男装騎士は王太子のお気に入り

にら

「で？ 貴様は私の出した条件をどれだけ満たしているというんだ？」
ぶ べつ

体の芯まで凍る声で、銀髪の男は言った。
けん お

は

アイスブルーの瞳はあからさまな侮蔑に満ち、アリーセを睨みつけている。

こうべ

苛立ち、怒り、嫌悪……全身から放たれる厳しい感情。すぐさま首を刎ねられてもおかしくない
と思えた。
こ、こ、怖すぎるよぉっ……
アリーセはすっかり震え上がり、石床につくほど頭を垂れて答えた。
「恐れながら殿下、オーデン騎士団が私を適格とみなしたのでここにおります」
「適格だと？ 人を馬鹿にするにもほどがある！ オーデンの連中はそろいもそろって能無しか？
即刻、荷物をまとめてここを立ち去れ。能無し連中に伝えろ。もっとましな奴を寄越せとな」
「騎士団が適格とみなしたからには、私以上にましな者はいないということです」
冷静に言ったつもりが、恐怖で語尾が裏返った。
「貴様のどこが適格なんだ？」
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どこが、という単語にすべての怒りが込められる。

い ころ

「私はタフで、屈強で、殺しても死なない超一流の騎士を寄越せと言ったんだ。貴様のどこがタフ
よくよう

で屈強なんだ？」
抑揚のない声が余計に怖い。視線だけで射殺されそうだ。
や

ざ

アリーセは泣きたかった。この世界にこれ以上不機嫌な男はいないというほど凶悪な顔をし、今
ちゃくなん

にも剣でアリーセを八つ裂きにしそうなこの男こそ、ジークハルト・フォン・リウブルク。レー
ヴェ王に即位したノイセン公ルートヴィヒの嫡男にして、王太子である。
そして、アリーセの憧れの人。もっとも、憧れていたのはこの部屋に入る前までだけど……
「くそっ。よりによってこんなひ弱そうな奴を。まったく！ どうなってるんだ？」
ジークハルトは王太子らしからぬ暴言を吐いた。
「推薦状をお見せしまし……」

いっかつ

言い終わらないうちにジークハルトは「必要ない」と鋭くさえぎった。
「あくまで満たしていると言うんだな？ 私の出した条件を」
どう答えてよいのやら考えあぐねていると、「答えろっ！」と一喝され、飛び上がった。
たい じ

「……し、失礼ながら、騎士団がそう判断したということです」
にら

数歩の距離を挟んで、二人は対峙する。
アリーセはひざまずいたまま負けじと睨み返した。

び ぼう

冷ややかな視線に凍りつきそうだ。なのに、目が惹きつけられて離せない。

びりょう
すさ

ジークハルトは怖いほど整った美貌だった。冷酷そうな、細く鋭い目。気高さの象徴のような高
い鼻梁。引き結ばれた端整な唇。
これが……これが、王族なんだわ……。凄まじすぎる……
うぶ げ

さかのぼ

異様な緊張でアリーセは身震いする。ただ立っているだけなのに、存在感が圧力を持って迫り、
体中の産毛がピリピリした。
リウブルク家の祖先は、古くはルマン族の一部族ノイセン人まで 遡 る。かつて、北レーヴェを
支配していたノイセン人のリーダーの子孫がリウブルクであり、その代から脈々と受け継がれてき
た王者の血筋だ。先代の初代レーヴェ王フランツが、諸公の中でもっとも力のあったノイセン公を
王位継承者に指名した。それがルートヴィヒであり、ルートヴィヒは即位してすぐ、ジークハルト
を王位継承者として指名していた。
今年二十五歳になるジークハルトは、想像よりずっと大人びていた。王族の中でもひときわ背が
高く、すらりとした体はしなやかに鍛え抜かれ、絹糸より美しい銀髪がきらきらと腰までかかって
いる。
せんばん

まさか、殿下がこんなに絶世の美男子だなんて……
なんて言ったら、兄のアルノーにまた「無礼千万だぞ！」と激怒されそうだ。いつも「おまえは

もろ は

つるぎ

おてんばが過ぎるから、大事な場ではとにかく黙って下を向いてろ」と口酸っぱく言われていた。
「受け取れ」
いきなり目の前に長剣が飛んできて、反射的にキャッチする。それは実戦用の諸刃の剣だった。
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やいば

「貴様が殺しても死なないかどうか、試させてもらう。私はそういう人間を寄越せと言ったんだか
らな」

う む

「しかし、王族に刃を向けるなんてとても……」
「王太子命令だ」
ジークハルトは有無を言わさぬ口調で命じ、寒気がするほど冷たく笑った。
「それとも、私と勝負する度胸もないか？」
その挑発に胸の奥がすっと冷え、思考の歯車が回りはじめる。
ここで応じないとまずい。たぶん、私の顔つきと体型だけ見て非力な子供だと思っている。今の
状況はむしろ好都合かもしれない。そうやって見くびって油断すればするほど、こちらが有利にな
るし。
「そういうことでしたら」

きゃしゃ

言いながらアリーセは、膝丈まである上衣の内ポケットから、短剣を抜き出す。
「私の武器はこれで充分です」
「珍しいな。いいだろう。それにしても華奢だな。本当に騎士か？」
返事の代わりに立ち上がり、短剣を左手で構えた。

つまさき

こ

王族に刃を向けるのは騎士道精神に反するけれど、同時に王族の命令は絶対だ。認めてもらうに
はやるしかなさそうだし。
ジークハルトはアリーセの爪先から頭の先まで眺め回し、頬の辺りで視線をとめ、目を凝らした。

「貴様、女みたいな顔してるな」
……女、なんですけどね。
はた め

アリーセが女であることは誰も知らない。もともと女にしては長身だし、男装は完璧だ。肩に丸
めた布を入れ、コルセットで胸を潰し、腰の下まであった金髪は短く切り込んでいる。傍目には

お

ほっそりした男にしか見えない。長身といっても、ジークハルトのほうが見上げるほど高いけれ
ども。
うら

絶対、ここで帰るわけにはいかないんだから。兄のためにも。
「万が一、死んでもオーデンを恨めよ」
ジークハルトは、すっと腕を伸ばし長剣を構えた。
鋭い切っ先から銀髪の一本一本まで研ぎ澄まされ、空気は殺気を帯びる。
アリーセは嫌な予感で首のうしろがぞわりとした。
……この人、できる。これまで戦ったことがない強さかも。
アリーセは素早く辺りに視線を走らせる。今いるここ、騎士の間はすべて石造りで天井が低く、

けつぶつ

お

たい じ

整列した五十人がゆうに入れる広さだ。ガランとして中央に簡素な木製のテーブルと丸椅子がある
だけだった。
け

これほどの傑物を相手に、どう戦う？
こうしていると、眼力だけで完全に気圧される。シルエットは細身なのに、まるで大岩と対峙し
ているようだった。
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思わず、集中が途切れそうになる。
……弱気になっちゃダメ！ ちゃんと私が戦えることを証明しなくちゃ！

ふところ

ジークハルトがこちらの不安を読んだように、薄く冷笑した。
「来いよ」
はじ

残忍な唇がささやく。
その声に弾かれたように、アリーセは動いた。

はえ

さか て

ちょうやく

アリーセは腰を落とし、ひと息でジークハルトの 懐 深く踏み込む。視線を上げ、逆手に握った
短剣で首を狙った。
次の瞬間。

かっ ちゅう

まばたきする間もなく、アリーセは背中から石壁に叩きつけられていた。
「ぐぅぇっ……」
強打の衝撃にうめく。
な

肩が当たったせいで壁際に飾られていた甲冑が倒れ、けたたましい音を立てた。
目視できない速さで、薙ぎ払われたのだ。まるでうるさい蝿を払うみたいに。
ジークハルトはまったく動じず、薄笑いのまま悠然と立っている。
……こ、このっ
同時に、上衣から新たな短剣を抜き出し、銀髪の頭部目がけて振り投げる。

うっとう

手加減する余裕はなかった。本気で殺しにかからないと、確実に殺される！
ギィンッ！

はば

しかし、長剣がそれを阻む。

アリーセは踏み込んだり離れたりと忙しいのに、彼はほとんど動いていない。必要最低限の力で

らを長剣で受けとめていった。

右、左、右、左……アリーセは全速力で交互に短剣を振るう。ジークハルトは、やすやすとそれ

カンッ！ カンッ！ キィィンッ！

さらに、左手で胴を払おうとするも、刃先が腰に到達する前に弾かれてしまった。

はじ

アリーセは上体をぐいっと起こし、右手で短剣をまっすぐ突き出す。

もう一度、同じ攻撃を避けろと言われても、たぶん無理だ。その時は間違いなく首が飛ぶ。

じわりと湧きあがる、魂が凍りつくような恐怖。

それでも、刃がブロンドの毛先をサッと切る。

先に予測していたアリーセは頭を下げ、紙一重でなんとか避けた。

目にも留まらぬ速さで、ジークハルトの長剣が首を目がけて飛んでくる。

シュッッ

その隙にアリーセは間合いを詰め、さらに短剣を抜き出し、二刀流で躍りかかった。

落ちる。

ジークハルトは鬱陶しそうに払いのけた。短剣は飛んでいった時の倍の速度で弾き返され、床に

はじ

アリーセは体勢を立て直すと、両膝をバネのように使い、ジークハルトの斜め背後へ跳躍した。

!!
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!!

防御しているだけだった。
アリーセの息遣いと、刀身のぶつかる乾いた音だけが室内に響く。
……な、なに、これ……？
こんしん

高速で動きながら、アリーセは奇妙な高揚を感じはじめていた。
アリーセが渾身の力で斬りかかる。すると、待っていたかのようにジークハルトがそれを受けと
める。
次第に彼は楽しそうになってきて、それがアリーセにも伝わってきて、彼に同調して興奮が高
まっていくのだ。
思いきり力を出せる、解放感。それが危険域に達しない、安心感。
激しく息を切らし、汗を飛ばしながら、どんどん運動量が上がり、高揚も加速していく。
必死で剣を交わしながらアリーセは、これまで気づかなかった己の潜在能力が引きずり出されて
いくのを感じた。
しゅんびん

す、すごいっ……！ すごい、すごいや！
こんなにも俊敏に動ける自分に驚く。まるで無敵の力みたいだ。
それはどこか性的な興奮にも似た、途方もない快感で……
かす

時を忘れ、我を忘れ、夢中で一心に剣を振るった。
すると、ジークハルトが微かに笑うのが、視界の隅に映る。お遊びはここまでだぞ、というよ
うに。

アリーセが左からのフェイントを入れ、右から短剣で斬り上げると、腕が吹っ飛びそうな勢いで
ふともも

跳ね返された。
太腿を狙った左の短剣は空を切り、瞬速の蹴りが飛んでくる。ジークハルトの鋼鉄みたいな脚が、

む

アリーセの柔らかい腹にめり込み、すくい投げられた。
ぐはぁっ……
アリーセは大きく目を剥き、体ごと吹っ飛ばされた。
胃の内容物が逆流し、とっさに受け身を取るも、全身が木のテーブルに叩きつけられる。丸椅子
が倒れて転がり、壁に激突してやかましく響いた。
アリーセは咳き込みながら勢いよく立ち上がり、素早く短剣を構え直す。
「はっ、はっ、はぁっ、はぁっ……」
たい じ

アリーセの呼吸だけが静寂に響く。
二人はテーブルを挟んで対峙した。

いちよく

汗びっしょりのアリーセは肩で息をしているというのに、ジークハルトは音楽鑑賞でもしている
ように涼しげだ。
い、一撃が……信じられないほど速くて、重いよ……
フル装備の重装歩兵が、弓騎兵級の速さで突撃してくるみたいだ。
アリーセだって腐っても騎士団の一員。しかも、養成所では成績優秀だったし、若手精鋭の一翼

を担うと評価されている。屈強な男たちとも剣を交えてきたけど、ここまで圧倒的な実力差を見せ
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つけられたのは初めてだった。
け だる

ジークハルトは唇の端を上げたまま、気怠そうに長剣を肩に担ぐ。
じん じょう

「……どうした？ もう終わりか？」
尋常じゃない軍事訓練を重ねてきたんだわ、とアリーセは推察した。じゃないと、ここまで超人

まつりごと

的な身体能力が身につくはずない。あとは実戦かもしれない。ジークハルトは十一歳から何度も大
ふ

きな戦役に従軍している。
病に臥せっている現国王に代わり、 政 を取り仕切るのはジークハルトだった。現在の実質的な
国王と言っても過言ではない。戦では総司令官として自ら剣を振るうから、その能力は計り知れな
せんこう

いっ き とうせん

い。きっと非凡な才能と並外れた努力の人なんだろう。
黒き閃光。
ようしゃ

かっ ちゅう

それは、戦における一騎当千の無双っぷりを称えてつけられた、ジークハルトの二つ名だ。芸術

こちょう

品のように美麗な風貌で、稲妻のように容赦なく敵の首を落とし、まとった甲冑が返り血で黒光り
するのだという。
せんこう

そっか。あれは、ただの噂や誇張じゃなかったんだ……
た ち すじ

まがまが

かた

アリーセはそう納得した。これは閃光というより、死神かもしれない。
さつりく

ジークハルトの太刀筋には禍々しさがあった。形にのっとった、行儀のよい騎士道の剣ではない。
実戦で鍛え上げられた、殺戮に忠実な暗黒の剣。
ふつふつと闘志が湧いてくる。

そういえば、兄にいつも『おまえはほんとに男勝りで負けず嫌いだな』と言われていた。
絶対に負けられない。ここで話が終わってなるものか！
のぼ

ダンッ、ダンッッ！
ちょうやく

にら

アリーセは階段を上る要領で、倒れた椅子からテーブルへ駆け上がった。強くテーブルを蹴り、
せつ な

高く跳躍する。

まさ

な

ほんの刹那、鋭く睨みあげるジークハルトの視線と、上空から見下ろすアリーセの視線が、火花
を散らした。
アリーセは六本の短剣を抜き出し、空中からそれらを振り投げる。
六本の刃が、まっすぐジークハルトへ向かっていって……
しかし、ジークハルトはすでに、足元の椅子を蹴り上げていた。

まさ

ぶわっ、と浮き上がった椅子に短剣が三本刺さり、残り三本はジークハルトがひと息に薙ぎ払う。
アリーセは変則的な動きに賭けた。
正直、力も技量も体力もはるかに劣っている。唯一、彼に勝るもの……勝らずとも、かろうじて
互角まで持っていけそうなもの……それは、速さだった。
上空から、手にした最後の短剣を振りかぶり、銀髪目がけて振り下ろす。
が、ジークハルトはすかさずうしろへ足を運び、攻撃をかわした。
やった！ やっと、足を動かしてやったわ！
情けなく感動するアリーセが着地すると同時に、ジークハルトの長剣が鋭く肩口を狙ってきた。
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あごさき
かるわざ し

ここまでは読めていた。上体を思い切り反らし、うなる刀身をギリギリでかわす。
刀が空気を切り裂き、顎先に風圧がかかった。
そのまま上体を背面にぐいと倒し、床に片手をついて軽業師のごとく側転を決める。
ジークハルトは、チョロチョロ逃げ回るのが気に入らぬと舌打ちし、巨体をぐるりと半回転させ、

ちょうやく

斜めうしろに回ったアリーセ目がけ、鋭く斬りつけた。
しっ た

しかし、その動きもちゃんと予測済みだった。

ひきょう

へばりそうになる己を叱咤し、もう一度床を蹴って跳躍し、さっとジークハルトの背後へ回りこ
んだ。
……もらったっ
騎士が背後を取るのは、もっとも卑怯な行為だと言われている。けど、暗黒剣の使い手に正攻法

けいどう みゃく

など通用しない。現実の戦場は命の奪い合いなのだ。アリーセは本音と建前を使い分けるぐらいの
経験は積んでいた。
ジークハルトの広い背中に飛び掛かり、短剣の刃先を頸動脈に当てようとした、瞬間。
視界がぐるりと一回転する。あれっ？ と思ったら、もう仰向けに投げ倒されていた。
とっさに受け身を取るも、強い打撃で息が止まる。
鋭い剣先が喉元に突きつけられ、チクッと痛みが走った。
ぐりり。
みぞおちを足で踏みつけられ、後頭部に硬い石床の感触。

わずかな時間で信じられない運動量だ。空気を求めて肺が破裂しそうだった。胸に巻いたコル
セットがきつい……

しずく

こちらを見下ろす青い瞳は、冬の湖より冷たく静かだ。
ひ、人を殺す瞬間もこんなに無表情なの……？
どうでもいい感想が頭をよぎる。首筋に浮いた汗の雫が、喉元に突きつけられた刃先を濡らした。
あああ……。私の人生、ここで終わったかも……

◇

アリーセは観念し、まぶたを閉じた。
◇ ◇
ごうぜん

きゃしゃ

ジークハルトは傲然と新参騎士を見下ろす。
正直、驚いた。こんなにチビで華奢で女みたいな奴が、ここまでやるとは。
速さだけじゃない。真に恐ろしいのはその柔軟性だった。あらゆる関節がぐにゃぐにゃ曲がり、
ありえない体勢で攻撃をかわしていた。
自分が不利だと悟ると即座に騎士道を捨て、野性の剣に切り替えた判断も悪くなかった。
騎士道とはただ規則を守ればいいという、上っ面のものではない。背後を取るのが卑劣だと知り
ざ こ

ながら、あえてそれを選び取る……ただ邪道を歩む者と、自覚しながらあえて選び取る者はまった
く違う。体力と力と技量は雑魚並みだが、その精神は嫌いじゃなかった。
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ジークハルトは剣先を突きつけたまま、新参騎士の顔をつぶさに眺める。
輝くブロンドヘアに、陶器のような白い肌。長いまつ毛は無防備に閉じ合わされている。まだ変
へそ

うず

声期前なのか、喉仏の凹凸がほとんどなかった。ほっそりした首の、つるりとした白さを見ている
ろっこつ

と、臍の辺りが疼く感じがする。
このまま肋骨を砕いてやってもよかったが、急にその気が失せた。
長剣を放り投げ、みぞおちを踏んでいた足も外す。
気のせいか、足の裏が感じたそれは、普通の男よりぐにゃりとしていた。
仰向けに寝た新参騎士は、ぱっちり目を開けた。ダークゴールドの大きな瞳を感情豊かにきらめ

にら

たた

かせ、驚き、懸念、安心、と表情を変えてから、彼は身を起こした。
そう、この目だ。

うやうや

さっき、短剣を構えた時のこの目。こちらを睨む、強い意志を湛えた瞳。それを見た瞬間、目を
そ

逸らせなくなった。
「名は？」
そう問うと、新参騎士はぼそぼそ答える。
「……アルノー、です」
おも も

アルノーは立ち上がり一礼すると、短剣を上衣の内ポケットにしまい、 恭 しくひざまずいた。
がん きょう

うつむいたアルノーの頬は青白く、緊張した面持ちだ。さっき本気で叩きつけたのに、怪我はな
さそうだから、見かけによらず頑強なんだろう。

「状況は知ってるな？」
さらに問うと、アルノーはおずおずと聞いた。
「あの、負けたのに……いいんですか？」
うっとう

質問に即答しない者は嫌いだ。
鬱陶しくて眉をひそめると、こちらの意を察したのか、アルノーはすまなそうな顔で答えた。
「陛下のご即位に不服のある、インゴル公とアーベン公に不穏な動きがあるとか……。インゴル公
に密書を届ける使者を、護衛する任務だと聞きました」
ちゃんとわかってるじゃないか。
軽くうなずき、「私が同行する」と告げると、アルノーははっと顔を上げ、大きな目をますます
見開いた。
「殿下自ら、ですか？」
きょとんとした表情は、いたいけな子リスをほうふつさせる。
「忍びでだ」
ふところ

そう言うと、アルノーはびっくりしすぎて声も出ない、という様子だった。
さもありなん。まさか、一国の王太子が敵陣の 懐 深くに単身乗り込むとは、想像もつかないだ
ろう。しかも、それを護衛するのはアルノー自身なのだ。
「あ、与えられた任務の重さに、身のすくむ思いです……」
アルノーは桃色の唇を震わせた。
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ひ

ご よく

いじらしくて可愛らしい、という形容がぴったりだ。くりくりした瞳に見つめられると、庇護欲
を掻き立てられ、思わず抱き上げてヨシヨシしてやりたくなる。
いったいこいつはなんなんだよ……
「顔を上げろ」
こう さい

そう命じて身を屈め、アルノーのおとがいを指で捕らえると、ゆっくりと顔を近づけた。
金髪の隙間からのぞく瞳は、黒みがかったゴールドに輝き、多彩な色がちりばめられた虹彩が美
しい。
アルノーは、ぎょっとした表情で石のように固まっている。

び こう

なんだかおもしろい奴だ。ついからかいたくなり、まつ毛が触れるほど近くまで迫ってみた。
……ん？
ふわり、といい香りが鼻孔を掠める。バニラか焼き菓子のような、甘ったるい香り……
つや

なにを勘違いしているのか、アルノーがぎゅっと目を閉じた。

あご

く

か

いちまつ

至近距離にぷるんとした艶やかな唇がある。上唇が少し突き出し、男の癖に可愛らしい形をして
いた。
鼻先を、アルノーの顎の辺りでぴたりととめ、スンスン、と匂いを嗅ぐ。
「……菓子でも食べたのか？」
アルノーはまぶたを開き「へ？」と間抜けな声を出す。
「甘い匂いがする」

む

そう言って顔を離すと、アルノーはほっと息をついた。
「た、食べておりません……」
恥ずかしそうに頬を染めるアルノーが無垢な乙女のようで、こいつ大丈夫か？ と一抹の不安が
よぎる。

しゅったつ

「まあ、いい。旅支度は終わっているな？」
「はい」
きびす

「明朝、出立する」
それだけ告げて踵を返した。
「承知しました」
ひ へい

アルノーの声を背中で聞きながら、騎士の間をあとにする。
ジークハルトは考えていた。長引く内乱で騎士団も疲弊している。精鋭の騎士はなるべく戦力と
して温存したい。アルノーは超一流とまではいかないが、まあまあ有望だろう。実戦で鍛えながら
使っていけばいい。まだ若いからいくらでものびしろはあるだろうし。
これまで三度、密書の使者を出したが、誰一人戻らなかった。危険な任務だ。だが、是が非でも
成功させねばならない。
戦を避けるため、インゴル公に思い知らせるのだ。どちらが真の王者なのかを。
にら

レーヴェ王国の統一。これが、リウブルク家の血を引いた者の宿命であり、悲願だった。
ジークハルトは挑むように、己の行く手を睨みすえた。
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◇ ◇

◇
しゅったつ

翌日、まだ日の昇らない暗い頃、誰にも見送られずに二人は出立した。

がいとう

朝もやの中、立派な黒馬にまたがってジークハルトが現れた時、アリーセは敬礼するのも忘れ、
かんたん

感嘆のため息が出てしまう。
うわあああ……。格好いいなぁ！
し

し

ししゅう

じょうさい

ジークハルトは体をすっぽり覆う、漆黒の外套をまとっていた。リウブルク家の紋章である、聖

り

り

杯と獅子が赤糸で刺繍されている。「忍びで」という言葉どおり、城塞騎士の旅装となに一つ変わ
らないけど、にじみ出る王族の気高さは隠しきれていなかった。
い よう

ひんぱん

銀髪を一本結びにして黒馬にまたがる雄姿は、ほれぼれするほど凛々しい。黒衣に黒馬と眼光の
いちべつ

鋭さが、やはり死神をほうふつさせ、神話の軍神のような威容を誇っていた。
ジークハルトはアリーセの目の前で馬をとめると、尊大に一瞥をくれる。巨体の黒馬は頻繁にい
ななき、かなり気性が荒そうだった。
「遅れるな」

しも

ジークハルトは無表情でそれだけ言うと、手綱を握り、やにわに走り出す。
アリーセは慌ててあぶみに足を掛け、馬に飛び乗ってあとを追った。
季節はちょうど冬の終わり。吐く息は白くなり、城の庭園はびっしり霜に覆われている。

アリーセは重大な任務に加え、それを男装してやりおおせなければならない緊張で、昨晩はほと
んど眠れなかった。
とが

エポルー大陸の北に位置するレーヴェ王国は、南北に長く伸び、東側はギザギザに突き出ている。
北から順に、最初の尖った部分にあるのが、リウブルク家のノイセン公領。
とが

そこから南のくびれた部分は、教会領。
さらに南の尖った部分が、今回の目的地でもある、インゴル公領。
インゴル公領は、西にあるアーベン公領に隣接していた。インゴル公領とアーベン公領に抱え込
まれた形で、フランバッハ公領がポツンとある。フランバッハは先王のフランツを輩出しており、
はらわた

フランツがジークハルトの父であるルートヴィヒを、王位継承者に指名したのだ。
そのことに、インゴル公とアーベン公は 腸 が煮えくり返っていた。ルートヴィヒを国王と認め
ない意志を表明しており、戦も辞さない態度だ。

おびや

インゴルは弱小だが、アーベンは精鋭の大部隊がそろっており、二公連合軍となればノイセンは
かなり苦戦を強いられるに違いない。
ノイセンはさらに、真北からやってくるヴァリス人、東からはコラガム人の侵攻に脅かされてい
にら

た。もしいずれかと戦になれば、機に乗じてインゴル公に攻め込まれるのは目に見えている。

そう は

病に倒れたルートヴィヒに代わり、ジークハルトは四方に睨みをきかせながら、綱渡りのような
外交をしていた。
さて、城門を出た二人は城下町リウシュタットを抜け、ケムエルツの町をひと息に走破する。
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うっ そう

さかい

おおかみ

いくつかの小さな集落を抜け、昼過ぎには教会領との境まできていた。
教会領といっても鬱蒼とした森が広がる未開の地だ。野犬や 狼 や熊が出るので一般市民は近づ
かないが、インゴル公領へは森を抜けるのが近道になる。
街道とは名ばかりで、獣道並みの悪路にアリーセが四苦八苦していると、前方のジークハルトが
にら

歩調を緩め、ひらりと黒馬から降りた。うしろからアリーセが近づいていくと、ジークハルトは森
の奥を睨んだまま、すっと腕を真横に伸ばす。

にら

止まれ、という意味らしい。アリーセは黙って馬をとめ、地に降りた。
「どうかし……」
たんですか？

ひと け

言い終わらないうちに、ジークハルトはこちらを睨み、人差し指を唇に当てた。
黙ってろ、という意味らしい。
ジークハルトは周囲にじっと耳を澄ませている。
アリーセはきょろきょろと辺りを見回した。深い森の中は薄暗く、当然ながら人気もなく、高く
生い茂った下草のところどころに残雪が光る。
突然、ジークハルトにものすごい力で突き飛ばされた。
「……っ 」
アリーセの体が、ぐらりとうしろに傾く。
すると、すぐ目と鼻の先を、ヒュンヒュンヒュンッ、と数本の矢が掠めた。

どさっと尻もちをつき、あっけにとられ、そこの大木に突き刺さった矢を見つめる。

がいとう

ばっとう

……あ、し、死んでた。今、突き飛ばされてなかったら、私、死んでた……
「来るぞ」
鋭く言いながら、ジークハルトは外套を脱ぎ捨て、すらりと抜刀した。
慌ててアリーセも立ち上がり、短剣を抜くと、頭上から黒い影が次々と襲い掛かってくる。
「……っ 」

アリーセは素早く反応した。瞬時に地を蹴り、うしろへ飛びすさる。
にぶ

敵の刃が空を切ると同時に、ジークハルトがひと息にそいつの首を一刀両断した。
た

ち すじ

鈍い音を立て、生首が草むらに落ちる。
くろ しょうぞく

ま ぶか

その冷酷な太刀筋にゾッとしながら、アリーセは短剣を構えた。気づくと二人は囲まれている。
敵の数は七……いや、八人。黒 装 束に身を包み、目深にフードを被り、長剣を構えていた。
どうやら、話し合う気はまったくなさそうだ。
アリーセが右サイドへ短剣を投げるのと、ジークハルトが左サイドへ斬りかかるのは同時だった。
アリーセは二歩で一気に間合いを詰め、襲い掛かる刃を身をひねってかわす。
それはジークハルトの剣に比べたら、冗談みたいに遅かった。
のどぶえ

落ち着いて、一人目の心臓に短剣を深く刺す。次いで、二人目が振り下ろしてきた刃を短剣で受
けとめ、反対の手で三人目の喉笛目がけて短剣を投げた。
攻撃は見事命中し、刺客は膝を折るように倒れる。

24
男装騎士は王太子のお気に入り
25

!?

!!

えんずい

二人目とつばぜり合いして素早く身を引き、敵がよろめいた隙に背後に回り、延髄を一突き。
刃先が皮膚を裂き、神経組織に食い込む、嫌な感触。
「うしろだっ！」
ジークハルトの鋭い声に、体が自然と反応した。振り向きざまに短剣を突き立てると、背後の刺
客はどうと倒れる。
……しまった！
ちょうやく

ひやっとした時にはすでに、正面の刺客が長剣を振りかぶっていた。同時に、右斜め前から別の
刺客が跳躍するのが目に入る。
しっぷう

どちらを先にすべきか悩み、対応が一瞬、遅れた。

は

その時、黒い影が疾風の如くアリーセと刺客の間に割り込む。
いっせん

まばゆい銀髪がきらめくのが、網膜に残った。
黒い長剣が、一閃。
刺客の右腕が、付け根から切り離される。
む

じ ひ

ジークハルトは返す刀で、飛び掛かってきた敵の首を刎ね飛ばした。
赤い鮮血が、無慈悲な王太子の白い頬を濡らす。
アリーセは短剣を握りしめたまま、思わず見惚れた。
にぶ

すごいっ……。強くて、綺麗……
右腕が落ちて残雪に当たる鈍い音。響く絶叫。回転しながら飛んでいく生首。

かば

まさに暗黒の剣だと思った。この御方は実戦では段違いだ。速さも力も切れも。
ひるがえ

のど ぶえ

ジークハルトはアリーセを背に庇い、視線を左右に走らせた。飛んできた矢を鮮やかにかわし、
たくましい体を 翻 す。
こちらを振り返った彼と目が合い、その冷たい瞳に恐怖した。
ジークハルトは眉ひとつ動かさず、アリーセの喉元目がけ、まっすぐ剣先を突き出す。
肩がビクッと震える。
刺された、と思った。
実際には、剣先は首筋から紙一重横にずれ、背後からアリーセを襲おうとしていた刺客の喉笛を、
串刺しにしていた。ジークハルトがそのまま剣を水平になぐと、血しぶきを上げながら刺客は絶命
する。
「油断するな」
息がかかるほど近くで、ジークハルトはつぶやいた。
なぜか背中が震えながら、アリーセはうなずく。短剣を握り直し、やたら胸がドキドキした。
た

ち

王太子を守る護衛騎士ですって？ お笑いだわ……。むしろ、守られているのは私のほうだ。
斬りかかってきた太刀をひらりとかわし、アリーセは最後の一人をしっかり始末した。
暗殺者は下草の中に沈む。
その時、死角からアリーセの後頭部目がけ、数本の毒矢が放たれた。
「ボサッとするな！」
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いっかつ

ジークハルトは一喝し、空中を飛んでいる毒矢を、電光石火のごとく叩き落とす。
アリーセは思わず目を見張った。
……ど、どういう動体視力してるわけ？
うしろを振り返ると、毒矢を放った敵の姿は見えなかった。もう逃げたのかもしれない。
追うべきかな？
「追わなくていい」
し

し るいるい

こちらの気持ちを読んだように、ジークハルトは言った。
あん ど

暗殺者の気配は消え、周りは死屍累々たる有り様だ。幸いなことに二人は無傷だった。
アリーセは安堵の息を吐く。
「ありがとうございました。申し訳ございません」
さや

つや

心から深々と頭を下げる。彼を護衛するどころか反対に守られてしまった。
ジークハルトは無視し、優美に長剣を振るうと、カチリと鞘に収めた。艶やかな銀髪が風になび
いて、サラサラと輝く。
この御方は、本当に綺麗だなぁ……
すっかり感心してしまった。生まれてこのかた、これほどの美男子を見たことがない。
王族って、生まれながらにしてここまで強烈な威光があるものなのかな……
たぶんそれは血だけじゃないと思えた。きっと彼の精神的なものが成熟しているからだ。
人間としてもっとも完成された、精神と肉体の調和。その深みが周りを圧し、見る者に強い印象

を与える。
いつか、アリーセに剣を教えてくれた師匠がそんなことを言っていた。
どんな風に生きれば、この御方みたいになれるのかな？ 歳はそんなに変わらないのに、自分が
ひどく幼く思える……
アリーセはぼんやり考えながら汗をぬぐい、革袋に入れた水を飲んだ。
冷たく、清涼な水が渇いた喉を潤していく。
ジークハルトは大木に寄り掛かり、きらめく銀髪を掻き上げると、アリーセの革袋を奪って唇を
つけた。
……う、うわっ。

け げん

急にアリーセは恥ずかしさに襲われる。自分が口をつけたものに、彼が口をつけるのが……いけ
ないことのような気がして、急激に脈拍が速くなった。
……ナニコレ？ なんだろ、ドキドキして……息苦しいような……
未知の感情にアリーセは戸惑う。
ジークハルトは飲み終えた革袋を投げて返した。おろおろするアリーセを横目で見て、怪訝そう
な顔をする。
「どうした？」
「い、いいえ……」
ジークハルトはおもむろにしゃがみ、死体を調べはじめた。アリーセは意味もなくホッとする。
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わし

ししゅう

ジークハルトは死体のマントを脱がし、衣服や装備を検分した。彼がふと手をとめたので、ア
リーセが背後から覗き込むと、マントの裏地に青い鷲と王冠が刺繍されている。
その形状には見覚えがあった。
こ、これって……インゴル公の紋章
予想していたのか大して驚かず、ジークハルトは静かに紋章を見下ろしている。
刺客はあきらかに、私たちをノイセンからの使者だと知って襲ってきた……？
や

王国はまさに内戦の危機にあるんだと、アリーセは改めて身震いした。
ジークハルトはすくっと立ち上がると、アリーセに目を遣った。アリーセの鼓動はまたもや不規

ぜいたく

則に乱れる。ジークハルトを前にするといつもどおりに振る舞えず、それがなぜなのかもわからず、
落ち着かなかった。
「探せ」
ジークハルトはそれだけ言うと、くるりと背を向けて歩き出す。
アリーセは目を丸くした。
……な、なにを？

せりふ

言葉が少なすぎて悲しくなってくる。わかりやすく説明してなんて贅沢言わないから、せめて目
じょうぜつ

的語だけは言って欲しい……
今思えば、彼が饒舌だったのは初めて対面した時だけだ。あんなに長い台詞をしゃべったのは奇
跡かもしれない。よっぽど頭にきてたのかな……

「探せって、何を探せばいいんですか？」
いまいま

にら

仕方なく彼に追いすがって、そう尋ねた。

たずさ

ジークハルトは忌々しげに睨みつけ、そんなこともわからないのか、おまえは馬鹿か、と軽蔑を
あらわにしてから「遺体をだ」と言った。
……遺体？
あっ、とようやく思い当たった。
たぶん、使者たちの遺体を探せという意味だ。これまで、密書を携え、インゴル公領に向かった
三人の使者たちは戻らなかったという。
そ

もし、彼らもこの辺りで襲われたなら、どこかに遺体があるはずだ。
それから二人は、長い時間を掛けて付近を捜索した。街道から逸れた森の奥はまだ雪深く、捜索
は骨を折った。
短剣で下草を刈り、雪を飛ばしながら見て回る。
だんだん影が伸びてきて日没近くなり、そろそろあきらめようかと思いはじめた頃、ジークハル
トが男の亡骸を抱えるようにして姿を現した。
くら

アリーセは思わず手をとめ、言葉もなく見入る。
ジークハルトはたとえようもなく昏い顔をしていた。
その瞳は亡者の如く光が消え、いつもの人を見下したような傲慢さも、刺すような冷酷さも消え
ていた。伏せられたまぶたと、高くとおった鼻筋が夕日に照らされ、その立ち姿は美しい。
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けど、彼からは人間味というものが消失していた。
……虚無感。
不意にそんな言葉が浮かぶ。
ジークハルトは丁重に男を地面に横たえさせた。ところどころ傷んでいるけど、連日冷え込んで
がいとう

いたせいか、遺体はほぼ状態を保っている。
リウブルク家の外套を着た黒髪の若い騎士。心臓を背中まで刺し貫かれ、たぶん即死だろう。
まもなくもう一体、首のない遺体が見つかった。こちらは日数が経ちすぎたのか、白骨化が進ん
でいる。
もう一体あるはずの遺体は見つからなかった。別の場所で殺されたか、獣に食われたのか……。
いずれにしろある程度の人員を集め、大規模な捜索が必要だろう。
ジークハルトは二体を並べて横たえると、遺体の剣を抜き、穴を掘りはじめた。アリーセもそれ
を手伝う。

ぞう お

ふん ぬ

凍った地表へ、力任せにジークハルトは剣を突き立てた。
……怒ってるみたい。すごく。
すぐそばで作業するアリーセは、彼の中で激しい憎悪と憤怒が渦巻くのをひしひしと感じた。暗
殺者への怒り。インゴル公への怒り。それとたぶん、己への怒り。
なぐさ

彼は叩きつけるように、繰り返し剣を振るった。
アリーセも穴を掘りつつ、慰めか励ましの言葉を考えたけど、結局どれもふさわしくない気がし

てやめた。
一介の護衛騎士の私に、できることはなにもないんだ……
こうべ

ただ、どうにかして王太子の力になりたいと思いはじめていた。
埋葬し終えると、ジークハルトはひざまずいて頭を垂れ、チャリス教式の祈りを捧げた。
一歩下がって、アリーセもひざまずいて同じように祈る。
生前の騎士たちは、まさか死後に王太子自ら埋葬し、祈ってくれるとは想像もしなかったろう。
辺りは冷たい静寂に包まれ、時折、遠くでカラスが鳴いた。
そっと様子をうかがうと、ジークハルトの横顔には決意と覚悟のようなものがみなぎっている。
この御方はいつも、こんな風に悲しむんだろうか……？
アリーセに悲しみはなかった。使者たちと面識はないし、自分も騎士だから、いずれどこぞで戦
死するだろうと覚悟している。使者のたどった残酷な運命は明日の我が身で、無常感はあるけど、
悲しみはない。悲しくないから、怒りもない。
し

さ

怒りと悲しみは光と影のようなものだと思う。悲しみの影が深ければ深いほど、怒りの光は強く
か れつ

苛烈だ。激しい怒りは、その裏側に底知れぬ悲しみがあることを示唆する。
そうけん

彼は死者が一人増えるたび、深く悲しみ、激しく怒り、こうして王国統一の決意を新たにするの
かもしれない。その若い双肩に掛けられた重圧は、想像を絶するものがあった。
アリーセはもどかしさに襲われる。どうにかしてあげたいのに、なにもしてあげられない、この
無力感。
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そろそろ完全に日が沈む。ジークハルトは森の奥まで歩いていくと、開けた場所に生えた巨木の
根元に荷を下ろし、小枝を拾い集めはじめた。
今夜はここで野営するらしい。アリーセもそれにならい、燃えそうな枯葉や枝を集めた。
火をおこした頃には、とっぷり日は暮れていた。
ジークハルトはこの辺の地理に詳しいらしく、野営できる絶好の地点を知っていた。その小さな
一角は雪も積もらず、洞穴のような巨木のウロは眠るのに最適だ。
むしば

アリーセは干し肉とパンを少し口にした。長距離の乗馬と昼間の戦闘で、疲労がじわじわと全身
を蝕む。
例年、この季節はもう暖かいはずなのに、異常気象のせいで急に冷え込んでいた。
二人は無言で燃え上がる炎を見つめる。
……なに考えてるんだろ？
アリーセは無性にジークハルトが気になった。炎に照らされた端整な横顔からは、なんの感情も
読み取れない。
とても綺麗な御方だけど、すごく厳しくて冷たい人だ。ルートヴィヒ国王陛下はもっと温厚で柔
らかい雰囲気だった。実の息子なのに、全然違う。貴族だって、同世代の騎士なら気楽な雑談ぐら
じゅうせき

いするのに、それもない。誰とも馴れ合わず、親しみやすさもなく、プライドも非常に高そうだ。
しび

父王が病に倒れ、若くしてすべての重責を背負っているせいかもしれない。
アリーセは疲労で頭が痺れ、目もしょぼしょぼしているのに、ジークハルトは涼しい顔をしてい

る。そんなタフさがうらやましかった。
随分遠くまで来たなぁ……
アリーセは夜空を見上げ、オーデン修道院に残してきた双子の兄、アルノーに思いを馳せた。
寒さが厳しいけど、大丈夫かな。修道士が面倒をみてくれているはずだけど。まったく、護衛騎
士が男子限定じゃなければ、こんな苦労せずに済んだのに……
そんなに急ぐ必要はない。兄が患った流行り病は症状も軽く、悪化するのにとても長い年数が掛
かるからだ。
しかし、特効薬があまりに高価すぎて、とてもじゃないけど騎士の日給で買える額ではない。こ

ひんぱん

せんざいいちぐう

の任務を無事に終えることができれば、高額の報酬が手に入るから、それでアルノーの薬を買おう
と思っていた。
高額報酬の任務の募集はそうそう頻繁にかからないし、アリーセにとって今回の任務は千載一遇
の好機というわけだ。
がいとう

結局、ジークハルトとの会話は一切ないまま、火が燃え尽きる頃にはそれぞれ眠りについていた。
アリーセは外套にくるまり、乾いた枯草の上に身を横たえる。
がいとう

……寒い。
外套は裏地に毛皮を縫いつけてあり、普段なら充分な温かさを確保できるが、今夜の冷え込みは
格別だった。地べたから耐え難い冷気が這い上がってくる。
アリーセの体は震え、奥歯はカチカチ鳴った。
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こんなに寒いんじゃ、全然眠れないよ……
疲労と寒さで限界が近かった。疲れきっているから非常に眠いのに、眠ろうとすると寒さで目が
ゆううつ

覚めてしまう。体温のみならず、生命力までゴリゴリ削られていく心地がした。
がいとう

は

こんな状態で明日も強行軍か……と思うと、憂鬱だった。
突然、外套を引き剥がされ、刺すような冷気が全身を襲う。
「え 」

がいとう

襲撃かと思ってとっさに起き上がり、短剣の柄に手をやると、なんてことはない。ジークハルト

がいとう

が冷たい目でこちらを見下ろしていた。
な……なに？ 何事……？
ジークハルトはアリーセの外套を奪うと、自分の外套と合わせて重ね、それをそのまま自らの体
がいとう

に巻きつけ、さっさと横たわる。
あ ぜん

え……。私の外套……。まさか、横取り

「来い！」

「へ？」

えっ？

「あっ、いえ。はっ、はいっ 」

「とっとと来い！ 凍死したいのか！」

いっかつ

突然のことにおろおろしていると、ジークハルトは険悪な顔で一喝する。

……えっ？

ジークハルトは外套をめくり、一人分入れる空間を作ると、
「こっちへ来い」と命じた。

がいとう

すっとんきょうな声で聞き返すと、ジークハルトは語気を荒らげた。

「は？」

「何してる？」

横になったジークハルトがこちらへ顔を向け、イライラしたように言う。

あまりにひどい仕打ちに唖然とするしかなかった。

!?

「あっ……。すっ、すみません 」

ジークハルトは憎々しげに舌打ちすると、「向こうを向け。気色悪い」と吐き捨てた。

「あっ。えっ？」

「貴様は馬鹿か？」

と、ジークハルトは思いきり侮蔑の眼差しをよこした。

ぶ べつ

近くで見ると、彼の体が思ったより大きくてドキドキする。小さく丸まって、そっと身を寄せる

慌てて這っていき、恐る恐るジークハルトの腕の中に入った。

!!

背後からたくましい腕がお腹に回ってきて、ぎゅっと引き寄せられる。

耳元でささやかれ、背筋がぞくっとした。

「もっとこっちへ来い」

そ、そうだよね。向かい合うなんておかしいよね。男同士なんだからさ……

急いで体を回転させ、ジークハルトに背中を向ける。

!!
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がいとう

たいねつ

脚と脚を絡められ、背中にぴったり寄り添われ、彼の体熱を生々しく感じた。
ふわり、と二人の体を外套が覆う。ホッとするような温かさが身を包んだ。
こっ、これは……。男装がバレる鉄板的展開っ……！
内心そう焦りつつ、胸部に手を遣り、密かにコルセットの存在を確認する。
実はアリーセには悩みがあった。それは、普通の女子に比べ、胸が大きすぎること。腕や足はど
んなに鍛えてもひ弱なのに、胸だけがやたら大きく育ち、剣術の時かなり邪魔だった。
ゆえに、こうしてコルセットで潰すのもひと苦労なんだけど……
大丈夫だった。触って確認したところ、コルセットはずれていない。ちゃんと胸は潰れている。
よっぽどのことがなければ大丈夫だ。たぶん……
「……寒くないか？」
ひどく優しい声に、ドキッとした。たとえていうなら、兄が弟に話しかけるような声色……
なぜか胸がきゅんと苦しくなり、やっとの思いで「はい」とつぶやく。

しの

王太子殿下に背中から抱きしめられ、体をぴったり寄せているという有り得ない状況に、頭の中
は大混乱だった。
いやいやいや、王太子だって人間だし。寒さを凌ぐために旅人同士が抱き合うとか、よくあるし。
兄さんと抱き合って寝たことだって、何度もあったし。普通よ普通……
頭ではそうわかっているのに、心臓が口から飛び出しそうだ。
な、なんなの、これ？ ずっと心臓がおかしいんだけど。脈が変に乱れるっていうか……

ジークハルトを前にすると、なにもかもがおかしくなる。ふわふわするような、恥ずかしいよう
な、自分が自分じゃなくなる感じがした。
次々と湧き上がる未知の感覚にひたすら困惑し続けている。この任務が始まってから、ずっとだ。
……けど。あったかいな……

◇ ◇

心臓をバクバクさせながら、アリーセはぎゅっと目を閉じた。
◇

ふわり、と覚えのある香りに誘われ、ジークハルトは目を開けた。
……まただ。また、あの甘い香りがする……
腕の中にいる若い騎士は、見た目よりずっと細かった。ぐにゃりとした触り心地で、筋肉もほと
んどついていない。年齢はさほど変わらないだろうに、自分とあまりにも体格差がありすぎた。
もしかしたら、体質に深刻な問題があるのではないか。
ジークハルトはなんとなくそう感じていた。
今夜は月が明るい。辺りはシンと静まりかえり、時折、夜行動物が草木を揺らすガサガサという
音が聞こえた。
「……怖いか？」
そうささやくと、向こうを向いたアルノーは小さく首を振る。
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「あ、あの……すみません、昼間のこと……。私がお助けしなければならない立場なのに、かばっ
てくださり、命を救ってくださって……」
なんだそんなことか、と鼻で笑ってしまった。
「気にするな。騎士としては私のほうが先輩だからな。貴様はただ最善を尽くせばよい」
「はい」
「貴様みたいなひ弱な駒でもうまく使ってやるから、安心しろ」
「ありがとうございます」

がいとう

「もう寝ろ。明日も早い」
「……はい」
こうして二人で外套にすっぽり包まれていると、充分すぎるほど暖かかった。若いアルノーの体
温は高く、暖房としての役割を自覚しているのか、死体のようにじっと息を殺している。
それをいいことにアルノーを引き寄せ、さらに体を密着させた。こうして抱いていると、まるで
実の弟を守ってやっているような気分だ。
やはり、いい香りがする。
香りの元をたどり、柔らかそうな金髪に鼻先を近づけた。アルノーのブロンドははっと目を引く

かす

あご

ほど見事で、立ち居振る舞いもどこか気品があるし、王太子である自分を前にしても一切物怖じし
ないから大したものだ。
髪からは石鹸の香りが微かにした。男にしては、いい香りすぎる気もするが……

髪ではない、か。
探しているのは、もっとずっと甘く、妙に気になる香りだ。

ば

ら

こ

こうなったらとことん探求したいジークハルトは、アルノーをしっかり押さえ込み、顎を下げて
彼のうなじに鼻を近づけた。
たま

……あ、これだな。
いん び

うなじからは、堪らなくいい匂いがした。どうたとえたらいいんだろう？ 薔薇のように甘く蠱
わくてき

惑的で、そこに淫靡なスパイスを混ぜたような……
鼻いっぱいに吸い込むと、鋭く官能を刺激され、心拍数が急激に上がった。
え……？ ん……？
けいれん

とびきり甘い香りに頭がクラクラする。鼻先をうなじに寄せ、何度か深く吸い込んだ。
すると、腕の中のアルノーがビクッと痙攣し、身を固くする。
その反応がウブで可愛らしく、一瞬で全身がカッと熱くなった。誘惑するような香りと、ぐにゃ
ぐにゃした柔らかさに欲情してしまい、自然と股間にぐぐっと力がみなぎる。
……う、うわっ。冗談じゃないぞっ！
己の有り得ない反応に、頭から冷水を浴びせられた気分になった。
ちょ、ちょ、ちょっと待て。落ち着け。こいつは男だぞ！ 男相手にこんな妙な気持ちになると
は……
内心慌てふためき、まさか、そんな、と冷や汗が噴き出した。しかし、体のほうは勝手に反応し
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てしまい、膨らみかけた硬いものが、アルノーの尻を押そうとしている。
これはまずい。私は完全にノーマルだっ！
何度も何度も己にそう言い聞かせた。こいつは男だ、こいつは男なんだ、そして、私は女性が好
きだ！ 絶対に……
すると、硬くなりかけた股間も次第に落ち着いてきた。
想定外のとんでもない事態に深いため息が出てしまう。
……あ、危なかった。なんなんだいったい……。疲れすぎているのか……
疲労が溜まっていた上に、この寒さとハードな行軍のせいかもしれない。
おろ

しっ た

これから国の一大事だというのに、くだらないことで心を乱してどうする！
ジークハルトはまぶたを閉じ、愚かな己を叱咤した。
腕の中のアルノーは身を固くしたまま、身じろぎもしない。これから深夜に向け、気温がもっと
下がるだろう。少し申し訳ない気持ちで小さな頭を撫でた。
私が守ってやらなければ。これ以上もう一人も傷つけたくない。
命懸けで忠誠を誓うノイセンの騎士たちは、ジークハルトにとってかけがえのない宝だった。
成人して王位継承権を得るまで、幼少の頃より陰謀に巻き込まれ、親族たちに命を狙われるのが
にち じょう さ はん じ

日 常 茶飯事の人生だ。信じられる者は一人もおらず、目に映るものすべてが敵だったこの世界で、
ノイセンの騎士たちだけが王太子の盾となり、その命を守ろうとしてくれる、唯一の味方だった。
ゆえに、ジークハルトは騎士たちを信頼し、我が身の一部だと思っている。騎士が傷ついたり、

殺されたりすれば、この身を斬られたような痛みがあった。
ノイセンの領民のためだけじゃない。忠実な騎士たちのため、果てはレーヴェ王国の全国民のた
めに、この馬鹿げた内乱を早く終わらせ、平和をもたらさなければならない。

◇ ◇

思い出せ。私の使命を。まずは目の前の障害を取り除くことに、全力を尽くせ。
◇

とうげ

二日と半日をかけて、二人はさらに南を目指した。
教会領の森を抜け、峠を越えて山岳地帯に入り、街道をひたすら道なりに馬を進める。
道中これといった事件もなく、昼過ぎには無事インゴル公領に入り、夕刻にはオーバーフェルト
の町に到着した。
街 道 沿 い に、『 月 光 亭 』 と い う 看 板 を 掲 げ た 古 い 宿 屋 が あ る。 ジ ー ク ハ ル ト と ア リ ー セ は 馬 を

けんそう

繋ぎ、連れ立って一階にある食堂の粗末な椅子に腰を下ろした。ちなみに、街中で「王太子」や
「ジークハルト」は禁句だと厳命されている。
食堂はかなり混み合い、お互いの声が聞き取れないほどの喧騒に包まれていた。旅人や酔っ払い
かす

ぶ どうしゅ

やならず者たちが、ガヤガヤと大声で怒鳴りあい、とんでもない騒ぎだ。グリルや煙草の煙で視界
は霞み、肉や魚や葡萄酒と人いきれで雑多な匂いがする。
アリーセは気が気でなかった。一国の王太子殿下が大した供も連れず、こんなに薄汚い宿屋で寝
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泊まりするなんて！ しかも、ここは敵であるインゴル公の領土内なのだ。せめて、ノイセンと親
交の深い、貴族の屋敷にでも身を寄せてくだされば……
「情報が漏れるだろ。身を隠すなら、こういう場末の宿屋が一番いい」
読心術でも使えるのか、ジークハルトがおもむろに言った。
「私のことはジークと呼べ。私と貴様は旅の騎士仲間だ。そういう演技をしろよ」
厳しく命じられ、アリーセは「はい」と姿勢を正す。
ジークハルトは手袋を外すと負けじと大声を張り上げ、エールをジョッキで二つと料理を頼んだ。
実は、アリーセはエールを一度も呑んだことがない。元伯爵令嬢という立場ゆえいたしかたない
ことで、エールは騎士や冒険者や労働者たちの飲み物なのだ。
やがて、エールと料理が運ばれてきた。チキンを丸々焼いたものと、ゆでたブロッコリー、つぶ
したじゃがいもと魚を酒で蒸したもの。

しろもの

香ばしい匂いに釣られ、アリーセの腹が鳴ると、ジークハルトは頬を緩めた。
……あ。笑った……？
初めてのジークハルトの笑顔に目を奪われてしまう。
といっても、ほんの少し口角を上げただけの、笑顔と呼ぶにはほど遠い代物だけど……
「遠慮するな」
それだけ告げ、ジークハルトは黙々と食べはじめた。
アリーセは息を詰め、彼の所作に見入ってしまう。テーブルマナーが美しすぎて、フォークとナ

けん らん

イフの使いかたも優雅すぎて、ここがまるで王宮の豪華絢爛な食卓であるかのように錯覚させる
のだ。
しかし、この馬鹿騒ぎの渦中にいてそのことに気づく者はいなかった。
ジークハルトの言うとおり、こういう場所こそ身を隠すには一番なのかもしれない。
か

アリーセも安心して料理を口に運んだ。肉も魚も味付けは絶妙で、焼き加減も最高だった。
エールの匂いを嗅いだり、少し舐めたりしていると、ジークハルトがニヤニヤする。
「貴様、エールは初めてか？ いいから、一気に呑んでみろ」
ふ

言われたとおり呑んでみると、エールはシュワッと舌で弾け、苦いようなコクがあった。
悪くないだろ？」

喉を刺激しながら通りすぎて胃の腑におさまると、体がカァッと温まる感じがする。
「どうだ？
「……んんっ。おいしい！」
素直に言うと、ジークハルトは声を上げて笑った。涼しげな目を細め、眉尻を下げ、心から楽し
そうに。
屈託のない笑顔が、ひどくまぶしく映る。少年のようなあどけなさが垣間見えて……
「……可愛い奴だな」
つや

そうつぶやいたジークハルトの眼差しがいつになく優しく、なぜか顔がぼわっと熱くなった。
それでなくとも、ため息が出るほどの美麗さなのだ。艶やかな銀の髪。すっと切れ長の目尻に、
涼しげな目元。まつ毛は女性のように長く、憂いのある面差しに惹きつけられる。ガラス細工のよ
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び ぼう

うな冷たい美貌は、亡き王后に似ているらしい。王侯貴族の中でもこれほどの美しさを誇るのは、
びじょうふ

ジークハルトが唯一にして無二だろう。
はいえつ

そんな美丈夫を前に同僚っぽい演技をしろと言われても、難しかった。しかも、アリーセのよう
さい し

な下級騎士は通常、王太子殿下に拝謁するどころか、目を合わせる機会さえほとんどない。儀式や
祭祀の時、遠くから眺めるのが関の山だった。
「遠慮せず、好きなだけ呑め」
心なしか、ジークハルトはおもしろがっているように見える。
「あの、殿か……じゃなくて、ジ、ジークは呑んだことがあるのですか？」
ジークハルトは周りをはばかり、「敬語を使うな」と小声で指示し、何食わぬ顔でこう続けた。
「もちろんある。私はしょっちゅう忍びで城下をうろついているからな。エールどころか密造酒も

こ

呑んだことがあるし、他にもいろいろとな」
「そうなんだ……」

ねぶ

すると、ジークハルトは目を凝らしたかと思うと、つと親指を伸ばし、アリーセの下唇に触れた。
……えっ？
ドキッ、と心臓が跳ねる。
「ここ……ついてる」
綺麗な親指が、ぐいっと唇についたソースをぬぐう。
不意のことに、きょとんとしてしまった。

「貴様、本当に可愛いな」
ジークハルトがクスリと微笑み、親指についたソースをゆっくりと舐る。
それを見て、テーブルに突っ伏しそうになるほど、めちゃくちゃ心臓がドキドキした。
あ……あ……あれは、私の唇についてたやつで……。そ、それを、そんな……！
今は訳あって男のフリをしているけど、アリーセだって年頃の女の子なのだ。真正面から憧れの
人に「可愛い」と言われたり、唇についたものを舐められたり（間接的にだけど）したら、うれし
くないわけがない。
いったい、この異常なドキドキはエールのせいなのか、それとも……
アリーセがジョッキをあおると、ジークハルトはもう一杯注文してくれる。
それから、ふかふかしたじゃがいもを頬張りながら、二人はエールを何杯も空けた。
オーバーフェルトの夜は賑やかに更けていく。

しゅうたい

数時間後、すっかり酔っぱらってしまったアリーセは、ジークハルトに抱えられるように階段を
上っていた。
しらふ

「す、すみません。こんな醜態をさらしてしまって……」
アリーセが恐縮すると、完璧に素面と変わらないジークハルトはひょうひょうと答える。
「計算どおりだから問題ない。こんな場所でノイセンの騎士が二人して真面目に食事していたら、
怪しまれるだろう？ 喧嘩するか、泥酔するかしておけばよいカモフラージュになる」
「じ、ジークは、大丈夫れすか？」
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なんだかろれつもうまく回らない。
「私は酒をいくら呑んでも酔わないから大丈夫だ」
そうなんだ。さすがだなぁ……
感心しながら、たくましい腕とお言葉に甘えることにした。なにしろ、同僚の演技をしろという
命令だし……
案内されたのは粗末な客室だった。簡素な寝台が二つと小さな書き物机しかない。
「こちらが、うちでもっとも高級な一等客室でして……」
宿屋の主人が揉み手をしながら言った。
当然のことながら、二人で相部屋である。
「問題ない。馬を頼んだ」
ジークハルトが何枚か銅貨を握らせると、主人はほくほく顔で階下へ戻っていった。
「ま、野宿するよりはましだな」
言いながらジークハルトは、運んできたアリーセを寝台に横たえさせた。
「あ、ありがとうございます……」
わら

視界はぼんやり、頭はふわふわしている。
藁が詰めてあるらしき寝台は、見かけによらず寝心地がよかった。
「気分は悪くないか？」
意外にもジークハルトは優しい。

「大丈夫です。いい気分です。すごーく、いい気分」
「水をもらってきてやるから、貴様は黙って寝てろ。それだけ酔ってぐっすり寝たら、疲れも取れ
るだろ」
めいせき

にぶ

「はい……。すみません……」
思考は明晰だけど、感覚が鈍くなって体が思いどおりに動かない。
なるほど。これが酔うっていうヤツなんだ……
思いがけぬところで勉強になる。ジークハルトも怒っている様子はなく、酒は疲労回復にいいと
言って積極的にエールをすすめられた。
もしかしたら、彼なりの気遣いなのかもしれない。
厳しいけど、私みたいな下級騎士にも優しい人だな。今日はたくさんお話しできてよかった。重
きぬ ず

大な任務だから、こんな風に楽しんじゃいけないんだろうけど……
しゅるっ、と衣擦れの音がして、アリーセははっと我に返った。
頭を上げて見ると、いつの間にかジークハルトが戻っている。少しまどろんでしまったらしい。
書き物机の上に、水差しとグラスが置かれていた。
その横で、ジークハルトが服を脱ぎはじめている。
思わず声を上げそうになり、とっさに両手で自らの口を押さえた。
落ち着け。落ち着け、私！ 私は今、男だから。男性の裸なんてアルノーで見慣れてるから……
こちらの動揺には気づかず、ジークハルトはさっさと脱いでいく。
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きん こつ りゅうりゅう

たい く

見ちゃダメだと思いつつ、彼の裸体に視線が釘付けになっていた。

さ こつ

そうぼうきん

オレンジ色のランプの灯りが、筋骨 隆 々とした体躯を淡くかたどっている。ブロンズ像のよう
に滑らかな肌は、薄い体毛に包まれ、輝いて見えた。
はがね

う、うわ。すご……。すごく着痩せするんだわ……
ジークハルトの肉体は、鋼のように鍛え抜かれていた。ごつごつした鎖骨を起点に、僧帽筋が肩
ふともも

を覆い、胸筋は丸々と盛り上がっている。手足はすらりと長く、いかつい肩の三角筋から、上腕二
頭筋へのラインが流麗だった。腹筋は縦横にぱっくり割れ、がっしりした太腿は引き締まっている。
過剰な筋肉量ではなく、バランスのよい細身で理想的だった。
太く浮いた首筋から、ネックレスが下げられている。
いまし

細いチェーンの先には、指輪らしきものが光っていた。
ジークハルトが髪の縛めをほどくと、腰骨に乗り上げた筋に、ハラリと銀髪が落ちかかる。
し

し

あら

神話に登場する、軍神のような美しさだった。野性的なのに気品もあり、リウブルク家の紋章が
あらわすように、まさに孤高の獅子みたいだ。
耳の奥で響く、心音がうるさかった。
」

ジークハルトが下着も脱ぐと、ほろりと男性器が露わになる。
「っ
酔いが一瞬で吹っ飛んでしまった。
けど、どうしても目が離せない。さすがに、これはマズイとわかってるんだけど……

初めて目にするそれは、いやらしさはなくて綺麗だった。だらりと不思議な形をしていて、自分
にはない器官だからもの珍しいというか。
芸術鑑賞でもしているみたいだ。人類が創り出した最高峰の、生ける芸術作品の……
ジークハルトは、ぎょろりと眼球だけ動かして横目でこちらを見た。
「なに見てる？」
そこで、アリーセは我に返る。
まずいまずいまずい。穴が開くほど凝視してしまった！
「も、申し訳ございません。ぼーっとしておりました」
あまりに美しすぎて、は呑み込んだ。
「おまえは脱がないのか？ 脱がしてやろうか？」
「はっ……い、いいえ。自分は遠慮しておきます」
「旅装のまま寝るのか。けったいな奴」
ジークハルトはお決まりの軽蔑しきった顔をし、鼻で笑った。
が、そもそも服なんて脱げるわけがない。一瞬で女だとバレてしまう。
「気分はどうだ？」
「は、はい。大丈夫です。少しクラクラしますが……」
「ふーん。あれだけ呑んでその程度とは、見かけによらず酒豪らしいな」
「そうでしょうか……。自分はわかりません」
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!?

ジークハルトは灯りを消し、すぐ隣の寝台に上がった。
「明日も早いからもう寝ろ」
「……はい」
ドキドキはなかなか治まらず、簡単には眠れそうにない。
ここはインゴル公領。教会領の森の時みたいに、いつ刺客が襲ってくるとも限らない。油断は大
敵なのに……
ジークハルトに背を向け、アリーセは頭からすっぽり毛布を被る。
むろ

酔っていたせいもあり、コテンと深い眠りに落ち、次に目覚めた時はもう朝になっていた。
くもり空で気温はぐっと下がり、空気はじめっとし、氷の室にいるような冷気が肌を刺す。
春先だってのに、また雪が降りそう……
ぐっすり眠ったせいか、アリーセの気分は爽快だった。噂に聞く「ふつか酔い」という症状もな
く、ジークハルトの言ったとおりもしかしたら隠れた酒豪なのかもしれない。
支度を終えて一階に下りると、ジークハルトが不機嫌そうに待ち構えていた。
まだなにも言われていないのに、アリーセは震えあがる。
「遅れてすみません！」
頭を下げるアリーセを無視し、ジークハルトは黙って外に出た。アリーセもそそくさとそのあと
きゅうしゃ

に続く。
宿の厩舎まで歩いていったところで、ジークハルトは足をとめた。

ほろ ば しゃ

いっかつ

見ると、そこには小さな幌馬車が停まっている。よく農村で見かける、農作物を運搬するものだ。
ほろ ば しゃ

……え？ いつの間に。これに乗れってこと？
ジークハルトはさっさと幌馬車の荷車に乗り込んでしまった。
アリーセがおろおろしていると、ジークハルトが入り口の覆いを上げ、一喝する。
「なにしてる。さっさと乗れ！」
「は、はいっっ！」
ぎょしゃ

アリーセも慌てて荷車に足を掛け、中へ乗り込んだ。
ジークハルトが「出せ」と馭者に命じると、ガタゴトと馬車が動き出した。
ぎょしゃ

荷車の床には毛皮と毛布が敷き詰められ、足を伸ばしてゆったりできる。断熱がしっかりしてい
るせいかほんのり暖かかった。馭者台と荷台の間にある分厚い仕切りが外気を防いでいる。
なるほど、とアリーセは納得した。こうして農耕用の馬車でカモフラージュし、インゴル公のお
膝元に潜入する作戦らしい。
がいとう

「貴様も横になったらどうだ？ 楽だぞ」
ジークハルトは外套を脱ぎ、ごろりと横になった。
「いえ。私は遠慮しておきます」
あまり親しげにされると、相手が王太子だということを忘れそうになる。
馬車の旅はなかなか快適だった。体勢は好きに変えられて体も伸ばせるし、外からも見えないし、
これなら安全にインゴル公領の首都モンクヒェンに潜入できそうだ。
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立ち読みサンプル
はここまで

そこからは丸三日かかる行程だった。直接行けば一日で着くはずだけど、あちこちに兵が立ち検
問があるため、大きく迂回するルートを取らざるをえない。ノイセン公領内にいると気づかないけ
ど、インゴル公領内は兵士がうろついていてものものしく、いつ戦になってもおかしくない雰囲気
だった。
ふ

ぶ

雪がちらつきはじめ、馬車の速度がぐんと落ちる。日も暮れて急速に冷え込んできた。山岳地帯
に入り、高度が上がるにつれ、風が強くなり吹雪いてくる。
ぎょしゃ

「予定より、半時ほど遅くなるかもしれません。積もるまでには着きそうですが」
馭者が声を掛けてきた。
「問題ありません。安全に行ってください」
荷車にいるアリーセは答える。
珍しくジークハルトは泥のように眠っている。さすがに疲れたんだろうか。
がいとう

アリーセは彼に毛布を掛けてやり、その寝顔に見入った。

こうけつ

目にするのは初めてな、無防備に眠る姿。毛布の上から外套も重ねて掛けてやる。気温がだいぶ
下がってきたから。
寝顔、なんか可愛いなぁ……
しなやかにカーブを描いたまつ毛。すっととおった鼻筋に、形よく整った唇。孤高で高潔な王太
子でも、寝顔はあどけない少年に見えた。青みがかった銀髪は、細い氷みたいに輝いている。
昔の私、この御方に憧れてたなぁ……

初めてジークハルトを見たのは、オーデン騎士団の騎士叙任式の時だ。国王陛下より騎士の責務
をたまわる重要な儀式で、諸公が一堂に会したリウシュタット大聖堂で執り行われた。まだ騎士
とどろ

見習いだったアリーセは式典を手伝うために参加していた。当時、ジークハルトは十九歳だったが、
すでにその武勇を轟かせており、剣を愛するアリーセは憧れの眼差しを向けたのだ。
まあ、あの時は遠すぎてチラッとしか見えなかったけれど……
いっ き とうせん

二度目に見たのは、正騎士となったアリーセが従軍した時だ。その時のアリーセは十七歳で、
ふけ

二十二歳になったジークハルトは一騎当千の戦いぶりを見せていた。

◇

◇

追憶に耽るアリーセの意識は、今から三年前へとさかのぼっていく……
◇

――三年前のノイセン公領内。東方に広がる、アルヘナと呼ばれる草原地帯。
東の国境付近ではレーヴェ王国へ侵攻を繰り返す東方民族、コラガム人たちとの攻防戦が続いて
いた。
当時のアリーセは叙任式を終えたばかり。晴れてオーデン騎士団の正騎士となり、王国国境警備

がいとう

隊に配属された。国境線を巡回して警備し、不法出入国者や犯罪者たちを取り締まる、非常に重要
な花形部隊だ。
おろしたての鎖かたびらに仕立てたばかりの外套をまとい、アリーセは鼻高々だった。入団試験
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