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べに ば

ら

たわむ

第一章 紅薔薇の戯れ
︱︱︱︱パァンッ！
すがすがしいまでの乾いた音が︑高い天井に響き渡る︒
ぎんぱつ

まぶ

集まっていた人々は何事かと振り返り︑視線の先に見えた光景に例外なく絶句した︒
皆の視線を集めて立っていたのは︑銀髪が眩しい長身の青年︒
ほお

そして︑手を振り下ろしたままのポーズでつま先立ちしている令嬢︒
おそ
ほそごし

わずかにのけぞった青年の頬には︑真っ赤な手形がついていた︒
︱︱なんと畏れ多いことを︒

ぶ じょく

ばつ

周囲がさーっと青ざめるのも構わず︑令嬢は細腰に手を当てると﹁フン﹂と鼻を鳴ら
じ ごう じ とく

した︒

そこ び

﹁自業自得よ︒純情な女の子を侮辱した罰ですからね︒せいぜい反省するといいわ！﹂

おのれ

その言葉に︑なにを思ったのか︒
ぶたれた頬に己の手の甲を押しつけた青年は︑底冷えするようなまなざしで︑詰め寄
る令嬢を見下ろしていたのだった︒
◇◆◇

しぶしぶ

ぶ とうかい

﹁おまえももう二十一歳になったのだろう︒いいかげん結婚相手を見つけんか！﹂
と たん

そう父親にせっつかれて︑仕方なく︑いやいや︑本当に渋々︑顔を出した舞踏会︒
い

どこにいても目立つ銀髪のせいで︑広間に入った途端︑黄色い悲鳴が響き渡った︒
あいさつ

ものかげ

毎度︑このときばかりはこの髪が忌まわしくて仕方がない︒
主催者に挨拶だけして︑大人しく物陰にでも引っ込むつもりでいるのに︑どこへ行っ

おうぎ

顔を正面に戻せば︑ここぞとばかりに食い入るような視線を感じるし︒

なにかあるのかと振り返ってみると︑
きゃーきゃー言うばかりで︑
すぐ扇で顔を隠すし︒

なんで集団でこそこそ追い回すんだ︒

︵︱︱くっついてくるくらいなら話しかけろ︶

ても令嬢たちがそわそわしながらくっついてくるのだ︒
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ぞく

︵こういうのを俗に﹃うざい﹄と言うわけか⁝⁝︶
兄から仕入れたフランクな言葉を思い出し︑
﹁はぁ﹂と彼は知らずため息をついた︒

あい そ

ぶっちょうづら

彼からすれば︑うんざりという表情のつもりなのだが︑悲しいかな︑生まれつき整っ
うれ

たその顔立ちは︑彼の本心を周囲に正しく伝えてくれない︒
し あん

は く ひょう

ほほ え

うた

あからさまに面倒くさがっている顔は﹃憂い顔﹄と変換され︑愛想ゼロの仏頂面は
ちょうしょう

こ

できることなら︑仕事以外ではずっと自室に籠もっていたい︒
だが実際にそうするには︑彼はあまりに身分が高かった︒

い

すね﹂

きょう

き

し だん

おぼ

ほろ

め

﹁まさにそうですな！ これもなにかの思し召しということでしょう！﹂
ばち あ

︵そんなのを思し召す神がいるなら即刻滅んでしまえばいい︶

でございます﹂

﹁お初にお目にかかります︑ゼルディフト公爵様︒ロクサーヌにございます﹂
ゆう が

的な笑みを浮かべながら優雅に礼をした︒

てき

やっかい

き ぐう

す

父親からの紹介を待っていたのだろう︒どこからともなく現れた美女が︑口元に蠱惑

こ わく

﹁よい機会でございます︒ぜひ︑我が娘を紹介させてくださいまし︒愛娘のロクサーヌ

ま な むすめ

と︑
なんとも罰当たりなことを考えながら︑
青年は無表情のままアゼフト卿を見据えた︒

み

﹁︱︱アゼフト卿もいらしていたのですか︒このような遠方でお会いするとは︑奇遇で

相手である︒

にやにやとした微笑みに︑さらにうんざりさせられてしまうが︑無視するには厄介な

間と会わずに済むと思ったのに︑予想外だった︒

この会を主催している子爵は王都から離れた地方の領主だ︒そのためあまり面倒な人

視線の先にいたのは︑近衛騎士団所属の隊長アゼフトだ︒

この え

不意に右手から声をかけられ︑青年は足を止めて振り返る︒

ふ

すなぁ﹂

﹁おお︑ゼルディフト公爵様！ このような場でお会いするのはお久しぶりでございま

るさく言ってくる両親を黙らせるため︒

それもすべて︑兄が結婚してからというもの︑
﹁おまえもさっさと身を固めろ﹂とう

だから︑今日もきたくもない舞踏会に足を運び︑結婚相手を探しているのだ︒

ぶ とうかい

実行したら︑おそらく上を下への大騒ぎになるであろうことは容易に見当がつく︒

よう い

多く集まる場に出ていくことが︑彼にとってどれほど苦痛かは推して知るべしであろう︒

お

皮肉を込めた嘲笑ですら﹃令嬢殺しの薄氷の微笑み﹄などと謳われるのだから︑人が

ひ にく

﹃思案顔﹄と︑いずれも感嘆のため息をつかれる︒

10
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ほうまん

きょうちゅう

最悪だ︑と青年は胸中で顔をしかめる︒
つや

きわ だ

豊満な胸元を強調するようなドレスといい︑細い腰を際立たせるビーズ飾りといい︑
ゆる

ほほ え

そで

緩やかに波打つ艶やかな黒髪といい︱︱ 青年のもっとも嫌いなタイプの女である︒

さ ほう

おまけに自信に満ちたその微笑みときたら！ このわたくしを袖にする男なんている
しん し

はずがないわ！ という根拠のない自信に満ちあふれているではないか！

つらぬ

きびす

が︑こんな女に口づけるくらいなら︑不作法と罵られたほうがマシだと思うのがこの

ののし

本来なら︑
ここで令嬢の手を取り︑
その手の甲に口づけるのが紳士としての作法である︒
青年だ︒

あいさつ

彼はここでも自分の信念を貫いた︒
﹁どうも﹂
これ以上ないほど素っ気ない挨拶を返し︑すぐに踵を返そうとする︒
﹁おおおお待ちください公爵！ ほらっ︑もうすぐダンスも始まりますからっ︑ぜひう
ふ

え

て

ちの娘と一曲ご一緒して︱︱﹂

じ

﹁ダンスは不得手なので失礼します﹂
﹁そう言わずに！﹂
追いすがるだけの父親に焦れてか︑ロクサーヌ嬢が素早く動く︒

つか

おど

次の瞬間︑青年は彼女に腕を掴まれ︑柔らかな胸を身体に押しつけられていた︒

は く ひょう

﹁わたくしからもお願いいたしますわ︒ぜひ︑踊ってくださいまし﹂
︵い・や・だ︶

こ う ちゃく

かた ず

振り返った青年は薄氷の目を細めてそう訴えるが︑ロクサーヌは挑戦的に微笑んだま
まだ︒

いっせい

ふたりの膠 着 状態が続く︒いつの間にか周囲の人々も固唾を呑んでやりとりを見守っ
その沈黙を破り去ったのは︱︱

ていた︒

りん

﹁ちょっと︑そこの色男！﹂
とっ さ

切り込むような凛とした声に︑全員が一斉にそちらを向く︒
青年も咄嗟に声がしたほうを見た︒
ひそ

不思議なことだが︑響き渡ったその声には︑振り向かずにはいられないような強制力

この自分を︑
﹃色男﹄呼ばわりするような無礼者はさすがに存在しないはずだった︒

ぶ れいもの

公爵位を持つこの自分を⁝⁝成人するつい三年前までは﹃第二王子﹄と呼ばれていた

だがその﹃色男﹄というのが︑まさか自分を指しているとは思わなかった︒

が潜んでいたのだ︒
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こ

ひだりほ ほ

き

み

のぼ

ふ

い

パァンッ！ と小気味よい音が立ち上る︒
ひら て

そうかい

振り返るなり左頬をぶたれた青年は︑不意を突かれて大きくのけぞってしまった︒
あまりに見事な平手打ちに︑痛みよりも驚きよりも︑むしろ爽快さを覚えてしまう︒
ロクサーヌも驚いてぱっとその手を離した︒
こ がら

自由になった青年は︑平手打ちをした人物の正面に改めて顔を向ける︒
そこには︑振り下ろした右手をぎゅっと握りしめた︑小柄な令嬢がたたずんでいた︒
やど

ののし

背の高い青年に平手打ちするため︑つま先立ちになっていたのだろう︒長いドレスの
すそ

じ ごう じ とく

ぶ じょく

ばつ

裾をぱふんと床に打ちつけると︑彼女は強い光を宿す瞳で罵ってきた︒
﹁自業自得よ︒純情な女の子を侮辱した罰ですからね︒せいぜい反省するといいわ！﹂
けんのん

︱︱なんだって？ 自業自得？ 侮辱？ ⁝⁝反省？
わけがわからず︑つい剣呑なまなざしを相手に向けてしまう︒
あ

ま いろ

けれど令嬢は年のわりに堂々とした立ち姿で︑おまけに﹁フン﹂と鼻を鳴らした︒
は く ひょう

青年はなぜか︑その軌跡を薄氷の瞳で追いかけてしまったのだった︒

き せき

鼻息に合わせて亜麻色の髪がふわりと揺れる︒

◇◆◇
ルチア・マーネットの朝は早い︒
なにせこの家には︑弟と妹が全部で五人も暮らしているのだ︒

たた

一番下の子はまだ三歳になったばかりで︑ちょっと目を離すとすぐどこかに行ってし

ひ しゃく

こ

ね

ていまい

うな

その子たちを叩き起こし︑着替えをさせ︑朝食を食べさせるだけでもかなり大変なの

まう︒
であった︒
なべぞこ

﹁ほぉら︑さっさと起きなさーい！﹂

えさ

と

だん ろ

狭い寝台の上で雑魚寝していた彼ら彼女らは︑あーうー︑などと唸りながら目を覚ま

ざ

鍋底を柄杓で叩きながら︑ルチアは弟妹たちを起こしにかかる︒

にわとり

﹁はぁ〜い﹂

い︒ルドルフはミレイとアーサーの着替えを手伝ってあげて！﹂

﹁カレン︑鶏に餌をやって卵を採ってきて！ マーティンは暖炉に火を入れてちょうだ

し始めた︒

王家の秘薬は受難な甘さ
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じゅうじゅん

まえ か

上の子たちが従順に答えて︑言われたことを行動に移し始める︒
し たく

彼らが着替えをしているうちに︑すでに前掛けを引っかけたルチアは残り物のスープ
と

を温め︑パンを切り分け︑朝食の支度を始めていた︒
ていまい

い

ま

今日採れた卵は四つ︒手早くオムレツを作り︑全員に行き渡るように皿に盛った︒

すす

そうして食卓にいい匂いが立ちこめる頃には︑弟妹たちも朝の支度を終えて居間に集
まってくる︒
﹁マーティン︑煤が手についているわ︒洗ってきなさい︒︱︱こら！ ルドルフったら︑
またつまみ食いしようとして！ そういう子はスープ抜きにするわよ！﹂
﹁お姉さま︑お母さまのぶんのスープは？﹂

かみ ざ

﹁こっちに分けてあるわ︒ああ︑いいわよ︒わたしが持っていくから︒カレンは他の子
たちをお願い﹂
﹁はぁ〜い﹂
カレンは一番上座に腰かけ︑弟妹たちを大人しくさせると︑朝のお祈りを始めた︒
やしき

彼らが朝食にかぶりつくのを見届けてから︑ルチアはスープを持って二階へ上がる︒
奥の部屋はこの邸の主人である︑ルチアの母の私室だった︒
﹁お母様︑おはようございます︒今朝の具合はいかがかしら？﹂

か

﹁ああ︑ルチア⁝⁝︒ええ︑とってもよくてよ︒久しぶりにあのひとの夢を見たわ﹂
か ちょう

そっと目元をぬぐう母を見て︑ルチアもたちまち切ない気持ちに駆られる︒
と

か

い

このマーネット家の家長であり︑ルチアたちの父である男爵は︑昨年馬車の事故が原

あし

因で亡くなってしまった︒事故の直後︑一命は取り留めたものの︑治療の甲斐なく数日
後に息を引きとったのだ︒
こ

同じ馬車に乗っていた母は命に別状はなかったものの︑脚を悪くしてしまって︑今は
一年の大半をこの部屋に籠もって生活している︒

やと

﹁お母様︑
泣かないで︒お父様だってきっと︑
お母様に毎日笑って過ごしてほしいと思っ
ているはずよ︒はい︑今朝のスープ﹂
﹁本当に︑あなたには苦労をかけるわね︑ルチア︒せめて使用人を雇えるだけのお金の
余裕があったのなら⁝⁝﹂

行かせてあげたいしね﹂

けなくなっちゃうじゃない︒マーティンやルドルフやアーサーだって︑きちんと学校に

﹁わたしのことはいいのよ︒それに使用人なんか雇っていたら︑アレックスが学校に行

スープを手渡しながら︑ルチアはからりと笑った︒

﹁お母様ったら︑毎日そればっかり﹂

王家の秘薬は受難な甘さ
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きしゅくせい

アレックスというのは︑寄宿制の王立学院に通っている長男の名だ︒
つ

長女であるルチアの四つ下で︑つい先日十四歳になったばかりである︒

かん り

にな

父亡き今︑このマーネット家の爵位と領地を継ぐのは彼なのだが︑成人に達する前で
あるので︑正式に男爵を名乗ることができない︒
そのため現在︑領地の経営は王城から派遣された官吏が担っている︒

やしき

ルチアは官吏に頼んで︑下の三人の弟たちも学校に行かせるにはどうすればいいのか
いわ

を確認した︒
そっせん

曰く︑この邸の使用人を最低限にし︑生活費などもいろいろ切り詰めればなんとかな
るとのことだった︒そういうわけで︑失った使用人のぶんまでルチアが毎日率先して働
ていまい

いている︒

み

弟妹たちもようやくしっかりしてきて︑毎日食べて寝るぶんには困らない程度の生活
は維持できていた︒

そう ぎ

︵本当はお母様をいいお医者に診せてさしあげたいけれど⁝⁝︶
ね ん しゅつ

さすがにそこまでの費用は捻出できない︒
それなりに存在していたはずの財産も︑両親の治療費や父の葬儀のために︑ほとんど
なくなってしまった︒

﹁でもねルチア︑あなただって︑本来ならまだ女学校に通っていたはずなのよ？ わた
しとあのひとがこんなことになったばかりに︑あなたを学びの場から引き戻すことに
のう り

なってしまって⁝⁝﹂
十二歳になった年から両親に不幸が訪れるまで︑ルチアは良家の令嬢が多く集まる女

ルチアの脳裏に︑王立学院と隣り合った寄宿制の女学校の全景が浮かぶ︒

かたくる

学校で︑毎日楽しく暮らしていた︒
かたすみ

堅苦しい規則や時代遅れな花嫁修業にうんざりすることもあったが︑同じ年頃の友人
たちと学んだり遊んだりしたことは︑今も胸の片隅に輝かしい思い出として残っている︒
本来なら︑今年の夏まではその女学校で学ぶ予定だった︒
そして卒業と同時に社交界にデビューし︑将来を誓い合う殿方を見つけるつもりでい

﹁でもね︑ルチア⁝⁝﹂

お母様だってそうでしょう？﹂

﹁わたしはいいのよ︒アレックスや他の子たちが幸せになってくれれば︑それで充分︒

ルチアはふっと微笑んで︑母の肩を優しく抱きしめた︒

ほほ え

︱︱だが︑今のルチアには社交界デビューなど夢のまた夢︒

たのである︒
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﹁ほぉら︑もう暗いことは言わないの！ スープを飲んで︒一晩おいて味がさらに染み
自信作よ︑と笑うと︑母もようやく弱々しい笑みを浮かべた︒

ているはずだから﹂
﹁ありがとうね︑ルチア︒あなたのおかげで︑どれだけ家が助かっているか⁝⁝︒本当
に︑感謝してもしきれないわ︒お父様のぶんまで︑愛していますからね﹂

た

そんなルチアに転機が訪れたのは︑それからしばらくも経たないうちだった︒
ある日︑今はもう訪れる者も少ない男爵邸に︑一台の馬車が入ってきた︒
﹁ルチア！ ああ︑久しぶりね︒他の子たちもみんな元気？﹂
い

と

こ

﹁え︑ヴィレッタっ？ いったいどうしたのよ︑突然じゃない！﹂
出迎えたルチアは︑馬車から降り立った同い年の従姉妹に目を丸くした︒
レースつきの帽子をかぶったヴィレッタは︑めずらしく興奮した様子でルチアに抱き
ついてくる︒
元気そうな従姉妹の姿に︑ルチアも晴れやかな笑みを浮かべた︒

や

﹁本当に久しぶり！ でもどうして？ 女学校の卒業式まで︑あと一ヶ月はあるでしょ

う？﹂
﹁お姉様の結婚式に合わせて帰ってきたのよ︒それよりルチア︑去年に比べて痩せたん
じゃない？﹂
﹁そうかしら？﹂
かっこう

まえ か

少し距離を置いたヴィレッタは︑大きな瞳でまじまじとルチアを観察してくる︒
あ

ま いろ

よそお

ルチアの恰好は普段通り︱︱つまりは︑動きやすいドレスに前掛けを引っかけただけ
いになっている︒

のものだった︒ふわふわの亜麻色の髪もおさげにして︑とても貴族の令嬢とは思えぬ装
﹁話には聞いていたけど⁝⁝本当に︑使用人みたいに暮らしているのね﹂
いたずら

ほほ え

﹁ふふっ︑これはこれで動きやすくて快適なのよ？﹂
明るいルチアの様子にほっとしてか︑ヴィレッタもようやく笑みを浮かべる︒

ルチアは悪戯っぽく微笑み︑その場でくるりと回って見せた︒

ば

もあるのよ？ 下の子たちも喜ぶといいけど⁝⁝﹂

﹁ええ︑わたしも叔母様に会うのを楽しみにしてきたの︒今日は叔母様の好きなケーキ

お

らきっと母も喜ぶわ﹂

﹁さ︑とにかく上がってよ！ たいしたおもてなしはできないけど︑あなたの顔を見た

王家の秘薬は受難な甘さ
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ご ようたし

もん

き いちご

﹁まぁっ︑
﹃ラ・ゼレフォン﹄の木苺のケーキね！ みんな絶対に喜ぶわ﹂
あん

じょう

かん み

ていまい

王室御用達と評判の店の紋を見つけ︑ルチアははしゃいだ声を上げてしまった︒
案の定︑しばらく甘味と縁のなかった弟妹たちはケーキと聞いて大喜びし︑なだめる
のが大変だった︒

あい

自分とヴィレッタのぶんのケーキを切り︑残りをカレンに任せたルチアは︑改めて彼
女に急な来訪について尋ねる︒
﹁お姉さんの結婚式があるなら︑ここにいてはいけないんじゃないの？﹂
さつ
し ぐさ

か れん

﹁あら︑そんなことはないわ︒準備はもうあらかた済んでいるし︑向こうの親族への挨
拶も済ませてしまったしね﹂
さま
ぶ とうかい

ヴィレッタは軽く肩をすくめる︒そんな仕草も可憐な彼女にはとても似合っていて︑
女学校仕込みのお茶の飲み方も実に様になっていた︒

さか

﹁わたしが休暇に戻ってきたもうひとつの理由は︑父方の親戚が主催する舞踏会へ参加
するためなのよ﹂
﹁舞踏会に？﹂
社交シーズンの盛りはまだ一ヶ月以上先だが︑早いところでは身内のみの顔合わせの
ようなパーティーがいくつも開かれているらしい︒

ヴィレッタが参加するのも︑そのうちのひとつということだった︒
﹁初めて顔を出す舞踏会が︑いきなり王宮主催のものじゃ緊張しちゃうでしょう？ だ

ふ ずい

からまず身内が主催する小規模なパーティーに参加して︑それなりに顔見知りを作って
から︑王宮へ向かうというのがセオリーなのですって﹂
﹁へぇ︑そうなのね﹂
ルチアが学んだ舞踏会の知識といったら︑ダンスと会話術と︑それに付随するマナー

じ あん

くらいのものだ︒その他の具体的なことは︑デビュー間近になってから教えられるもの
なのだろう︒
﹁ほら︑わたしって人見知りだし引っ込み思案だから︑お父様がひどく心配なさってい
お

じ

て︒もう女学校は出ていいから︑しばらくは舞踏会にいっぱい足を運びなさいって﹂

きてから︑結局もとに戻っちゃったわ︒なにせ育ち盛りの弟妹たちを躾けるには︑ひら

しつ

﹁その先生方のおかげで︑当時はだいぶマシになっていたんだけどね︒こっちに帰って

から︑先生たちがいつも渋い顔をしていたのよね﹂

しぶ

﹁ルチアったら相変わらずだわ︒そうやって思ったことをすぐ口に出して言ってしまう

あけすけなルチアの言葉に︑ヴィレッタは声を立てて笑った︒

﹁それで先に帰ってきたわけね︒伯父様も心配性というか︑
根回しがいいというか⁝⁝﹂
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た

ささや

い

ふ

ま

ま

ね

ひらと囁くように話す︑なんて意味のないことだってわかっちゃったんだもの﹂
立ち居振る舞いの教師の真似をして言うと︑ヴィレッタはまた小さく笑った︒
﹁本当に︑あなたもお父様のことさえなければ︑わたしたちと一緒に卒業できていたは
ずなのに⁝⁝﹂
﹁こればっかりは仕方ないことよ︒さぁ︑それより社交界デビューするなら︑ぜひその
ことをわたしの母にも報告してちょうだい︒あなたのこと︑もうひとりの娘みたいに
かわい

うなず

可愛がっているのよ？ 元気な顔を見せて安心させてあげて？﹂
ヴィレッタは頷き︑ふたりは二階の母の部屋へと向かっていく︒
母も久しぶりに会うヴィレッタにとても嬉しそうな顔をして見せたが︑やはり社交界
デビューに関しては複雑な思いがあるようだ︒
はな

い

と

こ

ちらりと目を向けてくる母に︑ルチアはいつもと同じ明るい笑みを浮かべる︒

ぜいたく

華やかなドレスに身を包み︑社交界へ羽ばたく従姉妹が︑うらやましくないと言えば
ちょちく

だが弟妹たちのための貯蓄を崩してまで︑自分が贅沢をする理由がそこにあるとは思

ていまい

嘘になる︒
えなかった︒

あて

こづつみ

︱︱ルチアのそんな本心を︑母もヴィレッタも見抜いていたということか︒

くつ

おうぎ

数日後︑ルチア宛にいくつかの小包が届いた︒受け取った彼女はひたすら目を丸くし
てしまう︒
き れい

﹁うわぁ︑綺麗なドレスだ⁝⁝！﹂
あわ

﹁おいアーサー︑よだれだらけの手でさわるなって︒絶対高いぞ︒この靴も扇も⁝⁝﹂
一番下の弟が﹁きゃっきゃっ﹂と言いながら箱に手を伸ばすのを︑ルドルフが慌てて
いた

み

止めに入る︒それでも乗り出そうとするアーサーを︑マーティンがひょいと抱き上げた︒

しる

カレンとミレイに至っては夢見るような表情で︑箱からこぼれたドレスにうっとり魅
い

入っていた︒
﹁いったい誰がこんなものを⁝⁝﹂
ルチアは慌てて添えられていたカードに目を通した︒
そう ぎ

差出人はヴィレッタになっていたが︑
なんとカードに記されていたのは彼女の父︑
カー

伯爵はヴィレッタからルチアの近況を聞き出すと︑すぐにこのドレスを用意してくれ

のときも大変世話になった内のひとりである︒

ティス伯爵の名前だった︒ルチアの母の兄である伯爵は︑亡き父とも親友同士で︑葬儀
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たということだった︒
直しさせたので︑もし気に入ったようであれば︑今夜はこれを着て馬車に乗ってほしい﹄

﹃突然のことだけに︑新しいものは用意できなかった︒わたしの妻が着ていたものを手

お

じ
ほほ え

すでに馬車の手配は済んでいるとのことで︑ルチアは伯爵の心遣いに胸を熱くした︒
﹁お母様︑伯父様がドレスを送ってくださったの﹂
ルチアは瞬時にピンときた︒

急いで母に報告に行くと︑母は驚くこともなく︑静かに微笑みを浮かべる︒
﹁もしかして︑お母様が伯父様に頼んでくださったの？﹂
ない︒ねぇルチア︑せっかくなのだから︑少し楽しんできたらいいわ﹂

うなず

﹁ヴィレッタにお願いして︑手紙を届けてもらったのよ︒⁝⁝まぁ︑素敵なドレスじゃ
﹁お母様⁝⁝﹂
ふ かく

﹁あなただって︑たまには息抜きすることも必要なのよ﹂
し たく

ルチアは嬉しさのあまり︑
不覚にも涙ぐんでしまうが︑
急いで口角を引き上げて頷いた︒
﹁あっ︑でももちろん早めに帰ってくるわ︒明日の朝食の支度があるもの﹂
﹁そんなことは気にしないで︒⁝⁝と言いたいところだけど︑確かにカレンひとりじゃ
難しいかしらね﹂

苦笑する母に笑みを返し︑ルチアはわくわくしながら腕の中のドレスを抱きしめた︒
せいそう

︱︱そうして夕刻︑日が沈む時刻になって︑伯爵家から迎えの馬車がやってきた︒

ちょう し

カレンの手を借り︑贈られたドレスに着替えたルチアは︑久々の盛装にどきどきしな
ていまい

すそ

玄関ホールで待っていた弟妹たちは︑そんな長姉の姿を見て感嘆のため息をついた︒

がら階段を下りる︒
﹁おねえさま︑とってもきれい⁝⁝っ！﹂
妹たちがたちまち夢見るような表情になる︒
ま

ご

ルチアは気恥ずかしく思いながらも︑ドレスの裾をつまんで軽く礼をして見せた︒
﹁そう言ってもらえて嬉しいわ︑ミレイ︒馬子にも衣装でしょう？﹂
こ う ちょう

ほ

﹁お姉さまったら︑そんなことはないわ！ 本当にとっても素敵よ︒お姫さまみたい﹂
気恥ずかしさにとぼけるルチアを︑カレンが頬を紅潮させながら褒めちぎる︒
しっ そ

けしょう

け

実際︑今日のルチアはいつもの彼女とはまるで別人だった︒

ま いろ

ほどこ

ほお

ば

ら いろ

そ

質素なドレスに身を包み︑髪をひっつめていた化粧っ気のない娘はもういない︒
あ

そこにいるのはまぎれもなく︑男爵家のご令嬢だった︒
まぶ

はな

み りょう

亜麻色の髪はふわふわと広がり︑薄く化粧を施した頬は薔薇色に染まっている︒すみ

れ色の瞳はいつも以上に眩しい輝きを放って︑見る者を魅了するような明るいきらめき

王家の秘薬は受難な甘さ

27

28

うすももいろ

ていまい

かわい

しんじゅ

に満ちていた︒ふんわりとした薄桃色のドレスが︑そこに可愛らしさを添えている︒
き れい

ほ

これまでにない長姉の姿に弟妹たちは興奮状態だ︒ルチアが仕上げに手袋と真珠の髪
飾りを身につけると︑言葉を尽くして﹁綺麗だ﹂と褒めてくれた︒
おかげで彼女自身も︑まるでおとぎ話のヒロインにでもなったような気持ちで︑つい
つい浮かれてしまう︒

ぶ とうかい

あこが

馬車に乗り込むときには弟妹たちが全員門の前に出てきて︑楽しんできてねと手を
振ってくれた︒
︱︱あの子たちが舞踏会に憧れを持てるように︑今日はうんと楽しんできて︑あとで
いっぱい素敵な話を聞かせてあげよう︒そう決意し︑ルチアは到着寸前まで手鏡を見つ
め︑おかしなところはないかと念入りにチェックした︒
はな

しばらくして目的地に到着し︑ルチアはどきどきしながら馬車を降りる︒
しばたた

小規模と聞いていたが︑一歩踏み出せば︑そこは想像以上に華やかな舞踏会の会場だ︒
ふく

ルチアは田舎から出てきた小娘よろしく︑ぱちぱちと目を瞬かせながら︑夢の一夜に
大いに胸を膨らませたのであった︒
﹁ルチア！ 久しぶりだな︒元気にしていたか？﹂

お

じ

こう い

たまわ

入り口できょろきょろしているとすぐに声をかけられ︑ルチアはぱっと振り返る︒

あわ

﹁あ︑伯父様！ ︱︱じゃなくて︑カーティス伯爵様︒本日は大変なご厚意を賜りまし
て⁝⁝﹂
忘れかけていたマナー教本を頭の奥から引っ張り出し︑慌てて言い直したルチアは︑
すそ

うなず

ドレスの裾をつまんで貴婦人の礼をして見せた︒
伯爵は合格と言いたげに大きく頷いたが︑ルチアが顔を上げると驚いたように目を
みは

瞠る︒

は がん

﹁なんと︒しばらく見ないうちに美しくなったな！ おまえの母君の若い頃を思い出
すよ﹂
そうしてにこっと破顔して︑カーティス伯爵はルチアを胸に抱き寄せた︒

ビューをわたしが担うのは当然のことさ﹂

にな

おまえはわたしの妹と親友の娘なんだ︒死んでしまった親友に代わり︑姪の社交界デ

めい

﹁デビューするつもりはなかったと言いたいんだろう？ そういうわけにはいかない︒

﹁えっ︑でも伯爵︑わたしは⁝⁝﹂

わたしとしたことが︑すっかりおまえの社交界デビューのことを忘れていたよ﹂

﹁元気そうでなによりだ︒それより悪かったな︒おまえの母君から手紙をもらうまで︑

王家の秘薬は受難な甘さ
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﹁⁝⁝伯父様⁝⁝っ﹂
おうよう

はげ

思わずうるっときたルチアを︑伯爵は鷹揚な笑顔で励ました︒
ぶ とうかい

いま

﹁それに︑おまえがそばにいてくれれば︑ヴィレッタもきっと安心だろう︒ここ数日︑

と たん

何件かの舞踏会に出席させたんだが︑
未だ誰とも交流を深めていないようでね︒
少々困っ
ていたんだよ﹂
﹁まぁっ﹂
驚くルチアだが︑ヴィレッタならありそうなことだと思った︒

いと

くせ

い

と

こ

か

人見知りに加え︑重度のあがり症でもある彼女は︑親しい人間以外の前に出ると途端
に口ごもってしまう癖があるのだ︒
が ぜん

伯爵にはドレスを用意してもらった恩もある︒
ルチアは俄然︑愛しい従姉妹のために一肌脱ぎたい気持ちに駆られた︒

かんじん

﹁お任せください︑伯爵様︒ヴィレッタとは従姉妹であるだけでなく︑女学校時代は一
番の友達でもあったんです︒あの子のよさはたくさん知っていますから！﹂
﹁おお︑そう言ってくれると実に嬉しい！ そうだな︑まずは︱︱あの馬車から肝心の
ヴィレッタを引っ張り出してくれるとさらに嬉しいな﹂
ルチアは驚いて馬車を振り返る︒

わか な

主人を降ろした馬車は次々と奥へ入っていくが︑言われてみれば︑車寄せに停まった
あわ

まま動かない馬車が一台停車していた︒
うず

けしょう

ルチアは慌ててその馬車に飛び乗る︒中では若菜色のドレスに身を包んだヴィレッタ
が︑ハンカチーフに顔を埋めてしくしくと泣いていた︒

ゆが

﹁ヴィレッタ！ あなたいったいどうしたの？ まぁ︑お化粧がぐちゃぐちゃよ﹂
﹁ル︑ルチア⁝⁝っ﹂
お

じ

やしき

顔を上げたヴィレッタはくしゃくしゃに顔を歪めた︒
﹁伯父様が心配していたわ︒早くお邸の中に入って︑お化粧室を借りましょう？﹂
﹁い︑いやよ︒お邸には入りたくないわっ﹂
﹁どうして？﹂
なんでも馬車を降りようとしたときに︑前の馬車からその﹃会いたくない人物﹄とや

﹁あ︱︱ 会いたくないひとがきていたのよ﹂

ヴィレッタはなにも言わないが︑しょんぼりと肩を落としている︒

﹁もしかして︑そいつになにか言われたの？ ひどい言葉でからかわれたとか？﹂

ぐすん︑と鼻をすする従姉妹の様子に︑ルチアはピンとくるものがあった︒

らが降りるのが見えて︑出るに出られなくなってしまったらしい︒
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な

ルチアはそっと彼女の肩を抱き寄せ︑よしよしと背中を撫でてやった︒
つまず

女学校に入ったばかりの頃が思い出される︒入学当初︑あがり症のヴィレッタはさっ

い と こ

たい じ

そく自己紹介で躓いてしまい︑それから意地悪な女の子たちにちょっかいを出されてば
かりだったのだ︒

しゅくじ ょ

さすがに見ていられなくて︑ルチアは従姉妹をいじめた女の子たちに真っ向から対峙
たた

そうして最終的には︑叩く︑ひっかく︑といった淑女らしからぬ手段を使って︑相手

した︒
から謝罪の言葉を引っ張り出したのである︒
や

おかげでルチアはばっちり教師陣に目をつけられてしまった︒
とはいえ︑ヴィレッタへの攻撃は止んだのだからルチアとしては万事解決だ︒
その後は特に問題なく︑ヴィレッタも友人を得ることによって徐々に落ち着きと本来
の明るさを取り戻していった︒
が︑それはあくまで女学校の中でのこと︒
いざ現実の世界に放り出されて︑ヴィレッタはまた自分のあがり症を自覚してしまっ
たのだろう︒

とう

きっと彼女が言う﹃会いたくない人間﹄は︑かつてのいじめっ子たちのように彼女を

攻撃したのだ︒

みりょく

本人はからかっているだけのつもりだろうが︑当のヴィレッタは深く傷つき︑すっか
り自信をなくしてしまっている︒
︵どこの誰だか知らないけれど︑ヴィレッタの魅力も知らないで︑からかいの言葉だけ
ほのお

ぶつけるなんて許せないわ！︶
いま

ルチアの中で︑正義の炎がゴウと燃える︒
未だ泣き続けるヴィレッタの手をぎゅっと握り︑ルチアは真剣な声音で言った︒
﹁ヴィレッタ︑もう泣かないで︒それより教えてちょうだい︒あなたをそんなふうに泣
かせたのはいったいどこのどいつなの？﹂
ぎんぱつ

﹁⁝⁝ひっく⁝⁝お︑お名前まではわからないわ⁝⁝けれどここにきているのだから︑

﹂

きっと親戚筋の誰かなのよ⁝⁝銀髪で背が高い方で⁝⁝﹂
うなず

﹁銀髪？ それはめずらしいわね﹂
頷いたルチアは︑はたとあることに気がついた︒

﹁背が高いってことは⁝⁝まさかそいつは男なの
なんてこと︑とルチアは奥歯を噛みしめる︒

か

﹁え︑ええ︒もう成人していると思うけど︑まだ若い方で⁝⁝﹂

!?
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さか

そそ

相手が男という事実は︑燃え盛る炎に新たな油を注いでしまった︒
ないわよ︒早く行きましょう！﹂
しん し

かざかみ

﹁男のくせに︑女の子を泣かせるなんて最低⁝⁝！ ヴィレッタ︑泣いている場合じゃ

ぶ じょく

﹁え？ ちょ︑ちょっとルチア！﹂
﹁公然と女の子を侮辱するなんて︑紳士の風上にも置けないじゃない︒一言言ってやら
ないと気が済まないわ！﹂
﹁で︑でも⁝⁝っ﹂
わき

やしき

馬車を飛び出ると︑カーティス伯爵が目を丸くして驚いていた︒
伯爵も慌てた様子で追いかけてきたが︑ルチアが受付を済ませて堂々と会場入りする

あわ

その脇をずんずん通り過ぎ︑ルチアは邸の中へ入っていく︒
のを見て︑心配する必要はないかと考えを改めたらしい︒
﹁ル︑ルチアっ︒待って︑止まって︒わたし︑こんな顔じゃ明るいところに出られない

かっこう

ぶ れいせんばん

先ほどまで涙を流していたヴィレッタも︑さすがに驚いたのかルチアを追いかけて

わ⁝⁝！﹂
きた︒
﹁あら︑ちょうどいいじゃない︒そのままの恰好で目の前に出て行けば︑その無礼千万

な男もきっと後悔するわ︒
女の子を泣かせて平気でいられるクズ野郎じゃなければね！﹂
ぎんぱつ

そんな︑とヴィレッタが抗議の声を上げるが︑ルチアの耳には届かない︒
そうして会場に入ったルチアは︑銀髪の男を捜して周囲をぐるりと見渡した︒
そして︑見つけた︒
あっけないくらい簡単に目的の人物が視界に入る︒
ここからではうしろ姿しか見えないが︑背が高いのは離れていてもよくわかる︒間違
いなくあいつだろう︒
﹁いたわ︒ヴィレッタ︑あの男でしょう？﹂
﹁え⁝⁝？﹂
しばたた

ハンカチーフで必死に顔を隠そうとしていたヴィレッタは︑広間の明るさに慣れない

きびす

と︑その青年が不意に踵を返そうとした︒
あ

というのも︑肉感的な肢体を強調するようなドレスを着た美女が︑その男の腕にしな

し たい

追いかけようとしたルチアは︑次の瞬間とんでもない光景を目の当たりにする︒

ま

あれほど明るい銀髪を持つ青年は︑会場内に彼ひとりしかいないのだから︒

とはいえ︑確認せずとも間違いはない︒

のか︑しきりに目を瞬かせている︒
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つか

だれかかるように掴まったのだ︒
はべ

︱︱女の子を泣かせただけでは飽きたらず︑他の女を平気で侍らせるなんて︑なんた
る恥知らず！
ルチアの中で︑怒りのメーターが振り切れて爆発した︒
﹁あっ︑ルチア！﹂

えい り

ヴィレッタが止めに入る声が聞こえたが︑振り払ってずんずん歩いて行く︒
泣かせた女の子の前で︑他の女と堂々といちゃつくなんて！
﹁ちょっと︑そこの色男！﹂
け だる

気づけばルチアは大音量で叫んでいた︒

とっ さ

目的の青年が気怠そうに振り返る︒銀の前髪がさらりと流れて︑鋭利な瞳がかすかに
見えた︒
しかしルチアはひるむどころか︑さらにむっとして︑咄嗟に手袋を脱ぎ捨て右手を振
り上げる︒
こ

き

み

︱︱パァンッ！
ほお

おも も

実に小気味よい音が響き渡って︑周囲の人々がたちまち息を呑むのが聞こえた︒
頬を打たれた本人も︑信じられないという面持ちでルチアを見つめてくる︒

38
じ ごう じ とく

ぶ じょく

ばつ

じんじん痛む右手を握り込み︑腰に手を当てたルチアはフンとふんぞり返った︒
けん
にら

﹁自業自得よ︒純情な女の子を侮辱した罰ですからね︒せいぜい反省するといいわ！﹂
ぼうぜん

呆然としていた青年の瞳に︑これ以上ない険が浮かぶ︒
ともすればすくみ上がってしまうようなまなざしだが︑ルチアは真っ向から睨み返
した︒
︵ヴィレッタを泣かせた罰よ︒せいぜい恥をかくことね！︶
﹁ル︑ルチアっ︑違うのっ︒違うのよ⁝⁝！﹂
﹁え？﹂
背後から聞こえた小さな声に︑ルチアは思わず振り返る︒
そこには泣き顔で真っ青になったヴィレッタがいて︑震える指先で別の方向を指さし
ていた︒
﹁違うの⁝⁝わ︑わたしが言ったのは︑あっちにいるひと﹂
その方向には︑夜会服を少し着崩して身につけた若い青年たちがたむろしている︒

﹁はっ？﹂
ヴィレッタが指し示した一番手前の人物は︑酒を片手にぽかんとこちらを見つめて
いた︒

ぎんぱつ

﹁え︑えっ？ で︑でもあなた︑銀髪の若い男って⁝⁝﹂
混乱するルチアだが︑言われてみれば︑その男の髪も銀色に見えなくもない︒
暗い灰色の髪ではあるが︑ランプに照らされたところだけ︑白く輝いていたから︒
︱︱ということは︑だ︒
は

﹁⁝⁝どうやら︑誤解だったということだな？﹂
さ

地を這うような不機嫌な声が聞こえる︒
びくりとしたルチアは︑錆びついた人形のようなぎこちない動きで振り返った︒
さ

そこにいたのは︑これ以上ないほど冷たいまなざしでこちらを見つめる銀髪の青年︒
改めて見ると︑彼はとても整った顔立ちをした︑目が覚めるほど美しい青年だった︒
︱︱だからこそよけいに︑怒った顔には形容しがたい恐ろしさがある︒

あせ

ルチアの背にどっと冷や汗が噴き出す︒

ひ

うまいこと逃げようとしたルチアの腕を︑青年はしっかりと捕まえた︒

﹁待て﹂

﹁粗相をしてしまって申し訳ありません︒すぐに立ち去りますので﹂

そ そう

ルチアは︑へらりと気の抜けた笑みを浮かべた︒

﹁あ︱︱⁝⁝︑そのようです︑ね﹂
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しゅうも く

むち う

しっ たい

衆 目が集まる中︑成人男性に恥をかかせたという失態はどれほど大変なことなのだ
ろう？
つか

ど

き

はな

女学校での最悪のお仕置きは鞭打ちだったが︑正直今の状況はそれよりももっと怖い︒

し ゅ しょう

掴まれた腕は痛いくらいだし︑青年の全身からは冷たい怒気が放たれている︒
⁝⁝怖い︒ものすごく怖い︒
さすがのルチアも震え上がるが︑それでも︑タダで引きずられていくほど殊勝にもな
れなかった︒
﹁ひ︑人違いをしてしまったことは申し訳ないと思いますわ︒きちんと謝罪します︒で
すからどうか離して⁝⁝﹂
﹁その間違いのおかげで︑わたしは浴びなくてもいい非難と同情のまなざしを寄せられ

さっ

かっこう

ることとなってしまった︒いったいどう責任を取ってくれる﹂
ふ おん

﹁どうって言われても⁝⁝﹂

む

うず

不穏な空気を察してか︑あるいはこれをゴシップの恰好の種と見てか︑周囲がにわか
にざわめき出す︒
美しいだけに恐ろしい青年と︑剥き出しになった好奇心の渦に放り込まれ︑ルチアは
なんだか泣きたくなってしまった︒

﹁ついてこい﹂
かな

やがて青年がぐいっと腕を引っ張る︒

す

と ん きょう

振り払おうにも男の力に敵うわけなく︑ルチアはずるずると広間から引きずり出され
そうになった︒
お︑おまえいったい⁝⁝﹂

﹁ちょ︑ちょっと！ 離しなさいよ！﹂
﹁ルチア

とっ さ

︵は？ 公爵

︶

﹁こ！ これは︑ゼルディフト公爵閣下

かっ か

!?
つと

ひね

み

す

﹁は⁝⁝っ︑さ︑宰 相 府に勤めるカーティスと申します⁝⁝っ﹂

さ い しょう

﹁おまえは確か⁝⁝﹂

が︑当の青年は構うことなく︑かすかに首を捻って伯爵を見据えた︒

とう

なっ︑閣下がどうしてルチアを⁝⁝っ﹂

ると︑喉を締め上げられたような声を出した︒

のど

ルチアは咄嗟に助けを求めようとするが︑伯爵は彼女を引きずっている青年を見上げ

げる︒

ちょうど受付を済ませたらしいカーティス伯爵が︑広間に入るなり素っ頓狂な声を上

!?

ルチアもびっくりして目を見開く︒

!?
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42
めい

﹁この娘はおまえの家の者か？﹂
﹁姪でございますが⁝⁝﹂
ほう

うなず

しどろもどろになって答える伯爵に﹁そうか﹂とだけ頷き︑青年はまた歩き出した︒

﹂

こう き

惚けたように見送った伯爵だが︑ルチアが広間から消えそうになる寸前に我に返って︑
あわ

慌てて追いかけてくる︒
かっ か

﹁こ︑公爵閣下！ 我が姪をどうなさるおつもりですか

ふ じん

なによその一方的な宣言！︶

﹁悪いようにはしない︒少し借りていく﹂
り

︵借りていくって︱︱

!?

さっさと離して⁝⁝って︑いや︱︱！﹂

!?

大人しく座っていることだ﹂

ゆうかいはん

﹁降ろしたところで︑近くの村までは距離があるし明かりもない︒身の安全を願うなら

て！ なんなのよいったい！﹂

﹁︱︱一方的に宣言しただけじゃ︑誘拐とほぼ変わらないわよ！ いいかげんに降ろし

く﹄とちゃんと言っただろう？﹂

﹁人攫いとは失礼だな︒まるで誘拐犯のような扱いだ︒おまえの保護者にも﹃借りてい

﹁︱︱この人攫い！﹂

ひとさら

こうしてルチアは︑見知らぬ青年公爵に連れ去られることになったのである︒

︵なんということかしら︶

たが︑時すでに遅しである︒

舞踏会の会場が遠ざかっていく︒伯爵とヴィレッタが慌てて飛び出してくるのが見え

ぶ とうかい

向かいに座った青年は涼しい顔で︑御者に一言﹁出せ﹂と命じた︒

ぎょしゃ

抵抗も虚しく馬車に放り込まれ︑ルチアは信じられない思いで顔を上げる︒

むな

﹁できるわけないでしょ︱︱

﹁恥をかかせてくれた罰だ︒大人しくしろ﹂

ばつ

﹁ちょっと︑離してください！ わたしは一緒に行くとは言ってません！﹂

ことも忘れて吠えたくった︒

ほ

理不尽な言葉に忘れかけていた怒りが戻ってきて︑ルチアは相手が高貴な人間である

!?

な

まゆ

て︑ルチアは座席を握りしめながらびくびくと肩を震わせていた︒

なまじ綺麗な顔をしているだけに︑ぎゅっと眉を寄せられるだけでも実はかなり怖く

き れい

目の前に座る青年は︑あからさまに不快な顔で︑指を耳に突っ込んでいる︒

ルチアはあらん限りの力で怒鳴りつけた︒

ど

﹁あんたのような誘拐犯の前に座っていることの︑どこが安全だって言うのよ！﹂
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しか

ゆうかい

︵まったく︑ちょっと人違いをしただけじゃないのっ︒なのになんで誘拐されるハメに
なるのよ⁝⁝っ︶
か

がん こ

そりゃあ︑怒りに駆られて手を上げたルチアは責められて然るべきではあるが︒
だがそれにしたって誘拐はない︑と彼女は頑固に主張していた︒
︵お母様たちがどれほど心配することか⁝⁝︶
そこでルチアはハッと息を呑んだ︒
﹁ねぇ︑やっぱり降ろして︒わたし家に帰らないと︒明日も朝早いんだから﹂
﹁なんだと？﹂
腕組みをし軽く目を伏せていた青年は︑わずかに顔を上げた︒
し たく

﹁どういうことだ？﹂
﹁朝食の支度をしなくちゃいけないのよ︒わたしを含めて家族七人分の﹂
青年は︑実に奇妙な表情を浮かべてルチアを観察した︒
やと

えら

﹁おまえは貴族の娘だろう？ なぜ使用人に食事の用意をさせない﹂

あし

﹁あいにくとうちには使用人を雇う余裕はほとんどないの︒お偉い公爵様からしたら想
像もつかないかもしれませんけど︒だから早く︑うちに帰らせてよ﹂
青年はむっとした顔をしたが︑怒りよりも好奇心が先立ったようだ︒

﹁おまえの父親はなにをしている﹂
﹁昨年馬車の事故で亡くなりました︒母も同じ馬車に乗っていて︑今は脚を悪くして寝
かんけつ

たきりです﹂
ルチアは簡潔に言った︒
﹁父親の名は？﹂
まゆ

﹁マーネット男爵︒小さな地方の領主でした﹂
青年の眉がさらに中央に寄る︒おそらく聞いたことがない名前だったのだろう︒
せんれん

い

た

こう き

公爵を名乗るような青年が︑田舎貴族の名を知らないのは別に不自然なことではない︒
洗練された出で立ちから見ても︑きっと彼は城に出入りできるような高貴な血筋の持
き

ち主なのだろう︒同じ貴族といっても︑身分の差ははっきりしている︒
本来ならこんなふうに︑平気で口を利いてはいけないのだろうが︑相手が誘拐犯だと

﹁一番上の弟は学校の寮に入っていますし︑二番目の弟と一番上の妹は︑まだ十歳を過

りょう

﹁家にはおまえ以外に働き手はいないのか？﹂

けれど青年は表情を変えることもなく︑さらに質問を重ねてくる︒

︵田舎娘だと笑いたければ笑うがいいわ︶

思えば格式張るのもおかしい気がした︒
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ぎょしゃ

ぎたばかりです︒火おこしくらいはできるけど︑
まともな料理を作れるほどではないわ﹂
青年は少し口をつぐみ︑それから背後の小窓を開いて御者になにか指示をした︒
やしき

﹁⁝⁝なんなの？﹂

やと

﹁おまえの邸に料理人と家政婦を入れるように指示した︒これで働き手の心配はない﹂
ルチアはあんぐりと口を開けた︒
﹁ちょ⁝⁝っ︑話を聞いてなかったのっ？ うちには使用人を雇う余裕はないの！﹂
﹁心配いらない︒雇い主はおまえではなく︑このわたしだ︒それなら問題ないだろう﹂
﹁はぁっ？﹂
︵大ありに聞こえますけど？ 縁もゆかりもない人間にそんなこと言われても︑悪い予
きょうちゅう

感しか浮かんでこない︶
そんなルチアの胸中に気づいているのかいないのか︑青年はとんでもないことを言い
出した︒
前金だとでも思っていろ﹂

﹁おまえはこれから︑しばらくわたしに付き合ってもらう︒使用人を派遣するのはその
﹁は⁝⁝﹂
﹁もうすぐ目的地に着く︒いいか？ 騒がずに大人しくして︑そしてわたしに話を合わ

うなず

せろ︒なにも言わず︑ただ頷いているだけでいい︒いいな？﹂
﹁いいなって⁝⁝︑ちょっ︑よくないわよ︒なに勝手にいろいろ決めてるの！﹂
ルチアは抗議したが︑青年は軽く目を閉じ黙り込んでしまう︒
まさか走っている馬車から飛び降りるわけにもいかず︑まして目の前の青年の肩をが
くがく揺さぶってやるわけにもいかずに︑ルチアはいらいらしながら座席に腰かけた︒
そうしてどのくらい走ったのか︱︱
ゆる

不意に速度が緩んだと思ったら青年が目を開け︑さっと立ち上がる︒

﹁着いたな﹂
同時に外から扉が開いて︑青年は身軽に地面へ降り立った︒
﹁ほら︑さっさと降りろ﹂
﹁ええ︑ええ︑降りますともっ︒こんな息が詰まるようなところに乗っていたくなんて︑

せんとう

こっ き

それに︑このお城って⁝⁝異様に大きくて尖塔がたくさんあって︑あちこちに国旗と

しまうとは︒

ずいぶん長いこと走っているとは思っていたが︱︱ まさかお城の正面門に到着して

青年の手を借り外へ出たルチアは︑顔を上げた瞬間硬直してしまった︒

な︑い⁝⁝し⁝⁝﹂
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はた

かか

王家の旗が掲げられているこのお城って︱︱
﹁リ︑リ︑リーズヴェルト王城⁝⁝っ？﹂

︶

!?

た

﹁おい︑いつまで突っ立ているつもりだ？﹂
﹁だ︑だ︑だって⁝⁝﹂
足ががくがく震えて動かない︒

まゆ

うに硬直していた︒
青年はまた眉を中央に寄せる︒
かか

横向きに抱え上げてしまった︒

む

﹂

せんとう

えら

かん

ルチアのまっとうな抗議も︑青年は一切無視してしまう︒

いっさい

﹁ちょっと待って︒その台詞おかしくない

せりふ

ち

か ろう

と

﹁そのまま掴まっていろ︒むしろこのほうがいろいろと勘ぐられずに済む﹂

つか

﹁ちょ︑ちょっとなにするの！﹂

およそ色気のない声を上げ︑ルチアは咄嗟に青年の首筋にしがみつく︒

﹁ぎゃあ！﹂
とっ さ

ふたた

ひ

あせ

が︑なにを思ったのか︑いきなりルチアの膝裏に腕を引っかけると︑彼女をひょいと

ひざうら

下手に歩こうとすれば腰が抜けてしまいそうで︑ルチアはその場に縫い止められたよ

ぬ

家に使用人を遣わしたのは︑せめてもの手向けだったということなのか︒

か本当に牢獄行き⁝⁝？︶

ろうごく

︵で︑でもこの顔だけ男︑公爵なんて呼ばれるような偉いひとなわけだし⁝⁝ま︑まさ

ことはないと思うが︒

これはいったいどういう意味なのだろう？ まさかこのまま地下牢行きとか︑そんな

いわけ

︵な︑なによ︱︱公衆の面前で平手打ちしたってだけで︑王城に呼ばれなくちゃいけな

をかき始めていた︒

まさかこんな形で王城の足元へやってくる日がくるとは思わず︑ルチアは再び冷や汗

めいていたのが︑遠い昔のことのように思い出される︒

いつかあの城の広間に入って︑愛する殿方とダンスをするのよ⁝⁝そんなふうにとき

景として存在していたのである︒

王都の郊外に建てられた女学校の寮からは︑多くの尖塔があるこの王城が︑日常の風

りょう

しかし︑彼女は去年までこの城が見える王都の一角に暮らしていたのだ︒

もちろん地方貴族でしかないルチアに︑王城を訪れる機会などなかった︒

﹁なんだ︑王城にもきたことがない田舎娘かと思っていたが︑違うんだな﹂

!?

!?
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かいろう

そうしてさっさと城へ入り込み︑回廊や階段を次々に渡って奥へ奥へと突き進む︒

ほどこ

次々に変わっていく景色に目移りするルチアだが︑ほどなくひょいと下ろされた︒
かわい

﹁ここは⁝⁝？﹂
目の前には︑可愛らしい装飾が施された大きな扉がある︒
青年が扉をノックすると︑お仕着せに身を包んだ女官がすぐに出てきた︒
﹁ゼルディフト公カイル・ディオンだ︒母上にお目にかかりたい﹂
じ

ぎ

﹁少々お待ちくださいませ﹂
女官は丁寧にお辞儀すると︑扉を閉めて部屋へ下がっていった︒
﹁⁝⁝母上？ えっ？ あなたのお母様って⁝⁝﹂
ふたた

﹁馬車で言ったことを覚えているな？ 大人しくして︑話を合わせろ︒いいな？﹂
い

ま

なにがなんだかわからぬうちに再び扉が開き︑女官がふたりを招き入れた︒
うなず

﹁ちょうど就寝前のお茶が終わって︑居間でくつろいでいらっしゃるところです﹂
青年は頷き︑迷うことなくさらに奥へと入っていく︒
ルチアも置いて行かれまいと小走りにあとを追うが︑場所が場所だけに本当に入って
いいのかという戸惑いも捨てきれない︒というより⁝⁝
︵お城に部屋を持っていて︑その上︑公爵と呼ばれるひとのお母上様ってことは⁝⁝！︶

ひとつの答えに行き着いたルチアはさーっと顔色をなくす︒
だが時すでに遅し︒
青年はみずから扉を開くと﹁母上︑入ります﹂と居間へ入って行ってしまった︒
﹁っ！ ちょ︑ちょっと待って！ わ︑わたしこんなところには⁝⁝！﹂
﹁なにをしている︒さっさと入れ﹂
﹁︱︱あら︑どなたかお連れの方がいらっしゃるの？﹂
そっとう

部屋の中から優しそうな声が聞こえてきた︒
ソ フ ァ

ゆう が

ルチアは﹁ひぃっ﹂と卒倒しそうになる︒
声の主は︑部屋の中央の長椅子に優雅に腰かけていた︒
は

お

もうすぐ就寝するところだったのだろう︒着ているものはゆったりとした部屋着で︑
へ

や ぐつ

その可愛らしい貴婦人は︑ルチアに気づくと勢いよく立ち上がる︒

てくるなんて！﹂

﹁まぁ！ いったいどちらのお嬢さんなの？ あなたがわざわざわたくしのもとに連れ

さが︑その全身から放たれていた︒

はな

足元を覆う部屋靴もふわふわとしたもので︑成人した息子を持つとは思えぬ可愛らし

おお

厚手のショールを羽織っている︒
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みみざわ

か

カップががちゃんと耳障りな音を立ててソーサーに落ちるが︑彼女はまるで気にする
かわい

ことなく︑こちらにぱたぱたと駆け寄ってきた︒
﹁まぁまぁ︑んっまぁ！ なんて可愛らしいお嬢さんでしょう！ あなたお名前は？
いったいどちらのお家のお嬢さんなの？﹂
﹁あっ︑い︑いえっ︑わたしは⁝⁝っ﹂
ものすごい勢いで詰め寄られて︑ルチアは大きくのけぞってしまう︒
は

たも

そんなふたりを引き剥がすように︑青年が長身をずいっと割り入れてきた︒
﹁母上︑内々の面会とはいえ︑王妃としてそれなりの節度を保っていただかなければ︒
ゆうずう

き

そうでなければ彼女を紹介することはできません﹂
も

﹁あんっ︑
相変わらず融通の利かない子ね︑
カイル？ いろいろ仕事を始めるようになっ
ほお

て︑少しは世間に揉まれたかと思ったのに︑案外そうでもなさそうねぇ﹂
し ぐさ

貴婦人は残念そうに頬に手を当てため息をつく︒
まるで少女のようなあどけない仕草であるが︑それをどうこう思う余裕は︑今のルチ
アにはなかった︒

﹂

︵言った︑
確かに今
﹃王妃﹄
って言った！ やっぱりこの方はこの国の王妃殿下⁝⁝っ！︶
おまけに青年は彼女のことを﹃母上﹄と呼んでいた︒

︱︱ということは︒
﹁まさか︑まさか⁝⁝公爵って︑王子様だったの︱︱

じ

ば

わきばら

どうまわ

コルセットで締めつけると逆に見栄えが悪くなってしまったのだ︒

み

しかし伯父が贈ってくれたドレスは︑ルチアが着ると胴回りが少しあまってしまって︑

お

きちんとしたドレスを身につけるときには︑コルセットを装着するのが常識だ︒

王妃の誤解を解こうとした直後︑彼の指が脇腹をきつくつねってきたのだ︒

と

青年 ︱︱カイル王子のしれっとした言葉に︑ルチアのくぐもった声が重なる︒

﹁うぐっ﹂

﹁今夜︑ギネア子爵が主催した舞踏会でお会いしました﹂

ぶ とうかい

﹁と︑とんでもない！ わたしたち︑ついさっき知り合ったばかりで︱︱﹂

我に返ったルチアは︑慌てて首を左右に振った︒

あわ

王妃がにこにことふたりを見比べている︒

﹁あらまぁ︑ずいぶん仲がいいのね﹂

危うくぶっ倒れるところだったが︑すんでのところで青年が腰元を支えてくれた︒

あや

ルチアの意識がふーっと遠のく︒

すると青年は目を細めて︑なにを今さら︑と言葉にはせずに伝えてきた︒

!?
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