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序章﹁書簡﹂
親愛なるリシェルへ︒
おと さ た

あなたにやっとお手紙が書けるようになりました︒ずっと音沙汰なしでごめんなさい︒
冬は終わりが近いほど寒くなるって言うけど︑ここ数日は本当に寒いようね︒もっと

た

も︑私は空調を完全に管理された病棟にいるので︑外のことはあまりわからないんだけ
ど︒
かげ む しゃ

私が王宮を出てもう二カ月近くが経ちました︒
今でもあなたに影武者を頼んでしまったことが︑正しかったのか考えない日はありま
せん︒自分で言うのも妙ですが︑女王という仕事は本当に大変です︒
しょせん

自室から一歩外に出るともう女王の仮面をつけなくてはいけません︒いくら親しい
きんじゅ

近習といっても所詮は他人ですものね︒
温かい家庭で過ごしてきたリシェルは︑今さみしい思いをしてるんじゃないかと心配

です︒
ゆが

でも︑あとしばらくの間︑私の代わりにエイティス国の女王を務めてもらえますか？
この手紙︑字が大きい上に歪んでいて読みにくいでしょう？ ごめんなさい︒
書きものをするのも機能回復訓練の一環らしくてね︒一日二回︑十分ずつ文字を書か
されるのよ︒十分かけて百文字も書けないんだけど︑歴史書や法学書を写すよりも︑あ
なたにお手紙を書くほうが断然やる気が出ます︒この手紙も下書きを入れて三日ほどか

ろうかい

ほ

先日アロウ侯爵がお見舞いに来てくれて︑彼からいろんなことを聞きました︒アロウ

けて書いているの︒
じい

すご

爺やにはあなたの補佐と王宮での仕事のほかに私への報告役を頼んでいるのです︒
ほこ

私凄くびっくりしたわ︒なぜってあの老獪で気難しいお爺さんが︑あなたのことを褒
めちぎったんですもの︒私︑自分が褒められたみたいで凄く誇らしかった！
ひど

さら

一方で酷く心配もしたのです︒あなたの故郷ダーレで行われた国際会議で︑誘拐事件

ぞ怖かったでしょう？

こわ

れど︑どれほどのことがリシェルの身に起きたのか想像するだけでゾッとしました︒さ

東の民族だと聞いています︒私を心配させまいと︑爺やは詳しく話してくれなかったけ

が起こったと聞いた時は体が震えました︒まさかあなたが攫われるなんて⁝⁝︒犯人は
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じい

あなたの勇気ある行動のお陰で事件が早く決着したと爺やはしきりに感心していまし
た︒護衛につけたアレックスのことをちょっぴり見直したとも︒彼︑意外と役に立つで
しょう︒
かげ む

とはいえ︑何もなかったからと単純に喜ぶ訳にはいきません︒全て私の責任です︒私
しゃ

のせいでリシェルに何かあったら︑きっと自分を許せなかった︒それに︑あなたを影武
者だとジャハン国のエル・シド太子は見破ったのですってね︒彼のことだって︑事前に
伝えていたら良かったと後悔は数えきれません︒
あき

アロウ侯爵から話を聞いて︑影武者を頼むということはその人の命まで左右する重大
こないとタカを括る気持ちがあったから︑あんなに簡単にあなたにお願いできたのだと

くく

事だと初めて自覚させられたのです︒自分でも呆れました︒どうせ大したことは起きっ

おろ

思います︒
なんて愚かで情けない君主でしょうか？ それなのに今まで自分では結構きちんと

まるぼう ず

いずれあなたとあなたのご家族に正式に謝罪しようと思っていますが︑今はただ︑心

やってきたつもりだったのです︒
からのごめんなさいとありがとうの気持ちを伝えさせてください︒
大好きなリシェル︒もう少しであなたを失うところだったなんて︒

た

私のほうは術後二カ月経って︑頭の包帯は取れています︒鏡の前で丸坊主の頭を見る
たびにへこみます︒最初見た時は思わず泣きそうになりましたが︑今ではちょっと伸び
てきました︒心なしか前より巻き毛がキツくなった気がします︒切った髪でかつらを
ひとつき

くるま

い す

作ってもらっているので︑復帰したら当分はそれのお世話になるつもりです︒
ふさ

つら

体は︑歩行訓練を行えるほど回復しました︒一月ほど車椅子に乗っていましたが︑傷

なん ぎ

も完全に塞がったし︑これ以上筋肉が落ちるとますます辛くなるから︑軽い訓練から始
ま ひ

初めは半身に麻痺があって難儀しましたが︑車椅子に乗っている時から上半身の訓練

めています︒

おぼ

すご

こわ

は始めていたので︑歩行器を使って転ばない程度には歩けるようになりました︒水中で
の訓練もあって︑やる前は溺れないかと凄く怖かったけれど︑今では好きになりました︒
訓練士の先生はリヒトという︑普段は愉快なお兄さんです︒彼は一旦訓練が始まると

らしっかりマッサージもしたし︑栄養満点のご飯も食べてたっぷり寝たんでしょう？

少し上の目標を設定してくれるの︒
﹁昨日はここまで歩いてこられたからね︑あれか

リヒトは人の気持ちを掴むのがとても上手な人で︑いつでもできることよりほんの

つか

は彼のことも好きになりました︒

鬼のように厳しくなります︒あまりの厳しさに初めは少し反発を感じたのですが︑今で
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じゃあ今日は更にあなたの身長分だけ前に進もうか﹂って︒それで気がついた時には身

こわ

長の三倍は進んでいるの︒つまり︑初めからそれくらい進めるつもりで︑私に身長分な
さく し

んて言い方をしてた訳︒彼︑策士でしょう？
逆に彼を驚かせたくて︑がんばろうとしすぎると怖い顔で止められるの︒
﹁それ以上
やると︑その細い腕にムキムキの筋肉がつきます︒二度とローブ・デコルテが着られな
つまり私は非常に有能な訓練士のもと︑適切な指導を受けて日夜機能回復訓練にいそ

くなってもいいですか？﹂ですって！ むかついちゃうわよね︒
しんでいる訳なのです︒
しゅよう

お医者さんの話では︑以前の七割から八割身体機能が戻ればいいほうなんですって︒
まぁねぇ︑頭にできた腫瘍を取る手術をしたんだから︑それくらいは覚悟していまし
たが︒
ず

具体的な後遺症としては︑細かい文字が書きにくくなるかもしれないとか︑重いもの
たことです︒お医者さんって︑ずるいわね︒全部﹁かもしれない﹂という話し方をする

が持てなくなるかもしれないとか︑右足を軽く引き摺ってしまうかもしれない︑といっ
んですもの︒
それを聞いて全く落ち込まないという訳ではないです︒

はる

でもね︑死ぬよりかは遥かにいいわ︒
リヒトの話では︑人間の体にはまだ解明されていない機能が一杯あるそうだから︑精
進していれば八割が九割に近づくかもしれないということです︒私は目標があるとがん
ただ︑公務に復帰するまでにはもう少し時間がかかりそうなんです︒初夏になるかな

ばれます︒

じい

ぁ⁝⁝はっきりとはわからないけれども︒

わがまま

爺やは春の王室恒例行事の園遊会を延期するって言っていました︒延期された園遊会
には出席できたらって思っています︒
すで

だから︑リシェル︒あと︑二カ月ほど私の我儘に付き合ってほしいのです︒
ダーレに残してきた人達にも会えず︑誘拐までされて︑あなたには既に大変な迷惑を
きっとあなたは笑って﹁はい！﹂って言ってくれるのでしょう︒そのあなたの優しさ

かけているのに︑重ねて勝手なお願いをする私を許してください︒

さ

援していると︑アロウ爺やから聞きました︒みんな心から私が信頼できる人達です︒辛

つら

アレックスや侍従長補佐のオーガスタ︑女官長のエロルも︑あなたのことが大好きで応

じじゅうちょう ほ

だからリシェルもどうぞ︑周りの人達に甘えてください︒あなたの護衛をお願いした

と強さに︑私もこの国も甘えているんです︒
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い時は無理しないで甘えて︑お願い︒
ああ︑外は本当に寒そうです︒一昨日降った雪がまだ残っているわ︒でも︑窓から見

いとこ

える木の枝には硬い新芽がついているの︒病室にいるとこんなささやかな季節の変化に
まで感動してしまいます︒
早くあなたに会いたい︒リシェル︑私の大切な従妹︒
そして少し遅れたけれど︑十八歳の誕生日おめでとう︒
あなたより少しだけ早く︑私も一つ年をとったわ︒こんなに誕生日が近かったなんて
驚きだけど︑なんだかとってもあなたを身近に感じます︒二人でお祝いしたかった︒今
もうしばらく冬が続きます︒どうかどうかあまり無理をせずお過ごしください︒ホン

は何もあげることができないのが悔しいけれど︑手紙に精一杯の気持ちを込めますね︒
トにダメだと思ったら投げ出したっていいのよ︒

じい

きょどう ふ しん

再びお会いできる日が待ち遠しい︒心からの愛と感謝を込めて︑アディより︒
追伸

あかつききゅう

アロウ爺やの話では︑アレックスが最近挙動不審らしいけど︑それってどういうこと
かしら？ 私の想像通りだったらいいんだけれど︒

第一場 伝説の地と現実の恋
みや

アディーリアから手紙を貰った三日後︑リシェルは王宮最大の宮である暁宮の大ホー
ルに立っていた︒
も古くから婦人参政権を認めた⁝⁝いいえ︑認めさせた国なのです︒その誇りをもって

ほこ

﹁⁝⁝以上のことからもわかるように︑我がエイティス聖王国は平原諸国のなかでは最
我々エイティスの女性は︑ますます社会に進出しなくてはなりません︒家庭で父や夫の
言いなりになって自分を押し殺す時代は終わりました︒皆様︑どうか手を取り合って進
んでいきましょう︒ここに第二次婦人権利宣言を提唱します！﹂
ばんざい

リシェルは壇上に大きく描かれた王家の紋章の前で︑右手を上げた︒

ホールを埋め尽くした人々から賞賛の声と拍手がわき起こる︒

う

﹁婦人の権利拡大万歳！﹂

﹁女王陛下万歳！﹂

﹁万歳！﹂

シャドウ・ガール３

15

16

︱︱拍手︑それは一斉に鳥が飛び立つ音に似ている︒
リシェルは人々を見下ろした︒
ほこ

︱︱女王であっても︑女優であっても拍手を受けるのは誇らしい︒
︱︱だけど︑私が本当に欲しいものはなんなのだろう？

さ

しろ ば

ら きゅう

い

はく ぼ

その日︑暁宮から女王の私邸︑白薔薇宮の居間にリシェルが帰りついたのは薄暮に

あかつききゅう

﹁今日の演説はどうでしたか︑伯爵様？﹂

じじゅうちょう ほ

なってからだった︒
侍従長補佐で頼れる相談役でもあるオーガスタが淹れてくれたお茶を飲みながら︑リ
くも

シェルはシュトレーゼル伯爵︱︱アレクシオンに尋ねた︒
窓の外には︑冬らしく曇った空の下︑花の少ない庭が広がっている︒
今日はお目付役のアロウ侯爵は一緒ではない︒老人は最近一層忙しくなり︑今日もリ
シェルを王宮まで送り届けるや︑王都郊外まで出向いてしまったのだ︒
﹁⁝⁝良かったと思う﹂
窓の外に目をやりながらアレクシオンはぼんやりと答えた︒
﹁もう⁝⁝ちゃんと答えてくださいよ〜︑いけないところがあれば︑直しますから﹂

女官のイビサが並べる菓子にも手をつけずにリシェルは食いさがった︒

いら だ

おぼ

﹁え？ いや︑いけないところなんかなかったぞ︒欲を言えば︑なんと言うか⁝⁝少し
女王すぎるっていうか⁝⁝﹂
﹁女王すぎるってなんですか？﹂
とげ

青年の視線の先は相変わらず窓の外で︑リシェルはそれに苛立ちを覚えた︒

ほ

声に含まれた棘を感じてか︑アレクシオンがこちらを振り返る︒その視線はリシェル
をまともに見ていない︒
﹁いや︑その⁝⁝﹂
﹁伯爵様︑ちゃんと私を見ておっしゃってくださいません？﹂
﹁リシェル様︑シュトレーゼル伯爵様はリシェル様が素晴らしすぎて褒め言葉が見つか
なぐさ

オーガスタが穏やかにとりなす︒その言葉にわずかな慰めを見いだして︑リシェルは

らないのですよ﹂

アレクシオンの言葉はいつも短くぶっきらぼうだ︒しかし︑彼が嘘をつかないことを

﹁ああ﹂

﹁⁝⁝本当︑ですか？ 伯爵様﹂

肩の力を抜く︒
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リシェルは知っている︒
﹁⁝⁝じゃあ︑こっちを向いて言ってください﹂
﹁え？﹂
い

いつになく強くなったリシェルの声に驚いたのか︑アレクシオンは顔を上げる︒リシ
ェルは力を込めた視線でまっすぐに青年を射た︒
﹁私を見なさい︑アレックス﹂
﹁おい⁝⁝お前は今アディーリアじゃないだろう？ そんなふうに言うな！﹂
﹁⁝⁝っ！﹂
たか

アレクシオンの言葉に︑リシェルは︑はっと我に返る︒どうしてだかわからないが気
持ちが昂ぶっていたことに気がついたのだ︒
まつ げ

ひざ

﹁ご︑ごめんなさい⁝⁝私︑思い上がってましたよね︒申し訳ありません﹂
睫毛を伏せ︑膝の上で組んだ指先が震えないようにリシェルは両手を強く握りしめた︒
﹁リシェル⁝⁝いやその︑俺こそ大きな声を出してしまった︒すまん﹂
﹁いいえ︑悪いのは私です⁝⁝すみません⁝⁝なんだか疲れちゃったみたいです︒少し
向こうで休んできますね︒あ︑議員様達との夕食会にはちゃんと参加しますから﹂

なが

リシェルはこちらに手を伸ばそうとしている青年には目もくれずさっと立ち上がる︒

えしゃく

オーガスタに軽く会釈をして︑するりと居間をあとにした︒
静かに扉が閉じられる︒
﹁リシェル⁝⁝﹂
さ

とげ

か

あとには︑宙に浮いた腕を下げることもできずにいる青年と︑それを白い目で眺める
じじゅうちょう ほ

侍従長補佐と女官が残った︒
﹃お前は今アディーリアじゃないだろう？﹄
あか

とも

自室に戻ったリシェルは寝台の上に寝転がり︑自分の心に刺さった棘を噛みしめる︒
はく ぼ

薄暮はとうに過ぎて部屋は暗いが︑あえて灯りは点さなかった︒
リシェルが自室として使っているのは︑アディーリアの部屋だ︒趣味の良い女王の私
寝台は幼い頃に憧れた天蓋つきで非常に気に入っているが︑これもアディーリアのも

てんがい

室︒調度類は優雅だが派手すぎず︑主人の人柄を物語っている︒

あくまでも自分は身代わり︒血は繋がっていても隣国の下町で育った自分は王族では

本当の女王は従姉のアディーリア︒彼女は今︑大きな手術を終えて療養中なのだ︒

いとこ

︱︱そうよね︒私のものなんて︑この体くらいだわ︒私は女王ではないもの︒

ので自分のではない︒
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ない︒
かげ む しゃ

と まど

請われて影武者になって︑戸惑いながら民衆の前で演説したり︑夜会や国際会議に出
しか

たりする内に︑いつの間にかいい気になっていたのかもしれない︒
︱︱伯爵様に叱られて当然なのかな︒
か

仕事中なら女王として振る舞える︒必要ならば命じもする︒しかし一旦仕事が終われ
︱︱それを忘れるなってことだよね︒
そば

ば︑自分は下町の駆け出し女優でアレクシオンから見ればただの娘なのだ︒
リシェルは青年伯爵の姿を思い浮かべる︒
彼は厳しくて優しい人︒口は悪くても︑いつも傍で守ってくれる人︒
私が好きになっちゃった人︒
そして好きになってはいけない人︒
ふさわ

アレクシオンは平原地方でも名のある大貴族の次男だ︒彼自身は身分を気にしない人

てんがい

でも︑いずれは家に相応しいお相手と結ばれるだろう︒たとえば現女王のような︱︱
﹁⁝⁝やっぱりどう考えてもそうだよね﹂
小さなため息を一つつき︑リシェルは羽根布団を両腕で抱きしめながらベッドの天蓋
を見上げた︒

しか

︱︱私はいつの間にか伯爵様のことが好きになっていたんだ︒好きになったから︑叱
こわ

にら

られても嫌じゃなかったし︑がんばっているって認めてほしかった︒
最初に会った時を思い出す︒いきなり怖い顔で睨まれたし︑厳しくて意地悪で苦手
だった︒けれど︑それは王家とアディーリアに対する愛と忠誠心の表れだろう︒だから
彼を嫌いにはなれなかった︒
︱︱けど︑いつから？ いつから私︑好きになってたんだろう？
リシェルはアレクシオンと共に過ごした二つの季節を思い返してみる︒
ダーレで誘拐された彼女を助けてくれたのは彼だ︒その時からだろうか︒
それとも︑夜会で踊った時？ もっとずっと前︑王宮の森で雨に降られて抱きしめて
くれた時？
︱︱よくわからない⁝⁝だけど︑いつ好きになったかなんてどうでもいい︒今︑私は

かった︒

をやるなんて認めないと言っていた︒その言葉通り︑以前は自分は全く認められていな

そもそも︑アレクシオンはリシェルみたいな普通の娘が︑素晴らしいアディの影武者

ろう︒

あの人が好き︒それは確かなことだ︒それにしても伯爵様は私をどう思っているのだ

シャドウ・ガール３

21

22

ふんがい

し せい

リシェルはそれがとても悔しかったのだ︒始める前から︑自分には務まらないと思わ
れていることに憤慨した︒
よみがえ

ダーレで言われた言葉が蘇る︒
かげ む しゃ

﹃⁝⁝こちらのリシェル嬢は︑生まれてずっと市井で暮らしてこられたのだ︒今更女王
の影武者になどなれる訳はない︒第一ちっとも似ていない︒絶対に無理です﹄
︱︱それが悔しくって︑腹が立って︑あの方にいつか私を認めさせてやるんだって
思った︒それがあったから今までがんばってこれたんだ︒
そうしていつしかアレクシオンの厳しい目は自分を見てくれるようになった︒アデ
ふん き

ィーリアに護衛を頼まれ︑仕方なくだったかもしれないが︑今まで支えてくれたのは事
実だ︒彼の厳しさは︑リシェルを奮起させるためだったのだと今では理解できる︒
のぞ

それに最近では︑気持ちが通じ合えてきたのではないかと思っていた︒
︱︱あの方の瞳を覗き込み︑言葉を交わすことが嬉しくて⁝⁝きっとそうだ︒あの方

たい く

けわ

が私を見てくれ始めた頃から︑自分でも気がつかない内に少しずつ好きになっていった
んだわ︒
大きな体躯に厳しい顔つき︒いつも険しく眉を寄せているけれど︑その下の砂色の瞳
はびっくりするほど澄んでいる︒

あの目にじっと見つめられると胸が高鳴った︒守ってくれる時の両腕は驚くほど優し
くて︑リシェルを壊れもののように抱きしめてくれるのだ︒彼の広い胸に包まれている

か

と安心できる︒身内ではない男性に抱きしめられてそんなふうに思ったのは彼が初め
てだ︒
そして唇は︱︱
誘拐犯から逃げて駆け込んだ暗い倉庫で口づけをしたことを思い出すと︑体に不思議
のが

あざ

普段皮肉げに曲げられている彼の唇は︑逃れようにも身じろぎすら許さない強引さで︑

な痛みが走る︒

ひととき

熱く優しく自分の唇に重ねられた︒

こ

触れ合ったのはほんの一時のことなのに︑鮮やかに脳裏に蘇る︒その感触も︑動きも︑
ほお

頬にかかった吐息ですら︒
かたすみ

彼の唇に触れられたのはたった二回だ︒
なぐさ

一度目は華やかな夜会の片隅で︒あの時は懲らしめだった︒そして二度目は混乱した

うす闇のなかで頬が熱を持つ︒

彼の口づけに深い意味はないとわかっているのに︑何度も思い返してしまう︒

リシェルを慰めるためのもの︒
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リ シ ェ ル は 指 先 で そ っ と 唇 に 触 れ た あ と︑想 い を 振 り 切 る よ う に ぶ ん ぶ ん と 首 を
︱︱ダメだ︒こんなことを考えていても︑なんにもなりはしない︒あと一時間もすれ

振った︒
ば夕食会になる︒支度を始めなくちゃ︒いらっしゃるのは︑どちらの議員様だったかし
ら？ 着替えてお化粧を直さないと︒化粧崩れの女王なんて最悪だ︒私は今︑女王陛下︒
エイティス国君主︑アディーリア・リィン・ジ・エイシリア︒これが今の私の名前︒そ
いとこ

して︑伯爵様のお好きなお方の名前︒
リシェルは闇のなかに大好きな従姉アディーリア︱︱アディの顔を思い浮かべた︒
︱︱そうよね？ あの方はアディのことが好きなのよね？ 恋人同士じゃないとは
おっしゃるけれど︑伯爵様はいつもアディを優しい目で見つめ︑気遣っておられた︒
さっきだって︑私が図に乗って仕事じゃない場面でちょっぴりアディになっただけで︑
とても嫌そうにしておられた︒これってやっぱり伯爵様がアディのことが好きだからよ
せっかく自分の気持ちに気がついても︑この恋は実らない︒

ね？ 私の入る場所なんてなさそうだわ︒
︱︱伯爵様は︑アディがお好き︒たとえそうじゃなくっても私とは身分違いだ︒私は
下町で育った庶民の娘︒そりゃ私の父さんは元は王子様だったかもしれないけれど︑し

おおやけ

がらみを嫌って家出した︒母さんは普通の人だし︑私だって上流社会とは縁なく育った
やき ば

もの︒私の存在は公には認められていないし︑今さら王族でしたとしゃしゃり出ても混
す

は

めっき

乱をまねくだけだろう︒女王様の身代わりだって︑付け焼刃の勉強とみんなの助けでな
やく ご めん

自分は女王の影武者の仕事が終わればお役御免の存在︒そして伯爵様は︑この国有数の

かげ む しゃ

んとかボロを出さずにやっているだけ︒そんなのは直ぐに剥がれ落ちるただの鍍金だ︒
大貴族のご子息︒乱暴で口も悪いとはいえ︑あの方からは育ちの良さと豊かな教養が感
じられる︒最低限の学校しか出てない下町女優の私とでは違いが大きすぎるわ︒たとえ
伯爵様が気にしなくても周りの人達がそう思うに決まってる︒大人の世界には難しいこ
とが一杯あることくらい私にだってわかる︒絶対私なんかと伯爵様はつりあわないよな
ぁ⁝⁝うん︑つりあわない︒どう考えても︒
︱︱ああ︑困った︒私どうしよう？ どうしたらいい？ 好きになってはいけない人

尖る︒

とが

そこまで考えて︑リシェルは丸まったままころんと寝返りをうった︒唇が無意識に

︱︱残念ながら︑どうしようもないわね︒

リシェルは布団のなかで猫のように体を丸めた︒そのままぎゅっと目を閉じる︒

を好きになってしまった︒
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ひ

げ

︱︱ 自分を卑下するつもりはないけれど︒初めて好きになった人なのに︑最初から
あきら

諦めるしかないなんてとてもつまらない︒
せしゅう

リシェルは身分違いの恋を描いた演目を幾つも見てきた︒芝居ならめでたしめでたし
で終わるが︑現実の貴族社会の伝統や世襲制度は厳しいものだ︒この恋に未来は感じら
れなかった︒
︱︱考えてみれば︑これで良かったのかもしれないじゃない︒これ以上あの方を好き
になってしまう前に自分で気がついて︒最近では優しくしてくださることが多くなった
あお む

から︑調子に乗って勘違いしてしまったらあとで悲しくなるのは目に見えている︒

ふた

悩むのはこれで十分だろう︒一日が終わった訳ではない︒そろそろこの堂々巡りの思

仰向けに転がって︑リシェルはぱっと目を見開いた︒
考を打ち切るべきだ︒
かげ む しゃ

︱︱きっとまだ大丈夫︒今は⁝⁝今ならば︒この気持ちに蓋をして鍵をかけて︒早く
か

忘れよう︑忘れてしまおう︒せっかく伯爵様が私を女王の影武者として認めてくださっ
こた

そ し

たのだから︑期待に応えなくちゃ︒駆け出しだって︑私は女優なんだもん︒
女王を︑そして恋など知らない娘を素知らぬ顔で演じていればいい︒役が二つに増え
ただけ︒

や

︱︱一人二役ならやりがいがある︒一度演ったことがあるし︑なんだって勉強だわ︒
できる︒
リシェルはそう結論を出した︒一度経験のある一人二役とは︑アレクシオンと初めて
さと

幸いアレクシオンは色恋には疎い人間だから︑おそらくリシェルの気持ちが彼に悟ら

うと

出会った時にリシェルが演じていた芝居だ︒
れることはないだろう︒
ほ

︱︱そうよ︑リシェル︒何事も修業︒自分を磨く踏み台︒この役割を立派に果たして︑
最後に伯爵様に思いっきり褒めてもらおう︒そうして︑アディが戻ってきたらダーレに
帰って︑元どおり女優としてやってゆくの︒
ようやく気持ちが落ち着いてきたリシェルは大きく息をついた︒
︱︱自分に才能があるとは到底思っていなかったけど︑今だったら︑看板女優のメル

﹁ぷっ﹂

な？ 楽屋に花束を持って︒

か世間に騒がれるほど有名な女優になったら︑伯爵様はダーレまで見に来てくださるか

なったなぁって感心して︑次のお芝居では主役に抜擢してくれるかしら？ そしていつ

ばってき

にも負けない気がする︒アンゼル伯父さんはなんていうかしら？ お前︑芝居が上手に
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伯父が支配人をしているアンノワール劇場の狭い楽屋に大きな花束を持って訪れるア
︱︱いやいやいや︑ないわー︒

レクシオンの様子を想像し︑リシェルは思わず笑ってしまった︒
そんなことができる人ではないとリシェルは思い直した︒
︱︱第一ちっとも似合わない︒あのシュトレーゼル伯爵が花束︒絶対にありえないわ
ね︒だけど⁝⁝ダーレに帰ってもたまには会いたいな︒たとえ︑片想いでもいいから︑
少しはいい女になった私を見に来てくれたら⁝⁝
リシェルは自分の知っている人気女優が洗練された仕草でファンをあしらっている姿
︱︱やっぱりダメかなぁ︒

を思い起こす︒しかしそれが自分となるとうまく想像できなかった︒
どんなにがんばってみても気持ちは沈む︒
珍しく下降する心をリシェルは持てあましていた︒
ふく

さわ

ため息をついても気持ちは軽くならないことくらいわかっている︒それでもパンパン
に膨れた心のガスを抜くために泣きたくなった︒
は

︱︱でも今は泣けないな︒

てんがい

まぶた

そんなことをしたら目が腫れて︑みんなに心配をかけるだろう︒公務にだって差し障

つら

る︒アレクシオンだって喜ばない︒
あやおり

﹁ううう⁝⁝いい女になるって辛いなぁ﹂

さ

豪華な綾織の天蓋に向かって一人ごちると︑リシェルはそっと瞼を閉じた︒
＊

じじゅうちょう ほ

一つ屋根の下では同じように恋心を持てあます男がいる︒
あ

リシェルに見捨てられたあと︑部屋に残された彼は侍従長補佐のオーガスタと女官の
す

あき

イビサからさんざんな目に遭わされたのだ︒
あのあと直ぐに︑彼らは呆れたようにアレクシオンを攻撃した︒
﹁馬鹿ですか？﹂
﹁馬鹿ですね﹂

﹁お前ら俺に少しは気を遣え！﹂

﹁ええ︑全く︒こちらの方は自業自得ですが﹂

じ ごう じ とく

﹁リシェル様がお気の毒ですわ﹂

﹁完璧ですね﹂

﹁完全に誤解されてますわよね﹂
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たま

好きな娘に逃げられた上︑周りの人間からは責められ︑堪りかねたアレクシオンは情
︱︱なんだって急に怒るんだよ︒俺が何を言ったっていうんだ⁝⁝リシェル︒

けなさそうに叫んだ︒そのまま自室に引っ込んだ彼はどさりと寝台に突っ伏す︒
アレクシオンは数日前にリシェルと交わした約束について考えていた︒
みやげ

それはリシェルの誕生日の夜のことだ︒彼女はオーガスタと街に出かけた︒アレクシ
たのだ︒

オンは贈りものができず︑そればかりか土産を買ってきてくれた彼女を怒らせてしまっ
その時︑必死で謝って手に入れた約束︒
リシェルはそう願った︒

﹃次にお休みをいただいたら︑今度は伯爵様が街を案内してくださいますか？﹄
だから望みを叶えてやろうとアレクシオンはあちこちに掛け合っていたのだ︒
しかし︑リシェルとアレクシオンの外出は許可が下りなかった︒リシェルではなく︑
アロウ侯爵曰く︑アレクシオンは平原諸国の貴族年鑑に写真入りで載っているし︑エ

いわ

アレクシオンに問題があるというのだ︒

かげ む しゃ

トアールの街に知り合いが多い︒そんな彼が目立つ黒髪のリシェルを連れて歩いていた

すご

ら︑たとえ女王の影武者だと気づかれなくても人目を引いてしまうだろう︒

くさ

﹁あんたが姫を喜ばせてやりたいという気持ちは︑もの凄ぉくよくわかるんだけどねぇ︑
伯爵︒まぁ︑そんなにふて腐れないで﹂
不承知だと唇をひん曲げたアレクシオンをなだめるようにアロウ侯爵は言った︒
﹁姫を連れ歩きたいんなら︑別に街なかじゃなくてもいいじゃありませんか﹂
もと

さら

﹁俺は別にあいつを連れまわしたい訳では⁝⁝ただ︑約束したからな︒守らんと貴族の
信義に悖る﹂
さ よう

アレクシオンはなんとか言い訳を探して言った︒
﹁はいはい︑左様で︒けれどあんたはどうでもいいが︑リシェル姫を危険に晒す訳には

ふくろう

いきませんからね︒顔の知れた貴族と歩いていることで︑事件に巻き込まれたらどうす
ようしゃ

るんです﹂
情け容赦なく侯爵は青年にダメ出しをした︒梟のような目は愉快そうに輝いているが︑

たは目立つんです︒言いたかないが︑普通の娘を連れて歩くには無駄に威厳があるし︑

い げん

﹁だからね︑オーガスタにも言われたでしょ？ 好むと好まざるとにかかわらず︑あん

あいつが危険なんです！﹂

﹁ちょっとご老人︑あんまりなおっしゃりようではありませんか！ 俺といるとなんで

青年は少しも面白くない︒
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けな

少々男前だし︒うん︑全くもってよろしくない﹂

けんのん

にじ

しろ ば ら きゅう

しわ

ね

ルを白薔薇宮からすら連れ出せないのである︒

うなず

そこ

ふんがい

﹁聞くところによると︑あんたはまたまた︑リシェル姫の機嫌を損ねたらしいねぇ﹂
﹁べ︑別に俺は⁝⁝﹂

まつえい

も

み しんしん

なが

﹁たとえば︑我が王室の礎石となった守り人の聖なる泉ね︒あそこだって姫はご存じな

そ せき

あまりにわかりやすい反応に老人は笑いを噛み殺している︒

したり顔で提案するアロウ侯爵の言葉に︑にわかに興味を持ちアレクシオンは黙った︒

﹁⁝⁝む﹂

きにくい地下通路とか⁝⁝ね﹂

めておられた︒それらをご案内してあげたらどうです？ 伝説の発祥地とか︑人目につ

リシェル姫がご存じない場所が一杯あります︒初めてここにいらした日に興味津々で眺

きょう

ど白薔薇宮と暁宮を往復する毎日でしょう？ 幸いこの王宮はやたらと広い︒まだまだ

あかつききゅう

﹁うんうん︑見直してほしいお気持ちはわかります︒そうですねぇ⁝⁝リシェル姫は殆

ほとん

悔しさを滲ませて青年は老人を睨めつけた︒確かにアレクシオンの権限では︑リシェ

﹁⁝⁝﹂

﹁ほうほう︒その老人に頼みごとをしにきたのはあんたじゃないかいのぅ﹂

めいたウインクを返した︒

薄い唇をへの字に曲げて嫌味を言うアレクシオンなどものともせず︑老人は魔法使い

おっしゃっていただきたいものですな﹂

﹁ご老人︑あんたが耄碌しかけているのはわかりますが︑こちらにも理解できるように

もうろく

先だし⁝⁝ん？ はいはい︑なんですかな﹂

﹁ふ〜むむむ⁝⁝春になれば再び大きな仕事があるし︒陛下の復帰はおそらくもう少し

眉間に剣呑な皺を刻む青年を無視し︑老人は一人頷いている︒

み けん

む︑それならいいか⁝⁝うん︑そうだ﹂

﹁そんなに牙をむいたってダメなものはダメです︒だが︑まぁ⁝⁝そうですねぇ⁝⁝ふ

褒めているのだか貶しているのだかわからない言い方にアレクシオンは憤慨した︒

ほ

﹁なんだって ﹂
!?

にはもっと豪華で見栄えのする場所があるし⁝⁝リシェルは興味を持つかな？﹂

いと聞いています︒王宮観光案内でも遠くから説明されるだけのことが多いとか︒ここ

﹁ああ︑そういえば⁝⁝確かに聖地だが︑最近ではあんなところに関心を持つ者は少な

侯爵は大真面目な様子で言った︒

おお ま じ め

いじゃないですか︒王家のご末裔だというのに﹂
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まこと

かし

も

つぶや

アレクシオンは最後は首を傾げて呟いた︒
も成人前にはお参りするしきたりですし︒それにあの場所は厳重に警備され︑普段人が

﹁でも︑嘘か真か︑あの泉の守り人からエイティス王家は始まったんです︒王族の方々

いや

近寄らない︒なかは静かで綺麗なものですよ﹂
どうくつ

か

侯爵が言うのは︑昔人々の傷や病気を癒したといわれる伝説の泉のことだ︒
めと

地下の洞窟の奥にあるその泉は︑日照りの折にも涸れることなく人々を救ったとされ
やまい

びょう

いしずえ

る︒王家の始祖はその泉の守り人で︑その水で不治の病から救われた娘を娶り︑その地
で死んだ︒そして︑二人の間にできた子どもが洞窟の前に建てた廟こそ︑この王宮の礎
だそうである︒
いく た

へ

ぜんせい

しかし︑時代が下る内に伝説の泉は次第に存在意義が薄れ︑定期的に訪れるのは直系
の王族だけになった︒人々にとっては幾多の争いの時代を経ても善政を続けたエイティ
きしょう

ス王家そのものが信仰の対象となっていったのだ︒
かん

近代に入って泉の成分が調べられ︑幾つかの希少鉱物が検出されたものの︑それらは
こ だい

人体に効能があるものではないと結論づけられた︒おそらく干ばつが続いた時代に人々
の渇きを癒したことが誇大に後世に伝わったものなのだろう︒
﹁ふむ︒俺も昔︑親父に連れられて一度行ったことがあったかな︒まぁ︑あんまり面白

い場所でもなかったが⁝⁝確かに綺麗な所ではあるな︒神秘的と言うのか⁝⁝﹂
︱︱綺麗なものが好きな小娘を連れていくにはいいかもしれん︒
じじ

﹁おや︑美的オンチのあんたが綺麗だの︑神秘的だの言うとは珍しいですねぇ﹂
老人のからかうような言葉にも︑アレクシオンは自制し口答えはしなかった︒何しろ

︱︱ほっとけ！ クソ爺ぃ！
リシェルと二人で出かけることができるのだ︒今は細かいことで気持ちを乱してはなら
ない︒
あらかじ

﹁ま︑年頃の乙女が好むようなロマンチックなお話もありますしねぇ⁝⁝そういう話を

ひど

ともな

予め仕入れておいてリシェル様に聞かせてさしあげては？ 姫はこういう話がきっとお
好きだから⁝⁝ね？﹂
老人は意味ありげに︑ほほほと笑った︒

あざ

昔むかし︑珍しい黒髪の娘がいた︒
は

ありさま

娘の顔には大きな痣がある︒それは日に日に広がり︑酷い痛みを伴って娘を苦しめた︒
け

が

すで

る︒風の噂を頼りに︑病気や怪我を治すという泉にやって来た時には︑娘は既に弱り

うわさ

美しい顔は真っ黒に腫れあがり︑布で顔を隠してなんとか生きているといった有様であ
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切っていた︒
も

おお

ゆる

かが

泉には厳しい守り人がいると聞いていた︒娘は誰も人のいない頃合いを見計らい︑泉
の水で顔を洗おうと顔を覆っていた布を緩めて屈み込んだ︒けれど︑とっくに体を支え
る力が残っていなかった娘は頭から深い泉に落ちてしまった︒
透明な水に沈んでいきながら︑これで楽になれるならこのまま死んでもいいと思い︑
か

その時︑娘が立てた激しい水音を聞いて︑守り人の若者が泉に駆け寄った︒見ると︑

娘は目を閉じたのだ︒

つか

黒髪の娘が手足を伸ばしてゆっくりと薄青い水底へ沈んでいっている︒
彼はためらいもせず泉に飛び込んだ︒水のなかで細い手首を掴み︑力をなくした娘の
むし

おのれ

体を引き上げる︒なんとか岸へたどりついて娘を見れば︑顔に布が貼りついていた︒こ
れでは息ができないと︑彼はそれを毟りとる︒
そこから現れたのは白く美しい顔︒
せつ な

若者は吸い寄せられるように屈み込み︑色をなくした唇に己のそれを押しあてた︒そ
の刹那︑娘がぱっと息を吹き返し目を開ける︒
そ ら

ああ︑その瞳は︱︱
深い深い宇宙の色︒

若者は一目で恋に落ちた︒

ひね

二人はそれから泉のほとりに家を建て︑大勢の子供をもうけて幸せに暮らしたという︒
とぎばなし

しか

︱︱くだらない︒いくらお伽噺だといっても︑もう少し捻りがあってもよさそうなも
のだ︒
アレクシオンは盛大に顔を顰め︑本を投げ出した︒
その本は︑リシェルに聞かせるために王宮の書庫からこっそり借りてきたのだ︒
︱︱だが︑小娘の好きそうな話ではある︒
あの娘の興味を引くのなら︑つまらないお伽噺も利用価値があるというものだ︒
うなず

﹁確かに一度くらい︑泉を見せておいてもいいかもしれん﹂
アレクシオンは一人うんうんと頷いた︒
＊

ほこら

ある晴れた日の午後︑リシェルはアレクシオンとともに︑王宮の広大な中庭の外れに
冬にしてはほんのり暖かく︑春を間近に感じさせる日だ︒

ある古い祠の前に立っていた︒
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ぞう げ いろ

﹁このお堂のなかに入るんですか？﹂
つた

びょう

いた

元は美しい象牙色の大理石だったのだろう︒しかし今ではすっかり黄色くなって︑と
てつごう し

ころどころひび割れて蔦が茂っている古い廟︒かなり傷んだレリーフで飾られている入
口には扉がなく︑黒い鉄格子がはまっている︒

こわ

アレクシオンが大きな鍵を取り出して格子を開けた︒なかに窓がないのか︑奥は真っ
暗だ︒

のぞ

くち ご

﹁ひょっとして︑怖いか？ 途中にお前の先祖の墓がある︒大昔のな﹂
﹁え〜⁝⁝﹂
好奇心にかられながらもリシェルはこわごわと奥を覗き込む︒
﹁お墓参りですか？﹂
﹁墓参り⁝⁝﹂
リシェルが何げなく尋ねると︑アレクシオンが嫌そうな顔をして口籠もる︒
ここには

ちょっと珍しいものがあって︑その途中に古い墓所があるというだけの話だ﹂

ぼ しょ

﹁ そ う じ ゃ な い︒ せ っ か く の 休 暇 を そ ん な こ と に 使 い た く は な い だ ろ？

よ

アレクシオンはがっかりしたように肩を落として言った︒
﹁嫌なら止してもいいが⁝⁝﹂

﹁いーえ︑行きます︒なんだか興味があるわ︒私︑古いお寺とか見るの好きなんです﹂

ひど

﹁じゃあ行くか︒なかは暗いぞ︒目が慣れるまで︑手を繋いでいてやる﹂
﹁あ︑はい﹂
静まり返った通路に二人の足音が響く︒屋外から入った者にとって石造りの廟の内部

おくがい

リシェルは素直に差し出された大きな手を取る︒それは酷く温かかった︒
は暗い︒リシェルが横を歩く青年に思わず身を寄せたところ︑大丈夫だと言うように手

せっ

次第に目が慣れてくると周囲の様子がわかる︒廟内は天井にいくつか小さな穴があり︑

を握られた︒
そこから光が差し込んでいる︒
しばらく進むとやや広い空間に出た︒ほぼ正方形をしているその場所には︑大きな石
かん

ほうむ

棺が並べて置いてある︒そしてその向こうに更に奥へ続く通路がぽっかりあいていた︒

浄で︑なぜか気持ちが落ち着いていく︒

敬虔な気持ちになってリシェルは胸に片手を当てた︒空気は湿り気を含んでいたが清

けいけん

﹁へえええ〜︑は︑初めまして︒リシェルです﹂

﹁そうだ︒今は別に墓所があるが昔はここに葬られていた﹂

﹁ここがご先祖様のお墓ですか⁝⁝？﹂
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ひつぎ

﹁あ︑まんなかが段になっていますね︒あの上にあるのも棺ですか？﹂
せっかん

う

だんだん雰囲気に慣れてきたリシェルは︑ゆっくりと中央に進んだ︒
その古い石棺もやはり大理石でできており︑一段高い台の上に埋め込まれるように置
ま もう

いてある︒かなり古いものみたいで︑表面に文字やら絵やらが彫りつけてあるが︑すっ

もくとう

かり磨耗していてこの程度の明るさでは何が書いてあるかまではわからない︒
し そ

﹁立派なものですねぇ﹂
﹁これが王家の始祖の墓だ︒伝説だがな︒中身は知らない﹂
﹁へぇ〜そうなんですか﹂
しょうにゅうどう

リシェルはアレクシオンの手を離し︑棺の前で両手の指を組んで黙禱した︒
いや

﹁じゃあ︑次行くぞ︒この奥には地下に続く階段があって︑その先が鍾乳洞になってい
びょう

る︒そこに癒しの水がある﹂
リシェルは顔を上げて廟の内部を見渡す︒軽く肩を叩かれ︑そちらを向くと︑アレク
シオンがぽっかりとあいた暗い入口を示していた︒手を再び繋がれる︒
た

﹁その先に癒しの湖があるのですか？﹂
﹁湖じゃない︒地下水が湧き出て溜まっているだけから︑正確には湧き水と言うべき
かな﹂

ふく

﹁癒しの︑だなんて不思議な力があるんですね？ 本当のところはどうなんだろう﹂

ひら

情緒のないアレクシオンの言い方にもめげずにリシェルは想像を膨らませる︒
奥の廊下は更に真っ暗だった︒
﹁結構暗いですね〜︑水音がするし﹂
つか

つ

﹁大丈夫だ︒この階段は狭いがすぐに開けた場所に出る︒ただ段の高さが一定じゃない
ふところ

から危ない︒俺にしっかり掴まっていろよ︒ほら﹂
リシェルの手を離し︑懐から出した小さな懐中電灯を点けたアレクシオンに腰を抱か
れる︒
﹁ひゃっ！﹂
﹁だからもう少しマシな合いの手を入れろって﹂
どきまぎしているのが伝わらなければいいと思いながらリシェルは慎重に階段を下り

﹁すみません〜﹂

かんめい

リシェルはロマンチックな話に大いに感銘を受け︑闇への恐怖も忘れて耳を傾けた︒

ですね﹂

﹁まぁ︑なんて素敵なお話でしょう！ 二人はいつまでもいつまでも幸せに暮らしたん

ていく︒その道中アレクシオンが王家に伝わる伝説について説明してくれた︒
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＊
おび

アレクシオンに腰を抱かれながら怯えていたリシェルが急にしっかりと歩き出した︒
︱︱つまらん︒もっと脅かしゃ良かったか︒
アレクシオンは内心でため息をつく︒
こわ

すが

やはりリシェルも恋を夢見る乙女なのだろう︒
おぼ
いしずえ

もう少し怖がって自分に縋りついてくれてもいいのにと︑アレクシオンは物足りなさ
を覚えた︒
リシェルは上機嫌で自分を見上げている︒

﹁その二人が王家の礎となったんですね︒わ〜﹂
﹁ま︑そういうことになっている︒ありふれた話だよな﹂
ひと め ぼ

﹁そんなことないです！ 素敵な伝説だわ﹂
アレクシオンは自分を棚に上げて言った︒

﹁そうか？ 一目惚れだなんて軽薄だと思うがな？﹂
﹁軽薄なんかじゃないです︒それが運命というものなんですよ〜⁝⁝っと︑わわ！ ス
ミマセン！﹂

﹁おっと︑大丈夫か？﹂
リシェルが足を滑らせバランスを崩した︒アレクシオンは支える振りで腰に回した腕
に力を込める︒
るんですよ﹂
あざ

﹁あ︑びっくりした︒ありがとうございます︒でもね︑恋に落ちる時は問答無用で落ち
﹁⁝⁝この瞬間でもか？﹂
のご利益凄いじゃないですか﹂

り やくすご

﹁さ︑それはどうでしょう？ でもだったら︑その娘の顔の痣は治ったんですよね︒泉

まゆつば

さりげないアレクシオンの問いは︑やはりさりげなくかわされる︒
﹁眉唾ものだと思うけどなぁ︒地下水だからなんか希少な物質が含まれているんだろ？
け が

昔は薬なんてないから︑それで病気が軽くなったんじゃないのか？ 今では誰も泉の力

﹁はい？﹂

首を捻って考え込むアレクシオンをリシェルが不思議そうに見つめる︒

ひね

くて済んだ︒聖王家直系でさえ︑こんな苦労をしてるんだぜ？ あ︑でも待てよ？﹂

新薬開発にしのぎを削っている製薬会社が黙ってない︒アディだって大変な手術をしな

けず

なんて信じてないと思うがな︒そんなもんで病気や怪我が治るんなら苦労はせん︒第一︑
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もう

おおかた

﹁うん︑そうだった︒確か︑アディは何度かここへ詣でているはずだ︒そう言ってたな︒
病気がわかってからのことだが﹂
﹁アディがここへ？﹂
もくよく

﹁あとから聞いただけだけどな︒俺は同行していないし︒大方女官の誰かと来たんじゃ
ないか︒なんでも沐浴したとか⁝⁝﹂
﹁やっぱり王家の人は信じているんじゃないですか〜﹂
しゅよう

﹁信じていようが︑結局外科手術じゃないか﹂
り やく

﹁だけど︑できた部位が悪かっただけで腫瘍そのものは良性だって言ってましたよ︒
すご

じか

きっとご利益あったんですよ︒ご先祖様の恋人達のご加護です﹂
どうくつ

﹁お前が言うと︑ほんとにそう思えてくるから凄いな︒まぁ直に確かめてみるがいい︒
さ︑ここが地下の洞窟の入口だ﹂
アレクシオンは力説するリシェルの注意を前方に向ける︒
﹁うわぁ⁝⁝ここ⁝⁝ですか？﹂
でこぼこ

まっ暗な内部にさすがの気丈な娘もためらった︒二十段ほどの階段があり︑そこから
横に続く穴は暗くて︑地面が凸凹になっているのだ︒
﹁ひやあああ︒おっかないですぅ﹂

﹁大丈夫だ︑奥は意外に明るい︒俺の記憶では﹂
ゆかり

﹁え〜︑伯爵様は入ったことがあるんですか？﹂
せっかいがん

つか

﹁普通は王家に縁の者しかここまでは入れないそうだが︑ま︑特別に親父に連れられて︒

こわ

ほら︑ここから石灰岩の道になっている︒濡れているから滑るぞ︒しっかり俺に掴まっ
ていろ﹂
へだ

ここにきて少しは怖くなったのか︑リシェルは体をアレクシオンにすり寄せた︒胸が
いだ

こら

脇腹に当たる︒それは幾重もの布に隔てられながらも︑やわらかな感触を青年に伝え︑
うなが

彼に幸福とも苦痛ともつかぬ感情を抱かせる︒彼はなんとかその感触を堪え︑そっけな
く娘を促した︒
﹁よし︑行くぞ︒この先だ﹂
﹁はい！﹂
＊
地下の道は広くなりながら洞窟へ続いている︒足元から水音がしていた︒どうやら壁
リシェルは慎重に進んだ︒

際のところどころに水がしみ出している箇所があるようだ︒
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リシェルが濡れた場所を歩かずに済むよう︑アレクシオンが壁のほうを歩いてくれて
いる︒暗いが意外に寒くはない︒
どうくつ

ほとん

すが

洞窟のなかは外からの光が届かず︑青年の持つ小さな懐中電灯だけが頼りだ︒アレ
クシオンはそこを危なげなく進んでゆく︒リシェルは殆ど彼に縋るようにしてついて
いった︒
洞窟はそんなに奥深くはないようで十分ほど歩くと奥に弱い光が見えてきた︒
﹁あ⁝⁝あそこだけ少し明るい﹂

ひら
うが

水音が大きくなってくる︒その先がぼんやりと青く光っていた︒
﹁そこだ﹂
﹁え？﹂
急に視界が大きく開けた︒
薄暗い洞穴の最奥︒自然に穿たれた大きな空間が青い光にぼんやりと浮かび上がって
それは地下の泉だった︒

いる︒

﹁わぁ⁝⁝﹂

しょうにゅうせき

せっかいがん

ぽっかりとあいた大きな空間の天井には尖った鍾乳石がシャンデリアのようにぶら下
がっている︒泉の手前には幾重にも重なる石灰岩があり︑まるで客席みたいだ︒泉の奥
に舞台がある︒上に裂け目でもあるのか幾筋かの光が泉の奥に差して︑青いスポットラ
アレクシオンによると︑天井︑つまりこの上はちょうど王宮の奥庭になるらしい︒

イトに見える︒少ない光が特殊効果のように壁に反映して美しい︒
そう言えば︑庭の奥のほうに︑人が入れない小山のようなところがあった気がする︒

うなず

地下水が壁に沿ってさらさらと流れていた︒様々な水音が壁に反響して混じり合い︑

その下がこの空間なのだろう︒
さながらオーケストラである︒
すご

まさしくここは天然の劇場なのだ︒
﹁⁝⁝凄い⁝⁝綺麗﹂

リシェルは上を見上げて言った︒

が落っこちたりしないのかしら？﹂

﹁こんな場所がお城の地下にあったんですね︒少しも気づきませんでした︒上から誰か

驚くリシェルにアレクシオンが満足げに頷く︒

﹁だろ？﹂
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﹁この上は立ち入り禁止になっている︒光が射し込むからそんなに暗くないだろ？﹂
﹁はい⁝⁝もう目が慣れてきました﹂
しょうにゅうせき

﹁ そ う か︑そ ん な ら 正 面 を 見 て み ろ︒こ こ か ら ま っ す ぐ 前 の 少 し 上 ⁝⁝ 突 き 出 し た
鍾乳石から水が落ちてきているだろう？ その下が泉になっている︒ほら︑ちょうどあ
の光の下辺り︒青く澄んで見えないか？﹂
﹁はい！ まるで舞台のようだと思っていたんです﹂
せっかいがん

た

リシェルはうっとりと言った︒アレクシオンから離れ︑泉に向かう︒
みなもと

すご

上から流れてくる水は透明なのに︑一番下の白い石灰岩の上に溜まると光の作用で不
こわ

思議な青に染まっている︒これがエイティス聖王国の源たる伝説の泉なのであった︒
﹁綺麗なものだが⁝⁝怖くはないか？﹂
岩を一段下りたリシェルの上から声が落ちてきた︒
﹁はい︒ちっとも怖くありません︒あ︑でも︑別の意味では怖いかも⁝⁝なんだか︑凄
く綺麗で神秘的で⁝⁝私なんかが来てもいいのかなって﹂
﹁いいに決まっている︒お前は王家の血を引く者だろう﹂
﹁でも︑私はただの普通の女の子で⁝⁝﹂

した

ぱ

し そ

﹁関係ないだろ？ 試しに泉に近づいてみればいい︒俺にはさっぱりわからんが︑何か

ひ

感じるものがあるんじゃないか？﹂
﹁私が？﹂
も

確かに︑この場所は強く彼女を惹きつけていた︒下町育ちの下っ端女優でも︑始祖た
る泉の守り人の血を引くからだろうか？ 目が離せない︒
﹁⁝⁝﹂
み い

﹁リシェル？ どうかしたか？﹂
泉に魅入られたリシェルを気遣ってアレクシオンが声をかけてきた︒
﹁伯爵様﹂
﹁なんだ？﹂
﹁⁝⁝ちょっと︑ここで見ていてくださいますか？﹂
リシェルは︑濡れてつるつるした石灰岩の上を泉に向かって下りてゆく︒小さな流れ

み込むと︑そっと手を浸した︒水は見た目ほど冷たくはない︒そして︑底の白い石灰岩

リシェルは答えず︑天上から差し込む陽の光を受けて青く澄み切った泉の縁にしゃが

ひ

アレクシオンが少女の背中に問いかけた︒

﹁おい︑何をする気だ？ 危ないぞ﹂

を飛び越えたら︑そこが舞台だ︒
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すく

のお陰か驚くべき青さだった︒
のど

こぼ

滑らかな水を掬い上げ︑指の間から零れる前にそっと唇を寄せると︑こくりと飲み干

うずくま

す︒口から喉︑そしてお腹の奥に涼やかな流れができた︒
＊
﹁おい⁝⁝リシェル？ 大丈夫か？﹂
﹁⁝⁝﹂
さっきまで楽しげだった少女が黙って蹲ったままじっと背を向けている︒どうしたの
ひね

その時︑リシェルが徐に立ち上がり︑優雅に体を捻って振り向いた︒

おもむろ

かと︑アレクシオンは一歩踏み出した︒
﹁⁝⁝おい？﹂
い げん

﹁気をつけよ﹂
威厳に満ちた声音にアレクシオンはぎくりと足を止める︒
﹁え ﹂

地上に降り立った女神は大きく腕を広げた︒

の泉よりも深く︑透き通った天上の藍︒

あい

と

天上より降りる光を受けて︑黒髪は銀色に︑瞳は真っ青に輝いている︒その瞳は背後

を受け継ぎし者以外︑何人たりとも足を踏み入れてはならぬ︒疾く立ち去れ！﹂

なんぴと

﹁近寄るでない！ これは聖なる地ぞ︒この泉の水は我が血︑我が命︒我と同じ古き血

そこには見たことのない女が立っていた︒

!?

らに戻ってくる︒そして︑目を見張る自分を物珍しそうに眺めた︒

なが

アレクシオンがものも言えずにいる内に︑リシェルが流れをひょいと飛び越えてこち

﹁⁝⁝っ！﹂

﹁⁝⁝なーんちゃって﹂

﹁リシェル！﹂

驚きが青年から言葉を奪う︒しかしアレクシオンは気を取り直し︑少女の名を呼んだ︒

﹁な⁝⁝っ！﹂

立ち読みサンプル
はここまで

﹁はぁい！ 皆様のリシェル・クロエです︒本日はご来場ありがとうございました﹂

﹁え？ あ︒リ⁝⁝シェル？ お前リシェル？﹂

﹁伯爵様︑おお〜い︑戻ってきてくださ〜い﹂

丸い指先で頬を突かれる︒

ほお

﹁あれ？ 伯爵様⁝⁝？ ん？ 動かないや﹂
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