュが笑った。微笑むだけのつもりが

つい笑ってしまった。

　確かに、理想的な出会いとは言い難い状況だった

のだ。

「君の一族も同じように塩や油を扱っているんだろ

う？　君の父上も。それと兄弟はいるのかね？」

「残念ながら父も兄も他界しております」

「……そうか。悪いことを聞いたかな？」

「いえ」

「では君には直接の親族はいないのかな？」

　直接の親族というのは親兄弟を表している。

　部族単位で社会が構成されているアウラシールで

は、直接の親族である親兄弟を失うことは非常に大
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きな損失となる。

　生きていく上で様々な不利益を、差別を受けるこ

とになるのだ。

　ダーシュは自分は恵まれていたと思っている。王

族であったという特殊な立場もあるだろうが、あの

年齢で親兄弟や一族の後盾を失えば、奴隷の身に落

ちるのが普通だ。

「ええ……ああ、いや、従兄弟が一人います」

「ほう。その人も商人かね？」

「はい。元々は神官になりたかったようですが」

　そうだ。ザハトは気性が激しいわりに学究肌な所

があった。子供の頃は生真面目に聖典を読み、古代

法の解釈学などを勉強していた。

　もしも何も起きなかったとしたら。

　あの恐るべき政変が起きなかったとしたら。

　――ザハトは神官になっていただろうか。

　ふとそんな事を考えた。

「苦労したのかね」

「そんなことはありませんよ。私は恵まれていまし

た」

　ダーシュは目を閉じた。兄の近侍だったホイヤ

ム、近衛のギジムとウルバ。忠実で勇敢な男達に守

られて生きてきたのだ。ダナン族だって自分たちを

受け入れてくれた。

182



　苦労はした。したが、耐えられないという程では

ない。

　この世は地獄だ。

　それを目の当たりにして見てきた。自分は、ザハ

トは恵まれていたのだ。

「その従兄弟と、今は一緒に塩と油を商っているの

かね？」

「いや、実は今、私は無職なのですよ」

「なんだって？」

　ファナウスが目を丸くした。その顔を見て、して

やったりという気持ちがダーシュに芽生えた。

　　　＊

　商館の浴室は広めに作ってある。洗い場と浴槽が

あり、硝子製の、しかも開閉式の窓が二つ付いてい

る。

　飛び抜けてと言うほどではないが、硝子は高級品

には違いない。浴室の窓など四角く小さく切って済

ますか、折り返し式の天井を付けて終わらせるのが

普通なのに、メルサリス商館の窓は、公衆浴場のよ

うに硝子製であった。

　窓は結構大きめに作ってあり、おまけに高さもそ

れほどない所にあった。

ガ ラ ス
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　これだと内部からの開閉は楽だが、外からも同じ

ように楽に開閉できることになる。

　通常、浴室の窓は外光の取り入れや、空気の入れ

換えの為にあるが、外からの覗きや侵入防止のため

に高さのあるところに、小さく切るのが常なのだ。

　だからメルサリス商館の浴室は異例の作りと言え

る。これはファナウスとその妻エリーデの好みによ

る物で、一応外からの視線を遮るために、硝子には

磨り硝子が使われていた。

　浴室の外側も商館の敷地内なので、直に通りに面

しているわけではないし、しかも風呂の外側には、

入浴中の世話を焼くために釜焚きの使用人などが

ちょくちょくやって来るので、安全の方も確保され

ているとは言えた。

　浴室の床は全て薄い桃色のタイル張りで、浴槽の

下も同じタイル張りだった。

　壁は大理石だが、一面だけがやはり彩色タイルで

飾られており、魚達に取り囲まれた女神トリュナイ

アが描かれている。ちゃんとした画家が下絵を描い

たのだろう。線画が詳細で美しいものだった。

　画面の端の方には何故か数匹の蛸が描かれてお

り、その蛸達がやけに幸せそうと言うか、和んだ雰

囲気を感じさせた。

　天井はやはり大理石の円柱で支えられていた。

さえぎ

す
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　壁も円柱も、使われている大理石は高級なカラト

ヤヌの物だったが、薄く桃色が付いた石が使われて

いた。床と浴槽のタイルはこの円柱と壁の石色に合

わせたものだろう。

　一般に大理石は白を最上とするが、綺麗に色の付

いた物も人気がある。この浴室の石は一見して高級

品だと判るものだった。

　天井は意外にも木製だった。木は湿気に弱いの

で、ローゼンディアでは浴室の天井は、通常は石組

みで作られる。そして落下水滴対策のための溝など

が掘られるのだ。

　ところがここでは木製の天井が組まれていた。

　当然、湿気避けの対策はしてあるだろうが限度が

ある。

　よく見るとこの天井は、通常の家屋の天井とは

違った構造で組み上げられており、駄目になった時

すぐに取り替えられるようにとの配慮が感じられ

た。

　つまり天井の交換を前提とした設計になっている

のだ。

　要するにかなり贅沢な浴室なのだった。浴室自体

が贅沢品だと言ってしまえばそれまでだが、ここま

で凝るのは風呂好きのローゼンディア人とはいえ、

中々のものだと言えるだろう。
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「相変わらず馬鹿なことに対して、馬鹿げたお金の

使い方をしますね。やはりあの子は馬鹿ですね」

　しかし大伯母イネスの評価は散々だった。

　一つの発言の中で三回も馬鹿と言われると、ひど

いのを通り越して何やら文辞めいた物さえ感じられ

るが、それほどに本人の居ないところで父ファナウ

スは馬鹿にされていた。

「折角商才を持って生まれても、築いた財産の使い

方にまで知恵が回らぬようでは話になりません。ア

イオナ、お前が良く観ていて、あの子が馬鹿なこと

をしでかさないように注意するのですよ」

「はい。大伯母様」

　返事はしたが、その指示を守るのは難しいとアイ

オナは思った。何せ母のエリーデが、やはりこの大

伯母からよくファナウスを監督するようにと言われ

ているのだが、一向に上手く行かないのだ。

「馬鹿というものは常にこちらの予測を超えていき

ます。しかも素直に予測の上を行くのではなく、少

し斜め上の方向に行きます。放っておくと碌でもな

い結果を生むことになりますから注意するように」

「はい。大伯母様」

「人間の行為には、する、やる、やらかす、の三つ

があるという事です。これは先だって観た芝居の中

の言葉ですが、芝居とはいえ中々面白い意見だと思

み

ろく
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います。あの子はまさにこの中の、やらかす、とい

う事を好んでやります」

　好んではいないと思った。結果的にそうなるだけ

だ。それだけに始末が悪いとも言えるが。

「しかしまあ……」

　大伯母はそこで言葉を切った。

「必要以上に手間をかけて、華美にしてあるとはい

え、良い浴室であることは認めぬわけではありませ

ん。北壁に我らが祖神様を描いてある所など心憎い

ではありませんか」

　大伯母様。それは母様の発案です。祖神様の御加

護を常に忘れないようにという母様の発案でその彩

色タイルになったのです。父様の発案では、鰐の着

ぐるみを着た道化師が三叉銛で鰐と戦っている絵柄

になるはずだったそうです。

　アイオナはそう思ったが、父親のためにその真実

は口にしなかった。

　浴室にはアルサム油と香水と垢擦り、ダルメキア

の石鹸と糸瓜、桶に入った泥まであった。

　灰色の泥はほとんど液体のような粘土である。こ

れで肌を洗うとつるつるになるが、非常に洗浄力が

強く、使うにはちょっとした注意が必要だ。

　更に洗髪後に使うためのティモネも底の浅い容器

に入れて置かれていた。

わに
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　ティモネは柑橘類の一種であり、ローゼンディア

では一般的な果実である。

　鮮やかな黄色い実の果物だが、酸味が強いのでそ

のまま食べることはほとんどない。

　薬や食材として重宝されているが、浴室に置いて

あるのは整髪のためである。

　石鹸で洗うだけだと髪がきしみ、ごわごわになっ

てしまう。櫛の通りも悪くなる。

　そこで髪を洗った後、水を溜めた桶にティモネの

汁もしくは酢を少し垂らし、そこに髪を浸すのだ。

そうすることで髪がつるつるさらさらになるという

わけである。

　それらがきちんと区画を用意されて置いてあるの

だった。

　明らかに女性が使うことを考えて色々な物が並べ

られているのが判る。

　男性用だったら垢擦りとアルサム油だけとか、糸

瓜と石鹸だけという風になる。

　アイオナ以外の二人は泥を使った。船旅の汚れを

根刮ぎ落とすためだろう。

　頭と体を洗って、一足先にアイオナが湯に入っ

た。温かい。心と体が解けていくようなゆったりと

した心地よさがある。

　足を伸ばして待っていると、大伯母とシフォネが

くし

ね こ そ

ほど
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入ってきた。

　二人とも爪先から頭の天辺まで綺麗に洗って満足

そうだ。

　三人は浴槽に香水を垂らしてゆっくりと浸かっ

た。

　温かで芳しい湯に浸かりながら三人が恍惚として

いる時、治療と称する技によってダーシュは悲鳴を

上げていたのだが、そんな事はアイオナには知るよ

しもなかった。

「……それでお前は、彼の無実を霽らすために協力

し て い る 内 に 親 し く な っ た と い う わ け な の で す

ね？」

「はい、大伯母様」

　焦らずに時間を掛けて、アイオナはあらかじめ

ダーシュと打ち合わせておいた筋書き通りの説明を

した。

　さすがに地上の極楽にいると大伯母の攻撃も和ぐ

ようで、話はダーシュとの出会いや、何故結婚する

かに致ったかに移っていた。

　激烈な海上戦ならぬ、風呂場戦を恐れていたアイ

オナは、内心胸を撫で下ろしていた。

「それで彼の命を狙っているというのは、ザハトと

言いましたか？　実の従兄弟なのですね？」

「はい。知勇に優れた恐ろしい人です」

あたた かぐわ

は
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　アイオナはあの鋭い面差しを思い出した。一度し

か見なかったが、印象深い男だった。

　大伯母は溜め息を吐いた。

「アウラシール人というのは激情家が多いと言いま

すが、同じ一族でさえ殺すか殺されるかという問題

にまで諍いが発展するというのは、珍しいのではあ

りませんか？」

「さあ……それはわたしには判りかねますわ」

　実際そうだった。殺すか殺されるかという事を日

常的に考えているという氏族ならローゼンディアに

もいる。というか、かつてはそうだったらしい。

　今では随分と角が取れて丸くなったと聞くが戦神

の末裔と言われるセウェルス氏族がそうであったと

聞く。

　ただ王国騎士団や、東方騎士団に多くの人材を出

すセウェルス氏族は、実は今でも古代の慣習そのま

まに、イスターリス戦士団を持っているとも聞く。

　何でも騎士の枠に収まりきれなかった連中の吹き

溜りらしく、王の命令すら聞かぬとか、超人的な戦

士達だけで構成されているとかいうが、アイオナは

その噂をちらりと聞いたことがあるだけで実際のこ

とは知らない。

　古代セウェルス氏族のイスターリス戦士団はと言

えば、その余りの強さと獰猛さで、ナーラキアの帝

いさか
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王達も手を焼いたらしい。彼らから税役を取り立て

ることを諦め、代わりに税役免除令を出していたと

歴史書に書いてある。

　古代イスターリス戦士団は本当の意味での専門の

戦士団だった。

　生産に携わらないだけでなく、祭祀階級ですらな

かったようだ。これは氏族を代表するような上級の

戦士としては異例の事と言える。

　要するに朝から夜まで、ただひたすら殺し合いの

ことばかり考えていた連中であったらしく、皆一騎

当千の化け物揃いだったようだ。

「それでは彼は今は全ての資産を失って、しかも体

の方もまだ快復しきっていない状態なのですね？」

　ダーシュは従兄弟のザハトと争い、敗れて殺され

かけ、全ての商売上の資産を失ってここにいる、と

いう事にしたのだった。

　さすがにそれだと立場が弱すぎるのではないかと

アイオナは思ったが、ダーシュはそれくらいで丁度

良いと言う。

「それでお前の親族が、俺を穀潰しと追い出すよう

だったら、考えねばならんことになるな」

「わたしの親族を試すの？」

「そうだ」

「それって失礼なんじゃないの？」

あきら

たずさ
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「あのな。俺は命が懸っているんだぞ？　そんなこ

とを気にしていられる状況じゃないだろう？」

　確かに、ダーシュはザハトに狙われ、暗殺者に狙

われ、身の置き所がない状況だ。

「それにローゼンディアでは夫婦は助け合うんだろ

う？　『病める時、飢える時、苦しき時、いかなる

時も互いを思い、助け合うべし』そうじゃなかった

のか？」

「それは……そうだけど……」

　だからといって納得できるものではない。自分の

問題に親族を、父母を巻き込みたいとは思わない。

「それにな。この話は実は、お前の親族が俺に同情

した場合の方が問題なんだ。本当はそれを見極める

ためにある」

「どうして？」

　困っている人を助けるのは良い事だ。神官様から

もそう習ったし、大伯母様もそう言っている。

　迂闊に人を助けるなと言ったのは父親のファナウ

スだけだ。

　人の運命に関わるには勇気が要ると。運命に関わ

るのは、やはり運命だけなのだと。

「あのな……俺の味方をするという事は、ザハトの

敵になるって事なんだぞ？」

「あ……」

ガ ズ ー

う か つ

192



　ダーシュはやれやれというように肩を落とした。

「お前達はどうか知らんが、アウラシールでは敵と

味方ははっきりと区別する。そして敵には容赦しな

い。なまじ敵味方が常に入り乱れているだけにな」

　あのザハトが父や、母や、大事な親族に牙を剥

く。それはとても恐ろしいことだった。

「ザハトは無関係な人間には手を出さない。これは

断言できる。だが敵には容赦しないぞ。これも断言

できる」

　アイオナはザハトを危険な男だと感じている。

　暴力的であるとかそういう意味ではない。あの男

には鋭利な知性を感じた。猿が棒でも振り回すよう

に暴力を弄ぶ男ではないだろう。

　上手く言えないが、危ういのだ。ザハトは。

「じゃあどうするの？」

「お前の親族が俺を庇い立てするようだったら、適

当な理由を付けて商館を出る」

「えっ？」

　アイオナは思わず声を上げてしまった。

　それでは、それでは延長した偽装結婚は……。

「何て顔をしているんだ」

　ダーシュは笑ってアイオナの額に指先で触れた。

　不意を突かれて、アイオナはどきりとして俯い

た。顔が熱い。

もてあそ
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　一体、自分はどんな顔をしていたのだろう。

　そう思うとますます顔が熱くなる。顔を上げるこ

とができない。

「心配するな。お前の父親をやり過ごすまでは離れ

ない。ちゃんとお前の立場がまずくならないように

振る舞うさ」

　ダーシュはそう言ってくれたが、どのような方法

を考えているのかまでは話さなかった。

　隠したのかも知れない。いや隠したというのは考

えすぎか。あまり話したくない内容だったのかも知

れない。

　何にせよダーシュを信じてはいる。信じてはいる

が、ダーシュにも何となく……そう、危うさを感じ

る。

　そしてその危うさはザハトのそれと似ているの

だ。

　何だろう。この感じは。

「我々ローゼンディア人とは風習も歴史も違う異国

の人達ですからね……こちらが好意で関わろうとし

ても、却って問題を拗らせてしまうかも知れませ

ん」

　大伯母の言う通りだと思った。

「あまりそのことには触れない方が良いかも知れま

せんね」

かえ こじ
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「はい。わたしもそう思って彼とはそのことは話し

ていません」

「ですがアイオナ、アウラシールの男性は非常に我

が強いというか、あそこは男性に優位性があるとい

う社会です。夫は妻の意見など、ものともしないで

何でも自分で決めてしまうはずです。そこは大丈夫

なのですか？」

「はい。彼は広く外国人と商売をやっていた人です

から……」

「我々ローゼンディアの風習や法律に対しても理解

があると？」

「はい」

　アイオナは頷いた。大伯母は溜め息を吐いた。

「お前がそう言うのならそうなのでしょう」

　仕方がない。そんな諦めが感じられた。

「でも意外だわ」

　シフォネが会話に参加してきた。

「アイオナが外国人と、それもアウラシールの人と

結婚するなんて」

「たしかにそうですね。快活で聡いお前が、どうし

てわざわざアウラシールの人と？　苦労するのは目

に見えているでしょうに」

「それは、その……」

「その？」

さと
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　大伯母が不思議そうな顔をする。

「その？」

　シフォネが何だか目を輝かせて笑みを浮かべてい

る。

　さあ言え、言ってしまえ、そんな感じの顔をして

いる。

「そのう……」

　アイオナは口籠もった。湯に沈んでいく。薔薇の

良い香りがする。

　あれ？　何だか妙な感じだ。後頭部に鉤を掛けら

れて、釣り上げられるような感じがしてきた。

「 ア イ オ ナ 。 ど う し ま し た ？ 　 の ぼ せ た の で す

か？」

「お祖母様。今が大事なところです。アイオナの話

を聞きましょう」

「何を言ってるんです。沈み始めているではありま

せんか！」

　二人よりも先に湯に入った所為だろうか、それと

も湯に浸かりながら長く話をし過ぎたのだろうか。

湯煙の向こうに祖神様のお顔が見える。

　微笑んでいらっしゃるわ……アイオナはそう感じ

た。

かぎ

ゆけむり
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第五章

「これはお前には必要のないものだ」

　ザハトの言葉は意味が解らなかった。だがそれも

一瞬のことだ。すぐにイシュタトにはそれが己の肩

にある奴隷の焼き印を示しているのだと解った。

「すぐに穢れを落とさせよう。そしてお前は胸に陽

翼盤を抱くのだ。お前の父がそうであったように

な」

　何故父親の話が出て来るのだろう？　陽翼盤とは

何だ？　イシュタトの頭に疑問が浮かんだが、すぐ

にそんな事はどうでもいいと思った。

　そういう事ではないのだ。自分と、この貴人の間

にあるものは。

　そんな風に簡単に、軽く言葉を交わすことで通じ

合えるようなものではない。

　イシュタトはそのことをほとんど本能的に悟って

いた。

　だが何か言わねばならない。目の前の貴人に、イ

シュタトは何かを言わねばならない。

　しかし何を言うべきなのかが判らない。

　そして判らないながらも、その口は自然に言葉を

紡ぎ出した。

「……腰の物をお貸しください」

けが よう

よくばん
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　掠れた声でイシュタトが呟くと、ザハトは怪訝な

顔をした。

　だがすぐに腰に差していた剣を抜き放った。抜き

身の鋼が陽光を反射して鈍く光る。

　イシュタトの左右に並ぶ奴隷から恐怖の気配が伝

わり、彼らがイシュタトから少しでも離れようとす

るのを感じた。

　だが並べと命じられた以上、列を乱すことは出来

ない。それが奴隷の悲しさだった。

　剣の下から逃れることは出来ないのだ。

　柄を先に差し出された剣に手を伸ばすと、堪り兼

ねたようにグヌグが叫んだ。

「摂政閣下っっ!!　危険でございます!!　そやつは特

に性根のねじ曲がった卑しい奴隷でございます!!」

　ザハトはグヌグを一瞥したがすぐにイシュタトに

向き直った。

「摂政閣下あっ!!!!」

　両の手を握り締めて叫ぶグヌグに、ザハトは再び

冷たい眼差しを向けた。

「黙れ。お前はこの私がどうにかなると心配してい

るようだが、そんな事は起こりはせん。それよりも

お前は我が身の心配をしろ」

「摂政閣下……？」

　グヌグはきょとんとした顔になって黙り込む。奴

かす け げ ん

たま か
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隷達は元より動かない。ゴーサの傭兵達は幽霊のよ

うにザハトの周囲に佇んでいる。

　静かだった。それで我を取り戻したのか、それま

で状況についていけなかった大男の奴隷が、慌てて

駆け寄ってきてザハトの上に日傘を差し掛けた。

　イシュタトはザハトの目を見た。それから剣の向

きを返して刃を右肩に当てた。

　そして注意深く自分の右肩にある奴隷の焼き印を

削いでいった。

　刃が皮膚に滑り入った瞬間、血が流れ出した。鮮

やかな赤い色をしていた。

　イシュタトは歯を食いしばった。目から炎が出る

ような気がした。耳の奥が痺れた。

　痛みはほとんど炎で焼かれているようであり、溢

れる血が腕の上を流れ落ちた。

　でも大した傷ではないのだろう。それは解ってい

る。ただ皮膚の一部を削り取るだけだ。

　このぐらい何でもない。

　夜盗が五体をばらばらに刻まれて、城門や街道脇

にあるのを見た事がある。手を落とし、足を落と

し、最後に腰を二つに割るのだ。どれほどの痛みだ

ろうか。

　物盗りが罰として腕を落とされるのを見た事があ

る。奴隷が背中の皮を剥がされるのを見た事があ

たたず

そ

は
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る。どれほどの痛みだろうか。それに比べればこん

なものは何でもない。

　そう思った。思おうとした。だが信じたい事と現

実の痛みは別だった。

　焼けつくような痛みに痺れが混じり始めた。手の

感覚が無くなってきた。大した傷ではない癖に、生

意気にも血は筋を作って流れ出る。

　痛みは燃える熱さと痺れを伴っていたが、冷たい

とも感じた。

　熱さと冷たさの本質は実は同一なのだ。目も眩む

痛みの中で初めてそれを悟った。

　それでもイシュタトは刃を止めようとはしなかっ

た。

　苦鳴も上げなかったし、呻きも漏らさなかった。

ただ意志とは無関係に頤が震え、食いしばった歯

が、かちかちと小さな音を立てるのは止められな

かった。

　誰も何も言わなかった。微かな歯の音と、荒い息

遣いの他は、ただぞりぞりと鞣し革の上を剃刀が撫

でるような音だけがしていた。

　これは憎しみなのだとイシュタトは思った。屈辱

なのだとも思った。もはや涙すら流れなくなった深

い怨念なのだとイシュタトは思った。

　そしてこの痛みと憎しみは自分一人の物ではない

しび

すじ

ともな
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のだと思った。これは一族の痛みだ。

　己の一族は、おそらくもうイシュタト以外は誰も

残っていない。死した者達の怒りと悔しさ、悲しみ

に比べれば、こんなものは何でもない。

　弟はまだ生まれたばかりだった。母は槍で何度も

突かれて死んだ。病を持っていた祖父は売り物にな

らぬとその場で叩き殺された。娘を守るために剣を

取った叔父は袋叩きにされた挙げ句に油を掛けて火

を放たれた。

　美しかった従姉は暫く悲鳴を上げていたが、ヤン

ギルの男達が従姉の手や足を持って部屋から出てき

た。血に染まった手足の断面には白い骨が見えてい

た。男達は笑いながら従姉の手の指輪を見、足の装

身具を見ていたのだ。

　多くの者がヤンギル族の男達に殺された。そして

生き残った者は奴隷として売られたのだ。

　最後に一息、口から吐くと、イシュタトは肩の皮

を左手で千切り、地面の上に投げ捨てた。濡れた音

がした。皮の裏側には血と、黄色みがかった皮膚の

中身が見えた。

「――長く、苦しい日々であった」

　ザハトの口調は静かだった。その顔からは普段の

鋭さは消え、祈りにも似た静謐さが表れていたが、

イシュタトにはそれは解らない。

い と こ しばら
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「獅子の子は羊にはなれぬ……やはりお前は獅子の

子であったな」

　ザハトの声は震えた。だがイシュタトにはもう、

何を言っているのか聞こえなくなっていた。未体験

の急な出血と、大きな苦痛に耐えてきた肉体が限界

を迎えたのだ。

　イシュタトはその場に倒れ込んだ。

　　　＊

　岩山は取り囲まれていた。足元ではシュリヤとク

メラ、二人のダナン族女性が抱き合って顫えてい

た。

　周囲にはヤンギル族の戦士達が陣を張りつつあ

る。時間が経つほど危険になるのは解っていたが、

こちらはダーシュと自分の他には戦える者がない。

打つ手がなかった。

　岩陰から外を見ていると、動き回るヤンギルの戦

士達がちらちらと見える。

　ぞっとした。この後の展開が予測できるだけに現

実的な恐怖を感じた。

　目をダーシュに転じたが、いつもながら怯えの色

はない。こういうところは大した奴だと思う。

　そう思って見ていると、何とシュリヤに水を飲ま

ふる

た
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せている。この非常時に何をやっているのか。

「ダーシュ」

「何だ？」

「そんなことをやっている場合か。お前もここに来

て外の様子を見ろ」

　そして何か知恵を撚り出せ。生き残るための知恵

を。

　この死地を切り抜けるための知恵を。

「解った」

　ダーシュはシュリヤの手に水の碗を押し付けて少

しだけ微笑んだ。シュリヤが釣られたように微笑

む。ただシュリヤの笑みは少し引き攣ってはいた

が。

　それを見てザハトは苛つくよりも呆れを感じた。

　漸く傍にやって来たダーシュが辺りを見ていく。

　やはり緊張は見られない。王宮を、アンケヌを出

たあの夜に、ダーシュは変わったとザハトは感じて

いる。

　変わって当然だと思う。ザハト自身、あの夜に自

分は変わったと感じているのだから、ダーシュがそ

うでないと考える方が怪訝しいのだ。

　とにかく生きねばならない。それは確定事項だ。

どんな手を使っても生き延びる。

　しかし交渉が可能な相手ではない。ヤンギル族は

ひね

わん

つ
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何としてもラムシャーン王家の血族を皆殺しにした

いはずだし、そうしようとするだろう。

　それは欲求というより使命であり、もっと言えば

恐怖に近い圧力なのだ。

　やられたらやり返す。

　これがアウラシールでは絶対の法則だ。だから手

を出す時は皆殺しが原則となる。

　復讎を恐れるがゆえの風習だが、それをアウラ

シールでは気が遠くなるくらい昔から続けて来てい

る。

　諸外国にも知られたそれが、古来より血の復讎と

呼ばれるアウラシールの伝統なのだ。

　アウラルの王、王の王、四方世界の王を称した伝

説のグザルハビヌ王も、血の復讎の連鎖を断ち切る

ために法を定めた。

　則ち『目には目を以て贖い、歯には歯を以て贖

い、それ以上の贖いを求める不可』である。

　だが王がこの世を去ってより一万年以上が過ぎて

なお、アウラシールでは復讎の無限連鎖が人々を

縛っている。断ち切られていないのだ。

　そしてそれは大いに結構なことだとザハト自身は

考えている。

　好きなだけ攻めてくればいい。好きなだけ殺せば

いい。だが必ず己は生き延びて、復讎してやる。

ジ ル ト

ジ ル ト
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　もう取り戻す事も出来なくなった輝ける日々をザ

ハトは忘れない。大切だった人々、尊敬していた

人、愛していた自分の家族を、一族を忘れない。

　彼らが血の復讎を望むかどうかは問題ではなかっ

た。

　大事なのは自分がしたいかどうかだ。体の中を満

たす溶けた鉛のような泥を、全て、全て吐き出して

しまいたい。

　匡す。

　あるべき姿に匡す。その一念だけが、今のザハト

を支えている。

「どうやって逃げるつもりだ？」

「今思案している」

　答えながらザハトは頭を回らせていた。一つ良い

手があるが、それは自分にとっては最後の手段だ。

余り現実的ではない。

　その手を使うのは最後だ。最後の仕上げに使う。

そう決めてある。

　となると別の手を考えなくてはならない。しかし

その場合、使える駒がない。

　足元で顫えているシュリヤとクメラは、ダナン族

の女性であり、今のところはこの問題に関わりがな

い。そのことをどう考えるか。

　可能性の分岐を検討していく内に、やがて思考が

ジ ル ト
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一つの線の形に收斂し始める。出てきた結論は正

直、おぞましい考えだった。

　他に手はないか。ザハトが再び考え始めた時、背

後で物音がした。

　すぐさま振り向いて小剣を抜いた。思考が閃く。

応戦しなくては。だが同時に殺されるとも思う。

　ここまで来られてしまったら、もはやどうする事

も出来ないのだ。

　おそらく敵は一人ではない。殺される。そんな考

えが脳裏をを掠めるが、それでも小剣を構えた。

　ザハトもダーシュもまだ子供なのだ。大人の持つ

剣は重すぎる。だから取り回しを考えて武器を選ぶ

必要がある。その結果の小剣であった。

　だが武器は長い方が有利だ。小剣よりも剣、剣よ

りも槍の方が有利になる。

　その不利を認め、しかも活用して戦わねばならな

い。

　それに剣は、刃物は容易に人を殺す力を持つ。場

所によっては三デフも切り込めれば人は死ぬ。

　デフはアウラシールで広く使われている長さの単

位であり、一デフの長さがおよそ大人の親指幅一本

分の長さになる。

　二人の持つ小剣は長さが十二デフある。要するに

先端部が少し深く切り込めば、それで人は殺せるの

しゅうれん

ひらめ

かす
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だ。

　ただし通常の剣の刃渡りは、ほぼその倍の長さが

ある。しかも大人はその体格も膂力も二人を圧倒す

る。

　つまり二人が大人を相手に戦う場合、絶対に退

がってはいけないのだ。

　退けば押し込まれて殺されてしまう。前へ前へ出

ながら小剣の間合いを保ち、戦わなくてはいけな

い。

「小剣は退がってはならない」

　二人は王室近衛の剣術指導をしていたマグヌハ

ヌ・シュガヌ師匠から、繰り返しそう言われた。

　これは理窟としては完璧に正しいが、実行するの

は至難の業であった。本当の勇気が必要だからだ。

　師匠からはその理合いを学び、繰り返し実伝を受

けてはいる。

　だから出来るはずだった。ヤンギルの戦士などに

後れは取らぬ、勇気を奮い起こせば必ず出来る……

そう信じようとした。

　しかしそこには重大な条件が付くのだ。

『本当の殺し合いで練習通りに動ければ』という条

件が。

　その事実がどうしてもザハトの足を竦ませる。

　怖いのか？　そうだ。確かに怖い。

りょりょく
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　死ぬことが怖いのではない。己の目的が、執念が

途絶することが恐いのだ。

　ザハトは恐怖を捩じ伏せるようにして小剣を構

え、半歩前に出た。

「お待ちを」

　ところがそう言いながら現れたのはギジムだっ

た。敵ではなかった。ギジムは間違って攻撃されぬ

ように手を前に翳していた。

　助けが来るなどと考えてはいなかった。予想もし

なかったのだ。自分達がここに居ることを特に誰か

に報せたわけでもない。

　それでもギジムは来てくれた。

　ザハトは力が抜けるのを感じた。安堵したのだ。

そして安堵している自分を恥じた。

「急ぎましょう。駱駝が用意してあります」

「解った」

　ザハトは答えてダーシュに向き直った。

「急ぐぞ」

「待て。この二人はどうする？」

　いかにもダーシュが言いそうな事だと思った。し

かし命を狙われているのはシュリヤとクメラではな

い。俺達なんだぞとザハトは言いたかった。

「置いていくしかないでしょう」

　ギジムがそう言った。言いにくい事だと思って、

ね

かざ

しら

ら く だ

208



自分で言ってくれたのだろう。

　その言葉を聞いたシュリヤとクメラは顔を硬ばら

せた。

「連れて行けないのか？」

　ダーシュがギジムに尋ねた。

「無理です」

　ギジムは短く答えた。シュリヤとクメラが呻く。

そして怖れを打ち消そうとするように、また抱き

合った。

　可能ならば助けてやりたいとザハトも思う。

　しかしそれは無理だ。今この時に我々と一緒に居

た事を、不運と思って貰うしかない。

　だがそれでダーシュが納得するとは思えない。

　どうやってダーシュを動かすか。ザハトの思考は

そこに移っていた。

　時間はない。急がなければ。ところが先程考えて

いた内容と、今の状況を繋ぎ合わせると名案が浮か

び上がった。

「二人を助けたければここに置いていくのが一番い

い」

「どうしてだ？」

　ダーシュの問いかけには怒りが含まれていた。予

想通り過ぎて失笑しそうになる。

「二人はダナン族だ。二人に手を掛ければダナン族

うめ
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が黙ってはいない。ヤンギルの狙いは俺達だ。俺達

が急いでここを離れれば、おそらくヤンギルは二人

を無視して俺達を追ってくる」

「その保証はあるのか？」

　今度こそザハトは失笑した。鼻で笑ってしまう。

ああ、やはりダーシュも見た目ほど落ち着いてはい

ないのだ。怖いのだと。

　落ち着いているように見えても、やはり恐怖はあ

るのだ。そしてその恐怖を隠そうとしているのだ

と。

　何故隠そうとするのか。決まっている。自分の立

場を解っているからだ。

　この場に居るザハトやギジム、そしてシュリヤと

クメラ、この場には居ないホイヤムとウルバ、そう

した皆の事を考えているからだ。

　それが解った。解るだけにどうしても笑ってしま

う。

　――お前はいつも……

「何を笑う？」

「すまん。赦してくれ」

　ザハトは謝った。人の優しさは滑稽だ。だが滲み

る。

「保証はない。だが連れて逃げようとすれば俺達と

一緒に攻撃の対象になるぞ。その方が危険が大き

ゆる

し

210



い。ここは身を隠して俺達と別れた方が助かる公算

は大きくなる。それだけは確かだ」

「連れて逃げるにも駱駝が足りません」

　ギジムが補足してくれた。

「それにシュリヤとクメラは連中に姿を見られてい

ないかも知れん。だとしたらこのままこの岩山に息

を潜めていれば、奴らは気付かず通り過ぎるだろ

う」

　ダーシュは考えているようだった。

　後一押しでダーシュを動かせるとザハトは思った

が、そのための言葉はまだ言い出せなかった。

　危険が余りにも大きかったからだ。

「もう時間がありません」

　外の様子を窺っていたギジムが振り返る。焦りが

感じられた。相当にぎりぎりの状況なのだろう。

「俺達が目立って逃げればいいのさ」

　ザハトは覚悟を決めた。

「俺達が逃げている。それがはっきりと奴らに見え

れば、奴らはこんな岩山など無視して追ってくると

思うぞ」

　そうは言ったが確証はなかった。無駄に目立つ逃

げ方をして、命の危険を大きくするだけかも知れな

い。

　ヤンギルの戦士達を将いている奴が誰なのか判ら

うかが

ひき
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ないし、どれくらい知恵が回る奴なのかも判らな

い。

　自分だったら己とダーシュが逃げた後もこの岩山

を捜索させるし、シュリヤとクメラを見付ければ捕

虜にするだろう。捕虜は使いようがあるのだ。

　だが今ダーシュを納得させるにはこれしかない。

「解った」

　ダーシュは頷いた。よし脱出だ。ザハトはギジム

の方を見た。

「駱駝は三頭あるのか？」

「いえ二頭です」

　片方が二人乗りか。すると速度に関して問題があ

る。追い付かれる可能性がある。

　ザハトは又思案した。駱駝は一ヶ所にあるはずだ

し、岩山を出るのは三人同時でなくてはならない。

　三人共に同じ駱駝に向かう以上、ばらばらに出る

意味は無いし、かと言って時間差を置いて出るのも

危険に思えるからだ。皆が同じ経路を動く以上、似

たような動きをする事になる。それは敵の射手を利

することはあっても自分達の得にはならない。

　狙う側の機会が増えれば、それだけ矢を合わせ易

くなるからだ。

　だから同時に飛び出して一気に駱駝に向かうしか

ない。
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　しかしどうしたところで弓に身をさらすことにな

る。博打であることには変わりなかった。

　目立つ逃げ方をするとダーシュには言ったが、そ

んなつもりはない。あれはダーシュを動かす為の方

便だった。

　岩山という高所から低いところへと降りていくの

だ。何もせずとも嫌でも目立つ。

　むしろヤンギルの連中がギジムの登ってきた経路

に全く気付いていず、無警戒であってくれる方が望

ましかった。

　とにかく迅速に駱駝に向かい、逃げねばならな

い。

「……ダーシュを真ん中に、先頭はお前が、殿後を

俺が務めよう」

「いえ、殿後は私が」

　案の定ギジムがそう申し出た。隊列は最後尾が最

も危険であるからだ。

　先頭は最初に動くので狙いにくく、真ん中は前後

に守られている。最後尾が一番危ないのだ。

　だがザハトは取り合わなかった。普段ならばギジ

ムに任せただろう。ザハト達よりも遥かに能力があ

るのだから。今回はそう出来ない理由があった。

「何を言っている。駱駝の場所を知っているのはお

前しかいない。真っ直ぐに駱駝の所へ行って貰わね

ば く ち

しんがり

つとめ
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ば困る」

「しかしそれではザハト様が……」

　二人がそんな会話をしている間に、ダーシュは

シュリヤとクメラに事情を説明し、ここに隠れてい

るよう言い含めていた。面倒見の良い事だとザハト

は思った。

　ここで三人とも死ぬかも知れない。

　ふとそんな事を考えた。アルシャンキのお示しに

なる判断がそうならば、仕方ない。そう思う。

　そもそも神はヤンギルがアンケヌを奪う事をお許

しになったのだ。そうであっても不思議はない。

　不満はある。だが人の身で神の計画を推し量る事

など出来ないとも思う。

　信仰とは心の全てを以て神と向かい合う事だと神

官に学んだ。

　清廉な心で祈るだけが信仰ではないのだ。神は全

てを知っておられるのだから、己が心を隠そうとし

ても意味が無い。

　そのままでよいのだ。祈りも願いも。憎しみも悲

しみもそのままでいい。

　神と繋がり続ける事こそが信仰なのだから。それ

が今ならばよく解る。

「行くぞ」

　ザハトは静かに宣言した。もう覚悟は決めてい

お はか

もっ
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る。ギジムの登ってきた道を見下ろす。

　振り返って今ヤンギルの連中が布陣している辺り

を見る。確かにまだこちらまでは廻り切れていない

ようだ。

　ギジムの来た方へ向かうには、途中でこの岩山に

続く起伏を登る必要がある。その行動はこの岩山か

ら丸見えになる。

　敵はこちらが弓を持っているのではと警戒してい

るのだ。ならばそう思わせておけばよい。

「急ごう」

　二人を促して先に立つ。ギジムがザハトの横を通

り先頭に出た。ダーシュが続く。最後にその場を離

れる前に、ザハトはシュリヤとクメラに振り返っ

た。

「案ずるな。ダナン族がお前達を守ってくれる。も

しもヤンギルの男達が来たら、自分たちは劫されて

いたのだと言え」

　その位の知恵を付けてやる事しか出来ないのが歯

痒かった。

「巻き込んですまなかった。お前達が無事に戻れる

事を祈っている」

　そう言ってザハトは岩山を降り始めた。

　三人は小石を落としながら急いで駆け下りた。普

段ならば足を取られる危険を考えて、出さない速度

うなが

おど

はが

ゆ
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である。だが今は非常時だ。三人は転ばないぎりぎ

りの勢いで進んだ。

　下まで来ても油断は出来ない。岩山の裾は緩やか

だが起伏があり、素早く移動する事が難しかった。

うねる岩肌を、木の根でも跨ぐようにして歩く必要

がある。

「あそこです」

　やや息を乱しながらギジムが指差したのは少し離

れた岩塊だった。

　駱駝の影が見えている。この辺りは普段はよく風

が吹いているのだが、どういうわけか今は無風だっ

た。

　嫌な感じがした。

　ザハトがそう思った時、弦音が連続で鳴り響き、

矢が降ってきた。

「走れ！」

　言いながらザハト自身も走る。走ると言うより大

股で歩く感じに近い。

　前を進むダーシュとギジムの背中だけを見て必死

に足を運ぶ。あと少しで足場の悪い所を抜ける。あ

と少しだ。

「あぐっ！」

　悲鳴を上げてダーシュが倒れた。脛に矢が立って

いる。

すそ ゆる
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「ぐうう……！」

　ダーシュが呻いて丸くなる。

　ザハトの思考が止まった。まずい。極めてまず

い。

「ダーシュ様！」

　ギジムが鋭く剣を振った。枯れ枝を折る音がして

一筋の矢が弾け飛ぶ。

　その音がザハトに理解を齎らした。何故こうなっ

たか瞬時に納得した。

　最初からこう仕向けることが狙いだったのだ。

　おそらくギジムが登ってくるのも、奴らは北叟笑

みながら見ていたに違いない。こちらに気付かれぬ

内に既に弓手を配置していたのだ。

　おそらく岩山からは見えぬ道筋があるのだろう。

それとも最初からこの岩山自体が罠として用意され

ていたのか。

　いずれにしても奴らはわざと逃げ道を用意してい

た。始めからそこに我らを追い込むつもりだったの

だ。

　ここで終わるのか。

　血の気が引いていくのを感じた。あの夜以来もう

何度も感じた感覚だった。

　嫌な感覚だ。吐きそうになる。

　再びギジムが矢を叩き落とした。達人の技と言っ

うめ

もた

ほ く そ
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ていい。おそらく当たりを付けて防いでいるのだろ

う。飛翔する矢を肉眼で捕らえることは出来ないか

らだ。

「お早く！」

　ギジムは叫んで駱駝の方を指し示した。それで我

に反った。

　ザハトは弾かれたように動き出した。転びそうに

なったがその勢いのまま跳躍した。手を突いて着地

して、腰を屈めたまま走った。何も考えなかった。

足場の悪い所を抜けて平地に出ると、すぐに駱駝が

繋いである岩塊だった。

　駱駝に飛び付くようにして手綱を取って跨がっ

た。こちらにも矢が飛んでくる。

　振り返るとギジムがダーシュを抱くようにして

守っていた。あの足場では走れない。そう考えての

判断だろう。

　既にギジムの背中には四筋矢が立っていた。

「ギジム！」

　ザハトは叫んだ。

　ダーシュを抱えてギジムが立ち上がった。大股で

歩いてくる。更に二筋の矢がギジムの肩と足に突き

立った。

　ギジムは蹌踉めいた。だが倒れない。こちらに歩

いてくる。

かえ

かが

つな

また
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　二人は何か話しているようだがザハトには聞こえ

ない。

「ギジム！」

　ザハトはまた叫んだ。視界がぼやけた。顔のすぐ

傍を矢が掠め、別の矢が近くの岩塊に硬い音を立て

て当たっても何も感じなかった。岩塊に当たった矢

は少しだけ石を毀れさせたが、そのまま弾け飛ん

だ。

　岩地を抜けると同時にギジムは走った。どこにそ

んな力があるのかという猛然とした走りだった。ま

た矢がその背中に立った。

　ザハトは目元の涙を腕で拭うと、もう一頭の駱駝

を引いて二人の傍に向かった。

　僅かな距離だったがそれは死の距離だ。だがそん

な事は思考から去っていた。

　矢が周囲に降り注ぐ。また一筋ギジムの体に矢が

立った。

　それでもギジムは駱駝に取り付くと、ダーシュの

体をその上に押し上げた。

「ザハト様……」

　何かをザハトに言おうとしていた。しかしもう話

せる状態ではなかった。ギジムの唇は顫えるように

動くが言葉を紡ぎ出せない。

　だがザハトにはギジムが何を言いたいか解ってい

かす

こぼ

ぬぐ

そば

わず

ふる
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る。解っていると思った。

「必ず！　この命に換えても！」

　ザハトが叫ぶとギジムは微かに頷いたように見え

た。そのまま崩れ落ちた。

「ギジム……！」

　痛みに耐えながらダーシュが手を伸ばした。ギジ

ムは俯伏せに倒れたまま動かない。もう動くことは

ない。

「行くぞ!!」

　ザハトは己の駱駝を蹴った。ダーシュの駱駝を引

いて走りだした。

　　　＊

　イシュタトが目を覚ますとそこは屋内の一室だっ

た。自分は寝台に寝かされているのだと判った。左

手に切られた窓からイードの葉が見える。おそらく

庭木だろう。

「気が付いた？」

　メニエフの声がした。目を向けると熱冷ましの手

拭いを持ったメニエフが、寝台の傍らに膝を着いて

いた。

　右肩が熱かった。何かが当てられていると感じて

見ると、右肩には包帯が巻いてあった。

うなず

う つ ぶ

かたわ

220



　包帯の下には薬草とか湿布のような感触がある。

「ローゼンディア人のお医者様が手当てして下さっ

たのよ」

　ローゼンディア人が？　確かにローゼンディアに

は名医が多い事で有名だ。このアンケヌにもそうし

た医者が居ることは予想が付く。

　しかしそんな高級な医者が自分などを手当てする

はずがない。

「どうして……」

「摂政閣下がお呼び下さったのよ。あれから一日

経っているわ」

　丸一日寢ていたのか。しかしあの後何があったの

か。

　いや、そもそもあの貴人との出会いは何だったの

か。何故自分はあんな行動を取ってしまったのか。

イシュタトには解らなかった。

「休んだ方がいいわ。後で摂政閣下がご自身でこち

らにお見えになるそうよ」

　メニエフが水差しを口元に運んでくれた。

「ありがとう」

　礼を言ってから水を飲んだ。それで咽が凄く渇い

ていることが判った。

　咽を鳴らして水を飲んだ。全部飲み尽くすとメニ

エフはすぐに再び水を入れて、飲ませてくれた。

のど
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　それで少し活力が湧いてきた。身を起こそうとす

ると痛みと言うか、締め上げるような、砕けるよう

な感じが右肩に生じた。

「あっぐうう!!」

「まだ起きあがるのは無理よ！」

　メニエフに介助されてまた寝台に横になった。額

に濡れた手拭いが載せられた。

「きっとまた熱が出るわ……」

　心配そうなメニエフを見ている内に、イシュタト

は頭が働き出すのを感じた。

　そもそも自分が寝台に寝ていること自体有り得な

いのだ。それもかなり良い寝台のようである。

　奴隷に寝台など無いのだ。医者の前にまずそこが

異常な点だった。

　だがこれが夢とも思えない。一体何があったの

か。

「……あれから何があった？」

　イシュタトが尋ねると、メニエフは静かに目を外

らした。

「……ご主人様は牢に送られたわ。御屋敷の周りは

兵隊が見張っていて、ご家族は誰も外に出して貰え

ないそうよ」

「どうしてそんな事になったんだ？」

　イシュタトが尋ねるとメニエフは迷いを見せた

そ

もら
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が、結局口を開いた。

「原因は……あなたみたい」

「僕が……？」

　イシュタトが不思議な顔をしているとメニエフは

頷いた。

「摂政閣下がご自身でイシュタトに話があるって…

…それまでのお世話をあたしが任されたの」

「他の、みんなは……」

「あたし達奴隷はみんな王宮に召し上げになった

わ」

「王宮に!?」

「そう」

　そこで頷き、更にメニエフは驚くべき事を口にし

た。

「ここは王宮よ」

　　　＊

　アンケヌから南西に二十デファード程行くと、古

代都市ザナカンダに出る。

　これは隊商が行く場合には駱駝で四日、早飛脚な

どの急使は一日で行く距離だ。

　ザハトはこの距離を三日で進んだ。これはそれほ

ど急ぐでもなく、まずまずの日数だと言える。
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　この旅には屈強なゴーサの傭兵達を伴ったが、傭

兵達には身元を隠すためにごく普通の恰好をさせて

いた。

　ゴーサの傭兵は馬にも駱駝にも乗り慣れている

が、この旅では馬を使った。

　もちろん街道を進んだが、街道が安全というわけ

ではない。単に速度を考えての事だ。

　一行は全員が旅行中の戦士という扮装だった。人

数も少ないし、どう見ても隊商には見えないが、だ

からといって襲われないとは言えない。

　盗賊は獲物が豊かそうかどうかではなく、簡単に

仕留められそうかどうかで襲撃を決めるからだ。

　こちらは人数も少ない。全部で十三騎となれば襲

われる可能性は十分にあった。

　だが、多少なりとも鼻の利く盗賊ならば、この集

団を襲おうとは思うまい。

　非常に剣呑な集団であると感じさせるからだ。

　屈強な戦士達だからと言うのではない。統率者の

ザハトはともかく、それ以外の男達が身に纏った独

特の雰囲気と、落ち着きのある統一感はただの戦士

ではない危険さを漂わせていた。

　無論それでも襲われる危険はある。盗賊だって誰

もが鼻が利くわけではないし、連中にも生活がある

のだから、通る獲物なら何でも良いという場合だっ

いでたち

まと

き
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てあるだろう。

　ナバラ砂漠を移動する以上、常に盗賊の危険は付

き纏う。

　途中で盗賊に出遇す危険性は排除できないのだ。

　だが今に限って言えばその可能性は低かった。

　理由はアンケヌの政変だ。あの政変にナバラ砂漠

で活動する盗賊達の多くが参加し、そして結構な数

の死傷者を出している。盗賊団の大頭目であったハ

ダクも死んだ。

　結果、ナバラ砂漠を徘徊する盗賊の縄張りや統制

は事実上の崩壊状態にある。新たな秩序が確立され

るまではまだ暫くの時間がかかるだろう。

　しかし無秩序の結果、盗賊団の局所的偏在が発生

する危険性も確かにある。

　だがその事を考えても盗賊の絶対数そのものが

減っているのだから、多数で襲われる危険性は少な

いはずだった。

　アウラシールの西方、ミスタリア海に面したこの

地域は古来リムリクと呼ばれている。

　ナバラ砂漠を中心としたこの地域には、現在は統

一の国家はない。

　各都市国家が乱立している状況なのだ。それぞれ

の都市に王が居て、勝手に統治をしているのであ

る。

まと

で く わ
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　ではそれで治安が悪いかというとそうでもなかっ

た。

　むしろ今の状況が長く続き過ぎているために、各

都市国家の自治と、遊牧民、そしてその合間を跋扈

する盗賊達との間に、一種独特の均衡が存在してい

るのだ。

　ザハトが向かったザナカンダは、リムリク地方で

も最古の都市であり、その古さはディブロスをも凌

ぐ。

　ザナカンダはリムリク地方で「人が最初に住んだ

町」と言われるほどなのだ。

　アウラシールの中ではジルバラ地方の諸都市に並

んで、屈指の古さを誇る都市なのだった。

　位置はダルメキア王国との国境に近く、ダルメノ

ン山脈の南端で、その歴史の古さが示すように古代

からの由緒正しい大都市である。

　リムリクにあって天上の都と謳われ、豊かな水と

幾つもの美しい庭園を持ち、芳香馥郁とした花々が

咲き乱れる古都である。

　都市の中の花嫁と呼ばれ、最も美しく飾られたる

町とも呼ばれる。

　もし地上に楽園があるならばザナカンダがそこに

含まれるのは間違いない。

　もしも天上に楽園があるならばザナカンダはそれ

ば っ こ

しの

うた

ほうこうふくいく
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と競い合うであろう。

　詩人がその様に讃えた都である。

　当然ダルメキアは過去幾度も、この歴史ある都を

狙ったが、未だザナカンダは独立を保っている。

　そしてこの先もザナカンダを領土に加えることは

出来ないだろう。

　それにはダルメキアに比して、ザナカンダ一国の

持つ力が十分に匹敵する、つまり十分侵略に抗しう

るという現実的な理由もあるが、そもそもザナカン

ダがダルメキアの都市に加えられた場合、もっと大

きな問題が持ち上がることになるのだ。

　それはこの地域に生きている人々の当然の発想と

して、「王都はザナカンダであるべきだ」という自

明性である。

　事実ザナカンダは新ナーラキア帝国の帝都であっ

たし、その後の王朝でも王都であり続けている。

　現在のザナカンダの王だって、きっと内心では自

分こそがこの地域に覇を唱える資格がある筈だと

思っているだろう。

　その証拠に歴代のザナカンダ王は、特に重要な際

には、新ナーラキア帝国のザナカンダ総督の印章を

使ってきた。

　帝国が滅んでより二千年以上が経ち、使う言葉が

イデラ語になってもなお、自分たちは新ナーラキア

たた

はず
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帝国の、もっと言えば古代ナーラキア帝国の末裔だ

との自負があるのだ。

　ザナカンダはミスタリア海から内陸に八デファー

ドの距離にあり、ダルメノン山脈によって海から遮

られている。

　都市は山脈沿いの高原にあり、北にはギビラ川が

流れている。

　この川がザナカンダに大きな恵みを齎らしている

のは言うまでもない。

　ギビラ川からは多くの運河が引かれ、それがザナ

カンダ市内や周辺の農場、果樹園へと導かれている

のだ。

　当然ながら都市の周囲はオアシスであり、特に東

側にはガユーラの森と呼ばれる大きなオアシスが拡

がっている。

　また都市の北西には神話で有名なアデト山があ

る。

　ザナカンダはその長い歴史の中で、常に破壊と増

築を繰り返してきた。

　その区画を王朝ごと、支配者ごとに見ていったら

きりがない。そんな事をしたいのは暇な学者だけで

あって、住人や旅行者は大まかに、新ナーラキア帝

国時代までに存在した区画を『旧市街』、それ以降

の区画を『新市街』と言っていた。

さえぎ

もた
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　つまり新市街が既に二千年以上の歴史を持つので

ある。

　ザハト達がザナカンダに着いたのはタラトシッタ

月の二日だった。

　ダルメノン山脈のほぼ南の端、高原上に堅固な城

壁に囲まれた町並みが見えた。

　町の東側には豊かな恵みを齎らすガユーラの森

が、見渡す限り緑の布のように拡がっている。

　都市を取り囲むこの緑のオアシスは、古来より花

嫁の面紗と呼ばれたり、美しき花を取り巻く萼のよ

うだと言われてきた。

　今は雨季にはまだ少し早いが、そろそろ石榴や棗

椰子、葡萄が採れる季節である。特に生の棗椰子を

食べられるのは一年で今の時期だけだ。

　まだ桃に西瓜、無花果やハミ瓜なども採れるし、

今は果物が一年で一番豊かになる季節だった。

　ザナカンダの城壁には枢要な大門だけでも七つが

あり、ザハト達はそうした大門の一つ、北東のギル

ドゥム門から市内に入った。

　新ナーラキア時代の堅牢な石の橋を渡り、内門を

潜るとすぐに開けたところに出る。

　ここには交通整理のための兵と役人が常駐してい

て混雑の整理に当たっているのだが、実はここは広

場ではない。

もた

めんしゃ がく

ざ く ろ

ぶ ど う

す い か い ち じ く
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　主に戦争時に備えて確保された空間であり、それ

なりの広さがあるために平常時にはこのように混雑

してしまうだけのことだ。

　一行はそのまま広場に続く道に向かった。

　砂を払い、顔を覆っていた布を外して騎乗のまま

広場まで歩く。馬から下りるのは広場に着いてから

だ。予想通りというか、混雑が物凄い。

　目立たないようにしてはいたがザハト達一行は目

立った。

　物静かな、しかし威圧感のある精悍な男達の一団

である。いくら隠しても、その周囲には戦いの気配

が流れ出てしまう。

　それは野盗やならず者とは違った、統制された暴

力の香りと言ってもいい。

　そしてそんな男達に囲まれたザハトの姿もやはり

目立った。

　特に華美な服装をしてきたわけではない。ごく普

通の旅装束であるが、元々が美形である。

　鋭い面差しと、それに見合った知性を感じさせる

瞳を持っている。だがその割にどこか野性味のよう

なものも感じさせる。

　例えるならば美しい肉食獣のような男なのだ。嫌

でも目立つ。

　事実ザハトを含めた一行が面覆いの布を外すと、

おお

せいかん

おお
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少なからぬ人々が注目した。籠を担いだ物売りの女

など口を開けたままザハトを見ている。

　街路樹の木陰で世間話をしていたらしい老人達

が、たちまち話題を変えてザハト達一行の身分や目

的について勝手な推測をし始めた。

　ザナカンダに限らず、アウラシールではこうした

場所には大抵お節介というか、親切心旺盛な者がい

るものだが、さっそくそうした男達が近寄ってく

る。

　一人来ると釣られたように他の男も来るものだか

ら、たちまち一行の周りに四人の男達が集まって、

口々にザハト達一行に話し掛けてきた。

　どこに泊まるか宿は決まっているのかとか、どう

いう所に泊まりたいのかとか、食事の希望はあるの

かとか、どこの宿がいいとか、そんなことを銘々が

勝手に喋るのだ。

　別に客引きをしているわけではない。この男達は

どこかの宿に雇われたりしているわけではないの

だ。

　そもそもアウラシールではほぼ伝統的に、客引き

という慣習自体があまり見られない。

　客の取り合いは商人として最も軽蔑すべき行為だ

という考え方が、アウラシールにはあるのだ。

　ザハトはお節介な男達にやんわりと、宿は決まっ

たいてい
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ていること、ザナカンダは初めてではないことを告

げ、最後に男達の親切心に感謝の言葉を述べてから

お引き取り願った。

　要は上手に追い払ったと言えるのだが、そんな日

常的なやりとりもまた人々の注目を強めてしまう。

　広場には行き交う人だけでなく、あちこちの木陰

で世間話に興じる老人達や、客を集めて技を披露し

ている曲芸師などがいたのだが、それまでは世間話

をしていた老人や、芝居や曲芸を見ていた見物客ま

で、結構な人数がザハト達一行に注目してきてい

た。

　芝居や曲芸を見せていた芸人達の中には、それに

気付いて客の注意を引き戻そうとしている者もい

た。

　真鍮のクヮデレムを背負ったお茶売りが、歩き回

りながらお茶を売っていた。ザハト達の所にも来た

ので、これは追い払わずに人数分のお茶を購入し

た。

「……甘いな」

　ザハトが呟くと、一行の戦士の一人が不思議そう

な顔をした。砂漠から町に入ってきたばかりの客を

相手にするのだ。甘さの強い茶を売るのは当然だろ

う。

　その事はもちろんザハトにも判っている。

しんちゅう
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　甘いものが嫌いなわけではない。しかしこの、刺

すような甘さは苦手なのだ。ひねりがないという

か、直接的すぎる。

　ただしこのお茶に入っている砂糖は良い。良いも

のを使っている。

　上白砂糖だ。臭いや雑味が無いのですぐに判っ

た。

　ザナカンダには王の所有する大規模なアムサハル

農園がある。そこで砂糖を作っているのだ。

　アムサハルは『甘い水のなる葦』と言われる植物

で、ジルバラ地方が原産だという。砂糖はこの植物

の絞り汁を煮詰めて作られる。

　ザナカンダには王が所有するものの他にも、富裕

な商人が所有する同じような農園がいくつかある。

　だからこうした市井のお茶売りでも、上白糖を

使った茶を出せるのである。

「私の知っている隊商宿に行く」

　茶器をお茶売りに返しながらザハトは一行に告げ

た。

　ゴーサの傭兵達は頷いただけだった。誰も一言も

発しない。無言である。

　それを見てお茶売りが怪訝な顔を浮かべた。どう

もこの連中は妙だぞ？　そんな顔だった。

　一行は混雑する道を馬を引いて歩き、隊商宿に向

サ ハ ル

フェトラ・サハル

ハ ビ ト

け げ ん

ハ ビ ト
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かった。

　この人数がばらけずに全員で泊まるなら隊商宿の

方が確実であるし、知っている宿もある。だからザ

ハトは先程の男達の親切を断ったのだ。

　隊商宿は広場の近くに幾つかあるが、それぞれ扱

う商品によって利用する宿が自然と決まる。

　織物ならこの宿、香辛料ならこの宿、金細工なら

この宿、という風に自然と決まるのだ。

　ザハト達は白い小綺麗な隊商宿へと入っていっ

た。

　ここは織物を扱う商人達が主に利用する宿で、ご

く一般的な作りをしていた。

　中央には中庭があり、それを取り囲むように建物

が建っている。

　一階が駱駝や驢馬、馬などを繋ぐ廏舍や倉庫、二

階が商人達の泊まるための部屋になっていた。

　宿の入り口は頑丈な門で守られており、開閉の時

間は厳重に決められていて、閉じている時間帯は誰

も出入りは出来ない仕組みだ。

　先に宿に入っている商人には、既に荷物を解いて

商談を始めている者達もいる。

　そんな中、特に荷を持たないザハト達一行が、奇

異な目を向けられるのは仕方ない。

　宿泊中の商人や、商談に訪れた者達のそんな視線

ろ ば
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を気にすることもなく、ザハトは宿の主と挨拶を交

わした。

　軽く世間話をしていると、宿の主の息子が盆に載

せた茶を持って出て来た。

　ついさっき飲んだばかりだが、礼を言ってここで

もお茶を飲む。やはり甘い。ここでも上白糖を使っ

ている。さすがザナカンダというか、贅沢さを感じ

ないでもない。

　宿泊賃などの交渉がまとまると、馬を預けて一行

は市場へ向かった。

　ザナカンダでは市場は区画毎に頑丈な鉄の門で仕

切られている。

　夜中になると門を閉じ、朝になると開く決まり

だ。尤も書き入れ時は夕方からだが、これだけの規

模の都市となると、ほぼ一日中人通りが絶える事は

ない。

　市場の通路には木製の屋根が被せてあり、客は雨

などを気にせず買い物をすることが出来る。

　市場入り口の門を潜るとすぐに人々の喧噪や、香

辛料を付けて焼いた肉の香りなどが流れてきた。

「ここで腹拵えをしておこう。各々好きな物を食べ

てくれ。食べ終わったらさっきの広場に集まるの

だ」

　ザハトが一行に告げると、やはり男達は無言で静

フェトラ・サハル

もっと

ごしら おのおの
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かにばらけた。

　それぞれが羊肉団子のスープや、肉と野菜を挟ん

だウナ、羊肉の回転焼きなどを買い始める。食堂に

入っていく者もいる。

　ザナカンダに限らず、ごく一般的に言って、この

地方の大都市では宿で食事が出る事はまずない。

　頼めば別だが、普通はこうして市場に自分で出掛

けて好きな物を食べるのだ。

　市場と宿屋の共存というやつである。しかしお蔭

で旅行者も市民も、幅広い選択肢を得て食事を楽し

む事ができるのだ。

　ザハトも適当な食堂に入って、ウナとマナナイ、

豆のスープ、そして羊肉の串焼きを頼んだ。

　最初にまたもお茶。もちろん甘い。そして豆の

スープと、それから生野菜盛りが出てきた。味付け

用のソースはこの辺りでは一般的な、石榴の果汁か

ら作ったものである。

　五人の傭兵がザハトと一緒になった。護衛の為

だ。

　それはお互いに何も言わなくても解っていること

だった。傭兵達はザハトの左右と背後を守るように

席を取り、一人はザハトの前の席に着いた。これで

ザハトにいきなり斬りかかる事は不可能な配置にな

る。

ざ く ろ
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　怨みはそれこそ山のように買っている身である。

アンケヌの奪還以降、ザハトは相当な人数を捕ら

え、処刑してきた。命を狙われていないと考える方

が不自然なのだ。

　無論こうしてザナカンダに来る事は表向きには伏

せてある。伏せてあるがどこで情報が漏れないとも

限らない。

　ザハトは情報というものを非常に重要視してい

る。

　情報がこちらの意図する形で望ましく、隠蔽され

たり伝播されたりするよう常に気を配ってはいる

が、安心は出来ないのだ。

　控え目に言ってもザハトは危険を冒していると言

えた。そのことはザハトにも自覚がある。

　だがそうせねばならないだけの理由があるのだ。

　油が跳ねる音をさせながら、皿に盛られた羊肉の

串焼きが運ばれてきた。肉と香辛料の焼ける良い香

りが食欲をそそる。その隣に温かいウナを積んだ籠

が置かれた。

　人の出入りが多く、初見の顔など珍しくもない大

都市である。店の連中も普段ならば気にもしないだ

ろうが、どうにもザハト達一行は妙な雰囲気を持っ

ていた。

　まずそれなりの人数なのに、年齢にばらつきがな

・ ・ ・ ・ ・
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い。一行の年齢幅が短い範囲に揃っている。これが

妙である。

　ある程度の人数が集まれば、普通は経験豊富な年

配から、場合によっては少年までの開きがあるもの

だ。

　それに屈強な男達が一定数揃っている集団など、

軍人か盗賊の類しか考えられない。

　しかしザハト達一行は盗賊にしては垢抜けてい

る。では軍人かというとそれも違う感じなのであ

る。

　一般に軍人には多くの特権があるので、町中でも

大抵は得意気に軍装をしているはずだが、この一行

はごく普通の旅人の服装をしている。これも変であ

る。

　そして会話らしい会話もなく、黙々と食事をして

いる。不気味であった。

「……あの、お口に合いますでしょうか？」

　沈黙に耐えかねた給仕女がゴーサの傭兵の一人に

話し掛けた。

「ああ、美味いぞ」

　返答は素っ気ないものだったが、まずいと言われ

たわけではない。給仕女は安心して厨房に引っ込ん

だ。

「食べ終わったらまた市場に戻るぞ」

あか

たいてい

う ま
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　急にザハトが呟いた。元よりゴーサの傭兵達は無

言であるし、店内の多くがこの一団に注目していた

為に、その呟きは店内のほとんどの耳に届いてし

まった。

「果物を買わねばならん」

　ザハトがそう付け加えると、少し離れた席で羊肉

とジャガイモのヨーグルト煮込みを食べていた男が

勢いよく立ち上がった。

「果物が欲しいのか!?」

「ああそうだが？」

　ザハトは男の方に顔を向けた。

「なら、俺の店に来てくれ！　ああ、ちょっと待

て！」

　男は手を挙げてから、いやこれは違うぞと考え直

したように手を振って、それから慌ててザハト達の

傍にやって来た。

「あんた達まだこの店にいるよな？」

「食べ終わるまでは居るつもりだが」

　ザハトの返事に男は頷くと、

「なら少しだけ待っていてくれ。いいか？　待って

いてくれよな！」

　言うなり店から急いで出ていった。男は金を払っ

ていないが、食事も食べかけであるし、おそらく常

連なのだろう。給仕女も店内の連中も、誰一人気に

そば
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止めていない様子だった。

「……どうしますか？」

　ゴーサの傭兵の一人がザハトに尋ねた。

「待ってやろうではないか」

　面白そうにザハトは答えて羊肉に齧り付いた。香

辛料の香りが鼻と咽に心地よく、滲みた塩気がそれ

とまた上手く調和している。いい味だった。

　ザハトが予想していた通り、あまり待たされるこ

とはなかった。男は籠に幾つかの果物を載せてすぐ

に店に戻って来た。

「今朝仕入れた果物だ。食べてみてくれ！」

　言いながら持っていた小刀で石榴やハミ瓜を切り

始める。

「さあさあ！」

　切った果物をザハトやゴーサの傭兵達に配り、

次々と試食を勧めてくる。

　戸惑い気味に受け取った傭兵達も、果物を口に運

ぶにつれ美味そうな顔になる。

　威圧感のある男達が無言のまま、一様に美味そう

な表情になる。その光景はどこか滑稽でもあった。

　ザハトも受け取ったハミ瓜を食べてみた。甘い汁

をたっぷりと含んだ、とても美味いハミ瓜で、これ

は買うべきだと判断した。

「石榴も食べてくれ。出始めだが、美味いぞ」

かじ

し
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「ああ、貰おう」

　ザハトは断ち割られた石榴も受け取って口に入れ

た。

　ぷちぷちした小さな実の食感が面白く、ああ今年

も石榴を食べられる季節になったのだなと思わせて

くれた。

　甘さも十分で、皮も固い。いい石榴だった。砂漠

を行く者達の間では、石榴はその頑丈な外皮と中の

水気で人気がある果物なのだ。

「いい石榴だ」

　ザハトが素直な感想を口にすると、男の顔が綻ん

だ。

「だろ!?　今朝ガユーラの果樹園からうちの店に仕入

れたもんだ。新鮮だし、味もいいだろ？」

「ああ」

「あんた果物を買いに行くって言っていたよな。

だったらうちのはどうだい？」

　男が商談に入ろうと身を乗り出し気味にしたその

隙を狙ったように、店の中の他の客から声が掛かっ

た。

「こっちにもくれよ！」

　羊肉と玉葱の入ったボルゴ小麦の炒め物を食べて

いた男が、冷やかすように手を振っている。

「うるせえ！　お前は黙ってろ！」

もら

ほころ
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　果物を持ってきた男は笑って取り合わない。

「けちけちしないで俺にも食わせろよ！」

「人の商売を邪魔するんじゃねえ！　お前はそこで

大人しく食ってろ！」

　おそらくお互い常連同士の知り合いなのだろう。

茶化すような会話になっている。

「なっ？　うちで買ってくれよ。物はいいし、安く

しとくぜ？」

　男が笑顔で商談に入ってくる。ザハトも笑顔を返

した。

「そうだな。それぞれ一籠ずつ貰おうか。いくらに

なる？」

「一籠ずつか。それだとこのくらいかな……」

　男が指で数字を示す。ここからが通常ならば値段

交渉になり、それはアウラシールでは商談であると

同時に娯楽でもあるのだ。

　だがザハトは手を振ってそれを制した。

「すまんが俺達には時間がないんだ。これくらいで

納得してくれないか？」

　言って革袋から硬貨を取り出した。卓の上に並べ

ていく。

「えっ？」

　男は少し驚いたようだった。娯楽とも言える値段

交渉を拒まれたからだ。
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　かといって値切られたわけでもない。

　十分納得できるだけの金額が卓の上に載ってい

た。

「あ、いや、しかし……」

「すまんが本当に時間がないんだ。これでは足らな

いか？」

「いやいや！　そうは言ってないよ！」

　面倒だなと思いかけていたが、ザハトはまだ笑顔

を崩さなかった。

「それはよかった。ならこれを納めてくれ。我々は

これから行かねばならん所があるのでな」

「あんたがそれでよければ……」

　男が受け入れたのを聞くと同時にザハトは立ち上

がった。

「店主！　いい味だった」

「まいどあり！」

　ゴーサの傭兵の一人が給仕女に近寄って代金を支

払っている間にザハトは外に出た。

　果物屋の男はまた急いで自分の店に取って返して

る。ゴーサの傭兵が果物を受け取る為に一人付いて

行った。

「さて我々も広場に戻るぞ。他の連中も食事が終

わった頃だろうからな」

　ザハト達は市場の通路を歩き出した。
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　　　＊

「何かあったら鈴で呼んでね」

　そう言ってメニエフは立ち上がった。

「すまないな」

「いいのよ。これが今のあたしの仕事だもの」

「うん」

　それでも。

「ありがとう」

　もう一度イシュタトが礼を言うと、メニエフは

困ったように含羞んだ。

「しばらく居なくなるから休んでね。寝るといい

わ。お医者様もそう仰ってたし」

「解った」

　メニエフが去ってしまうと部屋は急に静かになっ

た。自分の呼吸すら聞こえるほどだ。

　日が傾き始めている。もうすぐ夕方だった。人々

が動き出す時間だ。そう思うとイシュタトは妙に落

ち着かなくなった。

　仕事どころではないのに。

　でもいつもなら仕事をしている時間だ。命じられ

た仕事を。罵られながら。

　しかし、もうそんな状況ではなくなっているの

だ。それは自分にも判る。

は に か

おっしゃ

ののし

244



　首を動かして天井に目を向けた。天井は木材だっ

た。木の天井などグヌグの本邸でしか見た事はな

い。

　一般の住宅はどれも手軽な日干し煉瓦で作られる

からだ。当然天井も土の天井になる。

　暫く天井を見つめていた。

　すると辺りが藍色になっていた。そのことに急に

気付いた。ごく短い時間だろうが自分は眠っていた

らしい。

　息を吐いた。目を閉じる。このまま眠るか……そ

う思ったとき、誰かが部屋に近づいてきた。

　気配のする方に目を向けると薄闇の中、あの時の

貴人が立っていた。

　摂政閣下と呼ばれていた人物だ。

「起こしてしまったか？」

　部屋の入り口に立ったままそう尋ねてきた。

「いいえ、起きていました」

「話せるか？」

「はい」

　イシュタトが起きあがろうとすると、貴人はそれ

を制した。

「そのまま寝ていろ」

「しかし……」

　それはあまりにも不敬というものではないか？

しばら
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「気にするな。横になっていてくれ」

　言いながら寝台の傍に腰を下ろした。

　イシュタトは戸惑った。遠慮というか、何か上手

く言えない気持ちが湧き起ってきて、そのまま横に

なっているのが恥ずかしかった。

「私の名前はザハトという。憶えているか？」

　意外な問いかけだった。イシュタトは記憶を探っ

たが、ザハトという名前には聞き覚えはなかった。

「……畏れながら憶えておりません」

「そうか」

　昏くなり始めた部屋の中で、ザハトは少しだけ微

笑んだ。

　寂しそうな笑顔だとイシュタトは思った。

「僕は、お会いした事があるのですね？」

「ああ」

「小さな頃でしょうか？　でしたら申し訳ございま

せん」

「気にするな。憶えていなくても仕方ない」

　優しい言い方だった。短い言葉だったが、深いと

ころに滲みてくるような優しさが籠もっていると感

じた。

　こんな風に思いやる言葉を掛けられたのは、一体

どれくらいぶりだろうか。イシュタトはそう思っ

た。

おぼ

おそ

くら

し こ
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　ちょっとした労いの言葉を、奴隷仲間や、出入り

の人足から掛けられる事は今までにも時々あった。

　でも今のは違う。そういうのとは違う。

　こういう風に話し掛けられたことはない。いやか

つてはあった。あったはずだ。

　なんだこの気持ちは。イシュタトは不思議だっ

た。

　急に遠い日の記憶が蘇ってきた。家の中庭が思い

出された。夕涼みをしていた。休憩所の下に祖父が

坐っていた。母が弟を抱いていた。そして――。

「私が憶えている」

　耳元でザハトの声がした。手首を掴まれていた。

「お前が憶えていなくても、たとえ誰が忘れていて

も、私が憶えている。絶対に忘れぬ」

「はい……」

　答える声が涙声になっているのに気付いた。イ

シュタトは自分で驚いたが、涙は止めようもなかっ

た。

「申し訳……ございません」

「いいのだ」

　ザハトの口調は静かで優しかった。そこには労り

だけではない何かが籠もっていた。それがイシュタ

トには判らない。それがイシュタトに涙を流させ

た。

ねぎら

よみがえ

つか

いたわ
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　それはずっと昔に惜しみなく与えられてきたもの

だった。

　けれどその日々が余りに遠くて何なのかが判らな

い。

「いいのだイシュタト。よくぞ生きていてくれた」

　ザハトはイシュタトの手首を掴んだまま囁くよう

に言った。

「感謝するぞ。よくぞ生きていてくれた」

　静かな優しい言葉は、何故か底の方に仄暗い熱さ

を感じさせた。

「お前に聞いて欲しい話があるのだ。知って欲しい

事がある。だが今は休め。眠るがいい」

　握っていた手首をそっと離すとザハトは静かに立

ち上がった。

「時間の許す限りここに来よう。お前は養生する事

だけを考えていればいい。不自由は決してさせぬ」

「……待ってください」

　立ち去りかけたザハトをイシュタトは引き止め

た。

　泣いたばかりだ。まだ震えた鼻声であり、自分で

も情けないと思った。

　しかし今聞きたいのだ。今聞いておきたい。その

思いが言葉となってザハトを引き止めさせた。

「話を……話をお聞かせください。貴方様がお知り

ほの
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であることを、ぼ、私めに――」

「僕でよい」

　後姿のままザハトは鋭く訂正した。

「僕に、僕に聞かせたいというその話を……」

　イシュタトの訴えにザハトは何も答えなかった。

　ただゆっくりと息を吐いているようだった。

　しかし何故かその姿が膨らんだような、歪んだよ

うにイシュタトには見えた。

　それは闇の帷が降りてきている所為でそう見えた

のか、それとも涙で歪んだ視界の所為だったのかも

知れない。いやきっとそうだ。

　ザハトは再びイシュタトの傍に腰を下ろした。

「……私の一族はこのアンケヌの貴族でな。アム

シュタルという。古くはアウラルに在ったが、元々

の出はガニシュラだとも聞いている。王家と同じラ

ムシャーン部族だが、このラムシャーン部族は更に

大きなルメク氏族に属する。ルメク氏族の発祥地は

ルメクの町だと言われているが、ルメクとは古代イ

ルメヤ語で『月の剣』という意味だそうだ。私の一

族からは大臣はもちろん、宰相を何人も出してい

た。中でも私の家は王家とも縁を結んだ事もある家

だった」

　相当な名門だということはイシュタトにも判っ

た。

とばり

せ い

あ
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「しかしあの政変で私の一族は殺され、私だけが生

き残った」

「ザハト様だけが……」

「そうだ」

　何故かそこでザハトは微笑んだ。

「私だけが生き残った。家族はもちろん、私に近し

い一族の者達は皆殺された」

「……」

「ジヌハヌは猜疑心が強く残酷な男でな。私の一族

を含め、殺された者達は皆慘たらしい最期を遂げた

ようだ」

　イシュタトにはジヌハヌという名前がすぐには判

らなかった。少ししてそれが王の名前であると思い

出した。王の名前は濫りに口にして良いものではな

いので、すぐにはそれと判らなかったのだ。

「母は王家の出だった。私は王子様方とは従兄弟同

士の関係だった――」

　話はアンケヌの政変へと入っていった。

　ジヌハヌが如何にして王に取り入っていったの

か。

　そして如何にして政変を起こし、王家とその一族

を皆殺しにしたのか。

　ザハトの話は解り易く、丁寧なものだったが、違

和感を抱かせるものだった。

さ い ぎ し ん

むご

みだ

い か
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　何だか学問について話しているようであり、感情

というものが感じられないのだ。

　まさにその当事者であるのに、何だかまるで他人

事のような話し方なのだ。

　けれどイシュタトにはその理由がよく解った。あ

まりにも理解できてしまう為に胸が痛んだ。まさに

イシュタトがそうだったからだ。

　止まっていた涙がまた流れ始めた。苦しかった。

色々な感情が襲ってきてどうしていいのか判らなく

なった。

　それは話すべきものではないのだ。聞くべきもの

ではないのだ。

　人は人にそういう事を聞いてはいけないのだ。

　だがイシュタトは話を止めてくれとは言えなかっ

た。話を聞いて欲しいと言ったのはザハトだ。イ

シュタトに知って欲しいと言ったのはザハトだ。

　ザハトは淡々と話し続けた。

　王家の学問所の話、英明であったという第一王

子、少し内向的なところがあったという第二王子、

舞踊の名手だったという母親、謹厳だった父、古典

学者だったという祖父。

　春になると杏子の花を見に行き、鷹狩りもしたと

いう王室の御苑、王家とその近しい者しか入れな

かったという青の泉……ザハトの話は宮廷と、それ

あ ん ず

251



を取り巻く生活を話す事で、当時のアンケヌの姿を

浮かび上がらせるものだった。

「王室には直属の近衛兵団がいた。皆優れた技倆と

学識を持ち、心の正しい最高の兵士達だった」

　近衛という言葉には聞き覚えがあった。

　イシュタトの表情の動きからザハトは察したのだ

ろう。無言で頷いた。

「お前の父ギジムは近衛兵だった」

「父が……」

「お前があの癡れ者から何を聞かされているのかは

知らぬ……察しは付くがな。お前は父親について何

か憶えている事はないか？」

「父は……兵士だったと」

「ただの兵士ではない。近衛兵だ。百人に一人とい

う狭き門を突破して初めて就く事が出来る名誉ある

兵士だ」

　言われてみれば心当たりがないではない。父ギジ

ムは確かに周囲から尊敬され、敬意を払われてい

た。祖父ですら自分の息子である父ギジムに敬意を

払っていたように思う。

　近衛だからか。近衛とはそれほどの職務だったの

か。

「アンケヌが落ちたとき、私達は近衛に守られて宮

殿を脱出した。しかし追っ手や、遭遇する敵兵達が

し

つ
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流石に多くてな。勇敢な近衛と言えども、戦いの中

で次第に数を減らしていった」

「……父もそのときに？」

「いや」

　ザハトは首を振った。

「ギジムはウルバと並んで特に傑れた近衛だった。

私や王子様方を護って戦い、傷を負う事すらなかっ

た。逃走の途中、私はギジムが一瞬で三人の賊を斬

り倒すのを見た。あまりの技の凄さに何が起こった

のか判らなかった」

　そこでザハトは水差しを手に取って口に含んだ。

話し続けて咽が渇いたのだろう。

「……アンケヌを脱出するときにジュダル殿下は残

られた。もはやこれまでと御自分で決着を付けられ

たのだ」

　英明であったという第一王子ジュダル。英明なだ

けでなく、勇敢であり、何より人の心をよく理解し

たという。

「立派な、本当に立派な御方だった。あのような政

変がなければ、さぞや名君となられたであろうな」

　ザハトの声が沈んだ。初めて感情と言えるものが

感じられた。残念そうな口調だった。

「お前の父は誠実で勇敢だった。罪など全く犯して

はおらぬ。むしろこれ以上は望めぬほどの名誉ある

すぐ

まも
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兵士であり、立派な人間だった。お前はそれを誇る

がよい。いや誇らねばならぬ。今までは癡れ者共が

薄汚い虚言をお前の耳に吹き込んでいたであろう

が、そんなものは地に叩き付け、踏み躙ってしま

え」

　グヌグからは散々罵倒されてきた。自分の事、一

族の事、そして一族破滅の切っ掛けを作ったという

愚かな父の事を。

　だがそれで父を怨む程イシュタトは愚かではな

かったし、子供でもなかった。

　政変が起きた時に、その異常を感じられる位の年

齢にはなっていたのだから。

　グヌグが愚かで下劣な事は何よりもよく知ってい

る。毎日見ていたのだ。嫌と言うほど知っている。

　だがグヌグの言葉が正しくはないだろうと考えて

はいても、だからといって実際の父の姿を知ってい

る、記憶しているわけではなかった。

　真実が判らないままずっと生きてきたのだ。

「ギジムには息子が二人いた。一人はお前だ。お前

の弟が生まれたとき、私は母と祝いの品を持ってギ

ジムの家を訪れた」

　記憶になかった。会っていないはずはないのだ

が。

「サフラに舞踊を教えていたのは私の母だ。あの娘

にじ
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は筋が良いとよく言っていたよ」

　イシュタトは驚いた。己の知らぬ所でザハトとは

縁があったのだ。

　従姉のサフラがまさかザハトの母親に舞踊を習っ

ていたとは。

　美しく踊りの上手かったサフラ。ヤンギルの男達

に辱められた挙げ句、ばらばらに切り刻まれて死ん

だサフラ。

「あのギジムがな……」

　急に何か思い出したのだろう。ザハトはふっと

笑った。

　何かを懐かしむような、何とも言えない微かな笑

いだった。

「お前の父はお前たちを、家族を深く愛していた。

心の底からな……だがギジムは近衛だった。そのこ

とをよく辨えていた。あの日、お前の父がお前たち

の元に帰らなかったのはその為だ。だからどうかギ

ジムを責めないでやってくれ。頼む」

　ザハトはイシュタトに向かって頭を下げた。

　驚いた。とても驚いた。

　立場が違いすぎる。これはあってはならない事

だ。反射的にそう思ってしまう程イシュタトは驚い

た。

「顔を、お上げください」

い と こ

はずかし

わきま
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　イシュタトがそう口にしてやっとザハトは面を上

げた。

　知性を感じさせる鋭い瞳がじっとイシュタトを見

ている。

「父は……」

　判っているのに。結果は判っているのにその続き

が言えなかった。

　沈黙が落ちた。ザハトは暫く黙っていた。

　薄暗がりの中でも際だって見える秀麗なその顔

が、何かに耐えているようにもイシュタトには見え

た。

「……残念だがお前の父は亡くなった」

　やがてそれだけを言った。

「立派な最期だったのですね？」

　ザハトは頷いた。

「それをお前に聞いて貰いたいのだ。私はギジムの

最期を……どのように戦い、どのように死んだかを

知っている。あの時の事を忘れた事はない。私は一

度もあの時の事を忘れた事はない。そのことをずっ

とギジムの家族に、一族の者に伝えねばならぬと

思ってきた。それは私に課せられた義務なのだと」

　そうだったのか。イシュタトはそう思った。

　理解の火が自分の心に燈るのを感じた。

　ずっと奴隷として生きてきた。無論教育など受け

もら

とも

256



ていない。読み書きも出来ぬし、数もまともに数え

られない。

　今の気持ちを言葉にして示すことなど出来ようは

ずもない。

　けれどザハトが自分に伝えたいと願ってきた、伝

えなければならないと思ってきたものがある。

　そのことだけはイシュタトにも判った。

「もう誰も生きていないのではないかと諦めかけた

事もある。そんな話は聞きたくないと言われるかも

知れぬと恐れた事もある。それでも私はあの時のこ

とを、何があったかを、そのまま風の中に散らすこ

とは出来ぬと思った。ギジムの家族に語らなくては

ならぬ、真実を伝えなくてはならぬ。そのことを

ずっと思ってきた。だからこれは私の我が儘だ。責

めてくれていい。怨んでくれてもいい」

　この人は自分と同じだと思った。ずっと耐えてき

たのだ。

　だがこの人は泣かないだろうと思った。己のよう

に無様に涙を流したりはしない。

　耐えてきたのだ。ずっと。イシュタトにはその痛

みが我がもののように感じられた。

　僕こそ、よくぞ生きていてくれたとあなたに言い

たいです。

　あなたは生きて、僕の前に現れた。現れてくれ

257



た。

「そしてお前は生きていた。生きていてくれた。私

はずっとこの日を待っていた。語らなくてはならぬ

のだ。聞いてくれるか？」

「はい」

　イシュタトは横になったまま、はっきりと頷い

た。

「話してください。ザハト様が見たこと、お知りに

なった事、父の全てを」

　ザハトも頷き、そして目を閉じた。軽く息を吸っ

た。

「……あの日、王宮では定例の祭祀が行われること

になっていた」

　ザハトは話し始める。政変のあった日の事を。

　そしてギジムがどのようにして死んでいったか

を。

　　　＊

　花の都と讃えられ、数々の美しい庭園を持つザナ

カンダにも貧民窟はある。

　貧民窟は町の東部地区、その中でも水捌けの悪い

地域にあった。

　ザナカンダの西部地区には、王が住む有名な新

は
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ナーラキア様式の宮殿と二つの馬場、そして貴族街

や神殿などがあり、一般民衆の暮らす東部地区とは

趣が異なっている。

　都市の区画の作りも、生活の感じも、やはり東部

地区は雑駁としたものがあるのだ。

　貧民窟はその東部地区の外れ、最外縁部にあっ

た。

　治安は悪い。これは仕方がない。治安が良ければ

貧民窟になどならぬからだ。

　ザナカンダでは治安を守るために常に兵士が巡回

しているが、彼らも貧民窟に立ち入る事はまずな

い。

　彼らにとって貧民窟はザナカンダではないのだ。

つまりそこに暮らす人々は、同じ都市に暮らす同胞

として認められていないということだった。

　その理由として挙げられるのが「貧民窟の連中は

税を納めていない」ということだが、そもそも税を

納めることも出来ない貧しい人々が住んでいる地区

なのであり、税を納める納めないの選択肢は実は最

初から無い。

　納められないのだ。貧しすぎて。

　そして支配者はそういう現実を想像することすら

出来ないわけで、かくして劣悪な貧民窟が市内に誕

生してしまうわけである。

おもむき

ざっぱく
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　ザハトはここに足を踏み入れるという事を、隊商

宿の主にも、市場の食堂で出会った果物屋にも話し

ていなかった。

　言えば止められただろうし、ザハト達一行に対し

て要らぬ嫌疑を惹起する結果になっただろうから

だ。

「ザハト殿」

　ゴーサの傭兵の一人が声を掛けた。

　アンケヌでは摂政閣下と呼ばせているが、ここで

は名前で呼ぶように言ってあった。

「何だ？」

「一つお願いしたき事がございます」

「何だ？　言ってみろ」

　ザハトはおおよその見当が付いていたが、あえて

男自身の口から言わせる事を選んだ。

　向こうの考えを言い当てても別に良い事は一つも

ないからだ。不愉快にさせたり、不気味がられるの

が落ちだろう。

「御用事が済んだあとで、我らに少しお時間をいた

だけませんか？　市場で見ておきたいものがあるの

です」

「わかった。時間を作ろう」

「ありがとう御座います」

　男が軽く頭を下げる。ザハトの予想通りだった。

ハ ビ

ト

じゃっき
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市場に何を買い求めに行くのかも想像が付いてい

た。

　まず間違いなく武器だ。槍か、剣か、そこまでは

判らぬ。しかし武器である事は間違いない。

　なんとなればザナカンダは古代より、強靱な武器

を生み出す事で知られた町だからだ。

「ザナカンダの刃」という言葉がある。独特の紋様

を持った、極めて強靱な鋼鉄の武器をザナカンダの

鍜治師達は作り出す。

　無論それら武器の製法は秘密であり、ザナカンダ

王によって厳重に管理されているが、ザナカンダの

武器の素晴らしさ、恐ろしさは新ナーラキア帝国時

代にまで遡る。今に始まった話ではないのだ。

　当然製法の流出はあったはずだ。しかしザナカン

ダ以外で同じ武器が生み出されたという話はない。

　理由は材料にあるからだ。ザナカンダ鋼と呼ばれ

る特殊な鋼を用いて武器は作られる。

　その鋼こそが武器の強靱さの秘密だった。そして

その鋼はザナカンダでしか手に入らない。

　武器の製法を知り、加えて材料となるザナカンダ

鋼自体を有していれば、別の場所でも同じ強靱な武

器は作れるであろう。

　しかしその材料である鋼はザナカンダでしか産し

ないので、武器の製法が知られていてもどうしよう
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もないのだ。

　ザハト達一行は数を減らしていた。五人は別行動

を取っており、貧民窟を歩いているのはザハトを入

れて八人だった。

　道の左右には、急拵えで立てられた不格好な日干

し煉瓦の家々が並び、洗濯物を乾す為の綱や、路地

や建物の角に纏められたゴミや汚物がやたらと目に

付く。

　ものの腐った臭いや饐えた臭い、家畜の糞尿や、

下水の臭いが混ざり合って辺りを漂っていて、時々

そうした悪臭の強烈な場所を通りがかってしまう事

があった。

　奥へ進んでいくと路地の暗がりに倒れている人間

の足が覗いているのが見えた。おそらく死んでいる

のだろう。蠅が飛び回っていた。

　遊んでいるであろう子供達の叫び声が良く耳に届

いたが、実際にそうした子供達と遭遇すると、どの

子供も垢と埃にまみれていて薄汚く、満足な服も着

ていなかった。

　服を着ていても上着だけだったり、逆に下穿きし

か穿いていなかったり、もっとひどい場合には裸

だったりした。

　皆裸足で、靴やサンダルを履いている子供など全

く見なかった。

ごしら

ほ

す

あか
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　子供達はザハト達一行を見ると、すぐに寄ってき

て小さな手を開いて突き出してきた。

　何か恵んでくれというのだ。

　どの子供も動物のような目をしていて、瞳に知性

の輝きがない。

　そこに欲しい物があったら手を伸ばしてそれを取

る。その結果は何も考えない。そういう目付きだっ

た。

　おそらく今は、ザハト達から何か物をせびり取る

事しか考えてはいないだろう。

　そこには上手くやって何かを取ってやれ、奪って

やれという思考すらない。

　それ以前である。つまり悪意がない。

　自分が腹が減っているかどうか、それが欲しいか

どうかという本能だけで行動してしまうのだ。

　要するに生きる事、食べる事を考えるだけで精一

杯、限界なのだろう。

　その混じり気のない瞳は、貴族や神官たちが勿体

ぶって語っている世界や自分についての思考や学問

が、如何に優雅で贅沢なものであるのかを嘲笑って

いるようだった。

　それらは所詮、生の余技でしかないのだと。

　生の本質とは絶え間のない飢えと恐怖との戦いで

あり、それ以外では有り得ないのだと。

い か あざわら

せい

263



　ザハトは持っていた果物籠から石榴を一つ取ると

子供達の方に投げてやった。

　たちまち叫び声が上がり奪い合いになる。ここで

は強い者がいい目をみるのだ。

「どこも同じだな」

　ザハトが呟くと、ゴーサの傭兵の一人が黙ってザ

ハトに目を向けた。その眼差しには肯定も否定も表

れてはいなかった。ザハトはそう感じた。

　つまるところ貧民窟の不潔さとは生活の不潔さな

のだ。

　人が生きているという状況、それ自体が生み出す

混乱と汚物、それらが都市の行政管理から外れると

どうなるのかという、ただそれだけの事なのだっ

た。

　ザハト達は貧民窟の中を進み、やがて一軒の家の

前に出た。

　辺りの家と同じような、貧相で、あちこち崩れか

けた日干し煉瓦の家である。

　水を使っている音が聞こえた。水場は家の向こう

側らしく、おそらくは中庭だろうと思われた。この

辺りの家数軒で一つの水場を共同利用しているに違

いない。

　ザハトは中庭に入れる場所を探して家の横へと

廻った。
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　すぐに建物の隙間のような所を見付けた。そこか

ら中庭へと入れるようだ。

　三人の傭兵を連れてザハトは中庭へ入った。残り

の四人には周囲を警戒させた。

　やはり中庭の真ん中には井戸があり、女が水を汲

んでいた。

　生意気に井戸には屋根が付いている。ザナカンダ

の周りには大きなオアシスがあるので、比較的木材

が手に入りやすいのだろう。屋根が作る影の所為で

よく見えないが、まだ若い女のようだった。

　中庭を囲む家々はどれも中庭に向けて入り口が開

いていて、その周囲には土の壺など、色々な道具が

積んであった。

　鶏小屋も見えたが鶏の姿はなかった。離れたとこ

ろに痩せた犬が一匹繋がれていたが大人しく、吠え

てはこなかった。

「すまぬが聞きたい事がある」

　女の姿を見るなりザハトは自分から声を掛けた。

何も言わずに近づくと警戒されるからだ。

「お前達はここで待て」

　三人の傭兵に言って、ザハトは自分一人で女に近

づいて行く。

　それでも女は警戒する気配を見せた。ここは貧民

窟だ。無理もないと思った。

く
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　ザハトはすぐにその場で足を止めた。

「何もする気は無い。ただ聞きたい事があるのだ。

そこで良いので答えてくれるか？」

　少し大きな声で問いかけると、女が頷くのが見え

た。

「私は人を捜しているのだ。この辺りにマグヌハ

ヌ・シュガヌという人が暮らしているはずなのだ

が、知っていたら教えてくれぬか？」

　女は暫く黙っていたが、やがて桶を置いてザハト

の方に歩いてきた。

「ラド・バナアル・マグヌハヌ・クム＝シュガヌ・

ナブ・ワラディク・アヌン＝エレビエリというお方

だ。知らぬか？」

　間違いのないように正式な名前で尋ねることにし

た。シュガヌはクメニ、つまり尊称である。

「その人なら死にました」

　その言葉にザハトは一瞬呼吸が止まるのを感じ

た。

　血の気が引いていくのを感じた。久しぶりの嫌な

感覚だった。胸の中から混乱が忍び寄ってきたが、

意志の力で捩じ伏せた。

　ザハトは自分の足の爪先に目線を据えた。落ち着

かなくてはならない。

　ただこれで大きな目的が一つ失われてしまった。

ね
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それだけは確かだ。

「……そうか」

　絞り出すように何とか口を開く。

「ならばせめて墓を教えて欲しい。その人には恩が

あるのだ。このままでは帰れない」

「あなたは？」

　ザハトの返答が予想外のものだったのだろうか。

女は怪訝そうな声で聞いてきた。

「私はザハトという。ザハト・ナブ・ディメク・ナ

ブ・ダウメク・アヌン＝アムシュタル。シュガヌ師

匠から剣を学んだ身だ」

「ザハト!?　ひょっとしてラムシャーン族のザハト

様？」

　その言葉にザハトは驚いて顔を上げた。場所を考

えて、敢えてラムシャーン族であるとは名告らな

かったのだ。女が近づいてくる。

「本当にザハト様なのですか？」

　汚れた衣服を着た、見るからに貧しそうな女であ

る。だが驚きに溢れたその顔には見知った面影が

あった。

「……ファマヌか？」

　その言葉をザハトが口にした瞬間、女は手で口元

を覆った。

「そんな……生きておられたなんて……」

け げ ん
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「師匠は亡くなられたのだな？」

　ザハトの問いかけに、ファマヌは首を何度か横に

振った。その目に涙が溢れた。

「……こちらへ。案内しますわ」

　ファマヌは涙を手の甲で拭った。ザハトは背後の

三人に振り返った。それでゴーサの傭兵達も理解し

て近づいてきた。

「その方々は？」

「安心しろ。私の護衛だ」

　ファマヌは不思議そうな顔をしたが、納得したの

か歩き出した。ザハト達もついて行った。

　外を警戒していた四人の傭兵も合流し、ファマヌ

を先頭に一行は進んだ。

　中庭から出て暫く歩くと、やがて小さな広場に出

た。広場の奥は畑になっていて、無花果の木が生え

ているのが見える。

　広場では杖を突いた老人がこちらに背中を向けて

立っていた。

　決して大柄ではない。逞しさや威圧感などもな

い。一見どこにでもいる普通の老人に見えるが、上

手くは言えない妙な雰囲気がある。

　ザハトにはすぐに判った。長い間会っていないが

間違いない。紛れもなくマグヌハヌ・シュガヌ師匠

だと思った。

い ち じ く
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「シュガヌ師匠!!」

　大きな声で呼びかけた。老人が振り返る。ザハト

はその顔を見て、やはり老いたなと思った。

　十一年ぶりなのだから当たり前だが、想像してい

たよりも師匠には老いを感じてしまう。

　こんなところで暮らしていれば当たり前かとすぐ

に納得した。

　近くまで行くと、ザハトは右腕を胸に翳して礼式

を執った。

「お久しぶりで御座います」

「生きていたか」

　老いを感じさせる外見からは意外な程、はっきり

とした声だった。

「はい。生き延びました」

　ザハトは顔を上げてシュガヌ師匠を見つめた。

　シュガヌ師匠はザハトを暫く見ていたが、ふいと

その背後の七人へ、ゴーサの傭兵達へ目線を向け

た。

「 物 騒 な 連 中 を 連 れ お っ て … … 今 は 何 を し て い

る？」

「アンケヌを取り返し、摂政をしております」

「そうか」

　興味なさげな一言だった。シュガヌ師匠は右手で

頬を掻いた。

かざ
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「まあ、話だけは聞いてやろう。ファマヌ、こいつ

らを家へ案内しろ」

「お爺さん……こんなに大人数は入りきれません」

　困ったようなファマヌの言葉に、初めてシュガヌ

師匠の顔に驚きのようなものが表れた。

「そうだったな……」

「構いません。近くで待たせます」

　ザハトが言うと、

「そうか」

　再び興味なさげな一言を漏らし、シュガヌ師匠は

歩き出した。

　僅かだが、右足を庇うような歩き方をしていた。

　ザハトはその意味を察した。師匠の歩みを見なが

ら歩いた。

　師匠の自宅は、やはり最初に訪れた日干し煉瓦の

家だった。ザハトの調べはやはり正確だったのだ。

「……誰か訪ねてきたら儂は死んだと言えと言われ

ているのです」

　家に向かう途中、ファマヌがそう白状した。師匠

らしいと思った。

　中庭に入らずに入り口から屋内へ入った。ゴーサ

の傭兵を二人だけ連れて入る。五人は外で待たせ

た。

「適当に坐れ」

わず かば
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　シュガヌ師匠はそう言ってまず自分が坐った。そ

の後でザハトが坐る。

　ファマヌは中庭へ出て行った。二人のゴーサの傭

兵は、部屋のそれぞれ別の場所に立っていた。それ

となく警戒するような位置に立っているのを見て、

シュガヌ師匠が軽く鼻を鳴らした。

「何ごとも質が良すぎるのは考えものだ」

　すっかり白くなった無精髭を撫でながら、どこか

揶揄するようにザハトに言った。

「憶えておきます」

　生真面目にザハトが答えていると、ファマヌが水

を持って部屋に入ってきた。

　一応真鍮の茶器が四つ盆に載っているが中身は水

だ。

　彼女はシュガヌ師匠とザハトと二人の傭兵に水を

渡すと、自分は部屋を出て行った。

「いつからこちらへ？」

「あの後からずっとだ」

　アンケヌが落ちてからずっとという意味だろう。

「御苦労をされたでしょう」

「うん」

　あっさりと師匠は認めた。

「毎日の食い物にも困る始末だ。お蔭であいつには

苦労をかけっぱなしよ」

や ゆ

しんちゅう
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　あいつというのは孫娘のファマヌのことである。

「大きくなられましたな」

「お前もな」

　会話の感じは昔と変わらないなとザハトは思っ

た。

　ザハトが初めて会った頃からシュガヌ師匠はこん

な感じだったのだ。

　普通の大人と話すつもりでいると会話が噛み合わ

ないので、子供ながらにザハトは戸惑ったものだっ

た。

　そのことを相談すると、

「賢しいな、ザハト」

　ジュダル王子はそう言って笑った。言葉のわりに

は嫌みのない優しい笑いだった。

「それでいい」

　そしてあの真っ直ぐな目でザハトを見て頷いた。

「一芸に大きく秀でた人間というものはやはり変

わっているものだ。だからこそ大きく秀でることが

出来るのだとも言える。そうした者達は独自の言葉

を使うことが多い。良く心を澄ませよ、ザハト」

　耳を澄ませとは言われなかった。ジュダル王子は

心を澄ませと言ったのだ。

　大切な真心からの助言だった。今ならばその事が

よく解る。

さか
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　さてここからの会話が大切だ。ザハトは密かに気

を緊縮めた。

「師匠がお好きな果物を持ってきました。きっとお

口に合うと思います。お納めください」

　ザハトが指示すると、外で果物籠を持っていた

ゴーサの傭兵が家に入ってきた。石榴とハミ瓜が一

籠ずつである。

　シュガヌ師匠は賄賂が通用する相手ではないし、

単純な報酬や、ましてや脅しで動かせる人物ではな

い。それは当然解っている。

　ザハトが手土産を持ってきたのは、ただ好意から

だ。含みは一切無い。

「すまんな。ありがたく貰うぞ」

「喜んで戴けるならとても嬉しいです」

「ファマヌ！」

　シュガヌ師匠は孫娘を呼び付けた。

「これを切って、儂らと、外で立っている物騒な連

中にも配れ」

「はい」

　果物籠を受け取ると炊事場へ行くのかファマヌは

また姿を消した。

　呼ばれたときだけ現れて役目が済むとすぐに姿を

消す。

　男達の会話を邪魔しないのはアウラシールの女の

ひ き し

わ い ろ

おど

もら

いただ
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常識だった。

「それで、お前は何をしに来たのだ？」

「お願いしたいことがあって罷り越しました」

「だろうな。大方儂に剣の指導をしろとでも言うつ

もりだろう？」

「そのとおりです。再びアンケヌに戻って剣を指導

して下さいませんか？」

　ザハトはにじり寄って願い出た。実際の気持ちと

行動を一致させる。これがマグヌハヌ・シュガヌと

いう人物と対話するときに、自然なやり取りを成立

させるコツだった。

「……儂はな」

　シュガヌ師匠はそこで言葉を切った。難しそうな

顔をして、何やら言葉を選んでいるように見えた。

「儂はな」

　もう一度言う。しかしまた黙ってしまった。

「はい」

　ザハトも返事だけして、シュガヌ師匠が何か言い

出すのを待っている。

「……儂は三十年、アンケヌの王宮に仕えていた」

「はい」

「それであの事件が起こった」

　今度はザハトは頷くだけに止めた。シュガヌ師匠

は粗末な土の天井を見上げた。

まか
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「儂は誠心誠意近衛を鍛えたつもりだ。精一杯やっ

た」

「はい。師匠のお蔭で数々の優秀な近衛が育ったと

聞いております」

「聞いておる、か」

　シュガヌ師匠は天井からザハトに目を戻した。

「そうだな。お前は若い。儂がどのような三十年を

過ごしたか、知るはずもないか……」

「私が知っているのは聞いた話がほとんど。それは

間違いありません」

「うん」

「ですが師匠が鍛え上げた近衛が、どれほどのもの

かについてだけは別。私には最後のあの日にこの目

で見、この身で感じたものがあります」

　ザハトは師匠にその鋭い眼差しを向けた。他の者

なら思わず緊張するであろう切るような目付きであ

る。しかしシュガヌ師匠の顔つきはまるで変わらな

い。

「ほう。そうか」

　間抜けとも感じられる返事をしてきた。

「儂の教え子がどのようだったかを知っているか。

しかし短い期間だったとはえ、お前も儂の弟子だ」

「はい」

「失礼します」
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　ファマヌが切ったハミ瓜を持って入ってきた。室

内の四人にそれぞれ手渡すとまた出ていった。今度

は外にいる傭兵に配るのだろう。

　しゃくり、とシュガヌ師匠がハミ瓜にかぶりつ

く。

「美味い。素晴らしく美味い。どこで買った？」

「市場で。向こうから売り込んできましたので店の

方はわかりません」

「そうか。それに聞いた所で儂には買えんか」

「私の願いを聞き入れてくだされば毎日でも食べら

れますが」

　ザハトの言葉にシュガヌ師匠は笑った。

「儂はもう以前のようには動けぬよ」

「先程、足がお悪いのではないかとは感じました」

　シュガヌ師匠は頷き、そのまま一気にハミ瓜を食

べた。

「ファマヌ！」

「はい」

　また彼女が現れる。

「まだあったら持ってこい」

「石榴がありますわ。今切るのでお待ちください」

「外の連中にも配ってやれよ」

「判っております」

　ファマヌが炊事場に消えるとシュガヌ師匠は立ち

ざ く ろ
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上がった。

　汚れた長衣を捲って右足を曝すと、腿の辺りまで

の大きな傷痕があった。

「あの日にやられた」

「……」

　ザハトはすぐに言葉を返せなかった。驚きや悲し

み、苦しさなど幾つもの感情が入り混じって混乱し

た。

　素直な言葉で返事をしなければならぬと思って

も、胸が詰まって言葉が出て来ない。

「……おつらかったでしょう」

　何とか絞り出すように言うと、シュガヌ師匠は微

笑んだ。口元に、まだまだ丈夫な歯が少し見えた。

「お前はそんなにいい奴だったか？」

「……」

「儂はな、三十年王宮に仕えた。そしてあの日も

戦った。孫は守ったが傷を負い、右足の自由を失っ

た。そんな儂に、まだアンケヌの為に働けと言うの

か？」

　なるほどと思った。正論だ。何と言うべきかザハ

トは悩んだ。

　暫く黙っていたがシュガヌ師匠も急かす気配はな

い。再び腰を下ろすと、シュガヌ師匠は膝の傍に

あった茶器を取って水を飲んだ。

ケ ス まく さら もも

しばら せ

そば
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「……アンケヌの為だけではありません」

「ほう？　では何の為に」

「師匠ご自身の為、そしてギジムの為です」

「ギジム？　奴が生きているのか？」

「いえ、死にました」

「そうか。あいつがなあ……」

　シュガヌ師匠は少し俯いた。

「そうか死んだのか……」

「無念です。ギジムもさぞや悔しかったことでしょ

う」

　シュガヌ師匠は暫く黙って今度は土の床を見てい

た。

「……で？」

「で、というのは？」

「まだ話は終わっておらぬだろう？　続きを言うが

いい」

「ギジムは死にましたがその息子が生きています。

名前はイシュタト。彼に剣を教えて下さいません

か？」

「ギジムの息子か」

「はい」

「会ってみたい」

　その言葉にザハトは救われる気がした。こういう

人なのだ。

うつむ
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　会いに来て良かった。本当にそう思った。

「ギジムの一族はヤンギルの者共にほとんどが殺さ

れ、残りは奴隷として売られました。その奴隷とさ

れた者達も、もはや多くが死んでしまっておりま

す」

「あれから十年以上経つからな」

「はい」

　奴隷の寿命は短い者で数年、長い者でも十数年と

いうのがアウラシールの常識である。

　もちろんこれは様々な要因が絡み合った結果の平

均であって例外はある。

　奴隷と言っても召使いのように家内作業に従事す

る家内奴隷と、過酷な環境下で農作業をさせられる

農園奴隷とでは生存環境には大きな違いがあるし、

都市によって法も違う。奴隷から解放される望みを

持てる場合もあるのだ。

　アンケヌの場合、僭主ジヌハヌが支配者となって

からは、奴隷が自力で自由の身分を獲得する芽は断

たれてしまった。

　だからジヌハヌが居座り続ける限り、そして奴の

後継者達がのさばる限り、先の政変で悲運に見舞わ

れた者達への救いはなかったわけである。

　支配者がザハトに入れ替わった現在では、奴隷は

自分の身を買い戻すことが出来るように法が改めら
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れた。

　しかしそれで奴隷の主人達が、同じように自分の

所有物たる奴隷たちに対して態度を改めるかと言う

と、あまり期待は出来ないであろう。

　アウラシール全域について一般的に言うならば、

特殊な職務に就くなどの例を除くと、ほとんどの奴

隷は大体が十年前後で死ぬか、使えなくなって都市

の外れに打ち棄てられるのだ。それだけ酷使される

という事だった。

「目下生き残りを全力で捜させておりますが、今の

ところ、ギジムの一族は二人しか残っておりませ

ん」

「その一人がイシュタトか」

「ご存じでしたか？」

「ギジムが抱いているのを見た事がある。アンケヌ

のモダバでな」

　モダバの市場はアンケヌの南西にある市場で、主

に生鮮食料を中心に取り扱っている。石造りの小さ

な売り場が綺麗に並んでいていつも混んでいる。

「そうでしたか」

「幸せそうな家族だったよ」

「……」

　また場に沈黙が落ちた。黙っている間にファマヌ

が石榴を持って部屋に入ってきた。
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　今度はシュガヌ師匠は口を付けなかった。なので

ザハトも口を付けない。

　結果ゴーサの二人も石榴を手に持ったまま、ただ

立っていた。

「……動くことは出来なくとも、指導することはお

出来になるでしょう」

「どうかな」

　ザハトが口を開くと、シュガヌ師匠は首を捻っ

た。

「剣とは、武とは体から体に伝わるものだ。ああせ

いこうせいと見て指図するだけで、伝えられるかど

うか……」

「師匠ならお出来になれます」

「ほう、買い被られたものだな」

「それにもはや近衛の剣を知っているのは師匠お一

人だけ、師匠が伝えなければ近衛の剣は絶えてしま

います。私にはそれが耐えられない」

「……アンケヌの剣風は絶える。これは仕方のない

ことだ。代わりに『剣の神殿』にでも指導の神官を

派遣して貰えばいいではないか」

「まさか本心からのお言葉ではないでしょうな？」

　さすがに師とはいえ聞き逃せない言葉だった。ザ

ハトは厳しい目を向けた。

『剣の神殿』というのはアウラシールの南部ジルバ

ひね

つるぎ

もら
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ラ地方、都市ティブリルに興った宗教で、剣の魔神

ラマシュガを祭る神殿である。

　教団は八千年以上の歴史を持つが、元々が修行者

たちの秘密結社から出発したため、その長い歴史の

割に神殿の数は少なく、その信徒もアウラシール以

外ではダルメキアぐらいにしか存在しない。

　今でも入信には厳しい儀礼が課せられるので、誰

でもが信徒になれるというわけではなく、入信を認

められること自体が一種の社会的な意味を持つ特殊

な教団である。

　アウラシールの幾つかの都市には分社とも言える

『剣の神殿』があり、そこでは絶えることなく祭祀

と剣技の鍛錬が行なわれているが、特に本拠地の

ティブリル大神殿からは非常に傑れた剣士達が数多

く輩出されているのだ。

「師匠の代わりなど誰にも務まりません。あなたほ

ど傑れた御方が派遣されるとも思えない」

「今の儂の代わりなど誰にでも務まると思うぞ」

「いいえ務まりません」

「……」

「それに師匠はそれでよろしいのですか？　御自分

が生涯を懸けて磨いてきた剣技剣風が絶えてしまう

……それを看過ごせるのですか？　何より近衛の剣

はシュガヌ師匠がナラバル王から示された古伝を元

おこ

すぐ

み
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に、工夫と研究を重ねて復元されたものだと聞きま

す。それほどに貴重なものを絶伝させてしまうので

すか？」

　ザハトの言葉にシュガヌ師匠は腕を組んだ。唸っ

た。

「うー」

　両手で自分の頭を挟む。子供のような仕草だっ

た。

「痛いところを衝いてくるのう……」

　本当に頭が痛んでいるようにすら見える。

「何も再び近衛を再興して欲しいとまでは言いませ

ん。ただ一人、イシュタトだけで良いのです。どう

か彼に近衛の剣を、彼の父ギジムが遣った剣を伝え

てやって下さい」

　ザハトは頭を下げて頼んだ。

「……どうしてそこまでする？」

「どういう、意味でしょうか？」

　頭を下げたままザハトは問い返した。

「お前はそんな奴ではなかったと思うが。儂の記憶

違いか？」

　真面目に頼んでいるのに酷い言い種だと思った

が、師匠に悪意が無いのは想像が付くので腹は立た

なかった。

「なんだか大きくなっていい奴になったな。もっと

うな

つか

ひど ぐさ

283



鼻持ちならない奴になるかと儂は思っておった」

「それは予想に違えてしまい申し訳なく思います」

　さすがにありがとう御座いますとは返せなかっ

た。

「お前がこんな風になるとはなあ」

　シュガヌ師匠は感慨深げだった。また天井を見

て、それから床に置いた石榴を手に取って食べ始め

た。

「……美味い」

「ありがとう御座います」

「石榴が食える季節になったか」

「はい」

「ここに来てからは季節のことなど余り考えなかっ

たがなあ……」

　そうでしょうな、とザハトは胸の中で答えた。そ

んな余裕のある生活はできまいと思った。

「こんな美味い石榴を食うのは久しぶりだ。礼を言

うぞ」

「ありがとう御座います」

「さて」

　シュガヌ師匠は膝を軽く叩いて立ち上がった。

「ハミ瓜と石榴の分は働かなきゃならん」

「それでは！」

　ザハトの顔に期待と喜びが表れる。余り表に上る

たが
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ことのない、珍しい表情だった。

「ギジムの息子に剣を教える役目引き受けよう。た

だしその前に儂がどれくらい衰えたかを、お前に

知って貰いたい」

　中庭に出ていく。ザハトも付いていった。

　あの井戸のある中庭だ。家の中庭出口の横には土

の壺があって、そこに木の棒が何本か差してあっ

た。

　シュガヌ師匠はその中から一本を手に取った。

「どれでも好きなのを取れ」

　そう言われてもどれも同じようなただの木の棒

だ。

　元は柵とか家具とか、何かの材料だったであろう

木片を大雑把に棒に仕立てたようだった。

　取り敢えず使い易そうなのを手に取って外に出

た。

「さて」

　シュガヌ師匠がザハトの方を振り返る。

「誰からでもいいぞ」

「わかりました」

　ザハトはゴーサの傭兵達を振り返った。

「誰も希望がなければまず私から行くがどうだ？」

「………………と言いますと？」

　やけに長く間を置いた後、ゴーサの傭兵の一人が

もら
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答えた。

　彼の名前はナッハという。

「失礼ながらザハト殿」

　別の傭兵が前に出て来た。彼はザブラムという。

「何だ？」

「お師匠様は、その、本気なのですか？」

「あの人に本気かどうかを尋ねるのは無意味だ。多

分、そういうことを今まで一度も考えた事がない類

の人間だからな」

　ザハトの答えにザブラムが嫌そうな表情を浮かべ

る。あまり内面の動きが顔に表れない連中だけに珍

しい。余程困ったか呆れたかしたのだろう。

「失礼ながら我々は付き合いかねます」

　また別の傭兵が口を開いた。彼の名前はジュマ

イールだ。

　全て予想通りの反応。ザハトは軽く笑った。

「いいのか？　滅多にない機会なんだぞ？」

「と言いますと？」

「師匠は剣匠だ」

　その言葉でゴーサの傭兵達の空気が一変した。

『剣匠』とは『剣の神殿』での階級の一つである。

　そして事実上の最高位を意味する。

　本当はあと一つ上があるのだが、それは人間の領

域の外にあると考えられているため、剣匠が神殿で
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修行する者の中での最高位なのだ。

　剣の神殿に入った者の内、剣匠の位にまで達する

のは万に一人と言われている。

「驚いたか？」

「はい」

「昔はともかく、今は右足を悪くされている。そこ

を上手く突けば良い勝負が出来るかも知れん」

「なるほど」

　ゴーサの傭兵の一人、マーレフが頷いた。

　彼は剣の神殿の信徒であり、修行して『剣士』の

資格も得ている。興味を持つのは当然だった。

「では私から行かせていただく」

　マーレフはザハトから木の棒を受け取ると前に進

み出た。

「お前からか」

　シュガヌ師匠が問うと、マーレフは木の棒を左手

に持ち替えてから提げ、一礼した。

　剣の神殿での礼法である。

「ほう？　どこの教室にいた？」

「私はクドゥリ師に長剣と短剣、小剣を学びまし

た」

「クドゥリ？　知らん名前だな。まあいいか。か

かってこい」

「では」

さ
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　マーレフは右手に棒を構えると前に歩み出した。

それに合わせるようにシュガヌ師匠も前に出てく

る。

　一定の距離で睥み合うかと思いきや、シュガヌ師

匠はそのまま無雑作に近づいて行く。

　まるで不用心な歩き方である。

　マーレフはいきなり自分の距離に踏み込まれて、

反射的に切り込もうとしたが、そこで動いてしまう

ほど未熟ではない。

　考えるより先に体が危険を察知して、シュガヌ師

匠の一撃を防ごうとした。

　しかしマーレフの動きを師匠の剣捌きは上回っ

た。首筋にぴたりと棒が突き付けられて勝負は付い

た。

　端から見ていると、何気なくシュガヌ師匠が棒を

振り、マーレフはあっさりと首筋に棒を付けられて

蹌踉めいただけに見える。

　だがゴーサの傭兵達の目は節穴ではない。

　攻防の実際の内容については当事者でないので察

するしかないが、二人が交差する一瞬の間に、剣技

を遣う者同士の高度なやり取りがあった事だけは見

抜いていた。

「おい」

「ああ」

にら

さば

はた

よ ろ
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　イェヒムとヴァーファルが剣呑な相槌を交わして

いる。何だかとても楽しそうだ。

「ザハト殿。次は私が」

　ヴァーファルが前に出た。

「お前もどこかの教室にいたのか？」

　シュガヌ師匠の問いかけにヴァーファルは首を

振った。

「いえ、私は軍団の訓練を受けたのみ。名高き剣匠

の技を是非一手ご教授下さい」

「ああいいぞ」

　安請け合いという言葉があるが、まさにそれが当

て嵌まりそうな返事をすると、シュガヌ師匠は左手

でヴァーファルを招いた。かかってこいという事な

のだろう。

　しかしヴァーファルは応じなかった。両手で木の

棒を握り締めると、棒の先をシュガヌ師匠の喉元に

向けるようにしてゆっくりと距離を詰めていく。

　ぴりぴりとした緊張感がその体から発している。

　対照的にシュガヌ師匠には緊張がまるで見られな

かった。ただ立っているだけである。

「隙だらけじゃのう」

　向き合ってすぐに、シュガヌ師匠はそう言いなが

ら歩みだし、ひょいとヴァーファルの懐に入った。

　あれだけ注意して構えていたように見えたのに
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ヴァーファルは全く反応できなかった。

「何ッ!?」

「ほれ」

　シュガヌ師匠はヴァーファルの肘を取って転がす

ように投げた。その時に持っていた木の棒も奪い

取っている。

「次。誰でもいいぞ」

　呼びかける師匠の横でヴァーファルは呆然と坐り

込んでいる。何が起きたのか判らないのだろう。

　ザハトにとっては久しぶりの光景である。驚きは

しなかったが、師匠はやはり足を大きく使うような

動きは避けているのではないかと推測した。

「ザハト殿、複数でかかっても宜しいか？」

　アザハンがそう尋ねてきた。

　案外と熱くなるのだなとザハトは思った。

「そうむきになるな。相手は足の悪い老人だぞ。そ

れに戦場の働きと剣術の巧拙とは似て非なるもの

だ。師匠に怪我でもされたら困る」

「……失言でした。どうかお忘れを」

「おーい」

　そんな会話も知らぬシュガヌ師匠は、次の相手が

来るのを待っている。

「もう結構です。十分に判りました」

　ザハトが呼びかけると、納得できぬ様子ではある
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がシュガヌ師匠は戻ってきた。

「そうか？　お前らも、もっと儂を動かすようにせ

ん と 。 こ の 通 り の 足 だ 。 踏 ん 張 り は 利 か ん の だ

ぞ？」

「師匠に怪我でもされたらこちらが困ります」

「それもそうか」

　明らかに一対一では自分が圧倒していたのに、ザ

ハトの言葉にすんなり納得したようだ。

「お前ら全員でかかられたら袋叩きにされてしまう

わ」

「その前に武器になる棒がそんなにありませんよ」

　ザハトの言葉にシュガヌ師匠は軽く笑った。

　土の壺に刺さっていた棒の数は確か五、六本で、

ザハト達一行の人数よりも少なかったのだ。

「しかし……お師匠様はどうしてこのような所で暮

らしておられるのですか？」

　マーレフが不思議そうに尋ねた。

「金がないからだが？」

　シュガヌ師匠もまた不思議そうに答えた。そんな

事も判らんのか？　と言いたげだった。

　ザハトはマーレフの疑問はごく常識的なものだと

思った。

　ずれているのはシュガヌ師匠の方なのだが、本人

にその自覚がないのだ。
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　剣の神殿の剣匠ともなれば、いくらでも仕官の道

がある。

　どの都市に行っても、高い地位と報酬が約束され

るだろう。それはこのザナカンダでも例外ではな

い。こんな貧民窟で暮らす必要はないのだ。

　だがザハトには師匠がここでの暮らしを選んだ理

由が理解できていた。

「師匠は先々代のアンケヌ王と約束されたのだ」

　簒奪者ジヌハヌを除けば、アンケヌ王の王統は先

代ムシュタムル王、先々代ナラバル王になる。

　ザハトから見れば弑逆されたムシュタムル王は伯

父であり、ナラバル王は祖父であった。

「ナラバル王は武を好まれる御方でな。縁あって儂

はアンケヌに身を寄せたが、そこで古伝の剣術の存

在を知らされたのだ。儂は王のお召しによって特別

にその秘術を知る機会に恵まれた。そしてその代わ

りに一切の他伝を禁じられたのだ」

　則ち、アンケヌの剣技を他の都市の人間に伝えて

はならぬということである。

　他の都市則ち他国であり、他国則ち敵国が常識の

アウラシールにあってはごく当然のことであった。

　しかしその事は、シュガヌ師匠にとってはアンケ

ヌ以外での仕官の道を断たれることを意味した。

　それでは他の剣技を、例えば剣の神殿で習得した

しいぎゃく
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剣を教えれば良いではないかと思えるかも知れな

い。

　そういう器用な真似が出来る人物ではないのだ。

　だから教えるとなれば全てを教えることになって

しまう。

　マグヌハヌ・シュガヌは己の体を通して矛盾無

く、一つの体系としての剣技を、身体を作り上げて

きた。

　その中では身心技術全てが溶け合っており、ここ

からここまでが剣の神殿、ここからがアンケヌの剣

術などと区別できるようなものではないのだ。

　本人自身、自分の技術がどのように形成されてき

たかを考えたことも無いだろう。

　確かに師匠自身、いつかは己が技術を客観視して

整理する日が来るのかも知れない。

　剣の神殿にはそうした歴代の名人達人達の記録が

残っているという。

　その中にはその技の開祖以外、未だ誰も再現でき

ぬような技もあると聞く。いわゆる神技というやつ

である。

　ザハトにはシュガヌ師匠がそうした伝説の達人達

に並ぶだけの存在であるかどうかは判らない。

　判らないが、このままザナカンダの貧民窟で暮ら

せば、遠からず師匠が死ぬであろう事は想像でき
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る。そしてその未来はザハトにとっては耐え難かっ

た。

　そしてシュガヌ師匠が貧民窟に暮らすのには、も

う一つの理由があるだろうとも考えていた。

　おそらく血の復讎を警戒したのだ。シュガヌ師匠

はあの政変の日、多くの敵を斬ったはずだった。そ

の一族による血の復讎を警戒して貧民窟に身を隠し

たのではないだろうか。

　これは「儂は死んだと言え」と孫娘のファマヌに

命じた事からの推測だが、多分正しいはずだとザハ

トは考えていた。

　しかし、この二つの理由はその気になればどうと

でも回避出来たはずだ。

　ナラバル王などとっくに崩じているのだ。約束を

破って他国で仕官したとしても、アンケヌの王位は

ジヌハヌによって簒奪されているし、それを責める

者もおそらく現れなかっただろう。

　いや、そもそもシュガヌ師匠とナラバル王の約束

を知っている者自体、数える程しか居ないのだ。あ

れだけの政変があった後で、約束を知る者、その全

てが死に絶えたと師匠が考えたとしてもそれは自然

な事だったろう。事実今日ザハトは「生きていた

か」と言われたのだから。

　もう一つの血の復讎にしても、シュガヌ師匠はラ

ジ ル ト

ジ ル ト

ジ ル ト
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ムシャーン族ではないので言い逃れの方法はある

し、剣匠ともなれば社会的な地位もある。どこかの

都市で高い地位に就けばおいそれとはヤンギルも手

を出せない。

　つまりその気になれば師匠はこんな暮らしをする

必要はなかったのだ。

　いくらでも『賢く』生きられたのだ。だが師匠は

そうしなかった。

　変わった人ではあるが愚かではない。気付いては

いたはずだ。

　だがやらなかった。ここで暮らし、そして朽ちて

いくことを選んだのだ。

「仕官できぬのだからここで暮らすより他はない。

まあ住みよいとは言えんがな」

　自嘲するようにシュガヌ師匠は笑んだ。

「では早速ですがアンケヌにお越し下さい」

　この人を相手に長々と会話をする気はなかった。

　十分なのだ。会えば十分。それで気持ちは通じ

る。

　ザハトはそう思っている。

「随分と気が早いな……ここにそのイシュタトを寄

越しても良いではないか」

「確かにそれでもよろしいですが、そうなるとファ

マヌはどうなります？」

よ

こ
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「う」

　シュガヌ師匠は渋い顔をした。

「彼女の将来のことも考えてやるべきです。師匠

だって仰ったではありませんか。あいつには苦労を

かけると。お二人でアンケヌにお越し下さい。この

私の命に懸けても不便はさせません」

「随分気軽に命を懸けるな。長生きできぬぞ？」

　その言葉にザハトはふっと笑った。

　長生きできぬか。そうかも知れぬ。

「さて、それは判りませんよ？　もし興味がおあり

ならば是非私と一緒にアンケヌへ」

「ふうむ。興味あるな」

　シュガヌ師匠は腕を組んだ。

「今は棗椰子が採れる季節。アンケヌには多くの棗

椰子がありますぞ」

「むむむ」

「多くの豪商、貴族などがおります。ファマヌも年

頃でしょう？　ここにいるよりはずっと良い縁談が

用意できるかと思いますが」

「うー」

「もう考えるまでもないでしょう。今すぐに荷物を

お纏めになって下さい」

「ファマヌ！」

「はっ、はい！」

おっしゃ
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　中庭口の壁蔭から慌ててファマヌが飛び出してく

る。

「聞いていただろう。荷物を纏めろ。ここを離れる

ぞ」

　その言葉にファマヌが大きく顔を動かした。

　この時の表情の動きをザハトは一生忘れないだろ

うと思った。

　驚きと、それをみるみる喜びが塗り替えていく様

を。

　この顔が見たかった。自分の周りに居た人達が、

愛する者達がこういう顔をするのをずっと見たかっ

たのだ。

　もはやその願いの叶うことが多くないのは判って

いる。それだけに一層、ファマヌの喜びを尊く感じ

た。

　ぶっきらぼうな師匠の言葉によって生じた喜びで

あり、幸せだった。

　その中に自分もいるのだと。それをザハトは胸の

中で噛み締めていた。

「ザハト殿」

　ナッハが話し掛けてきた。彼がザブラムと一緒

に、静かに中庭から外に出て行くのをザハトは見て

いる。その時点で薄々勘付いてはいた。

「来たか」
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「はい」

　ザブラムが頷く。

「準備しろ。他の者達も問題ないな」

「全てご指示通りに」

　ザブラムの言葉にザハトは悽絶な笑みを見せた。

「始まるのか？」

　シュガヌ師匠が何でもないように軽くそう口にし

た。

「はい。通りの方を使いますのでご心配なく。家の

中でお待ち下さい。すぐに済ませます」

「ザハト様何を……」

「お前は知らんでいい」

　シュガヌ師匠はファマヌの質問を切り捨てた。さ

すがは剣匠、全て判っているのだ。

　ザハトはシュガヌ師匠が孫娘の肩を抱いて家の中

に戻るのを確認してから、ゴーサの傭兵達を連れて

中庭を離れた。

　ただし三人はその場に残した。シュガヌ師匠と

ファマヌの警護のためだ。

　ザハトは四人の傭兵と共に外に出た。

　ナッハ、ザブラム、マーレフ、アザハンの四人で

ある。

　シュガヌ師匠の家から離れるため少し歩いた。

　しかし最初の路地が切れて、分かれ道に入る所の
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少し開けた場所には、もう八人の男達が待ち構えて

いた。

　ちょっとした広場だが、広場というには狭すぎる

場所であり、路地の分岐が結ばれる所だった。

　そこから右手に延びた細い路地からも三人の男達

がやって来る。

　もちろん全員武装していた。

「その人数で私を斃せると思ったのか？」

　あからさまな嘲弄を籠めてザハトは指導者と思し

き男に話し掛けた。

「ほざけ！　百の肉片に刻んでくれるわ！」

「ほう？　それがお前の趣味か？　その気持ちに報

いてやりたいところだが、ここはザナカンダなので

な。悪いが手早く済ませるぞ」

　ザハトが言うと、それを待っていたように弦音が

して八人の男の一人が仰け反った。

　胸に矢が立っている。矢は貫通して背中から飛び

出していて、男はそのまま倒れて痙攣し始めた。

「私が何も準備しないとでも思ったのか？　ヤンギ

ルの者共よ。ジヌハヌを見習え。お前達のジヌハヌ

をな」

「かかれっ!!」

　指導者と見られる男の号令によって、ヤンギルの

男達が一斉にザハト達に襲いかかる。

たお

ちょうろう こ

の ぞ
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　ザハトは一歩後ろに下がった。それだけである。

　何も命じなかったが音もなく三人の傭兵が前に出

て、一人が右手の路地に入っていく。

　それからは一方的な殺戮であった。

　前に出た三人は長剣を振るって目の前のヤンギル

族を切り刻んでいく。

　全く戦いになっていない。つまり斬り合いが成立

していないのだ。

　太刀行きの速さも、一撃の重さも大人と子供のよ

うな差があるために、ヤンギルの男達は受けること

も躱すことも出来ずに、まるで鉈で刻まれる細木の

ように手足や頭蓋骨、臓物などの、血と肉片をばら

まきながら弾き飛ばされていく。

　そう。弾き飛ばされていく。それほどの力の差が

あった。

　しかも逃げようとする者も次々と射殺されてい

く。

　矢を射ているのは別行動を取っていたゴーサの傭

兵達だ。

　襲撃の情報を掴んだ時点でザハトは一計を案じ、

殺戮の場所と方法を決めてあったというわけだっ

た。

　結果、小さな広場は一方的な虐殺の現場となった

が、ほとんど時を要さずにそれも終わった。

かわ なた
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　そして辺り一帯、髪の毛の付いた頭蓋骨の一部

や、腸を撒き散らして倒れた屍体や、吹き飛んだ手

足、そして足首までが浸かる程の血の海になった。

「ザハト殿」

　マーレフが長剣の血脂を拭いながら声を掛けてき

た。

「一応、生かしておきました」

「ほう？　すまんな」

　軽く笑いながら血と臓物を足で蹴散らかして、ザ

ハトは男に近づいた。

「かっ！　かっ！　かっあ！」

　切断された右腕の傷を左手で押さえながら指導者

の男は喘いでいた。

「計画は綿密に、行動は大胆にと言うが、お前達に

は綿密さが欠けていたようだな」

「ぐっ！　かっ！　はあはあ！」

「その様子では長くはあるまいが、先程も言ったよ

うにここはザナカンダ。他の王の支配する地だ。お

前の希望通りに百の肉片に刻んでやりたいが叶えて

やれぬ。赦せよ」

　ザハトは嗤った。心からの嗤いだった。

　おもむろに腰に差していた長剣を抜き放つと男の

眉間目懸けて鋭い一撃を加えた。

　ぼこんと爆ぜる音がして男の頭が瓜のように割れ

ちあぶら

あえ

ゆる

わら

は
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た。

　血と灰色の脳味噌が吹き出したが、ザハトはそれ

を汚れたもののように左手で防いだ。

「……廁の糞尿の如き血よ」

　呟いて血と脳漿を屍体の長衣で拭った。

「全て片付きまして御座います」

　死にきれなかった連中に止めを刺し終わったのだ

ろう。何ごともなかったようにザブラムが報告に来

た。

「そうか。だがさすがに放置するわけにもいくま

い。付近の貧民に金を握らせて片付けさせよ」

「はい。しかし市当局の巡回兵などが嗅ぎ付けたと

きは如何がなさいますか」

「案ずるな。すでに話は通してある」

「なるほど」

「俺にとっての不安はな。こやつらが今日ここへ来

てくれるかどうか、この俺を襲ってくれるかどうか

という事だけだったのだ。正直来ないのではないか

と冷や冷やしたぞ」

「さすがはザハト殿」

　にこりともせずにザブラムは世辞を言った。ザハ

トはザブラムに微笑んだ。その美しい顔には返り血

が付いていた。中々に凄みのある状態だったが、ザ

ブラムの方も血まみれなので大差ないとも言えた。

かわや

ケ ス

い か
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「しかしこれでは師匠の家を再び訪うわけに行くま

いな。返り血を浴びていない者を向かわせろ。向こ

うには三人残してある」

「はっ！」

　ザブラムは軍陣中にあるかのように軽く礼をし

た。

「我々は最初の隊商宿に向かう。アンケヌ行きの隊

商の方も都合は付けてある。師匠とファマヌが合流

した時点で全員でアンケヌへ帰るぞ」

「畏りました」

　ザブラムが再び一礼して、他の仲間に指示を伝え

ようと振り返ったところで動きを止めた。

　シュガヌ師匠が杖を突きながらこちらへ歩いて来

ていたからだ。

「構うな。この程度で驚くような御方ではない」

　ザブラムに言って、ザハトは自分からシュガヌ師

匠に向かっていく。

　その跡には血の足形が点々と続いた。

「派手にやりおって。どうする気だ？」

「全て計画通りです。何も問題は起こりませぬ」

「まさか儂らを餌にしたんじゃあるまいな？」

「まさか」

　ザハトは首を振った。

「心外です。そんな風に思われていたとは」

おとな

ハ ビ ト

かしこ
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「こんな風に襲ってくれば誰でもそう邪推するわ。

ザハトよ、誰もがお前のように頭が回るわけではな

いのだぞ」

　久しぶりに聞く言葉だった。しかしシュガヌ師匠

から言われるのは初めてだ。

　この言葉をいつも言ってくれた人はもういない。

　瞬間、ザハトの意識が過去へと戻った。

「ザハト、お前は賢い。だが誰もがお前のように頭

が回るわけではないのだぞ。その賢さに足を取られ

ぬよう気を付けよ」

　ザハトがやり過ぎてしまったとき、ジュダル王子

はいつもそう言って注意してくれたのだ。

「……何か、儂は妙なことを言ったか？」

「いえ……なんでもありません」

　ザハトは苦笑して首を振った。

「確かに少々やり過ぎたかも知れませぬな。始末す

るならもっと他の場所で、目立たないようにするべ

きでした。お詫び致します」

　シュガヌ師匠は呆れたように息を吐いた。

「荷物は纏めたよ。いつでも出られる。もっとも荷

物なんぞ大してありはせんがな」

「どこか挨拶などお寄りになりたいところは御座い

まと
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ますか？」

「そうだな……剣の神殿に寄っておきたいかな」

「こちらの剣の神殿に？」

「ああ、ザナカンダに来て少しの間は世話になって

おった」

「わかりました。お供してよろしいでしょうか？」

「その恰好でか？」

　シュガヌ師匠は嫌そうな顔をした。

「まさか。清めますよ。ついては中庭の井戸をお借

りしたいがよろしいですか？」

「いいぞ。うちだけの井戸じゃないがな」

　相変わらず妙な言い方をする人だ。そう思ってザ

ハトは少し和んだ。

「ああ、剣の神殿と言えばな」

「何でしょうか？」

「新しい聖者が立ったそうだ」

　その言葉はザハトの興味を惹いた。

　聖者。

　それは剣の神殿で最高位に位置する称号である。

『剣の聖者』とも呼ばれる。

　では聖者が教団の長かというとそうでもない。

　そもそも聖者が教団の長であったことなど珍しい

のだ。教団の長は普通は剣匠か、または組織運営に

長けた剣士階級の神官から選ばれる。

なご

た
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　そして教団にも教団の長である祭祀長にも、聖者

の任命権はないし、教団の誰一人聖者に対して命令

を下すことは出来ない。

　何故なら剣の聖者と呼ばれる者を任命するのは剣

の魔神ラマシュガ自身であるからだ。

　一体どういう仕組みでそれが定まるのかは謎であ

るが、そういうことになっている。

　つまり教団にとって剣の聖者とは、魔神自らが選

んだ、いわば現人神なのである。

　剣の聖者に対して剣の魔神ラマシュガの信徒たち

は最大の敬意と畏れを抱いていると言っていい。

　これが事実上『剣匠』が最高位の称号と見做され

る所以であった。

　ある意味、剣の聖者は人ではないのである。人間

以上の存在なのだ。

　事実歴代の剣の聖者達は伝説に彩られている。中

には到底信じられないような話も多くある。

　剣匠を達人と言い、伝説的な逸話の主人公とすれ

ば、剣の聖者とは、まさに生きた伝説そのものなの

である。

「剣の聖者が現れましたか……」

　信徒ではないザハトも感慨深いものがある。

　ここでザハトは「現れる」という言葉を選んだ。

これはザハトが剣の神殿の信者ではないからであっ

あらひとがみ

み な

ゆ え ん
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たが、理由はそれだけではなかった。

　対してシュガヌ師匠は「立った」という言葉を

使っているが、これには大きな意味がある。

　アウラシールに限らず、ミスタリア海を囲む諸国

にあっては、王ないし皇帝は「なる」ものだとは見

做されない。

　一応口語として「即位する」という表現はある

が、正式には王とか皇帝とか呼ばれる者はみな、

「立つ」と表現される。

　これは神に選ばれて立つという意味であって、そ

こには人為を超えた働きがあるということを含んで

いる。

　この表現は元々古代アウラシールの史官から生ま

れた言葉であったが、ローゼンディアや、レメンテ

ム帝国などにおいても踏襲され、正規表現として採

用されている。

　剣の聖者に対して「立つ」という表現を使うとい

うことは、教団では聖者のことを諸国の王と同等も

しくはそれ以上だと見做しているということを意味

する。

　教団の言い分からすれば、剣の聖者は文字通り

「神から選ばれて立つ」わけであるから何の問題も

無いのだろうが、単純に考えてもそれは不遜であろ

う。少なくとも諸王達の立場からしてみれば。

み

な

み な

ふ そ ん
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　だが、歴代の聖者達が織りなしてきた数々の物語

には、それを捩じ伏せるだけの力があることもまた

事実であった。

　現在では慣習的に、剣の聖者は「立つ」という言

葉でもって表現される事が多いが、ザハトは敢えて

「現れる」という言葉を使った。

　それは史学や古代法などを学ぶ過程で身に着いた

知識であり、作法であったが、それよりも大きな理

由として、

　――王とは誰であるか。

　ということが胸の中に有るからだ。それはザハト

にとって根源的な問いであった。

　誰が王なのか。人は何によって王となるのか。王

たるべき者とはどのような者か。

　いつもそれを考えている。

　その事がザハトに言葉を選ばせ、剣の聖者に対し

て心の距離を取らせたのである。それに気が付いた

とき、ザハトは微かな驚きを感じたが、同時にその

驚きには哀しみのようなものが含まれているとも

思った。

「……してどこの教室に？」

　剣の神殿では使う武器によって教室が分けられて

いる。

　もちろん武器は全て剣であるが、その種類が多

ね

あ

かす
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く、非常に変化に富んでいる為だ。

　実際は神殿で教授される剣技を、全て『剣』とい

う括りの中で考えるのには無理がある程だが、とに

かく教団では全ての武器を『剣』として一括してい

る。

　まず大別して剣は正課と変課に分けられる。

　どちらが上という事はないが、

「正課は練法に偏し、変課は用法に偏す。成る成ら

ぬの鍵は鍛錬が握る」

　古代よりそう言い伝えられてきたように、正課の

剣は『直剣』と呼ばれる、ごく一般的な長剣や短剣

などが含まれる。

　それに対して変課の剣は『曲剣』と言われる。こ

ちらは円月剣や三叉剣などの、癖のある剣が含まれ

る。

　修行者は最低でも正課と変課から、それぞれ一つ

ずつの剣を選んで修行するよう奨励されている。

　失伝した剣種を除けば、現在では剣の神殿の教室

は以下の八種類に分かれている。

　則ち長剣、短剣・小剣、双手剣、双斬剣、弧月

剣、円月剣、鎖剣・投剣、三叉剣である。

　短剣と小剣、鎖剣と投剣は同じ教室になる。

　そして全ての教室にいつの時代にも聖者がいると

は限らない。

くく

さ ん さ

すなわ そうしゅ そうざん

さ とう さ ん さ
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　教団全体で見ても、一つの時代に聖者が三人いれ

ば多い方なのだ。

　だから新たな聖者が立ったというのは大きな事件

だった。

「短剣・小剣の教室だそうだ。お前は知らなかった

のか？」

「そちらの方面に気を払っていなかったので……し

て一体どのような者が？」

「それがな、ローゼンディア人の女らしい」

　女で、しかもローゼンディア人。

　ザハトの脳裏に不快な記憶が頭をもたげてきた。

　あからさまに不満そうな顔をして、こちらを見て

いたローゼンディア人の女を思い出したのだ。

　確かに聖者に選ばれるのは剣の神殿の信徒とは限

らない。

　どういう仕組みでそうなるのかは判らないが、全

くの部外者や、外国人が選ばれる事もある。

　しかしさすがのザハトも一瞬思考が止まってし

まった。

「どうした？」

　不審げにシュガヌ師匠が聞いてくる。

「……それは本当ですか？」

　ザハトは思わず聞き返してしまった。

　ダーシュが結婚したと聞いた時以来、本当に驚い
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第六章

　アウラシールの商慣習は本国と違うと聞いていた

し、その違いについてはある程度情報を集め、心の

中で対策を講じてもいたのだが、実際に体験してみ

るとかなりの驚きがあった。

　元々、自分は外の世界を知っている方ではない。

それは自覚している。知りたくとも生まれた環境が

それを許さないのだ。

　上級貴族、それも宗家に極めて近い名門に生まれ

た自分にとっては、外の世界は始めから極めて限定

されたものだった。

　だからそう簡単に市井の中へ入っていくことは出

来なかった。

　外見という不利もある。ささいなことであっても

自分の意志を通そうとすること自体が、陰湿な非難

となって返ってくるからだ。

　遥か離れた王都の大神殿や王宮のことは知ってい

ても、地元の小さな神殿や市場には、表立って行く

事は出来ない。そういう状態が長く続いた。

　もちろん今は違う。しかし普通の者達が暮らす町

中を訪れる為には、ちょっとした工夫が必要にはな

る。それは仕方ない。

　自分の暮らす館からその家並みが見える所より
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も、馬車で何日も掛けて行く王都の方が生活的な距

離感は遥かに近いのだ。この馬鹿げた事実について

考えるとき、ルキアはいつも不快感を覚えた。

　己が尊貴さを示すために人を遠ざける。それも身

近な、しかも自分の生活を支えてくれている領民を

卑俗だとして遠ざける。

　馬鹿げている。危険でもある。人の愚鈍さには涯

がない。

　人間は性質の悪い猛獣だ。ついこの間草原を走り

回っていたと思えば、今日は空を飛んでいるといっ

た感じで、明日には星々の世界にまで行くかも知れ

ない。

　それは空恐ろしくもある。

　何故神々はこのような存在を野放しにしているの

か。自分で作っておいて何故放置するのか。

　きっと神々には愛がないのだ。そうとしか考えら

れない。

　だがこの世には権力と戦争がある。その自浄作用

によって愚者は自滅していく。素晴らしいことだと

思う。

　でなければとてもではないが、こんな世界を生き

ていく気にはならない。

　馬鹿に向かって馬鹿と言っても無駄なのはよくよ

く判っているので警告はしない。

はて

た ち
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　忠告もしない。かといって馬鹿が自滅するのを待

つほど気が長くもない。

　彼らが崖から転げ落ちるのを見たいとは思わない

が、視界から消えて欲しいとは思う。

　だからせっせと馬鹿の背中を崖に向かって後押し

するのだ。

　我ながら陰険だと思うし、御し難い性質だとも思

うが、神々がそれをルキアの中に置かれたのだ。

だったらそれを認めて生きていくしかない。

　神殿の神官達もそれを認めるだろうか？　……い

や悩むことだろう。

　素の現実と自分の世界観が衝突したとき、人は大

概自分の世界観の方を採る。

　今まで出会ったほとんど全ての人間がそうだっ

た。

　現実ではなくて、そうであって欲しいという自分

の世界観の方を採るのだ。

　だから神官達も教典に示された教えではなく、慣

れ親しんできた自分の信仰の方を選ぶだろう。

　そこには馬鹿を排除せよとは書いてはいない。そ

れはそうだ。だが汝の敵を愛せとも書いてはいない

のだ。それをどう取るか？

　怒りにせよ忍耐にせよ、限度を超えたら相手を排

除するしか手は無い。

と

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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　ルキアはそう思っているし、事実そのように聖典

を読んでいるが、神官達はそうではない。

　むしろその対象を調伏せよ、帰伏させよと説く。

そこに神官らの慣れ親しんだ人間観、信仰の有り様

がある。

　そしてそれが常に現実や真実を汚泥のように塗り

替えてしまう。

　馬鹿げてる。しかしその馬鹿げているところにお

そらく人間の本質があるのだ。

　それを尊いと感じるか愚鈍と感じるかは、その

時々の状況が決める。

　世界に真実は存在せず、ただ解釈が有るのみとも

言えるが、実際には事実が真実へと変わるのが世界

であり、単なる事実など何の用にも立たぬものなの

だ。

　人に必要なのは真実だが、問題はこの世の全ての

人間の持つ真実が、全て正しいというところにあ

る。

　真実と真実との対峙が人の世であり、そこで生き

ることが神々が定めたもうた人間の宿命なのだ。

　その為にこそ人には意思が与えられているのだと

ルキアは考えている。

　唯一絶対の力である意思。

　それは強靱な、決して屈せぬ意志の力であり、自

315



己を律し、世界と関わっていく精神の働きである。

　素の現実と自分の世界観が衝突する。

　何故こんなことに。どうしてこうなった。まさか

こんなことになるとは。

　魂への一撃を受けて蹌踉めいたまさにその時。

　人が、世界に、人生に意思を介在させるべき時と

は、そんな時なのだろう。

　そうした機会は日常の中にも存在するが、むしろ

運命的な瞬間の中にこそ鋭く立ち現れてくるのだ。

　芝居の台詞ではないがまさしく「人の魂が燃え

る。アウラシールの一千の花のように」。そうした

瞬間が人生にはある。

　その瞬間に自分の人生の手触りがある。その瞬間

に人は人生に向き合うのだ。

　要は目の前のことに対して無自覚なのか、そうで

ないのかという違いだけがあり、それに気付くこと

が出来れば生きるのが少しは、少しは楽しくなるの

だと思う。

　……そういえばあの男は無事に監獄から出られた

のだろうか？

　半ば本人に責任があるとは思うが、あの才能を牢

獄に朽ちさせるのは余りに惜しい。

　とにかく、状況に大きな変化が起こった時には動

き出さなくてはいけない。

よ ろ
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　注意深く大胆に、しかも絶妙の手練を駆使して動

くのだ。

　ルキアはそう思っているからこそディブロスに来

たのだ。おそらく他の五家はまだ情報の全体像すら

掴んではいない事だろう。それを油断というのだ。

　……と、いつものように行者や神官のようなこと

をぐだぐだ考えつつも、ルキアはディブロスにやっ

ては来たのだが、余分な人員としてクリュスタが付

いてきてしまった。

　しかしこれは予想の範囲内だったからまあいい。

　問題は前もって始めておくべき商売の方だった。

　目標のことを知るためには自分が商売をしてみる

のが一番いい。つまり商人になるのだ。

　それもあくまで本気で行なう。でないと経験とし

て役立たないからだ。

　情報として知っている事と、経験として知ってい

る事との間には天地の開きがある。知識というもの

はそれを人生の中で活かせてこそ初めて意味がある

のだ。

　ルキアは出来るだけ高い水準で準備をしておきた

かった。

　商売を始めるにあたって、まずディブロスでも中

心となるローゼンディア人地区は避ける。足が付き

やすいからだ。

い
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　となるとダルメキア人地区か、アウラシール人地

区という事になる。

　それ以外の地区もあるにはあるが、レメンテム人

の地区は宗教に関する規制が強烈なので近づきがた

いし、南大陸の連中はどうもよく解らないしで、選

択肢から外れる。

　結局店を構えるにはダルメキア人の地区か、アウ

ラシール人の地区しか選択肢がないのだ。

「リムリク商人一人に対して、その他の商人十人」

という言葉がある。

　そのぐらいでかからないと勝負にならないという

意味だそうだが、それほどに古来アウラシールの商

人、特にリムリク地方の商人は凄腕だと言われてき

た。

　ならばもう行くしかないという事で、ルキアはア

ウラシール人地区へ、則ちリムリク商人が集まる街

区へと出店を決めた。

　決めたはいいが店舗を借りる交渉の段階で早くも

首を捻ることになった。

　まず定価という観念がアウラシールにはない。物

の値段が場所や状況によって変わるのは当たり前だ

が、大体の目安というものがある。そうでないと生

活に困るからだ。

　それを相場という。野菜一束なら幾らくらいか、

ひね
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小麦を一袋なら幾らくらいか、そうしたいわば値段

感覚の事だ。

　商売は、特に食料日用品にはそうした相場がある

のが常識だ。そしてその相場によって値段の、大体

の目安が付く。ローゼンディアではそうなってい

る。

　だから大体の物の値段はほぼ決まっていると言っ

てよい。それを定価という。

　ところがアウラシールにはそれがない。無いとい

う話だった。だが相場はあるのだという。

　相場はあるが定価がないとは妙な話ではあるが、

そうなのだから仕方ない。

　実際接してみると、食料日用品については値段が

変動するものの、まあローゼンディアと同じように

買い物が出来た。

　一種懸値と言ってしまってもよいのだが、必ず

吹っ掛けられるというわけでもないのがややこし

い。

　問題は高級品とか大きな買い物の方で、こちらは

文字通りの懸値になる。だから腰を据えた交渉が必

要になる。

　場合に寄っては一日掛かりの交渉になるのでかな

り大変だが、ルキアの見たところ、アウラシールの

人々はそれを楽しんでいる風でもある。

か け ね

319



　売り手と買い手が雑談混じりにじっくりと話し合

うのだ。時間さえ有れば、それも悪くないと思えな

くもない。

　ともかく、アウラシールでは交渉によってものの

値段が決まるのだ。

　これはアウラシールのほぼ全域に亘って通用する

事実であり、常識だと言っていい。

　もう一つ困ったのは不動産の記録方式だった。

　アウラシールでは不動産の記述方法が変わってい

るのか、それともダルメキアでもそうなのか、また

はもっと多くの国でもそうなのかは判らない。

　判らないが、少なくともローゼンディアでは不動

産を売買したり貸借したりする際には必ず物件の状

態とか、大きさ、敷地の面積などについての記述が

ある。

　だがアウラシールにはその感覚は無いらしい。と

いうかリムリクにはないのだろうか。

　一応そんな話を聞いてはいたが、物件の紹介を受

けた時にはやはりそうなのかと思ったものだ。

　簡単な図面の中央にはルキアが借りようと思って

いる物件の位置が示してあり、正面は道路。背後は

共用の中庭。左にはビヤール・ナブ・ハッサダ・ナ

ブ・ダブラ・アヌン＝ルカブの店、右にはマムー・

ナブ・セブル・ナブ・ハティカ・アヌン＝ラルの店

わた

たいしゃく
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と書いてあった。

　この『誰それの店』とか『ジャバルハディ商会倉

庫』とかいう記述だけはやけに精しく、ルキアが借

りる店舗には隣接していない店舖や倉庫についてま

でも書いてある。

　どの建物も中庭に面するように作ってあるために

道はくねくねと折れ曲り、真っ直ぐな道路というも

のが余り見られない。都市計画という発想自体を放

棄したような造りになっているのだ。

　しかしお蔭で最初の紹介図面だけで、近隣の店舗

について大体の位置関係が判ってしまった。

　尤も最重要だと思える借りたい物件の間口や造

り、どの程度古びているのかなどは一切書いていな

かったが。

　その事については直に現場に足を運べという事ら

しく、仕方なくルキアは変装して現場に足を運ん

だ。

　そして市場の魅力にやられたのだ。

　それは美しき渾沌とでも言えるような燦めく世界

だった。

　そんな怪しいアウラシールの市場で、ルキアが始

めたのは石鹸屋である。

　正確には「最初は石鹸屋だった」と言うのが正し

い。

くわ
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　今では他の物も取り扱っているし、近隣の店と同

じく、段々何をやっているのか判らない店になりつ

つあるからだ。

　お香や香水も置いている。リムリク地方に限らず

アウラシールではこれらの需要が大きいが、それに

見合った供給が出来ない事情がある。

　お香を作るには香木などの材料が必要になるし、

香水を作るためには精油が必要になる。

　香木などの材料は遥か東方の暗黒海に多く、取り

に行くのは命懸けの仕事である。

　それに比べれば香水作りはまだ難易度が低いと言

えるが、精油の確保にはかなりの面積の花園が必要

になる。これがアウラシールでは難しい。

　水の問題もあるが、いくつかの要因が絡み合って

アウラシールでは広大な花園を作る事は難しいの

だ。

　だから香水は売れる。飛ぶように売れる。お香も

売れるが、どちらかというと個人ではなく神殿など

の買い手が多い。

　しかもルキアはお香や香水にうるさいゼメレス族

の人間である。幼い頃から色々な匂いを体験してお

り、この分野に関しては有利さがあった。

　お香と香水を置くと結果的に香料全般を置く事に

なり、食料品も商品に雑ざるようになってきた。蝋
ま
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燭まで入荷してきた。

　それでもまだ一応主力は石鹸だという認識がルキ

アにはあったので、目立つところに石鹸を置いてい

ると、客の中に糸瓜や垢擦りはないのかと聞いてく

る者が増えてきた。せっかくだから一箇所で買い物

を済ませたいのだろうと思いきや、そういう客に接

している内に、どうもそれだけではないらしいと気

付いた。

　彼ら彼女らはルキアの店で買い物をしたいのだ。

　それはルキアの信用が一定の水準を持っていると

いう事の何よりの証明であり、その事を実感したと

きは何とも言えない喜びが身の内に溢れてきた。

　気をよくして糸瓜を置き、垢擦りを置いて売り始

めた。すると隣で商売をしているビヤール・ハッサ

ダが、風呂場の補修に使う彩色タイルも売らないか

と持ちかけてきた。

　なんでも信用できる人を紹介してくれるという。

　言われるままに会ってみるとナクバ・ナブ・ムル

バク・ナブ・グヌンバク・アヌン＝パルビニという

四十歳くらいのリムリク商人で、タイル工場の経営

者だった。

　しかし行商も行なっていて、ディブロスの近くの

村々はもちろん、ザナカンダやエルメサへも商売に

出掛けるという。

へ ち ま
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　ナクバと話している内に気に入られたらしく、新

しい工場を作りたいので共同出資しないかと持ちか

けられた。面白そうなので乗ってみた。

　気が付いたら、石鹸と香料を中心に風呂場用品全

般と補修用建材を売っていて、時々飛び込みで入荷

する乾物や、小麦篩い器などの生活雑貨も売り、し

かも工場の経営者まで兼務していた。もはや何屋な

のか判らない。

　客は『エルミラの店』という知識だけでやって来

る。エルミラというのは店を出すにあたって考えた

偽名だ。まさか本名で商売をするわけにはいかな

い。

　客は大体が馴染みの人々だが、一見さんも入って

くる。近所の店と同じで看板も出していない。呼び

込みなどもしていない。

　だけど繁盛している。

　ルキアはリムリク商人、成功者への道を着実に歩

んでいるというわけだった。

　そんなわけで商売は物凄く面白かったが、だから

といって毎日店に出るわけにもいかない。

　表向きは休暇で来ているとはいえ、ルキアはゼメ

レス族では宗家に次ぐ格式を持った東方鉄弓家、し

かもその筆頭家の跡取りである。

　それがディブロスに来ていると聞けば、ローゼン

ふる
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ディア人貴族達だけでなくダルメキア人の貴族や、

その他の国々の貴族達、そして大商人、高位の聖職

者達までもが色めき立つのは仕方ない事だった。

　連日に亘ってうんざりするほどの招待状や面会の

申し込みが舞い込んでくる。

　それも本国領地や、都の本邸に居たときよりも多

い数となれば、如何に社交の達人ルキアといえども

処理する事に食傷気味になってくる。

　店の経営はその息抜きとして打って付けの場所

だったが、考えてみると店の経営の方がディブロス

に来た本当の目的であり、貴族や聖職者達との社交

の方がむしろそのおまけなのだ。

　しかし後者の方がずっと余分に時間を取られるた

めに、時々どちらが重心を置くべき活動なのかルキ

ア自身判らなくなる事がある。それに気付く度に情

けないやら馬鹿らしいやら、ちょっと複雑な心境に

なるのだった。

　ゼメレス館から出る時には行き付けの学院や神殿

を名目にして、その実せっせと自分の店へと商売に

通ったが、無論その行動の全てを秘密にしておける

わけもない。

　こういう時のために身の回りには信頼できる人間

達がいるのだ。

「お嬢さま」

わた

い か

たび
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　奥で、と言っても狭い店だ。店先の商品のすぐ裏

手で書類を書いていたメイファムが声を掛けてき

た。外にいるときは「お嬢さま」と呼ぶように伝え

てあるのだ。

「なあに？」

「午後からは館に帰っていただかないとなりませ

ん」

　返事の代わりにルキアは溜め息を吐いた。メイ

ファムに眼をやる。

　メイファム・エストリタ・テルミオスは、凜々し

いという表現がしっくりくるゼメレス美人である。

　その髪は黒かったが、瞳は見事な青色をしてい

る。彼女の父親は戦神の末裔なのだ。

　その父親によって幼いときから鍛え上げられてお

り、一級品の戦士としての実力を持っている。

　どんな時でもルキアの側にあり、最も信頼できる

人間の一人であった。

　メイファムは顔を上げずに書類に向かっている。

　実直な性格がその仕草に現れていて、凄く真面目

に仕事をしているように見えるが、残念ながら商売

上の書類を書いているわけではなかった。

　ルキアに来た招待状への返事や、面会希望者への

返事を書いているのだ。

　こんなところまで私生活が汚染を拡げているのだ

イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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と思うと、ルキアは嗤いたくなる。

　しかも返事の手紙に使うのはラビュラス紙であ

る。香木皮紙とも言われ、故郷のトラケス地方でし

か作られることのない最上級の紙だ。

　本来ならば招待状だの、個人的な返事だのを書く

ために使うべき紙ではない。ルキアはそう思ってい

るが、これ以外の選択肢はないのである。

　実に下らない理由だが、要するに東方鉄弓家筆

頭、ベルディアス流ゼメレス家としての格式を示す

ためである。

　要するに相手を威圧するためにこんな素晴らしい

紙を使っているのだ。しかしこれ以外の紙を使えば

おそらく見識が疑われることになるだろう。

　ラビュラス紙は何よりも史書に使われるべきであ

る。それだけの耐久性を持っているからだ。それに

ラビュラス紙には虫が付かない。これは長期保存の

ための紙なのである。

　だから重要な史書や学術書、あるいは芸術のため

の用途が相応しい。それを気軽に招待状やら返信や

らに使う方がどうかしているのだ。

　そんな事のためにこの素晴らしい紙を使用するの

は大いに気が引けるところなのだが、これ以外の選

択肢はない。それはルキア一人の希望でどうにかな

るものでは無いのだ。

わら

ラビュラディエ・テピクス

テピクス

ふ さ わ
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　贅沢と冒涜の境界線は曖昧だ。人の世の階段を上

がれば上がるほど、その境界は見えにくくなってい

く。

　己の足で登る力と、人の手で押し上げる力とがそ

こには働いている。それゆえに個人の意思で状況を

動かすのは難しい。

　ルキアが坐っている背後の棚には石鹸が積まれて

おり、先日入荷した髪用の香油の瓶がその隣に並ん

でいた。

　この香油は柑橘の風味を付けた新作であり、爽や

かな使い心地が素晴らしい。調合師も自信作だと胸

を張っていた。

　これは売れるとルキアは踏んでいるので多めに仕

入れている。つまり場所を取っている。

　横手にも物が積まれているので、残された僅かな

空間に机を出して墨壷を置き、メイファムは硬筆を

走らせていた。ゼメレス族であるから筆の方が手慣

れているが、宗家の近衛兵団に所属していただけ

あってメイファムは硬筆も上手く使いこなす事が出

来た。

　角張った、ナーラキア語のような綺麗な文字をメ

イファムは書く。良い意味で性格が出ているとルキ

アは思う。

　店が狭いのは金がないからではなく、この辺りの
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物件は全部小さく、狭い物が多いからだった。

　これはアウラシール人の特徴で、入り口も店構え

も小さいが、奥には黄金が蓄えられている、といっ

た造りを好むためだ。

　だからアウラシール人の店を外見から判断しては

いけない。扉を開けて中に入ると一転してそこは綺

羅びやかな世界だった、などという事は珍しくな

い。

　メイファムは表向きルキアの秘書という事になっ

ているが、実はルキアの家に仕える家臣である。

　二人の関係は元々は、家臣の家の中から主家の子

供に見合った同性の子供を選び出し、従者兼遊び友

達としてあてがうという王侯の習慣から生じたもの

だった。

　しかし長い時間を共に過ごした結果、今では単な

る主従というよりも、むしろ幼馴染みのような間柄

になっていた。

　ルキアとしては姉妹のようだと言いたいところだ

が、そこには厳然とした身分の差がある。

　だからその言葉を口に出すわけにはいかないし、

言ったところでメイファムも戸惑うだろう。

　ルキアが店に出る時には必ずこのメイファムが付

いてきた。

　護衛という事もあるが何より、最も信頼できる人

き

ら
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間の一人なのである。ルキアとしても頼りにしてい

るのだ。

　二人は店に出てはいるが、まだ開店してはいな

い。営業開始にはまだ時間があった。

「エルミラ。そろそろ行こうか」

　隣のマムー・ラルが顔を覗かせてそう言った。

　朝のお茶会の時間なのだ。実はお茶会は朝に限ら

ずちょくちょく開かれているが、誰もそのことを問

題視しない。

「そうね。行きましょうかメレス」

　ルキアの偽名がエルミラならメイファムの偽名は

メレスである。

　二人は店の斜向かいにあるお茶会場所へと向かっ

た。

　すぐ近くのそこは、ジャバルハディ商会の前で、

この店では銅製の食器や、真鍮の茶器などの食器類

と、手袋や綿織物、香料を売っているが、飴や菓

子、豆類も売っている。どれが専門ということはな

く、どれもが専門とも言え、つまりはよくあるリム

リク商人の店だ。

　香料を売っているのはルキアも同じなので、その

点商売が被るのだが、意外な事に商売敵にはなって

いない。むしろ互いに相手のお蔭で自分の商売が助

かっている面がある。

はす
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　お互いに客を紹介し合うし、相手の店に、自分の

店の物より良い品があれば抵抗なく相手の店に行く

事を客に勧めている。どちらで買うかの選択権は客

にあるのだ。

　客を奪い合う、ということはアウラシールでは、

少なくともここではない。

　その店の前がこの近隣の店主が集うお茶会の場で

あり、今も商品搬入用の木箱を裏返してそこにクヮ

デレムを置き、茶を沸かしていた。

　クヮデレムは湯を沸かす為の金属製の容器で、

ローゼンディアではカペレースという。

　お茶屋のスウィーク・ワハルが盆に載せた茶を皆

に配っていく。

　アウラシール風の香草茶ではなく牛乳と砂糖を入

れた紅トラナ茶だ。リムリク商人たちのお茶会なの

で基本的には香草茶が多いのだが、ここはローゼン

ディアの植民都市ディブロスである。トラナ茶も結

構流通量しているので、お茶会の際にこうして出さ

れることもあるのだ。

　真鍮製の小さな茶器を銘々が礼を言って受け取

る。

　幾つかの椅子が道に置かれており、近所の商店主

達が揃っている。いつも通りの顔ぶれだ。

「はい、エルミラ。砂糖は少な目にしておいたよ」

つど

サ ハ ル
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「ありがとう」

　ルキアも笑顔で礼を言って受け取り、自分の椅子

に腰かけた。メイファムもそうする。

　砂糖を少な目というのは、アウラシールの人たち

は恐ろしく甘いお茶を飲むからだ。飲み終えた器の

底に溶け残った砂糖がどろりと現れることさえあ

る。

　ローゼンディア人はそこまで甘くしないし、まし

てやルキアはお茶に卓越したゼメレス族の出身であ

る。

　故郷のトラケス地方では茶と言えば大体は何も入

れないで飲むものであって、牛乳や蜂蜜、砂糖など

を加えて飲む赤トラナ茶などはむしろ例外に属す

る。

　アウラシールより砂糖が伝来してからは、茶とは

砂糖を加えて飲むものだと思っているローゼンディ

ア貴族が多いようだが冗談ではない。

　基本的にはほとんどの茶が、牛乳や砂糖に限らず

一切余分なものを入れないで、そのままに飲むもの

なのだ。

　そしてトラケス地方では料理に砂糖を使うという

こともまずあり得ない。少なくともルキアは知らな

い。

　甘みが必要な料理には蜂蜜や水飴を使うのだ。他

サ ハ ル

サ ハ ル
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氏族の、特に貴族はその事を知ると驚くと言われる

が、トラケス地方では料理に砂糖は使わない。砂糖

が使われるのはお菓子だけである。

　もちろん使うとなれば徹底的にこだわるのがトラ

ケス流であるから、用途に応じて様々な種類の砂糖

を使い分ける。王都の貴族たちのように白砂糖や、

最高級の氷砂糖ばかりを貴んだりはしない。

　価格が、精製の等級がそのまま価値を示すわけで

はないのだ。

　単純に甘味の強さだけを比べても、白砂糖よりも

黄砂糖の方が強いし、更に等級が下とされる赤砂糖

にも、それでしか得られない風味や旨みというもの

がある。

　それを認め、その魅力実力を限界まで引き出そう

とするのがトラケス料理の心意気である。

　そしてその結果生み出されたのが『研ぎ砂糖』と

呼ばれる独特な砂糖であった。トラケスの高級菓子

にはこの砂糖が使われる。

　複雑な製法で作り出される高級な砂糖であり、ト

ラケス地方では白砂糖以上の最上級品だが、その存

在は余り知られていない。

　しかも見た目が淡い黄色をしているために、その

価値を知らない者にとっては白砂糖以下のものだと

勘違いされてしまう。黄砂糖の一種と見做されてし

サ ハ ル サ ハ ル

フェトラ・サハル

グラッシャール とうと

フェトラ・サハル

イェレン・サハル カディト・サハル

メ ル シ ャ リ エ
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まうためだ。だから他の地方では高い等級は付けら

れていない。

　しかし研ぎ砂糖を用いて作られるトラケスの高級

菓子は、甘味を好む貴族達の間では有名である。そ

の味の素晴らしさから別格のものとされているの

だ。

　研ぎ砂糖によって生み出される甘さは格別であ

る。

　全くしつこさがなく、砂糖に有りがちな重さとい

うものを感じさせない。

　まるで雪でも含んだときのようにさらりと口の中

で溶けて消えていく。後に残るのは爽やかな風味だ

けである。

　ローゼンディアには「何大料理」という言い方が

ある。

　王国各地の郷土料理を採り上げて、優れたものを

上から三つとか七つとか選んだものだが、まずほと

んどの者が最初に挙げるのがトラケス料理だ。

　自負心の高い王都の貴族たちは認めたがらない

が、それほどトラケスの料理は素晴らしいとされて

いる。

　王都のオギュルエ料理や、西部のロスメニア料理

などは美食の誉れ高く、この手の有名料理序列では

必ず含まれるものだが、それら指折りの美食も実は

メ ル シ ャ リ エ
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トラケス料理が源流なのだ。

　そのトラケス料理では、お菓子にだけ砂糖を使

う。ここで使われるのが研ぎ砂糖なのである。

　そしてトラケスのお菓子は基本的に茶席菓子なの

で、必ず茶の存在が前提される。

　ロスメニア料理が葡萄酒の存在を前提に発達した

ように、トラケスの菓子はお茶の存在を抜きには語

れない。そこには長い文化的な伝統があるのだ。

　菓子の中心になるのはコエム豆と小麦粉、そして

ネモラケと言われる芋の粉である。

　甘味には砂糖だけでなく蜂蜜や糖蜜、時には甘葛

の汁などまでを使い分ける。

　他地方の菓子との最大の違いは豆を甘くして餡を

作ることだが、これが実に奥深く、豆と砂糖しか使

わないため、味に全く誤魔化しが効かない。

　一見、制作過程は素朴で単純だが、その実とんで

もない技巧が要求される菓子なのだ。

　トラケス地方の職人以外ではどうしても本来の味

が出せない菓子として知られており、美食家の垂涎

の的となっている。

　しかもほとんどの菓子が日保ちがしないため、実

質トラケスの領域外ではまず味わうことが出来ない

……ルキアのように本国から職人を連れて来ていれ

ば別だが。

メ ル シ ャ リ エ
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　トラケスの菓子には不文律がある。

　曰く、「菓子の甘さはコモの実を越えてはならな

い」

　コモはトラケス地方では一般的な果樹である。そ

の熟れた果実はそれだけで十分に甘く、秋になると

トラケスの人々を楽しませるものだが、菓子の甘さ

は、その甘さを越えることがないように……という

意味である。

　そうした上品で衝撃的な菓子を食べてきたルキア

である。

　だから強い甘味というものが正直苦手なのであっ

た。

「本当にその甘さでいいのかい？」

　それだと疲れが取れないよ？　そういう含みを

持っているであろう問いかけである。

　スウィーク・ワハルは心配して言ってくれている

のだろうが、逆にこれ以上甘いと気持ち悪くなって

しまう。

　初めてアウラシールの砂糖ごってり茶を飲まされ

た時には咽せた。後味に苦しめられ、胸焼けとはこ

れかと思った。

「いえ。これがいいのよ」

　ルキアは真面目な顔をしてそう答えた。甘くされ

てはたまらない。

む
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　おはよう。いい朝だね。そんな挨拶が交わされて

から世間話が始まる。

　話の内容は多岐に亘る。仲間内の四方山話から、

政治や、商売などの話まで、非常に幅広い。

「エルミラ。この間はありがとう」

「どういたしまして。こちらも楽しかったわ」

　少し縮れた短い黒髪の青年は、グルカフィ商店の

店主ダウズだ。

　ルキアが言うのもどうかと思うが、まだ若い。聞

くと数えで二十歳になったばかりという。

　先日妹のマティシャが結婚し、ルキアもその結婚

式に呼ばれたのだ。とても楽しい結婚式だった。

　正直、今までに参加したどの結婚式よりも楽しい

時を過ごせた。

　ルキアは心からマティシャの結婚を祝い、彼女の

人生が幸福に包まれることを祈った。

　そしてそれだけでよかった。その他のことを考え

たり、配慮したりする必要がなかったのだ。なんて

素晴らしい結婚式だったろうか。

「あとで男達がうるさかったよ。みんなエルミラの

ことを俺に聞いてきてさ」

「まあ」

　ルキアは微笑んだ。ダウズがじっと視線を注いで

きたが何も言わない。うすうす感じるものはあるが

わた よ も や ま
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ルキアとしても今は触れる気はなかった。

「おはようエルミラ」

　青年のすぐ隣にはよく似た顔立ちの少年がいる。

こちらは弟のウルスニ。十一歳。グルカフィ商店は

兄弟二人の経営だ。

「ええ。おはようウルスニ。いい朝ね」

　二人の父親は井戸掘り職人だが、この二人は親と

は別の商売をしている。

　特殊な技術が必要なため、アウラシールでは井戸

掘り職人は世襲率がとても高いと聞いていたのだ

が、そうとは限らないようだ。

　聞けばダウズの二人の兄が父親を手伝って井戸掘

り職人をしているという。

　この兄弟の事例でも判るように、アウラシールで

は必ずしも子供が親の職業を継ぐとは限らない。

人々は自分に合った仕事、興味のある仕事を見付け

ると、気軽にそれに関わる傾向がある。

　しかもそれが軌道に乗ればすぐに商売替えをして

しまう傾向もあるので、職業で人を区別する考え方

に慣れていると訳がわからなくなる事がままある。

　ここでは職業よりも先に人間が来る。

「何かの仕事、商売をやっている誰か」ではなく、

「誰かが何かをやっている」という順番で世の中が

動いているのだ。
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　実際ルキアも何屋かと聞かれた事はない。誰もが

「エルミラの店」と言い、そこに行けば何が手に入

るか、という情報があれば十分なのだ。

　ルキアは既に自分が石鹸屋だという認識は捨てて

いる。ここでは自分の商売を限定しようとすれば狂

うしかない。この場に居る店主達、誰に聞いても

「 自 分 は 商 人 だ 」 と は 答 え る が 、 「 何 屋 で あ る

か？」との問いには答えられない。そう尋ねると不

思議そうな顔をされる。そういう思考を持たない

人々なのだ。

　ところが彼らは「何を商っているか？」ならば答

えられるのだ。

　この微妙な違いを理解しないとリムリク商人の生

活様式は理解できない。

　アウラシールでは市場の事をダームという。そし

て商人の事をダッカームという。

　しかしダッカームはそのままローゼンディア語で

の『商人』を意味しない。何故なら客の事もダッ

カームと言うことがあるからだ。

　つまり市場にいる人間はみんなダッカームなので

ある。その意味でダッカームは『市場参加者』とで

も訳すのが適当なのだろう。

　更に売買を意味する動詞の使い方も怪訝しい。

「売る」はデゥル、「買う」はアッファというのだ

ダッカーム

あきな

お か
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が、外国人には困った事に、時にはこれが逆の意味

で使われることがある。

　これはイデラ語やアウラシール語に見られる語法

で、意味の階層表現から来ている現象だが、そうな

ると「売る」が「買う」で「買う」が「売る」とな

り……と本当に訳がわからなくなる。

　こうした全てに対応していかないといけない。で

なければ狂うしかない。

　アウラシールでの商売は本当に一筋縄ではいかな

いのだ。

　グルカフィ商店は主に敷物と陶器を売っている。

敷物にはハルジットから仕入れた高級な絨毯なども

含まれる。陶器は主にジルバラやローゼンディアの

物を売っている。

　この店を始める前はダウズはクヮデレム職人の修

行をしていたらしい。だから店にはクヮデレムも置

かれている。色々な種類の物があって面白いし、店

主のダウズの説明を聞くのも楽しい。

　ダウズは月に十日程は行商に出掛ける。近隣の

村々を回って敷物や皿などを売るのだが、その際に

クヮデレムの修理を頼まれる事が多いという。

　因みにダウズが店を空けている間はウルスニが店

主になる。こんな子供を店番に置いて大丈夫なのか

と思う所だが、大丈夫なのだ。立派に店主をやって

タフィート

ちな
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いる。

「どうですお客さん。寄っていきませんか？　お茶

をお出ししますよ」

　店主の椅子に坐ってそんな風に客に声を掛けたり

しているのだ。すでに一端の風格すら漂わせている

のだから恐れ入る。

　逞しいというかしっかりしてるというか、とにか

くルキアの常識外の光景に最初は驚いた。

　しっかりしていると言えば兄のダウズも相当なも

のだ。

　この街区に来てまだ新参のルキアを家族の結婚式

に呼んでくれたり、何かと気を遣ってくれる。

　それはそうだ。何せローゼンディア人の若い女

が、アウラシール人の街区で商売を始めようという

のだ。誰だって気になるところだろう。

　しかもそれでいて余計な穿鑿はしてこない。まだ

若いのにしっかりしているのだ。

　周囲に対してそれだけ心配りが出来るという事

は、意識の水準が高いのだ。

　もう六十歳を越えるというのに頭も心も幼児のよ

うな貴族だっている。そんな者たちを見ているだけ

に、ルキアにはダウズが立派だと感じられた。

「 マ テ ィ シ ャ が 結 婚 し た の に お 前 は 結 婚 せ ん の

か？」

いっぱし

たくま

せんさく

341



　茶を飲んでいたベルゼルが口を開いた。彼はニブ

ルスル商店の店主で、元交易商人だ。

　今はこの地区に店を構えて落ち着いているが、ア

ンケヌやザナカンダくらいまでなら、年に一、二度

は隊商を組んで出掛ける事がある。

　背は余り高くないが骨太のしっかりした体型で、

砂漠の日射しにさんざん焼かれた所為か肌はとても

よく日焼けしている。髪も髭も白いが肌にはまだ艶

があり、見かけ程には老けていない。

　いつも白い長衣を着て、白の頭布を被っている。

お茶と水煙管が彼の必需品だ。

「いい相手が居ないんですよ」

「そりゃ自分で見付けるもんさ」

　ベルゼルの言葉に皆が笑う。

「結婚は早くした方がいいぞ。子育てには体力が必

要だ」

　ルキアの左隣で商売しているビヤール・ハッサダ

が言う。彼は六人の子持ちで、主に衣料品を取り

扱っている。主力商品は日常用の衣類だが、高級品

も置いている。店の奥にはローゼンディアの絹織物

があると言うが、ルキアは見た事はない。

　絹織物は日差しに弱く、店先に出せないというこ

ともあるが、何よりも超が付く高級品だからだ。庶

民がおいそれと目にできる物ではない。

ケ ス ハーティカ

み ず ぎ せ る

ラ ス キ ス

ラ ス キ ス
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　絹は独特の光沢を持った美しい布だが、それだけ

でなく、素肌に優しいと言われる。軽くなめらかな

肌触りをしているからだ。

　更に吸放湿性にも優れた特性を持ち、これで作ら

れた衣服は極めて着心地が好い。

　美しいだけでなく多くの点で優れた布地なのであ

る。

　当然、諸国の女性たちはもちろん、富裕層なら誰

もが憧れるものとなっている。

　ただし生産量に対して需要の方が圧倒的に多いた

め、価格が非常に高い。

　ローゼンディア王国内ならばまだしも、富裕な者

なら手に入れられる余地がそれなりにある。

　だがアウラシールのような外国となれば、目眩が

するような値段になるに違いない。おそらくは相当

な財力がなければ手に入れられないだろう。

　なにせ絹はローゼンディアのトラケス地方でしか

産しない。その製法は秘伝であり、ルキアですら精

しくは知らない。

　ローゼンディアの他地方に出回るのは製品となっ

た布地だけだ。それはトラケスでは反物と呼ばれ

る。

　その反物になる前の糸すら、トラケスの領域外に

出ることは滅多に無い。

ラスキス

ラスキス

クリュース

クリュース
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　トラケスの歴史上、絹の秘密を探ろうとする者は

全て殺されてきた。そのことをゼメレス族の闇だな

どと言う者もある。

　しかしゼメレス族には紙の製法を開示することで

ローゼンディアに、いや広く世界人類に対して大き

く貢献したという自負がある。

　この上絹の製法まで公開しろというのは、虫が良

すぎるというものではないか。

　紙の製法は開示しても絹の製法は開示しない。そ

れがゼメレス族の不文律なのである。おそらくはこ

の先も永久に。

　とまれ絹織物なら多く目にしてきているルキアで

ある。

　もしもビヤール・ハッサダが見せてくれるなら

ば、きっと見知ったものが有ると思うのだが……ま

あ見ることはあるまい。余程の金持ち客が買い求め

に来たところへ居合わせるのでもない限りは。

「まあまあ。ダウズはまだ若いんだし、いずれラヌ

ハサのお導きがありますよ」

　マムー・ラルが穏やかに言う。彼はルキアの右隣

で商売をしている。珍しくほぼ専門のお茶屋だ。

　お茶屋と言ってもスウィーク・ワハルのように直

にお茶を売るのではない。

　茶葉となるトラナや、香草茶となるリヴァーフを

ラスキス

テピクス

ラスキス

テピクス ラスキス

ラ ス キ ス
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中心に、風味を加える為のアルメタなどの香草や、

蜂蜜、砂糖なども売っている。卸売りが本業だが小

売りもやっていて、そちらの客も多い。

　お茶の他には金細工物を売っていて、こちらは知

人の金細工師の作品を売っているのだという。

　金細工と言えばリムリク地方では都市ベルガトの

物が非常に有名だが、その金細工師はベルガトで修

行したのだという。

　マムー・ラルは上品な風貌をした男性で、焦げ茶

色の髪と髭をしている。

　その家系はダルメキアの貴族だというが、本人か

ら聞いたわけではないので詳しくは知らない。現在

三十五歳で独身だが、愛人はいるらしい。

　彼が口に出したラヌハサというのは、アウラシー

ルの神々の内では最も良く知られている曙と黄昏を

掌どる女神である。広く信仰を集めていて、アウラ

シールだけではなくダルメキアやローゼンディアに

まで信者がいる。

　その象徴は夜明けと夕闇を飾る輝きの星であり、

愛と戦いの女神であるという。

「おう。みんな揃ってるな」

　店の中に入っていたガンティが戻って来た。彼は

ジャバルハディ商会の店主であり、お茶会の場所を

提供してくれているのだ。

あけぼの たそがれ

つかさ

345



「そういえばみんな、この間の騒ぎの理由が判った

ぞ」

「ほう。なんだったんだ？」

　ベルゼルが興味を示した。

「暫く前からローゼンディアの大貴族がここに来て

いるらしい」

「ああそりゃ俺も公衆浴場で聞いた。なんか相当な

大貴族らしいな」

　嫌な予感がした。

「何でもここの執政家すら敬意を払う程の貴族様だ

とか」

「ほう。そりゃ凄いな」

　執政というのはここディブロスの統治者であり、

ローゼンディア王によって任命された者がその任に

当たる。

　任命については特別な条件はなく、王が適任と考

える者ならば、誰もが任命される可能性がある。

　しかし実際はディブロスの執政職は海神の末裔の

独占物となっているのだ。

　それは三家の持ち回りで世襲されており、この三

家の者以外がディブロスの執政になる事はない。

　その三家とはアナクシス、ベルギルス、フィロ

ディアスの三家であり海神の末裔宗家、則ち海王グ

ライアス家を支える三海将家である。

しばら

ハ ル サ ブ ル

ゼ フ ル ヘ ー レ イ

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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　それぞれがミスタリア海を取り囲む三つの海に支

配権を樹立しており、海上では無敵と言える程の絶

大な力を持っているという。

　この三家による執政職の独占については法的根拠

があるわけではない。

　長い間の慣習上でそうなっているだけだが、そこ

には王家を含めた王国七宗家の間での利権配分とい

う問題が横たわっている。

　だから七宗家の誰もその独占に対して文句を言わ

ないし、もし言えば逆に自分の利権について文句を

言われてしまう危険があった。

　貴族の言葉で言えば「大人になって目を瞑れ」と

いう事になるのだが、何が大人だとルキアは思う。

状況を単に放置して面倒くさがっているだけではな

いか。

　大人というのは怠惰を言い換えたものだと言えば

それまでだし、実際そういう面も極めて大きいのだ

ろうが、変化し続けていく事を放棄して何の生甲斐

があるのか。そもそもそれはヴァリア教でも強く批

判されていることではないか。

　いずれ怠惰な馬鹿者共は、寿命なり戦死なりして

地上から消え失せるのだろうが、そうしたら今度は

次の馬鹿が湧いてくる。まるで牧場の雑草だ。

　妥協するつもりはないが、たとえ利益配分から始
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まった現実であっても、長い間には、そこに合理的

な秩序が形成される事もあるだろう。

　その位はルキアも考える。考えるがやはり釈然と

しきれないものは残る。

　しかし今は他の宗族のやり口について思案してい

るときではない。まず自分の宗族の問題を考えねば

ならぬのだ。

　現在のディブロス執政家はフィロディアス家であ

る。つまりその一族がこのディブロスを支配してい

るわけだ。

　取り立てて良い評判も聞かなければ悪い評判も聞

かないから、ああ見えて中々の遣り手なのかも知れ

ない。

　ディブロスに着いてすぐにルキアは執政館を訪れ

ている。

　その時の印象ではごく平均的な貴族というだけ

だったが、意外に有能なのか。それか優秀な官僚が

補佐に付いているのか。

　どちらにしろ生活している庶民の間に不満や苦し

みが少なければ良いのだ。

　悪政などいくらでも激しくなる事が出来るのだか

ら、現状でよしとする事は賢明な判断の内に入るだ

ろう。

「エルミラは何か知っているかい？」
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　ガンティが尋ねてきた。来たなという感じだっ

た。ローゼンディア人の自分に必ず聞いてくるだろ

うと思っていたのだ。

「ええ……話には聞いたわ。狩猟神の末裔の大貴族

様だとか」

「狩猟神の末裔？　それって確か、二つあるんだよ

ね？」

　意外にガンティは詳しい。

「ええ、今来ているのは東の方の狩猟神の末裔。ゼ

メレス族の御方らしいわ」

「ふうん。どこに領国があるの？」

「トラケス地方よ。ええと……カプリアから二つの

山脈を越えて反対側になるわね」

　ディブロスは海に面しているという位置関係上、

距離的には西方ゼフロシア地方の方が遠くとも、実

際の往来には海を挟んでいるために心理的な距離は

近く感じるのだ。

　何しろ船が使える。陸路で行くトラケス地方の方

が遠く感じてしまうのである。

「じゃあ戦神の末裔の国の近くじゃないのかい？」

　同じ森を共有しているけどトラケス地方の方が

もっと西北にある。

　心の中でそう思ったが、それは言わなかった。

「うーん……私もあんまり詳しくは知らないのよ。

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ

イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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結構離れているから。けど領地は接しているはず

よ」

「じゃあおっかない連中だって事だな」

　水煙管から口を離してベルゼルが呟いた。

　西方世界で嵐神の末裔がそうされるように、戦神

の末裔はアウラシールでは畏怖される存在である。

「どういう連中なんだろうね」

「女性が家を継ぐので有名よ」

「へえ？　でもローゼンディアでは珍しくもないん

じゃないのかい？」

　ガンティが不思議そうな顔をした。

「違うわ。ゼメレス族ではほぼ間違いなく女性が家

を継ぐのよ。男性が家長になる事はまずないらしい

わ」

「へええええ……」

　心底不思議そうにガンティが頷く。確かに、アウ

ラシールにあっては考えられない事だろう。

「あの辺りはラシュメルタ王国もありますね。あの

国も支配者は女王だし、男性が政治に参加する事は

ないと聞きます」

　マムー・ラルが口を挟んだ。ラシュメルタ王国は

イオルテス地方とカサントス地方に接する形で存在

する独立国で、古来ローゼンディアとは友好的な関

係を築いてきている。

ド ヌ ス ヘ ー レ イ イ ス タ

リ ヘ ー レ イ
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　この国は女性家督を更に推し進めた独特な社会構

造をしており、最高権威者として女王が君臨してい

る。女王の元に国全体が強力に統率されているの

だ。

　一般には雀蜂の国と呼ばれ、聖なる六角形と呼ば

れる象徴を神聖視する。

　彼女らは独特の構造をした建造物を作り、あらゆ

る物にその形象が多用されるのだ。

　そしてその産業は傭兵である。屈強な女戦士達が

国外に出て稼いでくるのである。

　女性を男性以下と捉えるアウラシールであって

も、ラシュメルタの傭兵の評価はとても高い。それ

だけの実績があるからだ。

「やっぱりおっかない連中じゃないか」

「まあまあ。我々の文化と違うからといって、そう

否定的に捉えるのは良くありませんよ」

　マムー・ラルがベルゼルに穏やかに注意する。

「けどこの間の騒ぎは結構なもんだったらしいじゃ

ないか。輿に乗った娘が金切り声でずいぶん喚いて

たっていうぞ」

　ああ、嫌な予感が当たった。ルキアはそう思っ

た。

「でもまだその娘が件のゼメレス族の大貴族とは限

らないでしょう？」

こし わめ
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　いいえ。そうなんです。間違いありません。

「まだはっきりしないのに決め付けるのは良くあり

ませんよ」

「それはお前さんの言う通りだが、ガンティの話に

よるとその辺がはっきりしたってことなんじゃない

のか？　そうなんだろう？」

　ベルゼルがガンティに顔を向ける。

「ああ。その時騒いでいたっていうのがそのゼメレ

ス族の大貴族らしい」

「一体何でそんなことになったんだ？」

「そこまでは知らん。通行人と揉めたらしいが」

「狭い路地に輿に乗って入ってくる方が悪い」

　はい。よく言って聞かせます。ルキアは心の中で

ベルゼルにそう答えた。

　困った事になったと思っていると、不意に服の裾

を引っぱられた。相手を見るとウルスニだった。

「なあに？」

「エルミラのお店にお客さんが来ているよ」

　言われて見ると、確かに店の前に女性が佇んでい

る。

「あら大変。みんなごめんなさい。少し戻るわね」

「ああ。商売が上手く行きますように」

「おお、行ってこい行ってこい」

　ガンティとベルゼルに送り出され、急いで店に
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戻った。

　女性は前にも来た事のある人だった。少し話して

石鹸を二つと、香油を一瓶買って貰い、そのまま開

店準備に戻った。

　お茶会の間も終始無言だったメイファムは、また

ルキアの書類を代筆する作業に戻った。

　彼女は無愛想だが根性が悪いわけではない。むし

ろ優しい心根を持っている。

　ただ、誤解されやすい。それは確かだ。

　お茶会はまだ続いてるようだったが、ルキアは店

を始める事にした。

　狭い店だし看板などもないので、入り口を開いて

しまえばもう開店準備完了である。

　あとは道路がよく見える場所に陣取って通行人を

見ていればいい。

　もちろん、やるべき事を探せばそれはいくらでも

あるが、リムリク商人は齷齪する事はあまりない。

怠け者というわけでもないが。

　何人かの客に応対し、暫く時間が経った頃、初め

て見る相手が現れた。

　それは編み籠を提げたアウラシール人の少女だっ

た。

　何故かローゼンディアの服を着ている。動きやす

い服装をしているし、前掛けをしているからどこか

もら

あくせく

しばら
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の店で働いているのかも知れない。

「どうですか？　寄っていきませんか？　お茶をお

出ししますよ。それともカファールがよろしいかし

ら？」

　そう笑顔で話し掛けると、少女も笑顔を返してく

れた。店の方に入ってくる。

　カファールは豆を碾いて作る飲み物で、アウラ

シールでは香草茶と並んで人気がある。ローゼン

ディアでは人気がないが。

　トラナ茶よりも煎れるのに手間が掛かるからだと

か、泥水みたいだからとか色々言われているが実際

のところは解らない。

　アウラシールではカファールはやや高級な飲み物

として、お茶と人気を二分している。

「どうぞおかけ下さい」

　ルキアは優雅に来客用の椅子を提示する。彼女に

は少し高いので、手を取って坐るのを手伝ってあげ

た。

「あ、あのこんにちは」

　少女は意外にもローゼンディア語で挨拶してき

た。しかしその発音にはまだぎこちないところが

あった。

「ええこんにちは。いい天気ね」

　ルキアがイデラ語で答えると少女は安心したよう

ひ

い
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な顔になった。

「今日は何の御用かしら。石鹸？　香水？　それと

も他の何か？」

　言いながら背後の棚から石鹸を二種類取る。新作

の香油も一瓶取る。その間に少女はすぐ近くで硬筆

を走らせるメイファムに気付いたようだ。

「こんにちは」

「いらっしゃいませ」

　歓迎の感じられないメイファムの言葉が聞こえ、

硬筆の走る音が聞こえる。

「あ、あの……何を書いてるんですか？」

　少女はまたローゼンディア語でメイファムに尋ね

た。硬筆の文字を見てローゼンディア語だと理解し

たのだろう。おそらく彼女はローゼンディア語を勉

強しているに違いない。

　可愛いらしいことね……そんな風に思ってルキア

は少しだけ微笑む。

　しかし背後から聞こえた言葉はルキアの予想外の

ものだった。

「それが君に関係あるのか？」

　感情の籠もらない口調でメイファムは少女にそう

問い返したのだった。

　問い返してしまったのだった。

　そしてどうやらその言葉を理解できる程には、少
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女の方もローゼンディア語を理解できているよう

だった。少女が息を詰める気配がルキアの背中に届

いたからだ。

「メレス！」

「はい」

　即座に硬筆が止まって返事がくる。

「このお嬢さんのためにお茶を頼んできてくれるか

しら？」

「かしこまりました。スウィーク・ワハルのところ

ですね」

「ええ。お願い」

　メイファムに指示を飛ばすと、ルキアは目一杯の

笑顔を作って少女に向き合った。

「それで甘さはどれくらいにしますか？」

　もちろん言葉はイデラ語に切り替えて問いかけ

る。

「ふ、普通で……」

　少女は気圧されたように呟く。

「甘さは普通で。間違えては駄目よ？　甘さは普通

よ」

「かしこまりました。甘さは普通で」

　メイファムはすぐに立ち上がって店を出て行っ

た。

　その間にルキアはメイファムが止めてしまった時
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間を出来るだけ優しくというか、少女がそれと意識

しない内に動かし始めるようにする。

「ローゼンディア語を勉強しているの？」

「え？　はい。勉強しています」

「どうして？」

　ルキアは笑顔で尋ねた。少女に語らせるにはそれ

が一番いい質問の仕方だと考えたからだが、個人的

にも少し興味があった。

「はい。あたしは今ローゼンディア人の奥様のとこ

ろでお世話になっているんです」

「そうだったの。それでローゼンディア語を」

　少女は頷いた。

「あなたの奥様はイデラ語を話せないのかしら」

「いいえ。お話しになります。とてもお上手です」

「ではどうしてあなたはわざわざローゼンディア語

を勉強するの？」

「それは……その……」

　どう答えていいか判らないようで、少女は困って

いるようだった。

「……奥様の言葉で話したいから？」

　ルキアがそう水を向けると、少女はこくりと頷い

た。

　それはそうだ。人は母語が一番習熟度が高いの

だ。意思疏通を考えれば母語で話すのが一番いい。
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　問題は話す相手が外国人だった場合だ。その時は

どちらかが相手の言葉で話す必要がある。少女は自

分が奥様とやらに合わせて、外国語であるローゼン

ディア語を学ぼうと思ったのだろう。無論それだけ

ではないだろうが。

「ローゼンディア語を勉強するのは楽しい？」

　その問いかけに少女は強く頷いた。笑顔も見せ

る。

　今までの印象と会話の内容から、ルキアは幾つか

推測できるものがあったが、敢えてそれ以上思考が

進まないように意識を切り替える。

　子供を相手に色々と勘ぐってもあまり意味は無い

し、上品だとも思えないからだ。

「奥様の所で働いているのね」

「はい」

「それで今日はお買い物を頼まれたの？」

「はい。石鹸を買ってくるようにと頼まれました」

「そう。じゃあ石鹸は奥様が使う物なのね？」

　答えながらルキアは、どのぐらいの質の石鹸を薦

めればいいかと思案し始めた。

「いえ、そういうのはないです」

「じゃあ石鹸は他の人が使うものなの？」

「みんな同じ石鹸を使います」

　妙な答えが返ってきた。普通、主人は使用人とは
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等級の違う石鹸を使うだろう。

　奥様とも言われる立場ならば尚更だ。

「ええと……」

　何と尋ねたものかとルキアが考えていると、ス

ウィーク・ワハルを連れてメイファムが戻って来

た。しかし先に立っているのは香草茶を載せた盆を

持ったスウィーク・ワハルの方だった。

　彼はルキアと目が合うと軽く頷いた。それでこち

らの状況を既に察しているのだとルキアには感じら

れた。

「ようこそ可愛いお客様。お茶屋のスウィーク・ワ

ハルです」

　笑顔と共に挨拶をし、真鍮の茶器を少女の前に置

く。それからルキアの前に。

「ありがとうございます。あたしはスィサと言いま

す。メルサリス商会の使用人です」

　今何と申した？

　ルキアの中で瞬間的にそんな言葉が湧いてきた。

　さすがに口には出さないが、意表を衝かれた所為

か、それでも訛りが出てしまった。ローゼンディア

語の、それもトラケスの都方言だ。ゼメレス族の貴

族しか使わない一種の古語である。

　ひょっとしたらと思ってはいたが、物事そんなに

偶然が重なるものでもない。それはないだろうと退
しりぞ
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けていた考えである。ところがそれが目の前に出て

来て驚いてしまったのだ。

「そうなんだ？　メルサリス商会と言えば大きな所

だよね。まだ若いのにご立派だ」

「い、いえ、その……」

　スィサは照れたのかもじもじしてる。

「さ、お茶をどうぞ。甘さは普通にしてあります

よ」

「ありがとうございます。いただきます」

　ルキアが絶句している間に目の前で和やかにお茶

の時間が始まっていた。

　さすがにアウラシール人だけあって抵抗なくお茶

を受け取るな……ローゼンディア人だったら初めて

行ったお店でお茶を出されたら驚くだろうし、飲ん

でいいものかどうか少し考える人の方が多いだろう

に……そんな風にルキアが考えていると、またス

ウィーク・ワハルがルキアの方を見てきた。

　ほらほら。商売の話をしないと！　そんな感じの

目付きだった。

　それでルキアは我に反った。

　助かる。持つべきものは仲間だと思う。痛切に。

「私もいただくわね」

　言ってルキアもお茶を手にする。見るとメイファ

ムも茶を一口含み、茶器を置くと、また硬筆を走ら

なご

かえ
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せている。まるで政治庁舎の書記のようだ。

「 メ ル サ リ ス 商 会 で は み ん な が 同 じ 石 鹸 を 使 う

の？」

「はい。こだわりのある人は自分で用意するみたい

ですが、石鹸以外にも浴室に置いてある物で十分な

んです」

「自前の浴室があるの？　さすが大きな商会は違う

わねえ」

　ルキアが会話の流れを掴み始めたのを見て、ス

ウィーク・ワハルはそっと身を退いた。

「ご利用ありがとうございます」

　笑顔で一礼して軽やかに去っていく。茶器は後で

取りに来るのだ。

「それじゃあ日常用の石鹸の方が良いのかしら？」

「はい。どんなものが売れていますか？」

「売れ筋はこれなんだけど、もうちょっと安い方が

良ければこちらでも余り変わらないわよ？　逆に少

し良い物が欲しければこちらかしら」

　三種類の石鹸をスィサの前に並べて置いた。どれ

も同じに見えるが等級が違う。高級な物はアルサム

油だけでなく、リーヴェの油を混ぜてあるのだ。

「変わったのがよければこういう物もあるわね」

　別の三つの石鹸を置いた。こちらは順に焦げ茶

色、緑色、少し薄い緑色をしている。
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「それぞれ土や香草を混ぜた物よ。土が混ざってい

る物は洗浄力が強いわ。香草を混ぜた物は良い香り

がするわよ。嗅いでみて」

　言われる通りにスィサは石鹸を持って鼻に近づけ

た。

「……いい香り」

「そうでしょう？」

　緑色の方にはナーセファナ、少し薄い緑色の方に

はリトリスが混ぜてあるのだ。

　ナーセファナには心地よい香りが、リトリスには

すっきりとした爽やかな香りがある。

「でもお使いなので、こちらを三つ下さい」

　売れ筋のごく一般的な石鹸をスィサは選んだ。

「かしこまりました。三つですね」

　言いながらルキアは、リトリスを混ぜた石鹸を一

つ加えて四つにし、スィサの編み籠の中に入れた。

「あの、三つですけど」

「ええわかってるわよ。これはお試し品。お代はい

ただかないわ」

「そんな。お茶までご馳走になったのに……」

「いいのよ。使ってみて感想を教えてくれる？」

　微笑みかけると、スィサはまだ迷っている様子

だったが、結局は頷いた。

　強く断ると失礼に当たると考えたのだろう。
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「ありがとうございます。お代はいくらですか？」

「十二ラムよ」

　ルキアは標準的な値段をスィサに言ってみた。

　高くもなく安くもない値段である。ここで値引き

すれば彼女は引け目を感じるだろうし、高級品でも

ないのに吹っかけるのは馬鹿らしい。そもそも吹っ

かけるような流れの会話をルキアはしてこなかっ

た。

　スィサは頷くと硬貨を取り出して卓の上に置い

た。

「ありがとうございます。またのお越しをお待ちし

てるわ」

「ご馳走さまでした」

　きちんと礼をしてスィサは去っていった。

　――いやはや……。

　世の中狭いものだと思う。それとも自分が相手に

近づいている分だけ狭くなっているのだろうか？

　どちらにしろ面白くなってきた。それだけ気を抜

けない度合いも高まってきたと言えるが。

「お嬢さま。そろそろ店仕舞いの準備を始めません

と昼には戻れなくなります」

「あなたはもう少し愛想を学んだ方がいいわね」

「……何のお話でしょうか？」

　メイファムは戸惑ったような顔をしている。多分
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本当に判らないのだ。自分がスィサに返した言葉が

どういう効果を発揮したのか自覚していない。

　おそらく本当に、それがスィサに関係有るのかど

うか不思議に思ってああ言ったのだろうが、だとし

たらますます性質が悪いというか、問題の根は深

い。

　もうメイファムに接客をする機会を与えないよう

にしよう。ルキアはそう思った。

　　　＊

　利き足にだけ膝当てを付けるのはゼメレス貴族独

身女性の正装だが、嗜みでもある。

　ただし義務ではないので必ずしも付ける必要はな

い。

　それでもゼメレス族の独身貴族女性がそれなりの

場に出る時には、それこそ余程の変わり者であると

か、何かの特別な事情でもない限りは、まず当然の

作法として利き足に膝当てを付ける。

　実はこの慣わしが発生した経緯についてはぞっと

しない言い伝えが残っているのだが、それももはや

遠い過去の話である。

　片足だけの膝当ては、今ではもう独身であること

をを表すだけの単なる装束上の印でしか無くなって

た ち

たしな
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いるのだ。

　決して重い物ではないにせよ、片足だけにそうし

た装身具を付けるというのは違和感があるものだ

が、ゼメレス貴族の女性達は小さな頃から皆そうし

ているので、その事に疑問を持ったり不愉快に感じ

たりすることはまずない。

　むしろ誇りとする事の方が多いだろう。膝当てに

は貴族の證という意味があり、更に家系に伝わる独

自の紋章や、詩歌から採られた言葉などが刺繍され

ているからだ。

　しかしこうした膝当てが世代を超えて受け継がれ

ることはない。

　膝当ては必ず個人ごとに新しく作られ、その個人

の成長や、色々の事情によって新しい物が作られる

たびに古い膝当ては焼却される。母から娘に伝わる

ものは膝当てではなく、それに籠められた一族の歴

史そのものであるという考え方がある。

　ゼメレス族にとって世界を支配するのは永遠回帰

の車輪である。

　車輪は骨の形をした銀で組み上げられており、そ

の傍らには祖神ダルフォースが坐っている。

　そして神は右手で銀の車輪に触れている――そう

信じられている。

　世界は永遠に回転する車輪であり、それに秩序を

あかし

かたわ
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与えるのが狩猟である。

　狩猟は神聖な行為であり、世界の秩序を維持する

為に欠くべからざる祭儀である。

　そして命を奪うというその行為が認められている

のは、ゼメレス族では男性だけだ。

　この考え方は特に古代では徹底されており、女性

はたとえ料理の際でも、死んだ食材にしか触れるこ

とは出来なかった。食材は男性によって死の向こう

側に運ばれた後、その脱け殼として初めて料理の材

料になったのだ。

　現在ではそこまで徹底した考え方を持つのは、余

程信心深い者だけだが、だからといってそうした考

え方や価値観がゼメレス族から消え失せたわけでは

ない。

　事実、ローゼンディアでも最高の料理の一つとし

て数え上げられているトラケス料理には、男性の料

理人が多いのだ。トラケス地方は古代よりゼメレス

族の治める土地である。

　男性は断絶を、女性は連続を掌どる。

　それがゼメレス族の考え方であり、信仰である。

　着替えは基本的に全て側付きの侍女の手を使って

行なう。

　これはルキアに限らず一定以上の貴族ならばごく

普通の習慣である。今もルキアは二人の侍女に自分

つかさ

そ ば づ
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を着替えさせていたが、自分一人で着替えが出来な

いというわけではない。

　ヴァリア教の教えでも、生活のことは自分できち

んと出来るようにと示されているし、まともな貴族

ならば自分の子供達にきちんとそうした教育を施す

からだ。

　もちろん着替えは疎か、食事すら満足に一人では

摂れない貴族だっている。

　ただしそれはある意味『落ちこぼれ』であって、

決して貴族の標準ではない。尤も千年後、いや数百

年後にはどうなっているかまでは判らないが。

　落ちこぼれとされていた在り方が、尊貴さを示す

ようにならないとは限らない。そうした馬鹿げた顛

倒は、貴族の世界では非常に良くあることだから

だ。

　そしてそうした貴族間の事情とは関係なく、貴族

として要求される能力の方には本質的に変わりがな

い事もまた確かだ。

　貴族や王族、則ち人間世界で上位に立つ者達に

とって絶対に必要な能力とは、順応性である。

　知性や人格も大事だろう。もっと砕いて慈悲深さ

や、政治力などという能力も大事だろう。

　だが最も重要なのは、投げ込まれた現実に対して

どこまで適応できるか、その順応力である。犬のよ

おろ

もっと

てん

とう
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うに繋がれれば素焼きの器から手掴みで物を食い、

逆に絹の衣服を纏い、精緻な敷物を踏むならば獅子

の如く振る舞う、そうした臨機応変さが重要だ。

　いささか悪い言葉で言えば、それらは羞恥心の無

さと言えるかも知れない。しかし同時に王侯貴族と

いうものは特別な羞恥心をも持たなければならない

のだ。

　そんな矛盾めいた特性を自らの中で調和させなけ

ればならない。それも他者からの理解など求めずに

だ。それが王侯貴族というものなのだ。

　略式とはいえ、一応の装いをさせる事に侍女達は

決めたようだった。草色の肩掛けまで持ち出してき

た。ルキアは文句も言わずにそれを侍女達に付けさ

せる。

　肩掛けには刺繍が施されていた。主に銀糸で描か

れており、単純化され、様式化された人物と動物が

中心になっている。

　この意匠はゼメレス族伝統のものであり、『子供

の図案』と呼ばれる様式のものだ。

　文字通り、子供の描いた絵が元になっていて、ゼ

メレス族の刺繍文化の中では最高位に位置するもの

である。

　描かれるものは陽気さや可笑しみを感じさせるも

のが多いが、滲みてくるような優しさや、言葉では

ラスキス
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表現しがたい深遠さを感じさせる意匠も多く、その

事が他氏族の間でも高く評価されていた。

　現在では他氏族の間でも『子供の図案』は刺繍と

して根付いているが、刺繍に置き換える過程での省

略化や様式化がゼメレス族独特のものであるため、

仕上がった物は全てゼメレス様式になってしまう。

　このため、『子供の図案』と言えばやはりゼメレ

ス族の物が中心で、流通に乗るものもトラケス地方

で制作されたものが多いという。

　今ルキアが付けている肩掛けの図案は月と人物、

羊が中心になったものだ。

　何故か羊には上下逆向きのものがあるが理由はわ

からない。作者は七百年以上前の人物なので調べよ

うもない。

　一人が肩掛けをしている間にもう一人が腰回りや

足元を世話していく。基本的に膝当ては常に付いて

いるので、寝起きの装着時以外に触れられることは

余りない。

　ルキアの仕事は文句も言わずにただ立っているこ

とだ。楽なようだが意外と気疲れするし、新人の侍

女などは装束選びにまごつくので、その間中、棒杭

のように立っていなければならない。

　尤もそうした新人は、古くからルキアに仕えてい

る侍女によって厳しく窘められ、鍛え上げられてい

もっと

たしな
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くわけだが。

　こうして黙って立っていると、時々ルキアは自分

が手入れされている馬か羊になったような気さえす

る。

　しかし王侯貴族にはそうした能力というか、忍耐

心も求められるのだろう。

　これから会うハルラナムは外国人の、それも大商

人である。

　貴族ではないが、その財力、影響力は貴族や高位

聖職者に匹敵する。なにしろ執政に対して直接意見

できる商工会の構成員なのだ。

　だからといってその地位がルキアに及ぶわけでは

ない。

　政治力という点で言えば、ハルラナムの力は本国

ダルメキアと、そしてこの都市ディブロスについて

のものであって、ゼメレス族が支配する、遠く北の

トラケス地方には関係がない。

　身分の方はと言えばこれはもう比べようもない。

　ルキアの上にはゼメレス宗家しかない。それほど

の高位貴族なのだ。

　もちろん他の宗族の宗家にも敬意は払うが、礼儀

の上でのことで、彼ら彼女らはあくまで他の神々の

末裔である。ルキアには関係がない。

　唯一例外なのが西方にある同じ狩猟神の末裔ヘカ
ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ
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リオス氏族である。これは祖神を同じくする同族で

あって、その宗家であるヘカリオス家には、やはり

ゼメレス宗家に匹敵する敬意を払う必要がある。

　ルキアはローゼンディア貴族としては最高の序列

に属している。東方鉄弓家は他の氏族で言えば太陽

神の末裔の副王家や、海神の末裔の海将家などの、

宗家に次ぐ家柄に位置しているのだ。

　しかもその筆頭家である。誰もが畏懼するほどの

名門中の名門貴族なのだ。

　――それがまさか市場で石鹸を売っているとは誰

も思わないでしょうね。

　ルキアは僅かに口の端を上げた。ちょっとした悪

戯をしている気分だった。

「姫様なにか楽しいことでもおありになりました

か？」

　髪の具合を見ていた侍女が優しく問いかけてき

た。

「ええ。今悪戯をしているの」

「まあ」

　侍女の口元が綻ぶ。ロレッタという名前で、メイ

ファムの叔母である。

　ルキアが小さな頃からずっと仕えてきていて気心

の知れた相手なのだ。

　だからといってルキアは自分の思惑の全てを明か
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しているわけではないし、明かせるはずもない。

「お手柔らかにお願いしますわ」

「ふふふ。考えておくわ」

「でもお気を付け下さい」

　足元を見ていた新米の侍女マノラがルキアを心配

そうに見上げてきた。

「最近、あまりよくない噂を耳にしました。ひょっ

として姫様の身にも害が及ぶのではないかと恐ろ

しゅうございます」

「まあ、どんな話？」

　見当は付いていたがルキアはとぼけて聞き返し

た。

「その……本国の方で妙な動きがあるとか耳に致し

まして……」

　暈かした言い方だったがそれでルキアには通じる

と踏んでの発言である。

　もちろん最初から話の内容を予想しているルキア

にとってみれば迂遠なだけだが、ここは相手に付き

合ってやらなければならない。

「そう。他の家の方々ね？」

　下を見ながら問いかけてやるとマノラは頷いた。

「他の家の方々」とは則ち他の東方鉄弓家の家々を

表す。直接家名を口にするのは憚られるからだ。

　何故なら宗家にほど近い血筋であるがゆえに、鉄

ぼ
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弓家はいずれもゼメレス姓を名告るからだ。それは

宗家の家名であり氏族全体の名でもあるから、特別

な意味を持つ。

　話の内容によっては口に出しにくい名前なのだ。

　しかし、全部で六家ある東方鉄弓家がいずれもゼ

メレス姓であるのは、さすがに混乱を来すというこ

とで、それぞれを区別するために一応の屋号のよう

なものがある。

　一般人で言う家名のようなものである。そして通

常は、各鉄弓家はそちらの名で示される。

　あくまで屋号のようなものであるから正規の書類

には使えない。そこが家名とは違うところである

が、日常のことなら大体それで間に合うのである。

　東方鉄弓家は三流六家と言われる。

　その歴史は古く、ゼメレス公ネフリアが、自身の

三人の息子たちの為に嫁取りをしたことに始まる。

　彼女は西方ヘカリオス公に対し、息子達に然るべ

き花嫁を送ってくれるよう懇請したのだ。

　これに応じたのがヘカリオス公ドナテスである。

書簡を受け取るとすぐに近しい一族の者たちから志

願者を募り、自分の娘と、西方鉄弓家の中からそれ

ぞれ一人ずつの、三人の娘たちを選び出し、遥か東

方のゼメレスの森に送った。

　東西に分かれていても、元は同じ狩猟神に連なる

きた
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という意識があったからこその話だが、今でもこう

した交流は続いている。

　かくしてネフリアの三人の息子達は、それぞれに

ヘカリオス公ドナテスから送られてきた娘達と結婚

した。

　息子達は年齢の順に分家を建て、西方にあるとい

うヘカリオス宗家を支える鉄弓家に因んで同じよう

に鉄弓家を名告った。これが東方鉄弓家の始まりで

ある。

　ただしゼメレス族では女性が家を継承するので、

実際には三人の息子たちではなく、そのそれぞれの

娘たちからが初代として数えられている。

　その最初の娘たちが東方鉄弓家の祖となったの

だ。

　ゆえに鉄弓家といっても三流があるのだが、現在

では更にそのそれぞれが分かれ、六つの家になって

いるのである。

　それらの経緯はともかく、現在の家格の順に並べ

ていくと以下のようになる。

　まず第一鉄弓家ベルディアス。これはルキアの家

である。東方鉄弓家ベルディアス流の宗家であり、

ロマイオス家とも言われる。

　次に第二鉄弓家アローエス。東方鉄弓家アローエ

ス流の宗家である。

ちな
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　そして第三鉄弓家アイティオス。東方鉄弓家ア

ローエス流のもう一つの宗家である。レウスキア家

とも言われる。

　アローエス流には二つの宗家があるわけだが、こ

こには長い争いの経緯がある。

　現在では一応の決着を見たということになってい

るが、その確執が消えたわけではない。

　それから第四鉄弓家グリエルス。東方鉄弓家ア

ローエス流である。

　そして第五鉄弓家ガルファディス。クリュスタの

家であり、東方鉄弓家ベルディアス流である。

　最後に第六鉄弓家ノウェルマイス。東方鉄弓家ノ

ウェルマイス流である。

　これは千年以上昔に断絶した元第二鉄弓家ノウェ

ルマイス家の近年での復古家であり、事情があって

再興されたもので、本来のノウェルマイス家の血筋

を引いているわけではない。

　実際にはアローエス流の血を引いているのだが、

ノウェルマイス流とされているのだ。

　その為もあって、序列は現在では最下位という事

になっている。

　無論ノウェルマイス家はその立場に納得などして

いない。第二鉄弓家のアローエス家に序列の復旧と

所領の返還を求めて争っている。
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　ただし所領といっても土地を返せという意味では

ない。

　ゼメレス族には土地を所有するという観念自体が

無いため、正確には土地の管理権のようなものを返

せと言っているのである。

　ここら辺の慣習が、ゼメレス族では他の王国貴族

とは色々と異なっているために、他氏族はもちろ

ん、外国人からも中々理解されないのだ。

　東方鉄弓家の本流は、第一と第二の二流であると

言われる。

　それは元々の第二鉄弓家ノウェルマイスが断絶し

た結果、残った血流がこの二つになったからであ

る。

　復旧したノウェルマイス家にしてもグリエルス家

からの血が入っており、結局のところ、現在の東方

鉄弓家の血流は全てこの二つの流れのどちらかに帰

着することになる。

　……それだけにルキアの外見は悪夢に等しい衝撃

を一門に与えたわけであるが。

　東方鉄弓家の歴史は政争の歴史である。

　ローゼンディア王国に統合されるまで、古代より

ゼメレス族は一つの国家であり、ゼメレス宗家は女

王家として君臨していたのだ。

　そこには宮中があり、当然その中での、家臣団で
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の利権や席次を争う戦いが行なわれていた。

　しかも参加者は全員女性である。まさしくその戦

いは暗闘と言うに相応しい状況を呈した。

　その伝統はローゼンディアが建国され、ゼメレス

宗家がその一角を担う公爵家となっても続いた。

　しかもその舞台は変わらない。

　ゼメレス族がその始まりよりずっと暮らしてきた

都、ゼメレス族にとっての首都エルナセアにある宗

家の宮殿である。

　長く不毛な政争の結果、東方鉄弓家は宗家に次ぐ

地位と格式を獲得したが、その鉄弓家の間でも序列

や利権の争いが絶えないのである。

　ルキアはこの歴史を知ったとき、呆れるよりも、

むしろその溢れる生命力というか権力欲に感心した

ものだった。

　踏み潰されてもまだ藻掻いてる害虫のようなもの

だと感じた。無論、その事は誰にも言わなかった

が。

　おそらく、というか間違いなく他の宗族でもそう

した序列争いや、利権争いはあるであろう。

　しかしそれがゼメレス族ほど規則正しく、古式ゆ

かしく、陰に籠もって行なわれる事はないのではな

かろうか。ルキアはそう思っている。

　例えば隣接領地の戦神の末裔セウェルス族だが、

ふ さ わ てい
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彼らの司政などを見ていると、往々にして非常に

すっきりとした、それも途轍も無く明解なものを感

じることが多い。

　驚くほど馬鹿げた方法を採用していることも多い

が、それが彼らにとっての価値観であり、美意識な

のだ。

　ルキアとしては笑ってしまうが、他のゼメレス貴

族のように眉を顰めたりする気は無いし、もちろん

馬鹿にする気は全く無い。微塵もない。

　彼らセウェルス族が二千年に亘って王国東方の地

を守ってきたのは間違いのない事実であり、その歴

史の前には言葉の批評など消し飛んでしまうから

だ。

　セウェルス族という、いわば最強の氏族が存在し

たが為に、ゼメレス族は東方の脅威から守られてき

たと言える。それは自明なことだ。

　だがそのお蔭でゼメレス族は陰湿な政争という伝

統を、今まで保持することが出来てきてしまったと

も言える。

「どちらの家の方かしら？」

　知っているのに知らない風を装って呟くと、髪や

肩掛けを見てくれていたロレッタが囁くように答え

た。

「アローエス家と、ノウェルマイス家の方に動きが

と て つ
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あるという話でございますわ。あくまで噂ではござ

いますが……」

「あの両家が手を組んだの？」

「そこまでは……ですがないとも言い切れないか

と」

　さすがに経験豊富な古株のロレッタだけあって、

慎重な発言である。

　領地と序列の問題で常に対立しているノウェルマ

イスとアローエスの両家ではあるが、結託しないと

も限らない。それだけの理由があればだが。

　理由があれば結託するだろう。貴族というのは物

質的な欲望には非常に忠実な人種である。そして利

益を因とした関係というものは強固なものだ。

「何があったのかしらね」

「さあ……ですがあの両家が結託するかも知れない

となれば、よほど大きな事件でございましょう」

　そう。大きな事件なのよ。

　胸の中でルキアはそう呟く。

「……もしノウェルマイス家の要求が通って、しか

もアローエス家が納得するとすれば、それはアロー

エス家が今以上の地位を得た場合になるわね」

　今以上の地位……それはつまりアローエス家が東

方鉄弓家筆頭になるという事である。

　もちろんその事がベルディアス家の没落を意味す

もと
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ることぐらいは新米のマノラにだって判るはずであ

る。

　案の定ルキアの言葉にマノラが身を固くした。一

方ロレッタには動揺は感じられない。付き合いが長

いだけに慣れているのだ。

「そう恐れることはないわ。私たちだって備えてい

ないわけではないのよ」

　そう。一族の歴史で何度も繰り返されてきた下ら

ない争いなのだ。どの家もそうした対策には慣れて

いる。

　ただし新参のノウェルマイス家はどうか知らない

が。下手をすると他家にうまく利用されるだけに

なってしまうかも知れない。

　しかしそうなったとしてもルキアには関係ない。

　今のノウェルマイス家には興味はないのだ。

「どのみち何かあれば本国から使いが来るでしょ

う。それまでは特に何もしなくても大丈夫よ」

　落ち着いた口調で言ってやると、納得したのかマ

ノラは頷いて作業に戻った。

　実は既にその辺の動きについてはルキアはとっく

に情報を集めてあるし、手も打ってある。

　あらゆる物事が、自己の予測範囲内に収まるはず

だと考えるほどルキアは愚鈍ではないし自信家でも

ないが、準備をしておけば事件が起きても処理しや
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すくなるし、処理の難しさも下がるだろうとは考え

ている。

　だから大体のところ何かが起きても対応は出来る

はずだった。

　装いが完了すると、ルキアは侍女たちに先導され

て謁見室へと向かった。

　そこには既に兵達が待機している。無論、全員女

性である。

　女性家督であるという点ばかりが目立つゼメレス

族ではあるが、実は男性の方も相当他氏族とは違っ

ている。

　確かに彼らゼメレス族男性は表のこと、つまり家

の運営、一族の政務一般に携わらない。

　これは疎外されているのではなく、彼らには他に

するべき重要な仕事があるからだ。

　それはゼメレス族の領地の管理だが、管理と言っ

ても役人がやるような仕事ではない。

　ここのところが他氏族にもいまいち誤解されがち

だが、一言で言えばゼメレス族の男性は、自然を、

世界そのものを相手に仕事をしているのだ。

　彼らは森を見回り、内海の辺を歩き、ほぼその生

涯を自然の中で過ごす。

　中心となるのは無論ゼメレス族の領地内だが、他

の地方まで出かけてゆく者もいるし、中には一度旅

たずさ
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立ったまま二度と故郷へ帰らぬ者もいる。

　彼らは人目につかない森の奥や川の傍に共同生活

用の住居を持っていて、普段はそこで暮していると

聞くが、女性は近寄れないのでルキアは見た事はな

い。

　そこは『青髭の家』とか『男たちの館』と呼ばれ

ている。女人禁制の聖域だ。

　ゼメレス族の男性は纏まって戦いをしたり、集団

で行動をしたりすることはあまりない。

　たいていは独りであり犬を連れていることが多

い。犬は彼らにとって非常に重要で、欠かせない相

棒なのだ。

　多くても数人程度の集団で山や、森の奥を移動し

ている。

　謎めいた存在であるが、ルキアにとっても同族の

男性達は謎の存在だった。

　男性であっても子供ならばまだ判る。しかし通過

儀礼を済ませると、少年達の様子は一変する。

　全く別の存在に変わるのだ。ルキアの兄も、その

友人たちもまたそうだった。

　何故なのかは判らない。それは女達が知るべき事

ではないとされていて、その秘密は男たちによって

守られているからだ。

　もう一つ特筆すべき点として、ゼメレス族の男性

まと
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には身分というものがない。つまり彼らは貴族でも

なければ平民でもない。そうした枠の外に生きる

人々なのだ。

　だから身分に対する感覚というものも普通の人々

とは違っていて、彼らは一般人のようには王侯貴族

に対して敬意を払うことはない。

　ただしそれは無法だという意味ではなく、むしろ

彼らはあらゆる存在に対して注意を払って生きてい

る。その生活や思想はヴァリア教神秘主義の行者達

に近い。

　はっきり言えば、人の世の法のぎりぎり周縁で生

きている人々だと言えるだろう。

　要するにとても変わっているのだ。他の氏族の男

性達に比べて。

　不思議なのはそうしたゼメレス族男性達が他の宗

族の、それも獰猛さをもって知られる戦神の末裔セ

ウェルス族や、嵐神の末裔エンデュオス族の男性達

から非常に尊敬されていることだ。

　どうしたわけか骨太な男たちほど、ゼメレス族の

伝統に理解を示す傾向があるのが不思議である。

　ルキアも一度、『嵐の兄弟団』で世話役をしてい

るというエンデュオス族の老人と話したことがある

が、彼は何度もゼメレス族の男たちを讃え、その行

為がいかに重要なのかを語った。

イ ス タ リ ヘ ー レ イ

ド ヌ ス ヘ ー レ イ
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　彼に言わせれば狩人とは最も神聖な、男として究

極の仕事なのだそうだが、そういう本人は戦士であ

り、長いこと戦場に立ち続けたのだから矛盾してい

る。

　狩人が最高ならば自分も狩人になれば良いではな

いか。ルキアはそう思ったが、本人があんまり気分

良さそうに語るので、結局微笑みながら話を聞くだ

けだったが。

　家臣の兵士に扉を開けられて部屋に入った。

　ルキアの姿を見るとハルラナムは即座に片膝をつ

いた。そして帽子を右手で取って深く頭を下げた。

ダルメキア風の礼法であり、ほぼ最高の礼式であ

る。

「急なことにも関わらずお時間をお取りくださり感

謝いたします」

　ルキアは鷹揚に頷き部屋の中央にある椅子に坐っ

た。背後には鎧姿のメイファムが立っている。

　室内の柱はシトロリオンであり、控えめだが、し

かしはっきりとそれと判る芳香が漂っている。それ

はゼメレス族の勢威を示すためであり、悪く言えば

威圧感を与えるためである。

　アウラシールの人々と違い、ゼメレス族は『香

り』を強烈に押し出してくるということはしない。

それは野暮であるとされるからだ。
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　確かに香りが存在する事を相手に知覚はさせる

が、同時にその香りの元は判らないような示し方を

好む。

　いわば声なき自己主張であり、香水などの臭いを

強烈に振り撒いているのは最低とされる。

　謁見室にはその他にも武装した家臣の兵が六人

立っているが、ハルラナムを警戒してのことではな

い。言うなれば立場上の飾りのようなものだ。

　ただし仮にハルラナムが害意を抱いたとしても、

その手をルキアに届かせるのはとても難しいだろ

う。

　飾りとはいえ、衛士としての実力は確かだから

だ。

　メイファムは宗家の近衛兵団に居たほどの戦士だ

し、この場の六人もそれに順ずる実力のある兵達で

ある。

　いつもながらハルラナムは血色が良い。黒い髪は

短く刈っており、鼻の下までを覆う見事な髭をして

いる。

　背は余り高くないががっちりした体型で、全身か

ら何というか、生命力のようなものを発散させてい

る。精力にあふれている感じといってもいい。

　それを示すかのように肌もつやつやしている。ハ

ルラナムの肌は綺麗に日焼けしていて艶があるの

ベ ル デ ィ エ ー タ

385



だ。これが脂ぎってるという事になると嫌悪感を催

させるのかも知れないが、ハルラナムにはそんなこ

とはない。

　壮年の男なのに妙に肌の艶が良いのが不思議とい

うか味のあるところで、黒々とした髭もいつも綺麗

に保たれていて、玉葱の破片や飲み物の汁などが付

いていたことはない。

　けっして美形ではないが不細工というには気の毒

なくらいの容貌で、一言で言えば濃い顔をしている

のだが、不快感を抱かせないのが大きな美点だと思

えた。

　そしてさすがに凄腕の商人だけあって、相手に強

い印象を抱かせる空気感とでもいうものを纏ってい

る。

　つまりは遣り手の、小綺麗な親父なのだ。

　こういうのは中々愛嬌のある人間の類だとルキア

は思っている。

　姫様にはご機嫌麗しゅう、と決まり切った文言を

並べ立てようとするハルラナムを、ルキアは手を

振って制した。

「挨拶はよい。今日は何の用事なのか」

「はい。実は近日中に大きな船団がこの町に着くよ

うでございます」

「ああ、荷が届くのか。それで？」

もよお

まと
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　荷というのはシトロリオンの事である。それ以外

には考えられなかった。

　ルキアはシトロリオンをハルラナムに卸してやっ

ているのだ。もちろん自分の自由になる範囲での話

であり、しかもその一部である。

　しかしそれだけであってもシトロリオンは巨額の

利益を生む。ハルラナムにとってルキアは最重要人

物の一人であるというわけだった。

「はい。姫様の仰るとおり我が商会のお預かりした

シトロリオンが到着いたします」

「それはよかった」

「ははあ。これもみな大神ヴァリアのご加護であり

ましょう」

　高が船荷にヴァリア神を持ち出すこともないと

思ったが、相手にとってルキアは目も眩むような上

位貴族だ。大袈裟な言葉も大目に見てやらねばなる

まい。

「それで船荷と一緒にメルサリス商会の商会長ファ

ナウス・メルサリスが到着いたします。私は彼に陸

路の輸送を委ねたいと思っております」

「ほう？　その者信用できるのか？」

　ルキアは判っていてそう尋ねた。ハルラナムの返

答を聞きたかったし、ハルラナムに自分の理解や心

証を植え付けておきたかったからだ。

おろ

おっしゃ

ゆだ

387



「はい。私とは二十年以上の付き合いがあり親友で

あります」

　四角い顔を真っ直ぐにルキアに向けて目を見つめ

てくる。物怖じする気配はない。大したものだと思

う。

　ルキアの身分についてもよく理解しているはずだ

が見上げたものだ。

　同時に、その態度でファナウスへの信頼を表そう

としているのだろう。

「受け持ちの配分その他のことについては既に話が

出来ておるのか？」

　保証はもちろん、利益や損失の配分についてもと

いう意味を込めて尋ねたが、ルキアはハルラナムの

ことだからその辺りもしっかり出来ているだろうな

とは思っていた。

「姫様のお許しがいただければすぐにでも」

「それで今日ここに来たというわけか」

「その通りでございます」

「ふむ」

　わざとルキアは思案する振りをした。

　実はハルラナムが海上を主体とする商人であり、

陸路での商売をほとんどしない事は既に調べてあっ

たのだ。

　そもそもハルラナムはダルメキア人である。彼ら
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は最高の海運商人だが、陸路には弱いのだ。

　何よりリムリク地方には世界最強と言われるリム

リク商人達がいる。活動の場を海に限定するのは賢

い選択と言えるだろう。

　ゆえにシトロリオン運輸の過程で、ハルラナムが

ほぼ確実に、陸路に強い同業者に当たるであろう事

も察しが付いていた。

　そしてその相手がファナウス・メルサリスになる

だろう事も承知の上だった。

「もしお時間をいただけるならば、姫様のご都合の

良いときに我が友ファナウスをご紹介いたします。

それが姫様にとっても奴にとっても一番であると私

は考えます」

「随分買っているのだな」

「それはもう。あの男は一種の天才でございますれ

ば」

　ハルラナムは嬉しそうな顔を見せる。本当に嬉し

そうに見える。

　この愛嬌というか、なんというか味のある雰囲気

は、商業神ヘキナンサがこの男に賜わった贈り物に

違いないとルキアは思った。

「そうか……確かに少し興味はあるな」

「ではご都合の良い日時をお知らせください。こち

らでご用意をいたします」
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　思い切った発言である。ルキアを招待するとなれ

ばそれなりの準備が必要になる。かなり金がかかる

事になるだろう。

　それなのに自分の方から呼ぶということは何か理

由があるのか。

　つまりルキアを何かに利用しようとしているの

か。

　個人的な集まりだと思って行ってみたら、何故か

全く知らない高位聖職者や貴族を紹介されたりする

事はよくある事だったし、もっと酷い場合には、そ

の地域の名士がずらりと揃っていたりする。

　そういう企みに乗っかるのは業腹だし、馬鹿げて

ると思ったが、しかしハルラナムがそんな見え透い

た下策に出るだろうかとも考えた。

　下手な相手を紹介してルキアの勘気に触れたら巨

大な利益が吹き飛ぶかも知れないのだ。

　今までの印象からは、ハルラナムは誠実だし機微

にも敏いと感じる。

　当然、頭も良く回る。

　だからそうそう妙なことにはならないだろうとは

思えたが、それとは別に、こちらの動きを前もって

確定しておきたくないという事情があった。

　ここでハルラナムの提案を受け入れれば、少なく

ともファナウスとの出会いの形が限定される事にな

さと
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るからだ。

「興味深い申し出だが、私も色々と忙しいのでな…

…そうすぐに日取りを言えるわけではないし、私が

出歩くのを好まぬ者たちもいるのでな」

「さすればどのようにいたしましょう？」

「こちらから追って知らせる。それで良いな？」

「もちろんでございます。姫様のお望みになるよう

にいたします」

　ハルラナムが頭を下げた。

「ところでな。話は変わるがお前の持ってきた石鹸

は中々良いぞ」

「左様でございますか。お喜びいただければ私とし

ても選んだ甲斐があるというものでございます」

「ああ、お前の目は確かだ。さすがダルメキア人だ

な」

「ありがたき幸せでございます」

「そこでだ。他にも珍しい石鹸、面白い石鹸があれ

ば持ってきてくれぬか？」

「畏まりました。私の方でも色々と探しておきま

す」

「頼んだぞ。ああそれと余り高級な物は良い」

「と仰いますと？」

「もっとこう……庶民的なものをだな。それでいて

珍しく、使い心地も良い物があれば持って来るが良

おっしゃ
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い」

　ハルラナムは不思議そうな顔をした。その背後に

立つ家臣の兵は必死に無表情を保とうとしている

が、すでにその顔には悪魔のように笑いが忍び寄っ

てきている。

　彼女らはルキアの身辺を警護する腹心の部下だ。

ルキアが市場で石鹸を売っていることも承知の上な

のである。

　幸いにも前を向いているハルラナムにはその顔が

見えていないが。

「……畏まりまして御座います。姫様にお喜びいた

だけるような物をよく探してお持ちいたします」

「うむ。頼んだぞ。だが無理はしなくて良いから

な」

「お心遣い感謝いたします」

　ハルラナムは立ち上がってから深く礼をし、退出

した。

「……これって横流しみたいなものかしら」

　ルキアが呟くと二人の兵士が耐えきれずに吹き出

したが、メイファムがじろりと睥むとたちまち笑い

を収めて澄ました顔になった。

「姫様失礼いたします」

　ルキアが入室に使った扉の向こうから、ロレッタ

の声が聞こえてきた。
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　兵の一人が扉を少し開けてロレッタを導き入れ

た。

「姫様、デトレウス・ファルクス・ヘムデリエスと

か申す者が面会を求めて参っておりますが、いかが

なさいますか？」

「それは本当なの？」

　ルキアにはにわかには信じられなかった。確かに

出獄できるよう取り計らったが、あれからそれほど

日数も経過していない。そもそもあの男はルキアが

ディブロスに居ることは知らないはずだ。

「さあ……私には判りかねますが、本人はそう名

告っております」

「本人かどうか確認する必要があるわね」

　ルキアが呟くと、背後でメイファムが目線か何か

で指示したのだろう、三人の兵士がロレッタに話を

聞いて外に出て行った。確認の為だ。

　貴族というのは普通、そんな怪しい者がいきなり

訪れても会いはしない。

　ただしルキアは違う。誰に会うかどうかは自分の

判断で決める。そのことを周囲の家臣には伝えてあ

るし、それを尊重してくれる人間を身の回りに置い

ているのだ。

「もしもお会いになるなら呉々もご用心ください。

デトレウスという男、二人の共を連れております

くれぐれ
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が、ギスモスとか申す男はどう見てもまともな人間

ではございません」

　心配そうなロレッタの言葉をルキアは真面目に聞

いた。

「そう。では引き続きこの部屋で会いましょう。ロ

レッタ、警護の兵を少し増やしておきなさい。人数

は任せます。私はここで待っているから準備ができ

たらデトレウスたちをこの部屋に来させるように」

「畏まりました」

　ロレッタは一礼して部屋を出て行った。彼女に任

せておけば間違いはない。

「姫様、どうしてもお会いになるのですか？」

　余り賛成しかねるという風な気持ちが滲み出た口

調でメイファムが囁いてきた。

「ええ。本人なら是非一度会っておきたいわね」

「どういう男なのです？」

「前に話したでしょう？　劇作家よ。俳優でもある

けれど」

　それでメイファムは合点がいったようだった。

「なるほど。しかし本人かどうか判りません。あま

り近くには寄らせないようにお願い致します」

　少しして新たな兵が五人やって来た。

　これでこの部屋にはメイファムとその他に八人の

兵が立つことになった。

ささや
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　皆、性格までもよく知っているベルディアス家の

家臣達だ。

　そこへ最初の三人に導かれて三人の男たちが入っ

て来た。

　まず気が付いたのは三人の服装である。

　三人とも微妙な格好をしていた。めかし込んでい

るのだろうが、どうもちぐはぐというか妙なのだ。

ひょっとして舞台衣装か何かではあるまいか。

　見るからに怪しく、とてもこの館に入ることを許

されるような服装ではない。

　そしておそらくその服からであろうが妙な臭いが

する。何かの香水のようだが使いすぎではないの

か。

　近くだと結構その臭いは強烈なようで、案内して

きた兵士は嫌そうに距離を少し取っていた。もちろ

ん、それは斬り合いになったときの間合いを計る意

味もあっての行動ではあるが。

　推測するに、これからルキアに会うということで

相当気合いを入れてきたのだろう。

　悲しいがそれが逆効果になっているのだ。

　三人の内、先頭に立っているのは丸刈りにした金

髪の若い男で、すらりとした外見に整った顔立ちを

しているのだが、くりくりとよく動く目が印象的

で、年の割には子供のような雰囲気がある。
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　加えてどこか一風変わっている感じがした。何故

だか美形と言うには抵抗感を持たせる感じの、不思

議な雰囲気があるのだ。

　それは立っている姿や身のこなしなどから漂い流

れる空気のような何かで、説明しがたいものだった

が、おそらくこの男がデトレウス・ヘムデリエスで

あろう。ルキアはそう当たりを付けた。

　一緒に入って来た二人は更に強い印象を与えてき

た。

　筋骨逞しい大柄な男と、見るからに幸薄そうな中

年の男であり、一言で言えば二人ともこのゼメレス

館に入れるような人相風体ではない。

　大男の方がギスモスであろうと思えた。人相が良

くないのだ。

　多分悪人。ルキアはそう予想したが、考えてみれ

ば監獄に入っている段階で悪人であるのは決まって

いるのである。無実だったならば別だが。

　どんな人生を生きてきたかは知らないが、おそら

くその体格や面構えにものを言わせて生きてきたの

であろう。

　しかしその屈強な男も、どこか自信なさげな、怯

えたような様子をしている。

　今自分が置かれている状況を理解すればこそだろ

うが、可愛いところもあるではないかとルキアは感
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じた。

　もう一人の貧相な中年男は、腹はたるみ手足も細

かったが、掌だけは何故か大きくしっかりした感じ

の手をしていた。髪の毛には白い物が雑じっていた

が、顔立ちを見る限りそれほど年老いてはいないよ

うだった。

　何か吃驚したような顔をしているが、おそらく普

段からそういう顔立ちが常態なのであろう。

　頭の毛は薄く、目玉が突き出ているように見える

のと、厚ぼったい唇、そして筆の先のような顎髭が

印象深く、なんと言うか異相だとルキアは思った。

　この二人も頭は丸刈りにしていた。監獄では頭を

刈られるのだろうか。だとしたら嫌な話だ。

「麗しきルキア・アマーティア・ゼメレス様。貴女

様の御手により監獄より救い出されたことを、この

デトレウス心より感謝いたします」

　異国の強烈な香りを身に纏い、派手な服を着た

ちょっと残念な貴公子が、優雅に腰を折って礼をし

た。

　きっと何回もやってきたのであろう。舞台上で。

　こうした礼儀に親しんだルキアから見ても見事な

作法である。臭いだけはいただけないが。

　背後の二人も慌ててその礼法を真似しようとする

が、似ても似つかない動きになっていた。

びっくり
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　それでも一応片膝をついて控える姿勢になったか

ら、周囲の兵士達も文句はないだろう。

　ルキアはもとよりそうした礼法は内実が大事だと

思っているので、形だけを取り上げて文句を言うつ

もりなどない。

　デトレウスだけが立ち上がり、背後の二人は膝を

ついたままの姿勢で会話は始まった。

「元気そうだな」

「はい。今はこのように回復いたしました。ですが

あと半年あそこに居たら私はこの男に殺されていた

でしょう」

　そう言って指さしたのはなんと背後の大男だっ

た。

「この男はギスモスと申しまして、私の繋がれてい

た監舎で囚人頭を勤めていた者でございます」

　その紹介にギスモスは幅広い肩を竦め、下げた頭

を更に俯かせた。

「ほう。どういうことか？」

「監獄という場所は常に物が不足しておるのです

が、特に食料の配分については深刻でございまして

な。簡単に申しますと足りない分は身近な範囲から

調達するのが普通になっております」

「なるほど」

　判りやすい説明だった。要するにギスモスは己の
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体を維持する為に、囚人仲間の食料を奪っていたわ

けだ。

「囚人頭というものには色々な特権がございまし

て、そうした事をしていても看守は見過ごすのが常

になっております。無論、そのことで看守にも見返

りがあるわけでございますが」

「腐敗しておるな」

「確かに。しかしそれこそが監獄のあるべき姿と言

えるのかも知れませんぞ」

　自分が繋がれていたというのにまるで批評するよ

うな口ぶりである。ルキアは興味を惹かれた。

「どういう意味か？」

「監獄とは元々この世の汚泥が流れ流れて行き着く

先にございますれば、そのような弱肉強食や騙し合

い、賄賂の横行などはむしろ平常のことではないか

と私は思うのです」

「それでお前は死にかけていたのにか？」

　揶揄するように言ってやると、デトレウスは顔を

輝かせた。

「全くその通りでございます！　この男は酷い奴

で、初日に私の上着を奪い、二日目に下履きを奪

い、三日目には靴を奪いました。四日目からは私は

裸で過ごし、この身を飾る物はと言えば首に付いた

鎖だけという有り様でして」

ひ

だま

や ゆ
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「地獄だな」

「いやいや！　地獄が監獄のように良い待遇を受け

られる場所だと思うなよと常に看守達には言い含め

られておりますれば」

　看守どもは言うに事を欠いてそんな事を言ってる

のか。

「しかも言いながら私どもを棒で殴り、足で蹴るの

でございます。口だけでなく手足も常に仕事をして

いるといった有り様でして、実に仕事熱心な者たち

でございました」

「それでお前は服をどうしたのだ？」

「死人が出た折に賭け事で奪い取りましてございま

す」

「ほほう？」

「私の居りました監舎には賭け事を取り仕切る元神

官が居りましてな。こやつは複数の妻を持った廉で

逮捕されたのですが、他にもインチキ賭博をしてお

りまして、そちらの方でも罪を重ねていたどうしよ

うもない悪人でございます。こちらのノルベリスも

その神官に騙されて破算させられたのです」

　そう言って指さしたのは今度は幸薄そうな中年男

だった。

「ノルベリスは靴屋を営んでおりましたが全ての財

産を毟り取られ、代わりに懲役三十五年を言い渡さ

かど

むし
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れたのでございます」

　なるほど立派な手をしていたのはそれが理由か。

確かに靴屋なら納得できる。

　しかしああした働き者の手をした男が、詐欺で財

産を毟り取られたというだけで、なんで監獄に囚わ

れることになったのか。そこがルキアには解せな

かった。

「待て。騙された者が何故監獄に繋がれているの

だ？」

「それは借金があるからでございます。基本的に監

獄には借金がある者しか入ってはおりません」

　なるほどなとルキアは思った。幸薄そうな姿をし

ているわけだとこれも納得した。

　気の毒に。見かけ以上に不幸だったわけだ。

　無実だろうが何だろうが借金を被せられてしまえ

ば監獄行きというわけか。おぞましい話だ。

「その墮落した神官は詐欺の達人であろう。どう

やって出し抜いたのだ？」

　その言葉にデトレウスは嬉しそうな笑みを見せ

た。

「それは姫様。いずれ舞台の上にてご高覧ください

ませ」

　ルキアの前で一礼してみせる。不覚にもルキアは

その動きに目を奪われた。

げ
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　どうしよう。この男面白い。

　ルキアはデトレウスのことが気に入り始めてい

た。

　きっとどんな事でもこの男は舞台の、演劇の素材

にしてしまうのだ。

　楽しんでいるのだ。全力で。他の夾雑物など一切

なしに。

　天才とはそうしたものだろう。

「……わかった。楽しみにするとしよう」

「そうしていただければ幸いでございます」

「しかしお前は一体どうしてあれほどの借金を抱え

ることになったのだ？」

　この質問は一転してデトレウスの顔を渋くさせ

た。

「残念ながら、世の中には芸術を解することはあっ

ても、その実現に掛かる時間や労力については無頓

着な方々が居られまして……」

「なるほどな」

「誰もが姫様のように長期的な視野を持ってくださ

れば、私ども芸術家としても大変助かるのですが」

　デトレウスは肩を竦めた。

「しかしお前が作った借金はそれはそれは莫大なも

のであったと聞いているが」

「まあ城の一つや二つは建つでありましょうな」
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「それほどの額が一体何故必要だったのだ？」

「それは大作でございますれば」

「大作か」

「はい」

　デトレウスは頷いた。

　ルキアは実はその作品のことを知っている。知っ

ているからこそ、彼を監獄から出してやろうと思っ

たのだから。

　不思議だったのだ。何故デトレウスはあのような

脚本を書いたのか。

「……その芝居はお前が王都で上演していたもので

あるな？」

「左様でございます。しかしながらあれはまだ序

盤。全部で三つか、長ければ七つほどの連作になる

と私は感じております」

「そうか」

　ルキアは指を組んだ。問いを発するべきか少しだ

け考えた。

「……一つ聞きたいが、お前は何故ケルサイオンを

題材に劇を書いたのだ？」

「さて、どういう意味でございましょう？」

　デトレウスは首をかしげた。

「芝居の題材は私が選ぶわけではありません。それ

は向こうからやって来るのです」
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「どういう意味か？」

「風の囁きの中に、水の冷たさの中に、陽光の燦め

きの中に、暖炉で踊る炎の中に、私はそれらを感じ

取るのです」

　大げさに中空に腕を差し伸べてデトレウスは答え

た。まるで芝居のようだ。

「口では説明できぬというわけか」

「畏れながらその通りでございます」

　デトレウスは深く頭を下げた。

「……いや、お前の言う事は理解できる」

　独り言のようにルキアは呟いた。

　小さな声だったが、しかしデトレウスは鋭く反応

した。

　いきなり面を上げるとルキアを真っ直ぐに見つめ

たのだ。それは無礼とも言える強い視線だった。

　ルキアはその視線を受け流した。

「ところでお前の背後に居るその二人であるが、お

前が恩赦を与えたのであろう？」

「左様でございます」

　デトレウスを出獄させるに辺り、同輩など居たら

一緒に出してやれるように手配してやったのはルキ

アだった。

「ノルベリスはともかく、何故ギスモスを選んだの

だ？」
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　よりによって自分を殺しかけた男を。

「ギスモスはこう見えて中々に面白いところのある

男でして。今後役に立ってくれそうだと思ったから

でございます。ノルベリスは、彼もまたギスモスに

殺されかけていた仲間だということもありますが…

…」

　そこまで不幸だったのかとルキアは思った。

　しかし当のノルベリスよりも加害者のギスモスの

方が身を小さくしている。全く恐縮しているといっ

た様子なのだ。

　図体の割には意外と権威に弱い男なのかも知れな

い。

「彼には特技がございまして」

「ほう？　ノルベリスとやら。お前にはどのような

特技があるのか」

　声をかけてやると、ノルベリスは立ち上がって答

えようとした。

「わっ、私めは！」

「落ち着け」

　デトレウスが肩を叩いてそう言ってやるが、どう

もノルベリスの耳には入っていないようだった。

「わっ、私めは、うっ、歌が、とっとっ得意であり

ます！」

　つっかえながらも大声で答えた。昼間出てきた幽
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霊みたいな様子からは意外な態度である。

　というか驚いた。何だこの男はという感じなので

ある。

「この男、こう見えても口上を謡わせれば実に見事

なのでございます」

　本当かとルキアは思った。本当に大丈夫なのかと

ルキアは思った。

　大貴族の前でいきなり大声で自己紹介をするよう

な男だぞ？

　それまで全く、置物みたいに沈黙していたのに

だ。

　少なくとも自分が劇場支配人なら、ノルベリスに

開幕の口上を謡わせたりはしないぞと思った。

　というかこの三人組は灰汁が強すぎる。ゼメレス

館に入れるかどうかちょっと悩むとかいう基準では

なく、その辺を歩いているかどうかという基準で考

えねばならぬほどだ。

「……大丈夫なのか？」

　半ば本気で心配しながらルキアはデトレウスに尋

ねた。

「大丈夫でございます。本番になればこの男は立派

に口上を勤め上げます」

　余程自信があるのかデトレウスは胸を張って答え

たが、冗談だろうとルキアは思った。

うた

あ く
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　しかしそうは言わずに疑問を呈するだけにとどめ

る事にした。顔を赤くしたノルベリスを見ていると

何だか否定するのが気まずかったのだ。

「謎だな」

「はい。謎でございます」

　そんな気遣いにも、デトレウスは全く悪びれずに

そう答えた。

　もしも学院でも同じように答えたならば、教師に

記録用の石版で殴られるだろう。

　学院は貴族や富裕層の子弟が学ぶ場所だが、そこ

の教師達は容赦が無いことで有名だ。

「ギスモスとやら」

　ルキアは大きな身を精一杯小さく見せようとして

いるギスモスに声をかけた。

「お前はデトレウスや、ノルベリスを殺そうとした

そうだが、今でもそのつもりでおるのか？」

　我ながら意地の悪い質問だと思ったが、聞いてお

かねばならないと思った。

　デトレウスが殺されたら困るのだ。

「とんでもねえです！　俺はデトレウスの旦那のお

蔭であの監獄から出られたんです。恩人です。殺す

どころか殴るつもりもねえです」

　ギスモスは慌てたように答えた。全く恐れ入った

というような口調である。
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　しかしなるほど。そういう比較が口から出てくる

という事は、つまり気軽に人を殴るような男なのだ

なとルキアは理解した。

　とんでもない奴だ。さすがに監獄に入っていただ

けはある。

「デトレウスよ。ギスモスはこう言っておるがお前

の方は構わないのか？」

「もちろんでございます。ギスモスは中々に有能な

男でして、今後も私の仕事を手伝って貰いたいと考

えております」

「そして口上はノルベリスがやるのだな？」

「はい姫様！」

　どうしてそんなに嬉しそうなのよ……ルキアは軽

いめまいのようなものを感じた。

　しかしお蔭でデトレウスが何故監獄に入る破目に

なったかが、段々ルキアにも見えてきた。

　要するにこの男は状況が上手く推移してる間はも

の凄く強いのだ。

　波に乗るというか、トラケス地方には騎虎の勢い

という言葉があるが、そんな感じに物事がどんどん

と上手い方へ行く。

　正面だけを見据えて全力で走っていく。そうした

純粋さというか、熱意のようなものがこの男にはあ

ると感じる。

き こ

す
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　しかしその特性は、言ってしまえば大雑把だとい

うことにもなるだろう。

　状況が良い方向へ動いていれば強いが、足を取ら

れたときには大打撃を受けるような感じだ。

　例えるならそれは、勝つ度に掛け金を上乗せして

いく賭博のようなものでしかない。

　どうもこの男には、人生伸るか反るかで考えてい

るというか、本当に賭博師みたいな所があるのでは

ないか。

　もちろん本人は、何事にも見通しを立て、計画的

に行動していると主張するかも知れない。

　しかし現にこうして、監獄にぶち込まれた実績が

ある以上、デトレウスが仮にそう主張したところで

ルキアを納得させることはできない。

　ルキアの見たところ、デトレウスには守備という

か、周囲の危険に対して無頓着な所があると感じ

る。

　危険を危険と認識しないというか、物事の良い面

ばかりを見ているような気がする。

　それは全くもって性質善良な、素晴らしい特性だ

と思えるが、一座を率いる座長がそれでは周りが困

るだろうし、本人も困るのではないか。

　一番困るのはおそらくそれをデトレウス本人が自

覚していないところだろうが、こんな様子では、こ

の
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の先ルキアが資金を出し続けても、沼に金貨を投げ

込み続ける事になりかねない。

「……お前に書記を一人付けてやろう」

「本当でございますか！」

　デトレウスは驚いたようだった。

「実は私も経理に明るい者が必要だと思っておった

ところなのです」

「そうか。その判断は正しいぞ。多分間違いなく

な」

「姫様のお心遣い感謝いたします」

　なに自分の為だ。気にするなと胸の中で答えてか

らルキアは話を変えることにした。

「それでお前は何用があってこのゼメレス館へ参っ

たのか」

「はい。私はまさか姫様がディブロスにご滞在な

さってるとは全く想像もしておりませんでしたが、

偶々その話を耳にしまして、これは何としてもお礼

を申し上げねばならぬと思ったからでございます」

　わざわざ来なくてもよいのにと思った。

　時期が来れば、ルキアはこちらから連絡をするつ

もりだったのだ。

「もう一つは我が一座が近日こちらの劇場にて公演

を致します。それを是非姫様にご覧いただきたいと

思いまして。最高の席をご用意させていただきま

たまたま
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す」

「ほう？」

　これは意外な申し出だった。監獄から出てきても

う再起の準備がそこまで進んでいるという事も驚き

だったが、それにルキアを招こうとは随分と大胆な

発想である。

「興味深いな。何をやるつもりだ？」

「はい。現代劇をやろうと考えておりますが……よ

ろしければ姫様のご希望などお伺いしたいと思って

おります」

　現代劇というのは娯楽を目的とした芝居のことで

あり、つまりは大衆演劇のことである。

　現代と言いつつも、別に今現在の世の中を題材に

した芝居というわけではないのだ。

　むしろ古代の歴史や神話などに題材を取ったもの

が多いので、それを現代劇というのはルキアとして

も妙な気がするのだが、これは元々の芝居がそうし

た娯楽性とは全く無縁だったことに関係がある。

　現代劇に対して、元々あった演劇の方は古典劇と

呼ばれる。

　こちらは政治的、儀式的な意味合いを持つもので

あって、何かの大祭の時などに催されるものだ。

　そして現代劇は上演される時間帯を問わないが、

古典劇は必ず昼間に屋外で上演されるという特徴が
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ある。

　ただし現代劇といえども夜間の上演は演目が限ら

れる。これは照明の関係上仕方ないことであるが、

実は夜間の上演の方が話題を集めたり、人気になる

事が多い。

　焚火や無数の油燈の中で上演される芝居には一種

独特の味わいがあり、そうした効果も手伝っての事

だろうが、一般に夕方以降の上演の方が人気がある

のだ。

「どういう芝居がやれるのだ？」

「すでに知られた脚本ならばなんでも」

　デトレウスは優雅に腕を拡げて請け合った。大き

く出たなとルキアは思った。

　ルキアとて一般的な芝居の演目については知識が

ある。貴族としての必要情報というやつだが、それ

だけではなく、人気のある大衆演劇についても結構

知っているという自負がある。でなければデトレウ

スに注目すること自体なかっただろう。

　しかしここで気取って難解な古典劇の名前などを

口に出せば、ルキアの面目は立つだろうが、収益の

点でデトレウスが苦労する事だろう。

「……そうだな。『副王漫遊記』などはどうだ？」

　ルキアがそう言った瞬間、横に立つメイファムと

周囲の兵達に微妙な空気が漂うのを感じた。
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　しかしルキアはその空気を無視することにした。

「『ダルメキアの歌姫』はどうだ？」

「……畏れながら姫様がそのような演目をご存知と

は思いませんでした」

　デトレウスも意表を突かれたようで戸惑っている

様子だった。

「そうか？　有名ではないか。それに演目を挙げろ

と言ったのはお前だぞ？」

「確かにそう申し上げましたが……」

　卑俗に過ぎるとか言うのだろうよ。だがそれで生

活をしているのはお前ではないか。

　しかもそこで演じられているものは市井の生活で

あり、庶民の物語ではないか。

　それをどうして卑しむ必要がある？

　……と、胸の中で意見を組み立てたが口には出さ

なかった。

「なに、あまり難しいものを挙げてもお前が困るだ

ろうと思ってな。客の入りが悪くなっては大変では

ないか」

「お心遣いは感謝いたしますが、その心配はござい

ません。演出はこの私が致しますれば」

「ほーう？」

　これにはルキアが驚いた。さっきも大きく出た

が、やはりこの男は大した自信家であると思った。
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そして強く興味惹かれた。

　そうだ。この男がそもそも監獄に繋がれる切っ掛

けになったのも、それが原因だとも言えるのだ。

「ディブロスにはケルサイオン大神殿があるな。ま

た同じような事になったら困るのではないか？」

　ルキアが言っているのは、そもそもデトレウスが

監獄に送り込まれる原因になった出来事である。

　王都での興行によってヴァリア教会から厳重注意

をデトレウスは受けたのだ。

　それに恐れを成した出資者達が資金の急激な引き

上げを行ない、それが理由で資金繰りが破綻、哀れ

デトレウスは監獄行きとなったのである。

「 し か し お 前 は ど う し て あ ん な 脚 本 を 書 い た の

だ？」

「姫様もご覧になって下さいましたか」

「ああ。たまたま王都に居たのでな」

　その劇はケルサイオンを題材としたものだった。

そしてその劇の中でケルサイオンは野盗として登場

したのだ。

　判りやすく追い剥ぎと言ってもいい。つまり旅人

などを襲って糊口をしのぐ犯罪者だ。

　それは主役にはそぐわない役所だし、何より倫理

上の問題がある脚本だと言えた。

　ケルサイオンはローゼンディア建国に関わった伝
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説的聖人である。それを追い剥ぎとして描くなど常

識外の発想であるし、社会通念上許されることでは

ない。

　案の定王国のヴァリア教会から厳重な注意を受け

る破目になった。これがレメンテム帝国だったら宗

教裁判の結果焼き殺されていただろう。

「あの時代、新ナーラキア帝国末期、世は乱れ、各

地に剣によって立つ者たちが多く現れたと歴史書に

はあります。私はケルサイオンもまた、そうした一

人であっただろうと考えたまでのこと」

「……なるほどな。そうかも知れぬ」

　たしかにそうであったかも知れぬ。確認のしよう

もない事だが。

「劇作家に冒険をするなとは言えぬが、監獄に送り

込まれるような真似だけはするな。それだけは言っ

ておく」

「はい。肝に銘じましてございます」

　デトレウスはまた深く腰を折って礼をした。

　その時突然ルキアの脳裏に閃くものがあった。

「……『アガプドロス』などはどうだ？」

「古典劇の名作でございますな」

「気にいらんか？」

「いいえ、パラクセスは私の最も尊敬する劇作家で

あります」
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　パラクセスは今から二千五百年近く前に生きた古

代の劇作家である。歴史的傑作アガプドロスを書き

百歳まで生きたという。

「ならばそれに新しい切り口を見いだしてみよ」

「姫様のご命令とあれば」

「公演の準備が整ったら知らせを寄越すが良い」

「はは！」

　デトレウスはまたも深く礼をした。いちいち動き

が派手だが何せ劇作家兼俳優だ。仕方ない事かも知

れない。

「ああそうだ。アガプドロスをやるにせよ、何か大

衆受けするものも公演したら良いではないか。今後

の為にも資金は必要であろう？」

「姫様の仰るとおりでございます。実はもう一本、

獄中にて練り上げた作品がございます」

「ほほう？」

　またもルキアは感心した声を上げてしまった。や

はり天才かも知れないわね……などと思ってしま

う。

「それはなんだ？」

「はっ。ウィラーデーシュという作品でございま

す」

　ウィラーデーシュ？

　はて誰だったか。どこかで見たか聞いたかした名
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前だ。

　ルキアは記憶の引き出しを調べ始めた。

「……確か、アウラシールの英雄ではないか？　南

の方の……」

　そんな名前を実家の資料中に見たことがある気が

する。

　朧な記憶を頼りにそう口にすると、デトレウスは

尊敬したような目を向けてきた。

「さすがはロマイオス家の姫君であらせられます

な。姫様の仰るとおり、ウィラーデーシュはイルメ

ヤ・ジルバラ地方の英雄でございます」

「すると史劇になるのか？」

「いえ、壮大なる英雄物語であります」

「とすると英雄叙事詩か」

　ウィラーデーシュは実在が危ぶまれるほど昔の人

物だったはずだ。

　歴史と言うには無理があるとルキアは感じる。

　尤もアウラシールでは立派に歴史として通用して

いるのだが……。

　ロマイオス家というのはルキアの実家の通称の一

つである。

　ルキアの実家は宗家の近衛兵団兵営所の近くにあ

る事からベルディアス家と呼ばれることが多いのだ

が、その敷地には大きな蔵が建っている。

おぼろ

もっと

ベ ル デ ィ エ ー タ
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　蔵というよりも宝物庫といった方が正しいかも知

れない。

　だがより精確に表現するならば、それは資料庫と

言うべきものだ。

　その資料庫の通称をロマイオス文庫というのであ

る。

　いつの頃からかそう呼ばれるようになって、それ

がそのまま定着したものであり、ルキアの一族が名

付けたものではない。

　元々は家伝の古文書や日記、書状などの記録類を

中心に、生活道具や美術品などを収蔵していた単な

る倉庫だったのだが、収蔵品の数には物凄いものが

ある。

　それはベルディアス家の歴史を考えれば容易に判

ることなのだが、倉庫が建ってからの時間を考える

だけでも千数百年が経過している。

　しかも名門貴族なので様々な事件や逸話に関係し

た物が揃っているわけであり、自然、収蔵品の方も

それはそれは馬鹿にならないものになっている。

　今ではローゼンディア王国中から学者や神官が資

料の閲覧にやって来るほどになった。

　思えば迷惑以外の何ものでもない。

　そうした迷惑な連中が「ロマイオス文庫」などと

言い出したらしい。
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　名誉なことではあるがルキアとしては若干鬱陶し

さを感じもする。

　ロマイオス文庫はゼメレス族にとって、そして

ローゼンディア王国にとって非常に貴重な資料を多

く蔵しているのだが、何しろその点数が多い。

　長い歴史の中で集積してきた資料群は圧巻という

ばかりであり、本の類いに限ってもベルディアス家

の日記や書状だけでなく、学術書籍や聖典などの経

典類までと幅広い。

　これに加えて様々な美術品まであるのだから、誰

もその全貌が判らないのである。

　その総数は五万とも十万とも言われている。

　いつか整理をしなければと言いつつも、あまりの

資料点数の多さに歴代当主の誰もが尻込みをし、現

在に到っているわけであるが整理整頓を試みた当主

がいなかったわけではない。資料整理を完成させた

者がいなかっただけのことだ。

　ルキアもまたロマイオス文庫の資料整理という絶

壁をよじ登ろうとする一人である。

　今までの失敗の歴史を踏まえて、種類ごとの分類

を大雑把にし、それよりも時系列による分類を徹底

させている。

　この方法の利点は全ての収蔵物に共通の物差しを

使えるというところだが、ベルディアス家の歴史に

たぐ
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通じていないと何がどこにあるか全く判らなくなる

という問題がある。

　要するに学者や神官の便宜よりも、自家の見通し

を優先させる方法である。

　そもそも資料群は全てベルディアス家の私物なの

だ。

　閲覧にしてもベルディアス家の許可が必要なのだ

から、整理方針がベルディアス家の便宜一辺倒に

なって何が悪いというのがルキアの言い分なのであ

る。

　ただし学者達の嘆きの声が聞こえてきそうなので

それを口に出したことはない。

　歴史的な資料というのはあるだけで重宝されるも

のなのだ。倉庫内の捜索や検索の苦労は、これも仕

事の一部と割り切ってもらう他ない。

　しかし何ゆえ、デトレウスはアウラシールのそれ

も南の方の英雄なんぞを脚本にしようと思ったので

あろうか？

　ルキアは謎だったが、それは舞台の方を見れば判

るだろうと思うことにした。

「ふむ。とにかく頑張るが良い。こちらも楽しみに

待つことにしよう」

「畏まりましてございます。さっそく役者達と相談

いたします」

かしこ
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　デトレウスは深く頭を下げた。

「うむ。それがよい」

　ルキアは立ち上がった。話は終わりだ。

　この後はまた別の用事がある。今閃いた名案を早

速活かさなくてはならない。

　だがその前にこの謁見用の衣服を着替える必要が

ある。その事がルキアには少し面倒に感じられた。

　　　＊

　ルキアは着替えるとそのまま中庭へ向かった。

　ゼメレス館は広大なので、中庭と言っても小さい

ものを含めれば建物や廊下に繋がった形でいくつも

が存在しているし、中には中庭同士が通路で繋がっ

ていたりもするのだが、行き付けの場所というもの

は大体決まっているものだ。

　それは自分についても、他の者についてもであ

る。人にはしっくり来る場所というものがあるの

だ。

　予想を付けた中庭の入り口に立つと、銀色の長い

髪が見えた。

　滝のように背中を流れ落ちる見事な銀髪だ。

　女性である。ほっそりとした立ち姿はどこか頼り

なげに感じられた。
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　ただしそれは女性らしい感じという意味ではな

く、妙な不安定さがあるからだった。どこか立った

ばかりの赤ん坊のような様子なのだ。

　彼女は右手に小枝を持って、時たまふらふらと動

いている。

　ぼうっと立っていたかと思えば、脈絡もなくふら

りと動き出す。右手の小枝がすうっと綺麗な曲線を

描いた。

　特にその動きが速いわけではない。

　かといってゆっくり動いているという感じでもな

い。

　何というか……動いていると言うよりも、動かさ

れているような動き方だった。

　糸繰り人形のような動きと言ってよいが、赤ん坊

が体の感覚を試すためにゆらゆらと動く様にも似て

いる。

　重さを楽しんでいるのではないだろうか。

　体に掛かる重さを。その感覚を楽しんでいるので

はないだろうか。

　おそらくそこには鍛錬という感覚も発想もない。

何故なら彼女にとっては全てが娯楽なのだろうか

ら。

　ルキアはそう察していたが、無論真実かどうかは

判らない。

・ ・ ・

・ ・ ・ ・
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　身体というものは奥が深い。それは皮膚の内側だ

けではなく、外にも拡がっているからだ。どこまで

拡げられるかは、個人の才能と努力による。

　その点について、つまり身体というものに関して

言えば、彼女とルキアとの間には天地のような巨大

な隔たりがある。

　ルキアの感覚からも、理解からも、遥かに隔たっ

た境地に彼女は立っている。それだけは間違いなく

言えることだった。

「グラトリア」

　ルキアが声を掛けると、銀髪の女性はのろのろと

振り向いた。

「なあに？」

　宝石と、青い瞳がルキアを見た。

　グラトリアは隻眼なのだ。

　一つだけのその眼は静かで、どこか視界の外を見

ているような趣を湛えている。戦神の末裔が讃える

ところのトリュオネ湖の瞳とは、まさにこの様な目

を言うのであろう。

　宝石というのは眼帯に付けられた宝石である。緑

色の大きな石であり、眼帯の意匠はお世辞にも優美

とは言いがたかったが、本人が気に入って付けてい

るので問題はない。

　ルキアとしては趣味がいいとは思えなかったが、

へだ

まなこ

おもむき たた イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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グラトリアには彼女なりの美意識がある。それは尊

重しなくてはならない。

　……美意識でこの眼帯を選んでいるとすればだ

が。

「あなた暇は有る？」

「んー……今のところは暇よ？」

「この先しばらく何か予定はあるの？」

「特に何も無いわねえ」

「だったら私に付き合わない？」

「そうねえ……」

　グラトリアは一つしか無い視線を天に向けた。

「あ、カモメ」

「……」

「ねえ、カモメって結構悪食なのよ？　ルキアも

知ってる？」

　のんびりとした口調である。しかもルキアに対し

て敬語を使わない。

　それはグラトリアが元々そういう人間であるとい

う事が、おそらくはグラトリア本人にとっては事情

の全てなのであろうが、他の者から見ても、彼女が

ルキアに対して普通に話しかけることを無礼だと見

做すには当たらない理由がある。

　その理由の一つは、まずグラトリアはローゼン

ディアでも特別な戦士集団に属すからである。

み

な
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　則ち『イスターリス戦士団』である。

　この軍団は王国の軍制の中でも特別な位置を占め

ており、ローゼンディア国王ですら自由に動かすこ

とはできない。

　軍団自身の言によれば、戦王直属の部隊である自

分たちは、国王の命令に従う必要はないということ

になる。

『戦王』とは古代セウェルス氏族の宗家、その当主

を指す称号である。

　現在では使われていない尊称であるが、戦士団で

は未だ現役の尊称として使用されているのだ。

　王国の東部域では今も古代の戦王達の息吹が残っ

ている。

　軍団の戦士達を従わせるものはただ一つ。自分た

ちの心を捉えた戦王ないし、そうした人物だけであ

る。

　それ以外の一切に戦士達は従わない。そしてそう

した態度を不遜であるとして眉を顰める貴族達は多

い。

　二つ目の理由は、グラトリアはセウェルス氏族宗

家の出身だからである。

　グラトリア・ジルダ・セウェルス。

　それが彼女の名前だ。当然だが家名はない。グラ

トリアにとっては家名と氏族名とは一致するものだ

ひそ

425



からだ。彼女の伯父が現セウェルス公クラティスな

のである。

　その意味で他氏族とは言え、家格的にはルキアよ

り上と言えなくもないのだ。

　三つ目の理由が最も重要である。

　グラトリアは剣の聖者なのだ。アウラシールの地

方教団に『剣の神殿』というものがあり、そこが認

定するところの最高位の達人を『剣の聖者』と呼

ぶ。

　彼女は第八十三代短剣・小剣の聖者であり、四百

三十七人目の剣の聖者になるという。

　それがどの程度の意味を持つものなのかは、ルキ

アには度りかねるところがあるが、アウラシールに

あっては別である。

　ローゼンディア人にとっては三つ目の理由は小さ

いだろうが、アウラシールでは『剣の聖者』とは、

現人神のことを指すと言ってもいい程のものらし

い。

　例えばグラトリアはアウラシール都市国家の王達

を、いずれも呼び捨てに出来る立場なのだそうだ

が、これはローゼンディアで言えば、四大競技会で

の優勝者に準えられるだろうか。だとしたら確かに

凄いことになるだろう。

「アシュロスとガレオンは？」

はか

なぞら
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　ルキアは左右に目を転じた。グラトリアは黙って

中庭の奥を指さした。

　そこではアシュロスとガレオンの二人が小さな卓

を挟んで向き合っていた。賭け札をやっているよう

だった。

　近くには何とクリュスタも立っていて、ルキアに

気付くと嬉しそうに手を振ってきた。

「お姉様！」

　ルキアも笑顔で応じながら歩み寄った。

　アシュロスは癖のある金褐色の長髪をした偉丈夫

であり、庶民が着るような飾りのない亜麻布の服を

着ていたが、一目で貴族、それも戦場に立つ貴族と

いうのが看て取れた。

　そういう外見をしているのだ。その瞳には人の上

に立つ者特有の強さと厳しさがあり、その面差しは

逞しさと知性を兼ね備えていた。何よりその総体に

は品位というものが感じられた。

　対してガレオンは灰色の髪と髭をした筋骨隆々た

る大男であり、本人には悪いが山賊としか言いよう

のない外見をしている。

　見るからに山出し、そして獰猛そうであったが、

不思議と人を和ませる雰囲気というか空気を持って

いて、とても強そうだが、何故だか危険という感じ

はしない。
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　二人ともイスターリス戦士団の戦士である。

　であるから、何かしら王国騎士団に収まらぬ問題

というか事情を持っている筈なのだが、戦士団の戦

士達について口さがない貴族達の間でよく囁かれる

ような「落ちこぼれ」とか「無法者」とか、そうい

う悪い印象を与えるような感じはしない。少なくと

もルキアには一切感じられなかった。

　おそらくは圧倒的な暴力を飼い慣らしているから

だ。

　この二人は強い。それも多分、桁外れに強いの

だ。そしてその事をこの二人は当然のように受け入

れて、その上に寝そべるように安住している。

　その余裕が、自身の実力への信頼が、雰囲気と

なって現れているのだ。

　余裕があるので恐怖心がない。だから犯罪者や無

頼漢のように暴力を顕示する必要が無い。

　つまり不作法な殺気や獰猛さなど垂れ流す必要は

無いし、そもそもそんなものが出て来よう筈もない

のだ。

　獅子や熊は己の在り方に疑問を持たないであろう

が、それと一緒だ。

　言うなればこの二人は獅子であり、熊なのであ

る。多分人間よりもずっとそっちに近い。

「 閣 下 、 ま だ お 続 け に な る つ も り で ご ざ い ま す

はず

はず
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か？」

　慇懃無礼という口調そのままにガレオンがアシュ

ロスに問い掛けていた。

「このままでは閣下の美しきケツに生えたその輝け

るケツの毛さえも、我が手に収まることになってし

まいますぞ？」

「ふ……ふふふふ……ふふふ……」

　愚弄に対してアシュロスは目を閉じ、肩を微かに

顫わせて笑っていた。

「閣下のつるつるのケツを想像しただけで、ああ！

愚輩は悲しみのあまり笑いが止まりませぬ」

「そう言っているのも今の内だ。勝負は……最後ま

でわからぬものよ」

「物事はあきらめが肝心だと思いますぞ。ケツを労

れ。アシュロス」

「さあ続きを始めるぞ！」

　アシュロスは卓を叩いて大きな声を出した。

「あなたには悪いけれど、私もガレオンの言う通り

だと思うわよ？」

　ルキアはアシュロスの隣に立って微笑みかけた。

「や！　これは姫様。お見苦しいところを！」

　たちまちアシュロスはこめかみの青筋を消して振

り向いた。立ち上がって一揖する。

「お越しになられると知っていればこのような様は

ふる

いたわ

ゆう
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お見せ致しませんでした」

　つい今までの苛つきなど微塵も感じさせない、恐

縮したような様子である。その切り替えの見事さに

ルキアは感心した。

　これだけ見事に自分の心を支配できるのに、心理

戦の極致とも言える賭博でなんで負けるのだろう

か？　その点がまた不思議だった。

「いいのよ。ここにいる間は楽にしてくださいな」

「そうだぞ。姫様も前から言ってるじゃねえか。そ

れよりさっさと金払え」

「お前は黙っていろ！」

「負けたくせに態度でかいね。いかんなあ。だから

負けるんだぞ」

　まさしくそうねと、ルキアは胸の裡で同意した。

　怒ることは構わない。『正しき時に正しき作法で

怒る人は尊敬される』と古代の警句にもある。

　だが怒るのではなく、怒らされた者は必ず負け

る。

　今のアシュロスがまさにそうである。

「相変わらず不毛なことをやっているわねえ。大体

アシュロスって一回も勝てたことないのになんでガ

レオンと博打するの？」

　グラトリアが不思議そうに尋ねた。

「一度も勝てたことがないというのは取り消して貰

うち
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おう。私は何度もこの無礼者には勝っているし、こ

れから勝つつもりだったのだ」

「えー？　でも最後はいつもお金払ってるでしょ？

それって負けたからよね？」

「だから！　勝負の中では勝ったり負けたりを繰り

返すのであって、この私がずっと負け続けるなどと

いうことは断じてない！」

　アシュロスの鼻息は荒い。

「ああわかった。つまり最後はいつも負けるのね」

　グラトリアは微笑んだ。ふにゃりと笑みが浮かん

でくるというか、周囲に柔かい空気が拡がっていく

ような笑みである。

　思わず釣られて微笑んでしまいたくなる魅力が

あって、まるで赤子のような笑みだなとルキアは

思っている。

　結局アシュロスは次こそは……などと呪いの言葉

を吐きながら金を払った。

「二人とも暇はあるかしら？」

　グラトリアにも尋ねたことをルキアは聞いた。

「暇かと言えば……」

「特に予定は何も御座いませんが……」

「だったら、私がお芝居を見に行くのに付き合って

貰えないかしら？」

「芝居ですと？」
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「なんでまた？　役者なんかこの館に呼べばいいん

じゃねえのか？」

「たまには気分を変えて劇場に行きたいのよ」

「なるほど。色々と公務もあられるでしょうから

な」

　息抜きをしたいのでしょう？　そう考えたのであ

ろうアシュロスはうんうんと頷いていたが、ガレオ

ンは面倒臭そうな顔をしている。

「私は構いません。姫様のお供が務まるか不安では

ありますが、姫様のお望みとあらば」

「俺はいいわ。面倒くせえ」

　こうしたガレオンの態度こそ、この館の者たちの

眉を顰めさせるものだが、ルキアは全く気にならな

い。

　嵐神の末裔であるガレオンが、ゼメレス族のよう

にルキアに傅く必要はないのだ。

　とは言ってもこの男の場合、通常払われるであろ

う程度の敬意すら払っていない風に見えることが問

題視されているわけだが。

「そう？　一人だけ残るのは寂しくない？」

「大丈夫大丈夫」

　ガレオンは手を振った。

「そんな気遣う顔しなくっても大丈夫さ姫様。芝居

小屋はどうもな……苦手なんだよ」

ひそ

ド ヌ ス ヘ ー レ イ

かしず
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「なら無理には誘わないけれど……」

　ガレオンが付いてこないというのは予想していた

から別に構わない。

　ルキアはガレオンが大の芝居好きである事を知っ

ているし、皆と一緒に劇場に行きたがらない理由も

また知っているからだ。

　芝居を見に行くにあたって、この二人は特に絶対

に必要というわけではない。置いて行くのも少し気

がとがめるので誘ってみただけである。

　問題はグラトリアだった。彼女には一緒に芝居に

行って貰う必要がある。来てくれないと困るのだ。

「それでグラトリアはどうなの？」

「わたしぃ？」

　グラトリアは寝椅子に横たわって寛いでいる。こ

うしていると高級な猫か何かのようだ。

「そうねえ……行ってもいいわよ？」

「なら決まりね」

　素早くルキアは手を叩いた。

「では三人でお芝居を見に行きましょう！」

「お姉様!!」

　いきなりクリュスタの大声が耳に飛び込んでき

た。

「……何かしら？」

「どうして私を誘ってくださらないのですかっ？」

もら

くつろ
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　クリュスタはルキアの手を取って訴えてきた。

「別にそんなつもりはないわよ？」

　あなたを連れて行くと色々と問題が起きそうだか

らよ、とルキアは本音を声に出さずに言った。

「それにあなたは神殿に行くお勤めがあるでしょ

う？　お芝居は夜だから一緒に行くことはできない

わ」

「行きます！」

「……はい？」

「私はお芝居に行きます！」

　待て待て。お勤めは公務なのよ？　それはゼメレ

ス族貴族にとっての義務なのよ？

　あなたはその義務を放棄しようと言うの？

　ルキアはそんな風に思ったが、考えを言葉に纏め

ようとするよりも早くクリュスタがまくし立ててき

た。

「神殿なんか一度くらい行かなくてもどうにでもな

ります！　それよりお姉様とお芝居を見に行きま

す！」

「それは……」

「一緒に行きます！」

　クリュスタの顔が紅潮してきた。まずい兆候だ。

もちろん強く言えば彼女は諦めるだろう。だがそこ

までしてクリュスタを排除するほどの計画でもな
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い。

　ルキアは頭の中で計算を始めた。

「いいんじゃない？　芝居なんかいつでも行ける

し。神殿に行けば？　やっぱり勤めは大事だと思う

し」

　グラトリアがそう意見すると、クリュスタは眼を

剥いてグラトリアを見た。

　その小さな体からは、怒気のようなものが揺らめ

いて立ち上るようにも見えた。

　――ああ……まずい。

「なんだっ！　お前！　いつも寝ているだけのくせ

に！」

「いや、それは関係ないと思うけど……」

　いきなり怒鳴られてもグラトリアに動じた気配は

もちろんない。

「私とお姉様の話に口を挟むな！」

「私は意見を言っているだけよ。何も強制するつも

りなんかないし」

　しかしそんなグラトリアの、いつも通りの長閑な

口調は逆効果であったようだ。

　火に油を注ぐがごとく、クリュスタの怒りを煽り

立てる結果にしかならないようだった。

「だまれだまれ！　だまれっっ!!」

　グラトリアを指さしてクリュスタは叫んだ。もう

の ど か
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叫んでいることに気付いてもいないだろう。

「……こっちの姫様は血が濃いなあ」

　ガレオンが呟く。それは「貴族としての血が濃

い」という意味で、その言葉は同情を含んではいる

が、差別的でもあった。

　王侯貴族というものは通婚の過程で選べる選択肢

が少ない場合が多い。

　財産や因習や、権力闘争上の事情からそうなるわ

けだが、そのため、血が濃い場合が多い。

　貴族用の学院など、一つの学級の全員が親戚同士

だったという場合もあるくらいだ。

　しかしできれば血というものは薄い方が良いの

だ。これは牛馬に羊、家禽など、家畜を飼育してい

る者達からすれば常識である。

　血の濃さは病気に対する抵抗の弱さや、その他の

問題を生む。そして人間もその法則からは逃れられ

ない。

　血が濃くなった結果、王侯貴族の中には変わり者

が生まれてくることがある。

　そこには様々な特性が顕れてくる。外貌はもちろ

ん、性格、才能、知性の高低。

　多くの場合、「血が濃い」という言葉は良い意味

では使われない。

　例えばルキア自身は、それが外見に顕れた場合だ

か き ん
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とよく言われてきた。

　姫様はそんなに血が濃いというわけでもないとい

うのに……残念そうにそう言われてきたのだ。

「……そういう言い方はやめてください」

「ああ、失言だったな。すまん」

　はっとしたようにガレオンはルキアに頭を下げ

た。

　クリュスタの叫びは続いていた。

「だまれっ！　お前なんか雪の中で麺でも食って

ろ!!」

　その一言でアシュロスとガレオンは噴き出した。

「……今の発言は全ての戦神の末裔を敵に回したわ

よ？」

　むっくりとグラトリアが起き上がる。

　戦神の末裔が支配する極東地域は雪が多い。

　そしてローゼンディアの東部地域と南部沿岸地域

ではよく麺が食べられるが、極東部のイオルテス地

域では特に好まれる。

　ただ一口にイオルテス地域といってもかなりの広

さがあり、全てが豪雪地帯というわけではない。大

部分は山岳地帯と内陸の高原なのだ。

　けれど戦神の末裔の領地であるデルギリアには、

事実はともかく、一般には豪雪地帯という印象があ

る。

イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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　そこの住民は年がら年中麺を食べているので、事

実雪の中で麺を食っているわけだ。

　クリュスタの発言は的確であった。

　そして本当のことを言われると人間とは怒るもの

なのだ。

「その言葉はイオルテスでは喧嘩を売ってるのと同

じなのよ！」

「だからどうしたっ！」

　なおトラケス地域も東部域なので、ゼメレス族も

よく麺を食べるが、イオルテス人ほどではない。

　何よりトラケス地方には、王国三大料理、七大料

理、十二大料理、どんな選び方をした所で必ずその

名が挙がる伝統のトラケス料理がある。

　悲しいがイオルテスにはそれがない。イオルテス

料理というものはある。あるが、それは王国を代表

する料理とはされていない。しかも、どちらかとい

うと馬鹿にされている。

「王国の郷土料理を百まで数えれば、さすがにイオ

ルテス料理も入るかも知れぬ」などと言われている

のだ。

　この事をイオルテスの人々はよく知っており、胸

を痛めているのだが、さりとてどうにもならない悲

しさがあった。

　そもそもイオルテスではその風土上、多彩な料理
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が発達する余地が少ないのである。

　戦神の末裔達は決して、ヴァルゲン人のように

「味覚が存在しない」とか、「食えるものなら何で

も、石でも砂でも食う」とか言われているわけでは

ない。そんな連中とは違うのだ。

　しかしだからと言って、ゼメレス族のように異常

なまでに食事に情熱を注ぐわけでもない。その興味

の中心は弓馬と刀槍にあるのだ。

　何よりイオルテス地方では調達できる食材が大分

限られている。そのことが料理の発達する余地を大

きく削るのは言うまでもない。

　確かにイオルテス人は年がら年中麺を食べてい

る。

　それは事実である。宴会の時の大皿など、その半

分以上、いや七割方が麺類になる。

　それでもその名誉のために言っておくと、食べる

ものが麺しか無いわけではない。

　肉はもちろん食べるし、小麦粉の生地で具材を包

んだ包子と言われるものも麺同様に主菜になる。饅

頭という蒸したパンもある。

　面白いのは麺も饅頭もトゥライから伝わった食べ

物であり、元々のローゼンディアの料理ではないと

いう事実である。

　つまりセウェルス氏族も、昔は別の料理を食べて

イ ス タ リ ヘ ー レ イ

ポフォイ モー

ロ

モ ー ロ

439



いたらしいのだ。

　しかし、東方デルギリアに領地を持ったのが運の

尽きというか巡り合わせというか、今となっては王

国屈指の麺食い氏族になってしまっているのであ

る。

　饅頭もある。包子もある。

　だがそれでも一番人気があるのが麺だ。

　ゆえにイオルテス人は年がら年中麺を食べること

になる。

　この館に居てもグラトリアは麺ばかり食べてい

る。それも幸せそうにゆっくりと食べる。見ている

だけで和むような食べ方をする。

　彼女は基本的には三食麺なので、クリュスタの発

言は間違いどころか、正しいと言って良い。

　それにしても全戦神の末裔を敵に回すとは、実に

恐ろしい発言である。

「お前なんか棒を振り回すか、麺を食べるかしかし

ないじゃないか！　お芝居なんて観に行かなくてい

いんだっ！」

「ねえ……あなたひょっとして私のことを麺だけ食

べてる戦闘狂みたいに思ってない？」

　うんざりしたようにグラトリアが尋ねると、意外

なことにクリュスタはいきなり叫ぶのを止めた。

「違うの？」

モ ー ロ ポフォイ

イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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　そして心底不思議そうな顔をしてグラトリアに問

い返した。

「傷つくんだけど!!」

　今度はグラトリアが叫んだ。悲しそうだった。一

つだけの青い瞳が潤んでいた。

「なにそれ!?　ひどいんだけど！　取り消してよ！」

「だってそうじゃないか！」

　グラトリアは両拳を振って反論したが、クリュス

タは取り合わない。相変わらず叫びながら、負けじ

と大きく手を振って否定している。

　その構図にルキアは頭を抱えたくなった。何こ

れ。なんでこうなるの？

　アシュロスは必死に笑いを噛み殺しており、ガレ

オンは大笑いしている。

　この三人は大人だ。だからクリュスタの勘気も理

解しているし、このゼメレス館の中に限って言えば

問題になることはないと思っていたが、意外な伏兵

が隠れていた。

　まさかそれが麺とは。

441



第七章

　横になって額に濡れた布を当てていると少し気分

が良くなってきた。

　首の下にも水を入れた皮袋を置いてある。

　こういう時は首の太い血管を冷やすのが良いとい

う大伯母イネスの言葉によるものだが、確かに効果

的な気がする。

　まったく我ながら呆れた話である。湯でのぼせて

しまうなんて。

　あれはシフォネがいけないのだ。答えにくいこと

をしつこく聞いてくるのが悪い。

　助け出された後、商館の使用人たちによって自室

に運び込まれたアイオナは、天井の絵をぼんやりと

眺めながらそう思った。

　天井画は祖神トリュナイアである。

　客間である三階には海神ゼーフルの天井画がある

が、これはもちろん宿泊者の目を楽しませる為で

あって、本来ならばメルサリス家の使う四階には豪

華な天井画など必要ない。

　メルサリス家には浪費家はいない。奇人の父でさ

え、倹約を心掛けている。

　まあそれも「通常は」、であるが。

　いきなり発作のように妙な買い物をする癖が父
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ファナウスにはある。

　そういうわけなので、本来ならば家族が使う四階

には天井画などない筈なのだ。

　アイオナの両親は二人揃って、石造りよりも木造

の建物を好む。

　これはカプリア地方の人間としては珍しい部類に

なる。

　カプリア地方の建築物は石造りが主流であり、木

造建築は余り見られない。

　中心となる部分は石で作り、木材はと言えば用途

別、または装飾的に使われる事が多いのだ。

　ところが二人とも石よりも木の方が好いという感

性を持っている。

　特に母のエリーデにはその傾向が強い。彼女は植

物が好きで、どうにも石の建物は好きになれないの

だ。南国趣味というのか、緑のものを好み、自宅に

は多くの花や樹がある。

　父ファナウスは動物を好み、母エリーデは植物を

好むのだ。

　そして二人とも命を大切にする。だから生き物そ

れぞれの生活・生育環境をなるべく維持しようとす

る。

　つまりは巨大な温室を作り、その中に南国の木が

生え、猿や猫科の猛獣が歩いているのだ。

はず

よ
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　その結果カプリアの自宅は野趣溢れるというか自

然傾向過多というか、微妙な感じの邸宅になってし

まった。

　悪いとは言わない。アイオナだって自宅は落ち着

く。

　ただ少々度が過ぎている気はする。

　とにかくそんな感性というか、事情によって、こ

の商館もまた木造建築である。

　だから天井を見れば木目を睥むことになる筈なの

だが、この部屋、つまりアイオナが自室として使っ

ている四階の天井には、何故か見事な女神トリュナ

イアの絵が描かれている。

　これには理由があり、とある絵師に仕事をさせる

為に註文したものだという。

　詳しい話は知らないが、どうも両親の馴れ初めに

関わっているらしい。

　父も母もその内容を教えてくれないので事情は解

らない。

　だが、いい絵だと思う。とても。

　扉が敲かれる音がしたのでアイオナは目を向け

た。きっとシフォネだろう。

「どうぞ」

　声を掛けると、何と入って来たのは父ファナウス

だった。

にら はず

な そ

たた
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「具合はどうだ？　風呂でのぼせたそうだな」

　ファナウスの言葉には心配した様子があり、アイ

オナはそれを恥ずかしく感じた。

「はい。この歳になってこんなことになるなんて…

…恥ずかしいわ。まるで子供のようです」

「そんなことはないさ」

　ファナウスは笑って否定した。

「大事無いならいい。ゆっくり休みなさい」

　そう言ってすぐに出て行こうとするファナウスを

アイオナは引き止めた。

「 何 か お 話 が あ っ て い ら し た の で は な い の で す

か？」

「うん。まあそうだが……話せるかね？」

　アイオナが頷くと、ファナウスは近くに寄ってき

て椅子を引いて腰掛けた。

「公衆浴場はいかがでしたか？」

「最高だった」

　ファナウスは満面の笑みを見せた。

「ハドルメニス先生が来ていてな。まあ婿殿は運の

尽きだ」

「まあ」

　アイオナは笑った。意味が判るからだ。

　接骨医のハドルメニス・アプティオスはディブロ

ス市内に治療院を構える名医だが、場合によっては

カ ラ シ ュ ハ ル
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拷問にも等しい治療をするので有名だ。

「先生は、婿殿は毒か何かに大分内臓をやられてい

ると言っていたぞ」

　その言葉にアイオナはひやりとした。

「……ええ、命を狙われたんです」

「穏やかじゃないな」

「はい」

　そこで再びアイオナは、あらかじめダーシュと打

ち合わせておいた筋書き通りの説明を始めた。

　ファナウスはそれをじっくりと聞いていた。

　時々質問をしたが、聞かれて困るような質問はさ

れなかった。

　あくまで話の流れを確認するためのものだったの

で、特に遮られることなくアイオナは話し終えるこ

とが出来た。

「なるほど」

　全て聞き終えるとファナウスは頷いた。

「判っていただけましたか？」

「うん。よく判った」

　アイオナは内心ほっとした。この父親さえ納得さ

せてしまえば大丈夫だ。

「しかし困った事になったな」

　ファナウスは頤を掻いた。

「何がですか？」

さえぎ

うなず

あご
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「いや、まさかお前が結婚しているとは思わなかっ

たのでな……これは面倒なことになりそうだ」

　そうだ。その事はアイオナも気になっていた。

　朝に港で船を迎えた時にもそんな風な感じがあっ

た。

　商館に来てからも大伯母の様子には以前とは違っ

たものがあったし、何か自分の知らないところで事

件が起きているのは確かなのだろう。

「あの……父様、何かあったのですか？」

「ああ、あった」

　あっさりとファナウスは認めた。

「だが儂の口からそれを話して聞かせるわけにはい

かん。母さんとの約束があるからな」

　母様と？　いったい何の話だろう？　アイオナに

は想像も付かなかった。

「だがまあ、とにかく驚いたぞ」

　そう言ってファナウスは大きな笑顔を作った。ア

イオナにずいと身を寄せてくる。

　大きな声では話しにくいのか、耳元に顔を近づけ

てきた。

　人に聞かれては困る話だろうか？　でもここは四

階だし、今は父と自分しかこの部屋にはいない。ア

イオナは少し不思議に思った。
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「……まさか儂の娘が王族になるとはな」

　それは時間を止める一言だった。

　アイオナは息を呑んだ。強烈な一撃に言葉が出て

来ない。

　何か言うべきだろうか？

　いや、焦って口を開けば逆に怪しいかも知れな

い。

　しかしここで黙っていれば相手に観察と思考の時

間を与えることになる。

　父様相手にそれは物凄くまずいことだわ……そん

な思考が頭の中を駆け回る。

　胸がどきどきする。考えが纏まらない。

「アイオナ、瞬きを忘れてるぞ」

　……横で父様が何か言ったが聞こえない。いや、

聞こえているが意味が判らない。

　やはり何か言い訳をした方が良いだろうか？

　しかし、おそらくもう父様は全てを知っているの

だ。そう観念しかけてアイオナは思い直した。

　いやそれはあり得ない。それはないのだ。

　状況から言ってそれはない。ヒスメネスは何も書

いてきてないと船の上で聞いた。

　父様はそういうことでは嘘は言わない人だ。多分

それは本当。

めぐ

まと
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　だとすれば鎌を掛けているのか？

　そう思って父親の様子を見ると、ファナウスは椅

子に深く坐り直して、卓の上から水注ぎを取ってい

た。器に水を注いでいる。

「飲むか？」

　たった今とんでもないことを耳打ちしてきた癖に

そんな事を聞いてくる。

「水を飲むと落ち着くし、考えも纏まるだろうし

な」

　実に何でもない様子であり、重要な話をしている

とか、これからしようとしているとか、そんな気配

は見られない。

　こういう人なのだ。だからといって常に落ち着い

ているというわけでもない。妙な理由や理解不能な

ことが原因で慌てることもある。

　言うなれば一般とは感覚が少しずれているのだ。

要するにそれがファナウスという人であり、つまり

はいつもどおりの父様なのだった。

　それを確認してアイオナは逆に覚悟が決まった。

一度深呼吸した。

「始めに言っておきますが」

「うん」

「話せることと、話せないことがあります。それは

承知して下さいね？」

つ

まと
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「うん」

　頷く父ファナウスの目を見つめる。いつもながら

思うが子供のような目をしていると思う。何か面白

いことが無いかいつも探している目だ。

　そして、この目に騙されてはいけない。

　父はアイオナが知る限り、最も深い知性を持つ人

間だ。奇人ではあるが。

　紛れもなく天才の部類に区分けされる人物だと

思っている。身内の贔屓目を差し引いてもそう思

う。奇人ではあるが。

　だから油断してはならない。細心の注意をもって

話をする必要がある。

　アイオナは父の目を見て話し始めた。今度は本当

の話だ。

　ただし、気分的に話したくないことや、ダーシュ

の、とても個人的な事情に関すると思える部分は話

さない。

　そして嘘は交えない。嘘を入れると話全体の整合

性に歪みが生ずる。後になってそこを尋ねられると

大打撃になるからだ。

　よってこれまでの事情については全容を、包み隠

さず話すことにした。

　父親の側にも何か問題というか事情があるようだ

し、正しくこちらの状況を知って貰えれば何か自分
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には思いつかない対応策を出してくれるかも知れな

い。

　なんと言っても自分の父親はファナウス・ディア

ス・メルサリスなのだ。

　必ず何か知恵を出してくれる筈だ。

　理想を言えば、ここはお互いの情報を出し合って

相談すべきだと思うのだが、あちらの側の事情につ

いては、どうも母様が口止めをしているらしいから

それはできない。

　無論意地悪でないことは判っている。判っている

というか信じている。

　しかし一体、何だろう？

「ふーむ。やっぱりダーシュ王子か。顔立ちは変

わってないから、そうだろうとは思ったんだがやっ

ぱりな。生きていたか」

「確信があって仰ったのではないのですか？」

「ほぼ確信はしていた。初めて会った時からな」

　やはり恐ろしい人だと思った。

「ダーシュはなんと言っていましたか？」

「最初にお前から聞かされたような内容を喋った

よ。お前よりもずっと自然な様子でな。なかなかの

役者だぞ。あいつは」

　公衆浴場で聞かされたのだろう。そう言ってファ

ナウスは笑った。

はず

カ ラ シ ュ ハ ル

451



「ふうむ。ザハトとやらは面白いな。会ってみた

い」

「とても危険な人ですわ」

「うん。面白そうな奴じゃないか」

　何でも面白そうかどうかで物事を考えるのは父親

の悪い癖だと思う。しかもその危険性を自覚しない

のだ。

「敵には容赦しない人だとダーシュが言っていまし

た」

「アウラシール人なら普通じゃないか？」

　何を言ってるんだという顔をしている。

　この人はいつもこの調子なので、話していると

段々この妙な空気に飲まれていくことがある。

　そうなると逆に、自分の方が怪訝しいことを言っ

てるのではないかと思わされてしまうのだ。

「まあとにかくザハトは面白そうだ。それは置くと

して、問題は暗殺者だな」

「はい」

　アイオナは表情を硬くした。

「するとお前は暗殺者の姿を見ていないのだな？」

　ファナウスはダーシュが襲われたときのことにつ

いてだけ質問をしてきた。

「はい。もう逃げてしまっていたようです」

「市場の連中は何か言っていたか？」

お か

ガ ズ ー

ガ ズ ー
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「それがよくは……いきなり刃傷になったらしくて

……」

「そうか」

　ファナウスは考え込むような目をしている。何か

気になる事があったのだろうか。

「重要なのはどこの結社の暗殺者かということだが

……ま、それは儂の方で調べてみよう。ああそう

だ。うん。良いことを思いついたぞ！」

　ファナウスは手をパンと打ち鳴らした。

　アイオナは嫌な予感がした。

「あの子は昔から「良いことを思いついたぞ！」と

言っては碌でもないことばかりしてきました。気を

付けるのですよ。アイオナ」

　そんな大伯母の言葉が蘇ってきた。

　ファナウスは腕を組み、暫く一人で頷いていた

が、急に立ち上がったかと思うと部屋の中を歩き出

した。

　何か考えを纏めていると判っているのでアイオナ

は声を掛けなかった。

「よし。今から出掛けてくる。後の事は任せる。あ

あそうだ。夜までには帰ると思うが、どうなるかわ

からん」

にんじょう

ガ ズ ー

よみがえ

しばら
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「ええ??」

　アイオナは驚いた。夜には宴があるはずだ。

　商会の面々と、あと付き合いのある人たちを招い

て、無事到着したことを祝っての宴だ。

　そこにファナウスが居ないでは始まらない。

「まあなんとかなるだろう。ああそうだ。部屋の前

でお前の王子様が待っているぞ」

　王子様？

　一瞬言われて意味が判らなかったが、理解した途

端、顔が熱くなってきた。

「なっ、な……!!」

「お前が湯中りしたと聞いて心配していたぞ。しか

し儂の方により優先権があるとか何とか吐かして

な。今はそれ、その扉の向こうで待っておる」

　ファナウスはそう言って扉を示した。

　その向こうにダーシュが居るのだと思うと、落ち

着かない気持ちになってきた。

「ほほう」

　そんなアイオナを見てファナウスは感心したよう

な、意外そうな顔をした。

「とにかく儂は出掛けてくる。それとな、マルガレ

アが来ているから後で会ってやるといい」

「マルガレアが？」

　これまた意外な事実だった。マルガレアは母とい

あた

ぬ
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つも一緒の筈だ。それが単独でディブロスに来てい

るなど考えにくい。

　母様がマルガレアを一人にして置くはずが無いの

だ。一体何があったのか？

「まあなんとかなるだろう。ああそうだ。夜までは

お前も時間があるからシフォネを連れて市内見物に

でも出たらどうだ？　それともその様子では駄目か

な？」

「ちょっと待って下さい。それより夜には宴がある

でしょう？」

「うん」

「それはどうなさるんですか？」

「大丈夫だろう。多分」

　本当に大丈夫なのか？　アイオナは不安だった。

　大丈夫だと言って、常に大丈夫なら文句は言わな

い。

　しかしこの父親は「大丈夫だ。無問題」とか言っ

て、事態を崩壊させてしまうこともままあるのだ。

凄く不安だった。

「公衆浴場で見たが世界座がここに来ているぞ」

「本当ですか？」

　それにはアイオナも興味を惹かれた。個人的に注

目している一座なのだ。

「あら、でも座長のデトレウスは監獄に入れられた

カ ラ シ ュ ハ ル
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と聞きましたが……」

「出てきたんじゃないか？　それか別の座長が率い

ているのかも知れん」

　別の座長では余り期待はできない。あの一座はデ

トレウスあってのものだからだ。

「広告を見た感じでは近い内に公演を打つようだ

な。まあ芝居が始まれば噂が流れてくるだろうか

ら、そしたら観に行くことにしよう」

「ちょ、ちょっと待って下さい！」

　アイオナは慌てた。マルガレアの事といい、どう

してこうも話が飛ぶのか。

　いつもながらの話だが、父ファナウスは複数の内

容を一度に伝えてくることが多い。

　多分、思いついた順に話しているだけだろうが、

聞いている方は困ってしまう。複数の情報が一度に

襲ってくるので混乱するのだ。

　しかもファナウスは頭の回転が速いものだから、

話の速度について行けなくなることがあるのだ。

「おそらくもっと詳しい話が劇場に行けば判る筈だ

が……今の儂には無理だ。急用ができた。というか

実は元から存在していた急用と言うべきかな？　言

葉としては変だが、とにかくそういう感じだ。だか

ら世界座のことはお前に任せる。頼んだぞアイオ

ナ」

はず
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「え？　え？　ええ!?」

　返事を聞かずにファナウスは部屋を出て行った。

かなり急いだ感じがあったから、このまま飛び出す

ように商館を出て行ってしまうだろう。

　どうすればいいというのだ。まだ到着したばかり

ではないか。一緒に来た商会員のこととか、積み荷

の細かい話とか、色々あるだろうに。

　アイオナは途方に暮れたが、悲しいことに自分の

他にはこの事態を収拾できる人間が居ないことも

判っている。とにかくやるしかない。

　仕方なく寝床から起き上がった。まだ少しだるい

が大丈夫。動けそうだった。

　ファナウスが注いでくれた水を飲んだ。冷たくて

美味しいと思った。

　一息吐くと、控えめに戸を敲く音がした。

「どうぞ」

　ダーシュが部屋に入ってきた。

　父の言った通りだ。部屋のすぐ外で待っていたの

だろう。

　ダーシュの顔を見ると父の言葉が蘇ってきた。

　――部屋の前でお前の王子様が待っているぞ。

　顔の火照りも蘇りそうになって、アイオナは努め

て顔を緊縮めた。

「岳父殿はどうしたのだ？　なんだかやけに急いで

たた

ひ き し
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出て行ってしまったが……」

「気にしなくていいわ。たまにあるのよ……いや、

ええと、結構あるという方が正しいかも」

「どういう意味だ？」

　ダーシュは不思議そうな顔をしたが、そのまま側

まで歩いて来て近くの椅子に腰を下ろした。今さっ

きまで父ファナウスが坐っていた椅子だ。

「湯中りしたと聞いたが大丈夫なのか？」

　その言葉を目にすると、また顔が熱くなってくる

のを感じた。

　いい歳をして湯中りをしたなんて馬鹿にされるか

も知れない。

「馬鹿にするつもりなんでしょう？」

　先回りして言ってやると、ダーシュは苦笑いして

肩を竦めた。

「まさか。俺も散々な目に遭った」

「ハドルメニス先生に会ったそうね」

　そう尋ねると、途端にダーシュは苦い顔になっ

た。

「……あの医者は拷問吏としか思えぬ」

「みんな最初はそう言うのよ。でも本当に名医よ」

「ああ、そうらしいな」

　ダーシュはまだ渋い顔をしている。

「どうしたの？」

すく
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「……時々来いと言われたよ」

　アイオナは笑った。

「笑うのは酷いな。俺の身にもなってみて欲しいも

のだ」

「ごめんなさい。でもなるべく行った方がいいわ。

ジビノス先生も、このままでは治るまで時間が掛か

るって仰っていたし」

「ああ」

「大丈夫よ。一緒に行ってあげるから」

　ダーシュは諦めたような顔をした。

「避けて通れるものなら避けたいものだが……」

「あなただって早く元気を取り戻したいでしょ？」

「今でも十分元気だと思うがな」

「そう？　でもハドルメニス先生はなんて仰ったの

かしら？」

　通って来い、そう言われたんでしょう？　わざと

遠回しにアイオナは指摘したのだ。

　ダーシュにもそれは判っている。ゆえにまたダー

シュは渋い顔をした。図星を指したらしい。それを

見てアイオナはまた笑った。

　ところがダーシュは不満そうな顔も見せずに、

じっとこちらを見ている。

　アイオナは急にむず痒いような気分になった。

「ダーシュ！」
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「いきなりなんだ？」

「そ、それでね、あの……ちょっとまずい事になっ

たかも知れないの」

「だからなんで、それでね、なんだ？　話が繋がっ

ていないではないか」

「いいから話を聞いて」

「まあ待て。今まで横になっていたんだ。そう興奮

するな」

　ダーシュはアイオナを手で制した。

「それにお前の言いそうなことなら判っている」

「へえ？　そう？　なら言ってみてよ」

「岳父殿に俺たちの事がばれた」

　ダーシュはあっさりとした口調で言ったが、アイ

オナの方は息が止まった。

「お前な……どうしてそう判りやすいんだ。店はお

前が継ぐという話だが本当に大丈夫なのか？　ヒス

メネスに継がせてお前は手を引いた方がいいんじゃ

ないか？」

「大きなお世話よ！」

「だから興奮するな」

　ダーシュはどうどう、とでも言いたげに両手を前

に出してアイオナを宥めた。

「またそんな風にして馬鹿にして！」

「馬鹿にはしてないさ。心配してるだけだ」

なだ
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　だからそれが馬鹿にしてるって言うのよ。そう言

おうとしたが言えなかった。

　ダーシュが身を乗り出してきたからだ。

「落ち着け。今の今まで横になっていたんだぞ。ほ

ら、顔だって赤いだろうに」

　そう言われると、その言葉でまた顔が熱くなって

くる。熱くなってくるのを感じた。

　指摘されて意識したからだ。きっとそうだ。でも

それだけだろうか？

　ダーシュは手を伸ばしてアイオナが横になるよう

促してきた。

　仕方なくアイオナはまた横になった。起きようと

思っていたのに。

「それでいい」

「こっちは良くないんだけど」

「そう言うな。では話を聞こうか。どんな風に岳父

殿にばれているんだ？」

　横になると確かに気分が落ち着いてくるのを感じ

た。アイオナは父親に話した内容を整理し、注釈を

加えてダーシュに伝えた。

「ふむ。なるほどな」

　ダーシュは腕を組んでいた。考え込んでいる様子

だった。何か言うかと思っていたのだが何も言わな

い。暫くそうしていた。
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「ダーシュ？」

「ああ、すまん」

　言われて気付いたようにアイオナを見た。そして

ふっと笑った。

「確かに、お前の父親は大した男のようだ。少し

判ってきたよ」

「岳父殿じゃないの？」

「岳父殿さ。ただ、そうとばかりも言っていられな

いかも知れんな」

　アイオナにはいまいちダーシュの言葉の意味が判

らなかった。

　　　＊

　荷物については船から降ろす時に数や重さの検品

は済んでいる。

　後はまあ、処分を急ぐ物や、特別な事情のある商

品など、気になる物を確認するだけだが、どうして

も必要な事というわけではない。

　これも商会の者達に任せてしまって問題ないの

だ。

　だから荷物を見に行くのはアイオナの気分の問題

と言えた。

　それに積み荷の詳細な事情について知ろうとする
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ならば、父ファナウスと一緒にやって来た手代の商

会員から話を聞く必要があるのだが、それとて全て

を知っているかどうかは判らない。

　全てを知っている人は今さっき飛び出してしまっ

たのでどうしようもない。

　しかも飛び出した理由は「良いことを思いつい

た」である。頭が痛くなってくる。

　商会の一階、店の奥で手代から話を聞いている

と、ダーシュが近づいてきた。

「本当にもう動いて大丈夫なのか？」

「ええ、もう平気」

「そうか。ならいい」

　ダーシュの顔に僅かだが、安堵を感じさせるもの

が浮かんだのをアイオナは目にした。するとまたむ

ず痒いような気分になった。

「あなたこそ、元気になって貰わないと」

「俺はもう十分元気だが」

「はいはい。それはハドルメニス先生の所へ行って

から聞くわ」

「……気が重いな」

　ダーシュは嫌そうな顏をした。それを見てアイオ

ナは微笑んだ。

「アイオナ」

　上から降りてきたシフォネが、こちらを見付けて

わず
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近づいてきた。

「もう動けるの？　ごめんなさい。無理をさせて…

…」

「いいのよ。もう大丈夫」

「お部屋に伺おうと思ったのよ。でもお祖母様が

そっとして置いた方がいいと仰ったの」

「ええ、ええ判るわ。気にしないで」

　微笑みかけるとシフォネはほっとしたような顔に

なった。

「それであなたはどうするの？　夜まで時間がある

でしょう？」

「ええ、お祖母様が宿泊先を見ておきたいと仰るの

で、一度そちらに行ってからここへ戻って来ようと

思っているの。夜には宴があるのよね？」

　その問いにアイオナはすぐには答えられなかっ

た。

「アイオナ？」

「うん。宴はあるわ。宴は開かれるべきよね。食材

も無駄になっちゃうし」

「アイオナ……言っていることが変よ？」

「大丈夫よ。宴はあるわ。それよりもし時間がある

なら市内見物に行かない？」

「市内見物？」

「ええ。なんと言ってもここはディブロスよ。珍し

うかが

464



い物が一杯あるわよ」

「それは素敵ね」

　シフォネが顔を輝かせた。故郷のマンテッサと、

ここディブロスでは都市としての規模が違うという

のもあるが、何よりもここは異国情緒あふれる場所

である。

　規模以前に都市としての貌が違うのだ。

「それと父様から聞いたのだけれど、世界座が来て

いるそうよ」

「本当？　それは是非観に行きたいわ。今は何を

やっているのかしら？」

「まだ公演は始まってないらしいわ。けど近い内に

始めるそうよ。とにかく一度劇場に行ってみればい

いわよ。それで何をやるのか判るだろうし。でも、

世界座なら何をやっても外れはそうないでしょう」

「そうね」

　二人がそんな会話をしていると大伯母イネスも上

から降りてきた。

「アイオナ。もう動いて大丈夫なのですか？」

「はい。お蔭様で回復いたしました」

「そうですか。ですがまだ無理をしてはいけません

よ」

「はい」

「私たちはこれから宿泊先の家の方へ向かいます。

かお
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夜には戻ります。お前も一緒に来ますか？」

「大伯母様。実はわたくし達は劇場へ行こうかと話

していたのです」

「劇場へ？」

　大伯母は怪訝そうな顔をした。

「はい。大伯母様もご存知でらっしゃいます世界座

が、このディブロスへ来ているようなのです。近々

公演を始めるというので、何をやるのか調べに行こ

うと思いまして」

「まあ。それは……」

「夜までは時間がありますし、せっかくなので……

シフォネにディブロスを見せてあげたいと思います

し」

「仕方がありませんね。そういうことなら。いいで

しょう。行ってらっしゃい」

　アイオナとシフォネは小さな歓声を上げた。

「あなたはいいとして、あなたの夫はどうするので

すか？」

　大伯母はダーシュに目を向けた。シフォネと話し

ている間ずっと黙っていたのだ。

「あなたも大姪と孫の市内見物に付き合うのです

か？」

「そうですね。ここは人も多いですし」

「治安に不安でも？」
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「いえ、治安は良いです。ですがなにしろとても人

が多い。言葉が通じない者達もおります。夫として

は付いていくのが当然だと考えます」

　ダーシュの返答に大伯母は微笑んだ。

「なら三人で行かれるといいでしょう。私はそれま

で休んでおりますから。夜にこちらでまたお目にか

かりましょう。ではごきげんよう」

　大伯母は馬車を用意して待っているケルスの元へ

と歩き去って行った。

「颯爽とした方だな」

「そうなのよ」

　ダーシュの感想に答えていると、シフォネに袖を

引かれた。

「市内に出るのならこのままの恰好では行けない

わ」

「大丈夫よ。あなただって服は持ってきているで

しょう？　他に要り用のものがあればわたしのを貸

すわ」

「そう言ってくれると助かるわ。じゃあ早速準備し

なくちゃ」

　そんな話をしていると商館の裏手が騒がしくなっ

てきた。何か荷物が来たようだった。

「来たわね」

　アイオナは呟いた。予想していたものが、予想し
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ていたものたちが来たのだ。

「シフォネは先に部屋に上がっていて。わたしは

ダーシュに紹介しなくちゃいけないから」

「え？　ええ、わかったわ」

　何故だかシフォネは微妙な顔をして階段を上がっ

ていった。

「何があるんだ？」

「前に話したでしょ？　父様が動物を連れてくるっ

て」

「それか」

　アイオナとダーシュは商館の裏手に回った。倉庫

の一つまで歩く。

　そこには商会の人たちと、荷渡しのための男衆が

来ていて、幾つかの木の箱が置かれていた。

　結構広い倉庫だが、何故か荷物が詰め込まれてい

ない。まだまだ多くの物が置ける空間があった。

「ご苦労様」

「お嬢さん。これで全部ですぜ」

　屈強な男衆の一人がそう言って、一覧が記された

目録を差し出してきた。

　アイオナは内容にさっと目を走らせると、署名を

して懐から印章を出し、印を捺した。

　すでに辺りには動物の臭いが立ちこめ始めてい

る。

お
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　箱には檻が付いていて、一目で中に獣が入ってい

ると知れた。

「おうっ、旦那様」

　危うく王子様と言い掛けたに違いないホイヤムが

そこに居た。

「ああホイヤム。どうした？」

「はい。何か動物が到着したと聞いたので見に来た

のでございます。一体なんでしょうか？」

「ここの主人が飼ってる猛獣の類らしい。馴らされ

ているとは思うが不用意に近づくな」

　ダーシュの言葉にホイヤムはぞっとしたような顔

になった。

「じゃあ檻を全部外して」

　アイオナがとんでもないことを横にいる商会員に

命じている。

「おい。大丈夫なのか？」

「大丈夫よ」

　話している側から商会員達が檻を開けていく。

と、その中の一つから小さな影が飛び出した。

　一、二度弾みを付けるような動きをして、その動

物はアイオナに飛び付いてきた。

　ダーシュは緊張したがアイオナは何の危険も感じ

ていない様子で、その動物を抱き上げていた。猿で

ある。小さな猿だ。
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「お久しぶり。ホロン。元気だった？」

　アイオナに背中を撫でられて気持ちよさそうな声

を上げている。別の商会員が腕に蛇を巻きつけてい

た。薄い青緑色の蛇で、目が紅玉のように赤い。

「ピッピ。あなたのお家を用意してあるわよ」

　アイオナの言葉に反応するように舌先をちろちろ

と動かしている。

　ローゼンディア人は本当に蛇が好きだな……また

ダーシュがそう考えていると、静かな圧力のような

気配を横手に感じた。目を向けると、見事な模様を

持った大型の猛獣がそこに居た。猫科の猛獣だ。だ

が獅子では無い。

「レアンドロスよ。刺激しない限りは危険は無い

わ」

　それは刺激したら危険だという事ではないのか？

ダーシュはそう尋ねたかったが、何だか聞いても無

駄な気がしたので言わなかった。

　アイオナには全く緊張した様子が無く、よく馴れ

ている感じがした。

　ならば、大丈夫なのだろう。

　ダーシュは知らなかったが、レアンドロスという

名前はローゼンディアでは有名である。

　彼は四大競技会の徒手格闘において十三度連続で

優勝した伝説的な競技者であり、一般にはゼスタの
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レアンドロスと言われている。

　一千の技を持つ勇者、エリュオーン海の美獣とも

呼ばれ、生前から神の如く讃えられていたが、今な

お彼を越える闘技者はいないと言われている。

　つまりその名声は不滅のものなのだった。

　甲高い猿の鳴き声がして、ホイヤムの怒鳴り声が

続いた。

「儂の頭布を返せ！　この猿めが！」

「そんな言い方では駄目よ」

　アイオナは笑っている。ダーシュも笑った。

「グキキィ!!」

　それが気に入らなかったのか、猿のホロンはダー

シュに何か物を投げ付けてきた。

「む！」

　身を躱したものの、良い気分はしない。投げてき

たのは果実の種だった。船の中で食べていた物だろ

う。

　ホロンはダーシュを威嚇するように歯を剥き出し

ている。

「あの子は知らない人には馴れないのよ。ごめんな

さいね」

「いや……相手を好きになれそうもないのはお互い

様だ。文句を言う気はない」

「猿相手にムキにならないでよ」

ハーティカ
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　アイオナは呆れたように言った。

「お嬢様」

　檻の一つを見ていた商会員が意外そうに振り向い

た。

「何かしら」

　アイオナが側に行って檻を覗き込んだ。そして嬉

しそうな声を出した。

「マルガレア!!　父様の言った通りね。でも、どうし

てあなたがここに居るの？」

　アイオナの指示で倉庫の入り口が閉じられた。光

は窓から入ってくるが、それで大分薄暗くなった。

　見ると倉庫の窓には全て鉄格子が嵌まっている。

商品を置く倉庫なのだから当たり前かとダーシュは

思った。

　檻から出されたのは淡い桃色の大きな鳥だった。

　なるほど。鳥を出すのなら入り口を閉じる必要が

あるなとダーシュも納得した。

　鳥はかなり大きい。鷹くらい大きいが、どことな

くずんぐりしており、精悍さとは無縁の外見をして

いる。

　頑丈そうな大きな嘴は鍜治屋のやっとこのように

見え、一応尖ってはいるものの、鷹のように相手に

突き刺すような鋭さはなかった。

　黒い大きな目で辺りを見ているが、何だか間抜け

くちばし

472



な感じで、猛禽では無いだろうとすぐに予想でき

る。

　ダーシュはこの鳥を知っていた。

　キコリーという鳥で、確か南大陸にしか棲息しな

い大型の鳥だ。

　なんでも非常に知能が高く、王侯貴族が愛玩用に

飼うことがあるらしい。

　当然値は張る。庶民が買うなど不可能だし、そも

そもそうした珍獣の類は飼育が難しいのが常だ。

　王侯貴族の場合は飼育員や、飼育用の環境一揃い

一式を用意して飼うわけだが、そこまでして飼う価

値があるのかどうかダーシュは疑問に思う。

「うわああ……」

　アイオナは本当に嬉しそうな声を出してその腕を

差し出した。マルガレアと言われた鳥は用心深く

そっとその腕に歩いて行って止まった。

　その仕草にはアイオナを気遣う様子があり、ダー

シュはそれだけでこの鳥の凄さを感じた。

「マルガレア、紹介するわ。こちらはダーシュ」

　言われて鳥の黒い瞳がじっとダーシュを見る。

「ダーシュよ。わたしの夫なの」

　鳥は首をかしげた。それから片足を持ち上げて

ダーシュに伸ばすような仕草をしたが、考え直した

のか、またアイオナの腕の上に足を戻した。

473



　鳥の足には大きな爪があるが、アイオナを傷付け

ぬように注意深くその腕を掴んでいた。

「俺にも紹介してくれないのか？」

　ダーシュが尋ねると、アイオナはダーシュを見て

ちょっと微笑んだ。それからまた鳥に意識を戻し

た。

　アイオナの様子には深い愛情が感じられた。間違

いなくこの鳥は特別な存在なのだと思った。

「この鳥はマルガレアと言ってね。わたしの叔母な

の」

「はっ？」

　今度はダーシュが首をかしげた。

「俺にはお前は人間に見えるのだが」

「そう。ならあなたの目は正常よ。私は人間、マル

ガレアは鳥。キコリーというの。知ってる？」

「ああ、珍しい鳥だな」

「そう。とても珍しい鳥」

　そこでマルガレアが声を上げた。ケェエーーー、

という声が辺りに流れる。

「叔母君は何を言いたいのかな？」

「多分あなたに挨拶してるのよ」

「そうか？　猿のように俺が気にいらんのではない

かな？」

「そんなことないわよ」
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　アイオナは優しく微笑んだ。

「だってマルガレアだもの。そんなことないわ」

「その鳥が大分大切らしいな」

「ええ。だってわたしの叔母だもの」

「そこら辺を説明してくれると助かるのだが」

　ケェエーーー。またマルガレアが啼いた。

「母と一緒に育った鳥なのよ。わたしも小さい頃か

ら色々と面倒をみて貰ってたの」

　鳥が人間の面倒をみられるのかとダーシュは思っ

たが、それは言わないでおいた。

　しかし一つ疑問が湧いた。

「お前の母親と一緒に育ったと言ったな。その鳥は

そんなに長生きなのか？」

「普通に五十年以上は生きると聞いているわ。でも

母様よりは少し年下の筈よ」

「なるほど」

　それで叔母という理由が判る気がした。

「わたしやあなたよりもずっと年上なんだから尊敬

しないと駄目よ？」

「尊敬……」

　利発なアイオナとも思えない言葉である。相手は

鳥だぞ？

「本当に大切な家族よ。あなたに紹介できたらと

思っていたけど……こんな風に叶うなんて」

な
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「貴重な鳥だからな。滅多に持ち出さないだろう

さ」

「滅多にじゃなくて、マルガレアが出掛ける時はい

つも必ず母様が一緒なのよ。だから変ね。母様は

ディブロスにいらしてないのに……」

　当のマルガレア叔母様は辺りをキョロキョロと見

回している。檻から出て余裕が出てきたのか、興味

津々という様子だ。

「ねえ、母様はどうしたの？　どうしてあなただけ

がここに来ているの？」

　鳥に聞いても答えるわけが無かろうとダーシュは

思っていたが、何とマルガレアは口を開いた。

「ア～イオナ……」

　少し濁りのある、しかし高い声である。強いて言

えば幼児の声に少し似ているかも知れない。

「ええ」

「アイオナー」

　嬉しそうにアイオナの名前を呼んでいる。それか

らブツブツと何か呟いたがダーシュには聞き取れな

かった。多分アイオナにも判らないだろう。

「人の声真似もするのか」

「歌だって歌うわよ」

　それは凄い。なるほど高い値が付くわけだ。

「だが残念ながら会話の方は無理なようだな」

にご
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「皮肉を言ってるつもりでしょうけれど、マルガレ

アはちゃんと意思疏通できるのよ。あなたにはまだ

判らないでしょうけれどね」

「まあ……お前がそう言うならそうなのだろうさ」

　別に皮肉を言ったつもりはないのだが、アイオナ

にそう取られてしまったのなら仕方ない。

　今までの様子でアイオナが相当この鳥に入れ込ん

でいるというか、この鳥を文字通り家族として大切

に思っていることは伝わったので、ダーシュとして

は余計な事は言わないでおこうと思った。

「……ダーーーアアシュ」

　予想外の言葉がダーシュの耳を打った。

「……ダーーーアアシュ」

　マルガレアがダーシュの名前を呼んでいた。

　そんな馬鹿な。だって、今会ったばかりだぞ？

どうしてこの俺の名を呼べる。まさか憶えたという

のか？　この短時間で。

「驚くには当たらないわ。だってわたしが紹介した

し。あなたのことは理解してるわよ。今のは試しに

名前を呼んでみただけだと思うわ」

「……随分頭が良いのだな」

「ちゃんと人を見分けるわよ。誰が誰だか全部判っ

てるんだから。凄いでしょ？」

　アイオナは得意そうだ。
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「……ダーーーアアシュ」

　マルガレアはまたダーシュの名前を呼び、そして

驚くべき事に笑った。それは笑顔としか表現できな

いような顔だったのだ。

「う、うむ。よろしく頼む……」

　ダーシュは戸惑いながらも挨拶した。こちらも笑

顔を作ろうとしたが驚きの余り引き攣ってしまっ

た。

　まさかそんな事までこの鳥に気付かれてはいまい

な？　ダーシュはそんな不安を持った。

「おおおおおお！　キコリーでございますな！」

　ホイヤムが感動したように声を上げた。右手には

やっと猿のホロンから取り返したと見える頭布を

握っている。

「まさかまたキコリーを見ることになるとは思いま

せんでした！」

「知ってるの？」

「知ってるもなにも、私めはキコリーの世話をして

いたのですよ」

「ああ、そういえばそうだったな」

　ホイヤムは王宮で色々な雑事をこなしていたが、

たしかにキコリーを世話していたことをダーシュは

思いだした。

「この鳥は大変頭がよろしい。そして良く人に懐き

ハーティカ
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ますのです」

「そうなのか？」

「もちろんでございます。犬よりも遥かに賢いので

ございますよ」

「ほう」

　口真似もするし知能が高いのは判るが、犬より高

いと言われる程なのか。

「ですから躾が難しいのでございますよ。ごまかし

が効きませぬゆえ」

「なるほどな」

「大丈夫よ。マルガレアはもう何でも出来るから。

その点については手は掛からないわ」

「この鳥は奥様の鳥でございますか？」

「いえ。母のよ。母が幼い頃からずっと一緒に育っ

てきた鳥なのよ」

「しかし、お母上のお姿が見えませぬが？」

「そう。不思議なのはそこなのよ」

「ははあ……それは問題かも知れませぬなあ」

　アイオナとホイヤムでは話が通じているが、ダー

シュには判らない。

「話の内容がわからんがどういうことだ？」

　尋ねると、アイオナではなくホイヤムが答えてく

れた。

「おう、旦那様」

しつけ
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　また王子様と言い掛けて、ホイヤムは軽く咳払い

して誤魔化した。

「この鳥は自分の主というか、相方を自分で決め

て、その相手に特に強く懐くのです。そしてその相

方が居ないと非常に寂しがるのでございます」

「犬と変わらんじゃないか」

「そうでございますが……そのう、もっと甚だしい

のでございますよ」

「一応家族みんなに懐くように躾てはあるんだけれ

ど、やっぱり母様が居ないと不安ね……」

　アイオナは少し顔を曇らせた。

「きっと大切になさってるでしょうから、お母上は

少し遅れてお着きになるのではないでしょうか？」

「そうだと思うんだけど……事情を知っている人は

さっき飛び出してしまったし」

　マルガレアはアイオナに抱き抱えられている。

　時々アイオナが体を撫でてやると、嬉しそうに目

を細めている。

「うーん……どちらにせよ暫く私たちで面倒をみる

しかないわね」

「私めでよろしければ是非お手伝いさせて下さいま

せ」

「もちろんよ。あなたがキコリーの世話をしていた

なんて嬉しい驚きだわ。頼りにさせて貰うわね」

はなは

しつけ
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「ははあ」

　ホイヤムは深く腰を折って礼をした。

　商会ではダーシュとホイヤムの出自を知るものは

居ない。いや今さっき商会長には知られてしまった

が、それ以外の商会員には知られていない。

　であるからホイヤムの仕草は、主人に対する礼に

しては大袈裟に過ぎる身振りに見えているだろう。

　だがホイヤム本人が改めたくないと言うのでその

ままにさせている。

「私めは、まずは旦那様に馴れさせるのが大事かと

思いまする」

　ここでホイヤムが言う旦那様とはダーシュのこと

である。

「そうね。私もそう思うわ」

「おいちょっと待て」

　ダーシュはまた二人の会話が判らなくなった。

「俺の前にホイヤムに馴れる必要があるのではない

か？」

「それは大丈夫でございますよ。私めは面倒をみて

やるだけでございますから」

　ダーシュには意味が判らない。世話をする人間に

馴れさせるのがまず大事ではないのか？

「キコリーは世話してくれる者よりも、一緒にいて

くれる相手、遊んでくれる相手に懐く傾向がござい
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ます。ですからおう……旦那様は、まずはなるべく

一緒に居ることが大事なのでございますよ」

　またうっかり「王子様」と言い掛けたホイヤム

は、少しばつが悪そうにそう説明してくれた。

「私もなるべく一緒に居るようにするけれど、ホイ

ヤムの提案は正しいと思うわ。そうだ。試しに今、

腕に乗せてみる？」

　言いながらアイオナはマルガレアをダーシュの方

に向けた。

　ダーシュは再び黒い円らな瞳と見つめ合うことに

なった。

「う、うむ……」

　こうしてみるとやはり大きい。鷹くらいの大きさ

があるが、鷹よりもずんぐりしているのでより大き

く感じる。

　マルガレアは半分口を開けたまま、じいっとダー

シュを見ている。

　その瞳はほぼ全体が黒眼なので何を考えているの

か判らない。

　ふわっと顔が膨らんだかと思うと、後頭部から冠

のような毛が立ち上がってきた。真紅の羽帚のよう

な毛先だ。

「おいおい。怒っているのではないか？」

「大丈夫よ。腕を出して」

つぶ
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　言われるままに腕を出すとマルガレアはゆっくり

と渡ってきた。大型の鳥の重みがダーシュの腕に掛

かる。

　立ってきた真紅の毛が、まるで尾のように上下に

動いている。

「……これは何なのだ？」

「多分、興味津々というところじゃないかしら」

「怒ってはいないのだな？」

「大丈夫よ。それにマルガレアは人見知りをしない

子なの。誰とでもすぐ仲良くなるのよ」

　マルガレアはダーシュの顔をじっと見つめてい

る。

　暫く目を合わせているとまた笑った。鳥が笑うと

いうのも妙な話だが、そうとしか言えないような顔

をするのだ。

「一つ聞いていいか？」

「なにかしら？」

「この鳥、性格はどうなんだ？」

「素直で、とても良い子よ？」

　どうしてそんなことを聞くのか。アイオナはそん

な顔をしている。

「アアアア……」

　マルガレアが声を上げ始めた。

「なあに？」
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　アイオナが優しく聞くと、今度はアイオナに対し

て笑顔を見せた。

「アイオナー……」

「はいはい」

　マルガレアがダーシュの腕から、アイオナへ戻り

たい素振りを見せたので、腕を伸ばしてやると、器

用に歩いてアイオナの腕に渡り、また抱き抱えられ

た。

「……お前が一緒に居た方がいいんじゃないか？」

「話を聞いてた？　もちろんなるべく一緒に居るわ

よ。けどあなたにも馴れて貰わないと。だってあな

たはその……私の夫なんだし」

　最後の方はもごもごとした言い方になった。そん

なアイオナの様子を見てダーシュは何だか気恥ずか

しくなった。

「……そうだな。努力しよう」

「でもマルガレアの鳥籠は別宅にあるのよねえ…

…」

　アイオナは困ったように首を捻った。

「母様は商館に泊まることがあまりなかったから…

…だから市内の別宅の方に鳥籠を運び込んだのよ

ね」

「だったらそっちに行けばいいではないか」

「そういうわけにはいかないわよ。だって……そん
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なことしたら、あなたと二人きりになってしまうも

の」

　つまりアイオナと、マルガレア叔母様と、ダー

シュの三人になるということだろう。

　叔母だとか言っておいて、なんだやっぱり鳥とし

て数えているではないかとダーシュは思った。そし

て思うと同時に不満のようなものが胸の中に立ち

上ってきた。

「……大丈夫だ。ローゼンディアの慣習は辨えてい

る。マルガレアと二人きりになっても、俺はお前に

対する誠意を守るさ。心配するな」

　アイオナの気持ちを判った上で、わざとそういう

口を利いた。

　案の定アイオナは顔を赤くした。怒ったようだっ

た。

「馬鹿！　馬鹿じゃないの！　そういう意味じゃな

いわよ！」

「じゃあどういう意味なんだ？」

　わざとらしく眉を下げてアイオナに聞いた。ダー

シュはまたもやアイオナが墓穴を掘ったなと内心で

思っているが、おくびにも出さない。

「そっ……それは……どうでもいいでしょ！」

「よくはない」

　ずいと詰め寄った。

わきま
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「冗談は抜きにして聞くが、俺はその鳥と揃いで、

別宅とやらに押し込められるのか？　それともお前

も一緒にその別宅に来てくれるのか？」

　冗談交じりではあるものの、ダーシュとしては結

構切実な問いだったのだが、アイオナは顔を赤くす

るだけで答えてくれない。

「あのう……こうしたらいかがでしょうか？」

　ホイヤムが恐る恐る手を挙げて提案したのは以下

のような内容だった。

　まず船旅で使っていた檻をそのまま取り敢えずの

鳥籠にする。

　その鳥籠はこのままこの倉庫に置く。

　ダーシュは折を見てこの倉庫に来てマルガレアに

馴れさせる。

　その間に鳥籠をホイヤムが拵えるのだ。

「あなた鳥籠を作れるの!?」

「可能でございますよ。美しい物となれば無理でご

ざいますが、十分実用に耐えるだけのものを作れる

腕はあると自負してございます」

「凄いわ！　凄いわホイヤム！」

「お褒めにあずかり恐縮でございます」

　喜ぶアイオナに対して再び丁寧な礼をするホイヤ

ム。実はそれは王子妃への礼式なのだが、ダーシュ

はアイオナに説明したことはない。

こしら
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「これで問題は解決ね」

　アイオナは満足そうだったが、実は大事な点が見

落とされている。

　ダーシュの意思確認が行なわれていないのだ。し

かし不満は無かった。どちらにせよマルガレアを避

けて通ることは出来ないのだ。

「もう一つ尋ねていいか？」

「何かしら？」

「お前には他に人間以外の親族はいるのか？」

　この後、羊だの猿だの、そんな親族が次々出て来

られたりしたら堪らない。

「いないわよ。どうして？」

「……それを聞いて安心した」

　ダーシュは安堵の息を吐いた。マルガレアはそん

なダーシュをじっと見ていた。

　表の方から商会員が一人姿を見せてこちらに歩い

てくる。何か話があるようだ。

「お嬢様よろしいでしょうか？」

　商会員は困った様子でアイオナに話しかけてき

た。

「何かしら？」

「はい。なんでも表に註文の品を持ってきたとかい

う男が来ているのですが、旦那様がおられませんの

で、私共ではどうにも判断が付きかねまして……」

たま
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「註文の品？」

　妙な話だ。荷物はもう倉庫へ運び込まれている。

今更何か来るとも思えない。

　不審に思って表へ行こうとすると、丁度この倉庫

に荷物が運び込まれてくるところだった。

　結構大きい。何と金属製の籠である。アイオナに

は一目でそれがマルガレア用の鳥籠だと判った。

　普通の鳥に使うような木製の鳥籠だと、マルガレ

アが噛み砕いてしまうことがあるからだ。

　きっと父が註文したのだ。何と手際が良いことだ

ろう。

　しかし何故、別宅に鳥籠があるのにもう一つ註文

したのか？　そこが謎だったが、考えるのは止めに

して、今は鳥籠を受け取ることにした。

　支払いはもう済んでいるという事で、男達は倉庫

の床に鳥籠を置くと帰っていった。

「鳥籠を作る必要はなくなったな」

「はあ……」

　ダーシュの言葉にホイヤムは少し残念そうだ。腕

前を披露したかったのだろう。

　でもアイオナとしてはキコリーの世話をしていた

という経験の方に、より大きな期待を掛けているの

で、鳥籠作成の方にはこだわりがない。何より、こ

うして立派な鳥籠があるのだ。

488



　さぞや高かっただろうと思うが、父母はもちろ

ん、アイオナも文句を言うつもりはない。

　見るからに確り作られた品であり、別宅の物と同

じ職人の手によるものと知れた。

　これは昨日今日で作れる物ではない。前もって註

文していたのだ。しかし何故？

　アイオナの頭の中を再び疑問が渦巻き始めた。

　ケェエーーー。またマルガレアが啼いた。

　　　＊

　ディブロスの執政館はかなり宏大なもので、立派

だが、よく見るとどことなく纏まりの無い印象を抱

かせる外観をしている。

　これは海神の末裔三海将家が共通で使うことから

くる必然であった。

　つまりそれぞれの家の好みや特色が反映され、追

加され、増築されたりした結果なのである。

　一応三海将家は、それぞれがディブロス市内に独

自の館を持ってはいる。

　しかしそもそもが海将家がディブロスに来るとい

うのは、執政職としてという場合が多い。

　無論一時的な逗留の場合もある。彼らは海の民な

のだ。

しっか

な

まと

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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　それでも海将家がディブロスに入ったとなれば、

執政として入ったと見るのが普通である。

　海将家とは海神の末裔グライアス氏族において、

海王宗家に次ぐ格式を持つ家柄であり、他氏族で言

えばヘカリオス、ゼメレス両氏族での鉄弓家などに

該当する。

　つまり彼らの上にはもう氏族宗家しかないわけ

で、名門中の名門、月並みな言い方ならば大貴族だ

と言える。

　海将家もやはり海王グライアス家から直接に分か

れた血筋であり、ミスタリア海に連なる三つの海を

それぞれに支配している。

　則ち現在ではアナクシス家はエリュオーン海を、

ベルギルス家はゼレーア海を、フィロディアス家は

グラマナ海を支配域としている。

　この支配は交代制であり、家ごとに支配する海域

が定まっているわけではない。

　各海将家は数十年ごとに支配海域を移動する。こ

れは聖賢リュベイオーンが定めたと伝えられるが、

はっきりとした証拠が残っているわけではない。た

だそうだと言い伝えられているのみである。

　リュベイオーンが何を考えてこの方式を定めたの

かも判っていない。だがグライアス氏族は今に到る

まで忠実にその定めを守っている。

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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　そして海王宗家グライアス家はと言えば、当然、

それら三海将家全ての上に立つことになる。

　グライアス氏族がこの三つの海を支配することに

より、ローゼンディア王国は大きな恩恵を被ってき

た。

　ただ、支配しているとは言っても、かつては盤石

というわけでもなかった。

　ベルガイアの戦いの例がある。そこが海と陸との

違いとも言えた。

　レメンテムの名将グリュッカーは見事にエリュ

オーン海を渡って見せたのだ。

　この時の教訓からグライアス氏族は更に海上への

支配を強め、今ではこの三つの海は完全に内海化し

ていると言っていい。

　つまり海上からローゼンディアを攻める場合、南

からしか攻め上がることは出来ないわけである。

　宿敵、西の大国レメンテムにとっては、これは物

凄く都合が悪いことになる。

　何故ならば陸路以外の方法ではローゼンディアに

攻め込めなくなるからだ。

　グライアス宗家は海王家、海王宗家とも呼ばれ

る。波の王とも呼ばれる。

　海神ゼーフルから直系で神の血を引くというその

権威は、ミスタリア海世界においては至高のもので
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あり、ローゼンディア以外でも最大級の敬意を持っ

て扱われる。

　海神ゼーフルとはミスタリア海の神である。

　ミスタリア海はゼーフルの海であり、その神話、

伝承はローゼンディア王国だけに留まらず、広くミ

スタリア海周辺諸国に伝わっているのだ。

　そのため、グライアス氏族にとってミスタリア海

は特別な意味を持つ。

　彼らにとってそこは、祖神そのものとも言え、海

に出ることはその懐に抱かれるようなものだから

だ。

　しかし、だからといってミスタリア海を私物化で

きるわけではない。

　ミスタリア海はあまりにも広い。そこにはいくつ

もの国や、それに類する集団が面しているし、それ

らは各々自由に海に出て来るし、それを全て支配す

ることなど到底できぬからだ。

　だから如何に海王宗家、グライアス家であって

も、声高にミスタリア海を我がものであるなどとは

言わない。

　実質的には周辺世界で最高の海上支配力を持って

いてもだ。

　それに、それは不敬でもある。

　何となれば、ミスタリア海を支配しているのは彼

い か
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らの祖神ゼーフル、黒髪靡く、大地を支える大いな

る神であるからだ。

　海に生きるグライアス氏族は陸の支配にほとんど

興味を示さない。領地も欲さない。

　陸上に有する土地と言えば、拠点となる都市だけ

であり、それだけを聞くと、貧しい氏族のように感

じるかも知れない。

　だが実態は逆である。特に財力においては、グラ

イアス氏族は王家を凌ぐほどの絶大な力を持ってい

るのだ。

　何故なら拠点となる都市とそれを結ぶ航路を握

り、海上の交通を支配することは、直接に巨額の利

益に繋がるからである。商売を支配することに等し

いからである。

　その意味でグライアス氏族とは商売の民なのだ。

　ただ彼らは海を支配してはいるが、陸上のそれと

同じようには考えていない。

　海は陸のように線を引いたり、区画を切って支配

できるものではないのだ。

　それに海は陸と違って様々な貌を見せる。凪いで

いたかと思えば荒れることもある。風があり、潮の

流れがある。

　陸とは違って、確かなものだと、堅固なものだと

人が頼れるものがないのだ。

なび

しの

かお
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　いや、一つだけはっきりしたもの、そしてある程

度はしっかりしたものがあるにはある。

　船の底板だ。しかし、その下は海である。底知れ

ぬ海である。

　これらの事実がグライアス氏族に特有の精神性や

価値観を齎らしているが、不思議なことにそれは砂

漠の民のものに似ているともいう。

　砂漠とは、ただ四方見渡す限り拡がる岩と砂の大

地である。そこにはどこか海に似たところがあるの

かも知れない。

　砂漠の民の多くは、その生涯を砂漠の中で過ごし

ている事だろう。おそらく海になど行ったこともな

いか、目にしたことさえない者が多いのではない

か。

　そして逆に、生活のほとんどを海上に生きるグラ

イアス氏族も又、砂漠というものを知る事はないの

だ。

　多くの者が、砂漠を目にすることも無くその生涯

を終える。

　イェラオス・ニフティス・アナクシスもまたその

一人である。

　彼は生まれてから一度も砂漠を目にしたことは無

い。その必要を感じたことも無い。

　今までの生涯の内、大部分を海の上で過ごしてき

・ ・ ・

・

もた
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た。むしろその身が陸にある時間の方が短いのだ。

　そしていつの日かその魂は海の彼方へと帰る。彼

はそう信じている。

　グライアス氏族は他の氏族のように死後の世界

を、つまり冥界を地下界としては捉えていない。

　人の魂は海の彼方、海と陸との間の世界より生ま

れ、またそこに帰っていく。そう考えているのだ。

　とは言っても彼らもまたヴァリア教徒であるか

ら、死後の魂の行先は地獄か冥界であると信じては

いる。

　しかし通常地下界として想像される冥界が、グラ

イアス氏族にあってはそうではないのだ。

　海神の末裔にとって、冥界とは海の涯に存在する

世界なのである。

　名門アナクシス海将家に生まれたイェラオスは、

当然そう信じていたし、同じように次のことも信じ

ていた。

　つまり死後の世界には魂以外、何も持っていくこ

とは出来ないということだ。

　この世の財物、数々の特権、そうしたものは何も

持っていくことはできない。

「生まれ、この世界に来たる時、あなた方は何も持

たずにやって来た。だから去る時もやはり、何も持

ユ ノ ー

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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たずに帰るのだ」

　聖賢リュベイオーンはそう記している。正しいと

思う。この世の権勢は生ある間だけのこと。芝居の

台詞ではないが人生は夢、世界は劇場なのだ。

　しかしだからといって、人間、無欲になれるわけ

ではない。

　人は人の間で、この世で生きて行く。そしてグラ

イアス氏族はいつ死ぬか判らない海の上で生きてい

る。

　これらの生活状況と信仰とが相まって、グライア

ス氏族には独特な文化、言うなれば人生観という

か、処世術が発達した。

　どうせ死後は魂だけになるのである。

　だったら生きている時の気持ちや気分の方を大事

にしようとでも言うのか、ある意味内面的な充実を

重視するようになったのである。

　面白いことにこの人生観は、商売を中心とする彼

らの生活にあって、決定的に有利に働いた。

　例えば彼らは、ある物品についての所有権と管理

権と受託権を別々に扱えるし、しかもその権利に関

する優先順位なども厳密に取り決めることができ

る。

　曖昧さを残さず、自分と相手の内面的な状況がう
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まく噛み合う場所を徹底的に模索するからだ。

　自分と相手の満足度を深く考察し続けた結果、何

かの物品や財産を単純に所有するというだけでは飽

き足らなくなったのか、それともそういうことを重

視しなくなったのか。

　いずれにせよ、持ってるだけで満足とか、安全だ

とかいう楽観性はなくなってしまったのだろう。

　結果、物事に対する権利のあり方や、契約の仕組

みの方を複雑に精確に発達させることになったので

ある。

　言ってしまえばグライアス氏族の文化とは、相手

と自分の内面に対する洞察や共感を中心にしている

のだ。

　ただし、そこに甘えは無い。甘えれば死ぬ。海の

上では確実に。

　イェラオスも当然そうした文化の中で育まれてき

たのであって、そうしたものの考え方をするし、価

値観を持っている。

　それだけに、たった今ファナウス・メルサリスが

持ち込んだ話は赦しがたいものであった。

　王国の大貴族であり、現役の当主、海将である彼

にとって、感情を露わにすることは恥ずべき事であ

る。だから怒りを必死に抑えようとした。しかしそ

れでも握りしめた手が震えた。

ゆる

あら
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　イェラオスは癖のある長い黒髪と、同じく黒い目

をしていた。

　顔立ちには貴族然とした威厳のようなものが漂っ

ており、長く海の上に在ったためにその肌は見事に

日焼けしている。

　体格は普通であり、とくに筋骨隆々というわけで

はないが、内に秘めた逞しさが感じられた。

　その衣服はゆったりとしたローゼンディア式のも

のであり、美しい肩掛けを身に付けていた。

　肩掛けは無地だが、高価な染料を用いた素晴らし

いものであり、イェラオスお気に入りの品であっ

た。

　だが、おそらく今立ち去った来客はそんなことに

は気付かなかったであろう。怒りの中でイェラオス

はそう思っていた。

　応接用の部屋である。接見室と言ってもいい。

　友人であり、親族であるフィロディアス侯爵から

借りた部屋である。

　彼なりの特別な理由と目的とがあり、執政職とし

ての任期中ではないにも関わらず、こうして執政館

の一角を借りているのだ。それは自分のアナクシス

館にまだ人目を集めたくないという理由からであっ

た。

　部屋は広すぎず狭すぎず、程良い大きさであり、

たくま
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天井のみがやや高めに作られていた。

　庭に面した一面の窓は全てが硝子である。

　それも骨組みを極力細く、目立たぬように作り、

その間に薄く透明度の高い硝子を嵌め込んであるの

だ。贅沢な作りであった。

　今の時間、明るい日射しが降り注ぐように室内に

入ってきており、光に満ちた空間を生み出してい

る。

　室内には応接用の大きな横椅子と、イビドシュ杉

の巨大な卓が置かれ、その他室内の家具、装飾いず

れを見ても見事なものばかりである。

　さっと室内全体を見た場合、いささか華美にも感

じられるかも知れないが、悪趣味というほどではな

い。

　そこら辺の抑制もまた絶妙であり、つまりは富裕

な大貴族ならば通常備わっているであろう常識観の

ようなものが、そうした室内の装飾や家具などの配

置から見て取れた。

　窓から離れた壁際には、特別に用意させた酒を載

せた移動式の卓もある。

　ファナウスのために用意させたものだが、今の今

までその存在すら忘れていたものだ。

　入り口の扉が開いて彼の息子が入って来た。

　正しくは戻って来たというべきだろう。

ガ ラ ス
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　今の今までこの部屋に居たファナウス・メルサリ

スを送って来たのだ。

「礼儀の行き届いたことだな。ゼルヴィス」

　皮肉を籠めて息子に声を掛けた。言ってしまって

から少し後悔した。言うべきでない事だったと思っ

た。

　年甲斐も無いと自覚したのだ。だが仕方のないこ

とでもある。通常、イェラオスの神経を逆なでする

ような事態などまず起こらないからだ。

　ローゼンディア王国の大貴族であり、しかも海将

家の当主である。彼を怒らせて得になることなどあ

ろうはずもないのだ。

「お怒りなのですか？」

　愛する息子からの静かな問いかけは、ますます今

の発言、いや失言を後悔する気持ちを倍化させる。

　無論その後悔の下では怒りの火が燃えさかってい

るのであるが。

　イェラオスは暫く返事を保留した。ゼルヴィスも

黙って父の言葉を待った。

「……不愉快ではあるな。たとえ筋の通った理がそ

こに在ったとしても、気持ちの方まで収まりはつか

ぬ」

　他の相手であれば口にせぬであろう本音で答え

た。それで失言の埋め合わせになるとは思えなかっ
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たが。

「どうかお気持ちを静められますよう」

「わかっている。だがな、お前は侮辱されたとは感

じぬのか？」

「感じません」

　即答である。ゼルヴィスの返答からは迷いの無さ

が感じられた。

　人が好すぎると思った。イェラオスの見る所、彼

の愛する息子は人が好すぎるのだ。

「……それは人が好すぎるというものだ。お前は

怒っても良いのだぞ」

　むしろ怒るべきだ。この問題を決める権利は最初

からファナウスになぞ無い。それは全て、この自分

イェラオス・アナクシスにあるべきものだからだ。

　それが身分による秩序というものであり、つまり

は正義なのだ。

　イェラオスは当然のようにそう考えていたが、彼

の愛する息子はそうではないようだった。

「ですが父上。ファナウス殿のご説明をお聞きに

なったでしょう？　誰も悪くないではありません

か」

　予想していた言葉に、イェラオスは眉間に皺を刻

んだ。

　やはり息子は、ゼルヴィスは判っていない。自分

よ
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の立場というものを。

　これには二つの意味がある。

　一つは、自分がアナクシス海将家の人間であると

いうことへの理解。

　もう一つは、自分がペルギュレイオン競技会の優

勝者である事への理解だ。

　この二つは配慮しなくてはならぬ事である。その

責任がゼルヴィスにはある。

「お前は軽く見られてはならぬのだ」

　またその話かという顔をゼルヴィスはした。こう

いう風に顔に出てしまうところもいけない。危う

い。

「儂としても今ここでいつもの繰り言をしようとは

思わぬ。お前にもいずれ判ることだからな」

　ゼルヴィスが頷くのを待ってからイェラオスは切

り出した。

「儂は今夜の宴には出ぬぞ。そのことはファナウス

にも判っているはずだ」

　その手打ちのために奴はここに来たのだろうから

な。胸の中でそう付け加える。

　ゼルヴィスは残念そうに目を伏せた。それを見て

イェラオスは罪悪感を抱いたが、ここは折れるわけ

にはいかないのだ。

「お前が出ることまで禁じたりするつもりはない。
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好きにするがいい」

「私は出席します」

　またも予想通りの言葉を聞いてイェラオスは手を

振った。話は終わりだという仕草である。

　ゼルヴィスは一礼して部屋を出て行った。

　――上手くいかないものだ。

　イェラオスはもどかしさを感じた。つい先日まで

は事態の推移に運命を感じ、大きな望みを懐いてい

たのだ。それがまさかこんな事で蹉くとは。

　いや、まさに根源的なところで蹉いたのだから不

思議なのだ。

　自分が感じたのは運命ではなかったのか。祖神様

のお導きではなかったのか。そんな風に疑いの念が

湧いてくる。

　もちろん、頭の中では自分の考えつく事は、おそ

らく全て自分から発しているのだろうとは思ってい

る。

　しかし心躍らせるものがあったのは確かなのだ。

それだけに残念だった。

　無論、このままにしておくつもりなどイェラオス

には無かった。

　　　＊

いだ

つまず
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　ゼルヴィスは広間の一つに向かった。執政館には

いくつもの広間がある。

　一度に多人数が集まることの出来る大広間はもち

ろん、少人数が集まって音楽会や芝居、賭博などの

遊興を楽しめるような小さな広間もある。

　ゼルヴィスが入って行ったのはそうした小広間の

一つだった。

「まあ、ゼルヴィス様!!」

　大袈裟に驚きと歓迎の意を表した若い女性は、リ

メルダ・ヴィオラ・ヴィングリスである。

　フィロディアス海将家に連なる縁戚で、ヴィング

リス家の令嬢である。

　まだ独身であり、社交界での交友関係も広い。

　海都サザロスでは幾度となく顔を合わせてきた

が、そのたびにゼルヴィスに親密そうな態度で接し

てくるので、正直苦手な相手ではあった。

「ご機嫌ようリメルダ。まさかこちらにお越しとは

思いませんでしたよ」

　ゼルヴィスは相手の名を呼び捨てにした。同じグ

ライアス氏族であるとはいえ、縁戚と言う程には血

が近くは無いので、本来ならば敬称付きで呼びかけ

るべきである。

　これは彼がペルギュレイオン競技会優勝者である

からであった。
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　四大競技会の優勝者には王族に対してすら、敬称

を落とした呼びかけが許されているからだ。

　これは特権であり、義務では無いので相手によっ

ては行使しなかったりすることも出来る。そういう

社交的な逃げ道も用意されてはいる。

　個人的にはゼルヴィスはこの特権には興味が無

かったが、父イェラオスからローゼンディア王と、

グライアス宗家の海王以外の全てを呼び捨てにせよ

と命じられているのだ。

　感心できないし、望むことでもなかったが、尊敬

する父の言い付けである。

　乗り気ではなくともゼルヴィスはそれに従うこと

にしているのだ。

「それはもう。今夜の宴と舞踏会をわたくし楽しみ

にしておりますの」

　リメルダは笑顔を向けてきた。それほど親しくは

ない男に名前を呼び捨てにされて、笑っているとは

どういう心境なのか。ゼルヴィスは少し不思議に感

じた。

　宴はともかく、舞踏会は中止になる可能性が高

い。しかしゼルヴィスはそれを言い出せなかった。

「それで是非、その前にフェルメア様にお目にか

かっておきたくて参りましたのよ」

　そう言う割には、その広間にフェルメアの姿はな
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かった。おそらくまた一人で本でも読んでいるのだ

ろうと思われた。

　フェルメア・ファルマ・アナクシスはゼルヴィス

の妹である。

　十四歳であり、もう社交界に出ても十分な年齢な

のだが生来引っ込み思案というか、内気なところが

あって、中々外の世界に出ていけないようなのであ

る。

　大抵は本を読んだり、詩を書いたり、音楽を楽し

んだりしているが、名門アナクシス家の令嬢がそれ

ではいけないと、父母は心配している。

　ゼルヴィスも気にならないではなかったが、心配

という程ではない。

　兄の目から見て、妹は中々しっかりしたところが

あり、特に本人から請われない限りは余計な気など

回さない方がいいと思えたからだ。

　しかしリメルダはそんな彼女をよく誘い、何かと

世話を焼いてくれているようである。

　ゼルヴィスから見て、二人は趣味や性格なども全

く違うと見えるのに、どうしてそんなに親切にして

くれるのか。

　謎ではあったが妹も特に困った様子を見せている

わけではないし、父母は感謝しているしで、ゼル

ヴィスとしても有り難いと感じてはいたのである。
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「しかしそのフェルメアの姿が見えませんが……」

「ああ、彼女でしたらまだ別室で何か書き物をな

さっていますわ。才能に恵まれたお方ですもの。

きっと何か良い詞章が浮かばれて、それを急いで書

き留めていらっしゃるのですわ」

「そしてあなたはいそいそとこの広間へやって来た

というわけですね。フィア・ヴィングリス」

　深みのある声で会話に参加してきたのは、ゼル

ヴィスより少し年上の青年である。

　名はオルシオン・ロメス・グライアス。

　則ち海王宗家の縁戚である。現海王の甥に当た

り、ゼルヴィスとはその母を通じての従兄になる。

　どこか力の抜けたような、一種文人的な雰囲気の

美男子で、少し厚みのある柔らかそうな髪と、軽く

整えられた髭が印象的であった。

　フィアというのはローゼンディアにおいて独身の

女性に付ける敬称である。普通は姓に付く。

「オルシオン様、敬称だなんて他人行儀な呼び方は

お止めになってくださいまし。わたくし達は縁戚で

はございませんか」

「それほど近いというわけではありませんからね。

失礼があってはいけないと思いまして」

「失礼だなんてとんでもございませんわ」

「そういうことなら、私もあなたのことをリメルダ
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とお呼びしてもよろしいのかな？」

「まあ！　オルシオン様ったらご冗談がお上手なこ

と」

　二人は笑顔でそんな言葉を交わした。

　何だか微妙な空気が漂っているような気がした

が、別に問題は無いだろうとゼルヴィスは考えた。

「オルシオン。君は今夜の宴には参加できないと聞

いたが」

　彼は今日このディブロスを発つのである。

　親しい従兄が宴に参加できないというのは、ゼル

ヴィスにとって何とも残念なことであった。

「ああそうだ。残念半分、楽しみ半分ではあるが

ね」

「楽しみ？　どうしてだい？」

「それは簡単さ。君ご執心の姫君を見ることが出来

なくなることさ」

「それがどうして楽しみなんだ？」

「楽しみは先に延ばしておく方がいいのさ。期待と

想像力がそれを膨らませてくれる」

「君の言うことがよく解らないが……」

「いずれサザロスで花嫁となった姿を目にした方が

喜びも大きいということさ。そこまで言わせるな

よ」

　呆れたようなオルシオンの言葉にゼルヴィスは頬
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を染めた。

　サザロスは王国西部ゼフロシア地方にある。エ

リュオーン海の南方に位置し、グラマナ海に面した

巨大な港湾都市である。

　そこが海神の末裔の本拠地なのだ。海王の館があ

り、王国では広く海都と呼び習わされている。

「それも君次第だがね。良い風が君に吹くよう、海

の上から祈ることにするよ」

　ゼルヴィスの肩に手を置くと、オルシオンは歩き

出した。

「また近い内にサザロスで会おう」

　その言葉を残してオルシオンは広間を出て行っ

た。リメルダがその背中をじっと見続けていた。

　あまり好意的とは感じられないその様子を見て、

何故だろうかとゼルヴィスは思った。

　　　＊

　ディブロスは他のリムリク地方の都市と同じく、

大通りを除くと他の道はどこも一気に狭くなる。場

所によっては徒歩の人間二人がやっとすれ違えるほ

どの道すらある。

　これは敵兵の侵入を邪魔するためにわざと道幅を

狭くしているのだ。特に騎兵の突入を考慮してのこ

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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とである。

　大通りの方でも要所要所には頑丈な門が備え付け

てあり、外敵が侵入すればいつでも区画閉鎖が可能

になっているのだ。

　そして大通り沿いの家屋は全て屋根がアウラシー

ル式に作られている。

　つまり屋根上が小さな広場になっており、作業場

のようになっているのだ。

　平時はそこでお茶会をしたり、洗濯物を干したり

などするが、戦争の時には味方の兵士が移動する通

路になる。

　だから大通り沿いの家屋の屋根は高さや、仕切り

壁の位置など、全てが防衛戦を前提に作られてい

る。ディブロスでは、主要な道路に面した場所では

勝手な建築、改築は許されない。必ず市の行政当

局、つまり執政館からの許可証が要る。

　それ以外の場所では比較的自由に建築が行なわれ

ており、ローゼンディアの各地方で見られる円錐屋

根や切妻屋根、方形屋根なども見ることが出来る。

　古い歴史を持つディブロスは、アウラシールの戦

乱の影響を何度も受けているし、海からもレメンテ

ム帝国などからの侵略を受けた歴史がある。

　苦しい戦いを続けた経験から、防衛上の構造に関

しては、他のリムリク地方の諸都市に傚った形に
なら
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なっているというわけだった。

　アイオナとシフォネは馬車に乗って、大通りを東

へ進んでいた。市内中心部にあるルムノシュトラウ

ム劇場に向かっているのだ。

　馬車には用途や形状によっていくつもの種類があ

り、今二人が乗っているのはランペルテといい、幌

付きの二頭立て四輪馬車である。一頭立てに比べて

小回りはきかないものの、近間を移動するには便利

な種類の馬車なのだ。

　日射し避けに幌を張り、御者は前の座席で鞭を振

るう。

　御者の隣にダーシュが坐り、アイオナとシフォネ

は後部座席に並んで坐っていた。

　荷物持ちの従僕などが取り付くための足場も馬車

の後ろには付いているが、今回は買い物が目的では

無いので誰も連れてきていない。

　港沿いの商館から市の中心部へ向かって馬を走ら

せる。

　潮の香りに街の、人々と生活の臭いが混じり始め

る。

　風は心地よい。気温的にも大分過ごしやすくなっ

てきた季節であるが、何よりも雨期に入っている。

漸く雨が降る時期が来たのだ。

　しかし今日は晴れである。出掛けるには丁度良い

ほろ
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日和であった。

　馬車が向かうルムノシュトラウム劇場は、市内の

中心部近くにある巨大な建物である。外観は石造り

に見えるが、内部ではかなり木材を使っている。

　昔は開放型だったが、二百年ほど前に天井が組ま

れて現在の形になったという。

　楽団が入るための空間は舞台手前に掘り下げ式に

用意されている。重要な場面では演奏をして物語を

盛り上げるのだ。

　物語によっては、というか古い物語は大抵そうな

のだが、話の筋を語る合唱と、役者の踊りがほとん

ど全てという構成の場合がある。

　楽団は劇場には絶対に必要な存在なのだ。歌と踊

りの無い娯楽など、娯楽では無いのである。

　客席は半円型に舞台を取り囲み、三階席まである

が、二階と三階には一般客が立ち入れない貴賓席が

ある。

　地下には簡単な浴場まで用意されているが、これ

は主に役者のためのものであって一般客には開放さ

れていない。

　このように劇場としての規模は大きく、ローゼン

ディアでも有名な劇場の一つである。

　馬車を待たせて三人は劇場の中に入った。

　まだ興行自体が始まっていないらしい。観客の姿
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は無く、準備の人々が動いているのみだ。

　アイオナとシフォネは邪魔にならないように舞台

には近寄らず、観客席を取り囲む外側の廊下を歩い

て回った。

　壁に掛けられた宣伝用の告知板を見て、これから

何が上演されるのかを確認しようというのだった。

　ダーシュはそんな二人から少し離れて劇場の柱の

間を歩いていた。

　ローゼンディアの建築技術の高さはつとに有名だ

が、この劇場にもそれが良く現れている。そんな風

に感じた。

　外観はナーラキア風、それも後期の新帝国風だ

が、中に入るといきなり木の柱と木の壁が目に入

る。落ち着いた焦げ茶色の木材と、それを彩るよう

な鮮やかな赤い垂れ幕が目に入る。

　一瞬、入った建物を間違えたかと思うほどの変わ

りようである。

　舞台は異世界。そう言いたいのだろうか。ここま

で来ると洒落ているというより小憎らしい。してや

られたという感じである。

　しかも嫌な気分はしないのだ。ダーシュは自分が

苦笑いを浮かべているのを自覚した。

　この劇場を作った奴は、今の己の顔を見れば、し

てやったりと北叟笑むであろう。そんな風に思っ
ほ く そ
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た。

「父様の言った通りだわ。世界座が近日公演を打つ

わね。演目は『アガプドロス』だわ」

「古典劇ね。意外では無いけれど、有名すぎないか

しら」

「でも世界座だからつまらなくはないと思うわよ」

「あら？　アガプドロスの他にも新作上演の予定あ

りとあるわ」

「二本もやるの？　じゃあ舞台は使い回しになるの

かしら？」

　そんな二人の会話が耳に入ってくる。

　どうも女子供というものは、妙に芝居を好むと感

じる。少なくともダーシュはそう思う。

　芝居など所詮作り事ではないか。それほど熱を上

げるものでもないと思うのだが、そこはダーシュに

は解らない魅力があるのだろう。

　――ああそういえば……。

　兄上は芝居がお好きだったな。御自分でも台本を

書くほどに芝居を好まれた。

　ダーシュやザハトもその素人芝居に参加させられ

ていたのだ。

　色々な思い出がある。今となってはもう、余りに

も遠くなってしまった記憶だが。

「 美 し い お 嬢 さ ん 方 。 芝 居 に 興 味 が お あ り で す
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か？」

　やけに通りの良い声に振り向くと、金髪のローゼ

ンディア人がアイオナとシフォネに話しかけてい

た。

　服装はやや伊達が利いた感じだが、頭の方がお粗

末だった。丸刈りが伸びかけているという感じで、

髪形を工夫するという余地がない。

　どうしてあんな見映えの無い頭をしているのか。

服装が悪くないだけにちぐはぐな感じがした。

「今は改装の最中。新たな夢物語が始まるのは暫く

先ですよ」

　柔らかいが、実に良く通る声である。少し離れた

ダーシュにもはっきり聞こえてくる。

　しかも何だか芝居掛かった話し方である。何とな

く気に入らない。

　ところがその言葉にアイオナとシフォネは嬉しそ

うに黄色い声を上げている。

　気に入らない。何がそんなに面白いのか。

「告知では世界座のアガプドロスが演じられるとあ

りましたが、いつからですの？」

「それは今度始まる芝居がどれだけ続くかによりま

すので何とも……しかとした日取りをお伝えするこ

とはできません。世界座をご存知で？」

「ええ。機会のある時には必ず観に行っています
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わ」

「それはそれは」

　男は嬉しそうに微笑んだ。

「世界座の一同に代わりお礼申し上げます」

　丁寧に腰を折る仕草もどうも芝居染みている。

「今準備してる芝居は世界座のものではありません

の？」

「はい。ダルメキアのコンコレモ一座のものでござ

います」

「そうですか。コンコレモ一座も素晴らしい芝居を

しますね」

　アイオナの言葉に男は興味深げな表情を見せた。

「失礼ながら、美しきお方、あなたは演劇を格別に

好まれるのですか？」

　そうだな。格別に好むという表現はいささか言い

すぎかとも思えるが、その実正確なところかも知れ

ぬな、とダーシュは思った。

「好きですわ。ですがそれほど詳しいというわけで

はありません。コンコレモ一座と言えば有名ですも

の。ディブロスの芝居好きなら誰でも知っているで

しょう」

「これは失礼いたしました」

「では演目はアガプドロスではありませんのね。何

をお演りになるのかしら？」
や
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「副王漫遊記でござます」

　シフォネの問いに答えて男は辺りを見回した。

「そこら辺りに告知板が出ている筈ですが……ご覧

になってませんか？」

「私たちまだ来たばかりなので……」

　その告知板はダーシュの目の前にあった。

　ガムリとセデフ、二人のお供を連れたダルメキア

の元副王ベランドゥースの姿が、お馴染みの構図で

描かれたものだ。

　ベランドゥースは三百年ほど昔に現存したダルメ

キアの副王であるが、それよりもむしろ物語の人物

として知られ、人気がある。

　今から百五十年ほど昔にダルメキアの劇作家が講

談に書き起こしたものが、そもそもの底本である

が、その後数々の異本が生まれ、更にそれがまた全

集に纏められるなどの経緯があって、百年ほど前に

現在の演劇形式の『副王漫遊記』が成立した。

　元々大衆向けの勧善懲悪娯楽劇だったこともあ

り、話自体も非常に人気があったが、劇伴の音楽を

ローゼンディアの大作曲家ラエルテスが書いたこと

によって、人気作品としての立場は不動のものと

なった。

　劇中流れる歌や踊りは、公衆浴場や街の広場での

定番歌曲となっているほどであり、ダーシュですら

はず

カ ラ シ ュ ハ ル
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その歌を知っている。

　要するに、この芝居をやっておけば外れは無いと

いう安定演目であった。

「副王漫遊記はお好きですか？」

「好きですわ」

「私は、嫌いではありませんが……」

　シフォネは言葉を濁した。

「なるほど。たしかにあなた方のような美しいご婦

人には、副王漫遊記では合わないかも知れません

ね。むしろ情味豊かな恋愛劇などの方が似つかわし

いでしょう」

　その言葉にまたアイオナとシフォネは笑ってい

る。

　いい加減腹が立ってきたのでダーシュは姿を現す

ことにした。

「ああ、ダーシュ」

　アイオナがダーシュに気付いて嬉しそうな声を上

げた。

「紹介しますわ。わたしの夫ですの」

「ダーシュ・ナブ・ナグム・ナブ・テザク・アヌン

＝イビヌと申します」

　嫌みを込めて、丁寧に礼をする。男は面喰らった

ようだった。

　話は聞かせて貰っていたぞ。
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　そういう意味を籠めてダーシュは坊主頭の伊達男

に微笑みかけた。

「これは失礼いたしました。ご結婚なさっていたと

は……不適切な言葉もあったかも知れませんが外国

のこととして、どうか赦されたい」

　慌てて男はアイオナに頭を下げた。

　ここら辺りがローゼンディアだなとダーシュには

思われる。アウラシールであれば謝罪すべきはダー

シュに対してなのだ。

　尤も、謝罪したところでさっきの様子では、刃傷

沙汰になっても不思議は無いが。

　人妻に対してあの物言いはない。無い。危険すぎ

る。

　アウラシールでは、そもそも人妻とはどこかの誰

かにとってのただ一人の相手であり、大事に抱えた

宝物のような存在である。

　言うなれば所有物に近い位置付けなのだ。

　しかもそこには愛憎が伴う。何せ夫婦なのだ。だ

から人妻について語る事自体、本来は避けるべきな

のだが、それが避けがたい場合もある。

　そうした時には、もちろんけなしたり、揶ったり

する事などあってはならないし、たとえ褒めるにせ

よ、迂闊な物言いをしたりすれば、相手の夫の怒り

を買うことがある。

ゆる

もっと

からか
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　そしてこれにはその人妻の親族までもが絡んでく

る。つまり夫だけではなく、妻の父親や兄弟達まで

が該当してくる。

　女性の親族の男性は危険である。これはアウラ

シールの常識と言っていい。

　例えばどこかの部族で内紛などがあった場合など

でも、女性達は被害を免れることがある。とくに外

部の部族から嫁いできた女性にこの傾向が強い。

　何となればその女性を殺すことは、その女性の嫁

ぎ元の部族を敵に回すことになるからである。

　これもまた血の復讎を勘定に入れたアウラシール

での社会常識と言えるが、その結果、父親や兄弟姉

妹が殺し合っても、その母だけは無事、などという

事が起こりうる。

　難しく、ややこしく、危険なのだ。

　坊主頭の男の顔色の変わり様から、ダーシュは相

手がその辺の、アウラシールの常識を辨えているら

しいことが窺われたが、それでもやっぱりアイオナ

に謝ってしまう辺りがローゼンディア人というか何

というか……。

　つくづく己は外国に居るのだなとダーシュには感

じられた。

「お気になさらずとも結構。貴殿はこちらの座に所

属しておられる俳優かとお見受けする。多少のこと

ジ ル ト

わきま
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は大目に見ましょう」

　――多少のことはな。

　ダーシュは胸の中で重ねて付け加える。

「旦那あ！」

　野太い男の声が割り込んできた。

「デトレウスの旦那。客が一人、旦那に会いたいっ

て言って来てますぜ」

　大柄な、筋骨逞しい男である。作業中だったのか

諸肌を出し、手袋をしていた。

　ただ、顔立ちにどことなく剣呑なものを感じさせ

る風があった。

　それがダーシュには気になった。そしてこの大男

も坊主頭であった。

「デトレウス？」

　アイオナが妙な声でその名を口にした。

「はい。私はデトレウス・ファルクス・ヘムデリエ

ス。世界座の座長でございます」

　坊主頭の伊達男は少々ばつが悪そうにそう自己紹

介をした。

　ダーシュは、アイオナがてっきり驚くかと思った

が、むしろ怪訝そうな顔でデトレウスの顔を見てい

る。

「……失礼かと存じますが本当にデトレウス・ヘム

デリエスご本人様ですか？」

もろはだ
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「はい。先日、運命の女神の御手によって恐ろしき

監獄より救い出されましてございます」

　デトレウスの返答にアイオナは暫し呆気に取られ

ているようだったが、納得したのか、デトレウスに

対して微笑みを作った。

「それは素晴らしいことですわ。無実が証明されま

したのね」

「いや、そういうわけではないのですが……」

　デトレウスは困ったような苦笑いを浮かべた。

「禍福は糾える縄のごとしと申します。私としても

この短期間に体験したことには驚くばかりでござい

ますが、これだけははっきりと申し上げておきま

す」

　そこでデトレウスは決然とした顔でアイオナを見

た。

「誓って申し上げて犯罪など犯しておりません。も

しも監獄に入れられた理由があるとすれば、それは

正直であろうとしたことへの罰ではないかと受け止

めております」

　この男、信用できぬ。そうダーシュは思った。

　そして絶対に役者だろう。しかも現実と芝居の区

別が怪しくなってる類の役者だ。始末が悪い。

　一方アイオナは、デトレウスの芝居掛かった物言

いに、微妙な感じで微笑んでいたが、話を変えるこ

あざな
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とにしたようだ。大男の方を向いた。

「面会の方がいらしているようですが」

「おお、そうだった！　申し訳ないがこれで失礼さ

せていただきます。公演の際にはぜひお越し下さ

い。そちらのご夫君とご一緒に」

　デトレウスは慌ただしくアイオナにそう告げる

と、歩き去りながら大男に尋ねた。

「会いに来たのは誰だ？」

「ニクメクだ」

　聞いたような聞かないような名前である。振り向

いてアイオナを見ると、どうやら知っている名前の

ようである。ダーシュに近づいてきて耳打ちしてき

た。

「商工会の顔役の一人よ」

　なるほど。聞いたような気がしたわけだ。

　となればダーシュの知っているあのハルラナムの

同輩であろうと思われた。

「座長殿！」

　舞台の裏手から太ったダルメキア人が現れた。良

い服を着ている。供の者を二人連れている。この男

がニクメクだろう。多分間違いない。

　ニクメクは太った体を揺さぶるようにして移動し

てくる。やけにきれいな青とも緑色とも付かない帽

子を被っていて、それが凄く目立った。しかもその
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帽子には左側から鈴が下がっている。飾りなのだろ

うが、それがやたらとチリチリ鳴ってダーシュは気

になった。

「座長殿！」

　デトレウスにそう呼びかけながら足早に近づいて

行く。

「先日のお話ですが……」

「あれはお断りしたはずです」

　にべもない返答を受けてニクメクは傷付いたよう

な顔になったが、一体どういうことなのか。ダー

シュは少し興味を惹かれた。

　ニクメクと思しき男がこちらを見た。アイオナに

気付いたようだ。声を掛けてくる。

「ファナウス殿のご息女殿ではありませんか」

「はい。ご無沙汰しております」

　アイオナは礼儀正しく挨拶をして、まずダーシュ

を自分の夫だと紹介し、それからはとこだと言って

シフォネを紹介した。

　その様子から、どうもダーシュにはアイオナがあ

まりこの男に親しみを感じていないように思われ

た。

　興味深かったが、目の前に本人が居る手前、まさ

か理由を聞くわけにもいかない。

　簡単に自己紹介をして後は場の推移を見守ること
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にした。

「お知り合いだったのですか？」

「はい。父の仕事上の知人ですわ」

　デトレウスの問いにアイオナが答えたが、その説

明は微妙なものだった。

　むしろ際どいものであると言えるだろう。アイオ

ナの口調は丁寧だが、文字通り知人以上ではないぞ

という含みが感じられるのだ。ニクメクもそれを察

したのだろう。寂しそうな顔になったが、一転して

すぐに笑顔を作った。

「ご結婚なさったと伺ってはおりましたが、ご挨拶

もできませんで申し訳ない」

「いえいえ。お忙しいのは存じ上げておりますし、

それほど親しいわけでもございませんもの。どうぞ

お気になさらずに」

　手厳しいな。これは、この男はアイオナに嫌われ

ているのかも知れないな。

　そう思ってダーシュはアイオナの顔を窺ったが、

別に不快そうな様子は現れていなかった。

　ニクメクはダーシュの方を向いて微笑んだ。

「アウラシールの方でしたか。いやこれでますます

メルサリス商会の手も拡がろうというもの。まこと

に喜ばしいですな」

「ありがとうございます」

うかが

525



「では私は忙しいので失礼いたします」

　デトレウスが立ち去ろうとすると、ニクメクは素

早くその肩に手を置いた。

「まだ話は終わっておりませんぞ」

「ですから無理だと何度も申し上げたはずです」

　一体何の話をしているのか。ダーシュは不思議

だったが、アイオナを見ると、うんざりしたような

顔をしている。どうも事態を察しているようであ

る。

「……どういうことなんだ？」

「多分、自分を芝居に出せって言っているんだと思

うわ」

　ダーシュが小声で尋ねると、小声で返事があっ

た。

「あいつは役者なのか？　そうは見えないが」

「絨毯と宝石を得意とする商人よ。唸るほど財産を

持っているくせに、銅貨一枚でも欲しがるの」

「欲が深いのか」

「強欲でしかも吝嗇。そのくせ妙に人が好いのよ。

何より始末が悪いのは大の芝居好き」

「ほーう……」

「……何よ？」

「いや何も」

　ダーシュは軽く首を振った。アイオナは疑うよう

タフィート

りんしょく
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な目でダーシュを見ていたが、気を取り直したのか

話を続けてくれた。

「芝居に出資して後援者になるのよ。それで利益を

上げつつ、しかも色々註文を付けるわけ。趣味と実

益の両取りをしているわけなんだけど、役者として

舞台に出てくることが多いのよ」

「ほう。自分で演じたくなるほどの芝居好きか」

　ダーシュは賢明であったから、それはお前よりも

重傷だなという言葉は胸の中で言うにとどめた。

「大抵はちょい役で舞台に出てくるんだけど、あの

外見でしょ？　悪目立ちするのよ」

「肝心の芝居の方はどうなんだ？」

　アイオナは苦い物を噛んだような表情になった。

「それが困った事に上手いのよ」

「なるほど。お前が奴に対して複雑な感情を持って

いることは判った」

「何よ。その言い方。気に入らないんだけど」

「そうか？　褒めたつもりだぞ？」

「どこが褒めてるのよ？」

「お前はあいつの色々な特長をよく理解してるんだ

ろう？　だからこそ単純に好き嫌いで判断できずに

困ってしまうわけだ」

「それはそうだけど……」

「別に好き嫌いで割りきる必要は無いんじゃない
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か？」

　そういう男なら、そういう男だと思っていればい

い。ダーシュはそう考える。

「しかし出資者に対してあの男はやけに強気だな。

取り付く島も無いではないか」

　デトレウスは頑としてニクメクの言葉に頷かな

い。

「多分、出資をされてないんだと思うわ」

「自前の資金でやっているわけか？」

「そうじゃないわ。きっと他に出資者がいるのよ。

だからニクメクの要求を聞く必要がないんだわ」

　そんな風に小声で会話をしていると、ニクメクが

アイオナに近寄ってきた。

「おお、アイオナさん。あなたからもお願いしま

す。どうか座長殿に私からの出資を受けるように

言って下さい。私はこれまで多くの一座に出資をし

てきました。ですからどのくらいの劇場で、どれく

らい資金が必要かなどが判っておるんです。この劇

場で、しかも世界座が公演するとなれば資金はいく

らあっても邪魔にはならんでしょう。むしろ必要な

はずだ」

「ですから、すでに充分な出資を受けているんで

す。これ以上の資金は必要ないんですよ」

　デトレウスはうんざりした様子だった。
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　どうやら芝居に出せという以前の話らしい。

　アイオナはため息を吐いた。

「お芝居に出たいんですよね？」

「えっ？　いや、儂は、別に……」

　ニクメクの目が泳いだ。余りに判りやすい動揺ぶ

りに、まさか演技ではあるまいなとアイオナは思っ

た。

　もし演技をされたら自分では見破れないかも知れ

ない。アイオナはそう考えた。そしてそういう所が

ニクメクに対して複雑な感情を持ってしまう理由な

のだ。

「だったら直接そう言って交渉した方が良いと思い

ますわ。それに出資者になって色々と意見をすると

いうのは、あまり感心できることとは思えません」

「えっ？　いや、儂は、その……」

　別に声を抑えていたわけではないので、アイオナ

とニクメクの会話はデトレウスに丸聞こえだったよ

うだ。

「ニクメク殿。まさかあなた、私たちの芝居に出る

つもりだったんですか？」

　意外そうなデトレウスの顔を見てニクメクは慌て

たようだった。何か言い訳をひねり出そうとしてい

るようだったが、ニクメクが喋り出す前にアイオナ

が口を開いた。
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「この人はお芝居に出るのが趣味のようなのです。

中々良い芝居をしますよ」

　アイオナは後になってこの発言を後悔することに

なるのだが、この時点ではそんなことは判らない。

　ニクメクにとってアイオナの言葉は思わぬもの

だったろうか、それとも計算の内だったろうか。

　ともかくそれを援護と受け取ったらしい。何とデ

トレウスに自分を芝居に出してくれと言い始めた。

　するとこれまたダーシュにとっては予想外なこと

に、今度は一転、デトレウスは真面目に話を聞き始

めたのだった。

　今までにどの芝居に出たのか、何を演じたのかな

どを聞いている。

　ニクメクは気をよくしてどんどんと語り出した。

　話を聞く限りでは、旦那芸というものではないく

らいにニクメクは芝居に頭を突っ込んでいるらし

い。アイオナを遥かに超える芝居好きの重症患者

だったわけだ。

　デトレウスは一通り話を聞くと頷いた。

「わかりました。ではあなたがどの程度できるのか

調べさせて下さい」

「もちろんですとも！」

「あなたの話を聞いていて私も興味が出てきまし

た。一つ短い芝居を演じていただきましょう。幸い
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我が一座が公演を打つまでにはまだ日数があります

から、その間にあなたの演技の腕を見せてもらいま

しょう。ですが一つ問題があります」

「なんですかな？」

「役者の数が足りないんですよ。我が一座の者達に

は稽古がありますし、コンコレモ一座の者達に到っ

ては公演が近いのです。余分な時間など無い。です

からニクメク殿の方でお知り合いの方になど声を掛

けていただいて、頭数を揃えていただきたい」

　その言葉を聞いた瞬間、ダーシュは物凄く嫌な予

感がした。きっとアイオナもそうだったに違いな

い。

　ニクメクの肉付きの良すぎる顔がダーシュとアイ

オナを見た。

　その目は何か素敵な物を見付けた少年のようにき

らきらと輝いている。

　まずいなと思った。

「ディラ・アイオナ」

　ニクメクは改まってそんな風に呼びかけた。ディ

ラは既婚女性の敬称である。

「無理です」

「まだ何も言っていないではありませんか」

「何を仰りたいかは想像が付きます。だから無理だ

と申し上げたのです」
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「いいのですか？」

　ニクメクは思わせ振りな視線をアイオナに送って

寄越した。

「あの世界座ですよ？　その世界座の天才、デトレ

ウス・ヘムデリエスが打つ芝居に出られるんです」

　病人には病人の心が判るというが、同じ病気なら

なおさらだろう。ダーシュはそんな風に思った。

「こんな機会はもうあるかどうか判らないんです。

別に観客の目に触れるものでも無し、どうです？

あなたも出てみては？」

　ちらりとアイオナを盗み見ると、明らかに動揺し

ているような様子が感じられた。

　ニクメクの言葉がかなりの効果を発揮しているら

しいのが、ありありと見て取れた。

　――やれやれ。

　ダーシュは少し迷った。ここでアウラシール人な

ら、夫である自分を無視して何という話をするのか

と文句を言うべきである。それが普通だ。

　だがローゼンディアではそうとは限らないのだ。

　大切なことは夫婦が相談して決めるのが慣わしで

ある。

　だからアイオナから相談があって初めてダーシュ

は意見を言うべきということになる。

　如何にすべきか。
い か
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　ダーシュは躊躇した。以前の己なら迷わずアウラ

シール的な対応を採っただろう。

　だが今はそうする気にならない。それが常に正し

いことだとはもはや思えなくなったからだ。

　同様にローゼンディア人が常に正しいとも思って

いないが、少なくとも、アイオナに提示された問題

は、アイオナ自身が考えて納得のいく答えを出すべ

きだろうとは思う。

「どうするんだ？」

　尋ねるとアイオナは実に情けない顔をした。

「どうしよう……」

「…………芝居に出たいのか？」

「だってあの世界座よ？」

「その台詞はニクメクが今口にしたな」

「……」

「お前の好きにすればいいさ。いいんじゃないか？

客の前で演じるわけじゃないんだし」

　その言葉が決め手になったようだ。

　アイオナは時間の許す限りで芝居に協力するとい

うことになった。

　するとシフォネも面白そうだという理由で参加を

決め、ニクメクとアイオナとシフォネの三人で意気

投合するに到った。呆れつつ見ていると三人は一斉

にダーシュを見た。

ちゅうちょ
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　先ほどに倍する嫌な予感がダーシュを襲った。

「……俺は出ないぞ」

　引き攣った顔でそう言ったが、三人はダーシュを

笑顔で取り囲んだ。

「ご夫君もお出になられては？　芝居はいいもので

すよ。実にいいものだ」

「だって世界座の芝居なのよ」

「きっとご一緒に参加した方が楽しいと思います

わ」

　この病気は感染する。ダーシュは確信した。己を

引っ張り込まないでくれ。別に芝居の面白さなど知

りたくはないんだ。

　三人に囲まれ、主にニクメクにしつこく熱っぽく

芝居への参加を勧められて、ダーシュは往生した。

　やんわりと断り続けたがニクメクはもちろん、シ

フォネでさえ退き下がらない。

　おそらく本当にダーシュにとっても良い経験にな

るだろうと信じているのだ。困った事に。

　しかもシフォネはアイオナの親しい親族である、

無下に断るのは難しい。

　ひたすらのらりくらりと躱そうとしたが、どうも

上手くいかない。

　アイオナは味方してくれなかった。何度か目で助

けを求めたが無視された。

かわ
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　結局、取り敢えず稽古には付き合う。舞台の側で

見ていて必要なら手伝いに上がるというところまで

約束させられてしまった。

　帰りの馬車の中で文句を言おうにも、シフォネが

一緒なので迂闊なことは言えず、ダーシュは不満を

持て余すことになった。

　シフォネは商館に帰る途中、滞在先の家の前で馬

車を降りた。後で大伯母イネスと一緒に宴の時に商

館に来るのだという。

　商館に帰ると今夜の宴の準備が始まっていた。

　無事ファナウス達がディブロスに到着したことを

祝っての宴である。

　かなりの規模の宴会である。商館だけでなく、倉

庫の方まで使って準備をしていた。

　しかし肝心のファナウスが居ない。どこで何を

やっているのか。

　商館の面々はそんな事にも慣れた様子であり、何

か指示が必要な時にはアイオナに聞きに来ていた。

　アイオナは迷いつつも指示を下し、なんとか宴の

用意が調った頃、大伯母イネスとシフォネがやって

来た。

「こんなことだろうと思っていました」

　すこしも慌てず、驚かず、大伯母イネスはファナ

ウスを罵倒し始めた。

う か つ

ととの
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「あの子にはこの宴の重大さがわかっていません。

内輪の者だけではないのですよ」

「それはどういう意味でしょうか？」

　不思議に思ってアイオナが尋ねると、大伯母は

うっかりしていたという顔をした。

「言い忘れていましたが船上でお目にかかったで

しょう？　ゼルヴィス・アナクシス殿がこちらにお

出でになります」

「えええっ!?」

「……驚くのも無理はありませんね」

　イネスは軽く溜息を吐いた。

「もっと早くに説明できていれば良かったのです

が、彼は重大な理由があってこの宴に招かれたので

す。あの子によって」

　あの子、とはファナウスの事である。イネスから

してみれば生まれた時から知っているファナウスは

いくつになっても「あの子」なのだ。

「それはどういうことでしょうか？」

　アイオナの問いに答える前に、イネスはちらりと

ダーシュの方を見た。

　ダーシュは離れたところでホイヤムと話をしてい

る。こちらには注意を向けていないようだった。

「いいでしょう。最初に言っておきますが、落ち着

いて聞きなさい。お前は少し気持ちの起伏が大きい
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ところがありますから、とにかく落ち着いて話を聞

きなさい。いいですね？」

「はい」

　アイオナは気持ちの準備をして頷いた。

「ゼルヴィス殿はこの宴の席でお前に結婚を申し込

むつもりなのです」

「えっ？」

　アイオナは小首を傾げた。何か妙な言葉が耳に

入ってきたぞという認識があった。

「ですがお前はすでにダーシュ殿と結婚をしていま

す。この申し込みは断らざるを得ません」

「えっ？　えっ？」

「落ち着きなさい。アイオナ」

　それは無理だと心のどこかが囁いていた。あまり

に予想外のことだったのだ。

　あのサザロスのゼルヴィスが自分に結婚を申し込

む？

　あのサザロスのゼルヴィスが？

　ペルギュレイオン競技会で二種目の優勝をした人

物が？

　その名が神殿の石碑に刻まれた人物が？

　――あり得ない。

　それはあり得ない。何があり得ないかと言えば、

そもそも彼と自分とでは接点が無い。

537



　お互い見も知らぬ他人なのだ。それがどうして、

よりにもよって結婚などという話になる。

　アイオナには全く判らなかったし、想像も付かな

かった。

「お前が驚くのも無理はありません。しかしどうや

らゼルヴィス殿は昔からお前のことをご存知のよう

でしたよ」

「えええ～～～～??」

「その辺りの事情については私は伺ってはおりませ

ん。とにかくゼルヴィス殿には内心しっかりと思う

ところがあってのことのようです。詳しい経緯はあ

の子が戻って来たら聞いてみるのが良いでしょう。

当事者のお前にはその権利があるからです。しか

し、問題はそこにはありません」

　大伯母が説明をしてくれているのは判ったが、ま

だアイオナの意識の中では驚きの方が大きくて、い

まいち内容が頭に入ってこない。それでも大伯母の

話に注意を向けようと努力した。

「ファナウスから話を聞かされた時には私も驚きま

したが、話自体は先方から、つまりアナクシス海将

家からあったようです……どうやらお前の方でも全

く心当たりが無いようですね。顔を見ていると判り

ます」

　また自分はダーシュが言うところの丸わかりの顔
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をしているようだが、そちらに気を回している余裕

がない。

「問題は、この話をお前に伝えるべく、私たちが動

き出した時点ではお前の結婚を知らなかったという

事です。その事自体は不可抗力であり仕方がないこ

とです」

　大伯母イネスはここで少し躊躇うような素振りを

見せた。

「不可抗力というのは失礼でしたね。謝らなくては

いけないわ。お前はきっと望んで結婚したのでしょ

うし」

　大伯母に、この結婚の経緯を知られたら大変だな

とアイオナは思った。

　首に手を掛けて脅されて、なし崩し的に結ぶこと

になったなどと。

　しかも偽装結婚なのだ。これは。

「要するにゼルヴィス殿は無駄足になってしまった

ということです。この意味が判りますね？」

「ええ……はい。判ります」

　アイオナは頭を回らせた。自分が結婚している以

上、ゼルヴィスの申し出を受けることは出来ない。

それは判る。

　問題はゼルヴィスの立場だ。彼はその気になれば

いくらでも結婚相手を選べる立場にある。

た め ら

めぐ
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　ペルギュレイオン競技会優勝者。

　それがどの種目であっても、その栄冠は至上のも

のに違いない。

　ローゼンディアが建国される以前からペルギュ

レーの大祭は行なわれてきたし、そのたびに競技会

が開催されてきたが、その歴史は数千年に及ぶ。そ

の中で数々の英雄が生まれてきた。

　例えばオルニアの金獅子と讃えられた格闘王グリ

アモス。神の代理人と呼ばれ、五種競技で四度優勝

したカサントスのノンディモン。地上最強、不敗の

格闘家と讃えられたゼスタのレアンドロス……この

他にもまだまだ偉大な競技者がいる。

　そしてゼルヴィスはそうした伝説の人物達と並び

立つ存在なのだ。

　彼に結婚を申し込まれた女は喜びよりも戦きを覚

えるに違いない。

　それほどに競技会優勝者という肩書きは眩しいの

である。

　アイオナだって、彼を目の前にした時顫えた。そ

れが結婚を申し込まれるとなればどうなることか。

　そこまで考えて、アイオナは自分があまり緊張も

畏怖も感じていないことに気付いた。

　大伯母から話を聞いた瞬間には確かに驚いた。あ

まりに予想外の事だったからだ。しかし驚くことと

おのの

ふる
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畏怖することは違う。

　自分がゼルヴィスに対して畏怖心を感じていない

ことがむしろ驚きだった。

　一度船の上で会ったからだろうか？　判らない

が、もしもう一度会っても落ち着いて話せる気がし

た。

　もちろん実際に目の前に立って見れば圧倒される

かも知れない。それは判らない。

　何と言ってもペルギュレイオン競技会優勝者なの

だ。

「問題の一つは彼がペルギュレイオン競技会の優勝

者であることです。これはお前にも判りますね？」

「はい」

「よろしい。もう一つの問題は、彼がアナクシス海

将家の人間であるということです」

　そう。名門貴族なのだ。アナクシス海将家となれ

ば名門中の名門だ。王家とだって問題なく婚姻がで

きる程の家柄である。

　それがなんで自分などに？　アイオナの中に大き

な疑問が浮かんできたが、どうもこれは自分がいく

ら考えても答えは出ないような気がした。ゼルヴィ

スに、本人に聞いてみるしかない。

　とまれ要するに無下にはできない相手なのだ。

　求婚のために遠くから来てくれてご苦労様、でも
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生憎ともう結婚しているんです。

　これがこちらの事実だが、それでは対応として難

しいのではないか。

　相手の立場というか、面子を考えた対応が必要に

なる。

　そう考えてアイオナはぞっとした。

　アナクシス海将家は海上では絶大な力を持ってい

る。

　それは取りも直さず、メルサリス商会にとって大

きな影響力がある事を意味する。

「わかりましたか。アイオナ」

「はい……大変ですね」

「はっきり言ってしまえば、これはもう向こうの良

識を期待するしかありません。私が見るところ、ゼ

ルヴィス殿には十分な良識があり、精神的にも立派

な人物であると思えます」

「問題は彼の親族ですね」

「そうです。場合によっては大変な被害が我が一族

に訪れるでしょう」

　アイオナは胸の奥が重くなるのを感じた。アナク

シス海将家の機嫌を損ねれば、商会の活動に甚大な

悪影響が出る虞があるということだ。

「本日の宴には、ゼルヴィス殿と、その御父君であ

るイェラオス殿がお見えになります。イェラオス殿

あいにく

おそれ
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はアナクシス家の当主であり、三海将の一人です」

　海将。それは海神の末裔グライアス氏族の中で、

海王に次ぐ立場を意味する。

　王国を囲む三つの海、そのそれぞれを三人の海将

が支配しているのはローゼンディア人には広く知ら

れたところである。

　ましてやアイオナは南部沿岸カプリア地方で育っ

た人間だ。

　海将という言葉が重圧となって心にのし掛かって

くる。

「お前が萎縮してしまうのは判ります。ですがもう

どうしようもないではありませんか。こうなったら

ありのままを話して、お互いが納得できるところを

探すしかありません」

「でも相手を怒らせてしまったら……」

「確かに、結婚したという一報くらいは欲しかった

わねえ……でも今更仕方ありません。お前は胸を

張って、あなたの求婚に応えることはできませんと

ゼルヴィス殿に言いなさい」

　やはり大伯母様は度胸が据わってらっしゃるわと

思いながら、アイオナはごくりと唾を飲んだ。無

論、欲望ではなく緊張のためである。

　これは大変なことになったぞと思った。ダーシュ

に相談せねばなるまい。

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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「婿殿とよく相談して、ゼルヴィス殿と御父君に失

礼の無い対応をなさい。私もなるだけ助け船を出し

ますから」

「お、お願いいたします」

　情けないが声が掠れるような感じがした。

「しかしこの大事なときにあの子はどこをほっつき

歩いてるのですか。よもや宴までに帰って来ないつ

もりもなかろうと思いますが、一体何を考えている

のかしら」

　溜息を吐く大伯母を見て、アイオナは、ひょっと

すると宴に間に合うようには帰って来ないかも知れ

ませんわ、とはとても言い出せなかった。

かす
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第八章

　剣術の修行はとても面白かった。イシュタトは我

を忘れて剣の稽古に励んだ。

　教室での学問も面白かった。文字を憶え直し、読

み方を習い、古代から伝わるという数々の教えや物

語を知った。

　中には朧に聞いたような記憶のあるものもあった

が、ほとんどは新たな知識であり、物語だった。

　アウラシールにあっては、歴史とは強烈に物語な

のである。

　理由はその記述方式にある。アウラシールでは歴

史の記述方式が二つあるのだ。

　一つは時系列に沿って物事を記録していくもの、

つまりは一般に言われる正史の記述方式であり、こ

れを編年体という。

　もう一つは歴史上の人物や事績について集中し、

時間軸よりも人物や、何が起こったか、どうしてそ

れが起こったのかなどを事件単位で纏めていく記述

方式である。これを紀伝体という。

　だがアウラシールを除く諸外国では、紀伝体は正

史の記述方式とは見做されない。

　それらは史家の個人的な研究結果として著される

ことはあるが、正史とは認められないのだ。

はげ

おぼろ

み な

545



　理由は明白で、人物単位で歴史を書いていくと内

容が物語的になってしまい、史書としての重厚さが

損われるからである。

　どの国でも正史というものには権威が求められる

のだ。

　物語や芝居の脚本のようでは困るのである。

　それに人物単位で歴史を記述していたら、時間軸

の順序が乱れる場合も起こってくる。

　歴史とは過去から現在へと整然と流れる川の流れ

のようなものであり、その流れが行ったり来たりす

るようでは困るというのがその言い分だ。

　要するに諸外国では歴史というものは時間という

観点からのみ記述されるべきものであって、紀伝体

など以ての外、それは芝居や物語でやれということ

なのだ。

　ところがアウラシールではこれは通用しない。

　むしろ紀伝体方式の歴史書の方が一般的なのであ

る。もちろん事実を時系列に沿って淡々と述べてい

く編年体の歴史書もある。そしてこの両者が合わ

さって正史を形作るのである。

　しかし編年体方式の方は史官とか神官のための歴

史であって、それ以外の人々に読まれることは余り

ない。

　他方、紀伝体方式の歴史書は、歴史上の人物やそ

もっ
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の事績について、まるで物語のように記述してい

る。これが人気がある。

　どの都市でも王宮や神殿には両方の記述体で書か

れた正史が保管されているが、文字を読める者が読

む方はと言えば圧倒的に紀伝体の方なのだ。

　それは編年体のものに比べ遥かに広く読まれてい

る。これは考えるまでもなく当然のことで、つまり

は面白いからである。

　そして文字を読めない者にも面白い話というもの

は伝わっていく。

　無論、伝わる過程で話に色々な変化が現れたりは

するのであるが、アウラシールでは基本文献として

の紀伝体史書が厳然と存在するので、それらの逸脱

も又元の形へと収束していくことになる。

　そうして紀伝体形式の歴史が、物語が、原本その

ままの形で人々の間へ浸透していくのだ。

　そこでは誰が何をしたか、どういう人物であった

か、どのように生きたのか、という事が濃厚に現れ

てくる。

　歴史上の人物が、物語の人物として立ち現れてく

るのだと言ってもいい。

　例えばリムリクの稲妻と讃えられる英雄ザフィス

メル。

　アウラシール語での正式な本名は、ザフィース・
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アスメル・アトゥール・ナブ・マーディム・ナブ・

ムンザル・アヌン＝ヴィヤンダリ。

　ザフィスメルは口語短形で、正しくはザフィー

ス・アスメル。

　ザフィースは動詞ザフルの形容詞化したもので、

膝を着くが原義。そこから祈るという意味が生じ

た。アスメルは獅子を意味する。

　則ち『跪拝する獅子』という意味の尊称である。

　通常、尊称は名前のどこの位置にでも入れる事が

できる。一般には本名に続いて冠詞付きで入る事が

多い。

　しかし彼の場合、本名のアトゥール・ナブ・マー

ディムよりも遥かにザフィスメルという尊称におい

て知られているので、普通はそのように、先ず第一

にそう呼ばれるのだ。

　ザフィスメルは今から数百年前、戦乱打ち続く時

代のリムリクに彗星のごとく現れた。

　英雄、名君と言えば先ず第一に名前が挙がるほど

の人物だが、どこで生まれ、どのように死んだの

か？

　如何にしてレメンテム帝国の侵略と戦い、如何に

して都市ベルガトをローゼンディアから取り戻した

のか？

　ザナカンダにある彼の墓には常に参詣者が絶え

き は い ク メ ニ

ク メ ニ

ク メ ニ

い か
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ず、墓所はいつも花で飾られているという。

　何故それほどまでに人々に深く愛され、尊敬され

ているのか？

　紀伝体で書かれたザフィスメル伝を読めば、それ

が判るのである。

　実際イシュタトもザフィスメル伝を読んで感動し

た。彼が英雄であり、人々の崇敬を集めるのは当然

だと思えるようになった。

　ザフィスメルが死んだ時、初めて人々は彼がほと

んど財産と呼べるものを持たなかったことを知っ

た。

　あれほどの英雄が、ごく僅かな銀貨と銅貨しか

持っていなかったのだ。

　その事に人々は驚き、涙を流したと書かれてい

る。

　城を築き、都市を整備し、一つの王朝を開いたほ

どの人物でありながら、彼は何一つ私物化はしな

かった。それらは全て、広くリムリクの人々のため

にあったのだ。

　こうした物語形式の偉人伝は、なまじの教典など

よりもよほど教育効果が高い。教化能力があるの

だ。

　古代より伝わる教典や、法学大系、学芸書には身

の修め方、法の知識、神と自己についての深遠な考
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察などが記録されているが、それらは専門の神官な

ど以外にはあまりに高尚に過ぎるのである。一般的

ではないとも言える。

　一般の民衆にとっては、紀伝体の英雄伝こそ先ず

第一の教科書なのである。

　そしてそういった伝統のためか、アウラシールの

人々は歴史に物語性を、美学を求める傾向がある。

　巨大な業績を残したからといって必ずしも歴史の

上で評価されるとは限らない。

　評価の基準となるのは業績よりもむしろ如何に生

きたか、如何にして死んだかという点である。

　紀伝体の歴史書に登場するのは、王や神官だけで

はない。

　武人は将軍などの貴族階級だけでなく一介の兵士

まで含まれるし、王宮に使える官吏や学者、それど

ころか使命半ばで果てた暗殺者や、市井の商人、奴

隷さえもが登場人物として現れるのだ。

　王侯が必ずしも優遇されて登場するというわけで

はないのである。

　領土を守り、法を定め、安定した政権を築いたと

しても、歴史書の上では余り顧みられることのない

王など、枚挙にいとまが無い。

　重要なのは、そこに人の心を動かす物語があるか

どうかなのだ。

い か

かえり
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　そこでは世間的な業績ではなく、人間味のような

ものが重要となる。

　例えば数奇な運命を辿った官吏の兄弟、復讎に己

れの全てを傾けた武将、武芸を極めた盲目の王女、

老母に孝養を尽くした結果国を救った男、王の霊夢

に現れたという絶世の美女、狂人の振りをし続けた

王子、極悪非道の君主、そういった者達が記録され

る。

　生き生きと、さながら物語のように記述されるの

だ。

　幸不幸、成そうとした物事の正否は問題にはなら

ない。重要なのは人間味である。

　要するに個性の強さや個人的なこだわり、極悪非

道さや、その逆である志の高さを持っている必要が

あるのだ。

　しかしこれはアウラシールという地域の事情を考

えると、自然な事であるのかも知れない。

　何と言ってもその歴史は一万五千年に及ぶ。その

圧倒的とも言える時の流れの前では、人間どころ

か、王朝の寿命さえ、吹けば飛ぶようなものでしか

ない。

　広大な領土を獲得し、栄華を極めても、精々保っ

て二百年である。

　何もかも砂塵の中に消えてしまうような土地なの

も
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だ。

　だが人の心は遺る。

　たとえ失敗したとしても、志を持った人間が描い

て見せた夢は遺る。

　英雄ザフィスメルはその生涯の大部分をレメンテ

ム帝国との戦いに捧げた。

　狂気の一神教徒たちによる侵略に立ち向かったの

だ。

　レメンテム帝国の数度に亘る大遠征によって、当

時リムリク地方は破壊と略奪の限りを受けていた。

　惨憺たる有り様だったという。

　そしてそのような状況の中でも、リムリク諸都市

の王達はお互いの足を引っ張り合い、潰し合ってい

たのだ。

　中にはレメンテムと同盟を組んで他の王を攻めた

者さえある。

　彼らにとって『世界』とは、自分たちの王宮と庭

園に限られていたのだ。

　王城を守る壁の周囲は孤児や浮浪者に囲まれ、餓

死者が大量に発生していたが、王侯達は気にも留め

なかったという。

　豊かな楽園で暮らす彼らにとって、その外で戦乱

に喘ぐ人々のことなど埒外であり、想像すらしたこ

とはなかったのである。

のこ

わた

さんたん

らち

552



　当時の王達は食後に楽しむ『王の遊戲』のように

世の中を眺めていた。

　現実をまったく顧みず、古代から連綿と続く政争

と計略、時に大きな規模にもなるが、ほとんどが小

競り合いで終わる戦争……そうした「お互いの都市

を奪い合うという遊び」に興じていたのだ。

　結果リムリク海浜の都市や村々は全て消滅し、枢

要な街道筋でさえ屍体が転がっている状態であった

という。

　盗賊が横行し、疫病が流行り、怪しげな呪い師や

宗教が次々に現れていたという。

　史書にはザフィスメルも又、その戦乱の犠牲と

なった者だったと書かれている。

　一介の兵士の家に生まれたザフィスメルは、故郷

も、家族も、全てがレメンテムによって奪われたと

いう。全てが彼の目の前で炎の中に消えていったの

だと。

　英雄伝はその事実をまるで物語のように記述して

いる。

　この体験が彼をして、常に虐げられる側、奪われ

る側に立たせることになったというのだ。

　彼には奪われ、殺されていく人々の怒りや悲しみ

が、まるで己のことのように、まさしく痛いように

理解できたのだと書かれている。

かえり

は や まじな
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　真実は無論わからない。あくまでそう書かれてい

るというだけである。

　ただし彼は常に味方を助ける方向で、人々を救う

方向で行動した。

　時にはそれが災いを招くこともあったが、ザフィ

スメルは決してその考え方を棄てなかった。

「死ぬ人間が多すぎる」

　彼はよくそう言ったという。

「死ななくてもよい者達が死んでいく」

　そうも言ったという。

　あの時代、敗戦続くリムリク諸都市の軍中に在っ

て、ザフィスメルの軍隊だけが奇跡のように勝ち続

けていたという。

　一体いつになれば平和が来るのか。そのように問

われたとき、ザフィスメルはこう答えたと記されて

いる。

「王侯が富を愛さず、武将が死を恐れず、誰もが平

和を願うことだ。信じるのだ。いつかはきっと良く

なると」

　そして彼はこの言葉通りに生きて、死んだ。

　その言葉通り富貴を愛さず、その言葉通りに勇猛

だった。英明にして公正であり、高い正義の心を

持っていた。

「父祖の土地を守れ」

す
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「妻子を守れ」

「己の魂を守れ」

「己が命を守れ。愛する者の悲しみを思え。無駄に

死んではならぬ。お前が一日生きる事は、お前の敵

にとって一日の恐怖となる」

「明日を守れ。己が軍列の隣にそれがある。団結こ

そが最大の力なのだ」

「苦しいときは故郷の野山を思え。そこで家畜を

追っていた自分を思え。穏やかに満ち足りた日々の

ことを思え。そこがお前の魂の在処なのだ。決し

て、侵略者に屈してはならぬ」

「言葉は神に返る。呪いは己に返る。邪悪な生き方

に救いは無い」

「顔を、上げるのだ。胸を張るのだ。何も恥じるこ

となどない」

　そして口癖のように言い続けたという。

「全てはきっと良くなる。いつかは全てがきっと良

くなる」

　史書は英雄ザフィスメルの言葉を、行跡を数多く

記している。おそらくは手に入る限りのものを集め

て記述されているのだろう。

　だがそれほどの英雄でも、安定した王朝を築きあ

あ り か
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げることは出来なかった。

　ザフィスメルの死後、リムリクは再び動乱の渦に

呑み込まれていくことになったのだ。

　それでもアウラシールの史家達からは、古代の大

王グザルハビヌなどと並び、第一級の英雄として最

高の評価を捧げられている。

　その理由は明白である。ザフィスメルは史書に記

述されるべき英雄としての条件を、悉く満たしてい

るからだ。

　強大な王朝を開くことは出来なかったが、彼が夢

見たもの、その志は歴史書に記録された。

　そして光芒を放つのだ。その輝きは今も人々を感

動させ続けているし、この先千年の時を超えて尚、

人々の心を震るわせることになるかも知れない。

　それがアウラシールの歴史観であり、美学なので

ある。

　ゆえにアウラシールの王侯は、史書にどのように

自分が記述されるかということを気にする者が多

い。

　汚名を被れば、それは千年を超えて遺ることにな

るし、逆に尊崇を集めれば、やはり千年を超えて

人々に讃えられ、愛されることになるからだ。

　そのため小知恵の利いた王侯には、自分に都合の

良い内容だけを書かせるために、お抱えの史官を持

ことごと
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つ者もある。

　しかしそうした努力もまた無駄な事に終わると相

場が決まっている。

　アウラシールでは、歴史において嘘は遺らない。

今まで遺った例しがない。

　己の都市の人民だけならば、嘘の記述で押さえ込

めるかも知れない。

　しかし宏大なアウラシール全土の人々を、長く騙

し続ける事など誰にも出来ないのだ。

　何よりも史官達は優秀である。そして多くの者が

高い職務意識を持っている。

　実際歴史書の中には、王命によって記述内容を変

更せよと命じられた史官一家の話がある。その家で

は父も、息子達も皆史官であった。

　王命を拒むたびに初めに父が、そして兄たちが殺

されていったが、最後に残った末弟はそれでも筆を

枉げることを良しとしなかった。最後には王の方が

諦めたという。

　史官達には真実以外は記述すべきではないという

強固な信念があるのだ。

　その姿勢の上に、異伝誤伝、何から何まで全て注

釈付きで収録されるので、後世の者が容易に真偽を

判定できるのである。

　アウラシールの歴史は物語である。その中には知

ため

ま
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恵や道徳、処世術など多くの内容が含まれている。

　だから学問と言えばアウラシールではまず歴史、

次が神学法学ということになる。

　それほど重要な歴史学ではあるが、無論教室での

学問が紀伝体の英雄伝だけで終わるわけではない。

　構文はもちろん詩学や韻律学、数学、そしてアウ

ラシール得意の天文学などまで幅広い学問が講義さ

れた。

　浴びるほどに。

　浴びるほどにあらゆる知識と技芸がイシュタトに

は示された。どれを、どれだけでも、好きなだけ学

ぶことが許された。

　全てザハトの計らいである。あの日以来、イシュ

タトにとってザハトは神であった。

　摂政の職にあるザハトは、とても忙しそうだった

が、それでも時間を見付けるとイシュタトの様子を

見に来てくれた。目を掛けられていると思った。教

室には他の生徒たちもいた。

　ほとんどの者が、イシュタトよりも遥かに年下で

ある。

　イシュタトの歳になって、新たに基本から読み書

きを学ぶということは珍しいのだ。

　このくらいの歳になると皆、生業を持っている

か、下っ端の書記や神官などとして働き始めている
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のが普通である。

　奴隷として売られるまでは、イシュタトもこうし

た教室で読み書き学問を学んでいたのだ。

　失った時間を取り戻すようにイシュタトは勉学に

励んだ。

　教室にいる者達はイシュタトが特別扱いされてい

ることを恐れ、近寄ってこようとはしなかった。

　イシュタト自身は、元奴隷ということで侮辱され

るのではないかと思っていたが、そうではなく、他

の生徒たちはイシュタトに関わろうとしなかったの

だ。

　それはザハトが行なっている治政に原因があった

のだが、イシュタトはそれを知らない。

　だがそもそもそんな事は気にはならなかった。

　教室は学問をしに行くところであり、それ以外の

事は興味がない。イシュタトはそう思っていた。

　そして学問が終われば剣が待っている。

　剣。

　それがこれほどに面白く、魅力的なものであると

はイシュタトも想像すらしていなかった。

　剣の師にはザハトが引き合わせてくれた。

　達人だという。

　あのアンケヌでの政変、王位簒奪事件の際に、迫

り来る敵の戦士達を鬼神の如く斬りまくり、孫と一
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緒に脱出したのだと聞かされた。

「……記録によればシュガヌ師お一人のために五十

九人が斃されたそうだ。その全員が即死。みな一太

刀で斃されていたという」

　ザハトの説明は落ち着いたものであったが、秘め

られた驚嘆と敬意が感じられた。

　一撃で人を斬り殺すのは難しい。それにはかなり

の技量が必要なのだと教えられた。

　しかも相手は武装した戦士である。加えて不意打

ちでもあったという。

　不意を打たれ、それでも孫を守りつつ、ヤンギル

族の包囲を斬り破った。

　五十九人もの戦士を、いずれもただ一太刀で斬り

伏せたのだ。

　尋常では無いのだという。

　一体どれほどの人物なのか。

　畏れにも似た緊張を抱いて対面したのは、マグヌ

ハヌ・シュガヌという名の、杖を突いた老人だっ

た。

　ラド・バナアル・マグヌハヌ・クム＝シュガヌ・

ナブ・ワラディク・アヌン＝エレビエリ。

　シュガヌは尊称であるから、マグヌハヌ・ラド・

バナアルが本名であろう。

　体格も普通であり、筋骨隆々というわけでもな

たお

たお

ク メ ニ
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い。

　はっきり言って全然凄そうに見えない。粗衣を纏

い、むしろ貧相にすら見えた。

　本当に剣の達人なのかと思った。

　しかし、ザハトが言うのだ。間違いがあるわけは

無いとイシュタトは信じた。

「お前がイシュタトか」

　見かけの割にはっきりした声と喋り方である。

　場所は王宮の一画、中庭の隅である。寂しい場所

と言えたが、それが人目を避けるためであるという

のは後になって知ったことだ。

「剣を学びたいか？」

　妙なことを聞くと思った。

「はい。剣技を身に付けたいと思います」

「何故だ」

　イシュタトは少し考えた。

「……強くなりたいからです」

「ほう……では聞くが強さとは何か？」

　漠然とした質問だと思った。どう答えればいいの

か。

　そもそも何故こんな事を聞かれているのか。これ

が剣に関係あるのか。

　イシュタトの心は迷いと混乱に波立ったが、その

波の中心には重い塊のような何かがあるのも自覚で

まと
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きた。

「戦うためです」

　自分でもよく解らなかったがそんな言葉が出た。

そもそも答えになっていない。自分は強さとは何か

と聞かれたのだ。

　だがこの言葉が最も自分の本心を表していると

思った。

　それを聞いてシュガヌ師は、少し考えるように

黙った。

「……剣を持つということは足下に死があるという

ことだ。それは判るか？」

　人を殺す武器を持つ者は、自らも殺される場合が

あるということだろうか。何となくその話は判る。

　だがそんな事が問題になるだろうか？　イシュタ

トは不思議に思った。

　こちらが武器を持っていても、いなくても敵は

襲ってくる。

　敵は強盗かも知れないし、他の部族の戦士かも知

れない。それはどうでもよい。

　重要なのは、敵は最初からこちらを殺すつもりで

襲ってくるのであって、こちらの事情は元より相手

の勘定には入っていないという事だ。

　仮にイシュタトが武器を持たず、戦いを放棄する

ような生き方を選んだとしよう。
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　敵は大喜びで殺しに来るだろう。何せ、反撃を受

ける虞が無いのだから。

「黙って殺されるつもりはありません」

「そうか」

　シュガヌ師はまた考える様子を見せた。

　そして暫く経ってから口を開いた。

「……復讎は、動機としては強力だが危険でもあ

る。お前は危うい。だが剣はお前に円やかさを齎ら

すかも知れん。儂はそう信じて教えることにする」

　何を言われているのか解らない。だが取り敢えず

頭を下げた。シュガヌ師は頷いた。

「明日から教えよう。教室の学問が終わったらここ

に来い」

　その言葉通り、剣術の稽古が翌日から始まった。

「先ずはこいつを振ってみろ」

　言われて渡されたのは棒である。取り敢えず思う

通りに振ってみた。

　何回か振っているとシュガヌ師が話しかけてき

た。

「判った。剣を振る前にやることがあるようだ」

　教えられたのは体の筋を伸ばす体操だった。それ

と食べ物についても幾つか指示が出された。

「食べ物に関しては、料理人の方に儂から伝えてお

こう」

おそれ

まろ もた
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「剣は教えて下さらないのですか？」

「教えるさ。だが暫くは体をほぐすことに注意を向

けねばならん」

　イシュタトが答えないでいるとシュガヌ師は微笑

んだ。

「不服そうだな」

「そんなことはございません」

「案ずるな。その内憶えきれぬほどのことを日々抱

えて稽古することになる」

　シュガヌ師の指示に従ってイシュタトは体をほぐ

す体操とやらをやり続けた。数日で痛みや張りを感

じるようになり、按摩士の世話になることになっ

た。

　この按摩士もシュガヌ師が手配したもので、実に

見事な腕を持っていた。関節技を掛けられているよ

うで、初めの頃はかなりの痛みを感じることもあっ

たが、それを過ぎると急に体が楽になっていった。

　ちなみに摂政ザハトやシュガヌ師自身もこの按摩

士の世話になっているのだとイシュタトが知ったの

は、大分後の事である。

　どうしてこんな事をするのかとシュガヌ師に尋ね

たところ、奴隷としての労働で付いた体の固さや、

強ばりなどの癖をできるだけ取り除いてから稽古を

始めたいのだという。

マ ニ ス グ ラ

マ ニ ス グ ラ

マ ニ ス

グラ
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「とはいえザハトの奴によれば余り時間はないとい

うことだからな。体をほぐしつつ剣の鍛錬もやって

いかねばならん」

　シュガヌ師は摂政閣下、すなわちザハトのことを

名前で呼び捨てにすることがある。

　そのことにイシュタトは強い違和感というか、反

感の混じった複雑な感情を抱いていたが、当のザハ

トが呼び捨てにされることを一向気にしていないよ

うなのだ。

　何でもザハト自身、シュガヌ師の弟子であったか

らという。

　まさか自分ごときが文句を言うわけにもいかない

ので、その事についてイシュタトは何も言わなかっ

たが、もやもやしたものが胸の中にはある。

「どのみち剣の修行は体の強ばりや癖を取り除く作

業よ。それは一生続く」

「お師様もそうなのですか？」

　イシュタトはシュガヌ師のことをお師様と呼ぶこ

とにしていた。

「当たり前だ。これは一生続けられる途方もない遊

びなのだ。日々考え、工夫をしていく余地がある。

きっと生涯完成することはあるまいよ」

　そう言って笑った。悪戯でもする子供のような笑

い方だった。

いたずら
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　体をほぐす体操を続けながら毎日剣を振った。

　要求されたのは絶対的な支配力である。

　剣に対する支配力。

　剣の動きを、完全に自己の意識内に収めるという

規律がそこにはあった。

　ただしそれはイシュタトが思っていたような剣と

は、それとは明らかに違った。

　大男が雄叫びを上げて剣を振り回すようなものを

想像していたのだ。

　あるいは逞しい戦士が目にも止らぬ速さで剣風を

起こす様を想像していたのだ。

　シュガヌ師が指導する剣術は、そういうものとは

明らかに違っていた。

　地味で、静かで、注意深い稽古なのだ。

「見てくれの良さや迫力などはどうでも良い。大事

なのは自らは決して傷付かず、しかも一撃で相手の

死命を制することだ」

　確かにそれは理想であろう。だがそのためにはや

はり力強さや、剣の速さが必要ではないのか？

「力は必要だが力強さは不要だな。太刀行きの速さ

についても同様だ」

　イシュタトの疑問にシュガヌ師はそう答えた。

　多少ぼやけた感じではあったが、それは自分の意

見と一致しているようにイシュタトには思われた。

お た け

たくま
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　ならば何故このような稽古を続けるのだろう？

「力と、本当の速さを身に付けるためだ。その為に

は何よりもまず柔らかくなければならん。柔らか

く、軽く、速くだ。見かけの速さなぞどうでもよ

い。求めるべきは動きの速さだ」

「動きの速さ……？」

「そうだ。いくら剣を振るのが速くとも、動きの速

さを身に付けた者には及ばん。本当の意味での速い

動きには全く対抗できぬのだ。何が起きたかも判ら

ぬ内に殺されてしまうだろう」

　イシュタトには意味が判らなかった。

「納得できんようだな。だがすぐに判るだろう」

　精妙な、極めて静かな稽古が続いた。要求された

のは脱力。そして意識で体を、剣を動かすこと。剣

先にまで意識を届かせること。

　体の筋の一つ一つにまで意識を送り、注意して動

く。

　正解となる剣の軌道はいつもただ一つで、それを

なぞることが出来るまで延々と同じ動作を繰り返

す。

　その間決して力んではいけないのだ。

「体を常に中正に保て。肩の力みを抜け。力むな。

力を支配せよ。力に振り回されるな」

　繰り返しシュガヌ師はそう言った。
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　神経を使う稽古だった。そして体の奥深くまでが

疲れる。

　言うならば骨に貼り付いたような細かい、小さな

筋の一つ一つにまで「意のままに動け」と指示を下

す練習なのだ。疲労は重く、体の芯に粘るようにこ

びり付いた。

　僅かでも理に外れたところがあるとすぐにシュガ

ヌ師は立ち上がって直してくれた。

　イシュタトの体に触れてその誤りを正し、それか

ら自分で同じ動きをやって見せた。

　必要なときは自らの体をイシュタトに触らせて、

体のどこが動いているか、どう動いているかを確認

させた。

　手取り足取りというのはこういうことを言うのだ

ろう。イシュタトにとっては初めての経験であっ

た。

　奴隷として使われていた時代、仕事は見て憶える

ものだった。

　誰もやり方を詳しく教えてくれなどはしない。た

まに短い助言や指示が与えられることはあったが、

正しいやり方など誰も教えてくれなかった。

　正確には教えようとしないのではなく、教えられ

ないのだ。

　誰もが殴られたり怒鳴られたりしながら見て憶え
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ているのである。自分自身の自得が全てなのだ。

　無論底意地の悪い者は仕事を憶えるのを邪魔した

り、嘘を教えてきたりしてきたが、それはまた別の

話であって、そもそも教授という方法自体が奴隷の

世界には存在しないのだ。

　少なくともイシュタトの知っている、グヌグの屋

敷ではそうだった。

　仕事は見て盗めと言われた。だからイシュタトも

そう思っていた。

　シュガヌ師にそれを告げたところ、鼻先で笑われ

た。

「天才ならそれでもいいだろうよ。天才ならばな。

それでも一流一派を興すことは出来るかも知れん。

だがそんな方法では粗雑に過ぎるし、何より効率が

悪い」

「 効 率 が 悪 い と い う の は ど う い う こ と で し ょ う

か？」

「口で教え、動きで示し、実際に剣を振らせて教え

た方が早いということだな。だがまあ、ただ動きだ

けを示し、あとは見て憶えよというのもわからんで

はない。ある意味最高の教え方かも知れん。しかし

それでは千人に一人も育たんだろうな。少なくとも

教授という看板を掲げられるような教え方ではな

い。人間を使い捨てにし、流派だけを残すためなら

おこ
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それでも良かろう。千人の門人を取り、その中の一

人の天才がまた次の世代で同じ事を繰り返す、それ

で流儀は伝わる。そういう在り方もあるだろう。だ

が儂は好かぬ」

　使い捨てられる側の立場に立て、というのがシュ

ガヌ師の意見であった。

「そんなやり方でも、見てくれだけの剣士ならばい

くらでも作れるだろうな。あくまで見かけだけだ

が。そんな指導では、おそらく一度の斬り合いでも

無事に潜り抜ける者はほとんどおるまい。完全に個

人生来の才能頼みだからのう」

「私の居た屋敷ではそれでもみな仕事を憶えており

ましたが」

「確かにな。だが出来るとはそもそもどういう事

か。またそれぞれの出来ているというのは、どうい

う事か。お前はそれを考えたことがあるか？」

　またわけのわからない話になってきたとイシュタ

トは思った。

　そもそもこれは剣の話なのか。それともイシュタ

トの奴隷仕事の話なのか。

「目で見て同じでも実は違うということはある。ま

た、ある人から見て良いと思えたものが、別の人か

らはいかんということもある。イシュタトよ、我々

のやっているのは剣だ。剣では僅かな違いが生死を

・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・
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分ける。取り敢えず恰好だけは一人前、では困るの

だ。大事なのは中身だ」

「中身とは？」

「稽古によって正しく身に付いた実力のことだな」

「それはどうやって判るのでしょうか？」

「戦えば判る」

　素っ気ない一言だったがイシュタトはぞくりとし

た。そこには確かに、実際に剣で生きてきた老人の

凄みが含まれていると感じられたからだ。

「そもそもこうして戦うための技を学ぶということ

を考えて見るがよい。もともと、修行としての剣な

ど弱者のものなのだ」

「古の達人、戦士達は弱かったと仰るのですか？」

「そうだ。弱い」

　シュガヌ師は言い切った。

「お前も、儂もまた」

　だから剣を鍛錬するのだと。強さを知るために。

　強さを身に付けるために。

　強くなるために。

「見て、憶えろか……」

　シュガヌ師は溜息を吐いた。

「見ることは大事だ。看取りは何よりも大事だ。だ

が看取りが出来るのは既に天才だということだ。そ

して自分を天才だと思う事ほど愚かなことはない」

いにしえ おっしゃ
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　それはイシュタトにも理解できる。

「そもそも天才自身、往々にして自分を平凡だと

思っとるもんだ。天才にしてからがそうであるの

に、況んや自らにおいてをや」

　いつも、言葉を交わせばこんな感じなのである。

　イシュタトにはしばしば目の前の老人が何を言っ

ているのか、何について話しているのかが判らな

かった。

　自分は剣を学んでいるはずなのだ。戦うための技

を修練しているはずなのだ。

　正直、不安があった。ザハトを信じてはいた。そ

の判断を疑うなどイシュタトには思いも寄らない。

　だが目の前の老人は本当に強いのだろうか。

　その思いが打ち砕かれたのは、ゴーサの傭兵達に

よってだった。

　ある日、ゴーサの傭兵達が稽古場にやって来た。

「剣匠様。何卒我らにもその類い稀なき剣技をご教

授下されたく……」

　そんな風に辞を低くして言ってきた。

　イシュタトは内心驚いた。ゴーサの傭兵達は摂政

であるザハトが個人的に契約している傭兵団であ

る。

　その実力は折紙付きであると噂されていたし、実

際、イシュタトから見ても彼らは屈強な、いわば想

いわ

なにとぞ たぐ まれ

572



念通りの一流の戦士たちであったのだ。

　それがこうして頭を下げて教えを請うている。

「摂政閣下のお許しはあったのか？」

　シュガヌ師はそう問うた。さすがに誰に対しても

「ザハト」と呼び捨てにすることはない。状況は辨

えているのである。そうであって欲しいとイシュタ

トも願っている。

「無論。許しは戴いております」

「そうか。ならばそこの棒を取るがよい」

　シュガヌ師はぶっきらぼうに言い放った。

「ちょうどイシュタトの稽古相手が欲しいと思って

おったところだ」

　そう言ってイシュタトを手招きする。

「怪我をさせるなよ」

「心得ましてございます」

　頷くと、ゴーサの傭兵はイシュタトに向かい合っ

た。

「試合だ。イシュタト。お前もしたかったであろ

う？」

　シュガヌ師は意地悪く笑んで、イシュタトに試合

用の木の棒を握らせた。

　目の前には同じようにゴーサの傭兵が、木の棒を

持って立っていた。

　素振りもやったし、簡単な約束稽古もやっていた

わきま

いただ
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が、試合は初めてである。

　イシュタトは緊張した。だがこういう機会を待ち

望んでもいたのだ。

　ところがそのいきなりの試合は、何が起きたか判

らない内に終わった。

　開始と同時にイシュタトは剣を、剣と言っても木

の棒だが――を叩き落とされたのだ。

　目にも止まらぬ速さの、そして腕の骨まで痺れる

重い一撃だった。

　さすがはゴーサの傭兵と思って腕をさすっている

と、シュガヌ師が木の棒を持って立った。

「よく、見ておけ」

　今度はシュガヌ師が立ち合うのだ。引き続き木の

棒を持ったゴーサの傭兵と向き合う。

　イシュタトは言われた通り注意して試合を見つめ

た。

　シュガヌ師はただ突っ立っているだけに見えた。

　突っ立つという表現がこれほど似合うのも珍しい

と思える程に、シュガヌ師は突っ立っていた。

　とても速く動けるようには見えない。

　とても戦えるようには見えない。

　だが何故だろう。イシュタトの胸は震えた。

　――どう動くのか判らない。

　そういう感じなのだ。全く動けぬようにも見える
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し、どのようにでも動けるようにも見える。

　――底が知れない。

　そう思った。

　それを見たゴーサの傭兵も剣を構えたまま動かな

い。

　さすがは名の高いゴーサの戦士であると言うべき

か。雰囲気を感じ取ったのかも知れない。すぐには

動かなかった。

　暫くシュガヌ師と向き合っていた。

　やがてじりじりと機会を測るように摺り足で近づ

いて、一気に打ち込んできた。体全体で飛び込むよ

うな打ち込みである。

　同時にシュガヌ師が動いた。イシュタトには二人

の身体がぶつかったように見えた。

　しかしゴーサの傭兵が地に投げ出されるように転

がり、シュガヌ師の手には、相手の木の棒があっ

た。

　一瞬の内にゴーサの傭兵の手から奪ったのだ。

「遅い」

　シュガヌ師は立ち上がってくる相手にそう声を掛

け、それからイシュタトを振り返った。

　それは力みも何も無い、何でも無いような様子

だった。

　とても試合をした直後の態度ではないのだ。

しばら

575



「わかったか？」

　ぶっきらぼうにそう聞いてきた。

　わかるわけが無い。何が起きたのか、どうしてこ

んな結果になるのか。イシュタトにはまるで理解で

きなかった。

　だが身体が顫えた。やはりザハトは正しかったの

だ。

　マグヌハヌ・シュガヌという老人は、紛れもなく

剣の達人だったのだ。

　　　＊

　意識が途切れていたのを自覚した。どうやら眠っ

ていたようだ。

　しかし、あまり長い時間ではないと思われた。

　日は沈み、月が出ているが、まだ向こうの宮殿で

は人が働いている気配がする。

　向こうの宮殿というのはいわゆる王宮のことであ

る。

　ザハトが暮らしているのは離宮である。一応同じ

敷地内にはあるし回廊で繋がってもいるが、独立し

た別の建物なのだ。

　ここをザハトは私邸として使用しており、王宮の

方には政務を執るときのみ出向くようにしている。

ふる

まぎ
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　ザハトは息を吐いて椅子の背凭れに体を委ねた。

　疲れを感じる。

　摂政としての仕事は大変だ。理由は単純である。

つまりは仕事量が多いのだ。

　本来摂政などが関わることのない、軽犯罪の裁判

にまで一々顔を出しているのだから当然だった。

　この多忙さから逃れるためには、行政の枢要な点

だけを自分が受け持って、後は官吏に任せてしまえ

ばいい。だがそれができない。

　今はまだ細部にまで目を届かせておく必要があ

る。ザハトはそう考えているのだ。

「御主人様、お休みの所失礼いたします」

「なんだ」

　控えめな召使いの呼びかけにザハトは答えた。

「お客様がお見えになっております」

「予定は無かったはずだな？」

　ザハトはその日の予定を全て頭に入れている。今

日はもう面会客はいない筈なのだ。

「はい。急なお越しで……」

「誰だ？」

「ファマヌ様でございます。剣匠様のお孫の……」

「わかった。今行く」

　宮殿の中に暮らしてはいるが、ザハトは公務以外

で会う相手を、一々広間に通したりはしない。

せ も た ゆだ

はず
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　権威のひけらかしは悪趣味であるというのもある

が、それはザハトにとって筋が通らぬ事だからだ。

　自分の生活区域をきっかりと離宮に限り、宮殿の

公的領域から区別して暮らしているのもその為だ。

　だからファマヌが通されていたのは応接用の客間

だった。

　尤も、ザハトに会いに来るような相手は、皆公的

な理由がほとんどであるので、この部屋が使われる

ことは滅多にない。

　ファマヌは立ったまま待っていた。壁に掛けられ

た壁掛けを見ていたようだった。

「見事なものだろう？」

「ザハト様！　これは失礼いたしました」

　慌てて頭を下げてくる。

「気にするな」

　ファマヌが見ていた壁掛けは、東方ハルジットの

物である。

　淡い青と、白と緑と、焦げ茶色の糸を使って、複

雑な紋様が精緻に織り込まれていた。

　独特の意匠である。知らない者が見れば植物とも

図形とも判別がつかないだろう。

「ハルジットのものだ」

「それは随分遠くのものでございますね」

「そうだな」

もっと
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　もともと離宮にあった物ではない。ザハトが気に

入って買い求めたものだった。

「とても優しい感じがいたします」

「ほう」

　そんな風に評されたのは初めてである。

「色の組み合わせが素晴らしいですわ。まるで水の

中から光を見上げているようです」

「ファマヌは詩人だな」

　ザハトが笑うと、ファマヌははっとしたようにま

た頭を下げてきた。

「お休みの所お時間をいただいて大変申し訳ありま

せん」

「いや、いい」

　ファマヌに坐るよう手で指示してからザハトも向

かい合って坐った。

「それで何用なのだ？　こんな時間に」

　言ってからザハトは気付いた。こんな時間でなけ

れば己は休みにならないのだ。

　宮殿では摂政としての仕事がある。目が回るほど

忙しい。そんな場にのこのこやって来て要件を言う

程ファマヌは愚かではない。

「すまぬな。私が迂闊だった」

「いえ、そんなことは……」

「それで何用あって来たのだ？」
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「はい、その……」

　ファマヌは言いにくそうにしていたが、その様子

を見てすぐにザハトは感ずるものがあった。

「まだここでの生活に慣れないか？」

「はい、それもございますが……」

　それも、か。というと一番の理由は別にあるとい

うわけだ。

　では何だろうか。そう考えを回らせ始めた途端、

またザハトは該当しそうな案件に気付いた。

「見合いの話か？」

　その言葉にファマヌは俯いた。顔が赧い。どうや

ら今度は当たりだったようだ。

「何か問題があるのか？」

　考えながらザハトは問いかけた。紹介した男たち

には家柄の点では問題は無い。

　人格の方もそれなりに人を使って調べてあるし、

何度か会って話したこともある者ばかりだ。

　ファマヌを幸せにしてくれそうな者だけを選び出

して紹介したつもりだが、何か問題があっただろう

か？

「問題というわけではないのですが……」

「ふうむ」

　ザハトはまた考えた。

「どの男も気に入らぬか？」

めぐ

あか
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「そういうわけではございません」

　慌ててファマヌが否定してくる。

「……何やら、複雑な事情がありそうだな」

　情けない気持ちになってきてザハトは眉を下げ

た。鈴を鳴らして召使いを呼ぶと、飲み物と菓子を

運ばせた。話の間が保たなくなったときの対策であ

る。

「申し訳ございません。お忙しいのに」

「気にするな。これも大事なことだ。お前には幸せ

になって貰わなければ困るのだ」

「私が……幸せに」

「そうだ」

　ザハトはファマヌをじっと見つめた。

「運命がお前を苦しめる時期は終わったのだ。これ

からは幸せになる時期だ。だからお前には幸せにな

る責任がある」

「責任でございますか？」

「そうだ」

　ザハトは頷いた。

「私は是非ともお前には幸せになって貰いたい」

　ファマヌはそんなザハトの顔を自然な様子で見返

していたが、ふっと微笑んで俯いた。

「……ありがとうございます」

「それで一体どういう事なのだ？　安心しろ。ここ
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で聞いたことは誰にも言わぬ」

　ファマヌの話を要約すると以下のようになる。

　紹介されて見合いした男性の内、ビシュリとクテ

レビの二人がどうにも険悪な関係になってきている

というのだ。

　ザハトの持っている印象では二人とも悪い人間で

はない。礼儀正しく、立派な若者だと思う。

　それがファマヌの心を射止めようと争う内に、ど

うも雲行きが怪しくなってきたようなのだ。

「ふうむ」

　ザハトは考え込んだ。これはちょっとした火種だ

が、上手く片付けないと厄介かも知れぬと思った。

　本来なら、そんな色恋沙汰などザハトの関知する

ところではない。これが他の人間の話ならば興味も

無いし、鼻先で笑って無視する類いの問題である。

　だが今回はファマヌが関わっている。

　彼女をこのアンケヌに連れて来たのは自分であ

る。だからその意味で自分には責任がある。ザハト

はそう考えている。

　ザナカンダの貧民窟からいきなり屋敷住まいにな

り、都市の支配者であるザハトの縁者となったの

だ。

　彼女が自分で今の状況に慣れ親しみ、それを支配

できるようになるまでは絶対に守ってやる必要があ
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る。

　尚、ザハトはシュガヌ師匠のことについてはほと

んど心配していない。

　仮にどこかの欲深い馬鹿者が、ザハトへの伝手を

頼って接近したとしても、そんな愚か者共にどうこ

うされるようなお人では無い。そう思っているから

だ。

「わかった。私の方で二人に会って話を聞いてみよ

う」

「そうしていただけますか」

「うむ。ファマヌの名前は出さぬようにするぞ」

　ザハトは安心させるつもりで言ったのだが、何故

だかファマヌは楽しそうに微笑んだ。

「できるだけ上手く纏めるようにはするが、その、

だな……」

　これはさすがに少し口にしにくいなとザハトは感

じた。

「その……ファマヌはどちらの方が好みなのだ？」

「まあ」

「大事なことだぞ。その返答によっては彼らへの対

応も変わってくるのだからな」

「どのようにでございますか？」

「むむ……」

　ザハトは言葉に詰まった。どのようにと言われて

つ て
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も困るのだ。

「そうだな……好みでないという方の男を、少々へ

こませるくらいのことは言うかも知れぬな」

　それを聞いたファマヌは口元を押さえて笑った。

　先程からどうもファマヌの様子には可笑しそうな

ところがあったが、そんなに面白い会話を己はして

きただろうか。

「笑うことはないだろう」

「申し訳ございません……ですが可笑しくて……」

「私はそんなに可笑しいことを言ったか？」

「申し訳ございません……でも本当に可笑しくて」

　ファマヌは一生懸命笑いを静めようとしていた

し、ザハトとしても怒りは感じなかったので話を進

める事にした。

「まあいい。それで、結局どちらがお前の好みなの

だ？」

　ファマヌによればどちらにも良い点があり優劣は

付けられぬという。

　ただどちらかといえば、ビシュリの方が自分には

合いそうだと感じているとは言った。

　ビシュリは書記である。その父親も書記であった

が引退している。そして一家はアンケヌの出身では

ない。それもあってあの王位簒奪事件による災いを

免れたのだ。

お か

お か
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　ザハトの得た印象では、ビシュリには書記らしく

学識はあるが、荒事には弱そうなところがあると感

じた。

　そこが若干気になる点ではある。しかし彼なら家

柄、教養、財産全て申し分ない。

　ビシュリは穏やかな目をした青年で、年の割には

見事な髭を蓄えている。

　髭はおそらく書記だからであろう。書記は普通、

髭を蓄えているものだからだ。

　ただビシュリの場合まだ年若く、しかも線が細い

感じなので髭など似合いそうもないのだが、どうい

うわけか不思議とその髭が似合っているのだ。落ち

着きのある印象を与えているのである。

　以前人を使って調べた所、人柄にも問題はなさそ

うであった。尤も、だからこそファマヌを紹介した

わけであるが。

　思えばファマヌの祖父は剣の達人であり、あのよ

うな性格のお人だが、その父親は穏やかな文人風味

の商売人であったという。

　ファマヌを争う、もう一方の求婚者クテレビは商

人である。明るい目をした青年であり、赤みがかっ

た癖のある髪をしている。

　何でも代々続く商人一家であると聞く。その為

か、彼には社交的で、華やかなところがある。それ

もっと
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に対して、ビシュリには落ち着きと深みのある教養

が感じられる。

　書記と商人の違いと言ってしまえばそれまでだ

が、何となくザハトには、ファマヌがビシュリの方

が自分には向いているように感じるという理由が判

るような気がした。

　できるだけ穏便に纏めるようにすると伝えると、

ファマヌは安心したようだった。

　問題解決をお願いした以上、全てザハトに任せる

のは当然のことであるが、やはり希望としてはなる

だけ穏便にしてほしいのだという。

　ファマヌを帰すと、ザハトは又自室に戻った。

　疲れていたので寝室へ向かっても良かったのだ

が、敢えてそうせず、先程まで坐っていた椅子に腰

を下ろした。おそらくそうするべきだと思ったから

だ。

　そしてその予感は当たった。

「…………ザハト様……」

　昏い部屋の中、椅子に坐るとほとんど同時に微か

な声が聞こえた。

　まるで小さな風が、砂を舞わせるが如き微かな声

がザハトの耳に届いたのだ。

　それはとても小さいがはっきりと聞き取れる声

だった。

かす
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　しかもこの声はザハト以外には聞こえないという

のだ。それなりに付き合いが深くなった今でもまだ

信じられないが、当人がそう言うのだからそうなの

だろう。

　全く恐るべき技術と言わねばならない。

「報告は？」

　ザハトの方では意識して声を落とした。この部屋

に居るのは己一人であるし、もしも召使いが近くに

居るならば、このように声を掛けてくるはずがな

い。

　今は誰もこの付近にはいない。

　己と、この声の主以外は誰もいないのだと判って

はいても、ザハトはやはり誰にも聞かれぬように囁

くように喋る。

　これで向こうに聞こえているのがやはり不思議な

のだが、意思疏通はいつもこれで問題なく成立して

いた。

　窓の側に人影が蹲っているのに気付いた。

　そのことに今急に気付いたのだが驚きはしなかっ

た。

　おそらくザハトがさっき部屋を出たときに入れ替

わりで入り込み、こうして待っていたのだろう。こ

ういう薄気味の悪い現れ方をするのもいつものこと

だった。

ささや

うずくま
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　声の主は暗い色の装束に身を包んだ男である。

　装束は手首以外の全身を覆い、足拵えは独特な意

匠の編みサンダルである。その皮も紐も黒く染めら

れていた。顔を覆う布は外していた。

　男はアウラシール人らしく浅黒い肌をしており、

目と、鼻がやけに大きい印象がある。

　そんな顔立ちは剽軽とも言え、それだけを見れば

愛嬌があって良さそうなものだが、この男からは愛

嬌などというものは一切感じられなかった。

　面差しが暗く、しかも陰の気を纏っているから

だ。

　この男はザハトが使っている密偵であった。無論

密偵は組織単位の雇用である。仕事をしているのは

この男一人ではないが、大体、ザハトに報告に来る

のはこの男であった。

　名前は知らない。知ろうとも思わない。

　ただザハトは男のことを「ウパガヌ」と呼んでい

る。そう呼んでくれと言われたからだが、付き合っ

てみるとなるほど確かにその呼び名は適切であると

思えた。

　ウパガヌは砂漠に住む蜥蜴の一種であり、長く伸

びる舌と、周囲に溶け込む擬態を駆使して獲物を狩

るのだ。ただし小さな蜥蜴なので人間を襲うことな

どはない。

ごしら

と か げ
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　いつも小さな虫などを捕まえて食べているのだ

が、何より特徴的なのはその巨大な目玉である。

　おそらくは全周囲視界を有しており、その舌の射

程距離に入った獲物は、まず確実に仕留めてしまう

のだ。

「全て手筈が整いましてございます」

「そうか」

　ザハトは頷いた。

「ご苦労だった」

　普段ならば、会話はここで終わりである。しかし

ザハトはもう一言付け加えた。

「その働きに感謝するぞ」

　本心からの一言であるが、わざと何気ない口調で

ある。そのぐらいの感謝の示し方が適切だろうと

思ったからだ。

　そしてそれでも意外であったのだろう。ウパガヌ

は顔を上げてザハトを見た。

「どうした？」

「いえ、なんでもございませぬ」

　すぐに面を下げる。

「畏れながらもう一つお耳に入れておきたき話がご

ざいます」

「ほう。聞こうか」

「このアンケヌに見慣れぬ密偵が入り込んでおりま
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す」

　ザハトは暫く考えた。いくつかの推測が浮かんだ

が、どれも決め手を欠いていた。

「お前はどう見る？」

「アウラシールの者ではないと思われます」

「ほおお……」

　かなりの興味をそそる言葉だった。

「レメンテムかダルメキアか。それともローゼン

ディアか」

　これ以外の線は薄そうに思えたからザハトは省い

た。

「レメンテムではありませぬ」

　するとダルメキアかローゼンディアということに

なる。

　しかしその二国が何故、アンケヌへ密偵を放つの

か。

　元よりアンケヌに密偵がいないわけではないが、

どうしてその二国なのか。

　確かに時期的には理解できぬ事もない。大きな政

変があったのだ。

　だがそれにしては密偵が入り込むのが早すぎる。

　前もって何か考えがあって準備していたのか。そ

れとも即断即決で動ける力ある者がいるのか。

　何となく、ザハトは後者であるような気がした。
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　アンケヌはこれだけのオアシス交易都市だ。リム

リクはもちろん、アウラシールのあちこちの都市国

家から密偵が送り込まれていても不思議ではない

し、事実入り込んでいるだろう。

　おそらくウパガヌとその仲間達もそうした密偵の

存在を知ってはいるだろうが、お互い様というか、

日常的な存在なので、自分たちの仕事の障害になら

ぬ限りは無視しているのだろう。他者への不干渉は

アウラシールでは常識とも言える処世術である。

　それをザハトの耳に入れてきたというのは、その

密偵集団の動きに不穏なものを嗅ぎ取ったというこ

とか。

「ダルメキアではないのか？」

　ザハトの問いかけに、ウパガヌは納得できぬよう

に僅かに首を傾げた。つまりはローゼンディアが怪

しいと考えているわけだ。

　だがローゼンディアなら、密偵はベルガトに放つ

筈である。

　あの都市はリムリクとローゼンディアの境目辺り

に存在することもあって、古代からローゼンディア

とリムリクで奪い合ってきた歴史を持つ。

　しかし数百年前に英雄ザフィスメルによって征服

され、以来リムリクの都市国家として、政治的には

アウラシールに属することになっている。

わず
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　ベルガトは古い歴史を持つ大都市であり、ローゼ

ンディアとしては機会があれば取り戻したいはずな

のだ。

　ここアンケヌはベルガトよりもかなり東方にある

し、ローゼンディアの支配を受けたことなど一度も

無い。位置的に植民都市として統治するのもおそら

くは無理である。

　だからローゼンディアが密偵を放つ意味が無いの

だ。

　しかしザハトには一つ引っ懸かるものがあった。

　長く伸ばされた手を感じる。直感だが、そういう

印象を受けた。

「その者達は何を嗅ぎ廻っているのか」

「どうも先の政変について調べている様子でござい

ます」

　当たり前すぎる返答である。

　つまり今のアンケヌの状況について調べていると

いうわけだ。あまりに面白みのない返答にザハトは

気が抜けてしまった。

「捨て置け」

「畏れながらザハト様は勘違いをなさっておられま

す」

「なに？」

　ザハトは首を傾げた。

おそ
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「どうも奴らは今の政変ではなく、その前の政変、

つまり十一年前に起きた先の政変について調べてい

るようでございます」

「ほう……」

　ザハトの目が鋭くなった。剣呑な輝きが瞳に浮か

んだ。

「つまりは私のことを調べているわけだな」

　そしておそらくはダーシュのことを。

「それは捨て置けぬな」

「いかが致しましょう？」

「追え。そして調べよ。迂闊には殺すな」

「畏まりました」

　頭を下げてウパガヌは部屋を出て行った。音もな

く。

　ふとザハトはヒスメネスの事を想像した。しかし

奴には今ケザシュが付いている。今更新たに密偵な

ど雇う必要はない筈だ。

　ザハトの知る限りローゼンディア人であの政変、

王位簒奪事件に興味を持つ者はいなかった。

　すると誰なのか。

　慧敏なるザハトを以てしても、相手の姿は全く見

えなかった。

　　　＊

う か つ

かしこ

もっ
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　剣術の練習の場所は屋内に移った。しかし本来は

ここが稽古場だったのだとシュガヌ師は教えてくれ

た。

　つまりここが本来近衛兵の稽古場だったところな

のだが、ザハト達が政権を奪取するまでは他の用途

で使われていたらしい。

　それをザハトの命令によって片付けられ、補修さ

れたのである。

　壁際には剣架があり、木剣や練習用に刃を潰した

剣などが架けられていた。

　稽古場の正面は全体を見渡せるように一段高く

なっており、以前はそこに、おそらくは立派なムム

トが置かれていたのだろう。

　しかし今はシュガヌ師のための真新しい椅子が置

かれていた。それは足の悪い師匠に対するザハトの

心配りであった。

　練習に参加するのはイシュタトと後は全てゴーサ

の傭兵達である。

　傭兵達は全部で五人いて、皆ザハトのザナカンダ

行でシュガヌ師に会ったことのある者達だという。

　稽古場に入るときは皆動き易い服装をしており、

あのゴーサの傭兵独特の白装束は着ていなかった。

　皆ハルジットの人間なので、イシュタトが普段見

ている人間達とは面立ちが違う。最初はその事に少

か
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しだけ戸惑ったがすぐに慣れた。

　彼らは異国人ではあったが、それを言うならアウ

ラシールでは都市ごとに全て異国人なのである。重

要なのは付き合えるかどうかということだけなの

だ。

　そして彼ら五人は問題なく付き合える類いの人間

だった。

　皆シュガヌ師を敬い、礼儀正しく、真面目に稽古

に励んだ。

　しかも驚くべき事に全員が、イデラ語の他にもア

ウラシール語も話せるという。

　ハルジット語ならば読み書きも出来るし、他の二

つについてもかなり読んだり書いたりできるらし

い。

　イシュタトが驚いていると、傭兵としてやってい

くには最低でも母語であるハルジット語に加えてこ

の二つの言語を憶える必要があるのだと教えられ

た。

　傭兵とは戦ってさえいれば良いのだろうと思って

いたのだが、どうもそうではないらしい。

　皆イシュタトよりも年上であったが、その年齢の

差よりも、もっと遥かに大きな力の差というか、積

み重ねてきたものの差というか、そういうものを感

じさせられた。
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　だが焦っても仕方ない。自分に出来ることは学問

をし、剣を鍛錬することだ。劣等感に苛まれつつ

も、イシュタトは黙々と自己を鍛え続けた。

　イシュタトから見て、特に見事だと感じられたの

はマーレフである。

　彼は『剣の神殿』で正式の剣を学んだ経験があ

り、動きが非常に綺麗だったし、こと長剣に関して

言えば他の四人の仲間から頭一つ抜け出ていた。

　彼が剣を振ると風を巻いて音が立った。その剣は

重く、速く、容易には受けられぬ鋭さを持ってい

た。

　しかし本人はそれをまったく鼻にかけることもな

く謙虚に稽古に励んでいた。

　だが考えれば当然なのだ。

　そのマーレフが、シュガヌ師にかかるとまるで相

手にならない。幼児から物を取り上げるように剣を

奪われ、転がされてしまう。

　初めの内は何度もシュガヌ師に掛かっていった

マーレフだが、余りに一方的にやられるので、今で

は何か工夫が思い付いたときだけ再戦を願い出るよ

うになった。

　尤もそれでも一度も勝てていないのだが。

　イェヒムとヴァーファルは仲の良い友人同士であ

り、二人とも実戦的な稽古を好む傾向があった。よ

もっと
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く木剣を打ち交わすような稽古をしていたし、イ

シュタトが側に居るとその稽古に誘ってくれた。

　足を掛けて転ばせたり、体当たりで弾き飛ばした

りとそれは激しい稽古だったが、怪我をさせられる

ことはなかった。荒々しく、激しく見えても二人は

ちゃんと相手に合わせた稽古をするだけの力量と判

断力を持っているのだ。

　意地悪などされたこともない。イシュタトが上手

く受け身を取れなかったりなどすると、すぐに心配

して具合を見てくれるのだった。

　ナッハは槍が得意だった。なので稽古の時にはい

つも敵役、それも槍を使う相手役をやらされていて

文句を言っているが、結構楽しそうであった。

　その動きを見ていて、イシュタトは槍という武器

の恐ろしさを知った。おそらく同じ腕前なら、剣で

は槍に勝てないだろう。

　ザブラムは理論派の男だった。綺麗に整えられた

髭は貴族のようでもあり、目つきは鋭く、かなりの

男前だと言えた。

　彼は剣技を研究し、その理合や、心法などを常に

考察していた。だからといって腕が劣っていたわけ

ではない。マーレフに次ぐ剣技を身に付けていた。

また弓の名手でもあった。

　ザブラムはマーレフのように鋭く激しい剣ではな

597



く、静かな剣を遣った。剣先をやや傾けて構え、相

手と擦れ違うような、受け流すような戦い方をし

た。

「達人に殺されないための戦い方だのう」

　それを見たシュガヌ師はそう評した。イシュタト

には意味が判らなかった。

　これら五人の傭兵達が真面目に練習するのだ。

　稽古場にはいつも一種異様な迫力というか熱気が

満ちており、イシュタトは身が引き締まる思いがし

た。

　五人は皆イシュタトには優しかった。

　元奴隷ということなど誰も全く気にもしていない

風であり、弟のように可愛がってくれる。

　実際イェヒムにはイシュタトに近い歳の弟がいる

という。ゴーサの町で暮らしているのだ。

　マーレフには妹が居るという。その内紹介してや

ると言われたことがある。イシュタトが戸惑ってい

ると、男たちは笑った。

　それはイシュタトが久しぶりに聞く笑いだった。

決して、奴隷に向ける嘲りに満ちた笑いではない。

それは仲間に向ける親愛の籠もった笑いだった。

　五人の傭兵は皆、金のために戦うのだという。

ゴーサの町は傭兵が産業であり、そこで産まれた男

子はかなりの者が、長じて傭兵になるのだと聞かさ

つか
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れた。

　外貨を稼いでくる傭兵たちはゴーサの誇りであ

り、とても尊敬されているのだという。

　稽古の課題は日増しに増えていった。

　力を付けるための鍛錬、根本となる体の使い方、

足の運び方、目の使い方、などなど、直接剣を持っ

て稽古する前にやるべき練習が沢山あった。

　そしてこれらの稽古で培った技術は、剣を振ると

きには常に実現できていなくてはならないのだ。

　肝心の剣についても無数の注意点があったが中で

も最重要な事として、

「絶対に力を入れてはならない」

　ということを繰り返し教えられた。

　頭上に構えるときでさえ、力で振りかぶってはな

らないという。

「振りかぶるのではない。剣は勝手に上がるのだ」

　それを判らせるために、シュガヌ師はわざわざ剣

を振り子のように振らせて、その勢いでひょいと上

げさせるという練習をさせた。確かにこれなら力は

要らない。

　最初は全く意味不明だったこれらの言葉や稽古の

意味が、朧に判りかけてきた頃、試合形式の稽古が

始まった。

　と言ってもいわゆる『試合』というわけではな

つちか

おぼろ
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い。半分約束で動き、半分は流れに任せるような独

特な稽古である。

　これは試合の前段階の稽古であり、『流し』とか

『解き』と言われるものらしい。

「いきなり自由に動けなどと言われても何も出来

ぬ。自分でも何をやっておるか解らぬような事にな

るのが落ちだ」

　というのがシュガヌ師の考えであった。

「だがこれは試合の為の練習ではない。準備ではあ

るがな。そこを履き違えるなよ」

「どういう意味でしょうか」

「試合は出来るが、試合の練習は出来んということ

だな」

　それがシュガヌ師の考えであった。意味が解らな

い。

「いかなる稽古をしたところで実際の斬り合いには

及ばん。試合は試合だ。そんな下らぬものに手間を

掛けてはおれん」

　シュガヌ師は木剣を持っての試合というものを重

視していないのだった。

「遊びのようなもんだ」

　そうも言う。そしてそれほどに実際の斬り合いは

恐ろしいのだと何度も言った。

「お前もいつか人と斬り合う時が来るだろう。その

ほど
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時になれば儂の言っていることが判るだろう。だが

それでは遅い。おそらくな。だから、今掴め」

　真剣な目でそう教え諭してくれた。

　イシュタトとしては言われた通り稽古するしかな

い。シュガヌ師を疑ってはいない。そこは問題はな

い。

　問題は、自分が正しくシュガヌ師の教え通りに稽

古できているかどうかということだった。その確信

が持てないのだ。

　不安を抱えながらの流し稽古が始まった。

　そしてこの事はまた別の課題を浮かび上がらせ

た。意識の問題だ。これは想像もしていなかっただ

けに厄介な問題だった。

　要するに打ち合っている内に、自分が何をやって

いるのか判らなくなってしまうのだ。

　悲しいことにそれが素人の、つまりは剣という技

術を内在化させ得ていない者の特徴なのだった。

　まさにシュガヌ師の言う通りなのである。

　準備の出来ていない、腕がそこまでの水準に達し

ていない者には、自由に動く試合形式の稽古など不

可能なのだ。

　無闇矢鱈に雄叫びを上げて斬りかかることは出来

るだろう。気合いと腕力で剣を振り回すことは出来

るだろう。だがそれは剣術では無い。

む や み や た ら
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　持って生まれた体の大きさや、目や手先の器用さ

など、生来の才能頼みの勝負になってしまう。それ

は動物の戦いと同じだとシュガヌ師は言う。

「苟も剣術という名を冠している以上、そこには道

理が、人の知性の働きが無くてはならぬ。剣術剣技

の流派は数多い。『剣の神殿』だけでなくとも、こ

のアウラシールに一体いくらあるのか儂にも見当が

付かぬ。しかしどれも概ね、技速き者が技遅き者に

勝ち、力ある者が力なき者に勝つだけの事に過ぎ

ん。こんなことは自然天与の能力の話であって、稽

古を重ねて得られたものではない。お前も儂がこの

屈強な男たちを手玉に取るのを観てきただろう？

足の悪い、しかもいい歳をしたこの儂がだ。それは

儂に力が有ったから、技が速かったから勝てたので

はない。よく観るのだ。イシュタト。その眼に意思

を籠めてよく観るのだ。そして考えよ。剣術は老人

が若者に打ち勝ち、小男が大男を倒す。百戦して百

勝するものでなければならぬ。そうでなければ学ぶ

価値が無いではないか」

　確かにそうである。しかしそれは理想ではないの

か。

　そんな境地に人は立つ事は出来ないのではない

か。

「確かに人は立てぬ」

いやしく

おおむ

まなこ
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　シュガヌ師も認めた。

「しかし真に道理を辨え、剣の理を体現した時、そ

の者は人を超える」

「人を超えるのですか？」

「……そうだ。それを『剣の聖者』という。若い

頃、儂は二人の聖者に会ったことがある」

　シュガヌ師は遠くを見るような目をした。

「いずれも技、神に入るというやつでな。それは凄

じいもんだった」

「教えを受けられたのですか？」

「まさか。儂ごときでは聖者の体現しているものな

どほとんど解らぬよ」

　シュガヌ師は自嘲的に笑った。

「あまりにも大きな差があるのでな。羨ましいとも

思わなかったわ。ただ、不思議でなあ……どうやっ

てあそこまでの境地に達したのか」

　イシュタトの知る限り、シュガヌ師は最高の達人

である。その師をして尚、理解の外にある境地が存

在するのだという。イシュタトは目眩がする思いが

した。

「天を観よ。月光の影を観よ。星々の奏でる音を聞

け。そう言われたな。あの頃の儂にはさっぱり解ら

なかったが」

　空にはためく旗のように。水の流れに揉まれる魚

わきま
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のように。

　自然そのままで、必ずしも形式を追求しない。

　無念無想で姿勢を正しくし、深く意識を沈めれ

ば、悉く相手の動きが判るようになる。

　相手の進退、身と意の掛かり具合、どんな技をど

のように仕掛けて来るのか、その全てが己が掌を指

すように判るようになるのだ。

　すると相手の動きに応じた自由自在の変化ができ

る。

　見るが良い。僅かな動きで敵の打ち込みを外し、

剛強な一撃を易々と撥ね返す。それは決して力が強

いから、動きが素早いから出来るのではない。

　ごく軽やかな羽や蠅さえも身に触れさせない。

　人が己を知らず、己が人を知れば向かうところ敵

なしである。

　立てば秤りの如く。動けば車輪の如し。

　一足にてファルナーシュのように立て。身が偏き

沈めば動きは崩れ、その繋がりが維持されなければ

動きは滞ってしまう。

　何年剣の修行をしても、この真理を悟り、実地に

活かせなければ悉く人にやられてしまう。

　彼我一体の極意を洞察せよ。これを心得て剣を修

練すれば自然と奥義に達する事ができる……。

　もはやイシュタトには神学の講義と変わらない。

ことごと

は

はえ

かたむ
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　しかしこれが実際の、文字通り実用のための教え

だというのだ。訳が解らない。

　ファルナーシュは大河ニスルに暮らす鳥のこと

だ。ほっそりとした美しい鳥で、葦のような細い長

い足を持つ。そして一足立ちをする。

「戦いの中、剣は万にも変化しよう。しかしその帰

するところは一つ、ただ一つの剣である」

　シュガヌ師は剣の聖者にそう教えられたという。

「剣が上がる。それをそのまま降ろす。するとそこ

に相手がいる。難しいことはなにもないとな。そう

言われたよ」

　それは果たして剣なのか。もはや戦いの技という

水準を大きく超えているのではないか？　イシュタ

トは疑問を感じた。

　いつか判る日が来るのだろうか。不安があった。

焦りもあった。

　だが己を戒飭しなければならぬと思った。

　この道は長い。その代わり、自分が想像もしな

かった所へと導いてくれるだろう。

　偉大な父ギジムがやはりこの道を歩いたのだ。そ

して今自分が同じ道を行こうとしている。

　その事をよく考えなければならない。知らなけれ

ばならない。探らなくてはならない。

　全身全霊で受け止めなくてはならない。

あし

かいちょく
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「儂には解らぬ事だが……」

　そう言って、シュガヌ師が話してくれたことがあ

る。

　その昔、ある剣の聖者はどんどんと自分の持つ武

器を短くしていったのだという。

　そして遂には何も持たず、無手になってしまっ

た。

　短、極まれば無。

　そう言ったという。だがそれは剣と言えるのか。

本人にとっては剣なのであろう。しかしそうなると

果たして剣とは何なのか。

　解らない。だが響くものがある。その響きを、疼

きを頼りに進んでいくのだ。

　こんなに楽しいことはない。

　流し稽古の相手はゴーサの傭兵達である。望める

限り最高の稽古相手であると言えた。

「止まるな！　とにかく動け！」

　ヴァーファルの叱咤が飛んだ。

　木剣を打ち合わせている内に、意識が続かなくな

る。

　どうして良いのか判らなくなり、単調な攻撃を繰

り返したり、酷いときには動きが止まってしまった

りする。そしてそんな時は頭が空っぽになってしま

うのだ。

うず

し っ た
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　それはとても危険なことだとゴーサの男たちは教

えてくれた。

　戦っている最中に考えていては駄目なのだ。

　考えるよりも先に動き、体に、体を守らせなくて

はいけない。

　だが、それは反射的に手足を動かし続けるという

ことでは無い。

　手や足にも意識があり、各々独自に考えるのだと

いう。その反応を、手足の、体の告げてくる意見

を、戦略を、頭で考えることなく流れの中で取捨選

択していく。

　そして最も適切な判断を、動きをしていくのだ。

　その為には自己の全身を、より高次の自己意識で

統御しなくてはならない。

「体も大事。心も大事。意識も大事だ」

　シュガヌ師はそう言う。

「意識によって体を運べ。心を収めて殺気を剣に籠

めろ。そして己が身を虚しうしろ」

　例によって何を言われているのか半分も解らな

い。しかしその為の練習が繰り返された。

「意識が途切れたときは殺されるときと思え」

　シュガヌ師はそう語った。

　払ったと思った剣が急に側面から飛んで来た。何

故そこから剣が来るのか判らない。

むな
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　咄嗟に受けたがその勢いで体が流れ、イシュタト

は蹌踉めいた。

　手加減をされていてさえ、ヴァーファルの一撃は

鋭く激しい。

　追い打ちを掛けてこない。イシュタトが蹌踉めい

たので攻撃を止めてくれているのだ。

　必死に体勢を立て直しつつもイシュタトにはそれ

が判った。

　これは稽古なのだ。壊すための、潰すためのもの

ではない。自分の技量が上がれば、ここから更に打

ち込んできてくれるようになるだろう。

　そう考えると楽しくなってくる。まだまだ先があ

るのだ。剣は面白い。深みの底が知れない。

　それなりの手加減をされた一撃であっても、受け

に回って上手く威力を殺しきれなければ、木剣はイ

シュタトの手から引き千切られたように飛んでい

く。

　そうでなくとも腕の骨まで痺れ剣を握っていられ

なくなったり、肩が潰れるような衝撃があったりす

る。

「体全体で威力を受け流せ」

　そう助言してくれるが、試合にも似たこんな稽古

で激しく動く中、そんなことがそうそう出来るもの

ではない。

と っ さ

よ ろ
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　暫く打ち合っているとイシュタトは息が上がって

しまう。手が痺れてくる。木剣が凄く重たく感じら

れてくるようになる。

「よし、休憩だ」

　ヴァーファルの木剣が下がった。

「イシュタト、手を見せてみろ」

　言われた通りに掌を見せると、ヴァーファルは指

先でその感触を確かめた。

「そろそろ気を付けた方がいいな」

「まだ大丈夫ですよ」

　反論するとヴァーファルは笑った。

「やる気は良いが、肉刺ができたらそれだけ稽古が

遅れる。結局は自分が損するのさ。練習で無理して

怪我をしたりすることほど馬鹿らしいことはない」

「お師様は馬の皮のような掌をされています」

　シュガヌ師の掌の皮は分厚く、それに胼胝までで

きているのだ。

「あれは長年の修練で出来上がったものだ。お前が

ああなるには十年以上かかるぞ」

「違いない」

　横で聞いていたイェヒムが笑った。

「握り方を工夫するんだ」

　少し離れたところからマーレフが声を掛けてき

た。

ま め

た こ
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「剣匠様も仰っておられるだろ？　力みを抜けと。

俺が『剣の神殿』に居たときなど、花を捧げ持つよ

うに剣を持てと教えられたよ」

「本当ですか？」

「ああ、事実クドゥリ師はそのように見えた」

　マーレフは長剣を体の脇に、そして剣先を真っ直

ぐ上に向けた。

「こうやって構えられるとな。何やら花を捧げ持つ

祭官のように見えたものさ」

　剣が花だと？

　まるで違うではないか。イシュタトには両極端の

ような関係だと思えた。

「剣に見えるようではいかぬ。それでは敵の構えを

解くことができぬとな……俺にはまだよくわからん

が」

「なかなか面白いことを言うのう」

　シュガヌ師が会話に参加してきた。

「なるほど花を捧げるように持てか。確かに理は判

る」

「お判りになるのですか!?」

「ああ、おそらくはこういうことであろう」

　言って、シュガヌ師はマーレフと同じように剣を

構えた。

　イシュタトは驚いた。まるで印象が違う。
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　花という風にも見えない。子供がただ棒か何かを

持って立っているようにしか見えなかった。

　だが共通点はある。要するに剣を構えているよう

には見えないのだ。

「花か……」

　シュガヌ師は呟いた。

「言いたいことは判る。立ち合いを考えればそう

なっていくであろうしな」

「と申しますと？」

　興味を持ったのだろう。マーレフが続きを促し

た。

「立ち合いというのは恐いものでな。何が起こるか

判らぬ。だからなるべく、相手のやることがこちら

の予想に収まるようにしたいわけだ」

「はい」

「その為には立ち合った瞬間に、相手を既に絡め

取っていなければならん」

「はい？」

　今度はマーレフは疑問形の返事をした。

「お互いに動き出したときには、もう相手はこちら

の仕掛けに掛かっているというわけだな。それが理

想であり、剣技の剣技たる所以であると儂は思って

おる。これが出来れば実際の立ち合いはほとんど

『王の遊戲』で駒を動かすことに等しい。決まった

ゆ え ん
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手順をなぞるだけだからのう」

「……一体どうやって？」

「わからんか？」

「……恥ずかしながら判りませぬ」

「それが判らん内は、お前、その感覚を身に付けた

相手には一瞬で殺されるぞ」

　言葉が過ぎるのではないか。

　まさか。

　マーレフほどの強者がそんなことはある筈ないと

イシュタトは思った。

「いいか？　大事なのは相手と自分、対極に立った

同士がどういう関係にあるかということだ。見かけ

なんぞに騙されるな。そこにおいて心の占める割合

はお前が思っているよりも遥かに大きいぞ」

「はあ……」

「納得できんか。だがお前いつも儂にいいようにや

られておるではないか」

　シュガヌ師は笑った。

「速さや、間合いというものをよく考えてみること

だ。本当の意味で最初からな。事実は動かん。それ

は変わらん。だが人の現実を作り出すのは心だ。心

は現実を作り、お前を騙す」

　マーレフは納得できないようだった。難しい顔を

していた。

はず
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　近くで話を聞いていたゴーサの傭兵達も少し戸

惑ったような顔をしている。

　おそらくマーレフ同様の感想を抱いているのだろ

う。しかし解らないという点ではイシュタトも同様

である。

「しかし花というのはいい。いい言葉だな」

　シュガヌ師は目を閉じた。何かに耳を澄ませてい

るように見えた。

　気配が無い。置物のようだ。

「……己自身が花であり、草のようであってもよ

い。風に揺れる草のように自然であればよい」

　目を開き、シュガヌ師はまた椅子に戻った。

　しかし待て。いつ構えを解いたのだ？

　イシュタトには判らなかった。今まで剣を構えて

いたはずだ。

　それが何故いきなり坐っている。

　いや動いているのは見えていた。坐るところも見

ていた筈だ。

　だがどうやって？　何が起こったのか。

　その流れのようなものは印象に残っているが、ど

のように木剣を降ろしたのか、椅子の脇に掛けたの

かが判らない。

　憶えていないのではなく、そもそもそれを見た記

憶が無い。
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「相手の武器をよく見ておけ」

　とはシュガヌ師からいつも言われている注意事項

である。だからイシュタトは最近では誰に会って

も、相手が武器を持っていればそこに意識を留めて

しまう。

　それでも見えなかった。何故なのか。

「見えなかったか」

　イシュタトの動揺を感じたのだろう。シュガヌ師

が呟いた。

「……心の集中が必要だ。お前の意識にはまだ穴が

ありすぎる」

　剣を振るう間、一瞬たりとも意識の集中を欠いて

はならないというのは、シュガヌ師がいつも言って

いることであった。

　今だって集中していたのだ。だがそれはまだまだ

十分ではなかった。

　その事を思い知らされてイシュタトは悔しかっ

た。もっともっと稽古を積まなければならない。

「鍛錬中、失礼いたします」

　道場の入り口から声が掛かったので見ると、宮殿

で働いている召使いの一人が膝をついて控えてい

た。

「……摂政閣下からイシュタト様をお呼びするよう

申し付かりました」
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　　　＊

　稽古中に呼び出しを受けたのは初めてである。

　いつもは鍛錬が終わる頃、道場の入り口から少し

離れた所に使いの者を寄越すのがザハトのやり方

だったからだ。

「畏まりました。すぐに参上いたします」

　答えてイシュタトは更衣室に向かった。稽古着を

脱ぎ、濡らした布で手早く汗を拭き取って体を清め

た。

　まだザハトは公務を行なっている時間である。稽

古中に呼び出されるのも初めてだが、こんな時間に

使いを寄越してくるのも不思議であった。

　本当はそれなりの恰好に着替えてから会いたかっ

た。イシュタトにはそういう自分を、立派な姿をザ

ハトに見てもらいたいという仄かな願いがある。

　しかし召使いに急かされて、イシュタトは普段着

のままで宮殿を移動した。

　予想通り離宮に入った。やはり私的な理由で呼び

出されたのだとイシュタトは察した。

　ザハトという人は公私の区別をしっかり付ける。

短い間ながらイシュタトはそれを見てきたし、その

ことを尊敬している。

　通されたのは普段使われている応接室ではなく、

かしこ

ほの
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初めて入る部屋だった。

　どうやらザハトの私室のようだった。これも意外

だったが、それよりもイシュタトは違和感のような

ものを抱いた。

　部屋の中はよく整理されていたが、書き物をする

ための机と椅子があるくらいで、調度品と呼べるよ

うな家具が何もない。壁にも何も掛かっていない。

　一応客に会うための敷物が床に敷いてあり、座物

もあったが、それ以外の物が何もない。

　別に不自然ではないが妙に寂しいというか、空虚

な感じがした。

　だからといって冷たい感じがするわけではない。

落ち着かないわけでもない。

　だが寛ぐための部屋という感じではないのだ。イ

シュタトは敏感にそうした空気のようなものを感じ

取った。

　つまりここは腰を落ち着けるための部屋ではない

のだと。

「好きに坐ってくれ」

　召使いが去ると、ザハトはそう言ってイシュタト

に坐るよう言った。躊躇いつつも手近な座物を選ん

で腰を下ろした。

　香草茶と茶菓子が既に用意されていて銀盆に載っ

ていた。

くつろ

た め ら
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「汗を掻いて疲れているだろう。甘い茶を飲むとい

い」

　ザハトはイシュタトに向き合って坐ると、手を付

けやすいように自分でも茶を取って一口飲んだ。

　茶菓子はリムリク地方では一般的なもので、シャ

ムールというチーズを使った甘い砂糖菓子だった。

上に細かく砕いたヤムラムの果実の破片が載せて

あって、白い球形の可愛らしい菓子だ。それと乾し

た果実が三種類並べられていた。

　シャムールは驚くほど美味かった。町でも一般的

に売られている菓子だが、味が全然違う。

　思ったほど甘くないのだが、しっかりと甘さは感

じられる。

　そして口の中で甘さが溶けていくようだ。軽く、

爽やかな甘みにイシュタトは驚いた。

「いい味だろう。好きなだけ食べなさい」

　ザハトは優しく勧めてくれる。小腹も空いていた

し、イシュタトは立て続けに三つばかりシャムール

を食べ、熱い茶を飲んだ。

　その様子をザハトは向かいに坐って黙って見てい

た。その目には優しさがあったが、何か考えている

ようでもあった。

　いつもながら気品と威厳がある方だとイシュタト

は思った。

う ま
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　ザハトに会うと、まるで眩しいものを前にしてい

るような気持ちになる。

「……大事な話がある。他の者には聞かせられん」

　不意にザハトがそう呟いた。

　意味を理解してイシュタトは緊張した。辺りに人

の目が無いか気になって見回した。

「大丈夫だ。聞かれて困るような者はこの周囲には

居ない」

　ザハトは茶器を銀盆の上に置いた。

「お前の弟が見付かった」

　どすんと胸の中に重い物を投げ込まれたような気

がした。黙ってザハトを見上げた。

　強い眼差しが返ってきた。ザハトは頷いた。

「生きていた。やっと見付け出すことができた」

「ザハト様……」

「喜んでくれるか？」

　イシュタトは言葉が出て来なかった。激しい感情

が渦を巻いて胸の奥から湧き上がってきた。

「……ありがとうございます」

　何とかその言葉だけを口にすることが出来た。

「ただ問題があってな、簡単には会うというわけに

いかぬのだ」

「はい」

「納得してくれるか？」
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「はい」

　イシュタトには全く異論は無かった。ザハトを信

じている。

　ザハトの判断に間違いがある筈はないと思ってい

る。それは信頼と言うよりも信仰に近い感情だっ

た。

「お前の弟はカミルと言ったな」

「はい」

　忘れるものか。父が名付けたのだ。偉大な近衛で

あった父が。

　自分も、弟も、その名は剣の達人であったという

偉大な父ギジムが付けてくれたのだ。

「お前の弟はナトアムと呼ばれている。おそらく…

…いや話を総合する限り、そのナトアムがお前の弟

カミルなのだ」

「何故、名が変わったのですか？」

　言ってしまってからイシュタトは答えに思い当

たった。奴隷として売られたとき弟はまだ赤子だっ

た。自分で名告れるわけもない。

　おそらく買い手の主人が勝手に名付けたものだろ

う。

「 弟 は … … カ ミ ル は 自 分 の 名 を 知 ら な い の で す

ね？」

「そうだ」

な の
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　ザハトは目を伏せた。イシュタトは拳を握った。

　沈黙が落ち、静けさが二人の間に拡がった。

　それはお互い目の前の相手ではなく、目には見え

ないものへの怒りと悲しみであった。

　イシュタトとザハトとの間を、そうした思いが

通っているようだった。

「……お前の弟を買い取ったのはモルピトという大

道芸人だ。自分の後継者として、大事にカミルを、

お前の弟を育てているらしい」

「運が好かったのですね」

　イシュタトの言葉にザハトは答えなかった。暫く

黙った。

「それに答えられるほど、私は深い智恵を有しては

おらんのだ。恕せよ。イシュタト」

「滅相もございません」

　イシュタトは深く腰を折って礼をした。教室で

習った正式な礼法である。

「面を上げよ」

　ザハトの言葉があって身を起こした。ザハトは少

し困ったように微笑んでいた。

「大袈裟だ。それほどの謝罪をされるほど私は罪深

いのかと悲しくなるではないか」

「いえ！　決してそんなつもりでは！」

「あまり硬くならないでくれ。重大な話だから寛げ

よ

ゆる

くつろ

620



という方が無理な事くらいは私にも判る。しかし

も っ と 気 を 静 め て 話 を 聞 い て 貰 い た い 。 で き る

か？」

「はい。努力してみます」

　ザハトは頷いた。

　あの政変の後、イシュタトの一族に限らず、売れ

そうな者達は皆奴隷として売られていった。

　弟カミルもその一人であったが、彼は偶然にも大

道芸人の男に買われることになった。

　男の名はモルピトといい、中々芸の優れた男であ

るらしい。それまでにも何人かの子供を買ったり、

拾ったりしては芸人に育てていたようだが、今度は

赤ん坊から本格的に育ててみようという気になった

らしく、市門脇の奴隷市場でカミルを買ったような

のだ。

　その後広くリムリクやダルメキア、ジルバラ地方

などを廻りながら大道芸をして暮らしていたのだ

が、イゼの町で捕縛されたのだという。

「どのような罪を犯したのですか？」

「いや、何も罪は犯してはおらぬ」

　ザハトの話によると、禁じられた場所で大道芸を

行ない、客を集めたという理由で都市の兵に捕縛さ

れたそうだが、それは怪訝しいのだという。

「大道芸人は基本的に広場であればどこでも芸を見

お か
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せて金を取ることができる。これは遥かな昔からア

ウラシールでは常識だ。無論、立入禁止な場所もあ

るが、わざわざそんな所へ行かずともいくらでも都

市の中には広場があるのだ」

　ザハトの調べた所、巡回兵士に賄賂を渡さなかっ

たのが原因であるらしい。よくある話ではある。

　牢獄に入れられたモルピトとナトアムを、ザハト

は裏から手を回して確保した。

　そして今アンケヌに連れて来ているのだという。

「アンケヌに居るのですか!?」

「居る。ただしまだ牢屋の中だ」

「どうしてですか？」

　罪を犯していないのに何故牢に入らなければなら

ないのか。

「二人の安全のためだ」

　ザハトは厳しい顔をした。

「あの二人がお前の縁者だと知れるのはまだまずい

……他にも理由はあるがな。暫くは牢に入れておく

つもりだ」

　牢獄ならば警護はしやすい。近付いてくる相手も

容易に選別できる。

「モルピトの方はその内適当な理由を付けて放免す

るつもりだが、問題はカミルだ。私なりに考えもあ

るのだが、あくまでそれを決めるのはお前でなくて
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はならぬ」

「僕が……」

　イシュタトは驚きと戸惑いを感じた。しかしザハ

トの言っていることは理解できた。

　今、一族の家長は自分なのだ。たとえ未熟でも自

分しかいないのだ。

　だったら自分が決めなくてはならない。

「一度会ってみたいと思います」

「判った。手配しよう」

　話はそれで終わりだった。

　イシュタトは礼を言って離宮を後にした。

　見送りの召使いが先に立って歩き、それについて

行くと、離宮の前には馬車が用意されていた。それ

で王宮の敷地内から市内へと出た。

　イシュタトの自宅はかつて暮らしたあの自宅では

ない。ザハトにより新しい邸宅が与えられていた。

　なかなかの大きさの邸宅だと聞いていたが、イ

シュタトの感覚ではもはや屋敷である。

　当然自分一人で維持できる筈もない。そこはザハ

トがやはり見事な差配をしてくれていて、家の中の

ことを切り盛りする召使い達が初めから用意されて

いたのだ。

　イシュタトは実質、なにも家のことに関わらずと

も生活が出来るようになっていた。
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　かつての自宅に未練が無いわけではない。

　そこには思い出が数多くあるが、同時に残酷な悲

劇の場でもある。別の邸宅を用意したのは、イシュ

タトの心を考慮してのザハトの計らいであった。

　邸宅の前には車回しとかいう盛り土の山があり、

馬車が上手く邸宅の前へ入れるようになっている。

ローゼンディアの様式であると聞いた。

　入り口で待っていた召使いが馬車の扉を開ける。

　最初は慣れなかったが、こういう儀式めいた作法

も必要なことなのだと今では納得している。それに

幼い頃、父ギジムがこうして帰宅するのを見た記憶

もあった。

「お帰りなさいませ。ご主人様」

　帰宅するとメニエフが両膝を着いてうやうやしく

出迎えてくれた。

「それはよしてくれって言っただろ」

　イシュタトが文句を言うとメニエフは笑顔を見せ

て立ち上がった。

「だって、あなたのお蔭であたしも自由になれたん

だもの。これくらいはさせてもらわないと逆に落ち

着かないわ」

　メニエフも又、奴隷の身分から解放されて自由民

となっていた。

　今ではイシュタトの家の召使いとして雇われる形
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になっている。

　ただしそこら辺の細かい話は判らない。

　今はまだ家の運営は他人に任せてあり、イシュタ

トがもっと大きくなったら引き継ぐことになってい

る。

　その為にもイシュタトは学問に励む必要がある。

この家を、自分で維持していけるようになるため

に。

　現在イシュタトの家を管理してくれているのはラ

ド・ラザハという男である。

　名告りはそれだけであった。これはラザハの父と

いう意味である。アウラシールの名前ではこれはウ

ルグという。

　だからアクル、つまり本人の名前は解らない。名

告るつもりはないようであった。

　ある時、ザハトの紹介でイシュタトは彼に引き合

わされたのだ。

　ラド・ラザハは顔に大きな傷があり、唇は割け

て、歯が一部分丸見えになっていた。

　無残な顔をしている男であった。

　しかし目鼻立ちは悪くない。きっと元は秀麗な顔

をしていたのだろうが、その傷の所為で見る影もな

くなっているのだ。

　それでも瞳には理知の輝きがあり、その人格が傷

さ
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によって損われていないことが感じられた。

「君がイシュタトか」

　そう言って感慨深げに見詰めてきた。何と答えて

良いのか判らず、イシュタトも男を見返した。

　だが嫌な感じはしなかった。恐怖も感じなかっ

た。

「この家のことは任せてくれ。君が成長するまで俺

が必ず、維持してみせる」

　言葉の合間には吐く息の音が混じった。割けた唇

から漏れる空気の音だった。

「そういうわけだ。お前はこの家に住み、そして学

問に、剣に励め。余計な事は何も考えなくていい」

　ザハトはそう言って男を促すと、二人で馬車に

戻ってしまった。来るときも突然だったが去るとき

も突然だった。

　イシュタトは精霊に化かされたような気持ちに

なった。

　後日男のことをザハトに尋ねたが、教えてはくれ

なかった。

「時が来たら彼が自分から話すだろう」

　そう言うのみで決して、何という名前なのか、ど

こに住んでいるのか、一切ザハトは明かす気が無い

ようだった。

　けれどイシュタトには判っている。
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　きっと自分に、父ギジムや一族に関係している人

なのだ。ザハトがそうであるように。

　あの日、鷹によってザハトが現れたように。

　ラド・ラザハもイシュタトを助けるために現れた

のだ。

　彼がどんな過去を持っているかは知らない。だが

過酷な経験をしたのだということだけは間違えよう

もなく理解できる。

　僅かな時間だったが会ってみて、その知性と、強

靱な精神を感じる事ができた。

　彼も又あの政変で人生を狂わされたのだろう。そ

して今、生きている。

　ああして生きている。

　その事を思うと涙が流れた。何故あんな不幸が起

きたのか。どんな不敬を神に働いたというのだろう

か。

　いや、不敬などあろう筈も無い。あの偉大なザハ

トが、そして恐ろしい傷を隠すこともなく、堂々と

していたラド・ラザハが、神を辱めるような愚者で

ある筈がない。

　しかしそれでもあの不幸は、災いは起こった。

　ならば世界は？　神とは何だ？

　何がこの宇宙を、世界を律しているのだ？

　イシュタトには解らない。想像することすら出来
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ない。

「君がイシュタトか」

　その声が耳に残って離れない。

「感謝するぞ。よくぞ生きていてくれた」

　ザハトから掛けられた言葉が、あの焼け付く傷の

痛みの中で聞いたあの言葉が、胸の中に蘇えってき

た。

　そうだ。あれと同じだ。

　ラド・ラザハの言葉はあれと同じなのだ。

　優しい、大きな手が背中を支えてくれている。

　誰の手なのか。判らない。振り向くことは出来な

い。でも確かに知っている手だ。

　涙が流れた。考えてはいけないと思った。今はま

だ考えてはいけないのだ。

　歯を食いしばれ。剣を手に取れ。

　剣を学び、学問をするのだ。

　それが今やるべき事だ。そう自分に言い聞かせ

る。

　イシュタトは自室には戻らずに浴室に向かった。

先に汗を流す事にしたのだ。

　この邸宅には以前ローゼンディア人が暮らしてい

たことがあり、その時に浴室が作られたのだとい

う。

　全くローゼンディア人という連中は風呂なしでは

よみが
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居られないのだ。

　どうしても浴槽に入りたければ、市内には彼ら向

けの公衆浴場もある。

　それでも自宅にこうして浴室を作る。意味が判ら

ない。

　最初はそう思っていたが、イシュタトが剣術の稽

古が終わって家に帰ると、いつも決まって風呂の準

備が出来ているのである。

　召使い達の心配りであったが、無駄にするのも勿

体無いのでそのまま入っている内に習慣化してし

まった。

　すると実に気持ちがいい。すっきりする。

　今ではローゼンディア人ではないが毎日風呂に入

るのだ。

　風呂場には例の按摩士が入ってきてイシュタトの

体をよくほぐしてくれる。こうすると実に気持ちよ

くぐっすりと寝られるのだ。

　そして翌日は又朝から教室で学問を学び、午後は

剣術である。

　食べるために働く必要はない。鞭や棒で打たれる

ことも、罵倒されることも無い。

　毎日が、濃い。充実している。まさか自分にこの

ような、輝く日々が訪れることがあるなどと、イ

シュタトは想像すらしたことは無かった。

カ ラ シ ュ ハ ル

もっ

たい

マ ニ ス グ ラ
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　まるで夢の中にいるようである。

　湯気の中から天井を見上げ、息を吐きながらイ

シュタトは思った。

　――全て、ザハト様の下さったものだ。

　何もかも。いや、人生そのものをイシュタトはザ

ハトに与えられた。救われた。

　その恩義は月のように輝き、優しく、そして巨大

である。

　一体自分はそれに対して何が出来るだろうか？

　イシュタトは最近よくそう考えるようになった。

　早くザハトの役に立ちたいと思う。しかしその為

にこそ、今の学問と剣術の稽古があるのだ。

　励まなくてはならない。誰よりも熱心に。

「イシュタト……少しいい？」

　風呂から上がって食事をしているとメニエフが話

しかけてきた。

　食事はメニエフと一緒に摂ることになっている。

　当初メニエフは自由民になったのはイシュタトだ

けで、彼が自分の新しい主人になったと考えたよう

だったが、何度も事情を説明し、今ではなんとか納

得して貰っている。

　それでも召使いが屋敷の主と食事を共にすること

は抵抗があるらしく、何だか落ち着かない様子では

あるが。

と
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　一度その辺の事情を打ち明けてザハトに助言を求

めたことがある。

「慣れさせろ」

　ザハトからの助言はそれだけである。しかも笑っ

てそう言われた。ザハト様もあんな風に楽しそうに

笑われることもあるのだなとイシュタトは思った。

「ご主人様のことなんだけど……」

　メニエフの口調にはためらいがあった。それだけ

でイシュタトはそれが以前の彼らの主人、グヌグの

ことであると判った。

「ああ、グヌグのことか」

　わざと呼び捨てにした。口に出すにはちょっとし

た勇気のようなものが必要だったが、言ってみると

小気味よかった。

「どうかしたのか？」

「今日、町でお見かけしたわ」

「へえ」

　あの日ザハトが現れた後、牢に送られたという話

は聞いていたが、その後の話は暫く耳にしなかっ

た。

　ある時、裁判があるという理由でイシュタトはザ

ハトに呼び出され、そこでグヌグと対面することに

なった。

　裁判の理由は僭主ジヌハヌの元で蓄えた財産の没
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収と、自由民であるイシュタトに対して継続的かつ

長期間に亘って虐待、侮辱、暴力を加えたことであ

る。

　正確にはイシュタトの身分は貴族である。都市で

暮らす自由民には市民と貴族の別があるが、法の上

では貴族と市民は一括して自由民として扱われるの

がアウラシールの慣例であった。

　ただし王族は自由民の中でも特別扱いであり、一

部の特殊な職に従事する者達もそれぞれ特別な場合

がある。

　グヌグにしてみれば青天の霹靂であったろう。

　奴隷の筈のイシュタトが自由民、それも貴族で

あったなどというのだから。

　しかしザハトの言い分には正当性があった。

　ジヌハヌは正統な王を弑逆して王を自称していた

わけであり、その時の動乱や、またはその関係を利

用した形で築きあげた財産は全て没収というのは、

アウラシールの歴史でも多くの前例有るところであ

る。

　そして前提としてジヌハヌの支配と、それに伴う

行政がまるごと否定されるわけであるから、グヌグ

のイシュタトへの暴力は、自由民同士の傷害事件に

相当することになった。

　傷害に関する場合、アウラシールでの一般的な判

わた

へきれき
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決は、グザルハビヌ大法典が基準とされる。

　これは古代のグザルハビヌ大王が、それより更に

遥か古代のエマシュ大法典を元に作り上げたもの

で、今日のアウラシール地域全ての法の原典となる

ものである。

　則ち『目には目を以て贖い、歯には歯を以て贖

い、それ以上の贖いを求める不可』である。

　また同法にはこうもある。

『虐げし者の罪は、虐げられし者の怨嗟によって決

めるべし』

　これらを典拠に、グヌグはおよそイシュタトが受

けたと同じ暴行を執行人によって受けることになっ

たわけだが、現実問題それはグヌグにとっての死刑

宣告であった。

　グヌグの怠惰な肉体はそれこそ一度の棒打ちにも

耐えられまい。

　しかも執行人は筋骨隆々とした男である。それが

よく締まった木の棒で思い切り打つのである。

　それも一度ではない。執行人が左右に立って、規

定の回数を交互に打つのだ。

　イシュタトが暴行を受け続けた日数を日割りで換

算したとしても余り意味はない。

　どうしたところでおそらくは一日に二十打などと

いうことになる。そして初日でグヌグは死ぬだろ

すなわ もっ あがな

べからず
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う。

　実際、二十打の棒打ちでは成人男性でも生存率は

半々と言ったところになるらしい。グヌグの如き肥

満した懦弱な肉体が耐えられる筈もない。

　しかし自由民同士の傷害事件では金銭による賠償

が認められている。グヌグはこれを選んだ。イシュ

タトはそれを受け入れた。

　金が欲しかったわけではない。グヌグなど殺す価

値も無いと思っただけだ。

　自分でも謎だった。あれほど呪い、憎悪したグヌ

グを何故生かしてやる気になったのか。

　おそらくザハトの裁きが美しかったからだ。それ

はグザルハビヌ大王の法を元に、アウラシールでの

前例を公平に踏まえたものであり、反論の余地のな

い程見事に組み立てられていたのだ。

　イシュタトは法というものの威力をまざまざと見

せられた。そしてその事に深い思いを持った。それ

は納得したとか、満足したとか簡単に言えるもので

はない。

　もっと遥かに大きなものを感じたのだ。だからそ

の判断に従おうと思ったのだ。

　金銭賠償を受け入れると告げると、ザハトはそれ

で良いのかと念を押してきたがイシュタトは考えを

変える気は無かった。

だじゃく はず

634



　その結果、グヌグは財産と呼べる物を全て失っ

た。あの屋敷も、その他の物も、全て。

　それから後のことは知らない。

　興味が無いと言えば嘘になるが、日常が余りにも

充実していて、グヌグのことに意識が及んでいる暇

がなかったのだ。

「……どんな様子だった？」

「あたし、町の外れで見たの。地べたに坐ってらし

たわ……酷い恰好で」

「そうか」

　イシュタトとしては何と答えて良いものか判らな

い。

　どうやらメニエフは衝撃を受けているようだが、

イシュタトは多少意外に思っただけで別段衝撃では

ない。

「あの屋敷や財産を没収されたんだ。仕方ないだろ

うな」

「だと思う。ザハト様はとても恐ろしいお方だとい

う噂だもの」

「なんだって？」

　イシュタトは耳を疑った。ザハト様が恐ろしい？

なんだその噂は。

「ザハト様は正義に反することなど絶対に行なわな

いお方だ。その噂は間違っている」

635



　メニエフに怒っているわけではないが、どうして

もイシュタトの語気は強くなった。

「ごめんなさい。そんなつもりじゃ……」

「判っている。けどグヌグが気になるんだろ？」

「……ええ」

　イシュタトは溜息を吐いた。

「僕が今度調べておく。何か判ったら君に話すよ」

　なんであんな下劣な男が気になるのか。

　イシュタトには全く理解できないが、メニエフの

不安を払拭するためなら、それくらいの骨折りはし

てもいいだろう。

　グヌグよりも遥かに悲惨だったのは第二夫人の

ジャヌだった。メニエフを殴り付けて歯を二本へし

折ったあのジャヌだ。

　彼女は悲慘な最期を遂げた。

「あの女はカティヤを殺した。ゆえに同じように死

なねばならない」

　ザハトはそう言っただけだったが、噂はイシュタ

トの耳に入ってきた。

　ゴミ捨て場に棄てられたジャヌの屍体は人の形を

しておらず、まるで焼けぼっくいのようであったと

いう。

　つまりジャヌはそうやってカティヤを殺したとい

うことになる。
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　カティヤとはほとんど顔を合わせたことはない。

グヌグが嫌らしい執着を見せていた奴隷の娘だ。あ

の娘も又ザハトの縁者だったのだろうか。

　もしお互いの立場を知っていたら仲良くなれてい

ただろうか。

　美しく、賢そうな娘だった。だがイシュタトは彼

女がどういう人間であったか知らない。

　知る機会さえ得られなかったのだ。

　グヌグが商用で家を空けた時を捉えてジャヌは動

いた。たちの悪い男たちを雇いカティヤを掠わせた

のだ。

　屍体が見付かったのは半月ほど経ってからだっ

た。ただほとんど人としての原形をとどめておら

ず、本人だと確認するのに手間取ったらしい。

　グヌグは暫く悲しんだが、また別の女に興味が

移ったらしくすぐに何も言わなくなった。ただ今度

は奴隷ではなくて召使いの女だったが。

　ザハトが摂政になった後、カティヤを殺した男た

ちは皆捕縛された。

　そしてジャヌ同様、同じようにして殺されたらし

い。

　ここでも目には目を以て贖い、歯には歯を以て贖

うというグザルハビヌ大王の法が適用されたのだ。

　判決を聞くとき、癇癪持ちのジャヌは怒り狂った

さら

もっ あがな
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だろうか？

　それとも泣き叫んだろうか？　腰が抜けて何も言

えなくなったろうか？

　いずれにしても無駄だったに違いない。

　ザハトはおそらく淡々と判決を口にしただろう。

　法の場に立つときザハトの雰囲気は変わる。人間

的な表情が抜け落ちるのだ。まるでそうしなければ

ならないように。

　ジャヌに対してもそうだったろう。きっとあの透

明な貌で判決を告げただろう。

　その事を思うと、イシュタトは不思議な気持ちに

なる。それは上手く言葉では言い表せないのだ。

　いくつもの感情が合わさっていて自分でもよく判

らない。ただそれは祈るような気持ちに近い。何故

だかは解らない。だがそう感じる。

　勉学を続けていけばいつか判る日が来るのだろう

か。

　ザハトはそうして復讎をする反面、政変によって

悲劇に見舞われた者達を探しだし、かつての立場に

復帰させたり、そうでなくとも色々と援助したりし

ているようだ。

　他ならぬ自分自身がその一人である。ザハトの行

動には首尾一貫したものがあるのだ。

　しかし市内に出ると恐ろしい支配者という噂ばか

かお
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りが聞こえてくるらしい。メニエフを介しての話だ

が、イシュタトは歯痒く思う。

　ザハトは残酷なだけの、恐ろしいだけの人ではな

い。

　英明であり、決して残虐非道ではない。ただ公正

に法を執行しているだけだ。

　そう言いたい。だが言うべき相手がいない。それ

が歯痒い。

　――とにかく鍛錬だ。

　剣と勉学。今はそれしかない。

　　　＊

　それから間も無く、イシュタトは又ザハトに呼び

出された。

　また離宮である。今度は応接室に通された。

　見たことのない男が立っていた。肌浅黒く、目と

鼻が大きい。南の方の人間だなとイシュタトは思っ

た。

「この男はウパガヌという。お前を案内してくれ

る」

「案内……」

　一瞬意味が判らなかったが、ザハトが無言で頷く

のを見てイシュタトは理解した。
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　弟に、カミルに会うのだ。

「……辺りには余計な者はおらぬ。ナトアムと好き

に話すがいい。その上でお前がどうするのか決める

と良い」

　ザハトに送り出されてイシュタトは離宮を出た。

　そのまま王宮の敷地を歩き、地下の牢屋へと向か

う。

　牢屋へと続く階段の入り口には衛兵が立っていた

が、ウパガヌとイシュタトが現れると何も言わずに

通してくれた。

「こちらです」

　落ち着いた声でウパガヌが案内してくれる。

　手に持っているのは油燈である。左右には牢が並

んでいるが、明かりに照らされた限りで見た感じで

は、誰も入っていない。イシュタトは何とも言えな

い、土とも砂とも付かない臭いを鼻に感じた。

　一番奥にまで来てウパガヌは足を止めた。油燈で

右側の牢屋を指し示す。

「私は入り口を見張っております。後はご自由に」

　ぼそりとそう口にすると、油燈をイシュタトに渡

して入り口の方へ去って行った。

「……お役人様？」

　そう呼びかけられた。牢の中から。

　子供の声である。それが誰であるかなど考えるま

ゆ と う
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でもない。

　カミル、と呼びかけそうになってイシュタトは口

を噤んだ。カミルではない。

　ナトアムなのだ。ザハトもそう言っていたではな

いか。

「いや、役人ではない」

　言ってからイシュタトは思った。自分の言葉遣い

も短い期間で随分変わったものだと。

　奴隷にされていた頃にはこんな風に話すことなど

思いもしなかった。貴族の言葉を耳にしたときは、

気取っていると軽蔑したりもした。

　しかし自分は貴族なのだ。それに相応しい言葉遣

い、作法というものがある。それを守る事が秩序を

維持し、平和に繋がるのだ。そしてそのことはきっ

と偉大なザハトの望むことでもある。

「僕はイシュタトという」

　イシュタトはカミルからは見えない位置に、牢の

入り口脇に腰を下ろした。

　今、弟の姿を目にしてしまうのはまずいと思った

からだ。

　間違いなく心が揺れる。そうしたら正確な判断

が、正しい決断が下せなくなる。

　だから姿を見てはいけないと思ったのだ。

「……お貴族様ですか？」

つぐ

ふ さ わ
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　その質問はイシュタトに衝撃を与えた。お前もそ

うなのだ。そう言ってやりたかった。

「……ああそうだ」

「親方はどうしてますか？　あの、親方っていうの

は俺の親方で、俺と一緒にいた人です。大道芸人で

す」

「別の牢に入れられているけれど酷い目には遭って

いないよ」

「本当ですか？　よかったあ……」

「親方のことを心配してるんだね」

「はい。親方は……そのう立派な人です。俺の親父

みたいな人なんです！」

　お前の父親はギジム・ナブ・ウルビヌ・ナブ・バ

ルシュ・アヌン＝リアバルだ。偉大な近衛兵だった

僕たちの父親だ。

　しかしイシュタトはそれを言い出せなかった。

「俺たちなんにもやってないんです。本当です！

でもいきなり兵隊が来て……」

　カミルの声には親方を心配する響きがあった。そ

れを感じてイシュタトは思った。

　牢の中にいるのはカミルではなくナトアムなのだ

と。自分が抱き上げたあの赤子のカミルではないの

だと。

　半ば予想していたことではあったが、それでもや
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はり胸が痛んだ。

「そうか……ここの摂政閣下は英明で公正なお人

だ。君たちが無実ならば罰せられることは絶対にな

いさ」

「本当ですか!?　でも、いつになったら出られるんで

すかね？」

「そんなに先の話じゃないと思うよ。心配しないで

待っていればいい」

「イシュタト様はなんでそのことを知ってるんです

か？」

　当たり前の質問であったがどう答えるべきかイ

シュタトは少し考えた。

「……君たちのことに興味があったんだ。王宮の牢

屋に何で大道芸人が入れられているのかと思って

ね」

「ここは王宮なんですか？」

　カミルの声には驚きが感じられた。

「そうだ。ここは王宮の地下にある牢獄さ」

「なんでって言われても……俺にもさっぱり……」

　それはそうだろう。ザハトの配慮でここに入れら

れているだけであり、本来ならばイゼの町の牢屋に

入っている筈なのである。無実の罪でだが。

「一つ聞きたいんだがいいかい？」

「何ですか？　俺に答えられることならいいんです
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けど……」

「君は幸せかい？」

　深い意味を籠めてイシュタトは尋ねた。

　お前は今幸せなのかと。

「あの……どういう意味かよくわかんないですけど

……」

　質問が少し抽象的過ぎたようだった。どうもカミ

ルには通じていない感じである。

　イシュタトは元々頭の悪い方ではない。だからこ

そグヌグに生意気だと目の敵にされてきたのだ。

　現在の剣と学問の日々は、生まれ持ったイシュタ

トの素養を、つまり知性や感性を大きく伸ばしてい

た。

　その結果イシュタトはごく自然に、こうした抽象

的な質問を紡ぎ出してしまったのだ。

　それは同時に、幸福かどうかという疑問が既に手

触りのある感覚として、イシュタトには捉えられて

いる事を意味する。

　イシュタトは質問の仕方を変える事にした。

「親方の所で大道芸の修行をしてるんだよね？」

「はい」

「毎日は楽しいかい？」

「はい。稽古は大変ですけど、でも楽しいです。親

方はいい人だし」
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「親方は厳しくないのかい？」

「それがそうじゃないんです」

　カミルの声に笑いが混じった。

「親方は優しいんです。見てる俺の方が心配になる

くらいで。だからその分だけ俺はしっかり稽古しな

くちゃいけないんです」

「そうか」

　しっかりしてるなとイシュタトは思った。親方が

甘かったら、普通なら稽古を怠けようとするだろ

う。

「俺、お手玉だって四つ回せるんですよ！」

「それは凄いな」

　話し相手が欲しかったのだろう。カミルは色々な

ことをイシュタトに話した。

　大道芸をしながら旅してきた都市のこと。出会っ

た人々のこと。

　美味かった食べ物のこと。暑さや寒さ、楽しかっ

たこと辛かったこと。

　イシュタトは時々相槌を打ちながらひたすら話を

聞き続けた。それはカミルが今までどういう人生を

送ってきたかという話だったからだ。

　――幸せなんだな。

　そう思った。弟は自分とは違ったのだ。グヌグの

ような下劣な男に買われた自分とは違ったのだ。
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　良かったと思った。幸せに生きてこられたのなら

いい。十分だ。いやそれ以上だ。

　カミルは親方のことを色々と話した。安全だと言

われてもやはり心配なのだろう。

「そろそろ行くよ」

　イシュタトはそう声を掛けて立ち上がった。

「また来てくれますか？」

「どうかな。その時にはもう君はここから出ている

かも知れない」

「えっ？　そうなのかな……だったら、俺たちの芸

を見に来てくださいよ」

「ああ、必ず見に行くよ」

　イシュタトは牢の前を離れた。その心は決まって

いた。カミルはこのままにしておこうと思った。

　出来る事なら今の邸宅で一緒に暮らしたい。だが

それでカミルが幸せになれるかどうかは判らない。

　それは今までの人生を棄て去って、全くの別人と

して生きる事を強いられることだからだ。

　もしもカミルがそれを望むのならばそうすればい

いと思う。だがそれは今ではない。今のカミルはそ

の決定を下すにはまだ幼い。

　だから今はそのままにしておきたいとイシュタト

は思った。

　ウパガヌに伴われて離宮に戻り、弟はこのままに
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しておいて欲しいと、ザハトにそう伝えた。

「それで良いのだな」

　確認を求めるようにザハトは聞いてきた。

　イシュタトが頷くとザハトもまた頷いた。

「わかった。お前の望むようにしよう」

　説明も何も求められなかった。ザハトはただそう

言っただけだった。

　その事がイシュタトには嬉しかった。思い遣って

くれたのだと感じられた。

　大道芸人のモルピトとその弟子ナトアムはそれか

ら間もなく放免された。

　ただし一年の内、最低でも十日はアンケヌに来て

貴族の屋敷を廻り、その芸を披露することが義務付

けられたという。

　無論、その中にはイシュタトの邸宅も入ってい

る。それを知った時、イシュタトは目頭が熱くなっ

た。

　これは父の遺した恩沢なのだと思った。ザハトが

それだけ父ギジムのことを思ってくれているのが嬉

しかった。

「後何年かすれば、お前も胸に陽翼盤を入れること

になるであろうな」

　それが楽しみだというようにザハトは話した。

　陽翼盤とは翼の生えた太陽の意匠のことである。
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アンケヌの近衛兵は胸にその刺青を入れるのだ。父

にも有ったからよく憶えている。

「励めよ。だが焦るな。受けるべきものを正しく受

けるのだ。人はそうあるべきだ……」

　ザハトも又どこか遠くを見るような目をすること

があった。

　そういう時、イシュタトはザハトを遠く感じた。

　あなたは何を見てらっしゃるのですか？

　それは僕にも見ることが出来るものなのですか？

　そう尋ねたい衝動に駆られた。しかし尋ねたこと

はない。

　これからも多分尋ねることは出来ないだろうと思

う。それはきっと言葉に出してはいけないものだか

らだ。

　カミルとその親方モルピトがイシュタトの邸宅に

やって来たのは、それから数日経ってのことだっ

た。

　イシュタトはメニエフやその他の召使い達と一緒

に二人の芸を堪能した。そして褒賞を与えて帰し

た。又来てくれるだろうか？　来てくれるのではな

いかと思う。

　ザハトの話によると、イシュタトの家族では自分

とカミルだけが生き残ったらしい。

　それが運が好かったかどうかはこれから決まる。

いれずみ
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いや、これから決めることだ。

　学問と剣術鍛錬に勤しむ日々に戻った。満足だっ

た。

　寂しさは残った。だが満足だった。カミルは生き

ているのだ。自分が見上げるのと同じ空の下で。ど

こかの町で。旅の途上で。

　自分は剣を振ろう。偉大なザハトの為、アンケヌ

の為に。そして自分自身のために。

　シュガヌ師は絶え間なく課題を出し、イシュタト

を指導し続けた。

　剣術というものは頭も、体も、心も使う。自分自

身の全てをそこに投げ込まないと、とてもではない

が稽古を続けてはいけない。それほどに濃密なの

だ。

　イシュタトは喜びを持ってそれに向き合ってい

た。

　そうした充実した日々が暫く過ぎたある日、また

ザハトに呼び出された。

　しかも今度はゴーサの傭兵達も一緒である。イェ

ヒムとヴァーファルであった。

　普段は軽口を叩いている二人が無言でイシュタト

に付いて来ている。何だか落ち着かなかった。

　面会したのは王宮の広間である。意外だった。そ

こは謁見などに使われる場所のようで、小さな広間

いそ
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なのだがイシュタトは大きく感じた。

　三人を前にしてザハトは暫く黙っていた。考えて

いるようだった。いや迷っているのか。

　その様子もまたイシュタトは意外に思った。ザハ

トは迷ったりするような人ではないと思っていたか

らだ。

　ザハトという人は優れた知性を持ち、しかもじっ

くりと考えた上で物事を決断する。

　そして決定を下してからの行動は素早く、迷いが

ない。

　そんな風に感じていたのだ。だから迷いを見せる

などザハトらしからぬと思ったのだ。

「……お前に頼みたいことがある」

　ややあってザハトは口を開いた。

　三人を前にしていたが、その目はイシュタトを見

ていた。

「色々考えたが、お前が行くのが最も良い結果にな

りそうだ」

　自分が？　どこへ？

「お前に迎えに行って貰いたい人物がいる。引き受

けてくれるか？」

　何と役目が与えられたのだ。この自分に。

　ザハトの役に立てるのだ。

「ザハト様のお役に立てるならば喜んで！」
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　勢い込んでイシュタトは答えた。否やなど考えも

しなかった。

「そう言ってくれるか」

「もちろんでございます」

　イシュタトは手を着き、深く頭を下げた。

「……わかった。おまえに頼みたい」

「畏まりました」

　ザハトの話によると、このアンケヌを出てディブ

ロスに行って欲しいのだという。

　そこである人物を迎えてきて貰いたいのだと。

「迎えるというのは正確ではないな」

　ザハトは苦笑した。

「強引にでも連れて来て貰いたいのだ」

　それは穏やかではないなと感じた。

「危険は無いかと思うが、一応護衛としてゴーサの

傭兵にも同行して貰う。それ以外にも世話役の従者

を付けるが、あくまで少人数での行動になる」

「はい」

　頷きながらイシュタトは肌がざわめくのを感じ

た。

　何か大事な仕事を任せられるのだ。その事がイ

シュタトの気を亢ぶらせていた。

「全体の指揮はザブラムが執る。お前は鍵となる役

目を果たして貰うが、あくまで指揮官はザブラム

かしこ

たか

と
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だ。そこは辨えて貰いたい」

「はい」

　イシュタトに異論は無かった。そもそも自分ごと

きがゴーサの傭兵を率いて任務をこなすなど出来る

わけもないのだ。

　その点ザブラムならば信頼できる。知的で冷静な

彼ならば、危なげなく任務を遂行することが出来る

だろう。

「あとはイェヒムとヴァーファル。お前達にも同行

して貰う」

「畏まりました」

　ヴァーファルが答え、イェヒムは無言で頭を下げ

た。

「して誰を迎えに行けばよろしいのでしょうか？」

　イシュタトの問いにザハトは何故かヴァーファル

を見ながら答えた。

「ダーシュ王子だ」

　その名前は聞いたことがあった。ザハトから聞か

されたのだ。

　父ギジムがその身を庇って死んだ王子の名前。

　それがダーシュだった。

　　　＊

わきま
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　出発は夕方だった。アンケヌの周辺ではそれほど

降らないが今は雨期だ。

　目的地ディブロスでは結構雨に遭うことになるだ

ろうからその装備も用意した。

　必要な物は全部ゴーサの傭兵達がやってくれた。

自分など邪魔者ではないのかとイシュタトは思った

が、そうではないと聞いた。

「どうやらダーシュ王子にとってお前の父親は特別

な相手であるらしい。だからお前が言って話をする

ことが効果があるのだということだ」

　指揮を執るザブラムが教えてくれた。

　ゴーサの傭兵三人とイシュタト、これが実働部隊

になる。その他に馬と、四人の身の回りの世話をす

るための召使いが三人加わった。

　奴隷を入れなかったのは目的地がディブロスだか

らだ。

　ローゼンディア人は奴隷を持たない習慣がある。

国の法も国教のヴァリア教もそれを禁じているの

で、奴隷がディブロスに入ることは出来ないのであ

る。

　それにアンケヌの政変の結果、野盗の動きが読み

にくくなっている。盗賊の数は減っていても治安が

低下していることは否めないのだ。

　盗賊にとって基本的な商売の一つが奴隷売買であ
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る。その商品の仕入れ先には近隣の村々はもちろ

ん、旅行者も当然狙われることになる。

　だからこういう状勢の時は特に気を付ける必要が

あるのだが、ことディブロスの周辺に限っては事情

が変わってくる。

　たとえ治安が悪化しても、奴隷商人が大手を振っ

てディブロスの近くを徘徊することはない。ローゼ

ンディア人による奴隷商人狩りが出るからだ。

　この者達は多くがヴァリア教の神官戦士であり、

高い戦闘力を持っている。

　そして奴隷制度を根絶し、奴隷商人を一人残らず

地獄へ送ることに対して強烈な情熱を持っているの

だ。

　奴隷商人狩りに遭遇した奴隷商人は悲惨である。

文字通り見せしめとなるべく残酷無比に殺されるこ

とになる。

　昔は奴隷商人の側でも傭兵などを雇って対抗する

者があったようだが、今ではとんと聞かない。

　奴隷商人狩りが行なう余りに残虐な処刑に対し

て、傭兵達が恐れをなした結果、そうした仕事につ

いては断るようになったからだ。

　それでも奴隷商人は海岸線に出る必要がある。レ

メンテムや南大陸といった重要な取引先があるから

だ。文字通り命懸けである。
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　その意味でイシュタト達は気を付ける必要があっ

た。遭遇する野盗がこちらの命を斟酌しない可能性

が高くなるからだ。

　つまり襲ってくる盗賊は、こちらを奴隷として確

保しようという気を持たない場合が多くなるだろう

ということである。

　尤も、そうした襲撃対策として隊商があるわけだ

し、何より同行の三人はゴーサの傭兵である。野盗

如きに後れを取るとは思えない。

　集合場所はモダバの市場の外れ、暗黒神ヤドムの

祠の近くである。

　ヤドム神は元々はジルバラ地方の北西部で信仰さ

れていた土俗の神である。

　その姿から異形の暗黒神とも呼ばれる神で、牛の

体に四眼の牛、蠍、人の乙女の頭が付いている。尾

は蠍である。

　闇を掌どり、母と幼子、老人達、弱き者、病に苦

しむ者たちの守り手であるとされる。

　その恐ろしげな姿からは想像しがたいが、ヤドム

神は慈悲の神なのだ。心優しき暗黒神とも呼ばれ

る。

　一地方神であったヤドム神が、現在のように広く

リムリク地方で崇められるようになったのにはわけ

がある。

しんしゃく

もっと

ほこら

つかさ
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　英雄ザフィスメルが深く信仰したからだ。彼はヤ

ドム神を崇め、多くの祠をリムリクに作った。

　その結果、ジルバラの北部域からリムリク地方に

多く、ヤドム神の信者が拡がることになったのであ

る。

　レメンテム帝国による大遠征、これは帝国の側か

らは『聖戦』、あるいは『聖征』とも呼ばれたが、

襲われる側からすれば堪ったものではない。

　とまれ神の名を叫ぶ、その凶悪無比な強盗殺人者

の集団は、自分たちのことを聖十字軍と呼称してい

た。これは光神アラトナを掲げたものである。

　対して、それを邀え撃ったザフィスメルは暗黒神

ヤドムの旗を掲げた。

　それゆえアウラシールの史家はこの事件を『光と

闇の戦い』とも言うのである。

　戦争と裁きを掌どる光神アラトナと、弱き者、苦

しむ者の守り手とされる暗黒神ヤドムの戦いであ

る。

　そして熾烈を極めたその戦いは、光が闇に敗北す

るという形で終わったのだ。

　ジルバラの北部にあるメニジュの町はヤドム信仰

の本拠地で、そこに暗黒神ヤドムを祀る大神殿があ

る。そのほとんどがリムリクの信者達の喜捨によっ

て出来たものだが、元は粗末な祠に過ぎなかったと

たま

むか う

まつ
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いう。

　ここに霊験を示すというヤドム神の神像がある。

　かつてレメンテムの皇帝デオメリク五世の侵略に

よってリムリク海浜の町や村々が業火に包まれたと

き、神像の牛頭は四つの瞳から涙を流したという。

　それからも戦災や疫病、飢饉などがアウラシール

を襲うたびに、この神像は涙を流したのだと言われ

ている。

　信者の数は多い。それも王侯など社会の支配者で

はない。一般の人々である。特に下層民にその信者

の数が多いと言われている。

　王侯はもっと派手な神を好む。泥臭い、異形の神

になど興味は無いのだ。

　唯一の例外はヴィヤンダリ王家であるが、それは

ザフィスメルの子孫だからである。

　今もイシュタトの目の前で祠の中に子供を抱いた

母親が入って行った。それに痩せた老人が続き、そ

の後は病人が杖を突いて続いた。

　集まっている人には老人や病人、女子供が目立

つ。祠の蔭では浮浪者が横になっており、水場には

子供の姿があった。

　施しを受けている人もいる。しかし施しをする側

も裕福そうには見えない。

　だが誰もが落ち着いているようで、安らいだ空気
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が漂っていた。

　静かで落ち着いた雰囲気なのだ。不思議と治安が

悪い感じはしない。病人や、浮浪者の姿が多いとい

うのに。

　この祠の前に来るたびに、イシュタトは思うこと

がある。ザフィスメルが守ろうとしたのはまさにこ

うした人たちなのだろうと。

　いざ社会が激震に暴されたとき、真っ先に犠牲に

なる人々だ。

　ザフィスメルはよく泣いたという。親を失った子

供達のために泣き、子を失った親のために泣いた

と。

　歯を食いしばって泣いたと記されている。それを

見ていた配下の兵達も同じように涙を流したとい

う。

　そして全軍一丸となって、命を懸けてレメンテム

帝国の侵略軍に立ち向かっていったのだ。

　イシュタトにはその気持ちが判るような気がし

た。自分も同じように奪われ、涙を流したからだ。

　隊商に参加する者達が集まっている広場は祠から

は少し離れている。

　イシュタトは風を受けて揺れる旗を見ていた。神

殿や祠の前には幟や旗が立つのは常識だが、ヤドム

神の祠や神殿の前でしか見られないものがある。

さら

のぼり
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　――あった。

　翼のある獅子の描かれた旗がある。決して豪華な

ものではない。色糸も一色しか使われていない。だ

が紛れもなくそれは膝を着いた翼獅子の図案であ

る。

　ザフィスメルの旗である。『跪拝する獅子』。ま

さにその尊称はこの旗から生まれたものなのだ。

　かつてザフィスメルはこの旗を掲げ、リムリクの

ために戦った。その旗の下には多くの英傑が集まっ

たという。

　初めの内こそ勝ち続けたザフィスメルだったが、

長い戦いの中でレメンテムの皇帝が代わり、ブラン

ジェード九世が立ってからはそうもいかなくなっ

た。アラトナ教の信仰心篤い名君である。

　ブランジェード九世は後に聖帝と呼ばれることに

なる。世俗の君主でありながら、ただ一人列聖入り

を果たしたからだ。

　列聖入りとはアラトナ教の総本山たる教皇庁から

正式に聖者として認定され、聖人の列に加えられる

ことを意味する。

　つまりブランジェード九世は、アラトナ教におい

て信仰の規範となるべき偉大な人物だと見做されて

いるわけである。

　実際、聖帝ブランジェード九世は優秀な君主であ

ザ フ ィ ー ス ・ ア ス メ ル

ク メ ニ

あつ

み な
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り、政治だけでなく、軍事においても才能を示して

いる。

　戦いは一気に厳しさを増し、ザフィスメルも敗北

を経験するようになった。

　彼は生涯に三度大きな敗北を経験している。特に

二度目の敗北は被害が甚大だった。軍は壊滅し、ザ

フィスメルはわずか数騎の供回りと一緒にザナカン

ダに落ち延びている。

　それでも彼は諦めなかった。何度敗れても不死身

のように立ち上がり、再び剣を取ったのだ。その精

神力にイシュタトは感動する。

　アウラシールでは『勝って奢らざる者を賢者、敗

れて尚破れざる者を勇者と呼ぶ』と言うが、ザフィ

スメルはまさに勇者であった。

　その英雄の旗はヤドム神の前で見ることが出来

る。それ以外ではザフィスメルの慰霊祭の時しか立

てられることがない。あまりに傑出した英雄である

が故に、その後は誰も、憚って翼獅子の旗を使えな

くなったからだ。それはザフィスメルの旗なのであ

る。

『顔を上げるがよい。胸を張るがよい。何も恥ずか

しいことなど無いのだ――』

　英雄の言葉が胸に刺さる。自分はそれほどに立派

に、美事に生きてきたとは思えないからだ。

おご

はばか

み ご と
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　だがもしザフィスメルが目の前に現れれば、きっ

とそう言うことだろう。

　イシュタトの肩を叩き、真っ直ぐに目を見てそう

言ってくれるだろう。もちろんそれは勝手な期待で

はあるのかも知れない。だが予感でもある。

「何を見てるんだ？」

　ヴァーファルが尋ねてきた。

「旗を見ていたんです」

「旗？　ヤドム神の？」

「いえ……」

　翼獅子の旗を指さすと、ヴァーファルは納得した

ように頷いた。

「ザフィスメルの旗か」

「ご存知なんですか？」

「おいおい。いくら俺たちがハルジットの人間だか

らってさすがに知ってるさ。軍学の講義でも習った

しな」

「そうなんですか」

「ああ。ザフィスメルは優秀な指揮官だよ。ああい

う人物の下で戦う兵は幸せだな」

　戦い、戦争という局面において何故、幸せという

言葉が出てくるのかイシュタトには判らなかった。

ヴァーファルもそれを察したのか少し微笑んだ。

「ザフィスメルは絶対に味方を見捨てなかった。味
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方の危機には必ず対応したし、常に味方を守るよう

に軍を動かしたんだ。大局的にはそれが間違ってい

たこともあった。戦争だからな……時には非情な決

断が正しいこともある。多分本人もそのことは判っ

ていただろう。それでも、彼は味方を救けることを

選ぶんだ。そういう指揮官の下で戦う兵は幸せなん

じゃないかと俺は思う」

「英雄ですね」

「そうだな」

　史家の言葉にこういうものがある。

『ローゼンディアのクレオラは生涯ただの一度も敗

れなかったが孤独だった。誰も彼女の才能を理解で

きなかったからだ。ザフィスメルは何度も敗れたが

孤独ではなかった。彼はいつも人々と共にあったか

らだ。鋭すぎる才能は、時に人が触れることを躊躇

わせる。ともすれば人は自分が傷付くかも知れぬと

恐れるからだ。しかし大きな徳は宮廷の貴族も、無

学な庶人をも共に包み込むことが出来る。勝ち続け

る天才には栄光と共に孤独の罰が与えられたが、徳

高き英雄には惜しみない賛辞と敬愛が捧げられた。

ザナカンダにあるザフィスメル廟を見ればそれは明

らかである』

「ザナカンダにザフィスメル廟があるんですよね」

「らしいな。俺は行ったことはないが」

たす

た め ら
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　イシュタトは意外に思った。

「お師様をお迎えするためにザナカンダに行かれた

のではないのですか？」

「行ったさ。だが仕事だ。観光に行ったわけじゃな

いからな」

「お前ら何を話してるんだ？」

　イェヒムが歩いて来た。

「そろそろ隊商の方へ行かないと。それと剣匠様が

お見送りに来てくれてるぞ」

「お師様が？」

　言われた通り、人々が多く集まっている方へ進む

と、杖を突いたシュガヌ師がザブラムと話してい

た。

「おお、来たか」

「お見送りに来て下さってありがとうございます」

　イシュタトは丁寧に礼をした。

「お前に伝えておきたいことがあってな」

　その言葉にイシュタトは少々、本当に少々ではあ

るが、げんなりした。

　出立が決まるとシュガヌ師は多くの注意をイシュ

タトに与え、保険を掛けるように幾つかの技も伝授

してくれたのだ。

　ありがたい話ではあったが、いかんせん時間が無

さ過ぎた。
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　折角の技も不安が残るものであったし、注意事項

も多岐に亘り、とても短期間で憶え切れるものでは

なかったのだ。

「儂も焦ったから色々教えたが、後で考えてみると

お前が憶え切れているとは思えん。それでな、やは

り不安でな。せめて要点だけはしっかりと伝えてお

こうと思った」

「ありがとうございます」

　礼を言いつつ、シュガヌ師でも不安になることが

あるのかと、イシュタトはやや意外に感じた。

「これさえ心得ておけば何とでもなるというもので

もないが……これを知らなければ危ないのは確か

だ」

「はい」

「お前に剣の神殿で教えられている『忍び寄りの秘

術』を教える」

「……忍び寄りの秘術？」

「そうだ。今回の任務はダーシュの奴を連れ戻せっ

ていうもんだろう？　『忍び寄りの秘術』はとても

奥深いものだが、その心得だけならば話して聞かせ

られるからな。知っておいて無駄にはならんはず

だ」

　何故かゴーサの三人も興味深げに寄って来てい

た。シュガヌ師の話を聞きたいらしい。

わた
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「戦いが避けられるならそれに超したことはない。

しかしザ……摂政閣下がゴーサの連中を付けたとい

うことはおそらく戦いが発生することを見越してお

るんだろう。だからその上でどう振る舞うかを考え

なくてはならん」

「はい。教えをお授け下さい」

　イシュタトは、シュガヌ師がザハトと摂政閣下の

ことを呼び捨てにしそうになったのに気付いたが無

視した。

「うむ。まずは戦いになるときその場所を選べ」

「場所を選ぶのですか？」

「そうだ。少しでも戦いやすい状況を選べ。状況は

生死を分けるぞ。どこで戦うかは極めて重要だ」

「はい」

「そして不必要なものは棄てろ。実際の物でも、心

の中のものでもだ」

「余計な事を考えるなということですね」

「それもある。だが大事なのはその瞬間に必要なも

の以外は全て棄てろ。いいな？」

「はい」

「次に。この任務の間中、全ての行動に命を懸けて

いると思え」

「もちろんです」

　即座にそう答えたが、どういうわけかシュガヌ師

す

・ ・ ・ ・ ・
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は何か言いたげにイシュタトの方を見た。少し考え

ているようだったが結局その事については何も言わ

ず、シュガヌ師は話を続けた。

「……そして何ものも恐れるな。恐れと執着を切り

捨てろ。恐怖しても恐怖を無かったように振る舞う

のだ。たとえ足が顫えても平気な顔をしていろ」

　これは難しいと思った。心を馭するのは難しい。

とても。

「それから予想外の事態が起きたらとにかく撤退し

ろ。いいな？」

「わかりました」

「時間というものを集中させろ。一点に全ての時間

を集めてその中に自分を置け」

　これは判らなかった。だがとにかく頷いた。

「最後にな、絶対に一番前には出るな。いいな？」

　意外な助言だと思った。恐怖を無視し、命を懸け

よと言っておきながら最前列には出るなと言う。わ

けがわからない。だがシュガヌ師は真剣な顔をして

いた。

「優れた戦士は先頭には立たないものだ。それを忘

れるな」

　勇気を持ってこれから任務に臨もうという自分に

対して、それはちょっとないんじゃないかという助

言に思えたが、とにかくこれにもイシュタトは頷い

ふる

ぎょ
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た。

「お前に渡した小剣だが……」

「はい。身に付けております」

　イシュタトは日避け雨風避けの引き回しを開いて

見せた。

　皮の剣帯でしっかりと左腰に小剣を佩いている。

この剣帯もシュガヌ師が用意してくれたものだっ

た。

　左腰にだけ重さが掛かるというのは慣れないもの

で、歩いていると何だか不安定で落ち着かない。

　剣を佩いているという事実は誇らしく、気分が良

かったが、どうにも立った感じ、動いた感じに違和

感があった。

「男の腰には武器の重さが必要だ」

　ザハトはそう言って言祝いでくれたが、そんな感

じで、まだまだ慣れないイシュタトであった。

　シュガヌ師は軽く剣帯を調べ、小剣がしっかり固

定されているかどうかを確めた。

「うん。お前の相手はほとんどが、お前よりも体格

雄偉だろう。間を置かずに戦え。小剣は絶対に退

がってはならぬ」

「かしこまりました」

「では行くが良い」

　重々しい音を立てて市門が開いた。隊商が動き出

よ よ

は

こ と ほ

ゆ う い
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す。それに合わせて空気が動く。すると砂の香りが

鼻に届いた。

　隊商の長はナーゼムという男だ。一行はおよそ百

人。隊商としては普通の規模だと言えるが、荷駄を

含めるとかなりの長さになる。

　イシュタト達は隊商の後ろの方なので、歩き出す

までにはまだ少し時間があった。

「それでは行って参ります」

「うむ。無理をするなよ。焦って手柄を立てような

どと思ってはならんぞ」

　それはシュガヌ師の心からの助言であったが、ザ

ハトの役に立ちたいと願い、気を逸らせるイシュタ

トにとって、あまり有り難くは感じられないもの

だった。

「では剣匠様。我らはこれで」

　ザブラムが一礼して騎乗する。他の二人もそれに

傚った。

　ディブロスまでは一週間から十日程度で着く。決

して長い旅ではない。

　しかしイシュタトにとっては生涯初めての旅で

あった。

　門を出てすぐに、一度振り返った。

　シュガヌ師は杖を突いたままじっと動かず、一行

を見送ってくれていた。

はや

がた

なら
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第九章

　貴族というものはやるべき事を探すのならば、い

くらでもやるべき事を作り出せるが、反面怠けよう

と思えばいくらでも怠けることの出来る社会的立場

にある。

　ゼメレス貴族の場合と言っても、もちろんこの

「貴族」には女性しか含まれない。ゼメレス族の男

性には貴族や平民という区別自体が無いからだ。

　彼らは単に「男性」とか「彼ら」ないしは「男の

方」などと言われる。

　ゼメレス貴族の内には同族の男性達が何をしてい

るのか、どういう生活を送っているのか、それを詳

しく知る者はいない。それを知っているのは森に入

ることを許された他氏族のやはり男性達だけだ。

　逆にゼメレス族の男性達は、同族の女性達が日々

どのような生活をしているのかを知る者はないだろ

う。

　そして、貴族となればその生活のほとんどは祭儀

やしきたりの学習に費やされるのが常であった。

　そうした学問ともしきたりとも呼べるものを引っ

くるめて有職故実という。要するに王侯貴族の祭礼

や儀式の際の礼儀作法やら何やらのしきたりの体系

である。

なま

ゆ う そ く こ じ つ
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　それだけを言うのならば他氏族にも同じものは存

在する。当然のことながら。

　ゼメレス族の場合はこれが非常に膨大な体系と

なっており、家系ごとに分担とも言うべき専管事項

が存在する。

　これらの事情からゼメレス族の有職故実は、他氏

族からは中々窺い知れぬものとなっている。

　ゼメレス貴族は幼い頃からその日常生活の大部分

を、家系に属するこの有職故実を学ぶ事に費やす

が、ルキアの場合はこれが色々と違っていた。

　それは本人の事情にもよるが、周囲の態度にもよ

るところが大きい。

　ゼメレス貴族らしくないという外見のために、ル

キアは周囲から期待されずに育った。

　幼少時などは特にそうであった。

　しかしお蔭で複雑怪奇な祭儀のしきたりやら何や

らをひたすら憶え、練習させられるという生活を送

らないで済んだのである。

　そうして空いた時間は自分の好きに使うことが出

来たから、ルキアはそれこそ砂地に水が滲み込むよ

うな勢いでそれらの時間を学問やその他に使った。

　馬鹿げた話ではあるが、その中には家門に属する

有職故実の学習も含まれる。自分で言うのも何だが

物覚えは良かったし、何よりも真剣に取り組んだの

ゆ う そ く こ じ つ
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で、ルキアは他の子供よりも遥かに早くそれらの作

法や知識も身に付けることができた。

　振り返ってみると同世代の娘達を圧倒する学問に

加え、家門にとっては必要十分な有職故実をも身に

付けていたのである。

　一廉の人物となっていたわけであるが、目をベル

ディアス流ゼメレス家の外に転じれば、相も変わら

ず「外見が悪い」ということで陰口の叩かれる身で

ある。

　ルキアとしてはもう慣れたとしか感想が出てこな

いが、今では味方に転じた家門内部の身内にとって

はそうでもないようで、彼女らの耳に入るたびに新

たな怒りの種となっているようである。

　陰口は軽んじることの出来ない問題ではあるが、

要は程度次第なのだ。

　問題になりそうなほどの陰口であったら対策する

し、そうでないものは放っておくしかない。一々相

手にしてはいられない。何と言ってもルキアは忙し

いのだ。

　遣り繰りしてひねり出した時間を使って色々な知

識を蓄え、その知識を今度は家門の運営に活かせな

いかと思案する。

　場合によっては実地で検証もする。

　手元にある情報から仮説を立て、その仮説が正し

ひとかど
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いかどうかの検証をするわけだ。

　この検証方法を組み立てること自体がまた一苦労

となる事も多いのだが、実はその手間も結構楽しい

ものがある。

　そして結構楽しいというのは実際、ルキアにとっ

ては困りものなのだった。

　時々夢中になってしまうのだ。時間を食われてた

まらない。立場上、やるべき事などいくらでもある

のだから。

　しかし妙案が思い付けば試さずにはいられない。

もちろん反証可能なように理屈は組み立てる。

　反証の可能性がない理論は理論では無いというの

がルキアの価値観だが、一度親しい友人にそう話し

たところ「あなたは学者なのか」と呆れられた。そ

んなつもりは全然なかったので、その指摘に驚いた

ことがある。

　ゼメレス族は古例を重んじる。それはもう嫌にな

るくらい重んじる。

　何かを決める際の貴族達の会話を聞いているだけ

で、目眩や頭痛がしてくるくらい古例を重んじるの

だ。

　もちろんルキアだって古い物は全部ゴミだなどと

は思っていない。昔から伝えられてきたしきたりや

作法には多くの智恵が含まれていると思っている。
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　だがそれを盲信してしまうのは危険だとも考える

のだ。

　情報は集められるだけ集めるべきだと思うし、可

能であるなら検証もすべきだ。

　かくして今回の石鹸売りもその一つとなるのだ

が、どうもルキアの周囲は理論の方には同意を示し

てくれるものの、同じかそれ以上に重要な実地検証

についてはいい顔をしてくれない。

　貴き身は豪華な机に座って、人を殴り殺せそうな

革表紙本を開いていればいいという事なのだろう。

　冗談ではない。考察と検証は馬車の両輪だ。どち

らが欠けても馬車は成り立たない。

　しかもどんな知識がどこで役に立つか解らない。

経営や農業や軍事の知識だけが有用というわけでは

ないのだ。

　それらは必須知識であって、言わば最低限。これ

がなければ始らないという道具でしかない。

　このような思想というか、信念の元にルキアは

じっくりと時間を掛けてベルディアス家の領地につ

いて調べ、どのように運営されているか、誰が何を

差配しているかを纏め上げた。

　味方を増やし、敵の力を削ぎ、遂にほぼベルディ

アス家の家領についてはルキアの思い通りになるよ

うになったのは最近のことである。

とうと

まと
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　毒にも薬にもならぬ母や、祭儀に明け暮れるだけ

の祖母や親類のお蔭と言えなくもない。

　物事、考えようによっては有り難いと思い込める

こともあるのである。

　それでもルキアがディブロスの市内で石鹸屋、正

確には『石鹸も売るよく判らない店』を始めると聞

けば、反対はしないまでも良い顔をしない者が多

い。

　もちろんこれは日常ルキアを支え、その力になっ

ている者達であって、彼女の敵対者達はそこに含ま

れてはいない。そんな人達に教えたら、えらいこと

になる。

　仮にルキアが市中で石鹸を売っているなどと敵対

する者らに知れれば、それはルキアに対しての恰好

の攻撃理由になるであろう。だから知られてはなら

ないし、今のところはばれていないはずである。

　さぞや身内を冷や冷やさせているだろうとルキア

も自覚しているが、これは止めるわけにはいかな

い。それだけの重大性があるからである。

　これは損得だけの問題ではない。ゼメレス氏族全

体にも関わる問題に発展する可能性があるとルキア

は思っている。

　もちろんそこに自分の趣味というか、個人的な楽

しみが大きく付加されているのを否定もしないが。
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　とはいえこの問題について同族の誰かしらが耳に

すれば「さっさと宗家に報告するのが最善だ」とい

う意見は聞こえてきそうである。

　だが事はそう単純ではない

　宗家に報告するだけで話が済むならこれほど楽な

ことはないが、それでいいだろうか？

　果たしてそれで本当に理想的な解決が得られるだ

ろうか？

　ルキアはそれほど楽観的でも、無邪気でもない。

　東方鉄弓家は宗家に次ぐ家格を持つ大貴族であ

る。

　宗家を支え、守り、盛り立ててきた。その功績は

大きいだろうとルキアも思う。

　しかしそれは例えるならば、大きな屋敷の周りを

囲う枳殻の生垣のようなものであったのでもなかっ

たか。

　確かに宗家にとって大いに有用であったことだろ

う。

　だが同時にそれが繁りすぎることも宗家は望まな

いのではなかろうか？

　余りにも枝を伸ばし葉陰を濃くすれば、枝打ちが

待っているのではないだろうか？

　これは何も宗家を敵視しているというわけではな

い。

からたち
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　貴族の、それも上位になればなるほど「そういう

ものだろう」と考える、ただそれだけの自然な推測

に過ぎない。

　東方鉄弓家に限らず大貴族というものは、あくま

でもその宗家を守るという立場においてのみ見事な

生垣、藩屏たることを期待されているのだ。

　大きな問題には落としどころというものがある。

　政治的な決着の付け方と言ってもいい。

　要は関係各位の利益調整のことだが、それを見定

めるにはまだ暫く時間が必要だ。

　ルキアが営む『エルミラの店』は経営状態良好で

ある。大きく儲かるというわけではないが着実に利

益を積み上げている……そういう儲かり方をしてい

る。

　扱う商品の増加に伴って新たに倉庫を借りること

になったので、店の中には少し余裕が出来た。

　元々リムリクに限らず、アウラシール人の商店は

奥に細長い造りをしている事が多い。こういうのを

ローゼンディアでは「鰻の寝床」と言うが、店内の

空間に少し余裕が出てきてやっと鰻の寝床らしく

なってきた感じである。

　今は店主のエルミラことルキアと、店員のメレス

ことメイファムに加え、中年の男が奥の卓を囲んで

いる。

しばら

うなぎ
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　外から店内を覗き見れば、ああ商談をしている

か、それか一休みして世間話と情報交換でもしてい

るのだろう、という感じに見えることだろう。実際

には違うが。

　男は小売りの行商人に見えるが、実はルキアの

雇った密偵の一人であり、デムニスという名の男で

ある。無論それが本名かどうかは判らない。

　ルキアにとってはそれはどうでもいいことなので

ある。そのデムニスが今日は報告に来ているのだ。

「……そう」

「大型のオルカー船のようですな。かなり厳重に秘

密を守っております。ひょっとすると執政家も知ら

ないかもしれません」

　ルキアの睥んだとおりであった。やはりあの男は

動いている。しかも、予想よりも大胆だ。

　尤も、資金力が莫大にあるのだからこそ大胆な動

きが取れるわけだが……あの資金力だけは素直に羨

ましいと思う。

　――考えているよりも状況は早く動いていくかも

知れない。

「それで、商会の催す宴会の方はどうなの？」

「あそこは紹介がなければ入れません。ですから調

べる手間さえ惜しまなければ、誰が宴会に来るのか

は確実に判るので御座います」

もっと
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　常日頃から付き合いのある友人や、商人、職人な

どが呼ばれるわけだ。

　この手の民間で催される宴会においては、通りが

かりの人間でも参加できたり、そこまででなくとも

土産物を渡したりすることはよくある事であるらし

い。だがメルサリス商会においてはそうではないよ

うである。

「それは宴会としては珍しいことなの？」

「さほど珍しいとは申せません。私が聞いた話によ

ると昔は通りがかりでも、誰でも参加できたようで

御座いますが、何でも宴会料理が素晴らしいという

噂が広まりすぎた結果だとか」

　ああそれは凄く判る。ルキアは納得した。食い物

が旨いというのは致命的だ。それでは集まる人が許

容範囲を超えてしまうだろう。

「それで参加者制限をすることになったわけね？」

「そういう話で御座います。事実かどうかはまだ確

めておりませんが」

　それは今回の宴会に参加すれば判ることだろう。

　しかしそういう事になると、参加者はみな顔見知

りの人間ということになる。

　ファナウス・メルサリスは準貴族であるし、ルキ

アの知らない貴族の友人知人が居ても怪訝しくはな

い。問題の一部としてそのことも考慮しなくてはな
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らない。

「ですから飛び入りで宴会に参加することはできな

いわけで御座います」

　ただ、宴会自体は平民の水準で催されるものだ。

　そこに貴族が呼ばれることは稀であろうし、何よ

り本来ならば平民の宴会に貴族が参加することはな

い。

　本来ならば、だが。

「本来ならばね？」

　思考を追うように発したルキアの言葉に男は苦笑

した。

「ええ。本来ならば。今回は何としても参加したい

お歴々がおられますから……メルサリス商会の方で

も無下にするわけにはいかんでしょうな」

　婚活というものは大変だ。いや大変どころではな

い。真剣勝負だ。

　女の人生はもちろん、貴族の場合は実家の命運が

懸かってくる事も少なくない。

　ルキアにとっても他人事ではないのだがそれは扠

措き、商人にとっては貴族を無下に扱って良い事な

どまず一つもない。

　ということはごり押しで参加者が増える事になる

というわけだ。

「それでどういう連中が飛び入り参加しそうなのか

まれ
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は判るの？」

　男は黙って懐から紙を取り出した。ルキアも黙っ

て受け取り、さっと名簿に目を走らせる。記憶力に

は自信がある。その中の誰に会ったことがあるかを

確認するのは造作もなかった。

「いかがで御座いますか？」

「素晴らしいわね」

　何が素晴らしいのか。ルキアの発言は奇妙なもの

であったが、実はこれは口癖である。

　男は何も聞いてこない。眉一つ動かさない。

　ただし、代わりにメイファムが形のいい眉をぴく

りと動かした。

　いつも冷静沈着な様子だし、実際冷静な事が多い

のだが、意外に内心の動きが顔に出てしまうところ

がある。

「お嬢さま……」

「ハルラナムは宴会に来るのね？」

　不安げなメイファムの呟きには耳を貸さずにルキ

アは男に尋ねた。

「もちろんで御座います」

　男の返答にルキアは薄く微笑んだ。穏やかな、そ

れでいて冷たい笑みだった。

「……あの男には消えてもらう必要があるわね」

「別途料金が発生いたしますが」
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　さらりとした返答だが意味するところは不穏であ

る。

　そんな会話になってきたというのに男の様子には

変化がない。

　それはそうである。ルキアの雇った一族は密偵で

あるだけなく、護衛や暗殺も請け負う一族なのだ。

「お嬢さま」

　怪しい空気に耐えかねたのかメイファムが少し強

い声を出した。

「なあに？」

　ルキアはメイファムに笑顔を向けた。今度はいつ

もの明るい笑顔である。

「……冗談というものにも限度がございます」

「あら冗談ではないわよ」

　言いながらルキアは立ち上がって、後ろの棚から

小さな硝子瓶を一つ取った。

　黒蓮から抽出した薬である。黒蓮は特殊な薬草植

物であり、ローゼンディア王国でもカサントス地方

のファティファという町でしか産しない。

　それから作られる薬は当然稀少なものになる。睡

眠薬であるが、その稀少性もあって一般の薬屋には

あまり置いていない。不眠症に悩む貴族や富豪など

が使う高級睡眠薬なのである。

　それは黒蓮から得られる原液をかなり希釈するこ

リファメラ リファメラ

リファメラ

681



とによって作られる。

　それでも非常に強い薬であり、自殺や毒殺に使わ

れることも多い。

　西方のアラトナ教と違ってヴァリア教では自殺を

禁じてはいない。

　自殺は人間が持つ、最も偉大な権利の一つに数え

られている。

『もしも汝の家が燃えているならば財宝を運び出す

べし』

　聖典にはそんな言葉がある。この場合「汝の家」

とは自分の体や人生のことであり、財宝は精神とか

魂を意味するとされている。

　つまり過ごすに値しない人生だと自分で判断した

のならば、終わりにしてしまうのも立派な選択であ

るという考え方だ。

　他方アラトナ教では自殺を大罪として禁じてい

る。自殺者の魂は救われずに永遠に苦しみ続けると

説いている。

　どちらが正しいのか。

　それともどちらも正しいのか、どちらも間違って

いるのか。

　それはともかく、ルキアの考えでは教えの根本の
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違いが原因で、こうした価値判断の違いが出て来た

ように思う。

　ヴァリア教では人は人生を幸福に、幸せに過ごす

ために存在すると説く。

　人生はそれを生きる人、本人のものであり、運命

がそれを実現することを助けると説く。

　だから自分が不幸であると考えるならばいつでも

自殺して構わない。

　アラトナ教では人の人生とは、神の栄光を讃え、

その権威を高めるためにあると説く。

　人間とは唯一絶対なる神が考えるところの、正義

と調和を実現するべく地上に作り出された僕であ

り、奴隷なのだと説く。

　だから人間には自由な意思も選択も認められな

い。

　ただひたすらに神の御為に生き、その為だけに死

ぬことが求められる。

　そこでは当然、自由意思による自殺が許される余

地は無いわけである。

　レメンテム帝国では自殺者は重罪人である。

　貴族が死んだ場合、通常は墓地に葬られるものだ

が、自殺者だと知れると受け入れを拒否されるとい

う。ローゼンディアとは大違いである。

　しかしそんな風に自殺が社会的に認められている

しもべ

おんため
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ローゼンディアであっても、やはり死に方には出来

るだけ楽なものを、苦しみが少ないものを求める人

が多い。

　だから貴族や金持ちの自殺では黒蓮の睡眠薬がよ

く使われるのであるが、問題は他者に対する毒殺に

この睡眠薬を使った場合である。

　ローゼンディアでは毒殺が発覚すれば、まず死刑

は確実だが、それでも黒蓮の睡眠薬を使った毒殺は

多いという。犠牲者が眠りながら死ぬために他の毒

と違って殺人への抵抗感が弱くなるからだと言われ

ている。

　ちなみに原液は三滴で人を殺し、四滴で馬をも殺

すと言われているほど強力だ。

　ルキアが取り出したのはもちろん希釈したもので

ある。

　それでもとても高価な薬であるし、使いように

よっては毒薬にもなるとなれば人の心証はあまり良

くない薬になる。

「これを使いなさい。あの男が口にするものにこれ

を一滴垂らせば、それで朝まで目覚めることはない

でしょう」

「かしこまりました」

　男は薬を受け取って懐に収めた。

　親友の無事到着を祝う宴会に参加できぬのは可哀
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相だが仕方ない。あの男はルキアの顔を知ってい

る。来られては困るのだ。

「薬は返す必要はないわ。それをもって今回の仕事

の代金とします。不服があるなら言いなさい」

「いえ、御座いません」

　男は小さく首を振った。そうであろう。それだけ

高価な薬なのだ。

　しかも薬をそのまま渡してしまえば、ルキアの元

に証拠は残らない。

　これぞ金持ち貴族ならではのあくどい作戦であっ

た。

「……よろしいのですか？」

　男が立ち去ってからメイファムが尋ねた。

「ハルラナムには気の毒だけれど仕方ないわね」

「ゼルヴィス殿には……」

　その言葉にルキアは笑みを浮かべた。

　ふっと目の上に影が差すような笑い方である。

　普段は決して見せない表情だがメイファムには問

題ない。彼女は何度も見慣れているからだ。

　問題があるとすれば、メイファムが見慣れるほど

にこの表情を見せてきたルキアの人生設計の方であ

ろう。

　小さい頃祖母に「お前は音も無く笑うのだな」と

言われてからは、本当に心を許した人の前以外では
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見せたことのない笑みなのだ。

「……そう。私は一度も会っていない」

　ペルギュレイオン競技大会優勝者。

　それだけでも尋常ではない名誉が手に入るという

のに、しかも王国の上位貴族という名門の出となれ

ば、英雄と言ってもいい存在である。

　ルキアの立場からすれば、舞踏会なりなんなりで

会っていない方が怪訝しいのだ。

　ところがルキアは彼に会っていない。不思議と言

うほかない。

「……お嬢さまはお忙しゅうございますから」

　二人きりになったとはいえ、ここは『エルミラの

店』である。メイファムはルキアのことをここでは

「姫様」とは呼べないのだ。

　確かにルキアは忙しい。そしてルキアの体は一つ

しかない。

　王都の夜会で踊るのも大事な仕事ではあるが、領

内の問題と向き合うことも大切だ。

　そしてルキアの中では後者の方がどうしても優先

されてしまう。

　結果、田舍貴族となっている観は確かにある。そ

のことを蔭で揶揄する者がいるとも聞いている。

　今は放置しているがいずれ対策しなければならな

い。育った陰口がどれほど厄介なものかは、ゼメレ

お か
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ス貴族なら誰でも痛い程知っている事だからだ。

　しかし、そうした一種の社交無精がここに来て面

白い結果を生んだわけである。精霊の悪戯と言って

もいいかも知れない。

　ゼルヴィス・アナクシスはルキア・ベルディアス

の顔を知らないのだ。

　つまり会っても判らない。

　さっきの男が来る前に、エルミラの店には小さな

来客があった。

　スィサである。

「あの……よろしければ旦那様のお祝いに来てくれ

ませんか？」

　きっとアイオナか誰かに言われたのであろう。あ

なたのお友達か誰か、呼べる人がいるなら是非ご招

待しなさいと。

　嬉しい誤算である。小さな使用人に対するアイオ

ナの優しい心配りに幸いあれ。噂通りの出来た跡取

りではないか。

　そこに来て先の密偵から受け取った飛び入り参加

者の名簿である。それにはやはり面会したことがあ

る者は一人もいなかったのだ。

　ルキアは一度ディブロスの執政館を訪れているの

だから、名簿の中の一人二人位は会っていても怪訝

しくはないのだが、一人も会ってない。

お か
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　神がルキアのために機会を作ったとしか思えな

かった。

　自分でも都合のいい思い込みだとは思う。

　というか何というか……微妙な考え方ではある。

　ルキアとしてもこうした考え方が貴族的な信仰で

あり、問題の解決よりもむしろ発生に寄与する方が

多いものなのだという事は重々承知している。

　それでもやはりそう考えてしまう。どのみち機会

を作るためにはどうすれば良いのかとあれこれ思案

していたところなのだ。

　神がルキアにそれを投げ与えるのならば受け取れ

ばいい。

　つまり、行動すべきなのだ。

「素晴らしいわね」

　笑みを含んだ独り言を呟くルキアであった。

　そんな楽しげな様子を見て、メイファムはまた不

安げに眉を動かした。

「どうしたの？　何か不安でもあるの？」

「お嬢さまがそのお言葉を口にされるときは大抵、

厄介なことが起きるものですから……」

「いつも苦労を掛けるわね」

「ではお考え直しいただけますか？」

「何を？」

「メルサリス商会の宴会に参加なさることです」
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「私たちが参加することが、それほど問題視される

ことかしら？」

「一度に多くの人の目に留まるのは避けた方がよろ

しいかと思いますが」

　それはそうなのだ。市中で商売を営んでいる事と

いい、他の王国貴族、特に同族の貴族達に知れたら

必ず攻撃材料として利用されるだろう。

「そうね。確かにそうかも知れないわね」

　ルキアはあっさりと認めた。

「けれどね。これは放置していたら大変な問題にな

るわよ」

　ルキアがこのディブロスにまで出向いてきた本当

の理由。

　滅多に口には出せないほどの重大な事件。おそら

く今回の事件はゼメレス族の歴史に記録されるもの

となるだろう。

　メイファムはルキアから前もってこの事件が大き

な問題になり得る可能性を聞かされている。

　その解決のためにはルキア自身が積極的に関与す

る必要がある事も理解している。

　しかし理解はしていてもやはりベルディアス家

に、何よりもルキアの身に損害が及ぶのは認められ

ない。全力で避けたい事柄なのである。

「大丈夫。配慮するわよ」
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　ルキアは笑って肩を竦めた。

「あなたも居てくれることだし。ほとんどの参加者

は商会の人達でしょう。飛び込みの人達のお目当て

はゼルヴィス殿でしょうしね」

　メイファムは軽く息を吐いた。まだ乗り気になれ

ない様子であった。

「……準備いたします」

「いつもありがとう」

　こういう時、細かい指示はルキアは与えない。メ

イファムに任せてしまう。

　特に何かの実験というわけでもない。宴会に二人

で参加しようというだけなのだ。

　特別な用意は必要ないだろう。

　そう思っているとメイファムが振り返った。

「何かお持ちになりますか？」

　それは考えていなかった。しかし宴会に参加する

のだから何か持って行っても不思議ではないだろう

し、面白いかも知れない。

「何か手土産くらいあるといいかも知れないわね」

　この一言が不用意なものだったとルキアが気付か

されるのは、宴会に参加してからになる。無論、こ

の時点ではルキアはそんな事はつゆ考えていない。

　――さてどうやって出会いを演出しようかしら…

…。

すく
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　ルキアは思案し始めた。

　　　＊

　メルサリス商会は港の近くに大きな商館といくつ

もの倉庫を構える大店だった。そのように聞いては

いたが想像よりも規模が大きく、ルキアは感心し

た。

「大きい店ねえ」

「そうですね」

　メイファムの返事は素っ気ないがいつものことな

のでルキアは気にしない。

　商館は四階建てで一階が商店になっている。この

規模の商人にしては珍しく、なんとそこで小売りも

やっているようだ。

　この辺りは大規模商人が並んでいる区画なので、

ほとんどが卸売り商人である。

　それなりの量のまとめ買いが基本となるために、

通常顧客は行商人や、市中の小売店に限られている

ものなのだが、どうもメルサリス商会では一般客に

も商品を売っているらしい。店先を見ているとそん

な感じである。

「へい！　何にしましょ？？」

　笑顔で出て来た店員に宴会に呼ばれていることを
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告げると妙な顔をされた。

「ああ、宴会の。あれは夕方からだよ」

「そうなんですか？」

　言われてみれば納得だ。酒も出るだろうし、その

手のものは通常、夕方くらいから始るだろう。

「少し早く来すぎてしまったようですね」

「どこかで時間を潰す？」

　荷物を提げたメイファムにそう話し掛けている

と、商会の中から別の男が出て来た。

「あんたら見ない顔だけど宴会に呼ばれてるの？

誰に？」

「スィサという可愛らしい子にお呼ばれしてるの

よ」

　笑顔でルキアが答えると、男も笑顔で応じた。

「ああ、スィサのお客さんね！　聞いてるよ」

「初めまして。私はエルミラ。こちらはメレス」

「よろしく。俺はオブロスだ」

　挨拶を終えるとオブロスはメイファムが提げてい

る荷物に目をやった。

「そっちの姉さんは何か荷物が多いようだけど。手

土産でも持って来てくれたのかい？」

　確かに。荷物が少し多いようだとはルキアも感じ

ていた。

「はい。口に合うとよろしいのですが」
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　にこりともせずに答えるメイファム。

「大丈夫さ。宴会に来るのは美味い物なら何でも来

いって連中ばかりだよ」

「それを聞いて安心しました」

　メイファムの言葉に、逆にルキアはいやーな予感

がしてきた。

「だったら先に入って待っていてくれても構わない

よ。台所はあっちだから」

　オブロスが商館の奥を指さす。

「お嬢さま。いかがいたしますか？」

「そうねえ。お言葉に甘えて中で待たせていただこ

うかしら」

　そこでメイファムが持って来た荷物を検閲する必

要がある。

　商会で働いている小僧が一人案内に付いて立って

歩く。売り場となっている店の横手から奥に入り、

商館の裏へ抜ける。

　すると意外にもアウラシール式の中庭が拡がって

いた。

　いや、意外ではないのかも知れない。

　ローゼンディアの植民都市とはいえ、何と言って

もここはアウラシールのリムリク地方なのだ。

　中庭は広場と言ってもいい広さであり、宴会用の

長い卓が三面並べられている。
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　広場の端の方には荷物が積んであるが無秩序では

なく、整理されている感じで置かれている。足下の

地面もよく掃き清められているが、普段からよく掃

除されている感じで土が荒れていない。妙な臭いも

しない。

　こういうところにメルサリス商会の組織としての

強さが出ているなとルキアは感じた。

　中庭の向こうにはまた別の建物が建っているが商

会の倉庫のようだ。

　そして港に向かって同じような倉庫が幾つも建っ

ている。

　倉庫群は通りと港の間に整然と並んでいて、どれ

がどこの倉庫なのかは判らない。メルサリス商会を

含め、近くの大手商会のものが入り混じっているの

だろう。

　通りには驢馬に荷物を積んだ行商人や、市内に小

売店を持つ商人が引いてきた荷駄用の馬車などが見

える。この辺りは卸売りの商人街区なので、つい

さっきメルサリス商会の店先で見たような一般の主

婦などの姿は見えない。

　辺りの空気には潮の香りが混じっている。日は中

天を過ぎていて夕方の気配が近付いてきている。

　季節は雨期に入っているから暑さも和らぎ、少し

過ごしやすくなってきているのも嬉しい。

ロ バ
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　いい雰囲気だとルキアは思った。

　こういう感じはいい。宴会の前として実にいいと

思う。

「お客さん。こっちが台所です。何か判らないこと

が有ったら近くの人に聞いて下さい」

　それだけ言って小僧は仕事に戻っていった。

　台所に入ると幾人もの男女が忙しく立ち働いてい

るのが目に入った。

　宴会用の料理を作っているのだ。湯気が立ち、食

材の香りがする。ルキアにとっては馴染みのある光

景だ。

「いいところへ来たねえ」

　ルキア達に気付いた男が近付いてくる。太った、

頭の禿げた男だ。料理人の一人と思われた。

「荷物を置くのはそこ。準備が出来たらあっちへ

行って料理を手伝って」

　男は一方的に話し掛けてくる。ルキアの返事も聞

かずにそう言って指示をしていく。

「助かるよ。あんたらも宴会の客なんだろ？　初め

て見る顔だが」

「ええ。スィサにお呼ばれしたんです」

「なるほどね。あんたのくれた石鹸いいよ。お嬢さ

まも褒めてらしたくらいだ」

「それはありがとうございます」
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　ルキアは頭を下げた。男が自分の持ち場に戻って

しまうと、ルキアは指定された場所に荷物を置いて

腕まくりをした。言われた通り料理を手伝おうとい

うのだ。

　ゼメレス族では身分に関わらず料理ができる者が

多い。

　貴族というものは傅かれる存在なので、料理が出

来るというと意外に思われるかも知れない。

　しかし刺繍ならば、どの宗族の貴族女性であって

も皆修得しているのが自然だ。

　ゼメレス族の場合にはそれに料理が加わるのに過

ぎない。

　と言っても裁縫や糸巻きのように必須技術として

教え込まれるのではなく、奨励される趣味としての

ものであるが。

　聞くところによれば外国では一般に料理人の身分

は低く、下等な職業とされているらしい。理解に苦

しむ。

　他の宗族ではどうか知らないが狩猟神の末裔、則

ちゼメレス族やヘカリオス族の間では料理という行

為に対してそれを下等なものだとか、下賤な者が従

事する作業だとかいう観点を全く持たないからだ。

　ゼメレス族の間では料理人とは生きるための糧を

提供し、命と喜びを繋ぐ貴い職業とされている。だ

かしず

ダ ル フ ォ イ ヘ ー レ イ すなわ
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から尊敬されているし、料理を学ぶことが奨励され

てもいる。

　こうした価値観が氏族伝統のトラケス料理を発達

させ、ローゼンディア王国でも最高の料理の一つと

呼ばれるまでに押し上げたのは間違いない。

　王都の富豪や貴族の館の台所、あるいは高級料理

店の厨房での会話はトラケス訛りだというのは冗談

半分にせよ有名な話である。一流の料理人にはトラ

ケス地方出身者が多いのだ。

　そういうわけであるから糸車を回すことと裁縫と

料理は、ゼメレス族の娘達が身に付けるべき基本技

術と位置付けられている。それは貴族であっても変

わらない。

　余談だがその昔、料理人はみな男性だったとい

う。これはゼメレス族にある宗教上の禁忌によるも

のだが、今ではその料理人にも女性が数多くいる。

二千年ほど前にヴァリア教が入って来たことによっ

てその宗教観に変化が起こったからだ。

　料理から学ぶことは多い。

　ルキアは積極的に実家館の厨房に顔を出して料理

長から料理を習っているし、今居るディブロスのゼ

メレス館にも実家から三人の料理人を連れて来てい

る。

　しかも内一人は実家料理長の高足である。内心、
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今現在ディブロスで最高の料理人は彼女であろうと

ルキアは考えている。そう思わせる程の腕前であ

る。

　彼女からもルキアは料理を習っている。もちろん

自分の腕前がその道の職人達に遠く及ばないのは自

覚しているが、そんじょそこらの娘には負けないく

らいの実力はあるだろうと自負もしている。

　なので、やる気は有るのだ。

「状況について行けないのですが……」

　一方メイファムは不満と混乱が入り混じったよう

な顔をしている。

「多分、宴会の客が自主的に手伝うのが慣例になっ

ているのよ」

　言ってみれば身内で祝う宴会なのだし、だったら

客が準備に参加しても何の不思議もない。

「ですがお嬢さまがお手伝いなさることはないので

はありませんか？」

「何を言ってるのよ。私たちも御馳走になるのだ

し、人手が足りてないのなら手伝うのが当然でしょ

う」

「それはそうですが……」

　どうもメイファムは不満らしい。

「それに、あなただって手伝うのよ？」

「ああ、それは問題ありません。そう考えて用意し

698



てきましたから」

　一転して明るい顔になり、メイファムは荷物を開

き始めた。

　いきなり羽釜が現れた。ルキアは驚いた。

「羽釜を持って来たの!?」

「羽釜がないと美味しい御飯を炊けませんから」

　当然のようにメイファムは言うがそういう問題で

はない。

　こんな重いものを持って来たのか。しかも他人の

宴会に。その神経を疑うのだ。

　羽釜というのはゼメレス族伝統の米炊き道具であ

る。

　足場を組んでその上に載せるか、または羽釜本体

に付いてる環を通して火の上に吊るすかする。いず

れにしても火にかけて米を炊くための金属の鍋であ

る。

　これでお米を炊くと素晴らしく美味しい御飯が出

来あがるが、羽釜自体が嵩ばる上にかなり重い。

　羽釜とはトラケス地方の家庭には必ずあってそれ

で御飯を作る、しかし持ち運びは余り考えていな

い、そういう道具なのだ。

　実はこの羽釜という調理器具は戦争の時にかなり

大きな問題となってきた。

　それに最初に気付いたのは何代か前のルキアの先

かさ
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祖で、知らぬ者とてない軍事の天才クレオラ・ゼメ

レスである。

　要は兵糧の問題なのだが、食事の度に羽釜で御飯

を炊いていては甚大な手間が掛かるのだ。

　食べるための米だけでなく、焚き付けのための枯

れ葉や小枝、そして燃料となる薪も必要だし、何よ

り羽釜自体が重い上に嵩ばるのだ。

　ゼメレス族の兵士達はそうした物資を抱えて行軍

しなければならないわけで、これは戦争遂行上、重

大な問題だったわけである。

　食事に火を使う必要があるゼメレス族に対して、

近隣のセウェルス族は特に火を必要とはしない。彼

らは肉や魚の干物とパンがあれば足りるのである。

いつでもどこでも手軽に食べられるし、火も使わな

い。

　こと食事に関する手間では勝負にならないほどセ

ウェルス族が優れていたのであった。

　しかし王国連合軍の中でも屈指の利便性を誇った

セウェルス族の食事は、味の方をほとんど無視する

ことで成り立っていたのではあるが……。

　現在ではクレオラが考案した軍事糧食や、携帯用

炊飯器、更にその後開発された携行用の保存食など

が存在し、かつてのように重い羽釜を米と一緒に必

ず背負って歩くゼメレス族兵士の姿は減ったと言わ

かさ
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れている。だが居なくなったわけではない。

　その生き残りを目の前にしてルキアは驚き、つい

で呆れた。

　メイファムは力持ちである。戦神の末裔でもある

彼女は、細身に見えて男性すら凌ぐほどの力があ

る。

　その腕力は羽釜を持ち運べても不思議はないが、

その感性の方は不思議であった。

　なんで他人様の宴会に来るのに羽釜を持って行こ

うと思ったのか。

「お米はあると考えましたので持って来ていませ

ん。南部はお米の産地ですし、そこよりも更にディ

ブロスは南ですからね」

　嬉しそうに説明をするメイファムの横でルキアは

呆れていた。

　羽釜は持って来るが米は相手に出させるのか!?　食

材は相手持ちなのか!?

　本当にいい根性をしていると思う。ルキアの呆れ

が感心にすり替わった頃、メイファムは嬉しそうに

荷物の中から小さな壺を取り出した。

「シュペリテも持って来ました。これがあれば御飯

何杯でもいけます」

「シュペリテ!!」

　思わず声を上げてしまう。

イ ス タ リ ヘ ー レ イ
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　シュペリテは魚の内臓を漬け込んだ料理であり、

ゼメレス族伝統の発酵食品である。

　味は塩辛く、独特な苦み、甘み、えぐみがある

が、熟成された旨味がそれらをまろやかに包み込ん

でいる。

　様々な味の要素が複雑微妙に混じり合っていて、

発酵食品ならではの濃厚な味わいが楽しめるのだ。

　一言で言えば魚介系に特有の風味なのだが、発酵

食品につきものの話で、これは他氏族には厳しいも

のがある。嵌まれば大好物になるが、でなければ見

るのもおぞましいという類いの料理だ。

　地元の味、土着の味、故郷の味という言葉があ

る。要するに余所者はお呼びでないということだ

が、そういう料理なのである。

　上級者過ぎるだろうと思った。感心が再び呆れに

戻っていくのをルキアは感じた。

「……これは宴会に出せないわ」

「どうしてですか？」

　不思議そうにメイファムが聞いてくる。本当に

判ってないのだ。彼女には。

「シュペリテは他氏族の方には評判が悪いと思うか

らよ。臭いもするし、魚の内臓と聞けば口に入れる

のを拒むに決まっているわ」

「……仰っていることの意味が判りません」
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　残念そうなメイファムを見て、こっちだってあな

たの思考が判らないわよ、とルキアは考えた。口に

出すとメイファムが傷付くのは判るのでそう言いは

しない。

「発酵食品には独特の癖が有るでしょう？　それを

嫌がる人も居るのよ。ましてや他氏族の発酵食品と

なれば尚更だわ」

「そうですか……美味しいんですが……」

　それは同意する。たしかにシュペリテは美味し

い。

　特に酒のつまみとしては最高最悪の料理として有

名だ。これがあれば際限なく飲むことが出来るらし

い。トラケスの酒好きは口を揃えてそう言う。

　ルキアは特に酒好きではないのでそれは少し判ら

ないが、シュペリテが一口有れば御飯が一膳食べて

しまえるというのはよく判る。

　他にも碌でもないものを持って来てはいないだろ

うか？　ルキアは少々不安になった。

「他に何か持って来ているかしら？」

「トラケス菜の漬け物を持って来ております」

　また発酵食なの？　そう思ったがこれも口に出し

ては言わない。

「…………それは炒め物にしましょう」

「良い案だと思います」

ろく
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　メイファムは嬉しそうだ。気を遣われたことには

気付いていないようだった。ルキアは小さく溜息を

吐いた。

　そんな遣り取りがあったものの、とにかくさっき

の男が言うように宴会料理の準備を手伝わなければ

ならない。

　料理の手伝いとしてルキアが最初に頼まれたのは

野菜を切ることだった。

　しかし、俎板がない。

　どうしたものかと考えていると、年配の女が話し

掛けてきた

「時間がないんだから手を止めてないでさっさと

切っておくれ」

「はい。すみません」

　ルキアは笑顔で応じ、続けて女に質問した。

「食材を載せて切るための、その、板のようなもの

はないんですか？」

「なんだいそれ？」

　女は不思議そうに眉を寄せた。

「どうしてそんなものが必要なのさ？　ここにある

のは硬いもんじゃないよ？」

　どれも柔らかい食材だ。女はそう言いたいのだろ

う。

「ええと……」

まないた
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　ルキアは口ごもった。ちょっと想定外だった。料

理には必ず俎板が有るものと決めてかかっていたの

だ。

「野菜なんか鍋の上で切ればいいんだよ」

　それだと綺麗に切れないし、食べるには大振りに

なってしまうと思うのだけれど。

　ルキアはそう思ったが口には出さなかった。

「わかりました。鍋の上で切りますね」

　やり慣れていないがやってやれないことはない。

ルキアは皮を剥いた野菜を鍋の上に持っていくと切

り始めた。

「随分細かく切るんだねえ……」

「これくらいが食べやすいと思うんですが……」

「そうかい？　子供に食わせるもんならそれでもい

いだろうけど……あんまり細かくすると煮てる間に

溶けちまうからね。ほどほどにしておくれ」

「はい。わかりました」

「あんた手付きは悪くないよ。その調子で頑張っと

くれ」

「ありがとうございます」

　女も決して意地悪で言ってきたわけではない。ル

キアにはそれがよく判っているので不満は感じない

が、しかし、俎板を知らないというのは予想外だっ

た。

まないた

まないた
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　どうしてだろうか？　考えながら手を動かしてい

く。

　答えは程なく訪れた。箸だ。

　箸は古代ナーラキア帝国時代に主流だった食器で

ある。

　早い話が二本の棒であり、これで食事をするわけ

だが、慣れれば大体これだけで何でも足りてしまう

ので大変便利な食器なのだ。

　ローゼンディア王国でも一般的な食器ではある

が、そこはやはり地方性というものがある。

　王都のあるオギュルエ地方や、東部のトラケス地

方、イオルテス地方などでは特に箸が普及している

が、それ以外の地方ではナイフやスプーンが中心の

所や、箸も併用する所などまちまちだ。

　例えばトラケス地方では箸が中心だが、スプーン

もかなり使うし、西部のダーダイア地方ではナイフ

とスプーンしか使わないと聞いたことがある。

　メルサリス商会はカプリア地方の出身だった。あ

そこでは食事に箸をほとんど使わないのだ。

　箸の代わりに色々な食器がある。もちろん庶民は

何でもかんでもスプーン一本で賄うらしいが、富豪

や貴族は多数の食器を使い分けて食事をする。だか

ら食材が大振りでも別に困らないのだ。

　逆にトラケス地方では箸とスプーン以外の出番は

まかな
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ほとんどない。

　しかも出来れば全てを箸で賄おうとする。箸使い

という技術があるくらいだ。そして庶民から宗家に

到るまでこの事は共通している。

　ルキアも王都に出た時に、やれ魚用のスプーンだ

の、スープ用のスプーンだの、肉切り用のナイフだ

のを並べられて呆れた憶えがある。食事なんて箸だ

けで十分ではないかと思うのだ。

　箸だけで食べやすい状態にするには、なるたけ食

材を小さくする必要がある。

　そのためには食材を精密に分解、要するに細かく

切る必要がある。

　このことがトラケス料理に特有の纖細で巧緻な包

丁遣いの技術を発達させもしたのだが、それはまた

別の話になる。

　とにかく食材を細かく切ったり細工したりするに

は俎板が欠かせない。

　つまり箸を使う食べ方と、調理に俎板を使うこと

とが関連しているのだ。ルキアはそう考えた。

　つまるところ皿に載った料理を分解するか、皿に

載って出て来たときには分解済みかの違いと言って

もいい。

　この推測は当たっていると思われたが、確かめよ

うのあることでもない。自分で勝手に納得してルキ

まないた

まないた
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アは手を動かすことにした。

「お嬢さま。トゥルーブがあります」

　少し離れた場所で野菜の髭を抜いたり皮を剥いた

りなどの処置をしていたメイファムが、嬉しそうに

報告してきた。

　トゥルーブはトラケス料理で使う液体調味料だ。

トラケスでは何種類もが存在するが他の地方では

トゥルーブなんか、まずほとんど使わない。なんで

そんな物があるのか。

「それだけではありません。トゥジェもありまし

た」

　トゥルーブだけでも驚きなのにトゥジェまである

のか。トゥジェもトラケス地方の調味料で何種類も

の物がある。

　そしてトゥルーブもトゥジェも発酵調味料なので

臭いと味に癖が有る。

　ルキアにとっては何とも香ぐわしい香りが、他の

氏族にとっては悪臭となる事も考えられる。

　商会長のファナウス・メルサリスは美食家だと聞

いていたが、どうやらこれは筋金入りらしい。

　感心すると同時に悪戯心がむずむずとルキアの胸

の中を掻いた。

「素晴らしいわね」

　いつもの台詞を口にすると、またメイファムの表
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情がいきなりこちらを窺うようなものに変化した。

そのことにルキアはちょっと傷付いた。

「……あなたの持って来たトラケス菜をどう使うか

が決まったわ」

「炒め物にすると仰ってましたが」

「そう。トゥジェを使って炒めましょう」

　あとは香辛料と薬草だ。それがどれくらいあるか

……。

　ルキアは実家館の厨房に併設されていた薬草庫を

思い出す。ゼメレス族は香辛料と薬草を余り区別し

ない。本質的には同じ物だと考えているからだ。

　薬草を使った料理を薬膳という。これは王都を中

心としたオギュルエ料理の言葉だが、何のことは無

い。トラケス料理では全てが薬膳なのだから。

　実家の薬草庫は中央に作業用の大卓を持つ縦長の

部屋で、壁一面に沿って十段の棚が設置されてい

た。そこに薬草や香辛料を入れた瓶やら壺やらが、

隙間もないほどに並んでいるのだ。

　全部の数を数えたことはないが、おそらく七、八

百はあるのではないか。

　しかも料理長はその全てを把握していた。どこに

何があるか完全に知り尽くしていたのだ。

　尤も暗記している料理の数だけでも三千種類を超

えると言われている人物なのだから、その驚異的な

もっと
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記憶力にも不思議はないのだが、ルキアにしてみれ

ば超人としか思えなかった。

　おそらく実家の薬草庫はエルナセアでも、いやト

ラケス地方でも最高水準のものだったろうが、さて

美食家の厨房にはどれほどの香辛料があることや

ら。

「薬草庫は……ないわよね。香辛料が置いてある棚

はどこかしら？」

「お嬢さまこちらです」

　メイファムに案内されて厨房の端を横切ってい

く。別に命令されて働いているわけではないので誰

もそれを見とがめたりはしない。

　みな自分の領分に責任を持って参加するのが当た

り前というような暗黙の了解があるのだろう。だか

ら誰がどう動いていようが気にしないのではない

か。

　香辛料はミスタリア海世界でもアウラシールが本

場である。

　というかほとんどアウラシールでしか産しない。

香辛料の材料自体が南方でしか取れないものばかり

だからだ。

　そしてディブロスはローゼンディア王国本国より

も、そのアウラシールに遥かに近い。

　何と言ってもアウラシールの西の端にあるのだか
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ら。

　香辛料の棚は調味料の棚と一緒になっていた。自

分達ゼメレス族も薬草と香辛料を一緒に扱うし、調

味料との区別だって瞹眛なものがあるからその事に

は不思議はない。

　それよりも想像していたよりずっと貧相なその品

揃えに落胆したのだった。

　いや、想像よりも期待していたのかも知れない。

トゥジェまであるのだからそこそこの量が揃ってい

ると踏んでいたのだ。

　ところがその予想は外れた。確かにトゥルーブも

トゥジェもある。

　しかし基本的な種類が一品ずつだけだ。これだけ

でも十分色々な物が作れるが、もっと色々、他の地

方では珍しい調味料が揃っているのではないかと

思っていたのだ。

　香辛料はさすがに新鮮なものがたっぷりとある。

もう香りからして違う。その新鮮さだけは物凄いも

のが感じられるが、種類の方はどうだか判らない。

　一応三十種類ほどがあるが、これが他の商会の厨

房に比して多いかどうかはルキアには判断が付かな

い。多分多いのだろう。それもかなり。

　ルキアはそれらの香辛料と調味料を見て、知って

いる調理法の中からどれを採用するべきかを考え
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る。

　まず胡麻油が必要だ。味付けにはトゥジェを使

う。塩は何種類あるのだろう？　海塩より岩塩があ

るといいのだが……トラケス菜は水分を絞ってから

切る。他の食材はさっと茹でてから高温で揚げて油

抜き、合わせる香辛料は……。

　考えていると一緒に料理をしていた若い男に声を

掛けられた。

「何か作るの？」

「 え ？ 　 は い 。 そ の つ も り で す が 、 い け ま せ ん

か？」

「いや全然構わないよ。そういう人も居るから。判

らないことがあったらユスタハに聞けばいい。あの

人がここの料理長だから」

　言われて目を向けると、鼻の下に黒い髭を生やし

た三十才くらいのアウラシール人だった。

　火の側にいる所為か上半身は袖無しの薄い上着一

枚で、綺麗な褐色の肩が汗で光っている。せっせと

料理を作っているのだ。今は長い串に肉を刺してい

る最中である。

「わかりました。ありがとうございます」

「どういたしまして。料理の方、期待してるよ！」

　ルキアが礼を言うと男は自分の仕事に戻っていっ

た。妙に興奮した様子である。
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「……ペネルピアの眼差しが彼の上に注がれたよう

ですね」

　メイファムの静かな指摘にルキアは首をひねっ

た。

　彼女はこういうことはすぐに察するくせに、人の

家の宴会には平気で羽釜を持って来てしまう。一体

どういう神経をしているのだろうか。

　ペネルピアは愛の女神である。つまりはそういう

ことだが、ルキアとしてはメイファムのように断言

する気にはなれない。うっすらと感じるものはある

が。

　大体失礼ではないか。そんなに簡単に、誰が誰に

懸想しただのなんだのと決め付けるのは。

　無論、恋愛において直接的な言葉や行為がしばし

ば野暮になることは理解している。

　だからといって何でもかんでも穿って見るのも好

きになれない。それは下品だと感じるからだ。

　それでは野暮と下品のどちらを取るのか？　と問

われれば、ルキアとしては野暮を取るに決まってい

る。

　洗練された様式は大事だが、裡に含んだ誠実さは

それよりももっと大事だ。

　誠意の有る野暮さはあっても、誠意の有る下品さ

などというものは存在しない。下品さとは度しがた

うが

うち
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いものだ。それは醜悪でしかない。

　ペネルピアは大いなるフェルシナ海を統べる女神

であり、かの大内海の泡から生まれたと伝えられて

いる。

　王都の神官達によると非常に古い女神であるとい

う話で、何でもヴァリア教が成立した時に十二大神

に加えられたらしい。

　その為、教典正典には収められない神話や讃歌が

他の神に比べて多く、それらは外典に収録されてい

る。

　他の神よりも一際古い伝承を持っていると言われ

るのもその為だ。

　ルキアが聖賢リュベイオーンはその名通りに偉大

だなと感じたのは、この教典外典の編集に関してで

ある。

　彼は一切の異伝はもちろん、矛盾しているものま

で全ての神話伝承、讃歌を集めて後代に遺したの

だ。

　この措置には無論、いくつもの思慮が重なっては

いるのだろうが、政治的にはとても微妙な見事さを

示しているとルキアは思う。

　かなりの反発と混乱が教団内部から起きたのでは

ないかと推察されるからだ。それを押しきったリュ

ベイオーンの政治力にも、物凄いものがある。

のこ
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　当時のローゼンディアはまだ統一国家ではなく、

各氏族がそれぞれ独立の国家となっていた。

　当然崇める神も違うし、宗教もばらばらだったろ

うに、リュベイオーンはそれら全てを見事に纏めて

しまったわけだ。

　どの氏族からも大きな不満は出なかったと伝えら

れている。

　それはそうだろう。伝統の教えのどれも否定され

ることなく、それら全てを包摂して新しい、より優

れた枠組みを提示したのだ。文句が出る可能性は低

いはずだ。

　ヴァリア教とほぼ同時に成立した西方のアラトナ

教ではそうではないらしい。

　アラトナ教を国教とするレメンテム帝国では、正

統教義とされる統一普遍教派が絶大な権力を握り、

自らの政敵には異端の汚名を被せてこれを抹殺する

という事を繰り返してきた。正統と異端は常に対立

し、敗北者は虐殺される運命にあるのだ。

　内訌は国家の常だが、自分で自分の内臓を食い荒

らしてどうなるとルキアは思う。

　聖書と呼ばれるアラトナ教の聖典にも目を通した

ことがある。

　ヴァリア教の教典ほどには整理はされていない。

宗祖の弟子達による証言録、つまり寄せ書きという

まと

ないこう
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体裁を採っている為、内容に相互矛盾があるから

だ。ある意味ヴァリア教の外典のような感じになっ

ているわけである。

　正典というか、根本にして究極の聖典である聖書

がそのような形になっているのはヴァリア教との、

言わば考え方の違いだから、内容的に疑問な箇所が

あるとしてもそれは理解できる。

　中には本当に素晴らしい教えも多く含まれてお

り、さすがに莫大な信者を擁するだけあって結構良

く出来ていると思うのだが、それでどうして国内が

あんなことになるのか。

　やはり国家というものは、民族だの歴史だの土地

の環境だの様々な要因が複雑に絡み合っていて一筋

縄ではいかないという事だろう。

　一説によればペネルピアとはローゼンディアでの

呼び方であり、アウラシールではラヌハサと呼ばれ

る女神であるとも言われる。

　トラケス地方はその北方全てがフェルシナ大内海

に接している。ミスタリア海とは全く違ったその海

に、遥かな昔からゼメレス族は深い想いを抱いてき

た。

　恐ろしい災厄も豊かな恵みも、共に海を渡ってト

ラケスを訪れたからだ。

　トラケス地方はその内部を更に大きく分ければ、
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森林地帯のブルネオス地方とフェルシナ海沿岸部の

タスフィタ地方に分けられる。

　それぞれ料理も文化も違うが、トラケス料理とし

て総合的に言うならば、原材料の味を重視した新鮮

で淡い風味と突き抜けるような深い旨み、そしてし

つこさのない清涼な食後感ということになる。

　ルキアはまずトラケス菜の漬け物で野菜炒めを作

り、もう一品はストゥラニにするかと考えた。ス

トゥラニを薄餅で包んで出そう。そうすれば手軽に

手で持って食べられるし、宴会向きだろうから。

　そう決めると早速食材が揃っているかどうかの確

認を始めた。

　　　＊

　作業に集中していると時間を忘れてしまう。悪い

癖だと自覚しているが中々治らない。

「意外と貴族らしくない感じの人でしたね」

　手を動かしながらメイファムがそんな事を口にし

た。

　二人でストゥラニを作り、薄餅を焼いてそれで巻

くという作業をしていたら、さっき厨房にアイオナ

がやって来たのである。

「母方の家系だと準貴族だから、実際にはほとんど

ティフィロ

ティフィロ
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平民として生きてきたのではないかしら」

　父方だと父親のファナウスが準貴族だから、アイ

オナは平民ということになる。

　どういう人物なのかと前から興味はあったのだ

が、先程少し話した印象では悪い人ではないように

感じた。

　自分でも陳腐というか、貧しい感想だとは思う。

　しかし色々手を尽くして集めたアイオナの情報か

らは、どういう人物かを推測するのは難しかった。

　たった今、アイオナと話したことで得た感触の方

が遥かに確実さというか、手で触れたような確かさ

がある。

　もちろん、ちょっと話しただけで善人だの悪人だ

の決め付ける事は難しいし、出来るとも思っていな

いが、やはり第一印象は大切なのだ。

「感じのいい人だと思います」

　メイファムも満更でもない感じではある。

　しかしそう言うならば、さっきの態度はなんなの

かと言ってやりたくなる。

　毎度のことだがメイファムに悪気があるわけでは

ない。長い付き合いだからそれはよく判っている。

　しかし何とかならないか。いつもそう思う。

　笊に入れた卵を抱えてスィサが戻って来た。

「これで足りますか？」

ざる
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「充分よ。ありがとう」

　少しだけ足りない分を追加で取りに行って貰って

いたのだ。

「嫌な顔をされなかった？」

　ルキアが今やっている料理は貴重な卵をかなり使

うから、ひょっとして在庫管理をしている人に嫌み

を言われたのではないかと心配したのだ。

「そんなことはないです」

　スィサは微笑んだ。

「何を作るか知らないが楽しみにしてるって言って

ました」

「それはちょっと恐いわね」

　ルキアは微笑んで卵を受け取るとメイファムに渡

した。

　するとメイファムは慣れた手付きで卵を取って割

り、掻き回し始める。

　豚肉と卵をメイファムが調理している間にルキア

は他の食材の準備をしておく。

　最後に短時間で一気に仕上げるのだが、これはメ

イファムには出来ない。

　一見軽く炒めているようだがここに技があるの

だ。

　トラケス料理では焼いたり煮たり炙ったりという

料理の手法がおよそ六十種類もある。
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　およそで六十種類である。ということは少なくと

も五十種類以上は有るわけだ。

　多ければ良いというわけではないが、それにして

も凄じい数である。ルキアも全部は知らない。

　だからストゥラニを炒める際の調理法が何と言う

かも知らないけれど、手順はしっかり憶えている

し、何度も作ったことがある。

　大事なのはどの順番で食材を入れるか、最後に調

味料を加えて合わせながら一気に仕上げることだ。

　今回は量を作るのでここで一番大きな鍋を借りて

いる。とても大きくて重いのでルキアの腕力では扱

うのが難しい。

　そこで鍋を振ることだけはメイファムに手伝って

貰うが、火加減と調理はルキアが担当することに

なった。

　火をガンガン熾して鍋を置いているので、時々厨

房の人が心配そうな目で見ているが、ルキアからし

てみればいつもの光景なのである。

　トラケス料理には炎の魔術という異名があるくら

いなのだ。

　本音を言えばもっと火力が欲しいと思うが、ここ

では炉の作りも違うし、燃料の種類も量も十分とは

言えない。このくらいで我慢するしかない。

　トラケスでは全ての料理に火を使うわけではない

おこ

720



が、使う場合には強力な火力で一気に仕上げる事が

多い。

「良い匂いだねえ」

　通りかかった男の人がそんなことを言っていく。

ちょっと嗅いだことの無い匂いなのだろう。

　宴会に限らず、メルサリス商会の食事ではやはり

出身地のカプリア料理が多いはずだ。

　それは普通アルサム油や塩、アペリコが中心に

なった料理であり、薬草には大蒜や香草を中心に胡

椒も用いるようである。

　トラケス地方の料理人に言わせれば、カプリア料

理は煎じ詰めれば塩かアペリコのどちらかの味にな

るという。

　多様性があるようで結構単純な料理というのがル

キアの印象だ。

　こんなことを言うと失礼かも知れないが、もし地

元の豊かな食材に恵まれなければ、王国でも有名な

料理とはなれなかったのではないだろうか。

　料理が仕上がるとルキアは一つのストゥラニを

スィサに手渡した。

「手伝ってくれたお礼にお味見をどうぞ」

「ありがとうございます。いただきます」

　スィサはちょこんと頭を下げて礼を言うと、ス

トゥラニを両手で持って食べ始めた。
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　何だか栗鼠か何かの小動物のようで愛らしい。

「どうかしら？」

「おいしいです！」

「それはよかったわ」

　ルキアも微笑んだ。アルサム油ではなく胡麻油を

使い、しかもトゥルーブを使って炒めているので、

慣れない人には臭いに癖が有るかも知れない。

　それだけが少し不安だったのだ。

　卵はふわふわになるように炒めたし、熱さにはふ

はふしながら食べているスィサを見る限りは味の方

に問題なさそうだ。

「お嬢さま。次はトラケス菜を炒めてしまいしょ

う」

　何だか嬉しそうにメイファムがそう急かしてく

る。

　やる気が有るのは嬉しいが、漬け物とトゥジェの

組み合わせが受け入れられるかどうかは心許ないと

ころがある。

　その時、じゅわああああっという気持ち良い音と

共に、強烈な香辛料と脂の臭いが漂ってきた。

　素晴らしい香りである。

　大蒜と生姜、それに胡椒だ。そこまでは判る。だ

がルキアの経験というか腕前では、それ以外は判ら

ない。

リ ス
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　今日厨房に入って何度目かの、その素晴らしい芳

香に目を向けると、料理長のユスタハが鍋で香辛料

を炒めていた。

　見ていると料理ごとに違うようではあるが、バ

ターや胡麻油で香辛料を炒めている。

　大蒜と胡椒と生姜を基本に色々な香草を加えてい

くようだが、これも料理ごとに違うかも知れない。

　生の香草をじゃんじゃん加えていく。薬草として

処理されていないものまでだ。

　それはルキアにとって初めて目にするアウラシー

ルの料理であった。

　雑なようだが奥深さを感じる。どういう物が出来

上がるのか物凄く興味がある。

　ルキアが見ているのに気付いたのか、ユスタハが

ちらりとこちらに目をやった。

　フッと鼻先で笑うと食材を加えていく。豆を中心

に下処理をした肉を加え、粉の薬草だか香辛料をど

ばどば入れていく。

　一通り入れ終わると煮込みに入った。そしてどう

だ！　とばかりに胸を張ってまたルキアの方を見

る。結構あからさまな態度だ。

　……何故だか判らぬが対抗心を持たれているよう

である。

「お嬢さま。負けてはいられません」
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　こういう時だけ反応しないで欲しいと思う。

　食べ物のことになるとメイファムは向きになる傾

向がある。

「駄目よ。こちらには調味料も薬草も全然足りない

もの。勝ち目は無いわ」

「……無念です」

　メイファムは悔しそうである。悔しがるようなこ

とかしら？　とルキアは思う。

　相手は専門の料理人なのだ。勝てるわけがないだ

ろうに。

「それに今日はそういう勝負をするために来たん

じゃないのよ？」

「そうでした」

　言われて気付いたというような顔をメイファムは

した。こんなんで大丈夫かしらとルキアは思った。

　自分の予感は中る。どういうわけか悪い物ほど良

く中る。それこそ真ん中を射貫くように中るのだ。

　少し注意していないといけないかも知れない。

　　　＊

　宴会が始まった。集まったのは商会と取り引きの

ある商人達、そして荷運びなどの男衆たちだ。

　商人には女性もいるが、やはり男性の方が多い。

あた
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　港湾で働く男衆は当然全員男性で、しかも皆体格

のいい者達である。

　参加者の顔ぶれが揃ってくるとメイファムの雰囲

気がそれとなく変わってきた。

　静まるというか、落ち着いた感じになったのだ。

　メイファムは普段から冷静で落ち着いているが、

警戒すべきような状況になるとそれとはまた違った

種類の静かさが出て来るのである。付き合いの長い

ルキアにはそれがよく判っている。

　男衆など誰でもルキアの倍以上の体格をしてい

る。何と言っても酒の席なので、万一絡まれたりし

たらルキアではどうしようもない相手なのだ。

　おそらくメイファムにはそうした想定が頭で出来

ているのだろう。

「大丈夫です。いつもやっていることですから」

　目が合うとそんなことを言ってきた。

　当然だがメイファムは荒事が得意だ。実戦経験を

積むために外国で傭兵をやっていた事まであるくら

いで、相当な場数を踏んでいる。

　実家の衛士たちを束ねる長官ですらメイファムに

は敬意を持って接しているし、護衛の戦士としての

腕前は超一流なのだ。

　しかしそのメイファムですらグラトリアには全く

敵わないのだから世の中は恐ろしい。
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　まるで赤子のようにメイファムをあしらってしま

うグラトリアの強さは、もはや人外の領域に達して

いると言えるだろう。何度か目にしたが、どうして

ああなるのかルキアには全く理解できない。

　ただ剣の腕と護衛の腕前が等号で結べるわけでは

ない。

　殺し合いならグラトリアに敵う者など無いかも知

れないが、危険から身を守ってくれる護衛としてな

らメイファム以上の存在は無いのだ。

　宴会には決まった開始の挨拶は無いらしい。誰彼

となく何となく卓に着き、そのまま食べ始める。飲

み始める。

　招待客の紹介もないし、楽団の演奏も無い。おそ

らく芸人などの出し物もないのではないか。

　席は椅子ではなく、アウラシール風に座物が置い

てある。

　ローゼンディア王国では椅子を使うのが一般的だ

が、床に直に坐ることも多いのでそこは問題ない。

　ただ西方のレメンテム帝国などでは、床に直坐り

することを蔑視するともいう。

「エルミラじゃないか」

　ベルゼルである。意外なところで会うと思った。

「こんにちは。ここでお目にかかるとは思いません

でした」
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「そうだなあ。だったら一緒に来ればよかったな

あ」

　今日もベルゼルとはお茶会で一緒だったのであ

る。

　特に報告するようなことではないと思っていたの

でルキア何も話さなかったが、それはベルゼルの方

でも同じだったようだ。

「メルサリス商会と付き合いが有ったとは儂は知ら

んかったぞ」

「いえ、違うんですよ」

　ルキアは苦笑して、スィサとの経緯を話した。

「……なるほど。それでその子の招待があったとい

うわけか。ああそういえば、スウィークの奴が、お

前さんとこに可愛いお客さんが来ていたとか言って

いたっけなあ」

「はい。多分その事だと思います」

「そいつは良かった」

「ベルゼルさんは、こちらの商会とはどういったお

付き合いなんですか？」

「儂はここのファナウスとは昔からの知り合いだ

よ。奴がまだ若造の頃から良く知っとる」

　ほう。それは興味深い話だと思った。

「どういう人なんですか？」

「ファナウスか？　商売に関しちゃ天才だよ。まあ

727



色々と変わった奴ではあるがな」

「変わっているというのはどういう意味ですか？」

「まず食い道楽だな。後は何と言うか……どこか

すっぽ抜けた奴でな。危機的な状況を面白がるよう

なところがある。感心はせんがな」

　何か思い出したのだろう。ベルゼルは呆れたよう

な顔付きになった。

「そうそう。奴にはお前さんくらいの娘が居るぞ。

奴に似て商才の方は確かなもんだ」

「商才の方は？」

「性格の方も、まあ少し変わっとる。奴の娘だから

な」

　その変わってるというのがどういう意味なのかを

知りたいのだが。

「興味が有るなら話してみるといい。二人とも宴会

の最中に廻ってくるぞ」

「ええ、ありがとうざいます。そうしてみます」

　宴会料理は大皿に有る物を自分で取ってくるとい

う形式だ。折角なのでアウラシールの料理を中心に

ルキアは取りに行く。

　ただし最近見慣れているリムリクの料理は避け

る。

　決して不味いというわけでは無いが……リムリク

の料理はどうもいけない。
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　中には素晴らしいものもある。

　けれどほとんどの料理が肉か何かの煮込みを炊い

た米の上にかけるというもので、しかもぼけ味なの

だ。

　大味というか何というか……そしてそんな料理を

「美味い」「美味い」と言って皆が食べている。

　ルキアとしては付いていきたくない世界であっ

た。

　一方、同じアウラシールの料理でもジルバラのも

のは違う。全く違う。今目の前に並んでいる物を見

てそう言える。

　初めて目にするという料理もある。しかも、どれ

も芳香を放っている。

　これはもうルキアとしては行くしかないわけであ

る。

「お嬢さま。そういうことは私がいたします」

　メイファムが慌てて立ち上がろうとするのをルキ

アは制した。

「いいのよ。あなたは自分のを取りに行きなさい」

「いえ、私にはシュペリテがありますから」

　ああ、はいはい。嬉しそうね？　好きにすればい

いと思うわよ。

　心の中でそう言って、自分はアウラシール風の串

焼きや、タバラと呼ばれる煮込みスープ？　を取り
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に立ち上がった。

　タバラは香辛料を使った煮込みである。アウラ

シールでは一般的な料理であり、物凄く沢山の種類

がある。

　ただ煮込み料理だというのはルキアの認識であっ

て、実際には違うのかも知れない。

　そもそもタバラというのはローゼンディアでの総

括的な呼び名であって、アウラシールでは料理ごと

に別の呼び方をしている。

　本来「タバラ」という言葉はどうも特定の種類の

料理のみを指すらしいのだ。

　アウラシールは極めて長い歴史を持つ。そして地

方色豊かだ。

　当然料理にもそれは反映されており、ローゼン

ディアで言うタバラはアウラシールの四地方でそれ

ぞれ特色があるという。

　メルサリス商会の料理人ユスタハは南の方の出身

らしいが北の料理も得意だと聞いた。

　しかし目の前に有る香り高い料理のどれが、どこ

の地方のものなのかなどルキアには全く判らない。

　取り敢えず串焼きになった海老と、鳥肉、羊挽肉

を取り、タバラを二つ椀に注いだ。

　タバラを選ぶ基準は液体度と言っては変だが……

つまりは水っぽいものと、反対にどろどろのものを
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選んだ。

　その香りはどれも複雑で素晴らしく、香りを基準

にしては選べないと思ったからだ。

「……ほほう。初めて見る料理もあるだろうに、な

かなか手堅い選び方だなあ」

　席に戻ろうとしていると横から壮年の男性にそう

評された。

　ファナウス・メリサリスだった。

　ルキアは一瞬虚を突かれたがすぐに冷静さを取り

戻した。宴会の主催者なのだから居て当たり前だ

し、挨拶廻りにこちらに来ることも想定内なのだ。

　ファナウスはがっしりとした中年の男で、太って

はいるがその分筋肉もありそうな体型をしていた。

　癖のある黒髪を無雑作に伸ばした様は、ずぼらと

いうかぞんざいな印象を与えるが、顔立ちは悪くな

い。今でも中々のいい男で通るであろう。

「お嬢さんこんにちは。それともこんばんはかな？

どう思う？」

　ルキアはちらりと目線を横に流した。まだ日は沈

んでいない。微妙な時間だが、どちらかというとこ

んばんはが相応しいだろう。

　だがトラケスにはもっと優雅な言い方がある。も

ちろん言いはしない。

「……少し早いかも知れませんがこんばんはと言う
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方が適切だと思います」

「そうか。お嬢さんこんばんは」

　微妙に怪訝しな具合の会話だとルキアは思った。

それともわざとか？

　こういう相手と話すときは自然に付いて行くのが

いい。言い方は悪いが、好奇心旺盛な犬や猫の後を

付いて行く要領だ。

「こんばんは。お招きありがとうございます」

「儂を知っているのかね？」

　不思議そうな顔をするファナウスにルキアは微笑

みかけた。

「もちろんですわ。メルサリス商会のファナウス・

メルサリス様でございましょう？」

「ほおお。一体どうして儂の名を知っているのか

な？　後学のために教えては下さらんか？」

　しまったと思った。まさかそう来るとは。

　しかし焦ったのも一瞬だ。ルキアはすぐに思考を

立て直した。

「その前に私にも名告らせて下さい。私はエルミ

ラ・ハジェス。あちらは私の連れのメレス・イアト

ス。ここディブロスで店を営む商人ですわ」

「ほう？　新規の方かな？　儂は最近ディブロスに

戻って来たのだが」

「それは存じておりますわ。その為の宴会ですも

お か
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の」

「違いない」

　ルキアとファナウスは笑いあった。

　一旦仕切り直しか。そう思ったがすぐにファナウ

スは続けて攻め込んできた。

「でもローゼンディア人の地区ではないですな」

　そこまでもう調べているのか。ルキアは驚いた。

が、顔には出さない。

「はい。アウラシール人地区ですが。どうしてご存

知なのですか？」

　そしてお返しとばかりに同じ手札で反撃。

「店の者から聞いているのですよ。儂が本店、つま

り商会のあるマンテッサですが、そこに戻っている

間にこちらで何かあったら控えておくようにと」

　なるほど。それなりに納得出来る答えではある。

「あなたのような魅力的な人物が店を開いたとなれ

ば、それはもう、記帳されていないはずがない」

　ファナウスは冗談でも言うように。笑顔で。

「恐縮ですわ。あのメルサリス商会の商会長にそう

仰っていただけるなんて」

「そんなに大したものでもないですよ。ただ商売を

していたら勝手に大きくなったのです」

「素晴らしい才能をお持ちだからですわ」

「いやいや」
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　ファナウスは照れたように首を振った。

「アウラシールの料理はお好きですかな？」

　そしていきなり話を変えてきた。ルキアは逆らわ

ずに付いて行く。

「ええ。最近食べるようになったのですが、独特の

美味しさですね。特にこのタバラと言うのは癖にな

りそうですわ」

　そう言って海老と茸の入った黄土色の煮込み料理

を示した。

「ああそれですか。まあタバラと呼んでも別に構わ

ないんだが、実はそれはタバラではないんですよ」

「違うのですか？　てっきりタバラかと思ったので

すが」

「よくご存知で。しかしタバラというのは儂らの、

つまりローゼンディア人の言い方でしてな。本来、

アウラシールにタバラなんぞという料理はありませ

ん」

「そうだったんですか」

　ある程度知ってはいたことだがルキアは感心した

顔を作った。

「まあ別にタバラでもいいんですがね。リムリク辺

りじゃ普通にそう言っておるし。タバラと言われて

それで気分を悪くするのはジルバラの人間くらいで

すかな」

きのこ
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　ファナウスは親指で料理長のユスタハを示した。

「ああ……なるほど」

　ルキアが納得の笑みを見せるとファナウスも笑っ

た。

「どんな名前であれ素晴らしい料理だと思います。

味はもちろん、香りがまた素晴らしいです」

「そうでしょう？　儂もこちらに来てから食べ始め

たが嵌まるというか何というか、癖になりますな」

「同感ですわ。この宴会では色々なアウラシールの

料理が出ていて素晴らしいですね」

「ジルバラの料理人が作っておりますからな。本場

の味ですよ」

「ええ先程拝見しました。アウラシール式の窯まで

ありますものね」

「あのクグール窯をご覧になりましたか！」

　ファナウスは嬉しそうだ。自慢をしたいのかも知

れない。

「あれはジルバラから来た専門の職人に設置させた

物なのですよ。あれで肉やウナを焼くと実に良い具

合に仕上がる。あれを見たということは、どうやら

料理の準備を手伝って貰ったようですな」

「はい。少し早く到着してしまったもので」

「嫌な思いはしませんでしたかな？」

　気遣うようなことをファナウスは言ってくる。
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「まったくしませんでした。楽しい経験になりまし

たわ」

「何か御自分でも料理は作りましたか？」

「はい。二品作りました」

　ちょっと注意が必要かも知れないとルキアは思っ

た。

「ほう。折角だから教えてくださらんか？　あなた

の作った料理にとても興味があるな」

　そう言うと思っていた。

「はい。あちらの籠に盛っているストゥラニがそう

です。あと野菜炒めを作ったのですが……」

　ちょっとウナの籠の蔭に隠れてしまっていてここ

からは見えない。

「そちらは漬け物を炒めた物なので、ちょっと癖が

有るかも知れません」

「漬け物？」

　ファナウスの目がきらりと光った。ルキアは警戒

した。

「はい。トラケス菜の漬け物です」

「それはまた珍しい……どこで手に入れたのです

か？」

「私の知人がディブロスのゼメレス館に仕入れをし

ているのです。その関係で厨房から分けて貰った物

だと言っていました」
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　厨房から分けて貰ったことは本当だが、それ以外

は全部嘘である。

「ほう」

　ファナウスは感心したようだった。

　ゼメレス館と付き合いの有るような確りした商人

と交流があるのか……そう思ったのかも知れない。

　ゼメレス族は閉鎖的で、偏屈だというのが王国内

での評判だ。

　絹、紙、神木と、商人などからすれば垂涎物の物

産を有するゼメレス族は、利権を求める者からは常

に狙われている。

　しかしそこに食い込むことは容易で無いとは、他

の氏族連中によって良く言われている所でもある。

　独自の文化や細かい礼儀作法などが、他氏族に

とっては高い障壁となって立ちはだかっているの

だ。

　ゼメレス族と信頼できる交流を持つまでにはそれ

なりの時間と、彼女らの文化やしきたりへの理解が

必要だと言われている。

　しかしそんなに大変だろうか？

　ルキアにしてみればそんな事はないのだが、そう

思われているという事は知っている。

　市井の庶民はどうか知らないが貴族に関して言う

ならば、どこの氏族でも大抵は似たり寄ったりなも

ラスキス テピクス シトロリオン
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のである。

　セウェルス族などは明らかに「違う」と感じるも

のがあるが、それ以外はまあ常識の範囲内と言って

差し支えない。

　そして商人などが求める利権は貴族が握っている

のだから、普通に貴族に対する対応方法で向かい合

えば良いのではないかと思う。

　ルキアはそう考えるのだが、どうも世の中、それ

に同意する者は少ないらしい。

　目の前のファナウスもそうなのかも知れない。ゼ

メレス館と聞いてどうやら驚いているようである。

　彼の目鼻の動きを見るに、実に表情の動きが自然

だ。自然すぎて演技なのかと疑いたくなる。

「すまんが食べに行ってもいいですかな？」

　しかもいきなり何の関係も事を言い出した。

　いや、トラケス菜の話には違いないか。

　――でもいきなりそれなの？

「……ええ。その為に作りました。お口に合うかど

うか自信は有りませんが」

　意表を突かれた感じのルキアはすぐに思考を料理

の方に戻してそう答えた。

「はっはっは。トラケス菜の漬け物なら大好きです

よ」

　ファナウスは笑って去って行った。すぐにベルゼ
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ルと挨拶を交わしている。

　見るとベルゼルがルキアを手招きをしているので

そちらへ向かった。

　きっとファナウスに紹介してくれるのだろう。気

配りが有り難いが、すでに挨拶は済んでしまってい

る。

　　　＊

　予想はしていたがメイファムは終始自分の方式で

食事をしている。

　酒は飲まない。

　メイファムが言うには、酒は運動能力や判断力を

低下させるからだという。

　確かにべろべろになるまで酔っ払っている人を見

ればそれにも同意できるが、とりわけお酒に弱いと

かそういうのではない限り、少しくらいなら問題は

ないのではないかとルキアは考える。

　それに宴会の席などで一人だけ飲まないというの

も怪しまれたり、場合によっては場の雰囲気に悪い

かも知れないではないか。

　しかしメイファムは駄目だという。

　それこそ毛一筋の速度や動きで生死が決まるの

に、そこに障碍を加えるようなものは口にできない
しょうがい
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というのだ。

　もっともな意見である。メイファムはルキアの護

衛である。

　全てはルキアのために判断されていることなの

だ。守られている側がそれに不満を言うなどあって

はならない。

　だからこうした宴会などの席で、メイファムがど

ういう食事の仕方をしようが基本的にはルキアは口

を出さない。

　気になることがあっても黙っている。

　しかし今回、いや今日は、何やら嫌な予感がして

仕方がない。

　そしてルキアの嫌な予感というものは、ほぼ当た

るのだ……。

　メイファムはトラケス地方の庶民がするような方

法で食事をしている。

　椀に米を盛り、それを中心におかずとして他の料

理を食べるというやり方だ。

　いわば味の無いお米が主菜というわけだが、上級

貴族であるルキアはそれに少し違和感が有る。

　もちろんトラケス料理にはそうした場合もあるの

だが、そうでない場合もある。

　ルキアが主に食べてきたのは小皿が次々に出てく

るような形式の料理で、トラケス地方の首都とも言
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うべきエルナセアのものだ。自宅がそこに有るのだ

から当たり前ではある。

　一口にトラケス地方と言ってもかなり大きい土地

なのだ。ゆえに至高と名高いその料理にも当然地方

ごとに違いがある。

　トラケス料理は大きく分けて三種類と言われてい

る。

　則ちブルネオス地方の料理、タスフィタ地方の料

理、そしてトラケスの中心地たる都、エルナセアの

料理だ。

　それぞれに特色が有るがエルナセア料理は元々、

祖神、狩猟神ダルフォースを祀る大寺院の祭祀料理

から始っている所から祭祀料理とも言う。

　偉大なる祖神を崇め祀るための料理であるから、

最高の素材を最高の技術で調理したものであるのは

もちろん、様々な味と食感を楽しめるようにと小皿

が中心になっている。

　つまりは精緻な技巧を凝らした小皿料理だと思え

ばいい。

　物凄く大雑把に言えば、ブルネオスの料理は肉と

野菜の料理が多く味は濃いめ。

　タスフィタの料理は魚料理が多く、味は薄い物が

多い。

　そしてエルナセアの祭祀料理は淡水魚と肉、野菜

すなわ

まつ
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の料理が多い。しかも非常に多彩な味付けをしてい

て、包丁遣いを中心に異常なまでの技巧を凝らして

いるものが多い。

　基本となる皿の点数と組み合わせは、家柄と家格

と家族内での立場によって決まるが、祭祀や儀式の

際にはそれに合わせてその内容も変化する。

　要は食事に参加する者の序列調整だが、かなり細

かくねちねちと設定される。

　食事に関する設定自体が一つの技術として確立さ

れており、ゼメレス貴族にはその差配を学問として

伝えている家系が有ると言えば、どれほど面倒臭い

かが想像できるだろう。

　メイファムの食べ方はそのどれにも属さない。ト

ラケスの庶民の食べ方だ。

　こう言うと庶民にも何か面倒臭い方式が有るのか

と思われるだろうが、そんなことはない。

　庶民も地方によって何を主菜にするかとか、肉を

食うか、魚が多いかなどの違いはあるが、そこに面

倒臭いしきたりのようなものは余りない。最低限の

常識的な作法が有るだけだ。

　そして食事における最も重要な作法とは、美味し

くいただくこと。食材となった命に感謝しながら美

味しく食べることだとされている。

　ルキアも小さい頃そう教わったし、それは正しい
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ことだと今でも思っている。

　その観点から見る場合、メイファムの食事は満点

を上げても良いものだと思える。実に美味しそうに

食べるのだ。

　それはいい。その事は素晴らしいと思える。けれ

ど他人の宴会に呼ばれておきながら自前の食事を持

ち込み、それを旨そうに食べ続けるというのは明ら

かに問題だ。

「ねえ……メレス」

「……なんでしょうか？　お嬢さま」

　きちんと飲み込んでから答えてくるのは当たり前

だが、庶民の中にはそうでない者も多い。この点、

さすがにメレスは最低の線は越えている。

「少しこちらのものも食べてごらんなさいな。かな

り美味しいわよ？」

　自分の皿にあるアウラシール風の海老の串焼きを

指してそう提言してみる。

　人目も有るのでまずは控えめに促すが、ここでメ

イファムが察してくれれば誰にも怪しまれたりせず

に自分たち二人は宴会の中に溶け込むことが出来る

だろう。

　是非ともメイファムにはそこら辺を察して貰いた

い。

　無駄だと予測は付いている。でも是非とも察して
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貰いたい。

「お嬢さま。それはいけません」

　メレスことメイファムは凄く真面目な顔をした。

「何がいけないの？」

「他のものを食べたら御飯が入らなくなってしまい

ます。この素晴らしい炒め物や、シュペリテを食べ

られないではありませんか」

　そのとおりである。納得だ。ルキアもその点には

異論はない。

　でもそんな答えを期待していたわけではない。

「このお米も美味しいですね。さすが南部はいい米

が取れます。少し粘り気が有るのがまた味わいがあ

ると思いませんか？」

「ええ。そうね……」

「シェシェスに合うと思います。この米は。カロプ

ロア米に近いですから」

　シェシェスはトラケス料理の一つだ。米と魚介類

を用いたものだが、それにはカロプロアの米が適し

ていると言われる。

　モルスロイの米でも作れるが少しぱさぱさしてし

まう。モルスロイ米でシェシェスを作る場合は型に

嵌めて押し込むのが普通だ。

　どちらにも個性というか美味しさがあり、ルキア

の場合、シェシェスは絶対にカロプロア米でなけれ
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ばならないとは思っていないが、メイファムはそう

思っているらしい。

　と言うか、そんな講釈が聞きたいわけではない。

　メイファムの言っていることは至極真っ当なのだ

が、会話の内容自体が怪訝しな面を向いているため

に、全てが狂った方向に向かっているのだ。

　ルキアは察してくれと期待するのを諦める事にし

た。

　いつもそうだ。いつもそうなのだ。

　メイファムに限らず、どうか空気を読んで欲しい

とルキアが期待するときに限って、誰も彼もが全く

期待に反した言動を繰り出してくるのだ。

「あなたの言うことも判るけれど、ここにあるのは

一流の料理人が作ったアウラシールの料理なのよ。

折角だから食べてごらんなさいな」

「アウラシールの料理ですか？」

　メイファムは葡萄の絞り汁をごくごくと飲んだ。

見た感じは葡萄酒に見えるので良い作戦だと思う。

それに実に美味しそうだ。

　ルキアにとって少し意外だったのは、この宴会で

出ている葡萄酒がかなり良い物であったことだ。本

来ならばこのような平民の宴会では出て来ないよう

な酒である。

　その事はメルサリス商会の豊かさと、招待客への

745



誠意を感じさせた。

「気が進みませんね。なによりそれ――」

　いかにも乗り気でないような声でメイファムが指

さしたのは、ルキアが持って来たタバラである。

　茹で卵と肉の切り身が入っているもので、凄くど

ろどろしている。

　香りは刺戟的だが嫌な臭いではないし、何より味

が素晴らしくいい。

　味は濃厚だがくどくはない。しっかりと感じられ

る甘みがあるがこれは砂糖ではない。

　ルキアにはそれがすぐに判った。砂糖ではこの甘

さは出ない。蜂蜜でもない。

　おそらくは何かの果物だろうと思われるがそれが

何かまでは判らない。ルキアの知らない南方の果物

ではないか。

　辛さは苦痛を感じるぎりぎりの所で押さえられて

おり、ちりちりと口の中を灼くもののそれが心地好

い。

　余談だが、ゼメレス族には「辛い」という用語が

ない。それは「痛い」の範囲の言葉で表現する。

　一般の「辛い」は、ゼメレス族では「塩気が強

い」という意味で用いられるのだ。

　肉は最初、羊ではないかと思ったがどうも山羊肉

のようだった。
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　一口ごとに強烈な香辛料が咽から鼻へ、そして胃

袋へと落ちていく。

　体の受ける反応はまるでトラケスの料理を食べて

いるかのようだ。これだけの香辛料を使っているの

だから当たり前だとも思えるが、味付けの方向性が

全然違うのにそんな薬膳としての部分に共通点があ

るのが何だか面白い。

　甘く、美味く、刺戟的なのである。

　アウラシールの歴史の凄さを感じたルキアだった

が、メイファムの方はそれを口にしていない。見た

だけである。

　そして見ただけで、やはり思うべきことを思って

いたようであった。

「ウンコみたいじゃないですか」

　それは禁断の台詞だった。

　言ってはならない言葉をメイファムは口にしたの

だ。

　告白しよう。実はルキアにしてもそれを少しは考

えた。

　だがそんな馬鹿げた連想を口に出そうなどとは思

いもしない。

　ルキアは「自分は常識的な人間である」と自己評

定している。

　性格の悪いのは認める。だが常識観というか節度
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というか、そういうものに関しては及第点に達して

いるとの自負がある。

　そんなルキアは素早く左右に目を走らせた。

　幸い誰も今の発言を聞いてはいないらしい。

「私はそんな不気味なものを口に入れる気にはなれ

ませんねえ」

　まだ続けるか。この娘は。

「ちょっと黙りましょうか」

　とにかくメイファムの発言を封じなくてはならな

い。ルキアは笑顔でメイファムの口を塞いだ。

　両手を使う。逃げられないようにというだけでな

く、こちらのうんざり感を察して貰うためだ。

　――ああそう言えばつい今さっき、気持ちを察し

てもらおうと期待して裏切られたのだったわね。

　そんな事を考えながらがっちり口を塞ぐ。

　いきなり自分の主人に口を押さえられて慌ててい

るメイファムを見て、どうしてそこで驚くのかしら

と思う。

　酔いが回っているわけではない。そもそもメイ

ファムはお酒を一滴も飲んでいない。

　だとしたら素で言っているのだ。「タバラはウン

コみたいだ」と。

　よろしい。発言の自由は認めよう。

　ただ発言後の自由は認められないのが人間社会と
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いうものだ。

　その事を学習していないならば、悲しいが実力行

使を行なわせて貰うほか無い。

　大体、人の宴会に呼ばれておきながら、出て来た

料理に「ウンコに似ていますね」などという者がい

るのか。礼儀以前の問題だ。頭が怪訝しい。

　生まれた時から一緒に育ったお付きの相手の頭が

怪訝しいというのは非常に悲しい事実では有るが、

事実は認めなくてはならない。明日に向かって希望

を信じて頑張ろう。

　頑張るためには今すぐにこの馬鹿娘の口を封じな

くてはならない。

「私がいいと言うまで、一言も口を開いては駄目

よ」

　ゆっくりと静かに、発音を明確に、かつ笑顔でメ

イファムに言い聞かせる。

　誠意が通じたようだ。メイファムは目を見開いて

何度も頷いている。こういうとき暴力って便利だわ

とつくづく思う。

「この宴会場にいる間に、二度と、その言葉を口に

しては駄目よ？」

　ね？　という感じで微笑み、小首を傾げてメイ

ファムに迫った。

　メイファムがまた何度も頷くのを確認してから

お か
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やっと手を離してやる。

　礼儀以前の問題を起こすということはそもそも理

解の水準が違うのだ。

　何が良くて何がいけないかという判断基準自体が

怪しいわけであって、つまり道理を説明してもメイ

ファムには通じない。

　それが彼女の頭の悪さだとは思いたくないし、思

う気も無いが、メイファムには時々こうした、ひど

くずれているというか怪訝しな所が有る。

「わかりました……もう二度と口にいたしません」

　なんだか怯えられてる気がするが求める結果が得

られたのだから良しとしよう。

　暴力って便利！　だが便利ではあるものの、常に

目標とはすこしずれた結果をもたらす手法でもあ

る。そこを忘れてはならない。

「お前ら何をやっとるんだ？」

　すぐ近くでごそごそやっていた所為か、ベルゼル

の注意を惹いてしまったようだ。

「なんでもありませんわ」

「そうか？」

　メイファムの様子を見ながらちょっと疑問そうな

顔をしていたが、すぐに料理と酒に戻っていった。

良い酒と美味い料理に感謝だ。

　結局メイファムはアウラシールの料理には口を付

お か

せ い
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けなかったがその後は変な事も言うことはせず、

黙々とシュペリテで御飯を食べ続けた。

　その合間に葡萄の絞り汁を飲む。結構飲む。しか

し顔色は全く変わらない。

　酒ではないので当然だが、端から見ていると相当

な酒豪に見えているかも知れなかった。

　ルキアはルキアで、アウラシールの料理が新鮮に

美味しいと感じていた。

　どれも美味しいのだが、中でも傑作なのは魚の煮

付けである。

　やはり香辛料をたっぷり使って作られた煮付けな

のだが、素材となっている魚が見たことも無いもの

で珍しい。

　ぎざぎざの歯が生えた恐ろしげな姿をした魚で、

どこのものだか判らない。

　なにせトラケスにはいない魚だ。南の方でしか捕

れないのかも知れない。

「……それを召し上がるのですか？」

　警戒したような、嫌そうな呟きがメイファムから

聞こえてきたが、ルキアが笑顔で振り返るとすぐに

目線を逸して葡萄の絞り汁を飲み始めた。

　また余計な事を言ったのだということさえ自覚し

てくれればいい。

「なんだか恐い顔をした魚だけれど、料理に関して

はた

そら
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は一般に容姿と味は無関係よ？」

　箸が有ればなと思いつつ、スプーンとフォークで

身を剥がす。

　ぷるりとした白身が湯気と共に現れる。美味そう

な香りがふわりと漂った。

　さてどうかしらと思いつつ、それを口に運ぶ。

　――？？？

　驚くほど美味しい。なんだこれは。食べたことの

ない美味しさだ。

　爽やかな塩味と強烈だがくどさのない香辛料の合

わせ技。

　ほくほくしている。温かな水気が……水気が……

絶妙！

　塩と香辛料の調整が絶妙。絶妙としか言えない。

　汁が美味しい。とんでもなく美味しい。

　なんだこれは。

　料理人は一流だ。それはすぐに判る。何故って素

晴らしく美味しいからだ。

　しかしその料理人は自分達がストゥラニを作って

いるときに、こちらを意識していたあのユスタハ

だ。

　素人相手に競争心を燃やすなんて妙なアウラシー

ル人だと思っていたが、腕の方は本当に確りしてい

たわけだ。まあそれは海老の串焼きや山羊肉のタバ
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ラなどを食べた時点で判ってはいたのだが。

　山羊肉のタバラは見事だった。あのまろやかな美

味しさと甘さ、そして絶妙に抑制された痛さ……い

やさ辛さ！　素晴らしいとしか言いようがない。

　しかし一番気に入ったのはこの恐い顔をした魚の

煮付けである。

　なんという美味しさか。見掛けの割に。

　そう。世の中には見掛けと味が正反対の方向を向

いているものが結構あるのだ。

　トラケス料理では様々な茸を使うが、その大部分

は恐ろしげで不気味な姿をしているし、海産物には

もっと見掛けの酷いものがいくらでもある。

　だがどれも美味しい。ちゃんと調理すれば素晴ら

しく美味しいのだ。

　この魚の名前を知りたい。ルキアはふとそんな事

を思った。

　おそらくは淡水魚。それも泥の中を這い回ってる

ような類いの魚ではないか。

　何となく味の感じからそう予想したが無論どうだ

かは分からない。

「……お嬢さま？」

　こちらを伺うようにメイファムが話し掛けてく

る。

「……美味しいわ。これは美味しいわよ」
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　教えてやると、やはりメイファムは嫌そうな顔を

した。「それを食べるのですか？　私は御免蒙りま

す」そんな台詞が聞こえてきそうな顔だ。

　別に無理に薦めようとは思わない。ただ自分は気

に入った。それだけのことだ。

　そんな風に料理を楽しんでいるとアイオナがやっ

て来た。少し話してストゥラニを渡した。

　するとデムニスの姿が目に入った。

　いや違う。デムニスの方がルキアの視界に入って

きて見せたのだ。

　アイオナに知り合いに挨拶してくると言って席を

立つと、ルキアはデムニスの立っているところへ向

かった。

　デムニスの方でもそれとなく人の少ない方へと歩

き出す。ルキアはその後を追った。

　宴会の騒ぎの中心から少し外れた辺り、酔い覚ま

しに設けられたであろう一画でデムニスはルキアを

待っていた。

　明りはあるものの、建物の蔭になっている場所で

ある。

　しかし誰かがその姿を目にしたとしても、デムニ

スが人を待っているようには見えないだろう。単に

休んでいるようにしか感じられない風を装っている

からだ。
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「こんばんはデニムス。あなたもこの宴会に来てい

たのね」

「おお。エルミラさんではないですか！　珍しいと

ころでお目にかかりますね」

　意外なように言うと、デムニスは立って挨拶を返

してきた。

　丁寧な挨拶だ。デムニスは小柄な男である。

　おとなしそうな誠実そうな外見とあいまって、い

い印象を与えるが、あくまでそれなりだ。物凄く好

印象というわけではない。

　いくら良い印象を与えても、目立ってしまっては

逆に困るのだ。

　本業の内容から言っても、相手の印象に残らない

ことの方が遥かに重要なのだから。

　なんか感じの良い人だったけど存在感の薄い人。

　そういう風に思われるのが理想なのである。その

意味で、デムニスの擬態は非常に見事だとルキアに

は思われた。

　向き合った相手が「危険そうに見えなければ見え

ないほどますます危険」だと言ったのはグラトリア

だが、本当に正しい見解だと思う。

　さて芝居を始めなければ。どこで誰に聞かれない

とも限らないのだ。

「私もこちらの商会とは取り引きがありますから。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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エルミラさんもですか？」

「いいえ。私はこちらの商会員さんと御縁があって

ね。それで今回呼んでいただけたのよ」

「そうだったのですか」

　お互い周囲の目を考慮して分かり切った芝居を打

つ。

「偶然とは面白いものですなあ。こんなことなら一

緒にこちらに来れば良かった」

「いいえ。まさかお互いメルサリス商会の宴会に招

待されているなんて思いもしないもの」

「ははは。まあ確かに……そうそう、先程お伝えし

忘れたことを思い出しました」

　本題が来たなとルキアは思った。

「例の笊ですが、ご用意できそうですよ。先方が引

き受けて下さるそうです」

「まあそれは嬉しいわ」

　ルキアは微笑んだ。そうか。ディブロスに着いた

のか。

「大きい物が三つに小さいのが三つ。あとおまけを

付けてくれるそうです」

「それは嬉しいわね。どんなおまけなの？」

「さあ……それは見てのお楽しみだとか」

「気を持たせるわね」

　専業の戦士が３人、その部下か召使いかが３人、

ざる
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後一人よく判らないのがいるというわけか……。

「ただ親父さんの口振りだとかなり良い物のようで

すよ。これから取り引きが始るんだからとか何とか

言ってましたから」

　おまけは重要人物。そこでルキアはザハトが目を

掛けているとかいう元奴隷の少年を思い浮かべた。

　一度も会ってないのに何故かその姿までが浮かん

だ。

　品の良い、理知的な面差しや右肩に残った傷跡ま

でが見えた。

　やはり勘が冴えている。いや冴えすぎていると

言ってもいい。

　ここディブロスに来てからはずっとこんな調子

だ。

　何かあるのだ。

　それがこの土地の所為なのか。今自分が関わって

いる問題の所為なのかは解らないが……。

「では私はそろそろ席に戻りますが、ご一緒します

か？」

「いえ。私もメレスを連れて来ているのよ」

「またお店の方でお目にかかりましょう」

「ええ。よろしくお願い」

　別れの間際に密かに小さな紙片を受け取った。そ

れをさりげなく懐にしまい込むとルキアは自分の席
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に向かった。

　するとそちらの方が妙に騒がしいようである。

　――！

　半ば予想していたことではあったがメイファムが

問題を起こしていた。

　食べ物のことになるとあの娘は昔から向きになる

ところがあったが、ここまで急激に頭が悪くなると

は想像していなかった。

　思えば今までは同族の暮らすトラケスの各地域

や、王都のあるオギュルエ、付き合いの深いイオル

テス地方にくらいしか一緒には行っていない。

　異なる食文化に共に接した経験がなかったのだ。

今回が初めてである。

　メイファムは食文化に関して保守的な考え方を

持っているなと思ってはいた。

　けれどこれは酷い。これは何とかして改めて貰わ

なければならない。でないと一緒にこうした宴会な

どに出られないではないか。

　メイファムと言い合いをしているのはアウラシー

ル人の若い男である。遠目からでも品の良い雰囲気

が伝わってくる。

　おそらくあれがダーシュ王子であろう。ルキアは

そう当たりを付けた。

「――ここの料理長はジルバラ地方の出だけあって
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本格的な味ですよ。素晴らしく美味しいので是非ど

うぞ。ローゼンディアでは食べる機会は余りないの

では？」

「何と言われようとこんな不気味なものを――」

　話の途中でメイファムは急に言葉を切った。ルキ

アの姿を目にしたからだ。

　すぐに口を開いたり閉じたりして眼を泳がせ始め

た。

　近くに立っていたアイオナがメイファムの異常に

気付いて辺りを見回している。こちらに気付いたよ

うだ。

　とにかく先ずは謝罪しなくてはならない。メイ

ファムが何を言ったかは判らないが、どうせ碌でも

ないことなのだ。

「私の連れが何か失礼をしましたようでお詫びいた

します」

　ルキアはダーシュの側まで歩いていくとそう言っ

て詫びた。

　貴族社会と違って気軽に謝ることの出来る平民の

世界は、ある意味気楽であるとさえ言える。

　ああ、今相手にしているのは平民ではなかった。

王族だった。

　そんなことをちらりと考えたルキアであった。

「いや、何も失礼なことなどありませんよ。私はた

ろく
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だサディクネモサをこちらにお薦めしていただけで

すから」

　ダーシュは別に何も問題は起きていないというよ

うな言い方をしてきた。

　こちらに向ける穏やかな笑顔は、良く鍛練を積ん

だ社交用の仮面に違いない。実に良い出来だとルキ

アは感心した。

「サディクネモサと言うのですか。先程ファナウス

殿にタバラというのは我々の言葉での呼び名だと教

えられました」

「ええそうです。ジルバラの人はそう呼びますね」

「失礼ですがジルバラのお方ですか？」

「はいナデフの出身です。ですが幼い頃にアンケヌ

に移住しましてね」

　息を吐くように嘘を吐くダーシュ王子らしい男を

見て、ルキアは笑いたくなったが、それを押さえて

質問を向けた。

「すみません。ナデフと言われてもどちらになるの

か判りませんわ」

「お気になさらずに。ジルバラには都市国家が沢山

ありますがその中の一つです。尤も歴史があるとい

うだけで、取り立てて自慢できるものなどありませ

んが」

　謙遜する姿もまた様になっているというか、良い

もっと
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感じだ。

「歴史があるというのは最も素晴らしいことだと思

いますわ」

「そう仰っていただけると嬉しいですね」

　まるで社交界の会話だ。そんな風に思いながら横

目でアイオナを見ると、何だか面白くなさそうな顔

をしている。

　そんなに判りやすい顔をしていては駄目よと注意

してやりたくなるほどだ。

　今後のことを考えるとかなり不安である。こうい

う弱点のある娘だとは思わなかった。

　その事を踏まえておかねばならないな……と頭の

片隅に注意事項として記載しておく。

　――大丈夫。私はあなたの夫に対してその方面の

興味は全く持っていないから。

　そういう思いを込めてルキアはアイオナに微笑み

かけた。すると今度はどきりとしたような表情を見

せた。

　あら嫌だ。あの人こっちの心を読んだのかしら？

そんな言葉が聞こえてきそうな顔である。

　判り易すぎる。表情豊かなのは人として魅力的だ

し美点だとも思うが、それも時と場合によりけりで

ある。

　特に貴族や商人などはその立場上、交渉事が多く
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舞い込んでくる。交渉相手にこちらの内面を読まれ

てしまっては話にならない。

　アイオナはメリサリス商会の跡取りだと言うが大

丈夫なのだろうか。

　父であるファナウスには老練な油断無さを感じた

がその娘がこれでは……いくらディブロスでも有数

の大店とは言え、行末が心配になろうというもの

だ。

　そしてそんな不安とも同情ともつかぬ内心が、自

分の顔に表れていることなど絶対にないだろうとい

う自信がルキアにはある。

　何せ幼い頃から己が内面が顔や振舞いに現れぬよ

う鍛錬してきた。そして今も鍛錬している。

　アイオナにもこの鍛錬が必要だ。でなければ生き

残れない。

　彼女自身のためにもいずれこの事実を指摘して対

策を授けることにしよう。

　――彼女自身のためにもか……。

　実に「貴族的な言い分」である。我ながら呆れる

なと思いつつ、口と顔はダーシュらしき人物との会

話に振り向けておく。

　なんでもあの恐い顔の魚はカピラゴと言うらし

い。

　ジルバラ地方に棲息する魚で泥の中で暮らし、昔
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からジルバラの人の食用になっているという。

　あれを見て食べようと思った人は余程お腹が空い

ていたのだろう。でなければ感性がどうかしてい

る。

「でも泥臭くはないのですか？」

「泥臭いですね。それに潮臭い。カピラゴ料理の歴

史はその臭みをどう抜くかという試行錯誤でもあり

ますから……どうやって抜くと思いますか？」

　笑顔でダーシュ王子と思える男が尋ねてくる。

「塩ですか」

　何気なく口にした言葉だったが、その言葉に男は

僅かに眉を動かした。

　驚いたのだ。その驚きを引き出してしまったこと

にルキアはしまったと思った。

　問題のある食材を扱う場合、通常は乳に漬け込ん

でおくのが定石である。

　臭み抜きに限らず、何か困った時には牛なり山羊

なりの乳を使うのだが、香辛料を使うという手もあ

る。

　しかしこれは香辛料が贅沢に使えるという特殊な

環境があって初めて可能なので、やはり困ったとき

には乳に漬け込むのが常識なのだ。

　ただし魚の泥気を抜くのならば生かしたまま真水

に浸けて置くのが定石だ。ローゼンディアではヌム
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ルを料理するときに必ずこの手法を使う。

　問題は魚自体の臭みの方で、特に磯臭さを消す場

合である。

　これは中々に難しい。皮を剥いだり香辛料を使っ

たりするのが一般的だが、実はトラケス料理には一

風変わった方法がある。

　逆説的な発想と言うべきか、実は塩を使うのだ。

　潮臭さを取るのに塩を使うというわけで、一見奇

妙だがまことに効果的なのである。

　普通の発想ではないので当然一般的ではない。と

ころが今ルキアは迷う事無く塩を使うだろうと予想

してしまった。

「失礼ながら料理の経験がおありなのですか？」

「ええ。腕の良い料理人に習っていた時期がありま

すわ」

「なるほど……それで納得しました。確かに塩を使

うのですよ」

「でも私自身は全然大した腕ではありませんのよ」

「ご謙遜を」

　男は微笑んだ。それは今までと全く同じ笑みに見

えるが、内側では何かを考え始めているように見え

た。ルキアはそう感じた。

「あなたに料理を教えていたという人物は超一流で

すね。驚きましたよ」
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「はい。確かに最高の腕を持っている料理人でした

が、どうしてそれがお判りに？」

「判りますよ。あなたにもお判りのはずだ」

　これは、この話題はここらで切り上げないとまず

いなと感じた。

「ところで今更でもうしわけないのですが、御名を

お聞かせ願えますか？　私はここディブロスで店を

営んでいる者でエルミラと言います。あちらはメレ

ス」

　メイファムの方を手で示すと、慌てて顔を下げる

のが見えた。

　ルキアと目を合わせるのが恐いのだろう。余りの

情けなさに溜め息が出そうだが、今は我慢する。

「ああこれはしたり。お詫び申し上げる。手前は

ダーシュ・ナブ・ナグム・ナブ・テザク・アヌン＝

イビヌと申す者です」

　やはりダーシュ王子だったか。

　まあこの状況では彼以外に該当者はいない。予想

できて当たり前なのだ。

　ダーシュは右手を胸前に持ってきて腰を軽く折っ

た。

　店を経営している間に何度も見たアウラシール商

人の礼法だったが、なんとも優雅にやるものだなと

思った。
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「どのようにお呼びすればよろしいですか？」

　アウラシール人の名前は長い。そこに家系やなに

やら色々な情報が含まれるからだが、そこから本人

の望む呼称というものが決まってくる。

　名前の中には周囲から送られるという尊称などと

いうものもあり、ややこしいことこの上ない。、

　一般には本人の名前に加えて誰某の息子だとか父

だとか付くのが普通なのだが、親しい者同士では本

人の名前だけ呼んで済ます。ルキアもお茶会ではそ

うしている。

　ルキアとしてはできるだけ本人が呼ばれたい名前

で呼ぶのが良いだろうと思っての質問だったのだ

が、同時に「自分は外国人なのだぞ」という意味を

込めての発言である。

「ダーシュで結構ですよ。外国の方には我々の名前

は長すぎる」

「ありがとうございます。助かりますわ」

「代わりと言っては何ですが、私も貴女のことをエ

ルミラと呼んでもよろしいですか？」

「もちろんですわ。是非一度店の方にもお越し下さ

い。歓迎しますわ」

「ありがとうございます。では私はこれで失礼いた

します」

　ダーシュはルキアに一礼すると、不機嫌そうなア

ク メ ニ
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イオナの方へと向かった。

　これから言い訳でもするのだろうか？　そう考え

ると何だか可愛らしい。

　さて――。

　アイオナと顔を合わせるという重要な事項は達成

した。

　後は特にすることもないのだが、適当に料理を楽

しんで帰るとしよう。

　肩の荷が下りた。そう考えたときに限って不意打

ちがあるのが人生というものである。

　ルキアはそのことを思い知らされる破目になっ

た。危うく飲みかけていた葡萄酒をこぼしそうに

なった。

　ファナウス・メルサリスが一人の男性を伴って歩

いているのが目に入ったからだ。

　唯一救いだったのはその狼狽をファナウスに見咎

められなかったであろうことだった。

　ルキアが葡萄酒を入れた杯を卓上に置いてから、

ファナウスがこちらを見たのを確認している。

　ファナウスが伴っているのはルキアの知っている

男だった。

　どちらかというと冴えない外見をした男である。

丸顔にくりっとした目と小さな鼻、少し突き出た唇

に、柔らかそうな明るい髪をしている。

767



　一言で言えば子供のまま成長したような顔立ちな

のだが、精神の方は全くその外見と正反対をしてい

るから始末が悪い。

　彼は自分の容貌をよく理解していると見えて大抵

は若者が着るようなものを着ている。

　それで違和感が無いから問題なので、若造りに腐

心する貴族や金持ちの商人などは、彼を羨んだり嫉

妬したりしているという。

　まさにその反応を上流階級から引き出すことが彼

の狙いなのである。要するに根性の悪い男なのだ。

　その根性の悪い男がルキアのことを知っている。

極めて危険な状況だった。

　賭け事は好きではない。運という不測の要素が大

きく関わってくるからで、そこに面白さを見出せな

いからだ。

　ルキアは純粋に技術や知性を問われるようなもの

が好きだ。一手一手駒を進めていくような勝負事が

好きなのだ。

　しかし物事、意に反して賭けになってしまうとい

うことはある。今がその時だった。

「おおエルミラさん。素晴らしい人物を紹介しよ

う」

　ファナウスはそう言って連れて来た男性を紹介し

た。
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　ルキアの姿を目にした瞬間、相手にも驚きのよう

な表情が浮かんだのを目にした。

　だが僅かの間にそれを納めると素知らぬような顔

をしている。

　これが特殊な状況であることを察せぬほど馬鹿な

男ではないからだ。

　さて、賭に出なければならない。

「まあどなたですの？」

　ルキアは微笑み、期待するように目を見開いた。

　これで理解できぬようならば、お前の世評名高い

知性も地に落ちたものだなと念じながらの博打勝負

である。

「ファナウス殿。私を紹介するのは一向に構わん

が、同様に私に対してもこちらの美しいお嬢さんを

紹介することを忘れて欲しくないものですな」

　乗ってきた。助かる。後で使いを送って話を組み

立てる必要があるが、これで最初の難関は乗り越え

た。

「もちろんだとも。こちらはエルミラ……なんです

かな？」

「ハジェスです。エルミラ・ハジェス。そしてこち

らが私の連れのメレス・イアトスです」

「ああもうしわけない。ハジェスでしたな。どちら

のご出身ですか？」
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　さっき名告っているだろうに。一流の商人である

ファナウスがそれを忘れるわけがない。

　おそらくさり気なく探りを入れてきたのだろう。

　ここでルキアは先程聞いたダーシュ王子と同じ嘘

を早速使わせてもらう事にした。

「生まれはロスメニアですがガレノスで育ちまし

た」

　言葉から出身地を探ろうとしてもガレノスならば

大丈夫だ。

　王都であり、余りに大きな都市なので国中から人

が集まってくる。方言や訛りなど、何があっても言

い訳が立つ。

　生まれを西部ロスメニアとしたのは自分の髪と瞳

の色を考慮してのことである。

「なるほど……ガレノスならば貴女のように美しい

方でも私が出会えないわけだ」

　ファナウスの連れて来た男は頷き、納得したよう

にそんなことを言った。

　全く外見に似合わない伊達男のような物言いだが

こういう男なのである。

　ルキアとしては芸風なのだと思っている。

　――そう来るか。

　つまり彼は世間で言われる自分への評判を踏まえ

た上で、その方向で芝居しましょうとルキアを誘っ

なま
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ているわけだった。

「褒めて下さるのは大変嬉しいですが、それではま

るでガレノスには無数の美人がいるようにも聞こえ

てしまいますね」

「外見だけでなく精神にも優れたものをお持ちのよ

うですな。貴女のその耳も、麗しき心も、共に共同

して我が言葉を正しく捉えて下さっている」

　ここでルキアはただ微笑むだけにしておいた。相

手に更に喋らせるためだ。

「ただし付け加えるならば真珠は一つであっても、

大皿に盛られていてもその美しさ、素晴らしさに代

わりはないということです。尤も世の男共の細君に

あっては、己が首周りを飾り立てるだけの数が欲し

いと仰るかも知れませんがね」

　男はそう言って締め、肩を竦めた。

　この男らしい、実にこの男らしい話しぶりであ

る。

　見事ね。そう言って褒めてやりたいくらいだが、

代わりにルキアは明るく笑って賞賛を示すこととし

た。

「相変わらずだな……エルミラさん。彼はクセヴィ

ウ ス ・ ナ ウ ス ・ ペ リ ス テ リ エ ス と い う の だ が 、

ひょっとしてご存知ですかな？」

　ご存知ですとも。王都で幾度か話したこともある

もっと
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し、印象深い男だった。

　そしておそらく相手の方でもルキアの事を良く憶

えているだろうと予想できるのだ。

　だってつい最近、別の宴会で顔を合わせたばかり

なのだから……。

　それだけに出会すと非常にまずい相手なのだ。も

う遭遇してしまったが。

「お名前を幾度か耳にしたことはありますわ。作品

の方は残念ながら拝見しておりませんが」

「それは非常に残念でありますな。もし宜しければ

後日私の方から何か献本いたしましょうか？」

　如何にも自然な物言いだが、その実どうせ献本に

は余計な手紙などが付いてくるのだろう。

　やはりクセヴィウスも何故ルキアがここに居るの

か興味が有るというわけか。

　それはそうよねとルキアの方でも納得はする。

　しかしそれを言うなら、哲学者のお前が何故この

ような市井の宴会になど顔を出しているのだ。こち

らこそそう問うてみたい。

　いや、哲学者だからこそか？

　まあ根性の悪い者同士仲良くするとしよう。特に

利害の絡む相手でも無いし頭も悪くない。邪魔をす

るなと釘を刺しておけば何もするまい。

　ルキアは自分はエルミラという名の商人であるこ

で く わ

い か
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と、どこに店を構えているかなどを話し、機会が有

ればお立ち寄り下さいと通り一遍の口上を述べた。

　クセヴィウスの方でも自分は詩作などして過ごし

ている暇人であり、こうして宴会で新たな出会いが

あることが大きな楽しみなのだとか、つまらない言

葉をこれまた通り一遍に述べた。

　ファナウスは彼は非常に才能のある男であり、面

白い文章を書くと褒めた上で、ただし美人を見ると

見境無しに揶揄って歩くという癖が有るから貴女も

注意した方が良い。

　この男は信用できませんと本人を前にルキアに説

明した。

　そんな紹介されているのにクセヴィウスは楽しそ

うであった。演技ではなく本当に愉快そうなので、

おそらくファナウスとは気が合うのであろう。

　クセヴィウスと気が合う時点でファナウスも碌な

奴では無いとルキアは思ったが、もちろんその碌で

もない面子の中に自分も入っていることは自覚して

いる。

　クセヴィウスは時々ルキアに意味ありげな目を向

けていたが、会話が終わるとさらりと挨拶をして

去って行った。

　どうせ後で余計な手紙が付いた献本が店の方に送

られて来るであろう。

か ら か

ろく
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　多少面倒臭いがその程度で済むならば仕方のない

ことだ。

　――やれやれ……

　一波乱乗りきったと思って少し脱力した。

　それで緊張が抜けた所為か、ルキアは今までにな

い良い香りが漂ってきているのに気付いた。しかも

よく知っている香りだ。

　ヌムル・ディフカーレか……。

　あれが出てくるという事は宴会の料理も出つくし

たということだろう。

　席に戻るとメイファムが待ちかねたように話し掛

けてきた。

「お嬢さま。ヌムル・ディフカーレの匂いが致しま

す！」

　やや興奮気味だが気持ちはわかる。メイファムだ

けでなく自分もヌムルは大好きだからだ。

「そうね。どういうものがあるか見てきてくれるか

しら？」

「お任せ下さい」

　先程の一件でメイファムが食に関して保守的なの

は、嫌になるくらい理解させられている。

　ヌムルの調理に関してはトラケス以外の地域では

ディフカーレのみの一択だ。

　大雑把に言えば捌いて串を打ち、味を付けて炙り
さば
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焼きにするのだが、実際にはかなり手間の掛かる料

理である。

　それでもローゼンディア人はヌムル・ディフカー

レを愛してやまない。

　物凄く美味しいからである。

　ちなみにヌムル・ディフカーレと言ってもトラケ

スと他の地域とでは調味料に違いがある。

　トラケス地方では薬味にヴァサンを使うが、カプ

リア地方やテレマイア地方ではコヌムを使う。

　トラケスでは味付けにメリラとトゥルーブを混ぜ

て使うが、他の地方では蜂蜜を使う。　ただし味付

けの方向性は全く同じだ。

　しかし妙ねとルキアは思った。

　どうにも馴染みのある匂いだ。コヌムや蜂蜜では

この匂いは出て来ないと思うのだが……。

　思っていると、メイファムが串を二つ持って戻っ

て来た。笑顔だ。素晴らしい笑顔だった。

「お嬢さま！　ありましたよ！　ちゃんとしたヌム

ル・ディフカーレです！」

　それは見れば判る。それと「ちゃんとした」とい

う言い方は何とかならないか。

「お嬢さま！　向こうにはヌムル・ハーセルもあり

ましたよ！」

　ハーセルというのは味を付けずに焼いた素焼きの
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ことだ。味を付けて焼いたものがディフカーレにな

る。しかしそんなものまであるのか。

　相変わらず興奮気味のメイファムを押し止めてル

キアは少し思案した。

　なるほど。食道楽だと聞いてはいたし、この宴会

でもそれを感じさせられては来たものの、ファナウ

ス・メルサリスは大した男だ。

　ヌムルの正しい食べ方をきちんと辨えているのは

素晴らしい。

　今はまだこちらの立場は明かせないが、時が来れ

ば親しく付き合える相手となるかも知れない。

　となれば多少、こちらの手の内をばらしても問題

あるまい。

「馬鹿ですよ！　ここに居る連中は。得体の知れな

い付け汁をみんな持っていくんですから。ハーセル

にはトゥルーブに決まっているのに！」

　メイファムは又も浮かれて危険な発言をしだし

た。

　ルキアはメイファムの言葉を制して、

「はいはい……ではそのハーセルを取ってきてくれ

るかしら？　ああ、おそらくヌアトも有ると思うか

ら忘れては駄目よ？」

　ヌアトはトラケスでは一般的な香草の一種で、刺

すような味わいがある。鋭く鼻に抜ける刺激が特徴

わきま
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で、他の地域では余り使われない。

　例外は王国西方のヘカリオス族で、彼らは肉を食

べるときにヌアトをよく使う。だがこれもゼメレス

族から伝わったものだと聞く。

　ヌアトは下ろして付け汁に加えるのが一般的な味

わい方だが、ゼメレス族でも特に食に関してうるさ

い連中は、この時に下ろし金を使わない。繊細なヌ

アトの味に金属臭が混ざるのを嫌うからである。ど

うするかというと鮫皮で下ろすのだ。

　ひょっとするとここにも鮫皮で下ろしたヌアトが

あるかも知れない。

　いや、そこまでは期待しすぎか……。

「もちろんですよ。お嬢さま」

　どうしてそこで得意そうな顔をできるのかなあ…

…でもまあいいか。

　ヌムル・ディフカーレと言えば宴会料理の花形

だ。メイファムが浮き浮きするのも判る。

　トラケスにはヘポイオイの後でディフカーレとい

う言葉があるくらいなのだから。

　ヘポイオイは亀の一種であり、一度食い付いたら

離さないことで知られる。そしてとても美味しい。

　……しかしまさかこんな所で、ゼメレス館以外

で、故郷と同じヌムル・ディフカーレを食べること

になろうとは。
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　わからないものね、とルキアは思った。
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第十章

　相当な財産を持ちしかも独身の男性と来れば、こ

れはもう結婚相手を捜しているに違いないというの

が世間一般のいわば常識というものである。

　そんな男性が近所にやって来たとなると、どうな

るか？

　独身の娘を抱えるどこの家でも、この常識はしっ

かりと浸透しているので、当の男性がどう思ってい

るか、結婚について何を考えているかなどお構いな

しに、あの男は当然我が家の婿殿だと決めてかかる

……そう、どこの家でもである。

　そして今現在ディブロスで、この不幸な話題の中

心にあるのがゼルヴィス・アナクシスという独身青

年であった。

　彼は有名人である。ペルギュレイオン競技会の優

勝者であるという事実はローゼンディア人ならば、

たとえ子供であってもその名を知っていて不思議は

ないほどのものである。

　加えてその家柄は文句なしのアナクシス海将家。

その富は王家をも凌駕すると言われるグライアス氏

族の、宗家に次ぐ名門である。

　当然その財力には篦棒なものがあるだろう事は

ローゼンディア人でなくとも、ミスタリア海沿岸部

むこ

べらぼう
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で暮らす者であれば容易に察しが付く。

　もちろん、そうした察しが付く者達は社会の上層

で暮らす連中である。

　多少の含みを加えて言えば「それなりの階層の

人々」、と言い替えることも出来るだろう。

　そういうわけであるから、早くもディブロスの執

政館にはゼルヴィス宛の招待状やら何やらが山のよ

うに届きはじめていた。

　彼がどう動くのか？　どのような催し事に興味を

持つのか？　そのことに独身の娘を抱える貴族やら

豪商やら高位神官やらの家々は大きな関心を寄せて

いるのだ。

　それら期待と推理を働かせた招待状には諸々なも

のがあり、舞踏会から音楽会、競馬の観戦や演劇、

狩猟への招待などなど、まさに知恵を絞って他家を

出し抜こうという意気込みが感じられるものであっ

た。

　さて、そのゼルヴィスが真っ先に選んだのはそれ

ら熱気迸る招待状のどれでもない。

　ごく小さな祝賀会、つまり海洋商人ファナウス・

メルサリスの、ディブロス到着祝いの宴会であっ

た。

　この宴会、元々身内同士つまりメルサリス商会員

や日頃親しい他の商会の人物などを招いた内々の祝

ほとばし
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賀会であるから、無論仰々しい招待状など出されな

い。

　そしてそのことが問題を一層複雑にした。

　あのゼルヴィスがディブロスに来て初めて参加す

る宴会である。どの家でも参加したくて堪らない。

　さあ招待状を手に入れようと思って調べてみれ

ば、どうもその招待状が見付からない。

　宴会で招待状がないというのは妙である。どうい

うことかと思って更に調べてみるとそもそも招待状

が出されない、身内の宴会のようなものだと判明し

た。さあどうしよう。どうやって潜り込もう。各

家々は途方に暮れた。今ここである。

　無論当の話題の中心にあるゼルヴィスはそんな事

は知る由もない。

　そしてこの事件に巻き込まれた形のメルサリス商

会としても、やはり知る由もないのである。

　宴会の準備をしていると、どういうわけか、身扮

りのいい使者たちが次々と商館にやって来る。怪訝

しいなとアイオナは思った。

　用件を聞いてみると、是非ともファナウス・メル

サリス商会長殿の無事到着を共に祝いたい。つきま

してはこれは祝いの品で御座います。どうかお納め

下さいますよう――と来る。アイオナにはわけがわ

からない。

たま

み な

お か
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　ただどの使者もお仕着せは中々のものである。

　要するに、貴族やそれに準じた所から派遣されて

いるわけだ。使者が差し出す物を無下に断れば角が

立つ。

　かと言って、全く知らない相手を身内の宴会に招

くというのも変である。アイオナは対応に困った。

　しかも宴会の準備の方の指図もしなければならな

い。商館入り口に現れる使者も五人目となるとアイ

オナは段々混乱してきた。

「来客の相手は私がしましょう。お前は宴会の準備

を差配なさい」

　大伯母イネスがそう言ってくれたので、アイオナ

はこの不気味な来客群の処理を任せて厨房や宴会場

の準備の方に意識を回すことにした。

　来客という邪魔が入らなければ、いつも通りの準

備が進んでいるか調べれば良いだけである。

　ただし今回は雲行きが怪しい。ひょっとすると飛

び入りの来客が結構ありそうである。

　となればその分を考えて席と料理を調節しなけれ

ばならない。

　いつものことだが料理には気を遣っている。そし

て自信がある。

　自分が作るわけでもないのに自信というのも妙な

話ではあるが、こうした祝事のときに限らずメルサ
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リス商会の料理はいつも美味しい。アイオナにはそ

の自信がある。

　父ファナウスが食い道楽だからだ。上品に言えば

「美食家」ということになろうが、しかし何でも食

べたがるあの心性は、アイオナからその言葉を遠ざ

ける。

　いくら美味いと言われても食べたくないものは厳

然と存在する。それが普通だと思う。

　何でも口に入れてしまうファナウスの方が怪訝し

いのだ。

　父様は食い道楽。それがアイオナの下した判定で

あった。

　食い道楽だけあって厨房には良い料理人を置いて

いるし、浪費という程ではないが、食材の購入にも

金を惜しまない。

　そして珍味ばかり求めるのではなく、生活に即し

た範囲で旨いものを求めるという父の姿勢にも共感

できる。

　ただその生活の範囲とやらを無闇に、やたらに拡

大などせずに、子供の頃から慣れ親しんでいる馴染

み深い文化圈に限って欲しいだけだ。

「日常の中に旨いものを」それがメルサリス商会の

思想であり、その考えの元に宴会料理は用意され

る。

お か
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　当然こだわったものになる。他の商会や組合では

ここまではこだわらないだろう。

　参加してくる外部の客もそれを期待しているの

で、差配を任されたアイオナの責任感と遣る気はい

やが上にも高まるのである。

　この仕事を父ファナウスには任さない。蝉やカブ

トムシは食べ物ではない。蛸は大歓迎だがウツボは

いただけない。海星は味がしない。だが父に任すと

それらが出てくる事がある。勘弁して欲しい。

　アイオナの育った土地はローゼンディア王国南部

沿岸部である。カプリア地方と呼ばれている。そこ

では豊かな海産物を土台にした多彩な料理が発達し

た。

　海産物が中心と言っても肉料理だってもちろんあ

る。かなりある。寒い北部と違い、ほとんど一年中

家畜の餌に事欠かないため、新鮮な肉を入手できる

機会が多いのだ。

　当然美味しい肉料理も発達する。果物もある。野

菜もある。無い物を探す方が難しいくらいだ。

　温暖な地方である。太陽の恵みは一年中あると

言っていいし、その恵みを受けた野菜や果物は味が

濃く、それらをふんだんに使えるのだ。これではま

ずい料理が出てくるはずが無い。

　カプリア地方の料理は王国の七大料理には必ず入

ヒ ト デ
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るのだ。

　三大料理となるとオギュルエやヘクティスという

強敵がいるので、人によってはカプリア料理を加え

ないこともある。

　そしてトラケス料理には敵わないとされている。

アイオナを含め同郷人達の多くはこの世間的な裁定

に不満を持っているが、とにかく世間的にはそう言

われている。

　アイオナ自身が食べ比べた限りでは、故郷カプリ

アの料理がトラケス料理に劣っているとは思えない

のだが。

　しかしトラケス地方では最高の料理人はその土地

を離れないとも聞く。

　だからトラケスの中心たる都市エルナセアに赴い

て、名店と言われる店の料理を食べ比べなければ公

平な判定を下すことは出来ないだろう。いつかして

みたいと思っている。

　とにかくここディブロスは故郷マンテッサと同じ

くミスタリア海に面した港町であり、海産物がふん

だんに獲れる。料理をするのに不自由はないという

わけだ。

　予想される来客数から不足分を計算して厨房に指

示を出し、食材買い足しに商会員を走らせ、一息吐

くとダーシュの姿が目に入った。その瞬間、大伯母

かな

おもむ
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から聞かされた話を思い出した。

　今夜、ゼルヴィス・アナクシスが自分に求婚をし

にやって来るのだ。

　もちろん受け入れる気はない。その後に起こる問

題を恐れないわけではないが、今の自分を振り返っ

てみるに、どうも求婚を受け入れることなどあり得

ないという思いがある。

　今更というか何というか、とにかくその気持ちは

胸の中にしっかりと根を下ろしていて、どうにも動

かせる気がしないのだ。動かしたいとも思わない。

　ただダーシュには話さなくてはならない。そして

それが気まずいのだ。

　だが話さなければもっと気まずいことになる。そ

う考えてアイオナはダーシュに声を掛けた。

「……ダーシュちょっといい？」

「ああ構わんが。お前こそ忙しいんじゃないか？」

「大丈夫よ。それより大事な話があるの」

「何だ？」

　アイオナはダーシュを伴って裏手の倉庫に廻っ

た。動物たちのいる倉庫である。そこならば人が来

ることはないと思ったのだ。

　予想通りに倉庫には誰も居なかった。猿のホロン

も、猛獣のレアンドロスも檻の中に入っている。無

論マルガレアは特注の鳥籠に収まっていた。
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　アイオナは倉庫の奥にダーシュを導いた。

「何だ。内緒の話か？」

「ええ。そう。あなた以外には知られたくないの」

「わかった」

　茶化す風もなくダーシュは頷いた。こういう所は

この男、話が早くて助かる。

「朝に港で会った男性を憶えている？　ゼルヴィ

ス・アナクシスっていう人だけれど」

「ああ憶えているぞ。確かペルギュレイオン競技会

の優勝者だな」

　ダーシュは中々憶えが良かった。アイオナは頷い

た。

「そう。彼が宴会に来るわ」

「そんな感じだったな」

　興味なさげな一言だったが、何故かアイオナはち

くりとするものを感じた。

「何よ？」

「何が？」

「……何か不満でも有るのかと思って」

「まさか。何もないさ」

　ダーシュは軽く首を振った。

「そう？　ならいいんだけど……」

　まだ引っ懸かるものがあったがアイオナは説明に

入った。
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　アナクシス海将家のこと、商会への影響、そうい

う事まで含めてゼルヴィスが今日の宴会に求婚のた

めに来るのだという話をした。

　ダーシュは黙って聞いていた。話していてアイオ

ナは、このことがダーシュの気分を害するのではな

いかと不安だった。

「……というわけなのよ。もちろん私は断るけれ

ど、そのことで商会に悪影響が出るかも知れないわ

ね」

「 岳 父 殿 は そ の こ と に つ い て 何 か 意 見 は な い の

か？」

「意見も何も……父様は飛び出して行ってしまった

じゃない。話なんか聞きようもないわよ」

「そうだな。今は岳父殿は居られない。しかし宴会

には参加なさるだろう。何と言っても岳父殿の無事

到着を祝う宴会なのだからな」

「この際はっきり言っておくけれど、父様が宴会が

始まるまでに帰ってくるかどうかは怪しいわよ？」

「まさか」

　ダーシュは軽く笑った。アイオナはにこりともし

なかった。

「まさか……本当なのか？」

「人の予想を裏切るという事にかけては天才的な才

能がある人だから」
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「いや、それは……さすがにまずいだろう？」

「前に教えたわよね？　父様は常識を蹴倒して生き

てるような人なのよ。だからその辺の良識は期待し

ない方がいいわ」

「しかしそうなると厄介だな。宴会の時に岳父殿が

居られないとなれば……いや宴会はどうなってしま

うんだ？」

　ダーシュは情けない顏をした。昔は自分もああい

う顔をしていたんだろうなとアイオナは思った。

「大丈夫よ。皆慣れているから。けどさすがに宴会

の最中には帰ってくるでしょう。何と言っても自分

の無事を祝うために開かれている宴会だもの。そう

した好意をわけもなく無視するような真似をする人

ではないわ」

「しかしそれでも問題だ。お前は断ると言ったが、

もしその時に岳父殿が居られなかったら？　そんな

重大事をお前の一存で決めてしまっていいのか？」

「いいもなにも、本人が居なければわたしの一存で

決めるしかないでしょ？」

「それはそうだが……」

　ダーシュが迷っているのがアイオナには不思議

だった。

　それは家父長制の強いアウラシール人らしい反応

であったが、そうした環境で育っていないアイオナ
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には理解できないのだ。

　ローゼンディアでも家長と言えば父親である場合

がほとんどではあるが、何か重大なことについて判

断を下す必要があるならば、まず間違いなく家長で

ある父親は自分の妻に相談するだろう。

　大事なことは夫婦で決めるのが常識だからだ。

「それで前もって言っておきたいんだけど、ひょっ

としたらこの宴会であなたに不愉快な思いをさせて

しまうかも知れないわ」

「ああそういうことか。気にするな。難しい状況な

のは判った。上手くやるさ」

　アイオナとしては勇気を出して言ったのだが、

ダーシュの反応はやけに軽いものだった。

　その所為でアイオナは何だか肩すかしを食った気

分になった。

「それで？　何か打ち合わせでも決めておくか？」

「そこまではしないわ。それに前に話した内容で十

分だと思うし」

「岳父殿にはあっさりばれたがな」

　ダーシュは皮肉気に口元を曲げた。

「父様は普通じゃないのよ。父様を基準に物事を考

えては駄目よ」

「そうか？　俺はよく判らんが、ペルギュレイオン

競技会優勝者というのも、ローゼンディアでは普通
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じゃないんじゃないか？」

「それはそうだけど……」

　何だろう。上手く気持ちが伝わらない。アイオナ

はもどかしさを感じた。

　これは文化の違いなのか。何だろう。

「とにかく、そういうわけだから。また後で話しま

しょう」

　言って、アイオナはその場を離れた。妙な胸騒ぎ

がした。

　　　＊

　ファナウスはいきなり帰ってきた。それも神殿の

馬車で帰ってきた。

　ダーシュにあのように言っておいたものの、宴会

の前に帰ってくるとは思わなかった。

　まさに予想を裏切ることにかけては天才的な父な

のであった。

　しかし何故神殿の馬車なのか？　それはつまり神

殿に行ったということだろう。

　何のために？　それは解らない。

　驚いているアイオナの前で御者に礼を言い、銅貨

を握らせて馬車を見送るとファナウスは振り向い

た。
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「いつもよりも多く人が来るだろう。倉庫を一つ会

場として追加しろ。中の物は男衆に運んでもらう。

もう手配しておいた」

「商品を移動させるって事？」

「ああ、三つ目の倉庫が比較的空いてるだろう？

あそこの中の物を移して会場に使う」

「確かにそれなら間に合いそうだけど……そんなに

人が来るの？」

「それはわからん。まあそれは独身の娘を抱えた一

家が、どれだけここを嗅ぎ付けかによるな」

　そう言ってファナウスはにやりと笑った。

「独身の娘？　どういう意味？」

　父親の言っていることが判らずにアイオナは首を

傾げた。

「それは宴会になれば嫌でも判る。あとは大体いつ

も通りの顔ぶれだ。気が置けない連中ばかりだから

問題ない」

　いつもながらさっさと話を進めていく父親につい

ていけない。

「お前も気圧されんようにな」

「大丈夫よ。朝に一度会っているから」

「ゼルヴィス殿か？　儂が言っているのは違うぞ」

「じゃあ誰のこと？」

　アイオナが尋ねようとすると、商会員がファナウ
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スを見付けて走り寄ってきた。

「旦那様！」

「おお、なんだ？」

　今夜の宴会のこと、急に参加が決まってきた見知

らぬお歴々のこと、色々なことをファナウスに向

かって捲し立てるように喋る商会員を見て、アイオ

ナは会話を続ける事を諦めた。

　父親がいきなり出ていった事といい、宴会に参加

したいと言ってきた妙な連中といい、どうせ事態は

繋がっているのだ。

　父ファナウスにはその全体像が見えているようだ

からアイオナが考えることではない。

　無論そうは思っても気にはなる。しかしそれも宴

会が始まればはっきりするだろう。

　アイオナは会場の新設と料理の指示について伝え

るべく厨房へ向かった。

　厨房に入ると、いつもどおりの顔ぶれが忙しく料

理の準備をする中、見慣れない女性が二人いるのが

目に入った。

　一人はアイオナと同じ黒髪で、もう一人は西部の

人間なのだろう、明るい色の髪をしていた。

　二人とも青い目をしていて、しかも美人だった。

　何やらモナクのようなものを作っているが料理人

には見えない。モナクは小麦粉を薄く溶いて焼いた

まく
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ものである。

　パンの一種だと思えばいいが、何か具材を巻いて

食べるのが一般的だ。

　おそらく二人は招待客なのだろうが料理を手伝っ

てくれているのだろう。

「こんにちは」

　アイオナは笑顔で声を掛けた。

「こんにちは」

　明るい髪の娘が笑顔で挨拶を返してきた。何て素

敵な笑顔だろうと思った。

　周囲に優しく穏やかな空気が拡がっていくのを感

じる。

　海のような青い目をしている。それも暖かい、広

い海を思わせた。

　この人、物凄くもてるだろうな、とアイオナは

思った。

「こんにちは」

　もう一人はそっけない挨拶を返してきた。

　感情の籠もらない声とはこれかという見本のよう

な声である。

　顔の方も声に合わせて無表情だ。にこりともしな

い。同じ青でも彼女の目は冷たい湖のようだ。

　ちょっと厳しい人なのかも知れない……というよ

り変わっているのかもとアイオナは考えた。
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　宴会に招待されておいて愛想の一つも無いという

のは、やはり人付き合いの感覚がどこか怪訝しいの

だと思わざるを得ないからだ。

　二人とも凄い美人だが、これはかなりの差がある

ぞと思った。

「初めまして。私はエルミラ。こちらはメレス。あ

なたは？」

「わたしはアイオナ・メルサリス。ここの商会長

ファナウスの娘よ」

「まあ、あなたが？　お目にかかれて光栄だわ」

　エルミラはちょっと驚いたようだった。この人か

とアイオナは思った。

　スィサから話は聞いていたが、確かに「優しくて

綺麗な人」という感じだ。というか見たまんまでは

ないか。

「ありがとう。そう言って貰えて嬉しいわ」

「今日は宴会に招いて下すってありがとう」

「どういたしまして。こちらこそスィサによくして

くださってありがとう」

「いえいえ。今後ともご贔屓に」

　ぺこりとアイオナに頭を下げる。何だか取っ付き

やすい人だなと感じた。

　きっといい商人なんだろうが……何故だろう？

妙な違和感がある。

お か
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「ごめんなさい。初めてのお客様に準備の手伝いを

させてしまって……」

「いいのよ。私たちも早く来たし、手は空いていた

もの」

「お嬢さま」

　静かだが力の有る一言だと思った。

「乾燥する前にストゥラニを薄餅で包んでしまった

方が良いと思います」

「ええ、そうね」

「手を止めさせてしまってごめんなさい。お料理の

最中ですものね」

「気にしないで。大丈夫だから」

　言っているエルミラの横でメレスは料理を再開し

ている。こちらを一顧だにしないその態度はお世辞

にもいい感じとは言えない。

　その手元を見ると、何やら卵炒めのような物をモ

ナクで巻いているようだ。

　見たことの無い料理だった。

「それは何という料理かしら？」

「ストゥラニよ。卵と豚肉の炒め物ね」

「へええ。初めて見るわね」

「トラケスの料理だと聞いているわ」

「トラケスの？」

　意外だった。トラケス料理と言えば高級料理だ。

ティフィロ
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こんな家庭的なものもあったのか。

　いや、父ファナウスが言っていた。本当の料理と

は母親が作る料理なのだと。

　ならばそれが至高と言われるトラケス料理に無い

はずは無い。

　家族のために母親が作る料理こそが本来の料理、

本当の料理なのだと父ファナウスは言う。

　もっともアイオナの家では圧倒的に父親の方が料

理の腕は上だったが。

　ともかく家庭料理こそが料理の本質だという意見

である。アイオナも同感だ。

「包んでいるのは何？　薄餅って言っていたけれど

……」

「ただのモナクよ」

　言われてみればカサントスではそんな言葉でモナ

クのことを言っていたような気がする。

「ああ、そう言えば聞いたことがあるわね」

　頷いてアイオナはストゥラニを見た。豚肉と卵の

他に人参や葱も入っているようだ。

　どういう味なのだろう？　ふつふつと興味が湧い

てきた

「結構一般的だと思うのだけれど……食べたことな

いかしら？」

「ないわね。どんな味なの？」

ティフィロ

にんじん ねぎ
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「それは口にしてからのお楽しみね」

　にっこりと笑うエルミラの横では、メレスが無表

情にストゥラニをモナクに巻き続けている。

　この二人は一体どういう関係なのだろうか？

　さっきエルミラのことを「お嬢さま」とかメレス

は言っていたが……？

　ストゥラニ同様こちらにも興味が有ったが、これ

以上料理の邪魔をしては悪い。

　二人とは宴会の時に話をするだろうからその時に

判ることだろう。

　いや……メレスとは話せないかも知れない。何だ

か会話の糸口を見出すのが難しそうな感じだ。

　見られているのを感じたのか、メレスが目を上げ

てアイオナを見た。軽く目礼をしてきたものの、す

ぐにまた作業に戻った。

　嫌われているような印象は受けないが……どうい

う人なんだろうか。

「ごめんなさいね。メレスはちょっと変わってる

の」

　主人であろうエルミラがそう執り成してくる。

　ああそういう関係なのかと何となくアイオナは察

した。

「いいえ。大丈夫。気にしてないわ」

　アイオナは笑顔でそう応じた。

と
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「あとで宴会の時にお話ししましょう。申し訳ない

けれど、わたしはまだ準備があるからこれで失礼す

るわね」

「ええ。後で宴会のときにまたお話ししましょう」

　二人と別れるとアイオナは厨房の奥に向かった。

料理長のユスタハに指示を出さなければならない。

　通常でも宴会には五十人ほどが参加する。それを

今回は倍の百人が参加しても大丈夫な規模に準備を

するつもりだった。

　もしそれ以上来たら後は野となれ山となれであ

る。

　大伯母イネスとシフォネは宴会の準備をする間、

商館の中で寛いで貰うつもりだったが、大伯母には

怪しい使者への応対をさせてしまう事になったし、

シフォネは準備の方も気になるらしく時々降りてき

て様子を見ていた。

　二人はこちらに来るのも少し早かった。

　おそらく宿泊先の家に居てもやることはないし、

少々早めに宴会場の方へ出て来たという所なのだろ

うが、何のことはない。早く来たところでやること

など何もないのだ。

　アイオナが話し相手になっていればそれでも良

かったのだが、宴会準備の差配という重要な役目が

ある。

くつろ
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「いつもこんな感じなの？」

　宴会の準備に動き回る人々を見てシフォネが聞い

てきた。

「そうね。いつもこんな感じに騒がしいわね」

　アイオナは苦笑した。宴会に集まるのは商会員や

その関係者などだ。ほぼ全員が男性であり、それが

大いに食い、飲み、互いの無事を祝って騷ぐのであ

る。その分だけ豪快な準備が必要になるわけなの

だ。

　子供の頃からそうした光景に親しんできたアイオ

ナは別に何とも思わないが、準備のためにきびきび

動く商会員や、雇い人たちを見ると確かにちょっと

近寄りがたいものがあるかも知れない。

「大伯母様もシフォネもお客様だもの。本当なら準

備が出来るまでは二階でゆっくりしてもらいたかっ

たのだけれど……」

　その意味ではさっきの二人もお客様なのだが既に

宴会料理の準備に駆り出されている。

　さすがに大伯母とシフォネには手伝わせるわけに

いかないと思ってはいたのだが、大伯母イネスは怪

しい客の応対を買って出てくれている。

　せめてシフォネだけにはゆっくり寛いでいて欲し

いのだが、時々下に降りてきている所を見ると退屈

しているのだろう。

おお

くつろ
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「そうしたいのだけれど少し退屈で……ごめんなさ

いね。あなたも忙しいのに」

「いいのよ。気持ちは判るわ」

　一応商館には本も置いてあるが、シフォネが興味

を惹かれそうなものは余りないのだ。

　誰かと話をするにしてもアイオナ含め、商会の皆

は宴会の準備で忙しい。ファナウスに到っては飛び

出していて今帰ってきたところだ。

　大伯母相手では真面目な話ばかりで肩が凝ろうと

いうものだし、その大伯母も怪しい客への応対で一

階に下りている。

　面白い本も無く、話相手もいないとなれば退屈に

なっても仕方ない。

「ところであなたの夫は？」

「ダーシュならマルガレアのところよ」

「マルガレアのところに？　早速紹介してるのね」

　その言葉でアイオナには、シフォネが今回のこと

についてある程度の事実を知っているだろうことが

察せられた。

　マルガレアは母と一心同体だ。その母が居ないの

にマルガレアだけこの場に居るというのは凄く変な

事なのだ。

　それに疑問を持たないということは、シフォネは

何かを知っているという事を意味する。
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「ねえ。良ければ聞かせてくれない？　一体何が起

こっているの？　どうしてゼルヴィス殿が、その…

…わたしに求婚なんて……」

「お祖母様から話を聞いたのね。私も詳しくは知ら

ないんだけれどエリーデおば様に関係していること

らしいわ」

「母様が？」

「ええ。それでエリーデおば様はトラケスのエルナ

セアに行かれたわ」

「エルナセアに？　どうしてそんな所へ」

　エルナセアはトラケス地方では有名な古都だ。ゼ

メレス氏族の本拠地でもある。

「それは私には判らないわ。お祖母様も話して下さ

らないし……ファナウスおじ様は知らない方がいい

かも知れないとか仰るし……」

　知らない方がいい？　あの父がそう言ったのか？

となると相当問題のある話ということになる。

「それで何でマルガレアを連れて行かなかったのか

しら？」

　アイオナにはそれが不思議だった。ただ実家に置

いたままにはしないだろう。

　それでこちらに寄越したのだろうか？　どうもそ

ういうことのように感じたが、どちらにしてもマル

ガレアにとって母が唯一無二の存在である事には変
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わりはない。

　今はまだいいが、じきに母の不在を感じ取るよう

になる。

　そうなるとマルガレアは凄く寂しがるだろう。想

像するとアイオナは悲しくなった。

「さあ、それは私には判らないわ」

　シフォネは首を振った。

「ただマンテッサからこちらに来るときに、ファナ

ウスおじ様がマルガレアを連れて行くって仰ったの

を聞いただけで」

「……」

　アイオナは考えた。何故エルナセアにマルガレア

を連れて行かなかったのか。何故母は一人でエルナ

セアに向かったのか。

「母様は一人でエルナセアに行かれたの？」

「ええ。それなんだけどメルサリス家の方から付き

添いが付いたみたい。その差配をお祖母様がなさっ

たみたいなの」

　大伯母の実家はメルサリス本家なのでそれは納得

できる。

　だがそれなら何故父が付き添わなかったのか。準

貴族だからか？　それはありそうな話だ。

　アイオナの父ファナウスは貴族ではなく、それに

準じる身分、つまり平民ではないが貴族でもないと
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いう微妙な身分なのである。

　これは貴族の増大を抑制するための措置であり、

ローゼンディア王国の法で定められたものだ。

　氏族の本流や、それに近い家柄などを除く貴族は

八代目を準貴族として、九代目からは平民になるの

である。

　そして貴族と準貴族との間に出来た子供は準貴族

とされる。アイオナ自身がこれに該当する。

　準貴族は名目上の貴族という扱いであり、本人一

代に限り、貴族としての待遇を受けることが出来る

とされている。

　しかし実際には大概の貴族から軽んじられる立場

であり、王国貴族の一員とは見做されないことが多

い。

　古風を守ることで有名なゼメレス族の土地に、準

貴族の自分が付いて行っても妻の格を落とすだけだ

と考えたのではないだろうか。父ならありそうな話

だ。

　母の実家ポルティアス家は血筋は良いものの、い

わゆる零細貴族であり、母の両親の他には一族は居

ない。

　しかも母エリーデは遅くになって授かった子供だ

というから、アイオナにとって母方の祖父母に当た

る二人はかなりの高齢である。長旅に耐えられると

み な
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は思えない。

　それでメルサリスの本家の方から人が出たのだろ

うか。大伯母が動けば確かに本家も人を出してくれ

そうである。

　どうもよく解らない。情報が少なすぎる。

　アイオナは話を変えることにした。

「それで、どうしてゼルヴィス殿がわたしに求婚な

んて？」

「それも初めはポルティアス家の方にお話が持ち込

まれたみたいなの」

　母の実家に？　何で？　普通ならメルサリス家の

方に話が行くはずだ。

　アナクシス家と言えば名門中の名門だ。メルサリ

ス家の分家に当たる自分には釣り合わないし、たと

え本家であっても釣り合わない。

　だからポルティアス家の方に話を持っていったの

か？　でもポルティアス家は確かに古い家柄だが名

門というわけでもない。

　どうしたところで家格が違いすぎるのだ。アイオ

ナとゼルヴィスでは釣り合うはずがない。

　だが大伯母の話ではそこも呑み込んだ上でのゼル

ヴィスの求婚であるらしい。これは本人に話を聞い

てみなければ判らないだろう。

「でもアイオナ。そうなるとあなたには夫が居るわ

805



けだし……アウラシールの人だし、その……まずい

んじゃないかしら？」

　不安げにシフォネが言った。

「大丈夫よ。もう話したから」

「そうなの!?」

「そんなに驚かないでもいいわ。だって、わたした

ち夫婦ですもの」

　口にして恥ずかしかったが言い切ってしまった。

「そうね。そうですものね」

　自分を納得させるように頷くシフォネを見てい

て、自分の事ではないのに心配してくれてるんだな

とアイオナは思った。

「気になるなら会う？　マルガレアの所に居ると思

うけれど」

　実際に会ってみれば納得するだろう。そもそも

ダーシュと自分は契約延長中の偽装夫婦である。そ

んなに大した問題に……なるはずがないのだ。

　アイオナはシフォネを連れて倉庫へ向かった。

　予想通りマルガレアの鳥籠の前でダーシュは椅子

を出して坐っていた。

　自分が言ったこととはいえ、こういう聞き分けの

良さを見せられるとアイオナとしては妙な気分にな

る。

　性格はひねているくせにダーシュにはそういう妙
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な律義さというか、真面目さのようなものがあるの

だ。

「ダーシュ」

「何だ？」

「シフォネが今夜のことを心配してるのよ。あなた

の方から問題は無いと伝えてくれない？」

「ああ、あの男が求婚に来るという話か」

　さすが、ダーシュは察しが良い。

「大丈夫。私は全く気にしていません」

　おや？　と思うくらいの素敵な笑顔でダーシュは

シフォネに語りかけた。

　何よその笑顔は？　と思って見ている内にアイオ

ナは気付いた。

　以前からダーシュはやけに外面がいいと感じてい

たのだが、どうも違うようだ。

　素敵な笑顔は単なる営業用というか、社交用の仮

面に過ぎない。

　それがやけに素敵に見えてしまうのはダーシュが

美形だからだ。

　何だか悔しいがそれを認めざるを得ない。

「アイオナは神前で誓った我が妻です。この事実は

人の身で動かせるものではない。たとえペルギュレ

イオン競技会優勝者と言えどもね」

　穏やかに、しかしはっきりとした口調でダーシュ
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は言い切った。

　その言葉に、静かな威厳ある態度に、アイオナは

顔が火照るのを感じた。

　よくまあそんな台詞をさらりと言えるものだ。さ

すがは王子と言うべきか。

　シフォネを見ると目が合った。シフォネの顔も少

し赧い。

　いい夫を持ったわねと言いたげな視線を送ってき

たので、さあ、それはどうかしら？　という意味を

籠めて微笑み返した。

「シゴネ」

　いきなりマルガレアが会話に参加してきた。

「シゴネ！　シゴネ！」

「シゴネじゃないわ。シフォネよ」

　鳥籠に近寄ってシフォネが笑いかけた。

「シ～フォ～ネ」

「シ……シ……シヴォネ」

　マルガレアはシフォネの口真似をするがどうも怪

しい。

「うーん。まだ上手く言えないわね」

「残念だわ。私の名前だけちゃんと呼んで貰えない

なんて」

「その内言えるようになるわよ。マルガレアは凄く

賢いもの」

あか
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「だといいんだけど……」

「シ～ヴォ～ネ～」

　マルガレアの発音はまだ怪しい。

「ホイヤムの名前はすぐに憶えていたのだがな」

　ダーシュが口を挟んだ。

「そうなの？　やっぱり発音しにくい名前があるの

かしらね」

「悲しいわ」

「大伯母上の名前はどうなのだ？」

「言えるわよ。マルガレア、大伯母様の名前は？」

　アイオナが尋ねると、マルガレアは目をぱちぱち

させてから頭を少し傾げるように動かした。

「イ～ネス……イ～ネ～ス～」

「ほう」

　ダーシュが感心したような声を出した。

「どう？　ちゃんとこっちの言っていることが判る

のよ」

「なるほどお前の言う通りだな。大したものだ」

「本当に賢いわよね」

　シフォネも感心しているようだ。

「あの……ダーシュ様はキコリーがお好きなのです

か？」

　シフォネには、ダーシュをどう呼んで良いものか

迷っている風が感じられた。
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「いや、そういうわけではない。我が妻にこの鳥と

仲良くするように言われたのです。もちろん嫌いと

いうわけではないですが」

「そうだったのですか。エリーデおば様がファナウ

スおじ様と親しくなったのも、一番よくマルガレア

の遊び相手になってくれたからというのは以前窺っ

たことがあります」

「なるほど。メルサリス家と仲良くするためにはま

ずマルガレアに好かれる必要があるわけですな」

「そういうことのようですわ」

　シフォネとダーシュは微笑みあった。いい感じで

はないか。

「わたしは準備の様子を見てくるわね」

　アイオナが立ち去ろうとするとシフォネが付いて

来た。

　折角、ダーシュと話していたのに何で立ち去って

しまうのか。

　自分としてはシフォネとダーシュが親しくなる機

会を作ったつもりだったのだが。

「置いて行くなんて酷いわ」

「だって、あなた何だかダーシュに気後れしてるみ

たいだったから。色々と話せば慣れるかと思って。

そんなに悪い人じゃないのよ」

「それは十分判りました」
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「本当に？」

　アイオナは笑った。

「どうして笑うのよ？　私、あの人をいい人だと思

うわ」

「後で本人に言ってあげて。ただしわたしが居ると

きにね。どういう顔をするか見たいから」

「やけに意地悪な言い方をするわね……わかった

わ！　妻としての余裕の為せる業ね！」

「さあ、それは……どうかしら？」

　シフォネの勘違いが可愛らしい。

　アイオナがどうして今の状況に立ち至ったかを話

せば驚くのではないだろうか？

　それを考えるとまた楽しくなってきて口元が緩む

のだった。

　　　＊

　日が沈む頃宴会が始まった。特に開始の合図があ

るわけではなく、何となく始るのが常であり、今回

もそのように始った。

　それを見越して料理は出来た順から宴会の卓に運

ばれてゆく。そして今も出撃を待つ料理が次々と厨

房で作られている。

　毎回、料理は十数種類は用意されるが、今回は皿

わざ

ゆる
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数を多目に、二十種類ほどの料理が並ぶことになり

そうだ。

　肉を焼く音、野菜を炒める音、包丁で食材を刻む

音などの、小気味よい調理の気配と共に、肉の焼け

る良い匂い、野菜を炒める良い匂い、魚介スープの

素晴らしく良い匂いが漂ってくる。

　料理は商会の本拠地、ローゼンディアのカプリア

地方や、レプトレス島の料理が中心だが、それ以外

の地方のものもある。

　更にアウラシールの、つまりリムリクやジルバラ

の料理もある。

　特にジルバラの料理は香辛料を豪快に使うため、

とんでもなくいい匂いがする。

　その香りは胃袋にとって攻撃的なほどだ。

　商会員やその他商会で働いている召使い達などは

もう席に着いて食事を始めている。

　まだ全員が揃っていないがこれは堅苦しい宴会で

はない。

　何となく始めて何となく終わるようなものなの

だ。第一、皆が揃ってから始めていては折角の調理

が冷めてしまうではないか。素晴らしい料理に対し

てそれは冒涜というものであろう。

　とはいえ一応開始の合図がないわけではない。最

初の料理が並んだ段階で商会員と、手伝ってくれた

ぼうとく
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人たちを相手にファナウスが乾杯を宣言して開始す

る事になってはいる。

　以降、ある程度参加者が増えたとみると乾杯が追

加される仕組みであり、当然中盤以降は乾杯地獄へ

と突入していく。

　普段はそれほど飲まないファナウスであるが、こ

ういう宴会の時は物凄い量を飲む。

　それでいて大概けろりとしているのだ。どうも

元々酒には強いようなのだが、普段余り飲まないの

は、自称「酒飲みではない」かららしい。

　串焼きの肉や、魚介スープ、リムリク風のディー

フが主体の生野菜盛りが最初に並び始めた。どれも

食欲をそそる料理だが、香りに関してはやはり肉の

圧勝かと思う。

　香辛料と塩だけでなんでこんなに良い匂いがする

のか。良い味がするのか。肉は偉大だ。

　魚介スープはカプリア風のものでアイオナ含め、

商会の者なら大抵が慣れ親しんだ一品である。アル

サム油を使い、やや黄金の混じったような透明感の

あるスープになっている。

　今あるものは海老と貝と人参、玉ねぎを使ったも

のだがその他の組み合わせもある。そしてどれもが

美味しい。

　魚介スープって何であんなに美味しくなるのかし
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ら？　アイオナはいつも不思議でならない。

　ディーフは濃い緑色をした香りの強い野菜で、肉

料理の付け合わせに用いられることが多いが、リム

リクでは玉ねぎやアペリコと一緒に刻み、大量に皿

に盛って野菜として食べるのだ。アペリコの赤と

ディーフの緑が鮮やかで、目にも嬉しい。

　味付けはティモネの絞り汁やアルサム油などで和

えるのが一般的だが、ザクロのソースをかけて食べ

ることもある。かなりいける。

　そんな料理を食べつつ楽しくやっていると、間も

無く親しい人たちが到着し始めた。

　最初に現れたのは商人ハルラナムの息子、エル

ルークと店の商会員だった。

　商会員はアイオナもよく知っている男であり、従

者のような体裁で付いて来ているのである。

「ファナウス様。無事ディブロスにご到着なさいま

したことお喜び申し上げます」

「ありがとう。お前こそ元気そうで何よりだ」

「ディラ・アイオナ。本日はお招きありがとうござ

います。お父上が無事に到着なされたことお祝い申

し上げます」

　ディラは既婚者への敬称だ。エルルークとは子供

の頃からの付き合いなので他人行儀な気がしないで

もないが、元々こういう人なのだとアイオナの方で

あ

814



も慣れている。

　ファナウスとエルルークが抱擁を交わしている間

に、エルルークの従者がアイオナに挨拶をしてき

た。

「ディラ・アイオナ。本日はお招きありがとうござ

います。ファナウス様が無事に到着なされたことお

祝い申し上げます」

「ありがとうございます。あちらにお席を用意して

ございますのでどうぞ。ハルラナム様は後でお着き

になられるのでしょうか？」

　そう尋ねると従者は顔を曇らせた。

「……実は、我らが主人は今日はこちらにお祝いに

上がることは出来ませんのです」

　アイオナはかなり意外に思った。父の親友である

ハルラナムが姿を見せないなんて。

「何かご不幸があったのですか？」

「それは私からご説明いたします」

　エルルークの話によると、今日は朝から全く起き

てこないのだという。

　何度も起こそうとしたが、寝惚けたようにもぞも

ぞ動くだけで全然駄目なのだそうだ。

「ご病気なのではないかしら？」

「そう思って今医者を呼びにやっております。今頃

は家で診察をしているかも知れません」

ほうよう
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「それは大変なことですね」

　アイオナとしても心配だ。父の親しい友人であ

り、自分も子供の頃から知っている人だし、とても

可愛がってくれた人でもある。

「本人も楽しみにしておりましたのでお祝いに上が

れず申し訳ない」

「どうかお気になさらずに。あとでお見舞いに窺っ

てもよろしいでしょうか？」

「誰かに一服盛られたんだろう」

　全く空気を読まない父ファナウスであった。そし

てアイオナを押しのけるように前に出て来るとエル

ルークに質問をし始めた。

「奴は昨日は家で食事をしたのかな？」

「ええ……はい。外食はしておりません」

「なんだ。自宅で毒を盛られたのか。恐ろしい話だ

な。いや、情けない話とも言えるか」

　アイオナは首をひねっている父ファナウスの脇腹

を肘で突ついて自制を促したが、無駄であった。

「最近、奴が新たに取り引きを開始した相手で、

ちょっと珍しいような、変わったような……そんな

相手はいるかね？」

「変わったような、珍しい相手ですか？」

　今度はエルルークが首をひねる。

「……さあ。心当たりはありません」

816



「そうか。何かあるとしたらその辺なんだがな」

「ちょっと父様いい加減にして下さい」

　病気で寝込んでいる親友に対して何という言い種

だろうか。

　誰が自宅で毒を盛られるというのか。間抜けにも

程があるというものだ。

　そもそもハルラナムの自宅には専属の料理人がい

るし、使用人だって皆知った顔のはずだ。

　仮に新人がいたとしても、それなら何でただ眠り

こけるような毒を盛るのか。

　折角盛るのならば死ぬような毒を使うはずだし、

そもそも毒殺は重罪だ。

　殺すことが目的ならば刃物を使った方がまだ市当

局の心証も悪くないだろうし、毒よりも労力がいる

分、確実性も高いだろう。

　それにしても何で毒を盛られたと即座に断定でき

るのか。

　何か根拠があるのだろうか？

　……あるのかも知れない。何と言っても父が言う

のだからそうかも知れない。

　しかし的中するときは巫女か予言者のように物事

を中てる父だが、外すときはどうしようもないほど

悲惨な外し方をすることが多い。

　あくまでアイオナの個人的な予想だが、今回は父

あ
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ファナウスは予想を外しそうな気がする。

　いくら何でも、あのハルラナムが自宅で毒を盛ら

れるというのは考えにくいからだ。

「まあ……狙いは簡単だな。ハルラナムが今日ここ

に来ると困る奴がいるのだろう。誰かはわからん

が」

　言いながらファナウスは辺りを見回した。

　周囲にいるのはいつもながらの面々だ。ファナウ

スが首を回しているのに気付いて、男衆の一人が嬉

しそうに杯を上げて挨拶をしてきてる。

「さてこの中にいるかどうか」

「父様、それは有り得ないと思います」

「 お 前 は あ っ ち の 連 中 が 疑 わ し い と い う わ け だ

な？」

　飛び込みで参加してきた連中向けの増設宴会場の

方を頤で示した。

　結局商会に押しかけてきた怪しい連中は、揃って

そのまま宴会にも参加することになったわけであ

る。

　そうせざるをえなかったというべきだろうが、こ

うして席を用意する側からすればあまり面白くな

い。

　疑惑も向こうというものであるが、それとこれと

はまた別の問題ではある。

あご
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「それは……」

　アイオナは言い淀んだ。印象があまりよろしくな

いからと言って、それだけで疑っても良いわけでは

ないからだ。

　無論怪しい。それは仕方ない。ただその事と、疑

念を抱く事とを直結させてしまうのはまずいのだ。

　そもそもハルラナムが一服盛られたという予想自

体が怪しいのだから、招待客を疑うことなど馬鹿馬

鹿しいにもほどがあるという気もする。

「まあ儂もどちらを疑うかと聞かれれば向こうの連

中を選ぶがな」

　ファナウスはにやりと笑った。

「ただなあ……ハルラナムが自宅で一服盛られたと

するならばだ、これはかなりの相手でないと仕掛け

られない事柄だぞ」

　なるほど。それはそうだ。どうやって毒を盛るの

か想像も付かない。

　でもそれならば、やっぱりハルラナムは急な病気

なのだと考えた方が自然ではないかとアイオナは思

うのだ。

「やはりご病気なのではないでしょうか？」

「さあなあ……それにしては不自然に感じるがな。

儂は」

「あの……お二人とも父のことを心配してくださる

よど
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のは嬉しいのですが、病気なり何なりあとで事情が

分かれば使いの者をこちらに出しますので……」

　エルルークが困ったように会話に参加してきた。

「おお、すまんな。そうしてくれると助かる」

「そうですね。お願いいたします」

　礼儀正しくエルルークに応じていると、父ファナ

ウスが呆れたような顔をした。

「何だか他人行儀だのう。お前達は子供の頃からの

付き合いではないか」

「それは子供の時のようにはいかないわよ」

「はい……ええ、それにアイオナさんはもう結婚な

さっているわけですし……」

　ファナウスにそう言われて、しどろもどろに言い

訳をするエルルークを見ていると可哀相になってく

る。悪い人ではないんだけどな。そんな風に思う。

　そんなエルルークと従者を宴会の席に案内して戻

ると、ファナウスは今度は神官のヴェラニアス・ペ

リステスと話していた。

　おそらく今到着したのだろう。ヴェラニアスはケ

ルサイオン大神殿の高位神官であり、ファナウスが

ディブロスに来ると必ず会う相手だ。

　二人は若いときからの友人同士であるという。

　ヴェラニアスは理知的な感じだが少し厳しいとい

うか難しそうな顔立ちをした男性で、短くした灰色
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の髪と青い目をしている。

　背はファナウスよりも少し高いが、体格はファナ

ウスの方が遥かにがっしりしている。

　ヴェラニアスは白地に青い縁飾りのゆったりした

神官服を着ていた。ファナウスは朝見た時と同じ恰

好だ。

　二人のすぐ後ろには大柄な男性神官が立って微笑

んでいた。

　この人物も神官服を着ていたが、その服はヴェラ

ニアスのものよりも簡素だ。一般の神官が着る衣服

である。

　彼はネサリウス・ゴルティアスという名の神官戦

士である。普段はディブロス周辺の警邏活動を行

なっているらしい。

　いつも微笑みを絶やさない穏やかな人物だが、山

のような筋肉を纏っているために、よく人から怖が

られて傷付いている。

　解放奴隷の自立支援活動に積極的で、最近ではメ

ルサリス商会にもよく顔を出す。スィサが居るため

だ。

　引き攣った顔をして後退るスィサの姿に大いに傷

付けられているようだが、スィサを責めることは出

来まい。

　あの外見で迫られたら誰だって恐怖を感じるだろ

け い ら

まと

あとじさ おお
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う。

　筋骨隆々の大男が猫撫で声を出しながら、笑顔で

近寄ってくるのだ。これは恐い。

　ネサリウスはスィサに怖がられても、それでもめ

げずに毎週やって来る。

　少しでもスィサの気を惹くために、花やお菓子を

持ってくる辺り、涙ぐましいものがあった。

　彼はスィサを引き取ったアイオナの行為を絶賛

し、とても好意的だが、アイオナとしては何という

か……何となく親しみきれないものを感じている。

別段あの体躯が恐いというわけではないのだが、何

故だろうか。

　ネサリウスもアイオナに気付くと近寄ってきた。

「ディラ・アイオナ。ご機嫌よう。本日はお招きあ

りがとうございます。お父上が無事に到着なされた

ことお祝い申し上げます」

「ありがとうございます。今日はヴェラニアス様の

お付きですか？」

「はい。私などが顔を出すのは場違いかとも思いま

すが申し訳ない」

「そんなことはございませんわ。父も喜びます」

「そう仰っていただけると嬉しいです」

「スィサなら厨房の方を手伝っていますわ」

　先回りしてアイオナが言うと、ネサリウスは溜息
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を吐いた。

「神殿の教室の方にも来てくれると嬉しいのですが

……」

「同感ですわ。学問ならば商会の方で教えられます

が、同年代の友人と接することも大切ですもの。私

の方からも言って聞かせます」

「そうしていただけると大変ありがたいですね」

　ネサリウスは微笑んだようだが、常に柔和に微笑

んでいるような顔なので表情の変化がよく判らな

い。ただ、微笑みのまま顔が固っているというか、

顔の筋肉を締め上げるようにしているなと思った。

　スィサはとにかく仕事をしたがる癖がある。

　それは商会としてはとても助かるのだが、彼女の

ためを思うならば神殿の教室に行くべきだ。そこで

は学問だけでなく体育や、色々な催物を行なって子

供達を教育している。

　生徒たちは一般家庭の子供が中心である。貴族の

子供は大概、家庭教師を招くか専門の教室へ行くか

するので、この教室に来ることはない。

　こうした教室では一般家庭の子供だけでなく、解

放奴隷や、貧民の子供なども分け隔て無く受け入れ

ている。

　そして才能のある子供には文官や兵士、あるいは

神官への道が用意されているのだ。

823



　何度かスィサにも行くように勧めたのだが、読み

書き算術ならば商会で学べるし、商会にいればいく

らでもやる仕事はあるしで中々神殿の教室へ行きた

がらない。

　しかし、やはり行かせるべきだろう。彼女のため

を思うならば。

　ネサリウスを宴会の席に案内して戻ると、今度は

見慣れない家紋を付けた馬車が商会の前に停まって

いた。御者とは別にお仕着せを着た従者が乗ってい

る。貴族だろう。

　従者が扉を開けると、中から綺麗な服を着た若い

女性と年配の女性が降りてきた。

　二人とも服は夜会用の盛装であり、髪も見事にま

とめた重装備であった。もちろんばっちり化粧もし

ていた。

　まるでこれから戦に出るバラカー船である。実に

見事な艤装ではあるが、場違いも甚しい恰好だと言

わざるを得ない。

　一体どこと、誰と戦うというのか。

　従者を先頭に立て、親子と思しき２人の淑女が歩

み寄ってくる。

　少し嫌な感じだなとアイオナは思った。

「……こちらがファナウス・メルサリス殿の到着祝

い宴会場ですかな？」

ぎ そ う はなはだ

おぼ
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　慇懃さが感じられる態度で従者がアイオナに尋ね

てきた。

「こちらがそうですわ」

　答えてやると、従者は背後にいる母親であろう方

の淑女に報告している。

　その後は振り返ってアイオナを見ただけだ。何も

言ってこない。

　しかしアイオナには相手の考えていることが判る

気がした。早く自分たちを席に案内しろというの

だ。

「失礼ですがこの宴会は高貴なる貴族の方が参加な

されるようなものではないと思います。無事に海を

渡ったことを祝う、商人達のささやかな祝賀会です

もの」

　それにこの宴会には上品な方々が驚くような人々

が集まっている。

　参加しているのは体が資本の船乗りや、港で働く

男衆たちである。

　体格の良いごつい男が多いのはもちろんだが、刺

青をした者も相当いる。そんな宴会なのだ。

　当人達は飲んで、食べて、陽気に騒いでいるだけ

だがかなり迫力がある。

　メルサリス商会と関係ない立場から見れば、荒っ

ぽい感じがするだろうし、怖がられても不思議はな

いんぎん
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い。

　しかしそこまでの説明をアイオナはしなかった。

悪意という程ではないが、そこまで教えてやる義理

は無いと思ったのである。

　だが従者は敏感に反応した。不快そうな顔付きに

なったのである。

　アイオナの物言いに若干の皮肉が籠もっていた事

もあるだろうが、元々貴族は陰湿な悪意には敏感で

ある。

　彼らは嫉妬の沼に住み、悪意を呼吸して生きる魚

のようなものなのだ……と言っては言い過ぎだろう

か？

　もしもこうした言い回しをルキアが聞けば、手を

打って同意しそうである。

　尤もアイオナが会っているのはエルミラであって

ルキアではないが。

　アイオナはルキアという人物の存在すら知らない

し、二人で意見の一致をみることなど現状では有り

得ないことなのだ。

　従者は軽く咳払いをした後でじろりとアイオナを

睥んできた。

　アイオナは平然とその目を見返した。

　だがこのくらいが退き際だろう。優雅に腰を折っ

て一礼した。

もっと
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「どうかお気を悪くされませんよう。昼に祝賀の挨

拶を受け取っております。大変ありがとう御座いま

す。ご満足いただけるとは到底思えませんが、あち

らにお席を用意して御座います」

　アイオナは貴族としての教育を受けている。礼法

に間違いはない。

　その挨拶に従者も驚いたのだろう。意外そうな顔

をしていた。

　どうせアイオナのことをここで働いている召使い

か何かと思っていたのだろうから。

　その一行を増設した会場の方へ案内すると、すぐ

に次の馬車が来た。また貴族だった。

　これも同じように応対すると、また似たような馬

車が来た。これまた貴族だった。

　その次は神殿の馬車が来た。神官に付き添われて

若い娘が降りてきた。

　おそらくどこぞの高位神官の身内か。そんなのが

何件か続いたが、どれも必ず若い娘が降りてきた。

　次々と軍船が集まってくる。どいつもこいつも戦

闘装備である。

　なるほど、どうやら我が宴会場は海戦の場となっ

たらしい。迷惑な話である。

　どうなっているんだと思っていると、乗り合い馬

車がやって来た。
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「フィア・アイオナ。ご機嫌よう」

　明るい声でそう言われて、ゼルヴィス・アナクシ

スと彼の従者と思われるグライアス氏族の青年三人

が馬車を降りてきた。

　フィアだって？　既婚者なのだからディラでなけ

ればおかしい。咄嗟にそう思ったが大伯母から聞い

た話を思い出した。

　ゼルヴィスは自分に求婚するためにここに来たの

だ。

　だったら既婚者だなどと思うはずがないではない

か。

「ご機嫌ようゼルヴィス様。お待ちしておりまし

た」

　挨拶を返しながらアイオナは一行が乗ってきた馬

車に目を遣った。驚いたことに乗り合い馬車であ

る。

　間違いなく一番身分が高い一行が、市内の乗り合

い馬車でやって来たのだ。

　わざとか？　それとも無自覚か？　どちらにして

もやるものだ。アイオナは思わず微笑んでしまっ

た。

　しかも全員普段着であるようだ。

　そう判断したのは、彼らはゼフロシア地方の人間

であり、アイオナの出身地であるカプリア地方とは
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服装が違うからだ。

　ローゼンディア王国は広大であり、大きく東西に

分けられるがゼフロシアは西部ヘクティスの南部域

に該当する。

　そこではリメノンと呼ばれる服が着用される。東

部イーシュリアでは貫頭衣型のスニオンと呼ばれる

衣服が一般的だ。

　ただしイーシュリアでもテレマイア地方は別であ

る。

　ここは歴史的にも文化的にもゼフロシアの影響を

強く受けているので、テレマイアではリメノンが一

般的な衣服になる。

　尤も同じリメノンとは言ってもテレマイアのもの

はゼフロシアとは形式が違っているので、一見して

判るものではある。

　今ゼルヴィス達が着ているのはゼフロシア式の男

性向けリメノンである。

　おそらく朝に船上で見た恰好と同じであろう。今

はその上にフォルティオンと呼ばれる上着を着用し

ている点が違うが、生地は亜麻布だし、あくまで一

般的な普段着であると思われた。

　先程の貴族たちのような贅沢さとは程遠い恰好を

しているわけだ。

　しかしこの宴会にはこういう服装の方がずっと似

もっと
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つかわしい。

　ただ普段着なので、気合いを入れた宴会用の戦闘

装備と戦えば一方的にやられてしまうかも知れな

い。アイオナはちらとそんなことを思った。

「我が家の家臣達です。三人も連れて来てしまいま

したが構いませんか？」

「もちろん。歓迎いたしますわ」

　アイオナが微笑むとゼルヴィスは後ろを振り返っ

た。

「お前達。今の言葉をあまり本気にするなよ。飲み

食いをするのはいいが私の顔を潰さぬように頼む

ぞ」

　三人ともゼルヴィスと同じくらいの年齢の若者で

ある。皆体格も良く、さぞや食べるであろう。

　そこを見越しての主ゼルヴィスの冗談であった。

一行は笑い、アイオナも笑った。

「大丈夫ですわ。ここに居るのはほとんどが船乗り

や港で働く男性方ですもの。普段からそれはもうよ

く食べる方達です。その彼らが十分満足できるだけ

の食べ物が用意してございます。安心してお召し上

がり下さい」

「とアイオナ嬢は仰っておられますが、若、我々は

どちらの指示に従ったらよいのでしょうな？」

　従者の一人が意地悪く尋ねると、ゼルヴィスは苦
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笑した。

「わかった。お言葉に甘えて好きなだけ飲み、食う

が良い」

　従者の言葉がアイオナには引っ懸かった。自分は

既婚者なのだ。仮初めの夫婦だが。

　既婚者に「嬢」はないであろう……そう思った

が、すぐにゼルヴィスがここに来た理由を思い出し

た。

　彼はアイオナをまだ独身だと思っているのだか

ら、その家臣達も同じように考えているに違いな

い。

　どのみち真実をここで言うわけにはいかない。何

事にも時機というものがある。

　何より今この場の雰囲気が良好なのに、そこに火

種を投じる必要などないではないか。

　そう考えてアイオナは何も言わずにゼルヴィス一

行を案内した。

　この人達を先の貴族達と同じにするのは少し心苦

しかったが、席数の問題上、追加で用意した方の倉

庫へ導く事にした。

　最初の会場はすでにメルサリス商会と、親しい人

たちで埋まってしまっているのだ。

　肉料理が多いので、辺りには肉の焼ける良い匂い

が葡萄酒の香りに混じって煙のように漂っている。

か り そ
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　肉料理は牛肉の炙り焼き、豚肉の煮込み、ロスメ

ニア料理で有名な野兔のソース煮込みなどのローゼ

ンディアでは一般的な肉料理に加えアウラシール風

の鳥肉、羊の挽肉の串焼きが用意された。

　魚料理はレプトレス島名物、鮪の炙り焼きに海老

と香草の素揚げ、濃厚な旨みが堪らない魚介スー

プ、それに宴会料理の真打ちとも言えるヌムル・

ディフカーレが用意されている。

　特にヌムル・ディフカーレはその匂いが何とも堪

らない。

　この世にこんなに旨そうな匂いがあるのかという

匂いがする。ファナウスなどは町を歩いていても、

この香りが流れてくるとそれに釣られてふらふらと

店に入って行ってしまうこともあるほどだが、アイ

オナにもその気持ちは判るので文句は言えない。

　これは古来より「食べ過ぎに注意せよ」と哲学者

までが言っているローゼンディア人の大好物なの

だ。

　野菜は炒めものに蕪のラヴィーゾ、それと魚介と

生野菜を和えた物が二品用意された。

　ラヴィーゾは大蒜とアルサム油を使った具材の煮

込みであり、野菜に限らず魚介や肉など色々な種類

がある。味と香りの滲みたアルサム油はパンやウナ

の付け汁にするのが一般的だ。

まぐろ

にんにく
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　生野菜と魚介の和え物はカプリアでは一般的な料

理である。マグブレオンという。生野菜だけでなく

果物が使われることも多い。

　パンはなく、代わりにふかふかのウナが用意され

た。

　これはアウラシール式に肉を焼くために商会の厨

房にクグール窯があるからで、それを使ってウナを

焼いているのだ。

　アウラシールにはクヌールと呼ばれる円筒型の窯

がある。クグール窯というのはローゼンディア式の

呼び方なのだ。

　これは遥かな古代から在る円筒型の焼き窯で、ア

ウラシールで生まれたものだという。

　便利なので周辺諸国でも一般的な焼き窯として広

まっている。ナーラキア帝国ではクグルゥと言われ

ていた。これで肉やウナを焼くのである。

　窯の構造上、余分な脂は下に流れてしまうので肉

を入れれば表面はぱりぱりに、中は旨みたっぷりと

いう理想的な焼き上がりになる。

　例えば鳥肉であれば様々な香辛料や塩、ヨーグル

トを混ぜたものに半日ほど漬け込んでからじっくり

と焼く。かぶり付くと酸味と塩味、肉の旨みと香辛

料が渾然一体となって口の中に拡がる。それがたま

らない。
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　もちろんこの窯を設置させたのはファナウスであ

る。

　この他にも魚介のイムリパや、ジルバラ地方のタ

バラが三種類用意されている。

　イムリパは肉や魚介類の炊き込み飯でアウラシー

ルだけでなくローゼンディアでも一般的な料理だ。

　アウラシール式のイムリパは大きく分けて二種類

あり、ジルバラ地方の作り方が本式だと言われてい

るが、かなり手間が掛かる。なのでそれ以外の三地

方の作り方の方が一般には広まっている。リムリク

のものもそれだ。

　タバラはアウラシールでは一般的な、見た目が黄

土色のスープという感じの煮込みである。香辛料を

たっぷりと使った料理であり、地方によって物凄く

沢山の種類がある。

　ただしタバラというのはローゼンディアなどの外

国から見た場合の呼び名であり、アウラシールでは

タバラという名の料理はない。それは料理法の名前

であって料理の名前では無いのだ。

　そして麺もある。鰯とセムネモという香草を使っ

た麺料理はカプリアの代表料理の一つである。とて

も美味しい。もちろん用意してある。

　麺と言えばイオルテス地方が有名だが、アイオナ

を初めカプリア地方の者は大抵が、自分たちの方が

いわし
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麺料理は上だと思っている。

　大体イオルテスの料理はどれも白一色で目に楽し

くないのだ。もっと彩りということを考えた方がい

い。

　これらの料理が出来た順に供される。先程エルミ

ラ達が作っていたストゥラニとかいうトラケスの料

理？　も大きな籠に入れられて出て来た。

　客達はそれを好きなように食い、合間に葡萄酒を

飲むのだ。

　飲んでいる内はまだいい。宴会が進行していく

と、食べる合間に余計な事が始まる虞がある。

　まだ殴り合いこそ始まっていないが、笑い声など

かなりやかましくなって来ているし、何より荒っぽ

い男が多く集まっている。酔ってグラティオンなど

始められる可能性もある。

　そんな所へアナクシス海将家の人間を置いておく

わけにはいかない。

「盛況ですね。皆楽しそうだ」

　宴会の様子を見てゼルヴィス殿は引くかなとアイ

オナは思っていたが、どうもそうではないようだ。

楽しそうに見ている。

　彼もまた海の一族。こうした男たちの集まりにも

慣れているのかも知れない。

　でも海の一族とは言え、最上位に位置する貴族が

おそれ
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こんな集まりに顔を出すことがあるのかしら？

　そこだけが少し不思議だった。

　商会長たるファナウスの娘である自分に絡んでく

る馬鹿もいないが、とにかくさっさと別会場の方へ

案内しようと思って歩いていくと、移動の途中で父

ファナウスがこちらを見付けて歩み寄ってきた。

「ゼルヴィス殿ようこそ！　しかし海を庭とされる

グライアス氏族の方にとっては到着祝いの宴会など

大袈裟に感じられるかも知れませんな」

「そんなことはありませんよ。海では何が起こるか

判りません。どこまで行っても陸とは違う場所なの

です。それはあなたにもお判りでしょう？」

　メルサリス家も又、海の女神トリュナイアに属す

る一族である事を知っての発言であろう。嫌みは感

じなかった。

「これはしたり。言われてみればそうだ。私も、我

が妻のポルティアス家もまた海の神々の系譜に連な

る一族。お言葉の通りです」

「これはゼルヴィス・アナクシス殿ではありません

か。この宴会に一体どうして？」

　父の後ろから現れたヴェラニアスが不思議そうに

ゼルヴィスに尋ねた。

　その気持ちはアイオナにも理解できた。アナクシ

ス家ほどの上位貴族の人間が、こんな一般の宴会に
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顔を出す方が珍しいのだ。

　珍しいと言えば、宴会に参加することよりもアイ

オナに求婚することの方が余程珍しい……いや異常

とさえ言える。家格が違いすぎるからだ。

「アナクシス家のあなたが参加なされるような宴会

ではないでしょう」

　アイオナは、おや？　と思った。ヴェラニアスが

口にしそうもない言葉だったからだ。

　身分とか家格とか、そういうことを気にする人と

は思っていなかった。むしろそういう区別には批判

的な人だと思っていたのだ。

　――いや、それはつまりこういうことかも知れな

い。

　わざわざそういう言葉を意識して口にしているの

だと。

　とすれば何か意味がある事になる。ではその意味

とは何か。

「ええ。まだ公には出来ないのですが特別な事情が

ありまして」

　そう言ってゼルヴィスはアイオナの方を見た。

　まずい。目が合ってしまった。思考を巡らせ始め

た矢先にそんな風に目を合わされてしまってアイオ

ナは慌てた。

　どうしたものか一瞬考えたが、アイオナは曖昧に
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微笑んでおく事にした。

「それに宴会にも格式があるというのは同意します

が、その事と参加者の家柄とは別の話でしょう。そ

もそも高位の神官であるヴェラニアスも参加してい

るではないですか」

　ゼルヴィスは高位神官を呼び捨てにした。その事

にアイオナはひやりとしたが、ああそうだ、この人

は競技会の優勝者なのだったとすぐに納得した。

　しかし、わざわざ自分の倍ほども生きている男性

を呼び捨てにするものだろうか？

　アイオナは競技会優勝者がそうした権利を持つ事

は知っているが、実際に会った優勝者はゼルヴィス

だけである。他の例を知らないので何とも言えな

い。

「はは。まあ確かに。しかし私はこちらのファナウ

スとは若い頃からの親友でしてな。それが無事に到

着したと聞けば共に祝いたいと思うのです」

　ヴェラニアスには不愉快さを感じている気配はな

かった。高位神官ともなると、こうしたことにも慣

れているのだろうか。

「同じですよ。私もファナウスが無事に到着したこ

とを祝いたい。その気持ちでここに参りました」

　父親も呼び捨てにされたが、既にそういうものだ

と知っているのでアイオナは不愉快には思わなかっ
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た。ただ、慣れなかったが。

「アイオナ。ゼルヴィス殿をお席へ案内なさい」

「はい父様」

　父に言われてアイオナはゼルヴィス一行を連れて

その場を離れた。

　何故ヴェラニアスがあんな話を振ってきたのか気

になっていた。増設した会場の倉庫はすぐ近くであ

る。

　途中少し暗い所を歩いて行く内にはっと気付い

た。

　父が何か話したのだ。間違いない。

　おそらくメルサリス商会のことを危ぶんでくれて

いるのだ。ヴェラニアス様は父の昔からの親友だ。

そうに違いない。

　となると話の本命はむしろゼルヴィスの背後のア

ナクシス海将家なのでは？

　そういえばゼルヴィスの父である現役のイェラオ

ス海将はどうなったのだ？　大伯母の話に寄れば宴

会に参加するとの事だったが、あとで来るのだろう

か？

　そんな風に思ったが、今は考えている時間はな

い。

　少し歩くと増設した会場に着いた。

　そこは父や商会の人たちが楽しくやっている会場
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と同じ作りだったが、雰囲気がまるで違う。陽気さ

とか楽しさとは程遠い感じなのだ。

　向こうのように騒がしくないのはまことに結構だ

が、この感じは嫌だとアイオナは思った。

　卓に並べた料理はどれも手を付けられた形跡がな

い。綺麗に並べられたまま冷えてしまっている。

　こんな席で出る料理は口にできないということ

か。

　そう思った途端、アイオナは頭に血が上るのを感

じた。しかしすぐに冷静になって考え直す。

　所詮この人達は別の世界の人間なのだ。価値観が

違うのは当たり前。

　だったら来るなという感じだが、そこは彼らなり

の理由があるのであろう。それに付き合わされるの

は業腹だが、それを表に出すほどアイオナは愚かで

はない。

　地面に置かれたラフォリアには動いた形跡があっ

た。

　なるほど咽だけは湿らせているわけかと思った。

　ラフォリアは葡萄酒を入れるための、下が窄まっ

た素焼きの壺である。

　ここでは交易用の物が専用の置き台の上に直に並

べられている。

　交易用のラフォリアは先が尖っているために地上

すぼ
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には立たないのだ。砂地なら突き刺せるが、そうで

ない場合は青銅製の置き台を使って置く。

　何故こんな形をしているかというと、船積み時に

は専用の木の置き台があり、そこに差すようにして

並べるからである。

　一般に使うラフォリアは卓の上などにも置ける形

をしているが、ここでは運搬用のものが使われてい

る。

　何故かと言えば、船から降ろしてそのまま飲む方

が手間が省けるからである。

　しかしここに居る人たちは、古代の物語などが描

かれた豪華なラフォリアに入れられた葡萄酒しか飲

んだことがないのであろう。

　でもそれも運ぶときにはこの運搬用のラフォリア

に入っていたのだけれどね。

　ちくりとそんなことを思いつつゼルヴィス達を席

へ案内する。

「ようこそゼルヴィス殿。歓迎いたします」

　大伯母が出て来て丁寧に挨拶をした。

　それを合図にしたかのように、いけ好かない客達

は一斉に反応してゼルヴィス達一行の方を見た。

「お招きありがとうございます。従者も連れて来て

しまいましたが許されたい。一人で出歩くと父が怒

るのですよ」
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「まあ、それは……」

　大伯母は上品に微笑んだ。ゼルヴィスも微笑ん

だ。良い感じではないか。

　その周囲では戦闘艤装の娘を連れたこれまた戦闘

艤装の母親や、親族の女性達が息を殺して合戦の口

火が切られるのを待っている。

「こちらへどうぞ。船荷そのままで、移し替えては

おりませんが良い葡萄酒です。こちらの皆様も楽し

んでおられます」

　そんな空気を察しないはずはないのに大伯母は静

かに、丁寧にゼルヴィス達一行を導いていく。

　然りげ無くやるなあとアイオナは思った。大伯母

もおそらくこちらに集まった客には良い感情を持っ

ていないのだ。

　ラフォリアを並べた側には大きな卓が出されてお

り、その上には葡萄酒に加えるための蜂蜜や、乾燥

させた香草の入った壺と一緒に大きなスクラリオン

が、でんと置かれてある。

　これは葡萄酒を希釈するための給湯器である。中

に炭を入れて加熱するようになっており、蛇口を回

せばお湯が出るのだ。

　お茶に使うカペレースの仲間のようなもので、こ

れで葡萄酒を割って飲むのである。水で割る人も多

いが冬場には大体がお湯で割って飲む。
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　まだ冬には早いということもあり、水で割る人も

いるようだ。向こうの宴会場でもそうだったが、こ

ちらでも水で割った形跡があった。

　ゼルヴィス達が席の前に着くと合戦の開始であ

る。

　すぐに息を詰めていた貴族達が動き出した。あか

らさまではないものの、誰もが良い位置取りを得る

ために他人を静かに押し退けようとしている。

　その様は喇叭の合図で動き出した軍船の群れをア

イオナに想起させた。

　まず最初の母娘がゼルヴィスに寄って来て話しか

け始めた。それが終わるやいなやすぐに次の親子と

いう感じで、どいつもこいつも型通りの挨拶の後、

ゼルヴィスに娘を紹介している。

　それでアイオナには謎が解けた。何故この連中

が、こんな宴会に参加したがったのかが理解できた

のである。要するに婚活なのだ。

　謎が解けると同時に父親の言っていていた事も

判った。

　大したものだ。この展開を予想していたのだか

ら。

　しかしそうなると自分がここに居てはまずいかも

知れない。

　ゼルヴィスが空気を読まずにこの場でアイオナに

843



求婚してきたら、この連中全員の嫉妬と憎悪を受け

る破目になる。それは何としても避けたい。

　アイオナはゼルヴィスに目礼すると背中を向け

て、さっさとその場を後にしようとした。

　ゼルヴィスが引き止めに出る前に逃げる心算であ

る。

　幸い、花に群がる蜜蜂のように貴族達はゼルヴィ

スを取り巻いているので、問題なく逃げ出すことが

できた。

　大伯母に引き止められるかも知れないとも思った

が、大伯母は聡明である。

　あの状況でアイオナをゼルヴィスにぶつけるよう

な真似をするはずがなかった。

　騒がしい方の会場へ戻るとほっとした。決して上

品とは言えない騒がしさが心地好かった。

　男衆の誰かが下品な叫び声を上げたが、眉を顰め

るどころか笑みが浮かんでしまった。

　いつもの感じ、いつもの宴会の騒がしさだ。素晴

らしいと思う。

　少し気分が良くなったので、アイオナもクグール

窯で焼いた鳥の串焼きを一つ取ってかぶり付いた。

たちまち口の中に旨みが拡がり、咽から鼻にかけて

香辛料の心地好い香りが抜けていく。

　肉は薄く焼き目が付いていて、表面のパリッとし

ひそ

844



た食感に対して中は柔らかく、噛むと浸け置きにし

た旨みをたっぷりと含んだ熱い肉汁が口中に溢れて

くる。

「お嬢さま。これもどうぞ」

　商会員の一人が、湯で割った葡萄酒を差し出して

きた。

　……この後のことを考えると少し躊躇うものが

あったが、結局は受け取って飲んだ。

　うん。美味しい。いい葡萄酒だ。

「あの……アイオナさん、これもどうぞ」

　振り向くとエルルークが小皿に取り分けた魚介の

マグブレオンを持って立っていた。

　さすがにエルルークも、ここではディラ・アイオ

ナと呼びかけてはこない。

　魚介のマグブレオンは白身魚とイカと海老、胡瓜

と玉ねぎとアペリコを刻んだものだが、味の傾向と

してはディーフの生野菜盛りに似ている。というか

同じ系統の料理と言って差し支えない。

「これも。美味しいですよ」

　二つ目の小皿にはイベル貝とリフォルテの葡萄酒

蒸しが取り分けてあった。

「ありがとう」

　礼を言って受け取ったが言われるまでもなく、美

味しいことなど分かり切っている。

た め ら
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　料理を出しているのはこちらなのだ。そちらは客

ではないか。そう思ったが、その指摘はしなかっ

た。

　――悪い人ではないんだけど……。

　毎度の事ながらそう思ってしまう。エルルークに

はこういう間の抜けた所がある。

「いい宴会ですね」

「いつも来てくれてありがとう」

「……」

　エルルークには会話の継ぎ穂がないようだ。こち

らから提供してやらなくてはならないようだ。

「そういえば市の南の方で戦いがあったらしいわ」

　最近仕入れた話題を向けてやる。

「はい。どうも奴隷商人みたいですね」

　奴隷商人だったのか。砂糖商人だと聞いていたが

そうなると話は違ってくる。

「戦ったのは市の警邏部隊？　それとも義勇兵？」

　嫌な予感がしつつ、アイオナは敢えて義勇兵とい

う言い方を使った。

　一部過激派の神官を中心とした奴隷商人狩りの事

は知っている。恐ろしい話も聞いている。

「はい。僕も砂糖商人が襲われたと最初聞いたんで

すが、どうも奴隷商人だったようです」

「そう」

け い ら
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「ええ」

　エルルークは頷いてそこで話を打ち切った。それ

でアイオナは察してしまった。奴隷商人狩りが現れ

たのだろうと。

　宴会の場で血生臭い話は避けるべきだ。

　エルルークにもそういう分別が働いたのだろう。

ちょっと間が抜けたところはあるが、彼は愚かなわ

けではない。

「そういえば材木の価格が上がっていますね」

　話の流れを変えたいのだろう。エルルークはそん

な事を言ってきた。

「そうね。それは私も感じていたわ」

「誰かが船を作っているのかもしれないです」

「誰かが？」

　アイオナは聞き返した。誰かということはないだ

ろう。

　船を作るなど、ものにもよるが簡単な話ではな

い。

　それも市場の材木価格に影響が出るほどとなる

と、並大抵の財力では作れない規模の船を作ってい

るわけだ。

　もちろん船以外の需要で材木の価格が上昇するこ

とはある。

　神殿の修繕や豪邸の建築などだが、エルルークは
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船であろうと予想している。

　おそらくそれなりの情報を得た上での予想だろう

から、まずは彼の考えを聞かせて貰おうとアイオナ

は考えた。

「船なら調べればすぐに判るんじゃないかしら？」

「それがどうも名前を表に出したくない方のようで

……」

　ほう。それは興味のある話だとアイオナは思っ

た。

「大型のタラカー船でも作っているのかしら？」

「 … … タ ラ カ ー 船 と は 限 ら な い ん じ ゃ な い で す

か？」

　声を抑えるようにしてエルルークはそう云った。

その言い方にアイオナは不穏なものを感じた。

　タラカー船とは商船である。それでないというこ

とは、つまり軍船だという事になる。

「バラカー船なの？」

　そう思ってアイオナは聞き返した。だがそれは余

り考えられない話であった。

　バラカー船の建造には莫大な資本が必要になるの

だ。まず個人では不可能だと言えるほどの。バラ

カー船は国王の命令で建造するような代物なのであ

る。

　それにミスタリア海は海神の末裔グライアス氏族

もら

ゼ フ ル ヘ ー レ イ
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が睨みを利かせている。西の方ならばともかく、こ

のディブロス近海に危険などないはずだ。

　誰と戦うというのか？　それとも西の方に出没す

るというレメンテム帝国の海賊船を相手にする船を

作っているのだろうか？

　何よりバラカー船の建造となれば戦争を前提して

いると考えるほか無い。

　レメンテム帝国と？　小競り合いならともかく、

本格的に戦争になるのだろうか？　アイオナには想

像が付かなかった。

「いや、判りません。オルカー船かも知れません

し」

　オルカー船は商船と軍船の両方の特性を持った船

である。

「そうよね。バラカー船なんて滅多に作られるはず

がないし」

「でも誰かが大きな造船をやっているのは確かなん

ですよ」

「執政館とか、グライアス氏族から出てるんじゃな

いかしら？」

　ディブロスでは船の建造となれば商工会か執政館

から出るものと相場が決まっている。

　株式仲間から出たものにせよ、行政の方から出る

ものにせよ、そこで計画がまとめられるのが常識
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だ。

「ええ。普通はそうですよね」

「公示が出ていないの？」

「はい。出ていません」

　それは怪訝しな話だった。

　建艦は大事業である。それに必要な職人や業者の

数は相当なものになる。だから船を作るとなればそ

の情報が広く公示されることになっている。

　そうやって必要な技術者などの人材を掻き集める

わけだが、雇われる側の船大工や給仕人、完成後に

乗り込む漕ぎ手などにとっても仕事口を提供してく

れるわけだから、そうした公示は重要なわけであ

る。

「港の組合の方からは何も聞こえてこないけれど」

　組合というのは職人などの互助組織である。昔か

らローゼンディアでは一般的なものであり、職業ご

とに色々なものがある。なんでも風の噂によれば泥

棒組合なんてものもあるそうだ。呆れた話である。

「内緒で船を作ろうとすれば、必ず組合から突き上

げを食らうと思うのだけれど」

「それなんですが……」

　エルルークの話によるとやはり表立つのを避けて

いるとはいえ、建艦ともなればどうやっても情報が

漏れてしまうものなのだ。

お か
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「じゃあ、組合の人達は建艦のことを知っているわ

けね？」

「はい。アイオナさんの耳には入りませんでした

か？」

　入ってこなかった。というか忙しくてそれどころ

ではなかったという方が正しい。

　何せ偽装の結婚をしたり、砂漠の逃避行をした

り、ダーシュの看病をしたり、それに加えて商会の

仕事をしていたのだ。

「ここのところ忙しかったから」

「お察ししますよ」

　エルルークは同情するような目を見せた。

「組合の方でも知っている所と知らない所がありま

す。知っている所でもかなり上の方の親方でないと

知らないみたいですね」

　情報管理は相当にしっかりしているということ

か。

　それに組合を黙らせる力も有る。

　しかしお蔭で誰がというか、どの辺りの人間が動

いているのかということがアイオナにも見当が付い

てしまった。

　エルルークも同じなのだろう。だから今日、この

場でアイオナにこの話をしたのだ。

「どういう目的なのか気になるわね」
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「戦争は歓迎できませんからね」

　宴会場の方に目を向けると、エルミラとメレスの

姿が目に入った。

「ちょっとごめんなさい。お客様に挨拶してくるわ

ね」

「ええ。また後で」

　エルルークと別れて二人の席へ向かった。

　メレスは椀に米を盛って自分の前に置き、小皿に

取り分けた料理を食べながら合間合間にその米を食

べるという奇妙な食事をしている。

　しかも箸を使って食事をしている。珍しい。東部

の人なのかしら？　とアイオナは思った。

　あちらでは皆そうなのだろうか？　でもカサント

ス出身のヒスメネスは特に変わった食事の仕方をし

ていたわけではない。

　東部と言っても物凄く広いから、きっとアイオナ

の知らない地方の作法なのだろう。

　料理は一品ずつ食べていくのが普通だと思ってい

るアイオナからすれば違和感を覚えるが、それはそ

れでありだとも思う。文句を付ける気はさらさらな

い。

　変わった食べ方だなあなどと思いつつ、アイオナ

はエルミラに声を掛けた。

「どう？　楽しんでくれてるかしら？」
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「ええ。お陰様で」

　エルミラは穏やかに微笑んで挨拶を返してくる。

　葡萄酒を手に坐っている彼女の前には、タバラや

クグールで焼いた海老の串焼きなど、アウラシール

の料理が並んでいる。

「アウラシールの料理はどう？　結構美味しいで

しょう？」

「ほとんど初めてだけれど、とても美味しいわね」

「でしょう？　うちの父がとても好きなのよ」

「そう。お父様が。さっき少しお話しさせてもらっ

たけれどとても気さくな方ね」

　物は言いようだなあとアイオナは思った。

「ありがとう。そう言っていただけると救われる

わ」

　いけない。思わず本音が出てしまった。

　案の定エルミラはちょっと不思議そうな顔をして

いる。

「あなたの作ってくれた料理はどこかしら？」

　誤魔化すようにアイオナが尋ねると、エルミラは

意外そうな顔をした。

「まだ食べていなかったの？」

「ええ。挨拶に廻っていたものだから」

「もうないわよ」

　ええ～～～!?　そう叫びたくなる返事であった。
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　何ということだろうか。がっくり来た。

「……それは……残念だわ」

「ふふふ……きっと挨拶回りに忙しいと思って一つ

だけ取って置いたわ」

　エルミラは悪戯っぽく片目を瞑って見せると、隠

していたストゥラニを取り出した。

「はい、どうぞ」

「わあ」

　思わず歓声を挙げてしまう。こういうところが

ダーシュに馬鹿にされるのだが、嬉しいものは仕方

ない。

　エルミラの気配りに感謝しつつ、アイオナはモナ

クに包まれたストゥラニにかぶり付いた。

　芳ばしい香りと卵の甘み、そして葱と豚肉が一度

に口の中に入ってくる。

　皮が美味しいなあ……歯ごたえがあって、弾力も

あって。

　卵はふわふわで、豚肉には下味が付いていて噛む

と旨みが染み出してくる。

　甘いような香るような旨みで、初めて食べる味

だ。

　葱などの野菜はしゃっきりしていて火の通りも完

璧だった。

　独特の臭いがある。なんだろうか。それに炒め物
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だがこの油はアルサム油ではない……胡麻油か。

　美味しい。優しい美味しさだ。薄味だが、旨みが

染みてくるように口を動かすたびに湧き出てくる。

　しかもその旨みが混ざらないのだ。

　それぞれの食材が独立している感じで淡い風味を

保っている。

　食材に自己主張ではなく存在感がある感じとでも

言うべきか。

　使われている食材と調理していたときの手間から

見て、この料理は高級なものではなく、家庭で食べ

るようなものであるのは間違いない。

　だがこの旨さと何だろう……この格式みたいな雰

囲気は？

　優しい味だし、庶民的な料理なのに何だか妙に緊

張させられるというか、砕けた感じが無いのだ。

　きちんとしている。そんな感じ。

　瞬く内にアイオナは食べ終えた。食後感もさっぱ

りしている。くどさが全然ない。

「とても美味しかったわ。なんていうか、凄い料理

ね」

　食べ終わったアイオナが呟くと、エルミラは意外

そうな顔をした。

「そう？　普通の家庭料理よ」

「これが家庭料理って……あなたいつもこんな美味
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しいものを食べているの？」

「ええ、まあ……」

　瞹眛な笑みをするエルミラを見て、さてはいつも

相当美味い物を食べているに違いないと予想した。

「おおアイオナ。今回もいい宴会だな」

　エルミラと話していると、近くに坐っていたベル

ゼルが杯を掲げて挨拶してきた。

　ほんのりと顔が色付いている。かなり飲んでいる

なと思えた。

「ベルゼルおじさんこんにちは。楽しんで貰えてい

ますか？」

「もちろんだとも。ファナウスの無事を祝って、そ

してメルサリス商会の繁栄を祝って！」

「ありがとうございます」

　アイオナも杯を掲げて応じた。

　ベルゼルは父ファナウスの古くからの知り合い

で、商売に関しては先輩である。

　父は「ベルゼルの親父さん」と呼んでいる。

　陸路限定のリムリク商人だが、メルサリス商会ほ

ど手広く商売はやっていない。

　そこそこの規模の個人商店なのだ。

　二人はファナウスがリムリクに出て来た当初から

付き合いがあり、メルサリス商会が現在のように大

きくなった今でも商売上の関係は続いている。
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「ファナウスの奴もさっきまでいたんだがな」

「すみません。挨拶回りで落ち着かなくて」

「いやそれはいいんだが、そこのエルミラをな、紹

介させて貰ったんだよ」

「エルミラさんとお知り合いなんですか？」

　意外だった。ベルゼルおじさんとエルミラに接点

があるなんて。

「儂の店の近くなんだよ。いつも一緒にお茶会を

やっとる仲さ。なあ？」

「ええ。ベルゼルさんとはご近所の間柄で、仲良く

させて貰っています」

　エルミラがそう言うと、男たちの微妙な視線がベ

ルゼルに注がれた。

　嫉妬と意外さが混じり合ったその微妙な雰囲気

に、アイオナは可笑しみを感じた。

　エルミラは見るからにもてそうだ。男たちのそん

な視線も判らないではない。

「お前と同じで若いが、なかなかの遣り手だぞ」

「そうなんですか」

　ベルゼルの言葉にアイオナが頷くと、エルミラは

笑って否定した。

「そんなことはありませんよ」

「謙遜するこたあない。お前さんは遣り手の商人

さ」

お か

ダッカーム
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「ありがとうございます」

　気持ちよさそうなベルゼルと、品良く会話するエ

ルミラの横でメレスは黙々と食事をしていた。

「ちょっとごめんなさい。今知り合いが見えたから

挨拶をしてくるわね」

　エルミラは急にそう言って立ち上がると席を離れ

て行ってしまった。

　向かった方を見ると行商人のデムニスと挨拶をし

ている。あの二人知り合いだったんだ？　とアイオ

ナは思った。

　デムニスは最近メルサリス商会に出入りするよう

になった行商人で、主に薬を商っているらしい。

　商会での評判も良く、とてもきちんとしている人

という報告をアイオナは受けている。

　二人は酔い覚ましに設けた休憩所で何やら話して

いるが、この距離では何を話しているかなど全く聞

こえない。

　エルミラの抜けた席に目を戻すと、辺りには楽し

く会話をしながら飲み食いをする宴会客たちがい

る。

　その中でメレス一人が、まるで周囲から切り離さ

れたように自分だけの食事を続けていた。

　彼女には会話に参加しようという意思が微塵も感

じられない。
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　空気が読めないのか、それとも空気と戦っている

のか。

　いずれにしろアイオナにしてみれば、不安という

か居心地の悪さを感じる光景だ。

　楽しくないのかな？　などと考えてしまう。

　見ているとメレスの前には宴会の料理もあるが、

食事の中心となっているのは見たことのない野菜炒

めと小さな壺だった。

　彼女は野菜炒めを取っては米を食い、壺から何か

取ってはまた米を食うという食事をしている。

　壺から出て来るのは何か色合いの良くない気味の

悪い物で、ぬるっとした怪しい桃色というか、内臓

のような色合いの何かだ。アイオナが初めて見る料

理だった。

　――何あれ？　気持ち悪いんだけど……。

　それを実に美味そうにメレスは食べている。

　大事そうに壺から少し取っては米の上に載せ、米

と一緒に箸でまとめて口に入れるのだ。

　明らかに幸せそうな顔をしながら口を動かしてい

るメレスは正直不気味だった。

　本来ならばこういう時には可愛いと言ってあげる

べきなのだろうが、笑顔で不気味なものを食べてい

る姿はやはり不気味でしかない。

　とまれその様子はさっき厨房で接した彼女の印象
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からは掛け離れたものだった。

　自分を注視するアイオナに気付いたのだろう。メ

レスが目を向けてきた。

「あなたも食べますか？」

　笑顔と言えなくもない穏やかな表情。それを見た

アイオナは、あ、この人やっぱり美人だわ……と

思ったが、それとこれとは話が別である。

　気色悪いだけでなく壺に入っているというのがま

たいけない。中が見えないからだ。より一層不気味

さを感じさせてしまうのだ。

　アイオナも馬鹿ではないので、相手を気遣う事く

らいは出来るし、なるべくそうしようと自分でも

思っている。

　しかしそれにも限度というものがあるのだ。

　気色悪いものを食えと言われて喜んで口に入れる

のは、父のファナウスだけで十分だ。自分は遠慮し

たい。

「ありがとう。でも他にも色々と回って食べなけれ

ばいけないから……折角だけれど遠慮しておくわ」

　ちょっと直接的過ぎたかな？　とアイオナとして

は思ったが、どうやらその心配は無用だった。

　メレスは一瞬きょとんとしたように見えたが、す

ぐに気を取り直したようだ。

「まあそう言わずに……」

せっかく
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　壺を手で持って差し出してきた。

　駄目だ。この人空気読めない人だ。父様と同じ

で。

　アイオナはそうしてメレスことメイファムの一面

を知ったわけだが、壺を突き出されてしまってはさ

すがに押し返すのも気持ちの据わりが悪い。

　諦め半分受け取った。壺の中には何かの内臓のよ

うな物が入っている。

　見ただけで気分が悪い。少し顔に近づけてみると

妙な臭いがした。

「臭っ……」

　――何この臭い？

　何だか魚介系の臭いがする。それ自体はそれほど

苦手というわけではない。

　カプリア地方は魚介類にも恵まれているので、ア

イオナは子供の頃から魚介料理に親しんでいる。

　それでもこんな物は初めてだ。

「……これは一体何ですか？」

　何とか笑顔を浮かべてメレスに聞いてみる。

「シュペリテです」

　説明になってない。

　初めて見る料理に初めて聞く名前。それでは説明

になっていない。

　アイオナとしてはこの不気味な物体が何で出来て

くさ
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いるかを知りたかったのだ。

　だからそのつもりで質問をしたのだが、メレスに

は通じていなかったようだ。

「……シュペリテとは何ですか？」

「魚の内臓を漬け込んだものですよ」

　嬉しそうに語るメイファムに対し、耳を疑うアイ

オナという構図だった。

「それって……生の？」

「ええそうですよ？　それが何か？」

　アイオナは言葉が出て来なかった。確かに魚を生

で食べることはある。

　しかしそれは切り身の話であって、内臓を生で？

しかも漬け込む？　誰が考えたのよそんなこと。

　寄生虫とか大丈夫なの？　何を考えてそんな馬鹿

な料理を思い付いたのかしら。

「コクが有ってとても美味しいですよ。これほど白

い御飯に合うものは有りません。さああなたもお一

つ……」

　冗談ではない。

「いえ……遠慮しておきます」

　アイオナは明らかに引いた様子でそう返事してし

まった。

　即座にしまったと思ったが、もう後の祭りであ

る。
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　メレスは傷付いたと思える表情を浮かべたが、直

後、明らかに不快そうな顔になった。

　――まずかったかも……。

　アイオナは後悔したがもう遅い。

「そうですか。なら無理には薦めません。あなたは

そこの不気味なものを食べていればよろしいでしょ

う」

　そう言ってメレスが目で示したのは、タバラの

入った椀だった。

　失礼な態度だなあとアイオナは感じたが、これで

怒るほど子供ではない。一応相手は客なのだ。

「見たことのない料理かも知れませんが是非一度お

試し下さい。美味しさは保証いたしますわ」

　笑顔で薦めたがメレスは鼻で嗤った。

　これは限度を超えた態度である。はっきりと無礼

だと言えるものだ。

　ここは一応注意をした方がいいかなと思ってメレ

スの卓上を見ると、かなり葡萄酒を飲んでいること

が察せられた。

　実は葡萄酒では無いのだがアイオナにはその事は

判らない。

　――この娘、全然顔色に現れてはいないが実はか

なり酔っているのかも知れない。でなければこんな

無礼な言をぶつけて来はしないだろう。

わら
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　なのでそんな風にアイオナは考えた。

「無理にとは申しませんわ。ではわたしは他の方に

もご挨拶しなければならないのでこれで……」

　こういう相手はできるだけ関わらない方がいい。

アイオナは立ち去ろうとしたのだが、そこにダー

シュがやって来た。

「どうした？」

　ダーシュは察しの良い男である。つまり良い時で

も嫌な時でも察しが良いのだ。

　間の悪いときに現れたものである。アイオナは眼

で「あっちへ行け」と訴えたが、ダーシュは薄く笑

んだだけであった。多分絶対判ってる。

「我が妻が何か？」

　メレスに問いかける姿にはまだ何も含まれていな

いが雲行きは怪しい。

「あなたアウラシール人ですよね？」

「そうですが。それが何か？」

「どうしてあなたがローゼンディア人の夫に収まっ

ているのですか？」

「それはあなたには関係の無い話でしょう」

　笑顔で質問を切り捨てるダーシュを見て、アイオ

ナは頭を抱えたくなった。

　駄目だ。ダーシュはおそらく事態を最初から理解

していて介入してきたのだ。それがはっきりと判っ
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たのである。

「ところであなたが食べているその不気味なものは

何ですか？」

　わざわざ「不気味なもの」とメレスと同じ言葉を

使って尋ねる辺り、やはりダーシュは根性が悪い。

「不気味なもの？」

　メレスが片眉を上げて問い返してくる。急に剣呑

な気配が漂いだした。

「あなたは今何と言いました？」

「調理前の羊の腸のようなその不気味なものは何で

すかと伺ったのですが」

　穏やかな笑顔を崩さずに挑発するダーシュを見て

いるとはらはらする。

「そんな気味の悪いものではなく、そちらのサディ

クネモサを召し上がってはいかがですか？」

　サディクネモサというのはローゼンディアで言う

山羊肉のタバラのことである。ジルバラでの正式な

名称がそれなのだ。

「ジルバラの伝統的な料理です。ここの料理長はジ

ルバラ地方の出だけあって本格的な味ですよ。素晴

らしく美味しいので是非どうぞ。ローゼンディアで

は食べる機会は余りないのでは？」

「何と言われようとこんな不気味なものを――」

　話の途中でメレスは急に言葉を切った。口を開い

うかが
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たり閉じたりして眼を泳がせ始めた。

　どうしたのかと思ってアイオナが辺りを見回す

と、エルミラが立っていた。

　仄かな笑顔を浮かべている。だけど何故だか凄み

を感じた。

　素晴らしい美人だけに何だか落ち着かない。背中

がむずむずするような気がする。

「……私の連れが何か失礼をしましたようでお詫び

いたします」

　エルミラは綺麗に腰を折ってダーシュに詫びた。

「いや、何も失礼なことなどありませんよ。私はた

だサディクネモサをこちらにお薦めしていただけで

すから」

　ダーシュが素早くそう応じた。

　穏やかな笑顔は変わらないものの雰囲気だけを良

い方向に一変させている。

　これが王族の社交技術なのか。そんな風にアイオ

ナは感心しつつ、同時にちょっと呆れた。

「サディクネモサと言うのですか。先程ファナウス

殿にタバラというのは我々の言葉での呼び名だと教

えられました」

「ええそうです。ジルバラの人はそう呼びますね」

「失礼ですがジルバラのお方ですか？」

「はいナデフの出身です。ですが幼い頃にアンケヌ

ほの
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に移住しましてね」

「すみません。ナデフと言われてもどちらになるの

か判りませんわ」

　申し訳なさそうにエルミラが言うと、ダーシュは

お気になさらずにと応じた。

「ジルバラには都市国家が沢山ありますがその中の

一つです。尤も歴史があるというだけで、取り立て

て自慢できるものなどありませんが」

「歴史があるというのは最も素晴らしいことだと思

いますわ」

「そう仰っていただけると嬉しいですね」

　和やかに会話する二人を見ていると、アイオナは

微妙な気分になってきた。

　――何よ……何だかいい雰囲気じゃないの。

　そんな風に思ってしまう。何故だか面白くないア

イオナであった。

　急にエルミラがアイオナの方を見て微笑んでき

た。どきりとした。

　何だかこちらの気持ちを読み取られたような気が

する。

　――まさか。そんな事はないわよね。

　お前は何事も顔に出ると父親や大伯母、果ては

ダーシュにまでそう言われているのに、その事は

ちっとも考えないアイオナであった。

もっと

なご
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「メレスが何か愚かなことを言ったのでしょう？」

　愚かとは……。

　ちょっと酷いというか、かなり強い表現だなとア

イオナは思った。

「いえ、そんなことはないわよ。ただちょっと変

わった物を召し上がっていたから……」

「ごめんなさい。あの子少し変わっているのよ」

　ええ。それは凄くよく判りました。

「もうこんな事はないようにあとでよく言って聞か

せますから」

　エルミラが顔を向けるとメレスはさっと俯いた。

　余程ばつが悪いのか全くエルミラの方を見ようと

しない。

　――子供みたい……。

　アイオナはそう思った。

　ともかくエルミラが来てくれたお蔭で揉め事が回

避されたのは事実だ。ありがたい話である。

　ダーシュとエルミラはまだ料理の話で盛り上がっ

ている。面白くない話である。

　どうやらエルミラはカピラゴの煮付けがえらく気

に入ったようだった。

　カピラゴはジルバラ地方に住む魚らしい。見てく

れが悪いという事以外はアイオナもこの魚について

は何も知らないが、父ファナウスが泥の中に住む魚

よ ほ ど
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だとか言っていたような気がする。

　どうしてジルバラの人がそんなものを食べようと

思ったのかは判らないが、こうして煮付けにすると

味の方は素晴らしい。

　エルミラはカピラゴのことを「恐い顔の魚」と

言っているが、見たままの表現ながら、可愛らしい

言い方だなとアイオナは思った。

「恐い顔の魚ですか」

　ダーシュも笑っている。やっぱり面白くない。

　　　＊

　エルミラと話している間、アイオナが面白くなさ

そうな顔をしていたのはダーシュにも判っている。

　何となく気になる女ではあった。妙に気になるの

は何故であろうか。

　かなり育ちが良いのではないかと感じさせる雰囲

気を持っていたし、料理人には見えないのに、料理

人しか持ち得ないような知識を持っていた。

　それも最高級な料理に関する知識だ。

　最高級な料理とは則ち王や貴族が口にする料理と

いうことで、そういう相手のために料理するような

立場でもなければ知り得ないような知識を、何故あ

の女が知っているのか。
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　貴族なのかと言えばそうかも知れないという気も

する。

　でも言葉遣いは市井の女のものだった。

　あれでもし貴族ならば余程芝居に長けた相手に違

いない。

　それでは美食に慣れた大商人の娘では？　という

線はどうだろうか？

　だがそれもまず考えられない。

　何故ならそれほどの料理人を抱える大商人なら

ば、やはり大商人であるメルサリス商会とは以前か

ら何らかの繋がりがあっても不思議はないからだ。

　ところがあの女は明らかに初めて宴会にやって来

た人間である。

　そもそもメルサリス商会はもちろん、大きな商人

ならば必ずディブロスの商工会にその名を連ねてい

るはずである。知り合いでない方が怪訝しいのだ。

　つまりあのエルミラという女はどうも怪しい……

という話になるわけであるが、そんな奴が何故、岳

父殿の宴会に現れたのか？

　そこにダーシュは引っかかりを覚えるのだ。

　危険な気配は感じられなかったから暗殺者ではな

いという気がする……しかし暗殺者なればこそ、そ

うした気配を隠蔽する術技に長けているのではと

思ったりもする。

よ ほ ど

お か

ガ ズ ー

ガ ズ ー
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　――まさか暗殺者でもあるまいが。

　エルミラとの会話や、その時の彼女の様子を思い

出してみても疑わしい素振りはなかった。

　そもそも暗殺者が、ふとした会話で相手に疑念を

抱かせるようなヘマをするだろうか？　しないので

はないか。

　自分の気の所為だろうか。命を狙われた経験上、

神経質になっているだけだろうか。そんな風に考え

たりもする。

　この宴会は食事も素晴らしいが葡萄酒が実に素晴

らしい。こんな庶民の宴会で出していいのかと思う

ほど佳い酒が出ている。

　アイオナから話を聞いていたので警戒して余り飲

まないようにしていたが、それでもほろ酔い加減に

なってしまったのは酒が素晴らしかった所為だ。

　人気を避けて商館の二階に上がり、涼みながらそ

んな責任転嫁をしていると、階段を誰かが上がって

くる音がする。

　誰かと思って目を向けるとゼルヴィスが現れた。

続いて供の者と思える若者が二人見えたが、彼らは

階段を出たところで、そこを固めるようにその場に

留まった。

　確かゼルヴィスは後一人若者を連れて来たはずだ

から、大方それは下の階段口を守っているのだろ

ガ ズ ー

ガ ズ ー

よ
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う。

　何の為か？　無論自分達の主人のすることを、邪

魔する者が現れないようにだ。

　誰が邪魔をしに来るのか。それも予想が付く。

　ダーシュは宴会の流れを最初から注視していたの

で、ゼルヴィス・アナクシスが着飾った女達に群れ

られていたのを知っている。

　海洋商人が身内を招いて開くような宴会には不似

合いなほどのよい服を着て、身を飾り立てた女達で

ある。

　始めは何とも場違いな……と思ったものだが何の

ことはない。

　大方結婚願望のある娘達と、その娘を売り込もう

とする母親達であろうが、巨大な栄光を勝ち取った

名門貴族ともなればそれも当たり前かとダーシュも

思う。

　供を後ろに残し、ゼルヴィスだけがダーシュのい

る所へ歩いて来た。

　来たな――と思った。

　おそらくもう相手はダーシュがアイオナの夫であ

ることを知っているのだ。

　でなければわざわざ一人で来るはずがない。供を

残してきたのはその何よりの証拠と思えた。

　だが実はダーシュの方でもゼルヴィスが接近しや

む
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すい状況を作るために、ここに上がって来たのだ。

　――さて精々アイオナに迷惑が掛からぬようにし

なければならんな。

「こんばんは。良い宴会ですね」

　先に話し掛けてきたのはゼルヴィスの方だった。

「こんばんは。確か船上で一度お目にかかっていま

すな」

「ええ」

　ゼルヴィスは頷いた。

「私はゼルヴィス・アナクシスという者です」

「ええ。ペルギュレイオン競技会で優勝なされたと

か」

「ご存知でしたか？」

　残念ながら、とダーシュは言いたくなったがその

衝動を抑えた。

「存じてはおりますよ。ですが手前は外国人なので

詳しいことは判りかねますな」

　ささやかな皮肉のつもりだったがゼルヴィスには

通じていないようである。

　しかし向こうはダーシュのことを知っているのか

どうか。

「失礼かとも知れないと思うが、一つ伺って宜しい

か？」

「なんなりと」
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「貴殿の方では私のことをご存知なのかな」

「ええ。アイオナさんのご夫君ですね」

　確かゼルヴィスが現れる以前に夫としての自己紹

介をしたような記憶が有るから、自分がアイオナの

夫であると知ったのは船を下りてからなのではない

か。

　だがひょっとすると船上に現れたときには既に

知っていたかも知れない。

　貴族というものは耳が早い。そうであっても不思

議はない。

　とすると恨み言でも言うために自分の前に現れた

のだろうか。

「そうです。私はアイオナ・メルサリスの夫で、

ダーシュ・ナブ・ナグム・ナブ・テザク・アヌン＝

イビヌという者です」

　ダーシュは杖を左手に移して、右手を胸前に持っ

てきて腰を軽く折った。

「これはご丁寧な挨拶痛み入る。私はゼルヴィス・

オルス・アナクシスと申します」

　向こうも丁寧に挨拶を仕返してきた。

　しかし初めて目にしたときと同じように、この男

からは嫌な感じが全くしない。

　何というか……爽やかというかなんというか……

とにかくこの男は良い雰囲気とでもいうようなもの
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を周囲に纏い付かせている。

　それがダーシュの意気を挫くのだ。

　苦手な類いの人間と感じた。

「アナクシスという名には聞き覚えがありますな」

「ああ……」

　ゼルヴィスは微妙な笑顔を浮かべた。

「紹介をせずとも家名を知られているというのは、

助かることも多いですね」

　中々微妙な言い方をするなとダーシュは感じた。

「ところで何とお呼びすれば宜しいかな？」

　そうゼルヴィスが尋ねてきた。アウラシールの習

慣を知っているという発言である。

「通常はダーシュ・ナブ・ナグムと名告っておりま

す」

「ではそのようにお呼びすれば宜しいか？」

「いや――」

　ここでダーシュの悪戯心がむくむくと起き出し

た。

「単にダーシュとお呼び下されば嬉しいですな」

「なんと。では私のこともゼルヴィスとお呼び下さ

い」

　予想通り、いや期待通りの返答だった。

　人が好いのだなと少し呆れたが、そういう男であ

ろうとも感じていたから不思議はなかった。

くじ
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　ダーシュは己のことを悪人とまでは思わないが、

人が悪い方であるとは思っている。

　だからこうして真正直に答えられると、ちょっと

申し訳ないような気がした。

「いや、それでは外聞が悪いかも知れません。何せ

貴方は競技会の優勝者だ。それはローゼンディアで

は大変な名誉ではありませんか」

　アンケヌへ戻ったのも最近であり、それまでは

もっぱらジルバラ地方や東方のハルジットにいた

ダーシュにはどうしてもぴんと来ないのであるが、

ローゼンディアの四大競技会と言えばこれはもうミ

スタリア海の沿岸地方では相当に有名で、知らぬ者

は無い。

　中でも王都とペルギュレーの競技会はその権威に

おいて別格であるという。

　そんな大会で優勝した人間を軽々しく呼び捨てて

いれば、どこで問題が起こるか知れないというわけ

で、ダーシュとしても冗談半分残りは嫌みという程

度の気分で言ったものである。

「そのような人物を軽々にお呼びするわけにはいか

んでしょう。ゼルヴィス殿と呼ばせていただきます

よ」

「では私の方でもダーシュ殿とお呼びしたいが」

「それで構いません」

おのれ
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　ダーシュは微笑んだ。

「それで何か私に用事がおありなのでは？」

　面倒な話は早く終わらせたい。そう思ってダー

シュの方から水を向けたが、ゼルヴィスは少しため

らっているようだった。

「……気を悪くしないで欲しいのですが一つ伺いた

いことがあるのです」

「それは貴方が何を尋ねるかによるので約束はしか

ねますな」

　何を聞かれるか判った上で言っているのだからや

はり己は性格が悪い。そんな事を思うダーシュで

あった。

「では敢えてうかがいますが、アイオナさんとはど

ういった経緯で知り合ったのですか？」

　いきなり本題を尋ねてくるのは何となく予想して

いたし、ゼルヴィスはそういう性格であろうという

印象をダーシュも持っていたが、それにしても危険

な質問をするものだなと思った。

　他人に妻との馴れ初めを聞くなど、相当に親しい

親友でもなければまず有り得ない。そして尋ねるに

しても十分気を遣って尋ねるべき内容である。

　でなければ血を見ることになりかねない。それが

アウラシールの常識というものなのだ。

「それは随分剣呑な話ですな」

877



　ダーシュが呟くとゼルヴィスは頭を下げてきた。

「どうか赦されたい。私にとってはとても重要なこ

となのです」

「何故、私が貴殿の事情を斟酌せねばならないので

すか？」

　全くその通りなのである。まだ知り合いになった

とさえ言えないような相手の事情を、社会的常識に

反してまで何故考えなければならないのか。

「確かに、貴方の仰るとおりです……」

　肩を落とすゼルヴィスを見ていると、余りに冷た

くあしらうのは気の毒かなという気もしてきた。

　だからといってちくちく突つき廻すのを止める気

にはならない。

　ゼルヴィスの質問は十分に失礼だし、ダーシュと

しては好意を持つ理由は無いからだ。

　しかしあまり刺激しすぎるのも上手くない。メル

サリス商会への影響も考えなくてはならないから

だ。

　――ある程度は付き合ってやる必要があるか。

　多少業腹だがダーシュはそう結論した。

「……貴方は外国の方だ。ある程度は大目にみま

しょう。けれど節度はわきまえていただきたいもの

ですな」

「ありがとうございます」

ゆる

しんしゃく
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　頭を下げるゼルヴィスの背後を見やると、かなり

強烈な敵意をこちらに向ける従者の姿があった。

　地上の英雄である己れの主人が、よく判らない外

国人などにぺこぺこ頭を下げているのを見ればそれ

は面白く無いであろう。

　何であれ人の怨みを買うというのは危険である。

「それでご質問の件ですが、アンケヌに居たときに

商売上偶然知り合ったのですよ。特に面白い話があ

るわけでもありません」

「そうだったのですか……」

　何だ。それで納得してしまうのか？　ダーシュは

肩透しを喰ったような気分になった。

「ご実家が商売の家だというのは知ってはおりまし

たが、外国の方と結ばれるとは思っておりませんで

した」

　んん？　とダーシュは思った。僅かに眉を寄せて

しまう。

「……ゼルヴィス殿は以前から我が妻のことをご存

知だったのですか？」

「はい。子供の頃に机を並べていたこともありま

す」

　聞き捨てならない言葉だった。

「ほう……それは初耳だ」

「アイオナ殿からお聞きになってませんか？」
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「聞いてはおりませんな」

　ダーシュは首を振った。

「だとすれば私のことを覚えておられないのでしょ

う」

　その程度の間柄であれば求婚には来まい。

　少なくともゼルヴィスの側には、アイオナに求婚

したくなるだけの強い動機があるわけだ。

　ダーシュとしては、てっきり家の事情から来る普

通の結婚話かと思っていた。

　つまり親が相手を見繕って話を進めるような、そ

んな類いの良くある結婚だと思っていたのだが、こ

とはどうやら違うらしい。

　いや、ゼルヴィスの親というか実家の方にはそう

した考えがあるのかも知れない。

　しかしそれに加えて、ゼルヴィスにはアイオナと

結婚したいという意思があるのだ。

　――いや、したかったと言うべきかな。

　何せアイオナとは己が結婚しているのだ。偽装結

婚だが。

　そう考えると何やらひねくれた優越感のようなも

のがダーシュの内に湧き起ってきた。

　自分でも否定したくなるような間抜けな感情だ

が、今はそんな自己分析よりもっと大事なことがあ

る。
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　ゼルヴィスの話を聞かねばならない。

「よろしければお聞かせ願えませんか？　その、昔

の話などを……」

　言葉をぼかしてそう水を向ける。

　自分の妻の昔の話を聞かせろなどと、しかも妻の

幼なじみ？　であったかも知れない男などに向かっ

て言うのは、アウラシールの男としては沽券に関わ

るというか、あってはならぬ事だからだ。

「ええ。構いませんよ」

　ダーシュにはゼルヴィスは快く頷いたように見え

た。

　何でも子供の頃、アイオナとゼルヴィスは同じ教

室に通っていたらしい。

　何故大貴族のゼルヴィスと平民のアイオナが同じ

教室に通っていたのかという疑問が湧いたが、ロー

ゼンディアではそうなのかも知れないと思うことに

した。

　ローゼンディアでは大貴族は普通、教室なぞとい

うものには通わず、全てを家庭教師で済ませるもの

なのだが、ダーシュはその事を知らないからだ。

　アウラシールでは逆に教室が教育の主体であり、

大貴族や王族も教室の中で教育を受けるのが普通で

ある。

　もちろん身分に応じて通う教室は異なるものにな
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る。

　家の社会的な地位によって生徒の層が変わってく

るわけだ。

　しかし貴族と平民が同じ教室に通っているという

例は、アウラシールでも無い話ではない。

　だからゼルヴィスはかなりの大貴族だとアイオナ

から聞いてはいても、一緒の教室に通っていたとい

う事実には驚かなかった。

　驚いたのはそのことではなく、ゼルヴィスが子供

時代のアイオナに体育競技で全く歯が立たなかった

という事実を告白したことである。

「特に彼女は拳闘が得意でしてね。天性の当て勘を

持っていた」

　自分は全く歯が立たず、一方的に殴られ、そして

倒されたのだという。

　そのことを楽しそうに、懐かしそうに語るのだ。

　それはダーシュにとってはかなりの驚きだった。

　いくら子供時代の話とは言え、男が、女に殴り倒

されたという思い出を、他の男に語るのだ。それも

懐かしい良い思い出として。

　アウラシールでは絶対に考えられない話である。

　男に手を挙げるなど女としての慎みが無いし、女

に倒される男など男では無い。反射的にそう考えて

しまう。
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「どうしました？」

　その驚きが顔に出ていたのだろう。ゼルヴィスが

聞いてきた。

「いや……少々驚きまして……」

　ダーシュは苦笑して誤魔化した。

「ああ。アウラシールではこんな話をする男はいな

いでしょうからな」

「確かに」

「ですがお蔭で私はこうして競技者として名誉を勝

ち取ることが出来たのですよ」

「いつか我が妻を倒す日の為にですか？」

　言っていて馬鹿らしくなる台詞だが、もしそうで

あったら非常に厄介だなとダーシュは思った。

「まさか。それにそれだったら私は拳闘をやってい

たはずでしょう？」

「確かに」

　ダーシュはまた苦笑した。

「もっとも槍投げはともかく、イスキュロン走でも

私はアイオナ殿には勝てませんでしたが」

「なるほど。これは良い話を聞いた。我が妻は競技

会優勝者をも凌ぐ大競技者だったわけですな」

「そのとおりです」

　答えてゼルヴィスは笑った。楽しそうに。

　それでダーシュには何だかよく判ってしまった。
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何故この男がアイオナに求婚しに来たのか。

　文化も常識も違う。だがダーシュにはゼルヴィス

の気持ちが判った。

　判ってしまった。

「……少し私は遅かったようです。結婚されたのは

最近の話だとファナウスから聞きましたから」

　いきなり岳父のことを呼び捨てにされてダーシュ

は緊張したが、そう言えば競技会優勝者は王族すら

呼び捨てにできるのだったなと思い直した。

　そうなるとアイオナを呼び捨てにしないのはダー

シュを気遣ってのことなのか。

　きっとゼルヴィスなりに心に期すものが有ったの

だろう。

　ひょっとするとペルギュレイオン競技会への参加

も、そこで優勝することもその中に有ったかも知れ

ない。

　するとアイオナは……おそらくは知らぬ間に大事

を、それも滅多に有り得ぬような事態を生み出して

しまったことになる。

　大いなる求婚と言っても良い。まるで物語だ。

　先日会ったいけ好かない金髪坊主の伊達男――確

かデトレウスとか言ったか？　ならば喜んで出演し

たがるような物語だろう。

　そして実際にそんな物語はあるのだ。尤もそれは
もっと
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平和な求婚物語ではなく、血生臭い戦争物語だが。

『怒りを！　怒りを歌い給え！　おおディオーメ

よ！』

　ミスタリア海周辺の国々では最も有名な古代叙事

詩はそんな歌い出しで始る。

　ディオーメとは詩と芸術を掌どる女神の名であ

り、叙事詩自体の作品名を『アウスティリス』とい

う。

　ローゼンディアはもちろん周辺諸国でも有名なの

で、ダーシュでも知っている物語である。

　それは古代のエリュオーン海を挟んで、現在で言

うゼスタとテレマイアとの間で行なわれた戦争を

扱ったものだ。

『アウスティリス』には多くの英雄達が登場し、

神々すら姿を現す。

　戦争自体十年以上続いたとされているのでやたら

と長い叙事詩であり、アンケヌの王宮に有った物は

全体が八部に分けられていた。

　ダーシュも全部を通読したわけではない。面白そ

うなところだけを読んだので結末も知らないし、戦

争に到るまでの流れも飛ばし読みだ。

　だがその伝説的な戦いはゼフロシアの王妃がフェ

ペレスの王子に拐かされたことが原因なのである。

　つまり大戦争は一人の美女を巡って起こったもの

かどわ
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だったわけだ。

　とはいえそもそもの発端は天界における女神達の

主張の食い違いから起こった口論なのであるが、要

するに神の諍いが地上に飛び火した結果が、ゼフロ

シアの連合軍対東方の大国フェペレスという人間世

界の大戦争になったのだと言ってもいい。

　とにかく、色々面白凄じい物語なのだが……それ

にしてもアイオナをあの伝説の美女と並べるなど、

ちょっと考えれば怪訝しな話である。

　ゼルヴィスの話についそんな連想をしてしまった

が我ながら馬鹿らしい話だと思う。以前なら笑って

いただろう。

　――あのアイオナがな……。

　意外な話ではある。だが小気味よくもある。それ

が不思議だった。

「申し訳ない、と言うべきなのでしょうな。掛ける

言葉が見付かりません」

「いえ。いいのです。それよりもご結婚おめでとう

ございます」

「ありがとうございます。貴方にそう言って貰える

と何よりも嬉しい」

　自分で言っていて申し訳なくなる言葉だが、そう

言わないとダーシュはこの場を取り繕えない気がし

た。

いさか

お か

つくろ
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　――これが偽装の結婚であるなどとこの男には口

が裂けても言えまいな。

　胸中そう思うダーシュであった。

　下を見るとアイオナが着飾った若い女と話してい

る。知らない女だが、誰だろうか？

　やはり松明の明かりの下でもそれと判るほど良い

服を着ている。こんな身内同士の宴会には不釣り合

いなほどの良い着物である。

　つまりあの娘もゼルヴィスを狙っているわけだ。

　女の隣には似たような年齢の別の女が立ってい

て、それともアイオナは話しているようである。

　ただしこちらは見るからに服装に違いがあり、お

そらくは召使いか何かであろう。

　あの服装と雰囲気、そして召使いを連れていると

いう事実は、あの女が貴族である可能性を示すなと

ダーシュは考えた。

　場違いな服を着てひらひら動いてる連中はみんな

育ちが良さそうに見える。

　大方、貴族や豪商、神殿の高位神官などの縁に連

なる連中だろう。

　結婚は女の人生の浮沈を決める。アウラシールで

は間違いなくそうである。

　大貴族で、しかも英雄的業績を持つ男との結婚と

もなれば、その娘自身どころか実家の運命まで左右
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するものになるだろう。

　庶民の感覚からすれば理解しにくいかも知れない

がそういうものである。

　仮令場違いだと判っていても本気で乗り込まずに

はいられない。

　そういう状況に連中があるとダーシュには判るか

ら馬鹿にする気にはなれないのだが、向こうの方で

はきっとこちらを、この宴会の本来の参加者達を見

下げているのだろうなとも思う。

　げらげら笑いながら豪快に飲み食いしている商会

の連中や、港の男衆とは雰囲気がまるで違うのだ。

　尤も、育ちの良さが必ずしも人格の方を保証する

わけでもないのだが。

　とはいえ外面の良さは重要だ。その点では間違い

なく階下の女共は商会関係者達を凌いではいるだろ

う。

「アイオナ殿と話しているのはリメルダ・ヴィング

リスですよ。私の一族の者です」

「家名？　が違いますが同じ御一族なのですか？」

「ああ失礼。氏族が同じなのです。我々には部族と

いう考え方はありません」

「なるほど」

　ダーシュは頷いた。

「しかし驚いたな。彼女はどうやって招待状を手に

た と え

もっと
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入れたのだろう？」

　不思議そうなゼルヴィスの言葉にダーシュは噴き

出しそうになった。

　お前の妻になれる機会が目の前にぶら下がってい

ると思えばこそ、あらゆる手管を使って潜り込んで

きたのだろうよ……。

　そう言ってやりたかったがもちろん言わない。こ

ちらにも立場というものがある。

「どういうわけか、今日は着飾った女性を多く見か

けますな」

　ダーシュとしては含みを持たせて言ったつもりで

ある。しかしゼルヴィスの返答は意外なものだっ

た。

「宴会だからでしょう」

　この男、ひょっとして馬鹿なのではあるまいか。

　ダーシュは自分の中でのゼルヴィスの評価を少し

下方修正した。

　自惚れることは危険だし、その必要もないとはい

え、有名人は自分が周囲に与える影響力については

把握しているべきである。

　余りに無自覚なのは本人のみならず周囲にとって

も迷惑だ。

「そういうものですかな」

「だと思いますよ」
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　別にゼルヴィスは友人というわけでもないし、本

人が気付かないのならば気付かない幸福というもの

もある。ダーシュはそう考えて黙っていることにし

た。

　実際には鈍感な奴に変な入れ知恵をしたら、面倒

臭いことになるに決まっているという警戒心からだ

が。

　リメルダと言われた女がこちらを見上げて手を

振っている。こぼれるような笑顔とはこのようなの

を言うのだろう。

　――よく鍛練を積んでおる。

　ダーシュはそう思った。さぞかしゼルヴィスから

見て魅力的に感じるように工夫していることだろ

う。

　リメルダに促されるようにしてアイオナもこちら

を見上げた。同じように笑顔を見せたが、こちらは

何と自然に見えることか。

　そう考えている自分に気付いて小さな笑みが浮か

んだ。

「二人が上がってくるようですね」

　リメルダに手を引かれてアイオナがこちらにやっ

て来る。

　アイオナはメルサリス商会の人間である。

　それも商会長ファナウスの娘であり、跡取りだ。
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彼女がこの商館に入るのを誰が止められるというの

だろうか？　誰にも止められはしない。

　見張りに立っているゼルヴィスの従者達も素通し

するしかないであろう。

　それを判っていてアイオナを伴っているならば、

あのリメルダという女は遣り手である。

　少なくともそれなりの計画性はある。

　邪魔の入らない状態でゼルヴィスと会話できるだ

ろう状況を作ろうとしているのだから。

　しかし一体アイオナを連れて何を話すつもりであ

ろうか。

　ダーシュは意地の悪い興味が出て来た。あのリメ

ルダという女は、ゼルヴィスが何をしにこの宴会へ

出て来たか知っているのだろうか？

　知っているならばかなりの度胸と情熱の持ち主だ

と思えるし、知らないならば知らないで何をするつ

もりなのか。

　どのようにゼルヴィスの気を惹こうとするのか。

　自分を他の競争相手とは違うと、どのように印象

付けようとするのか。

　そこのところに少し興味が湧いたが、ダーシュの

理性はこの面倒臭い求婚話はさっさと終わらせてし

まうに限ると告げていた。

　それはそうなのだ。相手は大貴族。怒りを買え
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ば、メルサリス商会にどんな害が及ぶか解らないの

だから。

　アイオナから聞いた話では、アイオナの身分は準

貴族という微妙なものであるらしい。

　アウラシールでいう諸大夫のようなものだろう

か。

　諸大夫とはアウラシールの下級貴族である。

　その総称と言っていいが、ダーシュは「準貴族」

というローゼンディアの身分をそのように考えてい

るわけである。

　しかしアウラシールの実状に照らして比較するな

らば、むしろ平民から出世した商人や軍人などの方

が近いものであった。

　もしもゼルヴィスを取り巻く蜜蜂共がアイオナに

侮辱を与えるような真似をするならば見過ごすつも

りはない。

　商会の安全はもちろん重要だが、自分の妻や身内

の女性達の名誉は、それに遥かに勝るというのがア

ウラシールの常識である。

　女性に対する侮辱はしばしば殺し合いに発展する

ので、アウラシールの男達はそもそも女性に関する

意見そのものを差し控える傾向があるほどだ。

　リメルダとアイオナが二階に姿を現した。ゼル

ヴィスの従者達は予想通り二人を素通りさせたわけ

し ょ だ い ぶ

し ょ だ い ぶ
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だ。

「ゼルヴィス様！」

「ご機嫌ようリメルダ。まさかこの宴会で会えると

は思っていませんでしたよ」

「ええ。ええ。わたくしこそそう思っておりました

のよ。どうやらわたくし達、不思議な、素晴らしい

ご縁があるようでございますね」

　不気味な、執念深いご縁の間違いではないかと

ダーシュは思ったが、無論、口は挟まない。

「ダーシュ……」

　大丈夫だった？　とアイオナが目で問いかけてき

たので軽く頷いて見せた。

「今ゼルヴィス殿と話をしていたところさ」

「お邪魔だった？」

「そんなことはない。ただの世間話だったからな」

　アイオナと話しながらもダーシュはゼルヴィスと

リメルダの会話にも注意を割いていた。

　リメルダは自分がアイオナと友達になったとゼル

ヴィスに言っていたが、そのくせアイオナを紹介す

る様子を見せない。

　ゼルヴィスの妹の話や自分の実家の庭の話など、

見通しがないというか、統一感のない話をずっと続

けている。

　リメルダが何を言いたいのかはよく判るが、何を
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言っているのかは判らない。それがダーシュの感想

であった。

　ゼルヴィスはよく我慢を見せていると思えたが、

さすがに耐えかねたのかリメルダを遠ざけてこちら

を向いた。

「ディラ・アイオナ。素晴らしい宴会にお招き下さ

りありがとうございます」

「こちらこそお礼申し上げます。お忙しいでしょう

によくおいで下さいました」

　アイオナの返礼は問題のないものではあったが、

それを聞いたゼルヴィスが僅かに顔を曇らせるのを

ダーシュは見逃さなかった。

「ご配慮痛み入ります。ですがもっと早く、もっと

早く参上できていればと思っております」

「まあ……そうですの？　ですが我が商会の宴会は

いつも夕方からですので、別段お気になさることは

ございませんわ」

　アイオナは微笑んだ。それを見てダーシュは多

分、アイオナは何も判ってはいないのだろうなと感

じた。少しばかりゼルヴィスが気の毒な気がしない

でもない。

「ディラ・アイオナ。そちらの素晴らしいお方をわ

たくしにもご紹介して下さらない？」

　リメルダが口を挟んできた。
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　しかも今更になって自分のことを紹介しろとい

う。そういうことはゼルヴィスに食い付く前にすま

せるものだろうにとダーシュは呆れた。

「ええ。こちらがわたしの夫のダーシュですわ」

「初めまして。リメルダ・ヴィングリス殿。ダー

シュ・ナブ・ナグムです」

　面倒臭いので適当に自己紹介する。

「こちらこそ初めまして。ダーシュ殿とお呼びして

もよろしいかしら？　わたくし、リメルダ・ヴィン

グリスと申します。あなたの奥様とは今お友達に

なったんですのよ」

「そうですか。それは喜ばしい限りです。貴女のよ

うな品格有るご友人ならば私も大歓迎ですよ」

「まあ、過分なお言葉をありがとうございます。確

かにわたくし、礼儀や教養をしっかり身に付けるよ

う常に努めておりますので、そこのところをしっか

りと感じ取っていただけたと思うととても嬉しいで

すわ」

　頭の悪い女だとダーシュは思った。

「ええ。それは貴女の身だしなみや言葉遣いから容

易に察することが出来ますよ。先程ゼルヴィス殿か

ら伺ったのですが、同じ御一族だそうですね」

「ええ。ええ。わたくしはゼルヴィス様とはそれは

もう子供の頃からずっと一緒でしたの」
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　それは違うとゼルヴィスの顔が言っていたが、

ダーシュにとってはどうでもいいことだった。

　リメルダはダーシュとアイオナの夫婦を素晴らし

いとかお似合いだとか色々と言い、そしてまた自分

の一族や、船で近くの小島へ小旅行に出掛けた時の

話などし始めたがダーシュは聞き流しておいた。

　この女がどこまで事情を知っているかは判らない

が、いずれにしてもアイオナが既婚者であるという

のは有り難いことだろう。

　既婚者ならばリメルダの敵にはなり得ないから

だ。

　あくまで直接的な意味においてだが。

「申し訳ありませんが私はまだ挨拶廻りの途中でし

て」

　ダーシュはそう言ってリメルダを制した。下らな

い話を延々聞かされるのはたまらない。

「では失礼します。宴会を楽しんで下さい」

　ゼルヴィスにも軽く礼をするとアイオナの手を

取って歩きだした。

　二人の従者の横を抜けて階段を下りる。

　酒と料理の匂いが漂う宴会の会場に戻ると何だか

安心した。隣のアイオナが小さく息を吐いたのを感

じて目をやると向こうもこちらを見ていた。何とな

く笑い合った。
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「あれはないな」

「何の話？」

「気付いていないのか？　ならいいが」

「気になるわね。ヴィングリス様のこと？」

　ヴィングリス様？　その言い方がダーシュは少し

気になった。

　だがゼルヴィスの親族なのだからおそらくそれな

りの貴族なのだろう。アイオナの立場からはそうい

う表現になるか。

　ダーシュはそう納得したが、面白くない気分が

残った。

　――あんな女などよりお前の方がずっと品格があ

る。

　胸の中でそう呟いた。品格とは内側から滲み出る

ものだ。

　ダーシュとしてもアイオナの気質についてよく

知っているなどと言うつもりはない。

　だがあのアンケヌ脱出の日からずっと行動を共に

してきているのだ。

　わかることも、感じることも、少なくはない。

「うん？　何やら良い匂いがするな……」

　やや甘いような、香ばしいような良い香りが漂っ

てきた。

「なんだろうなこれは」
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「ヌムルの香りだわ。ヌムル・ディフカーレよ」

　アイオナが教えてくれた。

「ああ、岳父殿の好物だとかいう料理か」

「というかローゼンディア人なら大概は好きだと思

うわよ」

「ほう」

　そう聞くと少し興味が出てくる。何より匂いが素

晴らしい。

「では無くなる前に行くとしようか」

「ええ」

　二人は連立って宴会料理の方へと向かった。

第十一章へつづく
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奥付

※この作品はフィクションです。実在の人物・団

体・事件などとは、一切関係ありません。

※この作品を、個人的に楽しむ範囲を越えて、無断

で、複製、転載、配布、改変、販売等をすることを

禁じます。
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