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第一章
カタカタと︑小さな音が聞こえる︒
ゆだ

まぶた

暖かい車内︒慣れてきた振動に身を委ねると︑瞼が勝手に落ちていってしまう︒
﹁トモエ︑眠かったら寝てもいいんだぜ？﹂
﹁んー⁝⁝﹂
うなが

平穏だ︒とてものんびりとした時間︒微妙に伝わる振動が眠気を誘う︒

た

抱き込まれた肩を撫でられ︑更に眠りを促されているような気がした︒
﹁あとどれくらいでつく⁝⁝？﹂
﹁そうだな⁝⁝一時間もねえか﹂
﹁え︑もう？﹂
きょ く

思ったよりも︑うとうとしていたらしい︒まさかそんなに時間が経っていたなんて︒

しゃくどういろ

か

ぱちりと目を開けて︑彼から体を離す︒隣を見れば︑見慣れた巨躯の超絶男前︒

くせ

すが

少し癖のある赤銅色の髪を掻き上げた彼︱︱私の夫は﹁いきなりどうした﹂とばかり
あかねいろ

に片眉を上げた︒

みなみこう と

大好きな茜色の目を眇め︑私をまた優しく腕に収めようとする︒それを阻止しながら︑
私は何度か首を横に振った︒
あらた

﹁いや︑寝たら駄目でしょ︒そんなだらけきった態度で︑南公都に入るなんて⁝⁝﹂
さ しょう

﹁俺の家紋がついた馬車の中なんて︑誰も検めねえよ︒公式の紋章は魔力で描かれるか

ある日︑私は唐突に日常生活から切り離された︒そして落ちたのはこの異世界︑クラ

とそれくらい︒

満ち溢れたそのプランが崩れたのは︑二年前だったか︒正確にはわからないけど︑きっ

あふ

そもそも私︑奏宮巴の人生は︑平坦で平凡なものになる予定だった︒大好きな平穏に

かなみや ともえ

地球ですらない︑ファンタジーそのものの世界なのだ︒

馬車で新婚旅行とか何言ってんだ︑とはツッコまないでほしい︒ここは日本どころか

夫の実家へ向かう旅の途中⁝⁝というか︑新婚旅行らしきものの真っ最中だ︒

今更ながら説明すると︑私達は現在馬車の中にいる︒

﹁それはそうかもしれないけど⁝⁝﹂

ら︑詐称しようもねえしな﹂
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ウィゼルスのカレスティアという王国︒

し ほう

み こ

こと ほ

かつ

しずく

私はその世界で一大宗教とされる五聖教の神子︱︱人々を言祝ぎ︑祝福という神の雫
ことほぎ

を与える〝言祝の神子〟なんて存在になってしまっていたのだ︒
天上世界から降臨した世界の至宝と持てはやされ︑うまいこと担ぎ上げられ⁝⁝るか
と思いきや︑悪党に監禁された︒

ゆうもう か かん

平和主義者を自称する私は︑流されるがまま悪人達を祝福して︒ひたすら働かされる
日々を送ること︑半年以上一年未満︒

お お

そんな私を助けてくれたのは︑カレスティアが誇る勇猛果敢な天聖騎士団の団長様
けもの

ひと め ぼ

美しい獣のごとき雄々しい男前で︑更には地位も権力も︑何もかもを持っているよう

だった︒
なひと︒
彼は何の奇跡か私に一目惚れをしてくれた︒そして私も自分でびっくりするくらい︑
彼に心を奪われて︒
あんな素敵な人に情熱を向けられて︑
落ちない女がいたら見てみたい︒
ことほぎ

あれよあれよという間に婚約を果たし︑トモエ＝カーミァ・アナ・セレスティアと名
ひ ろ め

を改めた私︒その後は言祝の神子の降臨を国内外に周知するため︑カレスティアの王城

うるわ

で準備を進め︑世界中の国を招待して披露目の儀までされたのだ︒

ことほぎ

しゅう ちゃく

その際︑五聖教の上層部にいる麗しの大神官に誘拐されるなんて事件もあった︒その
人は私というより言祝の神子に執着していて︑危うく二度目の監禁生活になるところ
だったのだが⁝⁝それを助けてくれたのも︑もちろん彼だった︒
あふ

本当に︑色々あった︒嫌なことも面倒なこともたくさんあったけど︑それを上回るく
らい︑
今は幸せに満ち溢れた日々︒この世界に落ちたのも彼との出会いも︑
運命なんじゃ
ないかって思ってしまうくらい︑私は恵まれている︒
こんいん

そして去年の秋︑私は世界で最高に幸せな花嫁として︑彼︱︱イサーク・ガルシア・

き じゅう

ね え

はし

いが︑馬車で一週間程の場所だという︒やっぱり日本のようにはいかないのだ︒
や

とはいえ︑イサークの騎獣︑ノクシァに乗っていけば数時間で着ける︒

の一種だ︒私もたまに乗せてもらうけど︑とんでもなく足が速い︒気付いたら山ひとつ

ノクシァはスレイプニルと呼ばれる八つ足の黒馬で︑クラウィゼルスでも希少な幻 獣

げ ん じゅう

カレスティアの王都から見て︑南方の端にある南公都は結構遠い︒正確にはわからな

ィエラに行くと︒

に来られなかった彼のお爺様とお義姉様に会いに︑イサークの生家がある南公領スルテ

じい

婚姻式にはイサークのご両親とお兄様も出席してくれた︒その際に約束したのだ︒式

こんいん

ベルリオスと婚姻した︒
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越えていたなんてざらだ︒
ふぜい

ただ︑ノクシァに乗ってちょっと夫の実家へ︑というのはあまりにも風情がないとい
おさななじみ

うか︒そこで私が新婚旅行のことを彼に話したら︑それが何故かカレスティア国王 ︱︱
イサークの幼馴染でもあるアマンシオ王にまで伝わってしまい︒その結果︑イサークに
い みょう

そうへき

長期休暇がプレゼントされたのだ︒
天将軍の異名をとり︑国の双璧とも名高いイサークはそれはもう忙しい︒そんな彼に
ぽんとお休みをくれるんだから︑アマンシオ王は相変わらずイサークに甘いと思う︒ま
あせっかくだし︑厚意に甘えて︑のんびり馬車旅させてもらうけど︒
ちなみにカレスティアには︑新婚旅行の風習がない︒
なんせ基本的な移動手段が徒歩か馬︑馬車な世界だ︒ファンタジー的な瞬間移動がで
きる〝転移門〟は緊急用の手段だから︑普通に生活している限り使う機会はない︒そん
に い

けい しょう

な中で︑世の新婚カップルが皆旅行に出かけるという文化はなかなか根付かないだろう︒
本当はお義兄様であるスルティエラ公爵の爵位継 承 式に合わせて行きたかったけど︑
どうしても日程が調整できなかった︒泣く泣く手紙と祝いの品だけ送らせてもらったの
は︑春になったばかりの半月前だ︒
さて︑この旅行は公爵家への顔見せのほか︑公的な意味合いも結構大きい︒南公領へ

の正式訪問に新公爵のお祝いと︑国から伯爵位を授かっているイサークとその夫人とし

こう じょう

ての︑色んな目的があるのだ︒イサークがどんなにいいと言ってくれていても︑気を引
き締めるべきだろう︒
国の四方の守りを固める公爵は︑住居と公務の場を兼ねた公城と呼ばれる城に暮らし

﹁ええと⁝⁝まず真っ直ぐ公城に行くんだよね︒あー︑口 上 吹っ飛びそう⁝⁝﹂
ている︒
王城より小さいから安心しろと言われたけど︑どこに安心できる要素があるんだろ

じじい

あ ね

き

貴と爺だけだぜ？ それに義姉貴とは手紙のやりとりもしてるだろ﹂

き

あ ね

﹁嫁にって急いだのは俺なんだから︑そんなに気負うなよ︒つうか︑挨拶ったって義姉

を出す前にお嫁さんになっちゃったんだから︑きっちりご挨拶したいもの﹂

﹁あれは頑張って神子様っぽく意識してたんだよ︒今回は立場が違うし⁝⁝ご実家に顔

することも⁝⁝﹂

﹁披露目の時は各国の代表を前に︑あんなに優雅に振る舞ってたじゃねえか︒今更緊張

ひ ろ め

いる夫の家族に挨拶するなんて︑色んな意味で心臓がどきどきする︒

いくら一時期王城に住んでいたとはいえ︑庶民意識が抜ける訳もない︒お城に住んで

うか︒
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﹁それはそれ︑
これはこれ︒
他にもイサークがお世話になった人がたくさんいるんでしょ
う？ 気負うっていうか︑単に気合入れてるの︒あなたのお嫁さんとして恥ずかしくな
いようにしないと﹂
ささや

す

﹁ハッ︑俺の嫁に誰が文句つけんだよ︒今日も綺麗だぜ﹂
甘く囁き︑私の髪を軽く梳いて︑キスまで落としてくる︒相変わらず︑イサークは私
だけど︑ここで〝そう言ってもらえるなら安心〟とはならない︒

をきゅんきゅんさせる天才だ︒
﹁ありがとう︒でも︑色々おさらいしなきゃいけないから︑向かいに座って﹂
ほどこ

ベルリオス伯爵家の馬車はさすがというか︑大きくてしっかりした造りだ︒ところど
ころにシンプルで綺麗な彫刻が施されていて︑柔らかい座席にふかふかのクッションま
で付いている︒
最初は向かい合わせで普通に座っていた私達だけれど︑それが隣合わせになるのに︑
それでも南公領の予備知識は何とか頭に入れることに成功した⁝⁝膝に乗せられて甘

さして時間はかからなかった︒そうなるともう︑イサークのスキンシップの激しいこと︒

てっ

やかされながら︒申し訳ないけど︑これ以上いちゃいちゃしている余裕はない︒今はい
ざという時の知識の補助役に徹してほしかった︒

﹁あんだけ勉強したのにまだやんのかよ︒っとに︑真面目だな﹂
﹁知識は腐らないお宝︒大体︑夫の実家のこと何も知らずにのこのこいけないよ﹂
かたすみ

そう返すと︑イサークは不満げながらも︑私の頬にキスをしてから向かいの席に移っ
これは本を読んだり彼に聞いたりして︑私なりに南公領やスルティエラ公爵家につい

てくれる︒視線で再度感謝を示してから︑私は席の片隅に置いていた手帳を手に取った︒
てまとめたノートだ︒南公領は広く︑領地自体にはとっくに入っている︒ただ︑公城が
ある南公都スルティエラは︑中心地なのに領内の最南端にあるのだ︒
おいおい

私がまとめたのは︑とりあえず南公都周辺について︒領地全体や近隣の貴族について

見ていた︒

ふと顔を上げれば︑放っておかれているにもかかわらず︑彼は飽きた様子もなく私を

ていないかおさらい︒

こともなく︑
ページを捲っていく︒記憶と情報を照らし合わせつつ︑
覚えたことが間違っ

めく

しばらくの間︑車輪の音とペンが紙に擦れる音だけが車内に響いた︒振動で眠くなる

こす

手帳を開きながら︑都市の基本情報や周辺状況を確認していく︒

強しようと思う︒

も学ぶべきかもしれないけど︑今回は時間がなくて情報を絞ったので︑その辺は追々勉
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がゆ

⁝⁝微笑ましく思っているような︑優しげな視線を向けられると何だかむず痒い︒
﹁なぁに﹂
﹁いや︑俺の故郷のこと頑張って知ろうとしてくれてんだなと思ってよ﹂
﹁当たり前でしょ︒私の第二の実家になるんだから﹂
﹁ちゃんと会話についていけるように︑何か変なこと言って俺が恥かかねえようにって
か？ ンなこと気にしねえでもいいのに︑いじらしいっつうか﹂
せきばら

あ︑
やめて︒その甘い笑顔は今禁止︒いちゃいちゃに突入しそうな雰囲気も禁止だから︒

うなず

ついわざとらしく咳払いをして︑私は話を真面目な方向に戻そうとあえて声を大きく
する︒
﹁あのさ！ 南公都はやっぱり︑王都とは雰囲気が違うんだよね？﹂

ひ

かわ

甘い方向に持っていくことを一旦諦めたのか︑イサークは向かいから動かないまま頷
いた︒
しい﹂

﹁ん？ そりゃあな︒うちは陽の河挟んで国境があるし︑遺跡も多いから人の流れが激

ひ

かわ

カレスティア王国は中央に王都︑四方に公都と呼ばれる四公爵が治める都市を持つ︒
四つの公都にはそれぞれ特徴があり︑南公都は陽の河と呼ばれる巨大な河から近く︑

おも

主に貿易や遺跡で栄えているという︒

かわ

貿易で繁栄するのはわかるけど︑遺跡とは︒以前そう思って質問したら︑地図を出し
ひ

て説明された︒
南公都と陽の河の間には深い森があるため︑普通の人は整備されている道以外通ら
ない︒

はん しょく

その森に︑大小数多くの遺跡︱︱ 魔物が発生する︑いわゆるダンジョンのようなも

お

仕組みなど全く知らないので︑ただとんでもなく便利な道具だということだけ認識して

には人が創り出せないような希少な魔道具も眠っているという︒ちなみに私は魔道具の

更に遺跡からは Ｒ Ｐ Ｇ よろしく魔道具が発見されることもあるらしい︒大きな遺跡

ロールプレイ ン グ ゲ ー ム

とも手に入りやすいとされている︒

力溜まり〟と呼ばれる採掘 場 以外に︑魔物の体内からも取れるので︑魔石は遺跡でもっ

さいくつ じょう

まず︑
魔石が手に入る︒
魔力を帯びた魔石は様々な魔道具の動力源だ︒
遺跡内にある
〝魔

こで得られる恩恵は大きい︒

遺跡内は魔物が跋扈し︑外界では有り得ない地形や罠がひそむ危険区域だ︒ただ︑そ

ばっ こ

クラウィゼルスには遺跡の外で繁殖する魔物と︑内部から発生する魔物がいるらしい︒

のがあるのだ︒

※ただし休暇中
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いる︒
おか

おとず

ばいばい

遺跡は危険を冒してでも入る価値のある︑貴重な資源だ︒それを目指して冒険者や研

きわ

究者達が南公領を訪れ︑商人達は魔石や装備品の売買を求めて集まり︑お金と人の流れ
いっかくせんきん

ができるという仕組みのようである︒
にぎ

ダンジョンもとい遺跡︒一攫千金を狙う冒険者︒ファンタジー︑ここに極まれりだ︒
﹁遺跡があって冒険者も多いなら⁝⁝何ていうか︑南公都は賑やかな感じ？﹂
﹁まあな︒血の気の多い奴もいるが︑基本的にはおおらかで適当な人間ばっかだな︒頭
柔らかくしとかねえと︑うちでは暮らしていけねえ﹂
ど⁝⁝﹂

﹁ 国 民 性 な ら ぬ 都 民 性 な の か な︒公 都 の 全 員 神 経 質 で す っ て 言 わ れ る よ り は い い け

おさななじみ

﹁東公の︑クリスのとこはそういうのが多いぜ︒あそこは神経の細い奴ばっかだ﹂
にぎ

﹁ああ︑うん⁝⁝わかりやすいね﹂
手帳にペンで小さく〝賑やかでおおらか︒血の気が多い〟と書き加えておく︒
血の気の多さを物語る場面は︑できれば近くで見たくはない︒平和が一番だ︒
余談ながら︑神経質な人ばかりと言われた東公都は︑イサークのもうひとりの幼馴染

であるクリス︱︱クリスティアン・ラサロ・フレータ地聖魔術士団団長の故郷だ︒そん

うなず

なに話をする機会はないものの︑横で見ているだけでも確かに神経質っぽいと頷ける人
である︒
﹁それで︑都市の東側が市街地で︑西側は冒険者達の拠点が多いんだっけ？ あー︑地
図とかあればいいのに﹂
ひ さん

あ

﹁ンなもんわざわざ作らねえよ︒公城見りゃあ自分がどこにいるか大体わかるしな﹂
﹁私︑ガイドブックなしで旅行にいくと大体悲惨な目に遭ってきたから﹂
自信たっぷりに言われるとそうなのかも︑と思ってしまうけど︑ひとつ問題がある︒

﹁俺が案内してやんだから必要ねえ﹂

んだ︒

お招きの手紙はたくさんもらっているものの︑私ははじめての訪問先に南公領を選

たことがない︒

トップであるミュシオス老からぜひにと乞われ聖地に赴いた以外︑他国や地方にはいっ

おもむ

婚姻して半年︒今まで私は王都から不特定多数に祝福を送っていた︒だが︑五聖教の

こんいん

ることも︒

今回のイサークの訪問はすでに都民に知らされている︒当然︑夫人である私が同行す

﹁イサーク︒一応聞くけど︑私このまま市街地を歩いたらまずいよね？﹂

※ただし休暇中
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ことほぎ

夫の故郷を真っ先に祝福したいと思うのは︑悪いことじゃないはず︒そう考えたから︑
ではなく︑ベルリオス伯爵夫人としてなので非公式訪問という形になるけど︒

今回の旅程には公都の神殿への訪問も組み込んである︒一応この旅は言祝の神子として
さすがに身内びいきが激しい自覚はあるし︑これ以上お招きを無視するのも厳しい︒
こも

ことほぎ

だから年内には親交国などを中心にいくつかの神殿を訪問するつもりだ︒
ただ︑そんな半引き籠りな言祝の神子がはじめて王都から出てきたとなったら︑南公
領だってそれは熱狂するだろう︒
﹁いけねえっつうか︑すげえ混乱が起きる︒オメエの立場が立場だかんな﹂

さっとう

幸せのおすそ分けとして祝福をするのはいい︒旅の途中に寄った神殿でも少し祝福し

﹁だよね⁝⁝﹂
たしね︒
だけど︑無防備に出ていって道行く人に殺到されるのは困る︒それは冗談ではなく︑
予想できる事態だ︒
出かけるとしたら王都と同じようにお忍び︑
ということになるのかな︒
﹁イサークも目立つから︑一緒にお出かけは無理だね﹂
たいざい

﹁何でだよ︒時間はあんだろ？﹂
確かに滞在日数は多めに取ってあるので︑南公都をゆっくり回れると思う︒

きょ く

ただ︑イサークはとても目立つ︒どう変装しても巨躯の超絶男前を隠せる訳がないし︑
地元なら尚更彼の顔を知っている人も多いだろう︒
﹁いや︑あなたはお忍び観光とかできないでしょ﹂
そ

け

きゃしゃ

真顔で首を横に振ると︑イサークは鼻で笑ってポケットから何かを取り出した︒
鈍い金でできた素っ気ないネックレスと︑銀でできた華奢なチェーンブレスレットだ︒
こも

ネックレスには三つ︑ブレスレットには二つ︑それぞれ透明の小さな魔石がついている︒

求められるまま手を出せば︑銀のチェーンが手首に巻きつけられる︒

魔力が籠っているようだから魔道具だというのはわかるけど⁝⁝

私の疑問を丸無視したイサークが︑魔石のひとつに触れる︒
透明な魔石が一瞬だけ輝きを揺らめかせ︑パチリと音を立てたように聞こえた︒

﹁だから何⁝⁝﹂

﹁赤はちいと違えんだよなぁ︒ああ︑そうだ︒元々こういう色だったか﹂

ちげ

﹁いきなり何なの﹂

﹁トモエ︑何色がいい？﹂

﹁え︑うん﹂

﹁これがありゃあ︑
気にすることなく出かけられる︒
オメエはこっちだ︒
手ぇ貸してみろ﹂

※ただし休暇中
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﹁⁝⁝何つうか︑逆に目立つな﹂
魔石から手を放したイサークが︑私の髪に触れる︒
ハーフアップにしているそれがさらりと流れて︑視界につやつやの黒髪が映った︒

つか

⁝⁝ん？ 黒髪？
﹁なにこれ﹂
両手で髪を掴んで目の前に持ってくる︒
き きょう

クラウィゼルスに来て︑黒目黒髪だった私の色彩は変わった︒髪は朝焼けに似た薄紫
色に︑目は桔梗のような青紫色に︒
だいぶ見慣れてきたその髪は︑今は元の黒色になっていた︒
へん げ

ちげ

﹁変化の魔道具だ︒オメエに渡したやつは髪と目の色が変えられる︒そんだけでも結構
印象が違えからな⁝⁝だが︑まずいな︒いつもより神秘的な感じになっちまったぜ﹂
また魔石に触れて︑パチリパチリと音を立てながら濃い栗色や金髪に変えられる私
の髪︒
﹁ちょっと︑ころころ変えないで﹂
しんそう

そんな適当に⁝⁝もっとこう︑おもしろい魔道具に触れた感動ってものに浸らせて︒
﹁暗い髪色のオメエもいいな︒肌が白いから︑まさしく深窓の令嬢っつうか﹂

﹁元々はそういう色だったんだけど⁝⁝ていうか︑遊ばないでよ﹂
﹁ハハッ︑悪い︒俺の嫁さんが何でも似合うからつい︑な﹂
全然悪びれる様子のないイサークが︑再び黒色に戻された私の髪にキスをする︒

はじ

懐かしい黒髪に彼の唇が触れるのは︑何だか変な感じだ︒まるで私のじゃない髪に触
れられているような気持ちになってしまう︒
こ

こ

少しおもしろくなくて︑左手首につけられたブレスレットに触れる︒魔石を爪で弾き

﹁明確なイメージが大事なんでしょ？ あと︑発動に適切な魔力量﹂

﹁お︑魔道具の扱い︑慣れてきたじゃねえか﹂

戻ってきた︒

かわからないので︑少しずつ段階を上げていく︒すると︑パチリと音を立てて薄紫色が

ながら︑元の色に戻すイメージでじわりと魔力を籠めてみた︒どれくらい籠めればいい

※ただし休暇中

だけど︑それ以外はさっきも言ったように魔力量の調整とイメージが重要なのだ︒

力を籠めればいいというものばかりではない︒日常で使う生活用品のような魔道具は別

こ

確かに最近︑魔道具の使い方についても色々チャレンジしている︒魔道具は︑ただ魔

褒めるように髪をくしゃりと撫でられて︑妙に気恥ずかしい︒

ほ

﹁そうそう︒その辺も頑張って勉強してんな﹂
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加えて︑魔術や神術を使う方法も学んでいる︒この世界なら誰もが持っている魔力を
あふ

使う魔術︒天上世界から降ってきた力で︑世界でも一部の人だけが持つ神力を使う神術︒
どちらもファンタジー感が溢れるものだから︑勉強していて結構楽しい︒
魔術はやっと初級魔術をクリアしたあたり︒逆に神術は神子の特性と元々尋常じゃな

ゆ

い多さの神力があるからか︑色々できるようになってきた︒今は中級を越えて上級に入
ち

熟達というレベルには全く及ばないけど︑今では神術で治癒も浄化も結界を張るこ

じゅくたつ

るくらいか︒
ともできる︒ただ⁝⁝イサークの隣にいて︑全力で神術を使う場面なんてこないと思う︒
学んだことは無駄にならないと信じているものの︑今のところは魔道具の扱い方くら
いにしか生かされていなかった︒
﹁この魔道具︑割と簡単に発動できるようにしてあるでしょう︒体を変化させるのは︑
結構複雑な魔道具だって聞いたけど﹂

しゃくどういろ

﹁まぁな︒地聖魔術士団でこういうの得意な奴がいっから︑
魔石の加工だけ頼んだ︒ちゃ
んと思い浮かべりゃあこんなこともできる﹂
イサークがまた私の髪色をいじり︑今度はメッシュのように一筋だけ赤銅色にされて
しまった︒

そろ

鏡を見なくても︑おかしいのがわかる︒無言で元に戻すと笑われた︒
﹁やっぱ俺とお揃いはナシか﹂
﹁少なくとも髪色はなしでしょ︒ねぇ︑イサークは何色にするの？﹂
﹁そん時の気分で変えっから︑特に考えてねえな﹂
﹁⁝⁝ていうか︑変えたとしても︑顔ですぐバレるんじゃない？﹂
﹁その辺はあとでのお楽しみ︒絶対うまくいくから︑大丈夫だ﹂
ウインクと共ににやりと笑みを返されて︑ブレスレットを外されてしまう︒

﹁手帳はいいのか？﹂

時間がないと焦っていたはずなのに︑むしろリラックスしてしまった気がする︒

溜め息交じりに言って︑全部スルーしておく︒

ま

﹁南公都のこと︑教えて﹂

⁝⁝この人に下手に出られると︑何でも許しちゃいそうになるけど︒

した て

そんな甘い声ごときでごまかされると思ったら大間違いだ︒

﹁むくれないでくれよ︒可愛い顔が台無しだぜ﹂

﹁脱線させた本人が言うの︑それ﹂

﹁ほら︑おさらいしなくていいのか？ 途中だろ﹂

※ただし休暇中
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﹁いい︒ここまで来たら地元民の生の声聞いた方がためになる﹂
﹁道中でも色々話したけどよ⁝⁝何が聞きたい？﹂
﹁何でも︒重要じゃなくても︑おもしろかったことでも︑何でも教えて﹂
公的訪問︑夫の実家にお招き︒それ以前に︑この旅は新婚旅行なのだ︒私は構え過ぎ
なのかもしれない︒まず楽しむことを考えてもいいんじゃないか︒ここにきて今更そん
手帳を閉じて席に置いた私に向かって︑彼が手を差し伸べる︒

な風に思う︒

めんざい ふ

おさらいはやめたけど︑果たして夫の膝の上に乗って公都入りをしていいのか︒
少し悩んでから︑私は新婚を免罪符にしようと決めて彼の手を取った︒
× × ×
﹁団長︑だんちょー﹂
だ

まだ動いている馬車の外からかけられた間延びした声に︑はっと我に返る︒
気付けばお膝抱っこされて︑髪を撫でられてキスされて⁝⁝まさしくバカップル上級
者のお手本のような体勢になっていた︒

﹁おう︑もう着くか﹂
せりふ

﹁あとちょっとで公都門の前っすね︒いい加減︑奥さん離してくださいよ﹂
まるで車内を見ているかのようなその台詞に︑慌てて彼の膝から下りて向かいに座り
こ がら

イサークには普通サイズの馬車だけど︑少女と間違われそうな程小柄な私にとっては︑

直す︒
充分身動きできる空間だ︒ちなみにこの世界の平均身長がやけに高いだけで︑私は日本
人の平均身長である︒

ぬし

だるだるな声の主︑イサーク直属小隊長のミゲルは今回の旅のお伴だ︒

﹁そうか﹂

﹁馬車見たら勝手に門は開くと思うんすけど︑一応門番に知らせにいかせました﹂

ないようだ︒

無言で身繕いをする私を見て彼が苦笑する︒さすがにここまできていちゃつき再開は

み づくろ

⁝⁝色々際どいことをしていたけど︑それはエロいことに含まれないのかな︒

きわ

﹁してねえよ﹂

﹁馬車ン中でエロいことしないでくださいよー﹂

﹁おい︑ミゲル︒オメエが余計なこと言うから逃げちまったじゃねえか﹂

※ただし休暇中
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ずいはんしゃ

天聖騎士団の団長ともなると︑余程プライベートなお忍びでない限り︑直属小隊から
しんぺんけい ご

ずいはんしゃ

身辺警護を兼ねた随伴者が多数派遣されるらしい︒でも︑警護をされるイサークが騎士
おも

団で一番の強者だからか︑いつも二名程しか随伴者がいないと聞いた︒
今回は外出時の護衛を雇っていない私が主な警護対象なので︑ミゲルを含め三名と
なっている︒
本当だったら︑神子は五聖教の騎士から専属の者を選ぶことができる︒今まで特に必
要だと思っていなかったが︑これから公式訪問が増えるなら︑その辺のことを考えた方
がいいかもしれない︒
﹁私も専属の騎士が必要なのかなぁ﹂
すが

﹁は？ 何言ってんだ︒俺じゃ不満なのか﹂
軽く目を眇めたイサークが︑声を一段低くしてそう聞いてくる︒
﹁いや︑そうじゃなくて︒天聖騎士団の騎士に毎回私の護衛をしてもらう訳にいかない
でしょう？ 今後神子の公務も増えてくると思うし⁝⁝﹂
このえ

﹁ンなこと気にすんな︒でけえ戦争もねえから︑うちの騎士だってそれなりに暇してん
だ︒アーシオなんか︑王城の近衛士を派遣しようとしてきたんだぜ﹂
﹁王族専属からの派遣はちょっと⁝⁝天聖騎士団さえよければ︑
現状維持だと助かるな﹂

てん か む そう

そば

﹁特に問題はねえよ︒つうか︑オメエは俺が守るから︑どっちだっていいけどな﹂
天下無双の天将軍に守られるなら︑傍に騎士を置く必要はないだろう︒
うなず

ちらりと見えた独占欲がかわいい︒でもそれをつつくとまた膝の上に戻されそうだか
ら︑私は笑顔で頷くだけにした︒
す

ふと︑外が騒がしいことに気付く︒
馬車の防音性が高いのか︑耳を澄ましても正確な言葉は聞き取れない︒

﹁イサークの人気がすごいってことはわかった﹂

﹁な？ すげえだろ﹂

を離してしまう︒

イサークを讃える声︒私を歓迎する声︒色々な声が押し寄せてきて︑思わず壁から体

たた

なって聞こえてきた︒

同じ彫刻が私の席の方にもあったので耳を近づけてみると︑急に声が大きくクリアに

イサークが彫刻された壁の一部を手の甲でコンコンと叩く︒

たた

﹁車内の一部だけ︑
外の音が通るようにしてあんだよ︒
貴族の馬車にはよくある仕掛けだ﹂

﹁よく聞き取れたね﹂

﹁ああ︑大歓迎って感じだな﹂

※ただし休暇中
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﹁まぁ︑俺は滅多にこっから公都に入んねえしな﹂
﹁ノクシァでそのまま空から？ 大丈夫なの︑それ﹂
﹁こそこそ入ってねえから大抵の奴は気付くし︑南公都で俺程身元がしっかりした奴も
いねえ﹂
それはその通りだけど︑門や手続きを総スルーって⁝⁝まぁ︑イサークに関しては多
分大丈夫なんだろうな︒今まで問題なかったみたいだし︒
﹁団長︑このまま入ってくださいって︒後ろの侍女さん達の馬車も﹂
﹁進めろ﹂
間の抜けた声と共に馬車が止まる︒一体どうしたんだろう︒

﹁はいはいーって︑あー⁝⁝﹂
﹁団長︑すんません︑何かすげーことになってきた﹂
﹁何だよ﹂
かし

壁の薄いところに近づいて喋っているからか︑ミゲルの声は私にも聞こえた︒
けんぺい

どこか焦っているようなそれに︑首を傾げる︒
﹁人がどんどん寄ってきて︑門番とか憲兵が対応しきれてねーっす︒さっきから人多い
なーって思ってたけど︑この馬車のために外で待ってた奴がかなりいるみたいっすね︒

こも

予想以上に盛り上がっちまってるんで︑このまま馬車に籠って公城行くのは無理そうっ
すよ﹂
﹁俺が顔見せんのはいいが︑トモエもか？﹂
﹁どっちかっつーと神子様を一目見たいって感じっすかね﹂
﹁だよなぁ﹂
大きく溜め息をついたのは︑イサークが先かミゲルが先か︒
無防備に市街地に出たらまずいけど︑この場で顔を出すくらいは大丈夫なのかな︒で

﹁乱したのは誰？﹂

﹁律儀だな﹂

アルカイックスマイルの練習をすればオッケーだ︒

いちゃいちゃしていたせいで完全に落ちてしまっている口紅を塗り直し︑髪を整えて

いきなり多人数の視線を浴びるなら︑それなりに準備も必要になる︒

言いながら常備してある簡易的なメイク道具を取り出す︒

﹁ちょっと待ってね﹂

﹁しょうがねえ︒トモエ︑出られっか？﹂

も︑それで更なる混乱を招くのも⁝⁝

※ただし休暇中
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﹁そりゃあ俺だ﹂
そう楽しげに笑うと︑イサークは馬車の扉を開けて外に出た︒
くら

ひ

彼が差し伸べてくれた手を取り馬車から降りれば︑まず昼間の明るい陽が目を焼く︒

ど とう

つらぬ

思わず目が眩んで少しよろけてしまったが︑彼はしっかりと私の肩を抱いて支えてく
れる︒
視線を上げて少し微笑むと︑彼が何かを言うより先に怒涛のような歓声が耳を貫いた︒
﹁う︑わ⁝⁝﹂

し ほう

ぎょうこう

たくさんあってよく聞き取れないけど︑歓迎されているということだけは伝わって
くる︒
ことほぎ

﹁すごいね﹂
﹁言祝の神子は世界の至宝︒目にできただけで僥倖ってやつだ﹂
おもむろにイサークが私の腰を抱き︑腕に座らせるようにして抱き上げる︒
どよめきというか悲鳴というか︑何ともつかない声が起こった︒
﹁えっ︑いきなり何？﹂
﹁どうせオメエのことだから︑祝福すんだろ？ 遠くまで見えるようにしてやるよ﹂

けっ しょく

﹁歓迎してくれてるんだし︑するけど⁝⁝この体勢恥ずかしい﹂

だ

あかねいろ

子どもを抱っこするような体勢に︑じわじわと頬の血色がよくなるのを自覚する︒
あかし

そんな私を見て苦笑したイサークだが︑少しだけその茜色の瞳が赤みを増したよう
に見えた︒それは彼が感情を高ぶらせている証で⁝⁝いつも恥ずかしい程の熱っぽさを
う︑嬉しいんだけど︑今はスルーさせてもらっていいかな？

感じさせるのだ︒
﹁ったく︑可愛い顔すんなよ︒そこまで見せつける気はねえんだから﹂
幸い︑平穏に生きるために身につけた面の皮の厚さには定評がある︒

つら

﹁待って︑落ち着くからちょっと待って﹂
深呼吸をして冷静さを取り戻す︒数秒で自分の顔から余計な熱が引いたのを感じて︑

個人の名前を呼ばない限り︑直接私の声は届かないから︑きっとほとんどの人は私が

銀の光が巻き上がって︑その場に降り注ぐ︒

ない︒祝福は神様からのご褒美で︑常に与えてもらえるものではないと思うからだ︒

ほう び

人の感じる幸せはそれぞれだから︑具体的には指定しない︒そして大きなものは願わ

私が万人に対して言祝ぐ内容は︑いつも幸せについて︒

こと ほ

﹁私達を迎えてくれた人々に︑どうか幸せに満ちた今日を﹂

私は右手をすっと上げた︒

※ただし休暇中
私は言祝の神子らしい２
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こと ほ

あふ

何を言祝いだかわからなかっただろう︒それなのに湧き上がる大歓声︒祝福をもらった
こた

ことに対する喜び︑そして感謝が場に溢れている︒

たが

イサークと共に手を振ってそれに応えていると︑ひょいと抱き直されて馬車に戻され
てしまった︒
﹁これ以上は無理だ︒警護を固めてねえから︑誰かが興奮して箍外れたら皆押し寄せて
きちまう﹂
私を抱き上げ膝に置いたまま︑彼が溜め息をついた︒
外の熱狂がここまで聞こえてきて︑馬車が動き出す振動と混ざって車内が揺れる︒
もう少しひっそりと歓迎してくれてもいいんだよと言いたいけど︑無理なんだろう

とうと

うやま

ことほぎ

尊ぶ︒敬うのが当たり前なんだよ﹂

まだ世界に認知されて一年足らずなのだ︒神子として歩む人生はこれからと言えばこ

たりするのは未だに慣れない︒

いま

自分が言祝の神子だという自覚はある︒それでも︑無条件で敬われたり大歓声を浴び

うやま

﹁世界中の信徒にとっちゃあそんな気軽な存在じゃねえ︒世界を言祝ぐ神子を︑世界は

こと ほ

﹁見かけたらその日いいことがある︑みたいな存在だと思ってくれればいいのに﹂

なぁ︒

※ただし休暇中
私は言祝の神子らしい２
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れからなんだろうけど︒
め ざと

﹁神殿に行く時︑すごいことになりそうだね﹂
こう じ

に い

﹁公示はしてねえが︑目敏い奴らが神殿前に張ってそうだな﹂
﹁⁝⁝お義兄様︑公爵家の私兵貸してくれたりしないかな？﹂

こんいん

か あ

と う

か もく

﹁わざわざ兄貴が出さなくても︑おふくろが喜んで貸してくれんだろうよ︒おふくろ︑

か あ

オメエのこと大好きみてえだから﹂
﹁えっ ﹂

むすめ

か あ

こんいん

か れつ

あ ね

﹁ふたりが恐縮しちゃうから︑先に話を通しておきたいんだけど⁝⁝時間あるかな？﹂

てたぞ﹂

から︑おふくろは相当女の会話に飢えてたんだと︒オメエの侍女達とも話したいっつっ

う

﹁つうか︑女の華やいだ雰囲気が好きなんだろうな︒うちはとことん男ばっか生まれっ

ろうか︒お爺様も何だかすごい人だと聞くし︒

じい

ベルリオス家の直系はお義母様の方らしいから︑代々苛烈なところがある一族なんだ

い光景だ︒

細身の美女が身長二百センチメートル相当の成人男性を締め上げる⁝⁝想像したくな

﹁そ︑そうだったんだ⁝⁝﹂

相当嬉しかったんじゃねえか？ 興奮して俺の胸倉掴んで締め上げたくれえだし﹂

むなぐらつか

貴と合わせて義娘がふたりできるのは諦めてたみてえなんだ︒顔にはあんま出てねえが︑

き

﹁おふくろは娘がたくさんほしかったらしくてな︒俺が婚姻する気配もねえから︑義姉

記憶があるけど⁝⁝

気遣ってか結構話を振ってくれた︒距離感を測りかねていた私にも優しく接してくれた

はか

まさしく美魔女という言葉がぴったりなお義母様は︑お義父様が非っ常に寡黙なのを

び ま じょ

イサークのお母様︑もといお義母様には婚姻式とその前後に会っている︒

!?

﹁とは言い切れねえな﹂

﹁いくらなんでもそれはないでしょう﹂

んねえ﹂

﹁おふくろの気分次第だろうな︒もしかすると︑公城の玄関に陣取って待ってるかもし

※ただし休暇中

る︒今はもう一台の馬車に荷物と同乗しているのだ︒

今回の旅のお伴はベロニカとロシータ︱︱私に最初から仕えてくれている侍女達であ

りと︑イサークの御屋敷で婚姻式の準備をしていた時に雇ったふたりだ︒

こんいん

私の侍女は現在四人いる︒悪党に監禁されていた時からお世話をしてくれているふた

﹁⁝⁝⁝⁝そう﹂
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か あ

公城に着いたらすぐ話せるタイミングがあるといいんだけど⁝⁝お義母様の気分は︑
どんな具合なんだろうか︒
﹁今通ってる場所は︑大通りみたいなところ？﹂
﹁そうだな︒公城までは一本道だ﹂
今までの街道よりゆるやかな振動が︑馬車を少しだけ揺らす︒
公城は公都の一番奥にあり︑そこまで馬車で乗り付けられるのは貴族だけらしい︒
都市に近づく前に窓のカーテンを下ろしていたので︑車中から外がどうなっているの
かは見えない︒けど︑相当目立っているのは確実だ︒壁に耳を近づけなくても外のざわ
また降りて祝福をすると︑さすがに大変なことになりそうだから︑このまま通らせて

めきが聞こえる︒
もらおう︒
ま

にぎ

﹁今は馬車が通ってっからそこまででもねえけど︑この通りはちょうど冒険者と都民が
構楽しいぜ﹂

入り交じってて一等賑やかな場所だ︒慣れてねえとちいと刺激的だが︑歩いてみれば結
そこまででもないって⁝⁝物音からしてかなり大勢の人がいる感じがするんだけど︒
もしかして馬車のために一旦規制をかけているのかな︒

にぎ

普段がどこまですごいのか︒刺激的というのが賑やかで楽しめる範囲なのか︒色々気
になる︒
﹁うまく変装できるんだったら歩いてみたいな﹂
﹁任せとけ﹂

だ

﹁うん⁝⁝で︑今更なんだけど﹂
﹁何だよ﹂

﹁自分が気にしないってだけだよね？﹂

﹁気にすることでもねえだろ﹂

馬車を降りる時︑もし彼の言う通り玄関にお義母様がいたら⁝⁝

か あ

ナチュラルにこの体勢でいるのは駄目だろう︒

﹁向かいに座ろう︒せめて膝抱っこはやめて﹂

※ただし休暇中

が言えたことじゃないけどさ︒夫の実家だよ？ いきなりバカップル体勢で実家にいく

嫌じゃないんだけど︑ＴＰＯは大事にしようよ︒公都入りの時点でこの体勢だった私

ほんっとにもう︑何だって私の旦那様はこんなにも甘ったるいのか︒

﹁こら︑どさくさでキスしない！﹂

﹁仲いいとこ見せて何が悪い﹂
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のはきつい︒
あかねいろ

だ

彼のキスを回避しつつ︑茜色のジト目をしれっとスルーして向かいに座り直す︒
﹁ていうか︑子どもじゃないんだから抱っこばっかりしないでよ﹂
﹁何言ってんだ︒ガキにこんなべたべた触るかよ︒まぁ︑オメエが気にすんなら今はや
めとくが⁝⁝あとで思う存分触らせろ﹂
今度は私の方がジト目になってイサークを見るものの︑彼は気にせず笑う︒

﹁⁝⁝言い方がいやらしい﹂
確かに私も楽しもうとは思っているけど︑イサークはちょっと楽しみ過ぎなんじゃな

うなず

でも︑やっぱり嫌な訳じゃないのだ︒彼とこんなに長く一緒にいられるのははじめて

いか︒
で︑私だってかなり浮ついてしまっている︒
真面目に真面目にと思っても︑流されてしまうのはある意味当然だ︒
︱︱せめて挨拶だけでもしっかりしないと︒
そう決意して︑私はわざとらしく溜め息をついてから︑結局彼の言葉に頷いた︒

第二章

レンガ

しま

王城より小さいから安心︑というのは一体どういう意味だったんだろうか︒
つな

レンガ

眼前に広がるのは︑煉瓦と白石で作られた縞模様が特徴的な︑やや低めないくつかの
へだ

義母様を連れ戻してくれた結果のようだ︒

か あ

出迎えようと先程までここにいたらしい︒今姿が見えないのは︑公城の使用人総出でお

イサークの言う通りお義母様が待っていることもなく⁝⁝と思いきや︑実際は私達を

か あ

番と公爵家家令︑それと公爵補佐官だった︒

価値観の違いをひしひしと感じながら馬車から降りた私達を出迎えたのは︑普通に門

ムさがない︒

重厚感がある雰囲気と言えばいいんだろうか︒
とにかく︑
どこにも安心できるアットホー

戦時なども想定して造られた城だと聞いていたけど︑何となく理解できた︒王城より

りと繋がっていて︑それ以外は深い堀で隔てられている︒

つな

塔を円状に繋いだお城︒城壁は綺麗な煉瓦色︒城門前にひとつだけある大きな橋は大通

※ただし休暇中
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ばんさん

さすがに何の準備もなくご挨拶するのはハードルが高い︒公城の皆さんには感謝だ︒
旅の間はほとんど座っているだけだった︒何日も馬車の中にいて︑宿に泊まる時も無

そこから予定通り部屋に案内され︑
挨拶を兼ねた晩餐まで休息を︑
ということになった︒

うたた ね

し たく

用な混乱を招かないようにできるだけ動かなかったので︑気疲れしていたのかもしれ
ない︒
し たく

すぐ傍で寝顔を見ているだけだったイサークに文句を言いながら仕度をし︑いざ会場

そば

私はまさかの転寝をしてしまって︑気付けば仕度をする時間になっていた︒
へとなったのだが︒
部屋の扉を開けると︑案内してくれるはずの使用人はいなかった︒代わりに⁝⁝
﹁予定より少し到着が遅いようだったから心配したわ︒門の前で暴動寸前の騒ぎになっ
たと聞いたけど︑大丈夫だったかしら？﹂
﹁ええ︒歓迎してくれただけで︑暴動なんて物騒なものではないです﹂
あで

び ま じょ
しん く

﹁ならよかった︒せっかく南公都に来てくれたのに︑
悪い印象を持ってほしくないもの﹂
か あ

私達の案内役となったのは︑艶やかなドレス姿の美魔女︒
あかねいろ

お義母様 ︱︱バネッサ・カミラ・ベルリオス＝スルティエラ前公爵夫人だ︒深紅と言っ
ていい程深みのある赤髪と︑彼と同じ茜色の目をした︑とても美しい人︒

ばんさん

どうやら︑私に会うのを晩餐まで待ちきれなかったらしい︒侍女を振りきり使用人を

ことほぎ

どかして案内役をもぎ取ったと聞いて︑この強引なところはイサークと親子だなぁと
思った︒
﹁南の人間はお祭り好きなのよ︒息子がお嫁さん連れて里帰りして︑しかも相手が言祝
か あ

の神子様なんて︑盛り上がる要素しかないわ﹂

めがね

かな

やや鋭く感じるお義母様の目が優しく細まり︑隣にいる私に温かい視線を注いでく

ばあ

か あ

彼のお婆様は数年前に亡くなったと聞いた︒元々体が弱く︑ここまで長生きしたこと

ばあ

﹁ああ︑爺も婆さんにべったりだったな︒そういや﹂

じじい

全く⁝⁝本当に父上にそっくりね﹂

﹁譲りなさいよ︒どうせ旅の間中︑ずうーっとべたべたして困らせていたんでしょう？

視線を向ける︒

私達の斜め後ろにいるイサークがそう言うと︑お義母様はうんざりと言わんばかりの

﹁おい︑おふくろ︒そこは俺の位置だろうが﹂

たいけど︑そんなに気に入られるような気の利いた言動ができた記憶はない︒

イサークが教えてくれた通り︑どうやら私は嫁としてお眼鏡に適ったらしい︒ありが

れる︒

※ただし休暇中
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じい

ばあ

だいおう じょう

が奇跡だと言われる程の大往生だったらしい︒
いなか

じい

お爺様はお婆様を深く愛していて︑今は晩年を共に過ごした田舎の別邸で暮らしてい
ばんさん

るという︒
ね え

今日の晩餐には参加してくれるそうなので︑やっと会うことができるのだ︒
ぶ ゆうでん

お義姉様とは手紙のやりとりを重ねているので何となく人となりもわかるけど︑お爺
様は人づてに色々な武勇伝を聞いただけ︒
実際はどんな人なのか︑
かなり気になっている︒

じじい

﹁父上がいつも母上を抱き上げるせいで︑私はなかなか母上に抱き上げてもらえなかっ
せめ

たのよ﹂
﹁自分以外が母上に触れることが嫌な訳じゃなくて︑とにかく母上に触れていたかった

﹁心狭えな︑爺﹂

じじい

だけのようよ︒今のあなたみたいにね﹂
﹁わかってんな︑爺﹂
﹁ちょ︑イサーク﹂
か あ

﹁⁝⁝⁝⁝はぁ﹂
じい

こんいん

に い

お義母様がこめかみに手を当てて︑大きな溜め息をつく︒
イサークはお爺様に似ていると︑婚姻式の折にお義兄様も言っていた︒

か

と い う こ と は︑歳 を 取 っ て も こ の 甘 々 い ち ゃ い ち ゃ は 変 わ ら な い 可 能 性 が あ る の
か⁝⁝そして後々子孫にこう言われることになると︒
か あ

⁝⁝節度を大事に生きていこう︑うん︒
か あ

﹁お義母様︑あの⁝⁝﹂
れん

﹁ああ︑いいわぁ︑お義母様って響き︒セシリアにおっとり呼ばれるのもいいけど︑可

憐な声でカーミァ様に呼ばれるのも嬉しい︒
馬鹿息子が引き起こした頭痛も吹き飛ぶわ﹂
確かに母親から見て︑息子のこの開き直りっぷりは頭が痛いかもしれないけど︑それ

義兄であるジェリオ様を含めて皆︑ナチュラルに私を様付けするのだ︒

ぎ けい

ことほぎ

近しい人であれば︑私のことをカーミァ様と呼ぶ︒呼び捨てでも全く構わないのに︑

ずつけられる〝天から贈られた神の恩寵〟という意味の姓をカレスティア風にしたもの︒

奏宮を発音しやすくしてカーミァ︒あとに続くアナ・セレスティアは言祝の神子に必

るけど︑ちゃんとそれぞれに意味もあるのだ︒

いる︒イサークと婚姻したことで︑最後にベルリオスがついて相当長い名前になってい

こんいん

私は公的にはトモエという名前を使わず︑カーミァ・アナ・セレスティアと名乗って

﹁そのカーミァ〝様〟と呼ぶのは︑どうしてですか？﹂

より︒

※ただし休暇中
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ぎ じょう

よど

ことほぎ

か あ

質問をすると︑今まで話しながらも淀みなく進んでいたお義母様の歩みが止まる︒

こう か

﹁そうね⁝⁝いくら義娘とはいえ︑言祝の神子を呼び捨てにするなんて考えもしなかっ
たわ﹂
私の肩書きは︑王族のように降嫁すれば立場が変わるというものではない︒
アマンシオ王でも私を呼び捨てにはせず︑そうするのはイサークだけ︒
でも︑彼の親ならてっきり呼び捨てにしてくれると思っていたのに⁝⁝
とら

﹁ああ︑勘違いしないで︒別にあなたを遠い存在にしたい訳ではないの︒ただそう呼ぶ
のが当然だと思っていたから︒いっそのこと愛称だと捉えてくれてもいいけど︑あなた
か あ

私の思考を先回りしたように︑お義母様がそう言って微笑む︒

が嫌なら改めるわ﹂

むすめ

距離を置かれているのでなければ︑無理に考えを曲げてほしいとは思わない︒
﹁大丈夫です︒私のことを義娘だと思っていただけるなら︑呼び方は何でも﹂
そっちを⁝⁝﹂
だっしゅ

い かく

﹁そう？ でもカーミァ様はもうひとつ秘密の名前があるわよね？ せっかくだから

か あ

﹁駄目だ︒あれは俺ンだから﹂
ついにお義母様から私を奪取したイサークが︑私を腕に収めて威嚇するような鋭い声

を吐き出す︒
トモエという名前はイサークにあげたのだ︒彼はその名をふたりきり以外の時に呼ぶ
はた

あふ

ようになっても︑他の人が呼ぶことを絶対に許していなかった︒
傍から見たらかなりの独占欲に溢れていて︑心が狭いと思われるのかもしれない︒だ

い

よう

けどそれは︑彼が私の名前をとても大切に︑ひとりでしまい込みたい程大切にしている
何よりもの証拠だ︒

ことほぎ

さすがに実の母親にその言い様はどうなのかとは思うけど︑彼の気持ちが嬉しいこと

してくれたのだから︒

か あ

るのも疲れるでしょう﹂

﹁カーミァ様︑嫌だったら嫌と言っていいのよ？ 暑苦しい大男に年中ひっつかれてい

苦笑するその姿は︑言葉の割に楽しそうだ︒

歩みを再開したお義母様が︑やれやれというように首を横に振る︒

ね⁝⁝﹂

﹁三十過ぎても不実な女関係しか築いてこなかった息子が︑ここまで骨抜きになるとは

きず

私の名前をはじめて聞き︑言祝の神子としてしか存在していなかった私を︑トモエに

は確かだ︒

※ただし休暇中
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﹁確かに時と場所と場合を考えてほしいとは思いますけど︑まあ︑嫌じゃなくて困るだ
けなので﹂
そ

け

言いながら︑頬が赤くなるのを感じた︒
み のが

た

いつも素っ気なくかわしているものの︑私だって思う存分いちゃつける時間があるな
ら甘えてしまう︒新婚ののろけと思って見逃してほしい︒時間が経てば落ち着いてく
てっぺん

そんな私の様子を満足げに見て︑イサークが私の頭の天辺に唇を落とす︒

る⁝⁝はず︑だよね？
だから︑ＴＰＯ！ 私以上にメンタル強過ぎないか︑イサークって︒

ひ

﹁可愛いわねぇ︑カーミァ様︒今日のドレスもよく似合っていて⁝⁝ちょっと︑イサー
ほ

ク︒あなた︑ちゃんと褒めたんでしょうね？﹂

つりがね

だいだい

じゅうたん

﹁当たり前じゃねえか︒俺が贈ったドレスと装飾品で飾って︑陽の下で咲くジェリアー
シェみてえだろ﹂
ぐんせい

ジェリアーシェとは釣鐘型の花で︑今頃の季節に︑まるで 橙 色の絨毯のように一斉

だいだい

に咲き誇るらしい︒南公領の隣の領地が一番有名な群生地のようで︑帰りに遠回りでき
たら寄る予定だ︒
﹁ならよろしい﹂

ばんさん

せいせき

いれずみ

せいこん

私の晩餐用ドレスは︑濃い 橙 を基調としたオフショルダーのもの︒鎖骨の間にあるホ
し しゅう

ぬ

と

はば ひろ

ワイトオパールに似た聖石と︑肩に広がる銀色の刺青めいた聖痕がよく見えるデザインだ︒
赤と黄色の糸で刺繍されたレースをドレス全体に重ね︑宝石を縫い留めた幅広の白いリ
ボンでウエストを締めている︒
きゃしゃ

か れん

アクセサリーは金と赤い魔石で作られた華奢な髪飾りとピアス︒髪はふわりと編み込

し たく

んでアップにし︑春らしい感じに︒かつて王城で舞踏会に参加した時より︑可憐さを押
し出したテイストになっていると思う︒これでも人妻なのにね︒
ほ

案内された客室には当然のように続きの間がいくつもあった︒仕度を終えて出てきた

の父親がそうだったから大して気にしないんだろうなぁ⁝⁝

か あ

親の目の前でのろけだらけで何が〝よろしい〟のかわからないけど︑お義母様は自分

ばなかった︒

ただ︑私の褒め言葉の引き出しは浅いらしい︒頑張って言葉を尽くしたけど︑全く及

ほ

か︑遊び心がある洒落者って感じがひたすらかっこよかったのだ︒

しゃれもの

のちょっとラフなタイとか︑黒いコートにあえてわかりにくく入れている同色の刺繍と

し しゅう

もちろん︑私も夜会服に身を包んだイサークの男前っぷりを褒め称えた︒綺麗な染め

ほ

私を見た瞬間︑イサークの褒め言葉の引き出しが全開になったのは言うまでもない︒
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たも

どうせ止めても家族の前で私に触るのはやめないだろう︒私にできることは︑なるべ
イサークのエスコートのもと︑遠い目をしながら回廊を歩いていると︑王城とは少し

く平常心を保つことだ︒
違う雰囲気の物が目立つことに気付いた︒絵画や置物の他に︑武器のようなものが飾っ
てあるのだ︒
﹁まけん⁝⁝魔剣？﹂

﹁ん？ ああ︑それは遺跡から出てきた魔剣だな﹂
とてつもないファンタジー用語が登場してしまった︒
いつぞやにオタク気質な友達が魔剣について語ってくれたことがあったけど︑私の中
にはゲームみたいに︑聖剣を持つ勇者と魔剣を持つ魔王といった︑わかりやすいイメー
ジしかない︒
クラウィゼルスにおいて魔剣とは︑一体どういう扱いなんだろうか︒
した遺跡で見つかったやつだな﹂

﹁うちの森︑この辺りでも特に遺跡が多いんだよ︒これは確か︑八十年前くれえに発生
﹁え︑遺跡って勝手にできるの？ ていうか冒険者と研究者以外も遺跡に入れるの？﹂
本で読んだ内容とは別の情報がぽろぽろ出てきて驚く︒有名だと聞いて調べはしたけ

ど︑まだまだ情報不足だったようだ︒
こんなことならイサークにもっと色々聞いておけばよかった︒そう考えている私の様

こつぜん

子なんてお見通しなのか︑イサークが物々しく飾られている剣を何のためらいもなく手
に取る︒
﹁遺跡ができる瞬間は誰も見たことがねえが︑ある日忽然と現れる︒消える時は前兆が
あって割とわかりやすいんだけどな︒で︑遺跡は貴重な資源だから︑うちの私兵も南方

つか

支部の騎士や魔術士も︑修行と巡回兼ねて入る︒小せえ遺跡なら︑ガキが小遣い稼ぎ目

﹁大丈夫だ︒ンなヘマしねえよ﹂

﹁そんなすごいのここで握らないで！﹂

くれえ起こせんだろ﹂

付与されてたり色々だな︒これは風の魔剣だ︒風属性のない俺でも︑本気で振れば竜巻

たつまき

融合した天然物がある︒魔力を通しやすい性質があって︑属性がついたり︑他の効果が

ゆうごう

﹁魔剣を含めた魔武具ってのは︑人工的に魔石を埋め込んだやつと︑遺跡にある魔石と

すると︑何故かふわりと風が巻き起こる︒

抜身で飾ってあった剣の刃を指で撫でるようにしてから︑彼は剣の柄を握った︒

的で入ったりもするんだぜ﹂

※ただし休暇中
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