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序幕 ある司書見習いの苦悩

蕾が綻ぶような︑可愛らしい声が聞こえた︒

つぼみ ほころ

﹁王宮書庫のご意見番様はいらっしゃいますか？﹂
カグミが条件反射で机の下に飛び込もうとしたところ︑グッと二の腕を掴まれる︒
人をブス呼ばわりしてカグミを引き止めたのは︑同僚のダーヴィッドだ︒

﹁こら︑ブス︒隠れんな︒呼ばれてるだろうが﹂
﹁空耳ですよ︒私はなにも聞こえませんでした﹂
カグミはとぼけてその場を離れようとしたが︑ダーヴィッドが腕を放してくれない︒
﹁嘘つけ︒一緒にいた俺に聞こえてるのに︑おまえが聞こえなかったわけがない﹂
い

その通り︒
しかし認めるわけにはいかなかった︒
たとえ無駄な抵抗だとわかっていても︒
﹁いやいや︑私は呼ばれていませんし︒痛てて︒あのう︑手を放してくださいってば﹂
どうにか逃げようと押し問答をしていると︑とびきりの笑みを浮かべた貴族のお嬢様

が現れた︒
﹁見つけましたわ︒こんにちは︑ご意見番様︒今日もご相談がありますの︒今︑よろし
いですか？﹂
彼女の熱いまなざしはカグミに注がれている︒
﹁ほら︑ご指名だ︒行ってこい﹂
ダーヴィッドにトン︑と背中を押され︑カグミは内心げっそりだった︒相談を受ける
のが嫌なわけではないし︑いち司書見習いとして︑来庫者の用件を聞く用意はある︒だ
がしかし︑その二つ名はどうかと思うのだ︒
﹃王宮書庫のご意見番﹄
︱︱誰だ︑こんなご大層な二つ名をつけた奴は

カグミは社交用の笑顔で貴族のお嬢様を迎えつつ︑腹の内ではやさぐれていた︒カグ

!?

﹁まあ︑なぜですの？ 皆様そう呼んでいらっしゃるではありませんか﹂

﹁こんにちは︑チズリ様︒恐れ入りますが︑その呼び名をやめていただけませんか？﹂

は丁寧な口調で抗議する︒

応な呼称である︒貴族との身分差ゆえに﹁嫌﹂とは言えないものの︑諦めが悪いカグミ

あきら

ミは平民で︑新人で下っ端︒司書見習いの中でも︑一番年下だ︒そんな自分には分不相
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ピンク

ほおべに

﹁はは︒いえ︑普通に恥ずかしいので︑名前呼びでお願いします﹂
ご意見をお聞かせくださいな﹂

﹁わかりましたわ︒それはそうとご意見番様︑新作の桃色頬紅ができましたの︒ぜひ︑
﹁わかってないし！﹂
カグミが突っ込むが︑チズリは聞く耳を持たず︑ウキウキと話し続ける︒いつもの流
どうして︑いつから︑こんなことになったのか︒カグミは過去を振り返る︒

れだ︒
すべてはあの日︱︱招かれざる使者が訪れたときから︑カグミの日常は一変した︒

王宮書庫からの使者
ほうぎょ

めいふく

だが︑実のところ国王の代替わりは︑平民のカグミにとってはたいした問題じゃな

ローラン国の前国王が崩御し︑新国王が即位してから︑早くも一年が経つ︒
かった︒
﹁所詮︑雲の上の御方だしねー﹂

いた

も

前国王の死を悼む気持ちはあっても︑泣くほどじゃない︒心から冥福を祈るだけ︒
そして全国民が喪に服す一年が過ぎてしまえば︑気になるのは自分たちの暮らし向き︒
し せい

新国王の治世になって急に税金が上がったり︑法律が厳しくなって生活に支障が出たり
たくわ

しては︑すごく困る︒お金持ちの貴族はともかく︑カグミのように市井に暮らす平民の
貯えは多くないのだ︒
カグミは成人したての十六歳︒身長も体格も標準だが︑家業が屋内での作業ばかりな
養父と三人の義兄に︑カグミを含めた五人家族で暮らしていた︒養父グエン︑長兄シ

ので︑肌は普通の人より白い︒というか︑ちょっと青白くて不健康に見える︒

いとな

グマ︑次兄ナリフ︑三兄レイバーは︑紅一点で末っ子のカグミを猫可愛がりしてくれる︒
家は印刷工房を営んでいて︑グエンが経営者兼職工長︑シグマが跡取り︒カグミも物

す

心ついたときから手伝っている︒主に校正の仕事と写本依頼を請け負いつつ︑接客をす

と てい

カグミは幼い頃よりプレス機の音やインク臭の中で育ってきた︒そのため本を作る過

綴じる者︑書籍商へ運ぶ者など︑職人と徒弟たちが連携して動いている︒

と

確認する校正係などだ︒その他にも︑印刷後に乾燥の終わった紙をまとめる者︑折る者︑

工房の中心は︑原稿通りに活字を組む植字工︑印刷を担当する刷り工︑誤植がないか

ることもあった︒
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11

12

こうえつ

程も︑本自体も大好きで︑家業を天職だと思っている︒
な

ほ

カグミが進捗状況を口頭で報告すると︑近くにいたシグマが頭を撫でて褒めてくれた︒

しんちょく

﹁十二番校閲終わりました︒十三番始めます﹂
﹁早いな︒偉いぞ︒俺は今から外商のお客様に届け物をしてくる︒すぐに戻るが︑留守
を頼む﹂
そう言い残してシグマが出かけ︑少し経った頃︑招かれざる訪問者がやってきた︒
工房に入ってカグミを呼びつけたのは︑王宮書庫からの使者だった︒
使者は男性で︑ジロジロと品定めするような嫌な眼をカグミに向けて言い出す︒
ぼ いん

つちか

﹁そなたがカグミか︒なんだ︑ずいぶんと貧相な女だな︒まあいい︑さっさと受け取れ︒
受け取ったら︑この書面に拇印を押せ︒早くしろ﹂
こら

⁝⁝貧相で悪いか︒私の容姿がどんなでも︑あんたに関係ないよ︒
そとづら

カグミは内心ムカッ腹を立てたものの︑顔に出すのは堪えた︒客商売で培った接客術
と外面の良さは︑こんなとき地味に役立つ︒
だが頭の中は疑問でいっぱいだ︒王宮なんて︑平民には縁のない場所である︒王宮に
書庫があることすら知らなかった︒それなのに名指しで呼びつけられたのだから︑混乱

しても仕方ないだろう︒
⁝⁝まずい︑困った︒これ︑受け取っていいの？ 悪いの？ どっちだろ︒
不運にも︑養父グエンは︑たまたま出版組合の会合で不在だった︒三人の義兄も留守
ほうふく

たた

官人である証の袍服を着た使者は気が短い性質なのか︑イライラした声で畳みかけて

あかし

にしていて︑
自宅兼印刷工房には職人たちしか残っておらず︑
相談するべき相手がいない︒
くる︒
敬称をつけないところや︑人を見下す眼つきからして︑使者の身分は貴族だろう︒

﹁おい︑なぜ黙っている︒そなたはカグミではないのか﹂
逆らったら面倒くさそうだ︒この手の手合いは従順なふりをするに限る︒
﹁カグミですけど⁝⁝﹂
﹁ならば受け取れ︒早くしろと言っているだろう︒ここは臭いし︑
うるさくてかなわん﹂
か どう

ぼ いん

臭いのはインク臭で︑うるさいのは印刷機が全機稼働しているためだ︒
筒状に丸めた紙と重い布袋を受け取らされたカグミは︑紙に拇印を押さざるを得な

使者は怖いことをサラッと言い捨てて︑とっとと退散していった︒

﹁じゃあな︒期日までに来いよ︒遅刻したり来なかったりした場合には処罰されるぞ﹂

かった︒
受け取りの証明印かと思ったし︑
押すまで帰ってくれなさそうだったからである︒
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カグミは布袋の中身を見て仰天する︒
お金だ︒
それも眼玉が飛び出るような大金が入っ
ていた︒
﹁⁝⁝どこに来いって？ 期日ってなに︒処罰ってなに︒なんで私にこんな大金を寄越
すわけ？﹂
わけがわからないまま︑カグミは呆然と使者を見送る︒
この日の夜は︑居間で家族会議となった︒
いしょくじょう

役所で会計士を務める︑時間とお金にうるさい次兄ナリフが紙を広げて言う︒
いしょくじょう

﹁これは委嘱状だね﹂
﹁おい︑委嘱状ってなんだ﹂
むね

ピリピリした声で訊き返したのは︑養父グエンだ︒
﹁仕事や作業を外部の人間に依頼する旨が記載された書類のことだよ︒つまり︑王宮書
わめ

庫のお偉いさんが︑カグミに仕事を依頼するから王宮に出仕しろって言ってきたわけ﹂

ゆかり

ナリフが説明すると︑グエンは年季の入った食卓テーブルをドンと叩いて喚き散ら
した︒
﹁なんでカグミが︑縁も所縁もない王宮に出仕しなきゃならねぇんだよ ﹂

じい

カグミは内心呆れたものの︑話の続きが気になったので︑訂正は後回しにして訊いた︒

⁝⁝養父の欲目がすごすぎる︒どう考えても過大評価だ︒

十人分の仕事をやってのける一流の職人だ︒うちにいてもらわにゃ困る﹄ってな﹂

いってしつこくてなあ︒だから言ってやったんだよ︒
﹃あれは俺の大事な娘で︑一人で

カグミ

﹁ああ︒カグミの仕事ぶりを見ていたく感心したみたいでよぉ︑ぜひとも自分が雇いた

﹁妙なこと？﹂

﹁待てよ︒そういや昨日⁝⁝工房見学に来た爺さんに妙なことを言われたな﹂

うな表情を浮かべる︒

いきり立ったグエンは﹁あるわけねぇだろう﹂と叫んだものの︑ふと迷いが生じたよ

ん︑落ちついてよく考えてくれ︒本当に心当たりはないのか﹂

﹁縁も所縁もない相手からこんな書状が届くからには︑なにか理由があるはずだ︒父さ

ゆかり

けじめにうるさく︑礼儀に厳しい長兄シグマが︑グエンに視線を向けて訊く︒

!?

いしょくじょう

眉間に皺を寄せたナリフだが︑すぐに嫌味な笑顔を作り︑委嘱状をトントンと指先

しわ

て帰ったぜ﹂

﹁おう︑もちろん︒なんせ﹃一人で十人相当とは大いに結構﹄ってあっさり引き下がっ

すると︑グエンは得意そうに胸を張る︒

﹁あのさ︑相手はちゃんと納得した？﹂

王宮書庫のご意見番

15

16

で叩く︒
か

カグミを従業員十人分の給料と引き換えに貸し出すように︑って書かれてる︒期間は一

﹁あのね︑それ全然引き下がってないから︒俺が噛み砕いて読むから聞いて︒ここに︑

う かつ

年︒要はうちから王宮へ︑人材派遣さ︒問題がなければ一年分の派遣料を受け取ってく
れ︑だって﹂
カグミは頭を抱えた︒あのとき︑逆らったら面倒くさそう︑なんて思ったのがバカ

﹁そんなもん︑迂闊に受け取るなよ︑私！﹂
だった︒
おまけに現金を一括で前払いする用意周到さ︒受け取りの拇印までしっかり押さえら

ぼ いん

﹁にしても︑引き抜きじゃなくて期間限定の人材派遣なんて︑相手も考えたよね⁝⁝﹂
れている︒
グエンの顔から︑ザーッと血の気が引いていく︒
﹁ど︑ど︑ど︑ど︑どうする︒カ︑カカカカ︑カグミはどうなるんだ ﹂

はじ

んじゃねぇの？ だったら行くしかないだろう﹂

いしょくじょう

にい

おおごと

ある

淡々とした表情が言葉と一致してないが︑シグマが心配だと言ってくれてカグミは嬉

﹁俺だって心配だし︑本当は行かせたくない﹂

違うの？﹂

ないけど︑俺たちの眼の届かない︑手も足も出せない場所へは行かせられない︒兄貴は

﹁へぇ？ 兄貴はカグミを王宮に送り出しても平気なわけ？ 俺は嫌だね︒とてもじゃ

か？ 病を装うにしたって仮病とばれたら大事になるだろう﹂

やまい よそお

﹁だが申し立てが認められず敗訴すれば︑カグミはなんらかの処罰を受けるんじゃない

冷静なシグマが横から口を挟む︒

いは急病扱いにして︑時間を稼いで他の手立てを考えてもいいしね﹂

義務を怠っているだろ︒その点を突けば︑無効申し立てが認められるかもしれない︒或

おこた

﹁俺は反対︒そもそもこの契約自体︑不備がまったくないわけじゃない︒明らかに説明

ナリフは委嘱状をピッと指で弾き︑冷たい視線でレイバーを睨む︒

にら

﹁どうもこうも︑金を受け取って書類に拇印を押しちまったんだ︒契約したことになる

ぼ いん

自警団に所属し︑強さと約束を重んじる三兄レイバーがチッと舌打ちして言った︒

!?

﹁俺も︑好きでカグミを王宮へ行かせたいわけじゃねぇよ︒けど︑行かせなければ行か

兄二人の会話を聞いたレイバーは︑ナリフの威圧感に耐えつつ言い出す︒

⁝⁝シグマ兄は顔だけじゃわかりにくいからね︒

しかった︒

王宮書庫のご意見番
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うめ

しんたいけい

か

むし

せないで処罰が下るんだろ？ 金品徴収や強制労働ならましだけど︑身体刑だったら最
悪だろうが﹂
しんたいけい

カグミは﹁げ﹂と呻き︑恐る恐るレイバーに確認を取る︒
﹁身体刑って︑鞭打ちとか︑骨を潰されたり︑手足を切断されたりするアレ？﹂
﹁そうだ﹂

カグミになにかあったら俺は気が変になる！ どうすりゃいい

急に寒気を覚え︑ブルッと身震いしたカグミの向かいでは︑グエンが髪の毛を掻き毟

可能性が高い︒
カグミはボソッと呟いた︒

おう︒
﹁行くよ︑王宮﹂
つ

無理してニッと笑う︒ちょっと頬が引き攣ったが︑ご愛敬だ︒

ひ

カグミが言うと︑皆が心底驚いた顔で彼女を凝視した︒

ぎょうし

一年は確かに長いけど︑見方を変えて︑たった一年我慢すれば家に帰れる︱︱そう思

それに処罰をくらうのもお断りだ︒痛くて苦しい目になんて遭いたくない︒

あ

﹁⁝⁝冗談じゃない︒こんなことで大切な家族を傷つけられてたまるか﹂

みんな

もしれない︒勝っても︑無事で済むとは思えなかった︒なんらかの社会的制裁を受ける

敵に回して︑勝ち目がない喧嘩を売ることになるのだ︒負ければ︑文字通り首が飛ぶか

けん か

そうなると︑平民が貴族に盾突くことになる︒それも王宮勤めのド偉い身分の貴族を

うな︒

⁝⁝もし行きたくないと言えば︑たぶん全力で契約破棄のために動いてくれるんだろ

愛情を注がれ︑大事に大事に育てられたのだ︒

彼らはカグミに対してだけは激甘で︑幼い頃からずっと可愛がられてきた︒無尽蔵の

当たりがよく計算高いナリフ︒嘘や不正をよしとしない︑まっすぐな気性のレイバー︒

エン︒常に冷静で感情がわかりにくいけれど︑優しいシグマ︒あらゆる面で器用で︑人

カグミは顔を上げて︑家族を見回した︒人情に厚く︑頼りがいがある親分肌の養父グ

⁝⁝私も行きたくない︒行きたくないが︑正直にそう言えばどうなるのか︒

!?

り︑うろたえていた︒
しんたいけい

﹁処罰に身体刑だと
んだ ﹂
!?

もん ぴ

それから六日後︑引き止める家族を説き伏せたカグミは︑指定された王宮の門扉を通

強がりでも笑ってないと︑寂しさと不安で泣きそうだった︒

﹁行って稼いでくる︒王宮書庫の本を全部読破するつもりで︑一年間頑張るよ﹂
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り抜けた︒

初出仕
いし べい

けんらんごう か

そび

石塀に囲まれた大門の向こうは林だった︒その脇に︑受付らしき小屋が建っている︒

やすやす

てっきり門を抜けてすぐに絢爛豪華な王宮が聳え立っているかと思っていたカグミは肩
透かしをくらった︒
すると受付にいた中年のおっさんが︑窓から頭を出してカグミを呼ぶ︒

﹁⁝⁝そりゃそうか︒素性の知れない人間を易々と王宮に通すわけないもんねぇ﹂

いしょくじょう

﹁ちょっと君︑なにしてんの︒こっち来て︒紹介状を見せなさい﹂
カグミが持参した委嘱状を手渡すと︑それにざっと眼を通した中年男は変な顔をした︒
戸惑っているような︑怪しんでいるような眼でカグミを値踏みするみたいに見つめる︒
﹁君がカグミ嬢本人かね？﹂
﹁そうです﹂
中年男は引き続きカグミを頭のてっぺんから足の先までジロジロ見る︒不満そうな溜

め息を吐いた彼は︑仕方なさそうに紐のついた木札と布包みを差し出し︑道を指して
言った︒
﹁これが通行証︒首から下げて︒正面のこの道を道なりに歩いて︑左手の平屋だよ﹂
カグミは頭を下げて礼を言い︑指示された通りに林の中の道を進んだ︒道端の所々に
武装した兵士が立っていて︑カグミが前を過ぎるたびに木札をチラッと見る︒
⁝⁝さすが王宮︒不法侵入は許さない︑ってか︒物々しいなー︒
宮殿の外周すらも厳重な警備が敷かれている︒教えられた平屋には扉番が立っていて︑

ほうふく

あ

胸元の木札を確認され中に通された︒板張りの室内では︑十余名の妙齢の娘たちが着替
えの最中だ︒
彼女たちの着替えを指導していた緑色の袍服姿の女性監督官が︑カグミを見つけて空
いている場所を指さす︒

⁝⁝どうしよう︒着方がわからない︒

赤い花飾りのついた上等な 簪 が一本入っていた︒

かんざし

ほうふく

カグミは﹁はい﹂と返事して︑早速もらった布包みを解く︒中には白い袍服が一式と︑

待機です﹂

﹁あなたも早く着替えなさい︒着替え終わったら荷物をまとめて︑奥の扉から出て外で
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正直に言うしかない︒カグミは監督官に声をかけた︒
﹁すみません︒着方がわからないので教えていただけませんか﹂
かんざし

監督官がカグミの手荷物を見る︒すると︑彼女はびっくりしたような表情を浮かべた︒
﹁この 簪 はあなたのもので間違いないですか﹂
﹁はい︒この服と一緒に入っていました﹂
ふ しょう ぶ しょう

てい

訊かれたことに正直に答えただけなのに︑カグミを見る監督官の眼は︑先程の中年男
じゅばん

と同様に︑疑り深いものになった︒ややして︑彼女は不 承 不承の態で続ける︒
はかま

は

し

ほう
さ

﹁⁝⁝よいでしょう︑まず着替えを︒襦袢は着ていますか？ 下は？ よろしい︑では
かんざし

監督官の指示に従って白袍服に着替え︑もたつきながらも髪を整えて 簪 を挿す︒

ほうふく

袴を穿いて紐を締め︑袍に袖を通しましょう﹂
⁝⁝なんか︑着慣れないから動きにくいなあ︒
ほうふく

かんざし

ほうふく

ピンク

かんざし

ほうふく

内心でぼやきつつ奥の扉から外へ出ると︑身支度を整えた娘たちが揃って待っていた︒

ほうふく

む

赤袍服に青い花 簪 の者が二人︒他は皆︑白袍服に桃色の花 簪 だ︒カグミと同じ白袍服
かんざし

に赤い花 簪 をつけている者はいない︒
見るからに高慢な態度の赤袍服の娘二人が︑カグミを見て眼を剥いた︒顔色を変え︑
今にも食ってかかってきそうな表情だ︒しかし監督官が﹁私語厳禁﹂を申し渡してサッ

にら

と歩き始めたので︑怒りを押し殺した不満顔で︑静々と彼女についていく︒
⁝⁝うっわ︒ものすごく睨まれてる︒後で絡まれなきゃいいけど︒
ねた

まだ仕事場に到着してもいないうちから︑あちこちで反感を買っているようだ︒それ
⁝⁝幸先悪そー︒

さいさき

も皆︑出会い頭に困惑と疑念と妬み︑ついでに怒りをぶつけてくる︒

ゆだ

そうして着いた先は︑見栄えのいい木造二階建て︒到着を待っていた次の監督官にカ

のぼ

ほうふく

グミたちの身柄が委ねられる︒ここでもやはり兵士に木札を確認されてから中に入り︑
娘たちは一階と二階に振り分けられた︒
二階へ行くよう指示されたのはカグミだけ︒階段を上る間も︑赤袍服の娘二人の恨め

ほう ふく

ほう ふく

だいだいいろ

ほう ふく

しそうな視線が背中に突き刺さる︒やっかみの理由がわからないだけに︑なんとも居心
地が悪い︒
かんざし

さ

ふづくえ

二階では︑赤袍服に黄色の帯の若い男︑青袍服に橙色の帯の老人︑赤袍服に黄緑の

された︒

しわ

とても場違いな気がして腰が引けていたカグミだが︑立っていた男性監督官に手招き

白袍服の者は誰もいない︒カグミを見た三人も︑驚きと困惑で眉間に皺を寄せている︒

ほうふく

花 簪 を挿した中年女性の合計三人が横一列に並び︑それぞれ文机の前に座っていた︒
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ふづくえ

﹁君のことは聞いている︒席はそこだ︑座りなさい﹂
⁝⁝ここ︑上座なんだけど︒なんで私が上座よ？ なんか間違ってないか︒

示されたのは一番奥の席だ︒戸惑いつつ︑文机の前に正座する︒

ページ

監督官は明らかに不審顔のカグミを無視し︑名前を名乗る︒次に︑全員に薄い冊子を
配って最初の頁を開くように言った︒
は出仕にあたり覚えるべき王宮の諸事項が記されている︒職務規定はもとより︑王宮

﹁これより︑諸君の新人研修を始めよう︒配った冊子には︑最初に建国のあらまし︑次
十二院の内訳と仕事内容︑現段階での役職者名︑十二位階制と身分別の衣装︑年中行事

れいてつ

などについても詳細が載っている︒今からこの冊子を元に学習指導に入る︒質問は後で
受け付けるので発言は控えるように﹂
しゃべ
も

こうして熱血授業が始まった︒見た目は冷徹そうな監督官だったが︑指導に熱が入る
さかのぼ

と止まらない性質らしく︑昼休憩までぶっ通しで喋り続けた︒
せい い ぶつ

建国の話はおよそ五百年前に 遡 る︒当時の二大国が領土争いで揉めていたとき︑建
いくさ

しりぞ

こば

国の祖であるローランが戦の最前線の地に突如現れた︒彼は後に﹃聖遺物﹄と呼ばれる
つの

強い魔法道具を使って両軍を退け︑独立を宣言したという︒そして﹁来る者拒まず！﹂
と国民を募り︑西方︑東方︑南方︑北方︑すべての風習を合体させた︒結果︑様々な文

化と人種が混じった妙な国家が誕生したのだ︒
それが現在のローラン国で︑独立を宣言した地が︑首都アシュカらしい︒
⁝⁝さすが始祖王︑豪気だね︒お国柄のおかげで住みやすいよ︒

もろもろ

ローランでは︑髪色や眼の色︑生国による人種差別はない︒貴族による身分差別はあ
るけれど︒
お固い歴史の話の次は︑出仕に関しての心構えや規則︑その他諸々の注意事項を静聴
する︒
ひざまず

昼休憩の後︑午後は言葉遣いや礼儀作法を習い︑実施で指導を受けた︒

した て

とにかく身分が上の者に対しては︑逆らわずに頭を下げて 跪 いておけば間違いなさ
そうだ︒
うわ べ

客商売で︑
﹁どんなに嫌なお客でも下手に出なければいけない﹂と叩き込まれた身と

誰も声を上げない︒皆︑一気に知識を詰め込まれてぐったりしている︒

﹁以上だ︒長時間︑ご苦労だったな︒なにか質問などある者はいるか﹂

講義は日没間際まで続いた︒太陽が沈む寸前︑監督官が開いていた冊子を閉じて言う︒

⁝⁝よし︑できるだけ目立たないで仕事を頑張ろう︒

しては︑今更である︒上辺だけでも服従しておけば︑平穏無事に過ごせるはず︒
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カグミも着慣れない服で優雅な歩き方だの︑上品な所作だの︑お辞儀の角度だのを口
うるさく言われ続けたせいでひどく疲れた︒とてもじゃないが︑こんな行儀作法が半日
やそこらで身につくわけがない︒
⁝⁝習うより慣れよってことで︑勘弁してくれないかな︒
し

くく

カグミの心の声が聞こえたのか︑
監督官はニヤリと笑った︒彼の︑
本日初の笑顔である︒
は研修終了だ︒手形を発行し︑配属先の院に登録する︒暗記できない者については︑覚

﹁では短期集中講座の締め括りとして︑試験を行う︒この冊子の内容をすべて覚えた者
えるまでここに寝泊まりしてもらう︒さて︑試験を受けたい者はいるかね﹂
たず

カグミはすかさず手を上げた︒そして︑許可を得てから発言する︒
﹁お訊ねしますが︑冊子を覚えるだけですか？ 試験には行儀作法も含まれますか？﹂
﹁いや︑冊子の暗記だけだ︒行儀作法は一年の見習い期間内に習得すればよい︒見習い
は下働きが主で︑表立って行事などに参加することはあまりないからな︒今すぐ必要な
のは︑出仕する上で最低限必要な知識であり︑言わば官人としての常識だ︒一つとして
おど

知りませんでは通らんぞ﹂
どうかつ

監督官はおそらく脅しの意味を込めて微笑んだのだろう︒威圧的な眼からは﹁四の五
の言わずにとっとと覚えろ﹂という無言の恫喝が透けて見える︒

しかしカグミは別に文句をつけているわけじゃない︒むしろ喜んでいた︒
ひる

﹁試験を受けます﹂
怯んだのは監督官だ︒聞き間違えたかと言わんばかりに指でトントンと耳を突いて︑
訊き返す︒
﹁試験を受ける？﹂
ふづくえ

﹁はい︒お願いします﹂
も

室内がざわついた︒文机を並べて一緒に授業を受けた三人が︑信じられないものを見
る眼でカグミを注視し︑口々に﹁嘘でしょ﹂
﹁まさか﹂
﹁はったりだろ﹂と漏らしている︒
⁝⁝え︑なに？ 私なんか変なこと言った？
うなが

カグミが周囲の反応に不安を感じていると︑監督官が﹁コホン﹂と咳払いした︒彼は
視線で場を収め︑手振りでカグミに立つよう促す︒

き とう

院︑建築院︑行事院︑清掃院です︒象徴色は︑黒︑白︑赤︑橙 ︑黄︑黄緑︑緑︑青緑︑青︑

だいだい

﹁はい︒近侍院︑管理院︑書院︑法院︑軍事院︑祈祷院︑医薬・大学院︑食膳院︑衣装

きん じ いん

﹁よろしい︒では十二院を上位から順に述べ︑合わせて象徴色を答えなさい﹂

﹁カグミです﹂

﹁試験開始とする︒名前を言いたまえ﹂
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ピンク

紺︑紫︑桃色です﹂
き とう

スラスラと答えると︑どよめきが起こる︒

くく

便宜上︑上から六番目の祈祷院までが上院︑七番目以降が下院と括られるらしい︒

しんぽう

おうしゃく

しょうし

カグミを見る監督官の顔つきが変わった︒
不審そうな色が消え︑
感心の眼を向けている︒
ぎょ じ

﹁ほう︒ならば管理院と書院の主な仕事はなんだ﹂
﹁管理院は御璽・神宝・王笏の管理と保全︑叙位を含む賞賜の権限を持ち︑人事権があ
すいとう

にな

ります︒また戸籍・租税・出納も管轄しています︒書院は書簡の分別や︑書類の作成や
翻訳︑書籍・図書室・書庫管理︑紙・筆なども含む一切の紙に関する仕事を担っています﹂
続けて他の院についても質問され︑カグミはそのすべてを答えた︒
﹁次︑身分を示す十二位階制についてはどうだ︒正しく理解しているかね﹂
監督官の問いに︑カグミはコクリと頷き︑両手を身体の前で揃えて口を開く︒
はんがん

﹁十二位階は︑貴族だけが叙位されます︒また十二位階制の下に従十二位階があり︑こ
れは平民にも叙位されます︒平民の最高位階は従一位︑十二位の下の地位で︑判官まで
出世できます﹂
﹁ふむ︒最後の質問だ︒私の身なりを見て︑身分を言い当てなさい﹂
さっきまでわからなかったけど︑今ならわかる︒

ほうふく

ほうふく

赤袍服は代替わりが認められた永代貴族︒
ほうふく

青袍服は本人だけが貴族として認められた一代貴族︒
ほうふく

緑袍服は貴族じゃないけど位階持ち︒
かんざし

白袍服は位階なしの平民︑つまり一番下っ端だ︒
女は 簪 の花の色︑男は腰帯の色で所属する院が明らかになり︑飾り玉の数で位階の
はんがん

判別がつく︒玉の数が位階を表わしていて︑少なければ少ないほど偉いらしい︒各院と
も︑玉の数が一つならば一番偉い長官︑二つが次官︑三つで判官だ︒四つ以上は役職な
しの︑その他大勢の庶官︑とわかりやすい︒玉がない場合は位階なしだ︒
ほうふく

カグミは︑監督官の服から顔に視線を戻して答えた︒
﹁赤袍服・白帯・赤玉が七つなので︑永代貴族七位の管理院の庶官です﹂
⁝⁝覚えるだけなら楽だからね︒

﹁よろしい︒全問正解だ︒この短時間でよく覚えたな﹂
カグミはお愛想程度にニコリとし︑共に研修を受けた三人を横目で眺めた︒服の色と

んだな︒

かんざし

さ

⁝⁝私の場合︑白袍服のド新人なのに赤い花 簪 を挿していたせいで︑悪目立ちした

ほう ふく

小物から︑全員貴族で上院に配属が内定していることがわかる︒
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採用先が︑上から三番目の院なんて知らなかった︒たぶん平民の新人は︑ずっと下位
ばってき

の院から働き始めるのが慣例なんじゃなかろうか︒
にら

やっかい

⁝⁝どうりで睨まれるわけだよ︒平民が異例の抜擢なんて︑そりゃやっかまれるわ︒
人の恨みを買うほど厄介なことはない︒前途多難が眼に見えるようで嫌すぎる︒
カグミはヤケクソでフッと笑った︒
つ

⁝⁝頼みもしないのに王宮に呼びつけて︑初日からこの仕打ち︒
カグミが笑顔の裏で悪態を吐いているうちに︑監督官は手形の準備を整えた︒

は け

おけ

﹁君を合格とする︒研修は終了だ︒この書面に手形を押しなさい︒それで登録手続きが
できる﹂
てのひら

ふ きん

ぬぐ

左 掌 に刷毛で墨を塗りたくり︑言われるがまま手形を押す︒それから桶の水で墨を
洗い落とし︑手渡された布巾で拭ってから監督官に深々とお辞儀する︒
﹁ありがとうございました﹂
目だ﹂
めぢから

はっ ぱ

﹁私は長いこと新人の監督官を務めているが︑一日で合格をもぎ取ったのは君で二人
﹁はあ︑そうですか﹂
気のない返事をしたカグミに︑監督官は目力を強くして発破をかけてきた︒

おこた

﹁君の名前は覚えておこう︒努力を怠らず︑心して仕えたまえ﹂
﹁⁝⁝頑張ります﹂
一年だけの年季奉公です︑とバカ正直に答えず︑大人の返事をしておく︒
ほうふく

カグミは荷物を持ち︑もう一度礼をしてからそそくさと研修場を後にした︒
それから指示通り︑身分証の木札を交換し︑兵士に同行されながら緑袍服の女性監督
官に従う︒
この監督官もカグミを見て一瞬変な顔をしたが︑すぐに表情を改めて言った︒
﹁王宮へ参ります︒本日の就業時間は終了しているので︑夕食を済ませて女子寮に案内
しましょう﹂
カグミは﹁はい﹂と返事をして︑月が昇る方角に向かい林道を歩く︒残照が消える前
に朱色の門に着いた︒
いしべい

かざ

その周囲の高い石塀の向こうに王宮があるのだろう︒門前には二人の武装した兵士が

も屋根のある建物が数えきれないくらいある︒地面には白い石畳が敷かれ︑遠くには広

ある宮殿が一つと︑全体が朱色に塗られた壮麗な宮殿が見える範囲だけでも四つ︒他に

門を抜けると︑宮殿群が視界に飛び込んできた︒屋根や柱︑壁のすべてが黒い威厳の

い げん

いた︒カグミが木札を翳したところ﹁よし︑通れ﹂と手を振って通行を許可してくれる︒
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場らしきものが見えた︒
すく

つな

呆れるほど豪華で広い︒カグミが眼を点にして立ち竦んでいると︑監督官が教えてく
れる︒
﹁あの黒い建物が中央宮殿︒王族御一家がお住まいです﹂
﹁わかりました︒できるだけ近づきません﹂
真面目に言ったのに︑なぜか監督官にクスッと笑われた︒
﹁それは無理でしょう︒あなたの仕える書院は中央宮殿と渡り廊下で繋がっていますも
たま

こし

の︒⁝⁝それにしても︑あなたは変わってますね︒あなたのような立場の娘さんなら︑
わきま

普通は玉の輿を狙ってなんとかお近づきになろうと必死になるものですよ﹂
﹁⁝⁝私は身の程を弁えておりますので﹂
分不相応なものはいらないよ︑と遠回しに伝えると︑監督官はいっそう面白がって
笑った︒
それから上院の女性庶官用の施設に案内される︒ここには大浴場︑洗濯場︑食堂︑売

ようえん

店があった︒周囲に冷たい眼で見られながら食堂で夕食をとった後︑隣接する女子寮に
連れていかれる︒
だがそこでカグミを待っていたのは︑妖艶な女子寮長の︑無情な通告だった︒

ちょうしょう

﹁ごめんなさいね︒急だったもので︑あなたのお部屋がないの﹂
いかにも申し訳なさそうに謝る女子寮長だが︑口角が嘲笑の形に吊り上がったのを
カグミは見逃さなかった︒
ない見習い庶官︒皆様︑あなたと同室は嫌だとおっしゃるの﹂

﹁その︑とても言いにくいのだけれど︑あなた平民でしょう？ それもまだ位階を持た
⁝⁝早速きたか︒平民いじめ︒
いずれやられるとは覚悟していたものの︑まさか初日からとは思わなかった︒
ここで︑案内を務めてくれた監督官が﹁お待ちくださいませ﹂と抗議してくれた︒
﹁それではこの者が困ります﹂
﹁ええ︑そうなの︒私も困り果てて次官にご相談申し上げたら︑書庫の地下にある使わ
れていない司書室を一室好きに使っていいと許可をくださったのよ︒はい︑これが書庫

せいとん

部屋は近い方が便利でしょう？ それに平民ですもの︑地下での暮らしも苦痛に感じた

﹁次官に伺ったわ︒あなた︑書庫の整理整頓が主なお仕事なんですってね︒だったらお

うかが

女子寮長はそう言い︑カグミを見て﹁ふふっ﹂と嫌みたらしく笑う︒

官に訊ねるとよろしくてよ﹂

たず

の鍵で︑こちらがお部屋の鍵︒失くさないでね︒ああ︑書庫の場所はそちらの親切な庶
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りしませんわよね﹂
せじょう

言いたいことだけ言って︑女子寮長はパタンと寮の扉を閉めた︒しっかり施錠も忘れ
ない︒
カグミの手に残されたのは二本の鍵だけ︒
女子寮長に鼻であしらわれた監督官は怒り心頭という顔で震え︑カグミに強い口調で
言った︒

ほうふく

さげす

よろこ

やっかい

かご

想像より遥かに規模の大きい外観に驚嘆して見上げていたところ︑突然︑裏手から人

はる

﹁おお︑立派ですね﹂

細い歩道を抜けると︑天然林を美しく整えた庭の奥に石造りの建物が現れる︒書庫だ︒

物だった︒

えれば与えるほど光が強くなる︒ここ十数年で蝋燭や油の代用品として台頭してきた鉱

ろうそく

発光石はその名の通り光る石だ︒そのままでもある程度の明るさはあるが︑衝撃を与

監督官とカグミはそれぞれ発光石を取り出した︒

脳内で突っ込みつつ︑カグミは渋る監督官を説得して書庫に向かう︒辺りが暗いため︑

⁝⁝ここにいるじゃないか︒

﹁やはりあなたは変わってますね︒地下に住めと言われて喜ぶ娘さんはいませんよ﹂

吐く︒

ウキウキした口調で話すカグミを残念な子を見る眼で見つめて︑監督官は溜め息を

んですよ﹂

﹁それにいいじゃないですか︑書庫︒私︑本に囲まれて暮らす生活ってしてみたかった

⁝⁝はっきり言って︑平民を蔑んで悦ぶ手合いは厄介だ︒相手になどしたくない︒

です﹂

﹁最初からいじめられるとわかっている女子寮より︑書庫の地下の方がなんぼかまし

監督官がむきになって叫ぶ︒カグミは肩を竦めて答えた︒

すく

﹁ついてきなさい︑次官に抗議しましょう︒こんな差別は許されません﹂
﹁え︒別にいいです﹂
﹁なにがいいのですか ﹂
!?

﹁⁝⁝明らかに挙動不審ですけど︑追わなくていいんですか？﹂

駆け込んで姿を消してしまった︒その際に︑籠からなにかが落ちる︒

かご

たり遭遇したことによほど驚いたのだろう︒ギクリとした表情を見せ︑素早く林の中に

そうぐう

焦げ茶色の髪をした緑袍服姿の若い女性で︑腕に籠を抱えている︒カグミたちとばっ

が出てきた︒
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ひと け

﹁ええ︒たぶん恋仲の男と密会でもしてたのよ︒日が暮れれば︑この辺りは人気がなく
ほ

監督官の口ぶりからして︑
﹁褒められた行為じゃないがよくあること﹂らしい︒

なるから﹂

たもと

カグミは逃亡した女性が落とした物を拾った︒黒と茶のまだら模様の種だ︒なんとな
ひね

く気になったので︑後でなんの種かよく見ようと思い︑袂にポイと入れる︒
気を取り直し︑カグミは太くて重い方の鍵を扉の鍵穴に差し込んで捻った︒錠が外れ
たので少し強めに扉を押すと︑カグミの力でもわけなく開く︒
道案内をしてくれた監督官に丁重に礼を言い︑早速中に入ろうとしたカグミの後に︑
なぜか彼女もついてくる︒
はや

かか

﹁私も一緒に部屋を確認します︒⁝⁝なにか問題があっては困りますから﹂
カグミは適当に頷き︑
逸る思いで書庫に入った︒
発光石を高く掲げて暗い内部を照らす︒
﹁本だ⁝⁝すごい﹂
それも書籍市ですら見たことがない豪華本や古書が︑作業机や床上に何万冊と積まれ
ている︒
カグミは素直に感動し︑胸をジーンと熱くさせながら︑うっとりと呟いた︒
﹁絶景ですねぇ﹂

かびくさ

﹁そうかしら︒黴臭いし︑陰気で暗くて⁝⁝幽霊とか︑なにか怪しいものが出そうで怖
いわ﹂
﹁幽霊やお化けぐらいどんと来い︱︱じゃなくて︑いえいえ︑本好きには夢のような光
う

⁝⁝見渡す限り本で埋め尽くされている空間なんて︑おいしすぎる︒

景です﹂
カグミが蔵書の質︑量に感激している一方で︑監督官は同意できないという顔で︑
﹁本
気でこれほど恐ろしげな場所に住むつもりですか﹂と迫ってきた︒
なだ

﹁まあまあ︑とにかく一度部屋を見てみましょうよ﹂
もの お

反対する監督官を宥めつつ︑地下に続く階段を見つけて下りる︒階下には扉がいくつ
たん す

おけ

もあった︒手持ちの鍵に合う扉の錠を開け︑物怖じしないカグミが先に立って中に進む︒
たらい

ア

イ

ロ

ン

室内は小綺麗に清められていた︒寝台には布団一式︑机と椅子︑箪笥︑小卓︑桶︑洗
具が揃っている︒

﹁これだけあれば十分です﹂

ない﹂と首を横に振った︒だが︑
﹁ここがいいです！﹂と嘆願した結果︑渋々ながらも

カグミが満足そうに言うと︑監督官は険しい表情で﹁こんな悪環境はとても認められ

けわ

濯用の盥︑鋳鉄製の塊︑布類︑それに大きめの発光石が一つ︒古くても必要最低限の家
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居住を認めてくれた︒
こうしてカグミは王宮書庫の住人になったのだ︒

ほうふく

昨夜はお化けも幽霊も出ず︑よく眠れたおかげで快適な朝を迎えた︒
かんざし

さ

早起きが習慣となっているカグミは︑起きるとすぐに白袍服に着替え︑手鏡を見なが
く

トイレ

ら適当に髪を上げて 簪 を挿す︒身支度を整えたら︑次は洗顔だ︒一度書庫の鍵をかけ︑

かゆ

外に出て井戸を探す︒水を汲んで顔を洗い︑ついでに厠で用を済ませる︒手を洗って︑
そのまま食堂へ直行だ︒
食堂はまだ無人だった︒どうやら一番乗りに成功したらしい︒
給仕のおばちゃんがカグミの格好を見て物珍しそうにしつつ︑汁と粥をよそってく
れる︒
す

﹁あんた︑早いねぇ︒見ない顔だけど︑書院の新人さんかい？﹂
カグミは盆に朝粥と汁物と野菜を載せ︑食堂の一番隅の席に座った︒手を合わせ︑食

あさがゆ

﹁はい︒今日が初出仕です︒お腹が空いてるので大盛でお願いできますか﹂
膳の祈りを捧げる︒そうしてできるだけ上品に︑かつ︑手の動きは速く︑食べることに
専念した︒

も

さ

⁝⁝誰もいなくてよかった︒朝っぱらから貴族のお嬢様方と揉めたくないし︒
昨夜の女子寮長の対応からして︑身の安全のためにも余計な接触は避けた方がいい︒
逃げるが勝ち︒高飛車な態度が許される貴族に対して︑平民の精一杯の抵抗である︒
食事を済ませ︑給仕のおばちゃんに﹁ありがとうございます︒ごちそうさまでした﹂

しげ

と礼をして︑書庫に戻る︒途中︑昨日拾って調べてみた種の件を思い出し︑好奇心から
書庫の裏手に回ってみた︒
﹁あ︑やっぱりあった﹂
くき

庭と呼ぶには狭く︑花壇と言うには広い敷地に草木が生い茂っている︒その中に︑丈
がカグミの身長より長く︑紅色に染まった茎や葉︑実が目立つ植物が群生していた︒
カグミは慎重に近づき︑種のつき具合を調べる︒次に腰を屈めて地面を注視した︒す
ると土の上に靴跡が残っていたので︑親指と人差し指を広げて大きさを測り︑自分の足

へこ

この状況からして︑昨日書庫の前で会った女性がここで種を採取していた可能性はか

ら近くの茎に絡まる︑細く長い焦げ茶色の髪の毛が一本︒

くき

辺りをもっとよく見てみたところ︑足跡とは別の小さな凹みを一つ発見した︒それか

﹁私より小さい︑か︒成人男性のものじゃないね﹂

と比べてみる︒
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なり高い︒
レ ン

ソ ウ

報告・連絡・相談は︑仕事をする上での基本だが︑この場合は当てはまるのだろうか︒

ホ ウ

﹁⁝⁝これって報告案件？ どうなんだろ﹂
﹁私たちに目撃されて逃げてるんだから︑
放っておいて実害が出てからじゃ遅いかも？﹂
カグミが﹁うーむ﹂と考え込んでいると︑背後から声をかけられた︒

すなわ

きん じ いん

人の気配をまったく感じなかったのに︑振り返ると三人の男性が立っている︒

﹁そこでなにをしているの？﹂

ほうふく

カグミは驚きながらも素早く三人の身なりを判別した︒
すなわ

きん じ いん

左側に青袍服・黒帯・青玉四︱︱即ち︑一代貴族四位の近侍院の庶官︒

ほうふく

右側に赤袍服・黒帯・赤玉四︱︱即ち︑永代貴族四位の近侍院の庶官︒

たいぜん

たたず

ほうふく

⁝⁝若いけど︑どっちもとても偉い︒それは間違いない︒
ほうふく

だが︑中央に泰然と佇む︑黒袍服・赤帯・黒玉一の男性の身分だけが読み取れない︒
ひざまず

その黒袍服の彼がカグミに注ぐ視線は︑紛れもなく異物を見るそれである︒
カグミはハッとし︑遅ればせながら新人の下っ端らしくその場に 跪 く︒途端︑男性
の声がした︒
﹁顔を上げて︑私の質問に答えてくれるかな﹂

ほうふく

ゆったりとしつつも押しが強く︑いかにも貴族的な物言いが板についている︒カグミ
は焦って考えた︒
しゅくしゅく

⁝⁝ちょい待ち︒黒袍服って貴族だっけ？ あれ？ 研修で習ってないんじゃない？
習っていないものはわからない︒頭の中は大変なことになっていたが︑ひとまず 粛 々

と応じることにする︒左右に偉い貴族を従えているのだから︑たぶん更に偉い人なんだ
ろう︒
や

端整な顔立ちで柔らかく微笑んでいるものの︑こちらを見透かすような切れ長の黒い
きた

たば

眼にじっと見つめられると︑威圧されているみたいで落ち着かない︒若く︑長身で痩せ
せん す

がた

ているけれど︑肩幅はあるからそれなりに鍛えているはず︒やや長めの黒髪を軽く束ね

そうぐう

ていて︑閉じた扇子を片手に持っていた︒上品で隙のない物腰には︑どこか逆らい難い
雰囲気がある︒
かご

そこでカグミは昨日の一件を包み隠さず話した︒挙動不審な女性と遭遇したこと︑彼

⁝⁝この人︑ニコニコしているけど敵に回したくない人種だね︒

﹁ふうん︒危険︑ね︒どんなふうに？﹂

彼の眼が鋭く光った︒笑顔なのにどこか怖い感じが︑次兄ナリフに通じるものがある︒

女の抱えていた籠から落ちた物を拾ったこと︑それが危険な植物の種とわかったこと︒
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たもと

カグミは袂から問題の種を取り出し︑彼に差し出しながら言った︒
﹁毒です︒それも猛毒で︑四︑五粒ほどで致死量になります︒これはトウゴマという植
物の種子で︑薬や油としても使われるんです︒使い方によっては必ずしも有害というわ

ほうふく

ほうふく

⁝⁝人の顔を見て逃げたあの女性は怪しい︒どうぞ疑ってくださいと言うようなも

けではありませんけど︑でも ︱︱﹂
のだ︒

や

しゃべ

種は黒袍服の彼ではなく︑垂れ髪の赤袍服の男性が受け取った︒穏やかで賢そうな人
である︒
カグミはトウゴマの群生に眼を遣りつつ︑続きを喋った︒
くき

﹁ちょっと気になったので︑調べに来ました︒見てください︒付近には︑女物の靴跡が
と

つ

一つだけです︒赤い実が残っていて︑熟した種は一つもありません︒茎の状態から見る

うなが

るほど重量があって採取に必要な物となると︑発光石しか思い当たりません︒人目を避

さ

﹁この凹みは物が落ちた跡です︒周りの土の色と少し違いますし︑落下跡がくっきり残

へこ

黒袍服の彼が片目を細め︑
﹁その根拠を聞こうか﹂と促す︒

ほうふく

としたみたいですね﹂

と結構な量の種が採れたと思います︒それと︑種を摘んでいる最中に一度︑発光石を落
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けて日没間際の作業となれば︑手元が見えないと採取できませんから﹂
くき

そう説明し︑カグミは草の下部を指した︒そこには先程見つけた髪がある︒
﹁落とした発光石を拾おうとして身を屈め︑髪が茎に絡まって抜けたのではないかと考
えます︒︱︱今お話しした内容は︑あくまでも私の推測ですが﹂

くき

たもと

⁝⁝遠回しだけど︑
﹃毒殺の危険があるから種の行方を追った方がいい﹄って伝わっ
たかな？
ほうふく

ゆうずう

今度は短い髪の青袍服の男性が︑茎に絡んでいた髪の毛を取った︒袂から手拭きを出
ほうふく

せん す

てのひら

し︑失くさないよう丁寧に包む︒こちらは神経質で︑融通の利かなさそうな人である︒
黒袍服の彼が︑扇子で軽く自分の 掌 を打ちながら﹁なるほど﹂と言った︒
﹁君がここでなにをしていたかはわかった︒では裏付けと確認を取るのでついてきな
さい﹂
つ

ぱ

﹁え︑嫌です︒じゃなかった︑困ります﹂
素で突っ撥ねたものの︑さすがにまずいと思い︑慌てて言い直す︒だが遅かった︒三
人共︑﹁平民が貴族に逆らうのか﹂と言わんばかりの非常に驚いた顔でカグミを見ている︒
﹁申し訳ありません︒ですが本当に困るのです﹂
カグミは顔を伏せて謝った︒まもなく七の鐘が鳴る︒始業の時刻だ︒これからどこか

きびす

に連れていかれて出仕初日から遅刻なんてしては︑目も当てられない︒大目玉を食らっ
ほうふく

て信用を落とす︒なにより平民の新人をいじめる格好の攻撃材料にされてしまう︒
カグミが切々とそう訴えると︑黒袍服の彼はつまらなそうな顔で頷き︑おもむろに踵
を返す︒
﹁問題ない︒いいから︑おいで﹂
人の話を聞いていないな︑この男︱︱怒ったカグミは︑声を大にして異議を唱えた︒
い！﹂

﹁問題あります！ どうしてもとおっしゃるなら︑せめて私の上官に話を通してくださ
すると彼は肩越しに振り向き︑嫌な感じに笑顔を深めて口を開く︒
つの

﹁だからいいと言っているだろう？ 君は私の言葉を聞いていないのかな﹂
カグミはムッとした︒思わず反論しかけたそのとき︑彼が言い募る︒

確か︑小冊子に記載されていた書院の長官名は﹃イシュアン﹄
︒

一つということは院の最高責任者で︑つまりは長官︒まさにカグミの上官である︒

黒袍服にばかり気を取られていたけれど︑腰帯が赤なので書院の所属だ︒そして玉が

ほうふく

まさかの上官登場にびっくりだ︒カグミは呆気にとられ︑彼の身なりを改めて見た︒

﹁君の上官は私だ︒誰にも文句は言わせない﹂
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﹁へ

じゃあ︑あなたがイシュアン長官︑ですか？﹂

りつぜん

ひらめ

カグミは慄然とした︒自然と手足が震え始め︑顔から血の気が引いていく︒

あお ざ

﹁そうだよ︒私がイシュアンだ︒本日付で君の直属の上官だよ︑カグミ﹂
⁝⁝やっぱりかー！

ました ﹂

しんたいけい

こうむ

﹁ももも︑申し訳ありません！ 知らぬこととはいえ︑
﹃嫌です﹄なんて言ってしまい

刑罰を避けるため王宮に来たのに︑いきなり身体刑はごめん被りたい︒

さ

名乗る前から既に名前を握られている事実に恐怖して︑カグミは蒼褪めて叩頭した︒

こうとう

﹁し︑失礼ですが⁝⁝もしかして︑イシュアン王子殿下︑でいらっしゃいますか⁝⁝？﹂

怖いけど︑
確認しなければ気が済まない︒カグミはゴクリと唾を呑み︑
恐る恐る訊ねた︒

たず

次の瞬間︑
﹃黒袍服＝王族﹄という電光石火の閃きが︑カグミの脳を直撃する︒

ほうふく

⁝⁝そういえば二人の所属先の近侍院って︑王族の側仕えが仕事だっけ？

きん じ いん

カグミは︑
ずいぶん若いなと考えつつ︑
彼の側に控えている二人の貴族に注意を向けた︒

!?
ろうかい

き ひ かん

つわもの

嫌な予感がして︑カグミの足取りが重くなる中︑イシュアンは平然と続ける︒

﹁種って︑もしや﹂

れたらしい︒その死体の口の中に︑植物の種が押し込まれていたんだよ﹂

こうさつ

﹁今朝早く︑王宮外周の林の中で死後間もない女の変死体が発見された︒どうも絞殺さ

んですか﹂

﹁葬儀には何度も参列してますから︑特に忌避感はありません︒それより不審死ってな

そう ぎ

得意な奴がどこにいる︑と脳内で突っ込みつつ︑カグミは丁重に返す︒

﹁不審死の現場︒君には死体の面通しに協力してもらいたいんだ︒死体は苦手？﹂

気分は首輪を嵌められて連行される犬だ︒カグミの疑問にイシュアンが答える︒

は

﹁どちらに行かれるのですか？﹂

サラリと皮肉を口にした彼︑
イシュアンは﹁さ︑
おいで﹂と有無を言わさず歩き始める︒

でぇ！

⁝⁝うわ︑しっかり根に持ってるし︒歯向かうなんて誤解だから︑笑顔で凄まない

すご

クソ爺⁝⁝老獪な次官に特別勧誘されて︑
新人研修を初日合格した強者だ︒見所あるね﹂

じじい

﹁ああ︑
確かにちょっと驚いた︒
君︑
王族に歯向かうなんていい度胸をしているよ︒
さすが︑

!!

﹁種についてだが︑庭の管理担当官によれば︑トウゴマは王宮内では医薬・大学院の植

カグミはひそかに感心した︒既に被害者の部屋を調査済みなんて︑随分と手際がいい︒

かった﹂

﹁そう︑トウゴマの種︒念のため彼女の部屋を調べたが︑所持品の中に不審な物はな
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物園と書庫の裏庭に群生している︒植物園の方は常時見張りがいて︑関係者以外は立ち
とっ さ

入りできない︒となると裏庭で採取したか︑外部から持ち込まれたか︑どちらかだ︒そ
れで確認のため裏庭に足を運んでみたら︑ウロウロしている怪しい者を見つけた︒咄嗟
に犯人が犯行現場に戻ったのかと思ったよ﹂
思いがけないことを告げられて︑カグミは思考回路を停止させてポカンとしてしまう︒
﹁身の潔白が証明できるといいね﹂

﹁⁝⁝はい？ 犯人が︱︱犯行現場に戻る？ って︑まさか私 ﹂

めいふく

かんざし

イシュアンが死体を見下ろし︑カグミに問う︒

へだ

わかりきった答えしか想像できなくて︑カグミは嫌な気分になった︒

なんのために？

いとおかしい︒それがそっくりないということは︑誰かが持ち去ったということだろう︒

なんとなく︑口封じかなと思う︒彼女自身が種を必要としたなら︑手元に残っていな

カグミは被害者の冥福を祈りながら︑考える︒彼女が殺され︑採取した種は行方不明︒

帰った︒

二人の証言が一致する︒気分が悪くなった女性監督官は︑見張りの兵士に送られて

﹁⁝⁝間違いありません︒昨日書庫の前で会った女性です﹂

人で変死体を確認した︒
苦しんで死んだことが一目でわかる︑
思ったより惨い死体だった︒

むご

それから︑昨日書庫まで同道してくれた女性監督官も現場に呼び出され︑カグミと二

嫌だ︒

⁝⁝不在証明が成立したのは嬉しいけど︑それだけ目立つということだよね︒なんか

ア リ バ イ

なんでも﹃白袍服に赤い花 簪 の若い娘﹄は異例中の異例なので︑
よく覚えていたらしい︒

ほうふく

証言してくれたのだ︒

け︒その朱色の門の門番を務める兵士がカグミを覚えていて︑一度も外に出ていないと

あるが︑通るには通行証の木札が必要で︑カグミが持っている木札は朱色の門の一つだ

だが不幸中の幸いにも︑疑いは早々に晴れた︒王宮の内と外を隔てる門は全部で四つ

祭りである︒

カグミは頭を抱えた︒余計なことに首を突っ込まなきゃよかったと後悔しても︑後の

⁝⁝待て︒もしかして︑私の立場って︑事件の重要参考人かー

!?

!?

と決める︒

カグミはズバッと答えつつ︑本当に実害が出るかもしれないので飲食に気をつけよう

﹁警告︒もしくは挑発でしょうか︒
﹃毒は手に入れた︒首を洗って待っていろ﹄的な﹂

﹁君は死体の口の中に種を残す意味をどうとらえる？﹂
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立ち読みサンプルはここまで

﹁殿下︑知らない人からもらった物は口にしない方がいいですよ﹂
カグミは親切心で注意したのに︑イシュアンからは冷たい笑顔が返ってきた︒

﹁それ︑あたりまえだよね？﹂
⁝⁝よくよく考えればその通り︒殿下から痛恨の突っ込みをくらってどうするよ

いように﹂
﹁はい﹂

わずら

たず

れた︒どうも殿下直々にご足労いただかなくても︑自分の口できちんと弁明すれば十分

じきじき

ところがいざ書庫に着いてみれば︑
﹁新人が多忙な長官に迷惑をかけるとは﹂と怒ら

笑顔が怖いとか思ってごめんなさい︑
とカグミは心の中で謝り︑
イシュアンに感謝した︒

⁝⁝殿下って︑実はいい人？

どうやら遅刻の理由をカグミの指導官に説明してくれるらしい︒

﹁待ちなさい︒私も君と一緒に行く﹂

既に十一の鐘が鳴っている︒あと少しで昼の休憩だ︒できれば午前の内に出仕したい︒

﹁あの︑もう書庫に向かっていいですか﹂

心からそう願って︑気持ちを切り替える︒そしてイシュアンに訊ねた︒

つかればいい︒

与の疑いも晴れた︒後は被害者のためにも無事に犯人が捕まって︑持ち去られた種が見

カグミに異論はない︒トウゴマの種の件はちゃんと上官に報告したし︑事件への関

イシュアン

﹁ちょっとではないと思うが⁝⁝まあいい︒この件について︑君はこれ以上深入りしな

カグミはムッとして︑﹁普通の人より︑
ちょっと好奇心が強いだけですよ﹂
と答えておく︒

いかにも常識なしの変人を見るような眼で見ないでほしい︒

し⁝⁝いつもこうなの？﹂

動力といい︑トウゴマの毒性を知っていたことといい︑死体を前にしても平気そうだ

﹁君︑見た目はおとなしそうなのに︑中身との落差が激しいな︒不審者の動向を探る行

口を開く︒

自分はアホじゃなかろうか︑と頭を抱えたカグミを眺め︑イシュアンが呆れた様子で

!?

族六位の若い青年だった︒人の上に立ち︑意見をまとめることが得意そうなやり手に見

その直後︑カグミに厳しい口調で﹁君の指導官に任じられた﹂と言ったのは︑永代貴

イシュアン殿下こと長官が︑
優しい声で﹁頑張ってね﹂とカグミを激励して去っていく︒

げきれい

よほどの場合を除いては︑長官の手を煩わせてはならない︒書院の不文律だそうだ︒

だったのだとか︒
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