《その他の登場人物》
おか さ ない

しゅせん ど

岡左内 ………… バルドの前々世。守銭奴の戦国武将。

おかまさはる

岡雅晴 ………… バルドの前世。現代日本の高校生。
セイルーン ………… バルドの側室。幼なじみの侍女。
セリーナ ………… バルドの側室。犬耳族。根っからの商人。
レイチェル ………… バルドの側室。元はマウリシア王国の第二王女。
サツキ ………… バルドの側室。猫耳族。ガルトレイク王国の巫女姫。
イグニス・コルネリアス ………… バルドの父。武勇に名高い辺境貴族。
マゴット・コルネリアス ………… バルドの母。最強の傭兵。
ナイジェル ………… バルドの弟。マルグリットとは双子。
マルグリット ………… バルドの妹。ナイジェルとは双子。
テュロス ………… バルドの幼なじみ。アガサの補佐を務める。
ネルソン・ヘイドリアン ………… バルドの学友。ネドラス王国に潜入する。
アウグスト・ガリバルディ ………… 新生トリストヴィー王国の宰相。
ジローラモ・カモローニ ………… 新生トリストヴィー王国の内務卿。
カイラス ………… 多くの海賊を束ねてきた大頭目。ウラカの片腕となる。
ジーナ・ビョルク ………… マゴットの祖母。獣人族の軍神。
ギッツェ・マンネルハイム ………… ノルトランド帝国軍の騎兵総監。
サクヤ・カゲツ ………… サツキの母。ガルトレイク王国の巫女頭。
ウェルキン五世 ………… マウリシア王国の国王。
ウィリアム ………… アントリム公爵。バルドの学友。
アドルフ・リッチモンド ………… マウリシア王国、官僚貴族のトップ。
エウスタキウス・ホーントベック ………… ホーントベック王国の王太子。
オデュッセウス・アルトリアス ………… ホーントベック王国の海軍卿。
ヴァシリー公爵 ………… ネドラス王国の摂政。親アンサラー王国派。
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たいかんしき

新生トリストヴィー王国の国王となったバルドは︑王都ミリアーナにおいて︑戴冠式と同時に六
人の妻たちとの結婚式を挙げた︒
たた

しかし幸せの絶頂にいたバルドを︑大陸の動乱は見逃してくれなかった︒

とどこお

ネドラス王国から訪れた獣人の使者が︑息も絶え絶えに王城の門を叩いたのである︱︱︒

か しょく
はいりょ

国民と家族たちに祝福され︑結婚式は 滞 りなく終了した︒秘密裏にバルドのもとへ使者の到着
き きゅう

が報告されたのは夕食会を終えてからのことであった︒
いかに危急の事態とはいえ︑華燭の祝典に水を差すわけにもいかない︒
ちょうほう

これが他の王国なら数日は留め置かれるところだが︑バルドはそうした配慮を嫌う性格であるし︑
何よりアウグスト直属の諜報集団が警告を発していた︒
えっけんしつ

結婚式での高揚した新郎の表情とはまったく別の顔で︑バルドはアウグストとともに王宮内に設
けられた秘密の謁見室へ足を運んだ︒

ご そんがん

きょうえつ し ごく

限られた人間だけが入ることを許されたやや薄暗い部屋では︑包帯を巻かれた痛々しい姿の獣人
が二人を待ちわびていた︒
﹁︱︱すまぬな︒待たせた﹂

へい か

﹁とんでもない！ 獣王陛下の御尊顔を拝し︑きょ︑恐悦至極にござります！﹂
使者の男はまだ二十代と思われる若い狼耳族で︑バルドを見ると極度に緊張し︑土下座せんばか
りに深々と腰を折った︒
獣人族にとって︑獣王という名はとてつもなく重い︒それはネドラス王国の者であってもいささ
かも変わらなかった︒

あ うん

﹁お初にお目にかかります︒ネドラス獣人族解放軍のリースリング・アウフレーゼと申します︒お
見知りおきを﹂

げんえい

﹁前置きはいい︒来訪の理由を話してくれ﹂
﹁ははっ！﹂

きゅうはく

ネドラス王国のレジスタンス﹃幻影のラグニタス﹄とは阿吽の呼吸で連携してきたが︑正式に同
盟を結んだわけではない︒
そういった手続きを無視して直接ミリアーナへ使者がやって来たからには︑それなりの窮迫した
理由があるはずだった︒
しょうこう

﹁おそれながら申し上げます︒我がネドラス王国では︑過日陛下がミハイル将軍を討たれて以来︑
しばらくぶりの小康状態が続いておりました﹂
きょう い

アンサラー王国の誇る名将ミハイル・カラシニコフの代わりに派遣されたフォーク・カツコフ将
軍は︑それほど脅威となる存在ではなかった︒

10

よう ご しゃ

ボ

イ

ポ

ス

ゆう よ

おかげで︑ミハイルの圧倒的な暴力によってすり減らされつつあった兵力を回復する猶予が︑よ
つか

うやく訪れたかに思われた︒
︱︱しかしそれも束の間︒
アンサラー王国がエウロパ教の擁護者を意味する﹃あまねく光さす者﹄の称号を得たことにより︑
しいた

劇的に状況は変化する︒
レジスタンス

属国として虐げられてきたネドラス王国の国民は︑潜在的に反アンサラー王国派だ︒
だからこそ有形無形の支援が獣人族の抵抗組織に与えられていたのだが︑今回のエウロパ教団の
決断により信者層の対応が裏返った︒
もともとネドラス王国は︑アンサラー王国に次いでエウロパ教信者が多い︒

そ

ち

さらに追い討ちをかけるように︑フォークの後任ウラジーミル・クトゥーゾフ将軍は︑信仰を守
ほう しょう

り獣人への敵対を認めた者には保護を与える︑と宣言した︒
密告や戦闘を行った人間が実際に褒賞され︑税の優遇などの措置を受けると︑たちまち獣人組織
をめぐる環境は悪化したのである︒
﹁︱︱やってくれるぜ﹂
せんどう
えさ

つ

あら

敵の嫌がることを徹底して実行し︑これまで闘争を継続してきたラグニタスがそう嘆きたくなる
ほどあからさまな煽動だった︒
目の前のつらさから逃れたい大衆は︑餌に釣られるようにして喜び勇んで獣人への敵意を露わに

した︒
それでもかろうじて組織が機能しているのは︑ネドラス王国の未来を見据え︑アンサラー王国の
じゅんたく

影響を排除しなくてはならないと考えている者が少なくないからだ︒
そしてダウディンググループを通じて秘密裏に︑運営資金を潤沢に提供されていたことが大きい︒
か

こぶし

﹁こんなことを陛下に申し上げるのは心苦しいのですが⁝⁝﹂
リースリングは悔しそうに唇を噛みしめ︑拳を強く握りしめた︒
先ごろ新たな戦力として︑トリストヴィーを追放された旧公国貴族が大量にネドラス王国へ派遣
されてきた︒アンサラー王国としては格好の消耗品なのだろう︒
あめ

これは︑地球においてもよく行われた手法であった︒
憎まれ役としての中間支配者を用意し︑自らは飴を用いて善良な支配者であることをアピール

いずれにしろ︑アンサラー王国には何も不利益がない︒
おんねん

旧公国貴族による情け容赦のない弾圧で︑なんら罪のない国民が毎日のように命を落としている

ようしゃ

ラグニタスらにとって予想外だったのは︑旧公国貴族がもう後がないほど追い詰められているう

える人間だけ残すもよし︒

民衆の抵抗力を十分に削いだあとは︑中間支配者は用済みとして見せしめに処刑するもよし︑使

そ

え︑追放の過程で平民に対する怨念が極まっていたことだ︒

する︒

−ハネムーン−
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は

のだと︑リースリングは吐き捨てるように言った︒

わな

ラグニタスもそれを座視しているわけではないが︑旧公国貴族がいくら死んでもアンサラー王国
の腹は痛まない︒
レジスタンス

むしろラグニタスが旧公国貴族に反撃するのを待って︑罠にはめようとしている︒
すでにいくつかの抵抗組織の部隊がその罠にはまり︑手ひどい損害を受けていた︒
じく じ

旧公国貴族を廃品利用したのはアンサラー王国だが︑彼らを追い出したのはバルドだ︒よってバ
こ

ルドも内心忸怩たる思いがあった︒
特権意識に凝り固まった役立たず貴族たちである︒アンサラー王国の足を引っ張ってほしいと
思っていたが︑こんな使い方があるとはさすがに想像しなかった︒
アンサラー王国に故国の奪還を要請し︑軍の一翼となってくれれば︑むしろ敵の弱点を見つけた
ようなもの︒バルドにとってはその程度の認識だった︒
あるいはトリストヴィーを長年裏で操ったヴァレリーならば︑そうした悪意ある手法を思いつい
たのかもしれないが︒
﹁すでに我々の活動領域はごく限られた地域となり︑動員兵力も半数を割り込んでいます︒もはや
ラグニタス様の手腕をもってしても︑まともな不正規戦が挑めなくなりつつあります﹂
マイノリティーである獣人は︑当然人間の生存圏では目立つ︒
これまでは同じ国の国民として受け入れてくれる人も多かったが︑旧公国貴族が獣人に関わった

しか

人々まで見せしめのように処分してしまうので︑日常の活動がほぼ停止しているのだという︒
かつて大英帝国で﹁分割せよ︑然るのちに統治せよ﹂という言葉が使われたが︑将来的に大きな
か こん

禍根となることに目をつぶれば︑確かに効果のある手法だった︒
﹁こんなことをお願いするのは︑無礼であると重々承知しております︒しかしもはや限界でありま

み じん

す︒どうか一刻も早いご支援を！﹂
﹁︱︱承知した﹂
リースリングの言葉に︑微塵も迷わずバルドは即断した︒

こうとう

﹁ラグニタス殿にはトリストヴィーの内戦中︑間接的に支援してもらった借りがある︒どちらにせ
よアンサラー王国とは決着をつけざるを得ん﹂
﹁おおおっ！ 感謝いたします！﹂
まさに感激が頂点に達した様子で︑リースリングは叩頭する︒
ちく じ

獣人族が全幅の信頼を寄せる獣王は︑やはり伝説の救世主だった︑と信じた︒
さい しょう

﹁︱︱ですが陛下︑兵力の逐次投入は禁物ですぞ？﹂
国王の補佐役として宰相のアウグストがそう進言するのは当然だった︒
ネドラス王国の獣人を見捨てるという選択肢はないにせよ︑準備不足のまま安易に兵を出すべき
ではない︒
いまだトリストヴィー王国は内戦から完全に復興を果たしたとは言い難く︑貴重な戦力を失うよ

14

あり

うなことがあれば︑蟻の一穴から堤防が決壊するように︑国が崩壊する可能性もあった︒
﹁無論だ︒しかし餌があるのに放置しておく理由はない﹂
きた

ぜん しょうせん

いまはまだ︑トリストヴィー王国もアンサラー王国も開戦の準備をしている段階にある︒

か

ゆ かい

しかし来るべき決戦の前 哨 戦として︑ネドラス王国をめぐる攻防は大きな試金石となると︑バ
やっかいもの

ルドは言っているのだ︒
﹁それに厄介者の公国貴族を刈り取るのに︑それほどの兵力はいるまいよ﹂
うやうや

﹁︱︱それでは陛下の御意のままに﹂
恭 しくバルドに頭を下げたアウグストは︑再び顔を上げたときにはとても愉快そうに微笑んで
いた︒
﹁まあ︑それはそれとして︑国王の義務を果たしてもらわなくてはなりませんがね︒まずは初夜
から﹂
﹁んなあっ？﹂
からかわれているのは百も承知だが︑現実の問題であることも事実︒というより思春期の真った
だ中にいるバルドが真剣に気にしていたのは内緒だ︒
どうてい

﹁だ︑だがそれは宰相も同じのはず！﹂
﹁童貞とは違うのですよ！ 童貞とは！﹂
﹁裏切ったな！ 僕の気持ちを裏切ったな！﹂

﹁はっはっはっ！ いつも陛下には裏切られてばかりだから︑せめてものお返しです！ せいぜい
まんざい

あ ぜん

トラウマになるような失敗をしてしまえばよいのですよ！﹂
イ グ ニ ス

な

感激も束の間︑突如始まった主従漫才にリースリングは唖然として言葉もなかった︒

き じょう

﹁僕の師匠を嘗めてもらっては困る！ すでに準備は万全だ！ 宰相に心配してもらう必要など何
もない！﹂
﹁ふふふ⁝⁝これだから童貞は困りますね︒準備？ 童貞も捨てずに準備など机上の空論より当て
になりませんよ﹂
実際のところ︑初夜の前に高級娼婦を呼んで経験させてもらう貴族は多い︒
アウグストはそんなことをするより先に︑本能の命ずるままに一夜のアバンチュールを楽しんで

しれない︒

とうすい

いたが︑やはり初めてというのは特別なものだった︒

かった︒
き だい

﹁ああ︑陛下の父上の徒名︑キャメロンの赤い種馬でしたっけ？ 百人斬りを達成した稀代のプレ

あだ な

その点︑間違いなくシルクは処女だろうし︑童貞のバルドがそううまくリードできるとも思えな

相手がそのあたりをよくわきまえた大人の女性でなかったら︑本気でトラウマになっていたかも

アウグストほどの色男をもってしても︑初めては失敗というほかなかった︒

あの夜の陶酔と失望を︑今も強く思い描くことができる︒

−ハネムーン−
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イボーイだそうですが︑初めては特別だと言っていませんでしたか？﹂
﹁むっ⁝⁝﹂
言われてみれば︑女性の扱い方を伝授されたときに︑初めての時だけはすべてを受け入れて︑心
で感じなさいと言われたような⁝⁝︒
あきら

﹁どどどど︑どうすればいいんだ？ 師匠にまで見放されたら︑僕は！﹂
﹁諦めが肝心ですよ陛下︒せめて心だけは妃殿下に優しくしてあげてください﹂
﹁いやいやいやいやいや︑ぼぼぼ︑僕とシルクの美しい思い出のためにアドバイスをくれよ！ ア
ウグスト！﹂
リースリングはもう考えることをやめた︒

初夜に対して期待と不安を抱いていたのはバルドだけではない︒
くつろ

むしろ人数が多い分︑嫁たちのほうが真剣に討論を重ね︑議論を尽くしてきたと言える︒
嫁たちはウェディングドレスを脱ぎ︑それぞれ寛いだ格好になってシルクの私室に集まり︑軽い
茶会を開催していた︒
﹁まずは私が今夜︑ということでよろしいですね？﹂

みなぎ

うなず

静かな決意を漲らせたシルクに︑異論を唱える者はいなかった︒もっとも実力でこれに異を唱え
られるのはサツキぐらいなものである︒
側室たちはごく当たり前のようにシルクの言葉に頷き合った︒
﹁それはもう︑正妻の特権ですもの﹂
﹁気張りや！ シルクはん！﹂
﹁その⁝⁝できれば感想は正確にお願いしたいですわ﹂
﹁きき︑緊張するのにゃ⁝⁝わ︑私は最後でいいのにゃ﹂

きょう じ

セイルーン︑セリーナ︑レイチェル︑サツキは口々に︑来るべきその瞬間への感想と期待を話し
合う︒

う

ぶ

先頭を切るシルクも︑晴れがましい正妻としての矜持を抱くとともに︑心のどこかに不安と好奇
ひ

心がわだかまるのを自覚していた︒
けっぺき

︵︱︱でも退くことは許されない！ 正妻のプライドにかけて！︶
娘馬鹿のアルフォードは︑正直シルクを潔癖に育てすぎた︒
愛情と覚悟にかけては誰にも引けを取るつもりのないシルクだが︑こと色事にかけては初心な乙
女のままだった︒
しかも困ったことに︑それを誰にも相談することができなかった︒
︵レイチェルにもう少し話を聞いておくべきでした⁝⁝︶
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かけら

おそらくこうした作法に関して正式な教育を受けてきたのは︑レイチェルだけだろう︒
セイルーンとセリーナはずっとバルド一筋で︑男性経験の欠片もないだろうし︑それはサツキも
同じだ︒

こ

アガサなどは知識だけは豊富そうだが︑そうした知識過剰によって︑彼女がいろいろと方向性を
しゅくじょ

誤ってしまうことを︑シルクは知っている︒
淑 女たちの夜の雑談的な会話を多少はしたものの︑細部について教えを請うのは正妻のプライ
ドが許さなかった︒
︵ですが︑手はあります！︶
どこか思い詰めた目をして拳を握りしめるシルクに︑姉代わりのアガサだけが気づいていた︒
︵ああ︑この子︑絶対ろくでもないことを考えているわ⁝⁝︶
おと め

大抵そうした場合︑あとで頭を抱えて後悔することになるのだが︑アガサもこうした話題には割
と引け目を感じてしまう一人の乙女だった︒
ある意味︑セイルーンやセリーナよりも経験値︑というか世間慣れしていないのがシルクとアガ
サである︒
そんな彼女たちが勝利するためには︑確かに何か常識を逸脱した手法が必要なのかもしれない︒
︵それに︑シルク様にはハンデもあることだし⁝⁝︶
女性の胸囲ははっきりとした格差社会である︒

くつがえ

この持って生まれた格差は︑努力や巨額の資金によっても容易には 覆 すことのできない恐るべ
きものだ︒
幸いなことにアガサは勝ち組だが︑シルクとサツキは今後も成長の見込みはほぼ無い︒
セリーナやレイチェルのような巨乳組は︑バルドの視線がこっそりとよく胸部に向けられている
ことを自覚している︒

かす

アガサからすれば︑初夜でもそうしたアドバンテージで精神的な余裕を保つことは可能なはず
だった︒
︵まさか︱︱ね︶

だん す

ちらり︑と脳裏を嫌な予感が掠めたが︑あえてアガサはそれを無視することに決めた︒

せんとう

バルドの寝室は︑王宮の中央にそそり立つ尖塔の半ばにある︒
広さはおよそ三十畳ほどで︑キングサイズのベッドのほかは簡単な酒棚と衣装箪笥︑書庫がある
え

じ

程度の殺風景な部屋だった︒
部屋の外部には衛士も含め︑影の護衛が二十四時間体制で警戒をしておりバルド自身のプライ
ベートはないに等しいのだが︑今はそれに注意を払う余裕はなかった︒
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﹃ここがフランスでなくてよかったなあ﹄
かし

おかまさはる

ご らく

バルドの前世である現代日本の高校生︑岡雅晴が突然そう口にした︒
バルドが首を傾げる︒
﹃どういうこと？﹄
﹃王政時代のフランスでは︑国王のセックスは国民の娯楽だったからね︒王子が間違いなく国王の
しゅう ち

血を引いていると証明する意味でも︑初夜は公衆の面前でする必要があったのさ﹄
﹃なんの羞恥プレイだ！ それは！﹄
ちなみにこの風習︑フランス王家だけの話ではない︒王妃が身ごもったのが国王の子供であるこ
なんばん

とを証明するために︑セックスに立会人をつける習慣は中世では当たり前にあった︒
おか さ ない

あき

﹃南蛮は豪気じゃて⁝⁝わえにはとてもとても⁝⁝﹄
バルドの前々世の戦国武将︑岡左内も呆れ顔である︒
﹃小判の前でフリチンになるおっさんに言われたくねえええ！﹄
日本では性行為は秘するもの︑という常識があったためか︑こうした貴人の行為を公開する習慣
しんごんたちかわ りゅう

は根付かなかった︒
真言立川流のような例外を除けば︑ごく地方の村社会に乱交の文化が花開いた程度であろう︒
アウレリア大陸にそんな習慣がなくて︑心底よかったと思うバルドであった︒

せん じょうてき

幸いなことにそうした習慣が見られないのは︑あるいは秩序を重んじるエウロパ教団の副次的な
成果なのかもしれなかった︒
︱︱コンコンコン︒
の

控えめなノックが響き渡ったのはそのときである︒
ごくり︑とバルドは生唾を呑み込み︑かろうじて声を絞り出した︒
﹁どうぞ﹂
﹁⁝⁝お邪魔⁝⁝するわ﹂
し たい

首筋までを羞恥に赤く染め︑おずおずとシルクが寝室へ入ってくる︒
薄暗いランプの灯りによって︑シルクの肢体がありありと浮かび上がった︒
その細い身体にはシーツのような布が巻かれており︑その下にあるであろう煽 情 的な姿はまだ
隠されていた︒
とはいえ︑身体のラインまでは隠しきれない︒

イグニス

心臓の音があまりに大きすぎて︑バルドが気がついたときには︑すでにシルクはベッドに腰かけ
て潤んだ瞳をこちらに向けていた︒
き

何か言われたような気もするが︑聞こえるのは自分の心臓の音だけだ︒
喉が焼けるようにひりついて︑気が利いた言葉のひとつも出てこない︒師匠に受けた教えの数々
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も︑今は何ら役に立つことはなかった︒
﹁シルク⁝⁝﹂
わざ

それでもなお獣欲を抑えて優しく肩を抱いたのは︑バルドの受け継いだ遺伝子のなせる業であろ
う︒普通の童貞ならここで我慢できずに襲いかかっている︒
かすかにシルクの肩が震えているのが︑抱いた右手から伝わってきて︑かろうじてバルドはまと
もな思考能力を回復させた︒
﹁愛しているよシルク︒君のすべてを︑誰よりも﹂
﹁私も︑愛しているわバルド﹂
二人は吸い寄せられるように唇を重ね︑ついばむようにお互いの唇の感触を何度も楽しんだ︒
しび

やがて衝き動かされるように︑舌を絡め︑むさぼるような激しいキスが始まる︒シルクの小さな
後頭部を握りしめ︑バルドはその陶酔に痺れた︒
まだこの時点では︑バルドはシルクを思いやり︑二人の想い出を美しいものにしようという理性
を残していた︒
すべての崩壊は︑荒々しいキスでシルクの身体がベッドに押し倒された瞬間に始まった︒
︱︱チャラン︒

こ わくてき

こす

普通の人間が聞けば︑ただの金属が触れ合う音であったかもしれない︒しかしバルドの耳が︑そ
の音を聞き逃すはずもなかった︒

あ

何度聞いても決して飽きることがない︑蠱惑的な天使の調べ︒それは金貨の擦れ合う音にほかな
らなかった︒
しかもバルドがもっとも愛するマウリシア王国のエリザベス金貨！

きんぱく

意を決したように︑シルクは全身に巻き付けていたシーツを捨て去り︑隠していた素肌と肌着を
さらけ出した︒
とうげん きょう

﹁んなっ！﹂
まさに桃源郷とはこのことか︒
驚くなかれ︑と言われても絶対に無理であった︒

ごう

シルクはフリル代わりに金貨を︑そして白いキャミソールには惜しげもなく金箔を張り付けてい
たのである︒
ささや

バルドの救われない秘密の業を知るからこそ考えついた︑まさに捨て身の誘惑手段であった︒
興奮に言葉もないバルドに︑シルクは恥じらいながら囁いた︒
ひも

﹁その⁝⁝食べて？﹂
ブチン︑と理性の紐が音を立てて切れる音をバルドははっきりと聞いた︒
﹁こ︑こんなん辛抱できるかあああああ！ 覚悟は出来てんだろうなあああああ！﹂
﹁きゃあああああああんっ！﹂
野獣と化したバルドに︑内心でしてやったりとシルクはガッツポーズを取った︒

シルクにとっては︑側室だけでなくバルドでさえもライバル︒
夫婦の夜の生活では︑夫にも負けることは許されない︒
︵勝った！ 第一章︑完！︶
そう思っていた︒今この時までは︱︱︒
﹁あの⁝⁝バルド？ もういいんじゃないかしら？﹂
﹁⁝⁝⁝⁝﹂
﹁お願い︒私がやりすぎたわ︒早く正気に戻って！﹂
﹁⁝⁝⁝⁝﹂
﹁もう限界なの︒少しだけ︑少しだけでいいから休ませて⁝⁝﹂

﹁仕方がないんや！ この金色の輝きが︑僕のエクスカリバーを狂わせるうううう！﹂

﹁⁝⁝⁝⁝﹂

夜を終えたのだった︒

ど とう

朝の日差しがベッドを照らし出すころ︑精魂尽き果てた二人は︑仲良く抱き合ったまま怒涛の初

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︵言葉がない︒ただの 屍 のようだ︶﹂

﹁⁝⁝⁝⁝﹂

﹁らめえ⁝⁝馬鹿になりゅ﹂
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その日の午後︑シルクは昼過ぎにようやくベッドから出て私室に戻った︒
コルセットでかろうじて姿勢を維持しているシルクを︑たちまち嫁たちが取り囲む︒
﹁どうやった？﹂
﹁バルド様は優しくしてくれましたか？﹂
﹁ていうか⁝⁝随分と遅かったわね︒激しかった？﹂

すさ
うつむ

セリーナとレイチェルに続き︑アガサも切実な顔でシルクに迫った︒
﹁⁝⁝すごかった﹂
思い出すだけで秘所が濡れそうなほどに凄まじい体験だった︒
表現すべき言葉が見当たらず︑シルクは恥ずかしそうに頬を染めて俯いてしまう︒
順番的に今夜の相手となるはずのレイチェルが困惑する︒
﹁あの⁝⁝もう少し具体的におっしゃってくれませんか？﹂
﹁⁝⁝本当にしゅごかった﹂
﹁色ボケしてんなやあああああああ！﹂
﹁使えないのにゃ﹂
﹁⁝⁝ごくり﹂

うらや

セリーナ︑サツキ︑シルクの反応である︒
焦り半分︑羨ましさ半分︒ただ︑ベッドでシルクがバルドに完敗したらしいことだけは察した︒
そうでなくてはこのシルクの反応は説明できない︒
﹁いったい何をやったのあなた？﹂
うすうすシルクが策を講じていることに気づいていたアガサは︑どんな手段を取ったのか︑そし
てバルドの反応はどうだったのかを探ろうとしたのだが⁝⁝︒
﹁⁝⁝しゅごかった﹂
﹁あのねえ︑あまり色ボケしてると正妻の名が泣くわよ？﹂
﹁でも︑しゅごかった﹂
すく

たくら

心ここにあらず︑という風のシルクに︑今日のところはまともな話ができそうもないと︑アガサ
は諦めて肩を竦めた︒
﹁どうせこの子のことだから︑何か企んで返り討ちにあったんでしょ︒レイチェル様にはあまり参
り り

考にならないでしょうけど﹂
﹁あの凛々しいシルク様をここまで⁝⁝少し羨ましい気がしてしまいますわ﹂
﹁た︑確かに私も正直気になるけど⁝⁝﹂
アガサとレイチェルがわずかに頬を赤くする︒
年頃の乙女だけに︑性への興味も欲求も強い︒シルクの意識が回復したならば︑必ずや真実を吐
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かせようと固く誓う嫁たちであった︒
﹁だだだ︑だめよ！ あれは封印！ 私は本気で命の心配をしたのよ？ とても一人では受け止め
おちい

られないわ⁝⁝？ あら？ 二人ならいいのかしら⁝⁝﹂
いけない妄想に陥りつつも︑シルクが秘密を守り通せたかどうかは謎である︒
後日︑バルドの寝室からチャリン︑という金貨の音と︑複数の女性の悲鳴が聞こえたとか聞こえ
なかったとか︒

︱︱ネドラス王国︒

したた

もともとは統一王朝がアンサラー王国やマウリシア王国に分裂していく過程で︑有力な公爵家で
あったネドラス公爵が独立した小国である︒

めと

それから数百年︑大陸の複雑なパワーバランスのなかで︑隣国であるカディロス王国とともに強
かに生き抜いてきた︒
しかし先代王モラド二世が︑アンサラー王国の王女バーバラを娶ったことで情勢は変わる︒
いや︑強引に変えられたというほうが正解であろう︒
二人の間に男子が生まれ︑六歳まで成長したとき︑モラド二世は急な病に倒れ︑二十八歳の若さ

でこの世を去った︒
じゃっかん

まっと

この件は︑いまだにアンサラー王国による暗殺を疑われている︒
せっ しょう

む

弱 冠六歳のラトカ三世が即位するも︑治世を全うできる能力などあるはずもなく︑親アンサラー
王国派のヴァシリー公爵が摂政に就く︒
この一連の動きに対して︑反アンサラー王国派のダビッド公爵が抵抗勢力を構築するが︑翌年謀
ほん

反の疑いをかけられて処断︒
ちゅうすう

さらに国母となったバーバラが︑母国から有力な貴族を呼び寄せ︑国王の側近として登用したた
め︑国家の中枢を乗っ取られる形となった︒
こうなってはネドラス王国が独立を失い︑属国と化すまで一本道である︒
重税を課せられた庶民や︑既得権益を失った貴族が各地で反抗の火の手を上げるのもまた︑自然
の流れであった︒

ぎゃくさつ

アンサラー王国に近くエウロパ教徒が多いなかにあって︑ネドラス王国では人間と獣人とが協力
的な関係を築いてきた︒
アンサラー王国で獣人の虐殺が発生し︑そこから逃れてきた獣人が多かったこと︑そして彼らの
武力を独立の力にしようという王家の思惑があったことなどが理由だ︒
両者の間で交わされた暗黙の契約は︑ヴァシリー公爵による獣人の財産の没収という形で破ら
れた︒
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獣人が有する白兵能力は軍事力として得難い︒だからこそネドラス王国は彼らの権利を守り︑同
じ国民として保護してきた︒
しかし実質的にアンサラー王国の属国となった今︑その軍事力は邪魔でしかなかった︒
しゅくせい

かつて獣人がもっとも多く住んでいたのは︑反アンサラー王国派のコヴァレンコ伯爵領である︒
また︑粛清されたダビッド公爵領にも獣人が集中していた︒
新たにダビッド公爵領を受け継いだアンサラー王国派のプリマコフ侯爵は︑ただちに獣人に対す
る迫害を開始した︒
獣人の土地は残らず没収され︑強制労働や重税が課されて︑ほとんどの獣人はプリマコフ侯爵領
からの逃亡を選択する︒
そうなると︑彼らの希望がコヴァレンコ伯爵領となるのは当然だろう︒

き ぜん

どうして彼らがそれほどコヴァレンコ伯爵に信頼を寄せていたかといえば︑それは伯爵が獣人の
側室を迎え︑ラグニタスという息子を得ていたからにほかならない︒
﹁彼らとて変わらぬ我が国の民である！﹂
当時の当主であったコヴァレンコ伯爵イサークは︑絶望的な国内情勢のなかでも︑毅然とした態
度を崩さなかった︒
権力は失えども︑反アンサラー王国派の兵力は依然として強力だ︒
特に伯爵領に集結した獣人は︑確実にアンサラー王国の脅威となるだろう︒

おとろ

正面から戦争となったら︑なんのために時間をかけて︑婚姻政策でネドラス王国を乗っ取ったの
かわからない︒
そのままじわじわと数十年をかければ︑労せずして反対派は衰え︑ネドラス王国は熟した果実の
ように手に入ったはずった︒
と ざま

そうならなかったのは︱︱運命の力というしかないだろう︒

せんばん

アンサラー王国からやってきた外様と違い︑ようやく権力を手中に収めた摂政のヴァシリー公爵
はそれほど気長に待つ気にはなれなかった︒
ぎ せい

﹁コヴァレンコ伯爵の仕儀︑まことにもって不届き千万﹂

すべ

戦争は犠牲が大きすぎるというのなら暗殺してしまえばよい︑とばかりにイサークを王宮に呼び
出し︑毒殺してしまう︒
旗頭を失ったコヴァレンコ伯爵領は︑為す術もなくヴァシリーが派遣した軍勢に占領されるかに
かたき

思われたのだが︱︱︒
﹁父上の仇︑もはや祖国とて容赦せぬ﹂
そう叫んで敢然と立ち上がったのが︑誰あろう若き日のラグニタス︱︱イサークの獣人側室の息
子であった︒
このときラグニタスはまだ十七歳で︑初陣も経験していなかった︒
それでも伯爵家の人間として高等教育を受け︑幼いころから忠誠心の高い獣人の近臣を与えられ

