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★大切な妹

１．託された力

　「柚明お姉ちゃん、ただいま～。梢子ちゃんを連れて来たよ～。」

　「桂ちゃん、ノゾミちゃん、お帰りなさい。梢子ちゃんもよく来てくれたわね。」

　ある土曜日の昼・・・柚明は優しい笑顔で梢子を出迎えた。

　午前中の部活が終わってから、他には特に予定も無いという事で、梢子は桂に誘われて久しぶ

りにマンションまで遊びに来たのだ。

　あの卯良島での合宿以来、桂の学校を破って全国大会に出場したり、自分と同居する事になっ

た夏夜とナミの件で色々とバタバタしたりで忙しかったので、こうして梢子が桂の部屋に足を運ぶ

のは、随分と久しぶりになる。

　毎日柚明が掃除している為なのか、部屋の中は整理整頓が行き届いていて、まるで新築のよう

な輝きで満ち溢れている。

　その清々しい空間が、梢子には何だかとても安心出来た。

　

　「今日は遠慮せずにゆっくりしていってね。晩御飯もご馳走してあげるから。」

　「はい、それじゃあ遠慮なく・・・って・・・」

　言いかけて梢子は部屋の中にもう１人、自分の他に客人がいる事に気が付いた。

　椅子に座ってお茶を飲んでいるのは、梢子が良く知っている人物。

　「やあ、梢子さん。久しぶりだね。」

　「烏月さん・・・どうしてここに？」

　「ちょっと貴方に用事があったんだけどね。柚明さんから貴方が今日ここに来ると聞かされて、折

角だからここで待たせて貰ってたんだ。」

　「用事？烏月さん、私にですか？」

　「ああ。貴方に渡したい物があってね。昨日完成したばかりなんだけど・・・」

　柚明に案内されて、烏月と反対側の椅子に座る梢子。

　烏月は穏やかな表情で、梢子に一振りの木刀を差し出した。

　

　「梢子さん。貴方にこれを差し上げよう。」

　「これは・・・鬼払い！？」

　

　その木刀は、桂が烏月から護身用として譲り受けた木刀・鬼払いと瓜二つだった。

　いや、見た目だけではない。その木刀に込められた聖なる力もまた、鬼払いの物と同じ。

　まるで梢子の目の前に、鬼払いがもう１本あるかのようだった。

　梢子はその木刀に込められた力を、その身で敏感に感じ取る。



　「そうだね。桂さんの鬼払いと同じで、経観塚のご神木を材料にして作った木刀だから、基本的

に鬼払いと全く同じ代物だと思ってくれて構わないよ。」

　「これを・・・私に・・・？」

　「先程、柚明さんにも『力』を込めて貰ったんだ。だから真剣でもこの剣を傷つける事は出来ない

し、そう簡単にへし折る事も出来ない。貴方の実力ならこの剣があれば、並の鬼が相手なら圧倒出

来るだろう。」

　「でも烏月さん、どうして私なんかにこれを・・・」

　何の事前通告も無くいきなり烏月から霊剣を託されて、梢子は正直戸惑っていた。

　木刀をくれた事自体は嬉しいのだが、何故烏月はこれを自分に託したのか。

　だが烏月が出した答えは、実に単純明快だった。

　「貴方が何かあれば、桂さんと柚明さんが悲しむ・・・そういう事だよ。」

　「烏月さん・・・」

　「それに貴方はその身に、安姫の血を宿しているからね。私達千羽党にとっても、貴方に何かあっ

たら色々と困るんだよ。」

　「・・・色々と利用価値があるから・・・ですか？」

　「貴方の安姫の血が、邪悪な鬼に渡ってしまう事だけは避けたいと言っているんだ。」

　梢子とナミがその身に宿す『安姫の血』は、桂や柚明の『贄の血』程の強力な物ではないが、そ

れでも特別な血だ。それ故に鬼が取り込めば、その鬼は強大な力を得る事になる。

　だからこそ烏月は、鬼切り役としてそういった事態だけは避ける為に、梢子に護身用としてこの木

刀を託したのだろう。

　

　「・・・まあ、利用価値に関しては否定はしないよ。鬼切り役としての任務遂行の為に、貴方の力を

貸して貰わなければならない時が来るかもしれないからね。」

　「はあ・・・」

　「そういう事だから、貴方にこの剣を受け取ってほしい。」

　「それはいいんですけど、烏月さん・・・この木刀に銘はあるんですか？」

　「いや、まだだよ。貴方の為に作った剣だから、貴方が名前を付けるべきだと思ってね。」

　一部始終を聞いていた桂が、自分の腰にぶら下げている鬼払いを取り出して、梢子が貰った木

刀と並べてみた。

　「・・・本当だ。確かに私の鬼払いと瓜二つだね。」

　

　唯一の違いは、桂の鬼払いには柄の部分にマジックで『鬼払い(^_^;)』と書いてある事だった。
　桂はしばらく２本の剣を睨みながら、う～ん・・・と考え事をしていたのだが・・・

　「ねえねえ梢子ちゃん。この木刀の名前、考えてみたんだけど・・・」

　「何よ？」

　

　桂は威風堂々と、自信満々の表情で告げた。

　「鬼払いその２！！」

　「遠慮しとく。」



　…………………。

　「・・・梢子ちゃん、そんなにあっさり否定しないでよぅ・・・（泣）」

　「あのね、桂・・・幾ら何でもそのネーミングセンスは酷過ぎると思うんだけど・・・（汗）」

　「何でよ！？２本目の鬼払いなんでしょ！？」

　「いや、それは間違ってはいないと思うんだけど・・・だからと言ってそれはあまりにも・・・」

　「むー！！」

　ふてくされる桂を見て、柚明はクスクスと小さく笑う。

　そして桂を優しく抱き寄せながら、桂の耳元で小さくささやいた。

　「あのね、桂ちゃん。これは千羽党が梢子ちゃんの為に作った剣なんだから、梢子ちゃんに名前

を決めさせてあげるべきだと思うの。」

　「柚明お姉ちゃん・・・？」

　「言葉は言霊。名前は象徴。梢子ちゃんが心を込めて名前を付けたこの剣は、きっと梢子ちゃん

に力を貸してくれると思うから。」

　「言葉は・・・言霊・・・」

　

　名は体を現す。そして名前はその存在を象徴する物。

　だからこそ柚明は、梢子の為に作られたこの剣の名前を、梢子自身に付けさせるべきだと桂に

諭しているのだ。

　そして烏月もまた柚明と同じ考えで、この木刀に名前を付ける事無く梢子に手渡したのだ。

　

　「梢子ちゃん、何て名前にする？」

　「・・・柚明さん、名前ならいい案が１つ浮かんだんですけど・・・」

　「あら、もう決めたの？早いのね。一体どんな名前なのかしら？」

　梢子の表情に、一片の迷いも無かった。

　「・・・天照（あまてらす）。」

　「天照・・・日本神話に出てくる、太陽を司る女神様の名前ね？」

　「もう、柚明さんったら・・・折角桂に説明してやろうって思ってたのに。」

　「うふふ。で、その心は？」

　

　少し顔を赤らめながら、梢子は恥ずかしそうに柚明に告げた。

　「私、合宿が終わってから、ずっと考えてたんですけど・・・太陽があるから、月は輝くじゃないで

すか。」

　「ええ、そうね。月の光は太陽の光を反射して出ている物だから。」

　「桂と柚明さんは、私にとっては夜空に輝く月のような存在ですから。ほら、いつも私の事を月の

光のように優しく包み込んでくれますし・・・それに桂が卯奈坂で私に見せた、あの術の名前・・・確

か月光蝶っていう名前でしたよね？あれ、柚明さんも使えるんですよね？」

　「使えるも何も、桂ちゃんに贄の血の使い方を教えたのは、私だから。」

　「だから私は、そんな２人を天から照らす、太陽のような存在になりたいから・・・」

　桂と柚明は、自分を優しく照らしてくれる月のような存在。



　そして桂と柚明が使う月光蝶は、月の光のように美しく輝く蝶。

　そして太陽があるからこそ、月は輝く。

　だから自分は、そんな２人を照らし出す太陽のような存在になりたい。

　梢子はその想いから、木刀に天照という名前を付けたのだ。

　「・・・もう、梢子ちゃんったら・・・」

　むぎゅっ。

　柚明は椅子に座っている梢子を背後から抱き締めた。

　いきなりの出来事に、梢子は戸惑いを隠せない。

　柚明の温もりと優しさが、直に梢子に伝わる。そして柚明の体から溢れる、とてもいい匂い。

　「ちょ、柚明さん！？」

　「そんな事を言われたら、こうやって梢子ちゃんを抱き締めるしかないじゃない。」

　「いや、一体何をどうしたら、そんな理屈に・・・」

　「梢子ちゃん、ありがとう。私と桂ちゃんの事を、そこまで大切に想ってくれて。」

　「・・・柚明さん・・・」

　「これからも私と桂ちゃんとノゾミちゃんと、いつまでも仲良くして頂戴ね。」

　とても幸せそうな笑顔を見せる桂、柚明、梢子。

　その様子を見ていた烏月が、溜め息を付いて席を立った。

　そして桂が止める暇も無く、足早に帰り支度を始める。

　「烏月さん、もう帰っちゃうの？」

　「桂さんたちの『愛の巣』に、これ以上私が居座っても邪魔になるだけのようだからね。」

　「・・・も、もう、烏月さんったら・・・」

　「天照・・・貴方らしくて、とてもいい名前だね。梢子さん。その木刀が貴方の力となる事を願って

いるよ。それじゃ。」

　とても穏やかな表情で、烏月は桂たちに見送られて、部屋を出て行った。

２．柚明の誘い

　それから梢子は久しぶりに、桂や柚明との穏やかな一時を満喫していた。

　桂が梢子と将棋を指してボロ負けしたり、梢子が柚明と将棋を指してボロ負けしたり。

　色々と些細な世間話をしたり、桂や柚明と一緒にゲームをしたり。

　こうして３人で顔を合わせてのんびりするのは、本当に久しぶりだった。

　

　桂のマンションで過ごす、とても穏やかな時間。梢子はそれを心から満喫していた。

　そして梢子が柚明の手料理をご馳走になり、お茶を飲んでくつろいでいた頃・・・柚明はとても穏

やかな笑顔で、梢子にこう切り出した。

　「・・・ところで梢子ちゃん、『例の件』については考えて貰えたかしら？」

　「・・・・・！？」



　『例の件』・・・その言葉を聞いた梢子の顔が、急に赤くなった。

　とても恥ずかしそうな表情で、梢子は柚明の顔を直視出来ずにいる。

　その梢子の様子を見た柚明は、とても可笑しそうにクスクスと小さく笑う。

　「・・・すいません、私、最近忙しくて、その事に関して考える余裕が無かったもので・・・」

　「そうね。最近の梢子ちゃんは忙しかったものね。」

　「でも、近い内に必ず答えを出しますから。」

　「ええ。でも慌てる必要は無いのよ？とても大事な話だし、家族の方とも相談して、ゆっくりと考え

て答えを出して頂戴ね。」

　柚明が梢子に切り出した『例の件』。

　それは、梢子が青城女学院を卒業した後・・・つまりは再来年の３月から桂たちと同居するという

事・・・そして戸籍の上でも羽藤家の一員となり、柚明の妹になるという事だった。

　あの卯良島での合宿が終わった後に、桂と柚明が梢子を誘ったのだ。

　

　『梢子ちゃんは、私達の大切な人だから』と。

　さすがに大事な話で、家族の事もあるので即答出来る問題では無かったので、梢子はじっくりと

考えてから答えを出したいと桂と柚明に告げたのだが、最近は色々と忙しくて、梢子はこの件につ

いてすっかり忘れてしまっていた。

　「でも柚明さん。１つだけ、はっきりと言える事があるんです。」

　「あら、それは何かしら？」

　「この部屋は本当に居心地が良くて、桂たちと過ごす時間はとても穏やかで、一緒に暮らすって

いうのも悪くは無いって事ですよ。それに柚明さんの作る料理は、とても美味しいですし。」

　「そう・・・私も梢子ちゃんにそう言って貰えて、とても嬉しいわ。」

　「でも、家族の事もありますから・・・だからもう少しだけ考える時間を貰いたいんです。」

　「ええ。もう１度言うけど、焦る必要は無いからね？」

　焦る必要は無い・・・柚明のこの言葉で梢子はホッとする。

　同居すると言っても、青城女学院を卒業してから・・・再来年の３月からの話だ。確かに柚明の言

う通り、今から慌てて答えを出す必要は無い。

　ただ、ここで暮らす事になるという事も、柚明の妹になるという事も、悪くは無いと梢子が思ってい

る事は確かだ。

　「・・・それと梢子ちゃん。いつになったら私の事を『お姉さん』って呼んでくれるのかしら？」

　ニヤニヤしながら、柚明は梢子にそう切り出した。

　これも合宿が終わった後に、柚明が梢子に言い出した事だ。

　「・・・・・！？」

　梢子の顔が再び赤くなる。恥ずかしくてまともに柚明の顔を直視出来ない。

　「私、梢子ちゃんに言ったわよね？梢子ちゃんは私と桂ちゃんが、心の底から好きになった人だっ

て。私にとって梢子ちゃんは妹も同然なのよって。」

　「それはまあ・・・そうなんですけど・・・」



　「うふふ、これも焦る必要は無いからね。それとも私の事を柚明って呼び捨てにする？その方が

梢子ちゃんらしくていいかしら？私はそれでも構わないわよ？」

　「いや、それは駄目ですよ！！見た目は同じ歳でも、柚明さんは私より１０歳も年上なんですか

ら！！」

　「もう、梢子ちゃんったら真面目なんだから。うふふ。」　　

　自分の大先輩である柚明の事を呼び捨てにするというのは、さすがに梢子には無理だった。

　そして柚明の事を姉と呼ぶ事も、今の梢子にはとても恥ずかしかった。

　ただ、梢子にとって柚明は、まるで本当の姉のような心温まる存在だというのは確かだ。

　梢子は柚明に、どことなく夏夜の面影を重ねていた。

　「・・・と、とにかく、この件に関しては近い内に答えを出しますから！！」

　「梢子ちゃん、何をそんなに照れてるのかしら？」

　「だ・・・だって・・・」

　「そうね、この話はまた今度にしましょうか。梢子ちゃんも困ってる事だし。うふふ。」

　顔を赤くして恥ずかしがる梢子の顔を、柚明はとても穏やかな表情で見つめていた。

　

３．騒乱の中で

　それからもう夜遅くなってしまったので、梢子は自宅へと帰っていった。

　色々と話し込んでいる内に、あっという間に時間が経ってしまったようだ。

　だが、柚明の後片付けを手伝っていた桂が、ある重大な事に気が付いた。

　「あーーーーーーーーーーー！！」

　「桂ちゃん、どうしたの？」

　「柚明お姉ちゃん、梢子ちゃんったら、鬼払いその２を置いていったままだよ。」

　「鬼払いその２じゃなくて天照でしょ？全く梢子ちゃんったら・・・普段はとても頼りになるのに、肝

心な時にうっかりさんなんだから・・・。」

　「えへへ、なんだか夏夜さんみたいだよね。」

　「言われてみればそうね。うふふ。」

　

　柚明は携帯電話を取り出して梢子に電話を掛ける。

　だが、梢子は一向に出る気配が無い。

　電源を切っているのではなく、呼び出し音が鳴っているのに出ないのだ。

　「・・・出ないわね・・・何かあったのかしら？」

　梢子はとても真面目で誠実な人物なので、電車の中では律儀に携帯電話の電源を切っている。

　なので電話自体が繋がるという事は、梢子はまだ電車には乗っていないという事になるのだが、

それでも全く電話に出ないというのはどういう事なのか。

　

　梢子が帰ってからそんなに時間が経っていないので、梢子はまだこの近くにいるはずだ。

　何だか気になったので、柚明は天照を直接梢子に届けに行く事にした。



　「桂ちゃん、ちょっと行ってくるわね。ノゾミちゃん、桂ちゃんをお願い。」

　「柚明お姉ちゃん、気をつけてね？最近は物騒な事件が多いから。柚明お姉ちゃんを力づくで

どうにか出来る人なんて、そうそういないと思うけど・・・」

　「ええ。梢子ちゃんに天照を渡したらすぐに帰ってくるから、ちょっと待っててね。」

　

　何だか嫌な胸騒ぎがする。

　天照を手に、柚明は梢子の元まで全速力で走っていった。

　

　そして、柚明の胸騒ぎは的中していた。

　梢子は自宅への帰り道・・・駅へと向かう途中で、暴走族と見られる不良グループの少年たちに

周囲を囲まれていたのだ。

　梢子の事を好奇の目で見る者、嫌らしい目で見る者、とてもウザそうな目で睨みつける者・・・。

　特攻服に身を包み、バイクに乗った複数の少年たちに周囲を囲まれ、梢子は完全に身動きが取

れないでいた。

　もう夜遅くという事で、周囲には人気が無い。

　騒ぎを聞きつけた近隣住民が警察に通報してくれるかもしれないが、それでも駆けつけるまでに

ある程度の時間が掛かるだろう。

　この状況では、梢子自身の力でこの場を切り抜けるしかない。

　だが梢子は今になって、天照を桂の部屋に置きっぱなしにしていた事に気が付き、歯軋りした。

　仕方が無く、天照の代わりに竹刀を正眼に構える。

　「てめぇ、俺らのシマで好き勝手してんじゃねえよ。」

　「俺らの邪魔しやがってよ。何様のつもりだ？あ？」

　

　ナイフ、鉄パイプ、スタンガン・・・少年たちは様々な武器を手に梢子にじりじりと迫る。

　「随分と無茶苦茶な言い分ね！！自分勝手にも程があるわよ！！貴方達は！！」」

　

　事の発端は、梢子が横断歩道を渡ろうとした時の事だった。

　赤信号、しかも自分が渡ろうとしているにも関わらず、少年たちは信号無視をしてそのまま走り去

ろうとしたのだ。

　それで梢子はバイクに轢かれそうになった物だから、それに激怒して少年の１人を問答無用で

捕まえて文句を言ったのだが、仲間に手を出したという理由から、他の少年たちの逆鱗に触れて

しまったのだ。

　彼等は梢子に対して

　「ここは俺らのシマ（縄張り）だから、何をしようが俺らの自由なんだよ。」

　と力説するのだが、もちろんそんな無茶苦茶な言い分が梢子に、というか一般常識として通用す

るはずが無い。

　

　「おい、この女・・・よく見るとすっげえ可愛くね？」

　「うほ、スタイルも中々いいじゃねえか。」

　「なあなあ姉ちゃん。俺らと一緒に遊びにいかねえか？」

　



　中には嫌らしそうに舌なめずりしながら、梢子を凝視する者までいる始末だ。

　そんな下劣な少年たちを見て、梢子は強い嫌悪感を感じた。

　一体彼等は親や学校から、どんな教育を受けてきたのか。

　彼等の存在は全国で社会問題にまでなっており、テレビで特番も数多く組まれている。

　どうしてこの日本では、このような愚劣な者たちが数多く存在するのか。

　「悪いけど私は、貴方達のような人と付き合うつもりは無いから。」

　「おっ、いいねえ。俺は姉ちゃんのような強気の女が好みなんだわ。」

　

　周囲を完全に囲まれており、梢子に逃げ場は無い。

　だが梢子に焦りは全く無かった。

　あの卯奈坂での出来事、そして卯良島での根方宗次との壮絶な戦いに比べたら、この程度の事

など別にどうという事は無いのだ。

　慌てる事なく冷静に、しかし油断する事も無く、相手の出方を見る。

　梢子に欲情して我慢が出来なくなった少年の１人が、梢子にスタンガンを向ける。

　触れただけで全身に電流が走る凶器。だが梢子は全く動揺を見せない。

　根方宗次の神速の斬撃、そして根方クロウ流の究極奥義・海石瑠。

　それを体験し、打ち破った梢子には、少年の動きが物凄いスローモーションに感じられた。

　

　「・・・はっ！！」

　「ぐあっ！！」

　梢子の竹刀が、的確に少年のスタンガンを叩き落とす。

　地面に落ちたスタンガンが、バチバチっと激しい音を立てる。

　

　「てめえ、やりやがったな！！」

　「ぶっ殺すぞコラァ！！」

　それをきっかけにして、少年たちが一斉に梢子に襲い掛かる。

　

　「だああああああああああああああああっ！！」

　「ぐはあっ！！」

　「ごあっ！！」

　梢子は竹刀で少年達を次々と打ち倒す。

　だがいかに梢子でも、あまりにも敵の数が多すぎる。そして梢子が手にしているのは、本来なら

『競技』で使用される『道具』である竹刀だ。強い霊力が込められた蜘蛛討ちや天照に比べれば、

その攻撃力は雲泥の差がある。

　それに対して少年達が使うのは、相手を殺傷する為の『凶器』だ。

　やがて少年の鉄パイプとぶつかり合った竹刀が、派手な音を立ててボキッと折れてしまった。

　「せめて天照があれば・・・でも！！」

　梢子は竹刀を捨てて、徒手空拳で少年たちに挑んでいく。

　こういう時の為に梢子は、烏月から千羽妙見流の格闘術をいくつか学んでいたのだ。

　



　「・・・ふっ！！」

　「がはあっ！！」

　「・・・はっ！！」

　「ごえっ！！」

　梢子の拳法の前に、次から次へと地面に横になる少年たち。

　予想外の梢子の強さに少年たちは戸惑うが、それでもリーダーらしき少年だけは、余裕の態度を

崩さない。

　他の少年たちを制止し、指をバキボキ鳴らしながら、とてもニヤニヤした表情で、その少年は梢

子の前に立ちはだかる。

　

　「中々やるじゃねえか。気に入ったぜ。嬢ちゃんよ。」

　「女だからって甘く見てると、痛い目を見るわよ！！」

　「だがな・・・そんな型通りの戦い方じゃあ、この俺の喧嘩殺法には勝てねえなあ。」

　

　その少年は他の少年たちと比べると、かなり大柄で屈強な体をしている。そして他の少年たちを

簡単に黙らせた事から、相当な修羅場を潜り抜けた喧嘩のプロなのだろう。

　それでも梢子は慌てる事無く、相手の出方を待つ。

　

　「どらああああああああああああああああっ！！」

　先に動いたのは少年の方。

　その屈強な腕から繰り出される剛拳が、梢子に襲い掛かる。

　梢子は冷静に相手の打撃を受け流し、反撃を決めようとするのだが・・・

　「イッちまいなあっ！！」

　「な・・・！？」

　少年は隠し持っていた催涙スプレーを、思い切り梢子の顔面に吹きかけた。

　梢子の両目に襲い掛かる激痛。

　視界が乱れる。そして満足に息も出来ない。

　

　「あああああああああああああああああああ！！」

　「見た所、相当な剣術と拳法の使い手のようだが・・・それでもお前の戦い方はな、型にはめられ

たアマチュアの戦い方でしか無いんだよ。」

　「サ・・催涙・・・ガハッ・・・スプレーだなんて・・・ゲホッ、ガハッ・・・何て・・・ガハッ・・・卑怯な・・・」

　「おいおい、卑怯だぁ？お前分かってんのか？これはスポーツじゃねえ。喧嘩なんだよ。潰すか

潰されるかの・・・殺し合いなんだよおっ！！」

　少年の蹴りが、梢子の腹部に直撃する。

　その凄まじい威力に、梢子はたまらず地面に転がり、悶絶してしまう。

　その様子を口笛を吹きながら、まるで見せ物のように、とても楽しそうに見守る少年たち。　

　「がはあっ！！」

　「どんな手を使おうが、勝てばいいんだよ！！勝てばぁっ！！」

　少年は梢子に殴る、蹴るの暴行を加え続ける。



　　

　「ゲホッ！！ガハッ！！」

　抵抗しようにも梢子は催涙スプレーで目をやられ、呼吸も満足に出来ない。

　とても苦しそうに、梢子は地面にのたうち回る。

　

　「おいおい兄貴、顔だけは傷つけないでくれよ！？こんなにいい女なんだからよ！！」

　「そうだな、これ程の上物なら、売り物にもなるだろうしな。」

　「いや、その前に俺らで犯っちまおうぜ！！」

　「おいおい、せっかちな奴等だなあ。だが、先に俺らの仲間を傷つけた報復を・・・」

　少年が鉄パイプを取り出した、その時だ。

　

　「そこをどきなさい！！」

　「な、何だお前・・・がはあっ！！」

　梢子を取り囲んでいた少年の数人が、いきなり吹き飛ばされて地面にうずくまった。

　いきなりの出来事に驚く少年たち。

　梢子は催涙スプレーにやられて歪む視界の中でも、何が起きたのか・・・そして誰が自分を助け

たのかを、瞬時に判断した。

　目が見えなくても梢子には分かる。この優しくて温かい気配・・・これは・・・

　「ゆ・・・柚明・・・さ・・・ん・・・」

　「梢子ちゃん・・・可哀想に・・・こんなにボロボロになって・・・」

　「あ・・・がはっ・・・」

　「ちょっと待っててね。この程度なら私の『力』で、すぐに治せるから。」

　無数の月光蝶が、梢子の中に融けていく。

　そして梢子の体中の傷も、催涙スプレーにやられた目も喉も、瞬く間に癒えていく。

　傷が塞がる。視界が戻る。呼吸も楽になる。

　その様子を唖然とした表情で見ていた少年たちは、何が起こったのか分からないといった感じで、

いきなり騒ぎ始めた。

　「な、何だこの女・・・今、一体何をしやがったんだ！？」

　「い・・・一瞬で・・・傷が・・・」

　「マジかよ・・・ありえねえ・・・」

　梢子の無事を確認した柚明はホッとした表情を見せて、少年たちに向き直る。

　そして少年たちに向き直ると、一転してとても厳しい表情で少年たちを睨みつけた。

　

　「何だてめえは！？その女とどういう関係なんだよ！？」

　「・・・梢子ちゃんは、私の・・・」

　

　柚明は静かに一息付いた後・・・何の迷いも無い力強い瞳で、少年たちにはっきりと告げた。

　「私の大切な妹よ。」

　「ゆ・・・柚明・・・さん・・・」　



　いきなりの柚明の言葉に、唖然とする梢子。

　

　「妹だぁ！？その割には全然似てねえじゃねえかよ！！」

　「おいちょっと待て、この女、どこかで見たような気が・・・」

　「あーーーー！！思い出した！！現代の浦島太郎！！この間笑っていいかも？に出てた！！」

　「俺もテレビで見たぜ！！１０年間全く歳を取らなかったっていう、あの女かよ！！」

　「まさか実際に本物をお目にかかれるとはなぁ！！」

　とても愉快にそう話す少年たちを見て、柚明は不快感を顕わにする。

　たった１人の女の子を集団で傷つけたというのに、彼等はどうしてここまで楽しそうな表情になれ

るのか。

　彼等は一体、親や教師からどういう教育を受けてきたのか。

　先程の梢子と全く同じ事を考えながら、柚明はとても厳しい表情で、周囲に無数の月光蝶を展

開した。

　「貴方達が言う所の、手段を選ばない潰すか潰されるかの殺し合い・・・それを今から貴方達にも

見せてあげましょうか？」

　いきなりの非日常的な出来事に、少年たちは驚きを隠せない。

　月の光に照らされて、青く白く美しく輝く柚明の月光蝶。それらが梢子と少年たちを包み込む。

　その幻想的な光景に、思わず梢子は呆然と見惚れてしまっていた。

　「な・・・な・・・な・・・！？」

　「警告は三度だけするわ。梢子ちゃんに二度と付きまとわないと約束するなら、ここで見逃してあ

げてもいいわよ？」

　「何だこれは！？どういう手品だよ！？」

　「二度目よ。それに迂闊に触れば、火傷するわよ？」

　「火傷するって何を馬鹿な・・・ぐあああっ！！熱っ！！」

　面白半分で月光蝶に触れた少年の右手を、火花が包み込む。少年の右手が焼け焦げる。

　あまりの熱さと激痛に、少年は右手を押さえてうずくまる。

　それを見た少年たちが、突然の出来事に驚きの表情を見せる。

　「あああああ！熱・・・熱・・・ああああああああああああ！！」

　「三度目よ。・・・消えなさい。」

　柚明は静かにそう告げる。

　先程の少年の火傷、そしてこの柚明の脅し。それだけで充分だった。

　

　「ひ、ひいいいいいいいいいいい！！」

　「ば、ば、ば、ば、ば、化け物！！化け物！！」

　「うわあああああああああああああああ！！」

　とても怯えた表情で、少年たちは慌ててバイクに乗ってその場を去って行った。

　



４．姉と妹と

　柚明に助けられた梢子は少年たちが逃げ去った後も、その場から動けずにいた。

　そんな梢子を柚明が生み出した無数の月光蝶が、優しく包み込んでいる。

　

　「あ・・・」

　「梢子ちゃん、もう大丈夫よ。大丈夫だからね。」

　しゃがみこんでいる梢子を、柚明は優しく抱き締めた。

　梢子は柚明の胸に顔をうずめて、柚明の優しさと温もりをその身で感じ取る。

　そして柚明の体からほのかに溢れる、とてもいい匂い。

　その柚明の優しさと温もりが、今の梢子には何だかとても安心出来た。

　柚明は穏やかな表情で、梢子の髪を優しく撫でる。

　「でも、一体何があったの？梢子ちゃんが暴走族に絡まれるなんて。」

　「・・・あの暴走族・・・いきなり信号無視をして・・・私、バイクで轢かれそうになって・・・それで私が

文句を言ったら・・・因縁を付けられて・・・」

　「そう・・・本当にどうしようもない位、困った人たちね。」

　「それでも私、１０人は倒したんですけど・・・いきなり催涙スプレーを顔に掛けられて・・・せめて天

照があれば、あんな連中・・・」

　「はい。忘れ物。」

　柚明は梢子に天照を手渡した。

　千羽党が梢子の為に用意した、経観塚のご神木を材料にして作られた霊剣。

　梢子は柚明から天照を受け取り、柚明の手を借りて何とか立ち上がった。

　互いの手を繋いだまま、見つめ合う２人。

　「あの・・・すいません・・・迷惑を掛けちゃったみたいで・・・」

　「そんな事、気にしないでいいのよ？私と梢子ちゃんの仲じゃない。」

　「でも私は、柚明さ・・・」

　言いかけて、梢子は思い留まった。

　そして柚明を穏やかな瞳で見つめながら、先程柚明が言った言葉・・・それを頭の中で思い出す。

　『梢子ちゃんは私の大切な妹よ。』

　「梢子ちゃん？」

　きょとんとする柚明に、梢子は顔を赤らめながらも、しかしはっきりと告げた。

　「・・・いえ、『姉さん』が来てくれなかったら、今頃どうなっていたか・・・。」

　

　とても恥ずかしかったが、しかし不思議な事に、全く違和感は感じなかった。

　梢子が普段から夏夜の事を『夏姉さん』と呼ぶのと同じ位、とても自然に柚明の事を『姉さん』と呼

ぶ事が出来たのだ。



　それは梢子が、柚明の姿に夏夜の面影を重ねているから。

　梢子にとって柚明は桂と同じ位、とても大切な人だから。

　「・・・梢子ちゃん・・・」

　「だ、だって姉さん、私の事を大切な妹だなんて言うから・・・」

　

　むぎゅっ。

　やっと、自分の事を姉と呼んでくれた。

　柚明はとても嬉しそうに、梢子を優しく抱き締めた。

　梢子は特に抵抗する事無く、柚明の体の温もりと感触をその身で感じ取る。

　「ええ、梢子ちゃんは私の大切な妹。桂ちゃんと同じ位、とても大切な人。」

　「そ、そこまで言い切ったんですから、責任とって下さいよ？」

　「責任を取るって、何を？」

　「だから、その・・・桂と姉さんの誘い・・・受ける事にしましたから。」

　「・・・梢子ちゃん・・・」

　「後で家族にも言いますけど、もし許可を貰えたらの話ですけど・・・青城女学院を卒業したら、一

緒に暮らしてもいいですか？」

　

　梢子もまた、柚明の体をぎゅっと抱き締める。

　とても穏やかな笑顔で、抱き締め合う２人。

　「・・・ええ、梢子ちゃんなら大歓迎よ。」

　「ありがとうございます。姉さん。」

　「礼なんか別にいいのよ？そもそも私の方から梢子ちゃんを誘ったんだから。」

　「うふふ、言われてみれば、確かにそうですね。」

　「早速、桂ちゃんとノゾミちゃんにも報告しないとね。」

　携帯電話を取り出そうとした柚明だったが、梢子の服がボロボロだという事に気が付いた。

　梢子の傷と催涙スプレーの毒は柚明が癒したのだが、それでも服だけは泥と血まみれになって

いて、とても汚かった。

　こんな格好をしていたのでは、何だか警察に職務質問でもされそうだ。

　「・・・梢子ちゃん。もうこんな時間だし、明日は日曜日だから、今日は私たちの部屋に泊まってい

きなさい。」

　「え？でも・・・」

　「それに、そんなボロボロの姿で電車に乗るつもりなのかしら？」

　「・・・・・あ。」

　柚明に指摘されて、梢子はようやく今の自分の現状を思い知った。

　服のあちこちがボロボロに破れ、泥と血でまみれている。

　確かに柚明の言う通り、こんな姿で電車に乗るのはちょっと気が引けた。

　「夏夜さんには私の方から話をしておくから。だから今日は泊まっていきなさい。ね？」

　「・・・そうですね。じゃあ、お言葉に甘える事にします。」

　「ええ、そうしなさい。それじゃあ戻りましょうか。」

　「はい。」



　今日はとても散々な目に遭ってしまったが、それでも梢子はそれ以上に、柚明との絆を深める事

が出来た。

　柚明の事を姉と呼ぶ事になり、青城女学院を卒業後に、桂たちと同居する事を誘われた。

　家族に説明した時に何て言われるか・・・それだけが少し不安だが、それでも今の梢子は桂や柚

明と同じ時を過ごす事を、心から強く望んでいる。

　だから梢子は自分の偽りの無い想いを、家族にはっきりと伝える事を決めた。

　桂と柚明は、とても大切な人だから・・・と。

　　

　互いに手を繋ぎながら、互いの手の温もりを感じ合いながら、２人はとても穏やかな笑顔で、桂と

ノゾミが待つマンションへと戻っていった。
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