
アカイイト新章・神の化身の少女

番外編・怒りと憎しみを超えて

１．奇妙な夢

　主は丘の上から威風堂々と、村の様子を眺めていた。

　そこにいたのは、沢山の子供たちに囲まれて穏やかな笑顔を見せている、竹林の長者の姫・・・

カグヤ。

　遥か頭上から、主は彼女の事をじっ・・・と見据えている。

　『探したわよ、甕星（みかぼし）。こんな所にいたの。』

　『・・･朱雀（すざく）か。』

　主の事を甕星と呼ぶ、朱雀と呼ばれた１人の女性。

　彼女の事を特に気にする様子もなく、主は彼女に振り向きもせず、ただカグヤから視線を逸らす

のをやめようとしない。

　主に寄り添うように、彼女もまた丘の上から、カグヤの事を見つめる。

　『また彼女の事を見ていたのね？甕星。』

　『貴様には関係の無い事だ。』

　『貴方は今、小角に目を付けられているわよ？彼女の事をいつもいつも、こうやって丘の上から

見続けているから。』

　『フン。それがどうした。』

　　

　朱雀の言葉を一笑にし、朱雀に振り向こうともせず、主はただカグヤの事を見続けている。

　主のその瞳には、まるで獲物を狙う蛇のような威圧感が込められていた。

　そう・・・主は狙っているのだ。カグヤの事を。

　『朱雀よ。私はいずれ必ず、竹林の長者の姫を手に入れてやる。』

　『貴方も知ってるでしょう？彼女はこれまで自分への求愛を全て退けている。彼女に近づこうとす

る男たちを、誰も寄せ付けようとしない。』

　『私に屈服せぬというのであれば、力づくで奪い取るまでだ。』

　『・・・相変わらず強引なのね。』

　『それが私の流儀だからな。』

　

　少し悲しそうな表情で、朱雀は主の事をじっ・・・と見つめる。

　主はそんな彼女の視線に気付いているようだが、彼女の事など眼中に無いと言わんばかりに、

ただカグヤの事だけを見続けている。

　

　『貴方はいつもそうやって、皆と分かり合おうとしない・・・分かり合えるはずなのに・・・』

　『竹林の長者の姫を手に入れる事・・・それが今の私の野望だ。邪魔立てする者は全て私が屠っ

てくれるわ。』



　『・・・甕星。貴方のその気持ちは野望なんかじゃないわ。』

　『何だと？』

　『愛よ。』

　主はようやく、朱雀の方を振り向いた。

　とても真剣な表情で、朱雀は主をじっ・・・と見据えている。

　だが主は一瞬あっけに取られた表情をしたものの、すぐに朱雀の事を馬鹿にするかのように、高

笑いを始めた。

　『・・・ククク・・・フハハハハハハハ！！愛だと！？何を言い出すかと思えば、下らぬ事を！！』

　『甕星。貴方は彼女の事を愛しているのでしょう？』

　『まさに笑止千万なり！！この私が愛などという下劣な感情など、持つと思うのか！？』

　『甕星・・・』

　『まして贄の血筋の娘とはいえ、たかが下等な人間如きに・・・下らぬわ！！』

　それだけ言い残し、主は朱雀の元を去っていく。

　そんな主の後姿を、朱雀はとても悲しそうな表情で見つめていた。　

　　

　『・・・甕星。貴方は自分でも気が付いていないようだけど・・・私には分かるのよ。貴方が彼女の

事を愛しているという事を。』

　

　朱雀は眼下のカグヤをじっ・・・と見つめ、呟いた。

　『私は・・・貴方と同じ人を愛してしまったのだから・・・』

　（・・・美咲ちゃん・・・）

　「・・・桂ちゃん。」

　『女の子が女の子を・・・しかも神である私が、人間の娘を好きになるなんて・・・カグヤが私の気

持ちを知ったら、きっと私の事を軽蔑にするでしょうね・・・うふふ。』

　（そんな事無いよ・・・美咲ちゃん・・・）

　「桂ちゃんってば。」

　『だけど私の想いがカグヤに届いたとしても、小角たちはきっと私の事を許さない・・・』

　（美咲ちゃん・・・そんなに簡単に諦めたら駄目だよ・・・！！）

　「桂ちゃん、いい加減起きなさい。もう朝よ？」

　『だから私は・・・こうやってカグヤの事を、遠くから見守る事しか出来ないの・・・』

　「美咲ちゃんの馬鹿！！意気地無し！！」

　「きゃっ！！」

　いきなり絶叫しながら桂が起き上がったので、柚明は驚いていた。

　呆然とした表情で、周囲を見渡す桂。

　その光景はいつも通りの、桂と柚明とノゾミが暮らすマンションの一室。

　　　



　「・・・あれ？美咲ちゃんは？・・・え？あれ？」

　「・・・もう、桂ちゃんったら何寝ぼけてるの？」

　「ゆ・・・柚明お姉ちゃん・・・？」

　

　何が何だか分からないといった表情の桂だが、柚明はもっと何が何だか分からなかった。

　無理も無いだろう。いきなり桂が美咲の事を罵倒しながら起き上がったのだから。

　　

　「さっさと着替えちゃいなさい。もう朝よ？」

　「・・・あ・・・本当だ・・・」

　「今日は剣道部の練習はお休みだったわよね？」

　「うん・・・特にお出かけする予定も無いから、今日は久しぶりに家でのんびりするよ。」

　「そう・・・ちょっと待っててね。もうすぐ朝ご飯が出来るから。」

　

　夢・・・だったんだよね・・・

　先程の主と、朱雀と呼ばれていた・・・美咲に良く似た女性のやりとり・・・夢と呼ぶにはあまりにもリ

アル過ぎたのだが、それでも桂が観たのは紛れも無く夢なのだ。

　だが、一体あの夢は何だったのか・・・桂は何が何だかよく分からなかった。

　　

　パジャマから私服に着替えて顔を洗い、桂は食卓で朝食が出来上がるのを待つ。

　ご飯、味噌汁、紅鮭、納豆・・・柚明が次々と朝食をテーブルに並べていく。

　何だか桂は、急にお腹が空いてきた。

　

　「・・・ま、いっか。」

　夢の事は確かに気になるが、それでも桂はいちいち細かい事を気にするような性格では無い。

　朝食を作り終えた柚明が、桂と反対側の席に座る。

　それを合図に、桂は納豆に箸を付けてかき混ぜ始めた。

　「頂きま～す。」

　「はい、どうぞ召し上がれ。」

　とても嬉しそうに納豆をご飯にかける桂を、柚明はとても幸せそうな微笑みで見つめていた。

２．朝食の場にて

　「あ、おじい様、おはようございます。」

　「おはよう、美咲。昨夜はよく眠れたかい？」

　「はい。今日もとてもいい気分で目が覚めました。」

　「そうかそうか、それは良かった。」

　「ちょっと待ってて下さいね。もうすぐ朝ご飯が出来ますから。」

　

　ある清々しい土曜日の朝・・・寝間着姿の美咲の祖父が、スポーツ新聞を持って食卓へとやって

きた。

　エプロン姿で料理を作っている美咲は、穏やかな笑顔で祖父を出迎える。

　美咲はとても慣れた手つきで卵をかき混ぜ、フライパンの上に食用油を浸透させ、その上に卵を



流し込む。

　卵が焼け焦げる音と匂いが、食卓を優しく包み込む。

　鼻歌を交えながら、ＩＨヒーターでオムレツを作る美咲。

　美咲の祖父は持参したスポーツ新聞を広げながら、とても興味深そうに目を通す。

　スポーツ新聞に、でかでかと派手に掲載されている記事。

　それに一通り目を通した美咲の祖父は、少し寂しそうな笑顔で溜め息を漏らした。

　「・・・これも時代の流れか・・・寂しいもんだ・・・」

　「どうかなされたのですか？おじい様。」

　

　焼きたてのオムレツとサラダをテーブルに持ってきた美咲が、意味深な祖父の表情にきょとんとし

ていた。

　

　「ＦＡ権を取得した駐日の川下が、大リーグ挑戦を表明したそうだよ。まだペナントレースが終っ

て、日本シリーズが始まったばかりだというのに・・・」

　「・・・ああ、私も昨日、インターネットのニュースで見ましたよ。それ。」

　「寂しいもんだ・・・日本野球界の至宝がまた１人、アメリカに行ってしまうんだからなぁ。」

　「仕方が無いですよ。プロ野球選手にとってメジャーリーグは、誰もが夢見る最高の舞台ですか

ら。」

　美咲はオムレツとサラダを祖父に差し出し、祖父と反対側の席に座る。

　出来たてのオムレツのとてもいい匂いが、美咲の祖父の食欲を刺激する。

　美咲の祖父はスポーツ新聞をテーブルの端の方に置き、孫娘の手作りの朝食を、とても美味し

そうに口にする。

　

　「誰もが夢見る最高の舞台・・・か・・・」

　「だって年俸が日本とは比較になりませんから。今年のアルナーズのジローの年俸は１５億・・・税

金を差し引いても手取り８億ですよ？こんな金額、日本では到底稼げませんよ。」

　「お金か・・・確かにプロの選手である以上は、それは決して間違いでは無いと思うが・・・」

　「それにお金の問題だけじゃなくて、世界中のスーパースターが集まってて、物凄くレベルが高

いですから。」

　「私としては、選手には育ててくれた球団への恩返しとか愛着とか・・・そういう気持ちを持って貰

いたい物なんだけどね。」

　

　日本のプロ野球にＦＡ制度という物が出来てから、日本のスター選手が怒涛の勢いで次々と海

を越え、メジャーリーグに挑戦するようになっていた。

　当初は日本の野球を軽視し、大して注目していなかったメジャーの各球団だったが、それでも海

を渡った選手たちが次々と怒涛の大活躍を見せ、今では毎年この時期になるとメジャーの各球団

による、選手たちの凄まじい争奪戦が繰り広げられている。

　

　だが裏を返せば、日本の一流選手たちが次々とメジャーの球団に奪われ、日本の野球の魅力

が低下しているとも言える。

　実際、ここ最近はテレビのプロ野球中継の視聴率も軒並み低下し、スタジアムも空席が目立つよ

うになっているのだという。

　日本球界からの猛反発があって実現はしなかったのだが、一時期アメリカにおいて、日本のプロ

野球リーグをメジャーの独立リーグにしようという動きまであった程だ。



　この状況に日本球界はさすがに危機感を抱き、どうにかして選手の流出を防ごうとしてはいるの

だが、それでも一向に収まる気配が無い。

　日本とは比べ物にならない破格の待遇、世界中のスーパースターが集まる最高の舞台・・・美咲

が言っていたが、プロ野球選手の誰もが夢見ても仕方が無いのかもしれない。

　だがそれが、美咲の祖父にはとても寂しいのだ。

　今まで応援し、見守っていた選手が突然姿を消してしまう・・・一体どんな気持ちなのだろうか。

　

　「・・・美咲。」

　「何ですか？おじい様。」

　「美咲は・・・私の前からいなくならないでおくれよ。」

　美咲の祖父は、少し寂しそうな笑顔で孫娘にそう告げた。

　「・・・もう、いきなり何を言い出すんですか？おじい様ったら・・・」

　「美咲。お前の人生だ。私はお前に松本グループの会長の座を継げとは言わないし、政略結婚

を強いるつもりもない。お前の好きなように生きて、お前の好きな人と結婚すればいい・・・だがそ

れでも、お前にはずっと私の傍にいてほしいんだ。」

　「・・・おじい様・・・」

　「安弘と美奈だけでなく、あの２人が遺したお前にまでいなくなられたら・・・私はもう生きてはいけ

ないよ。」

　

　プロ野球選手の相次ぐメジャー挑戦・・・美咲の祖父は、その姿を孫娘に重ねたのだろうか。

　何だか大切な孫娘が、突然遠くへ行ってしまうのではないか・・・そんな不安を、美咲の祖父は感

じたのだ。

　そんな祖父の不安を察した美咲は、それを打ち消すかのように、とても穏やかな笑顔ではっきり

と告げた。

　「おじい様。私はどこにも行きませんから。ずっとおじい様と一緒にいますから。」　

　「そうか・・・済まないな美咲。突然こんな事を・・・」

　「いえ、いいんですよ。私には何でも話して下さいね。おじい様。」

　

　食後のダージリンティーを飲んだあと、美咲は急いで後片付けを始めた。

　慣れた手付きで、食器を洗剤で綺麗に洗う。

　「今日は剣道部の練習は休みだろう。何をそんなに急いでいるんだい？ああ分かった。この間、

美咲を北斗院女子大学にスカウトした・・・確か烏月君だったかな？彼女とデートか。」

　「な・・・何でそうなるんですか！？違いますよ！！」

　「はっはっは。そうかそうか。」

　「もう、からかわないで下さい・・・ちょっと、お父様とお母様のお墓参りをしたくて・・・。」

　「・・・そう言えば今日は、安弘の誕生日だったな。」

　「・・・はい。」

　

　手際良く後片付けを終えた美咲は、少し寂しそうな顔をしていた。

　エプロンを外し、慌しく外出の準備を始める。

　美咲の手にあるのは、昨日デパートで買ってきた花束。

　そして腰には護身用の木刀がぶら下げられている。



　「それではお父様、行ってきますね。」

　「ああ。最近は物騒な事件が多いから気をつけてな。お前の事を力尽くでどうにか出来る者など、

そうはいないと思うのだが・・・」

　「はい。夕方までには戻ってきますから。」

　

　花束を手に外出する美咲を見送り、美咲の祖父は少し悲しげな表情で、深く溜め息を付いた。

　

　「本当に強い娘だ・・・両親があんなに酷い殺され方をしたというのに・・・」

　美咲が出て行った玄関を、美咲の祖父はじっ・・・と見据え、呟いた。

　あの惨劇・・・美咲の祖父は、今も脳裏に焼きついて離れない。

　「安弘・・・美奈・・・天国で美咲の事を見守ってあげておくれ・・・」

３．墓参り

　夏が終わり、とても過ごしやすい１０月の秋空の、よく晴れた土曜日の朝。

　美咲は両親の墓参りの為に、寺の敷地内にある墓地に足を運んだ。

　寺の住職に挨拶をし、美咲は両親が埋葬されている墓へと向かう。

　墓地の中央にある、美咲の両親の墓・・・そこに美咲は静かに足を運ぶ。

　今の所、この墓地には誰も訪れていないようで、ここにいるのは美咲１人だけだった。

　都会の喧騒から離れた、静かな空間・・・それが美咲には、何だかとても心地良かった。

　

　「・・・お父様、お母様・・・時が経つのは早いもので、私はもうすぐ大学生になります。青城女子大

学か、北斗院女子大学か・・・どちらに入るかは、まだちょっと悩んでるんですけど・・・でも、願書の

締め切りが来月なので、早めに決めないといけませんね。」

　住職から貰った線香を立て、美咲は静かに花束を墓前に添える。

　とても穏やかな表情で、美咲は墓をじっ・・・と見据えている。

　「・・・私は今もこうして元気でやっていますから・・・だから安心して眠って下さいね・・・お父様・・・

お母様・・・」

　墓の前にしゃがみ込んで合掌し、両親の冥福を祈り、静かに目を閉じる美咲。

　あの日・・・両親が殺された、あの時の惨劇・・・美咲は今でも忘れる事は出来ない。

　両親から愛情をたっぷりと注がれ、幸せに暮らしていた美咲。

　美咲もそんな両親の事が大好きで、とても大切に想っていた。

　だがその幸せは、ある日突然打ち砕かれた。

　２年前・・・美咲が高校１年の頃・・・両親が帰ってこないのを不審に思い、迎えに行った美咲が目

にしたのは・・・無残にも惨殺された両親の死体だったのだ。

　その後、警察は殺人事件として捜査する事になったのだが、有力な手掛かりは残されておらず、

犯人は未だに見つかっていない。



　何故、両親が殺されなければならなかったのか。

　何故、美咲の幸せが奪われなければならなかったのか。

　何故、この世界はこうも理不尽なのか。　

　だがそれでも、美咲は思う。

　死んでいった両親の分まで、自分は精一杯生きて、幸せにならなければならないのだと。

　美咲の両親も、きっとそれを望んでいると思うから。

　その時、美咲は突然背後に何者かの気配を感じた。

　ゆっくりと振り返ると、そこにいたのは・・・

　「・・・千羽さん・・・」

　「久しぶりだね、美咲さん。元気そうで何よりだ。」

　同じく花束を手にした烏月だった。

　烏月は美咲の隣にしゃがみ込み、同じように墓前に花束を添えて合掌する。

　その様子を、あっけに取られた表情で見つめる美咲。

　何故彼女が、自分の両親の墓前で祈りを捧げているのか。

　そう言えば美咲はこれまで墓参りに訪れる度に、いつも自分がここに来る前に、誰かが両親の墓

前に花束を置いてくれていたのを思い出した。

　

　「・・・もしかして、両親の墓にいつも花束を置いてくれていたのは、貴方だったんですか？」

　「・・・ああ、そうだよ。美咲さん。」

　「一体どうして・・・？両親とお付き合いでもあったんですか？」

　「それは・・・」　

　美咲の質問に烏月が見せたのは、とても悲しそうな表情。

　そんな烏月の表情を見た美咲は、これ以上突っ込むのは止める事にした。

　烏月と両親がどういう関係で、一体何があったのかは知る由も無いが、それを追及する事で烏月

の心の傷を抉るような事になってしまうのではないかと・・・そう危惧したのだ。

　「千羽さん。話したくないのなら、無理に話さなくても・・・。」

　「・・・ここに来る度に、私はいつも思うんだ・・・」

　「・・・え？」

　「どうして私は生きているのか・・・私は本当に生きていていいのか・・・今の私にとって、生きる事

自体が罪なのでは無いか・・・ってね。」

　「・・・千羽さん・・・」

　「いっその事・・・私がこの２人の身代わりになってあげられたら・・・」

　　

　烏月の事情は、美咲には分からない。

　だがそれでも美咲には、烏月が何だか自暴自棄になっているように見えた。

　そんな烏月を励ます為に、美咲は烏月の両手を優しく包み込む。

　「千羽さん。生きる事が許されない人なんて、この世界にいませんよ。」

　「美咲さん・・・でも、私は・・・」

　「貴方と両親との間に、何があったのかは知らない・・・だけど、貴方は今もこうして生きている・・・



それでいいじゃないですか。」

　とても穏やかな笑顔で、美咲は烏月にはっきりと告げた。

　「だから千羽さん。生きる事自体が罪だとか、お父様とお母様の身代わりになりたいとか・・・そん

な物騒な事は言わないで下さい。・・・ね？」

　「でも私は、この２人を守る事が出来なかった・・・鬼切り役として、２人を必ず守ると・・・そう心に

誓ったのに・・・私が未熟だったばかりに・・・」

　やはり両親の死には、鬼が関わっていたのだ。

　美咲も以前から疑問に思っていた事だったが、これでようやくはっきりした。

　烏月は千羽党の鬼切り役として、両親を守ろうと必死で戦ってくれて、そして力及ばずに両親を

死なせてしまったのだと。

　だがそれでも、美咲は烏月を責めるつもりは微塵も無かった。

　結果的には、烏月は両親を鬼から守り切れなかった。だが烏月は両親の為に、命懸けで戦って

くれたのだ。

　むしろ感謝こそするべきであって、何故恨む必要があるのだろうか。

　そんな美咲の優しさを敏感に察知した烏月が、美咲に対して感じた物。

　それは・・・とても強い『罪悪感』。

　美咲に対して、何だかとても申し訳無いと・・・そう言いたげな表情。

　そんな烏月を見た美咲は、しばらく考え込み・・・突然立ち上がって携帯電話を取り出した。

　「そうだ、千羽さん。今日、これから何か予定はありますか？」

　「・・・いや、今日は特に何も無いけど・・・」

　「なら、今から私とデートしましょ？ね？」

　「・・・はあ！？」

　一瞬、美咲が何を言っているのか理解出来なかった烏月。

　呆気に取られた表情の烏月を見て、美咲はクスクスと小さく笑う。

　「・・・あ、もしもし、おじい様ですか？今日はちょっと千羽さんとデートする事になったので、帰り

が遅くなります・・・はい・・・はい・・・もう、おじい様ったら、からかわないで下さいよ。墓地でたまた

ま千羽さんに会ったんですってば。」

　「み・・・美咲さん・・・ちょっと待って・・・」

　「・・・はい・・・はい。では失礼します。」

　祖父への通話を終えた美咲は、しゃがみ込んでいる烏月に右手を差し出した。

　とても穏やかな、母性に満ちた優しい笑顔で、烏月の事を見つめながら。

　

　「それじゃあ、そういう事なので。行きましょう、千羽さん。」

　「・・・美咲さん・・・ちょっと、強引過ぎやしないかな？」

　「それが私の流儀ですから・・・って、これは私の友人の言葉なんですけどね。」

　烏月は暫く呆然としていたが、やがて苦笑いしながら美咲の右手を掴み、立ち上がる。

　どの道、今日は本当に何も予定は無いのだ。それに自分が北斗院女子大学にスカウトした美咲



の事を、烏月はもっと深く知っておきたいとも思った。

　この際だから烏月は、今日は美咲にとことんまで付き合う事にした。

　手を繋いだまま、穏やかな表情で見つめ合う美咲と烏月。

　「・・・やれやれ、分かったよ。それで、今日はどこに連れて行ってくれるんだい？」

　「色々ですよ。今日は千羽さんを、とことんまで連れ回してあげますからね？うふふ。」

　「ははは、それは楽しみだ。」

　「それじゃあ、まずは映画館に行きましょうか。丁度観たい映画があったんですけど・・・今から行っ

ても混雑してないかしら・・・？」

　

　とても嬉しそうな表情で、美咲は烏月の手を引っ張って、墓地を後にしたのだった・・・。

　４．急転

　楽しい事をしていると、どうしてこんなにも時間があっという間に過ぎていくのだろうか。

　烏月の事を散々連れ回している内に、いつの間にか日が沈み、夜になっていた。

　両親の墓参りに来たはずが、いつの間にか祖父が言っていた通り、本当に烏月とデートする事

になってしまった事に、美咲は思わず苦笑いしていた。

　商店街の多くの店が、慌しく閉店の準備を始めている。昼間は騒がしかった商店街から、少しず

つ人気が無くなって静かになっていく。

　

　「千羽さん、今日は無理矢理デートに誘ってしまって、本当に御免なさいね？」

　「いや、いいんだよ。私も久しぶりに楽しい気分になれたから。」

　楽しい気分になれた・・・その言葉を聞いた美咲は、少し寂しそうな笑顔を烏月に見せた。

　「・・・千羽さん・・・やっぱり無理してますよね？」

　「・・・え？」

　「だって私を見る時の千羽さんはいつもそうやって、とても悲しそうな目をしていますから。この間、

私を北斗院女子大学に誘ってくれた時だって・・・。」

　「美咲さん・・・そんな事は・・・」

　「私の両親を守れなかった事で、娘である私に負い目を感じているんですか？」

　「・・・・・。」

　烏月が美咲に対して感じている、強い『罪悪感』。それを美咲も敏感に感じ取っていた。

　美咲は両親を守り切れなかった烏月に対して、別に怒りや憎しみは抱いていない。

　両親を守る為に、烏月は危険を顧みずに鬼と戦ってくれたのだから。

　美咲は烏月の右手を両手で優しく包み込み、とても穏やかな表情で烏月を見つめる。　

　「千羽さん。もう１度言いますけど、私は貴方の事を恨んでなんか・・・」

　「・・・痛いんだよ・・・美咲さん・・・貴方のその、私への優しさが・・・。」

　「どうしてですか？」

　とても愛（いと）しそうに、美咲は烏月の右手を両手で優しく撫でる。



　美咲の両手がとても優しくて、温かい。

　だが、その美咲の優しさは、逆に烏月にはとても辛くて、痛々しい物だった。

　何故なら、烏月は美咲の両親を・・・

　「美咲さん・・・私は・・・っ！？」

　言いかけた烏月だったが、突然鬼の気配を感じた。

　美咲も烏月の右手を離し、腰にぶら下げた木刀を抜いて、とても厳しい表情で気配を感じた方

角を見据える。

　「・・・千羽さん、感じましたか！？」

　「ああ・・・この気配・・・梢子さんが鬼と戦っている・・・！！しかもこの鬼の気配・・・！！」

　忘れもしない、この鬼の気配。烏月は苦虫を噛み締めたような表情になった。

　千羽党の精鋭を誇る鬼切り・・・東条、谷原、三上・・・この３人でさえも仕留める事が出来なかっ

た、強大な力を持つ３姉妹の鬼・・・烏月が感じたのは、間違いなく彼女たちの気配だ。

　烏月の祖父が相馬党に援軍を要請したと言っていたが、取り逃がしてしまったのか。

　「くっ・・・あの美羽さんでさえも仕留められなかったというのか・・・！！」

　「千羽さん、さっきの話は後にしましょう！！今は小山内さんを！！」

　「ああ、梢子さんを救援に行かないと！！幾ら梢子さんでも、たった１人であの３人を相手にする

のは危険過ぎる！！」

　美咲と烏月は走り出した。全速力で梢子の元に。

　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　誰もいない薄暗い、広々とした自然公園。そこで梢子は千羽党が取り逃がした３姉妹の鬼と戦っ

ていた。

　

　刀を使う長女・シズネ。

　鞭を使う次女・ナズサ。

　術を使う三女・サオリ。

　

　刀による近接攻撃、鞭による中距離支援、術による遠距離支援・・・この３人の巧みなチームワー

クの前に、梢子は苦戦を強いられていた。

　

　「・・・はっ！！」

　「くっ・・・！！」

　シズネの斬撃を、梢子は辛うじて天照で受け止める。

　「ふうん・・・貴方、あの千羽党の東条とかいう男より、少しはやるみたいね。だけど・・・」

　「悲しいねぇ！！アタシは眼中に無いってのかい！？おらぁ！！」

　

　シズネと鍔迫り合いをする梢子に、ナズサの鞭が襲い掛かる。

　梢子はシズネから間合いを離し、どうにか鞭を避ける。



　だがそこへ狙い済ましたかのように、サオリの術が梢子に迫る。

　「行くのら～！！どんどんどん！！」

　　　

　梢子に襲い掛かる、無数の漆黒の光弾。

　それを天照で次々と打ち落としながら、梢子は一旦３人と距離を取る。

　これまで梢子は何度も鬼と戦ってきたのだが、ここまで息の合ったコンビネーションを見せる相手

と戦うのはこれが初めてで、正直戸惑っていた。

　しかも息が合っているだけではなく、１人１人の実力も相当な物だ。

　「まさかこんな事になるなんて・・・だけど私は、負けるわけにはいかない！！」

　

　梢子は天照を正眼に構え、じっ・・・とシズネたちを見据える。

　何故、梢子が彼女たちと戦っているのか。

　事の発端は、梢子が用事を済ませて自宅に帰ろうとした時の事だった。

　自然公園の入り口で突然悲鳴が聞こえたので、梢子は天照を手に公園の中に入っていったの

だが、そこで男性の遺体と、とても恍惚とした表情の３人を目撃してしまったのだ。

　そして３人が、次の獲物として梢子を狙った・・・という訳だ。

　

　「まさか久しぶりの獲物が、これ程までの剣術の使い手だったとはね。ますます貴方の血が欲しく

なってきたわ。」

　「貴方達、もしかして千羽党が血眼になって探しているっていう、鬼の３姉妹なの！？東条さんた

ちを退けたっていう・・・！！」

　「ええ、ご名答。私は長女のシズネ。そこの鞭使いは次女のナズサ。そしてそこの術者は三女の

サオリ・・・冥土の鬼に教えてあげなさい！！」

　

　久しぶりの若くて新鮮な、上物の獲物・・・とても嬉しそうな表情で、シズネは梢子に襲いかかる。

　両者互角の、シズネと梢子の死闘。２人の剣が何度もぶつかり合う。

　シズネの渾身の一撃をどうにか避けた梢子だったが、そこへナズサの鞭と、サオリが放った漆黒

の光弾が襲い掛かる。

　絶体絶命の梢子。だが。

　「くっ・・・させるかああああああああっ！！」

　その瞬間、梢子の体が青く白く美しく光り輝いた。

　ナズサの鞭とサオリの光弾が、梢子を貫く。だが。

　「な・・・手応えが・・・！？」

　「あれれ！？どうなってるの！？どうなってるの！？」

　貫いたのは、梢子の残像。

　次の瞬間、梢子は一瞬にしてシズネを間合いに捉えていた。

　「な・・・！？」

　

　全身を青く白く美しく輝かせ、背中から蝶の羽根を生やし、まさしく蝶の化身と化した梢子の神速

の斬撃が、シズネに襲い掛かる。



　「だあああああああああああっ！！」

　「ぐあっ・・・！！」

　辛うじて直撃を避けたシズネだったが、斬撃によって生じた衝撃波によって、シズネの体が傷つ

いていた。

　天照の神聖な力が込められた一撃。シズネにもそれなりに効いた様だ。

　

　「おのれ・・・たかが人間の分際で・・・！！」

　「姉貴！！」

　「シズネ姉さまっ！！」

　ナズサとサオリがシズネを庇うように、慌てて梢子の前に立ち塞がった。

　シズネの服が、自らの血によって赤く染まっていく。

　美しくも神々しい、蝶の化身と化した梢子の、威風堂々とした姿。

　シズネもナズサもサオリも、驚きを隠せなかった。

　と、そこへ。

　「小山内さん！！」

　「梢子さん！！」

　美咲と烏月が、梢子の元に駆けつけてきた。

　「美咲・・・それに烏月さんも・・・！！」

　梢子を庇うように、シズネたちの前に立ちはだかる。

　

　「ようやく捕まえたぞ・・・誠さんたちが受けた屈辱、今ここで晴らさせて貰う！！」

　「これで３対３よ。フェアプレーの精神で戦いましょう？」

　維斗と木刀を構え、シズネたちを睨みつける烏月と美咲。

　ナズサとサオリも臨戦態勢に入るが、シズネだけは既に戦意を失っていた。

　　

　「・・・ナズサ、サオリ。ここは引くわよ。」

　「何言ってんだよ姉貴！！アタシら３人が力を合わせれば・・・！！」

　「さすがに相手が悪過ぎるわ。それに私だってあの娘に手傷を負わされているの。」

　「・・・ちっ、分かったよ！！姉貴がそう言うなら・・・！！」

　姉の言葉に、渋々従うナズサ。

　頭に血が上ったナズサやサオリと違い、シズネだけは冷静に戦況を分析し、このまま戦っても勝

てないと判断したのだ。

　何しろ目の前にいるのが鬼切り部千羽党の鬼切り役と、蝶の化身と化した梢子・・・そして・・・

　「・・・朱雀様。貴方が討たなければならない相手は、他にいるのではないですか？」

　「・・・・・！？」

　シズネの言葉で美咲の表情から、先程までの余裕が完全に消えた。



　何が何だか分からないといった表情の梢子と烏月だったが、美咲はとても厳しい目付きでシズネ

の事を睨みつけている。

　「確かに朱雀様の神気の消し方は見事ですが・・・それでも私の目はごまかせませんわ。」

　「な・・・マジかよ姉貴！？この女が・・・いやいやいや、このお方が朱雀様！？」

　

　ナズサとサオリも、シズネの言葉に驚きを隠せない。

　自分たちだけ蚊帳の外といった感じの梢子と烏月だったが、それでもシズネは不敵な笑みを浮

かべながら、構わずに話を続ける。

　「まあ、そんな事はどうでもいいのですが・・・話を戻しましょうか。朱雀様の『今のご両親』を殺した

者は今この場に、朱雀様の目の前にいらっしゃいますよ。」

　「・・・どういう事なのかしら？」

　「松本グループの御曹司・松本安弘と、その妻・松本美奈を殺した犯人は、そこにいる鬼切り部

千羽党の鬼切り役・・・千羽烏月ですわ。」

　「な・・・！？」

　驚きを隠せない美咲。そしてそこにいる者全員の視線が、一斉に烏月に注がれる。

　烏月はシズネの言葉を否定する事無く、とても厳しい表情でシズネを睨み付けている。

　

　「まさか・・・どうして千羽さんがお父様とお母様を・・・！！」

　「疑うのであれば、直接本人にお聞きになられたらどうです？」

　

　あまりの出来事に、言葉を失う美咲。

　烏月は全く反論する事無く、悲しみの表情で美咲を見つめている。

　

　「どうして・・・！？千羽さん、どうして反論しないんですか・・・！？まさか・・・本当に・・・！？」

　「そういう事ですので・・・ナズサ、サオリ。何ボサッとしてるの。さっさと退散するわよ？」

　「あ、ちょっと待ってくれよ！！姉貴！！」

　「姉さま～、置いていかないで～（泣）！！」　

　

　その場を去っていくシズネを、ナズサとサオリが慌てて追いかける。

　そんな３人の事など完全に無視して、美咲は驚愕の表情で烏月の事を見つめていた・・・。

　

　

５．真相

　「ところで姉貴。」

　自然公園からかなり離れた所で、突然ナズサがシズネに疑問をぶつけたのだが・・・

　「さっき言ってた松本グループって、何？・・・て言うか松本安弘って、誰？」

　「・・・・・。」

　きょとんとした表情でそう質問するナズサを見て、シズネは深く溜め息を付いた。



　「全く・・・ナズサもサオリも、普段から新聞を読まないから・・・」

　「だって、あんな文字の塊みたいなの、読めるわけねえじゃん。」

　「あの若杉グループと双璧を成す、世界有数のグループ企業・・・様々な分野で成功を収め、今

ではグループ全体で年商５兆円を超えているわ。そして松本安弘は『今の朱雀様』・・・松本美咲

の父親で、松本グループの先代の社長よ。」

　「ふ～ん・・・まあアタシには全然興味無いけど。」

　「まあ、そんな事はどうでもいいんだけど・・・」

　シズネは不敵な笑みを浮かべて、自然公園の方角をじっ・・・と眺めていた。

　「これで朱雀様が千羽烏月を殺してくれれば儲け物・・・私達の邪魔をする忌々しい鬼切り部の

人間が、また１人消える事になるわ。うふふ・・・」

　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　「千羽さん・・・答えて下さい。貴方が私の両親を殺したというのは、事実なんですか？」

　

　月の光に照らされた自然公園で、美咲が厳しい表情で烏月を見据えていた。

　烏月はそんな美咲を悲しみの表情で見つめ・・・そしてはっきりと告げた。

　「・・・ああ。事実だよ。松本安弘と松本美奈は２年前、私がこの手で殺した。」

　「そんな・・・何故なんですか千羽さん！？どうして貴方がお父様とお母様を！！」

　烏月に迫る美咲だったが、慌てて梢子が割って入った。

　普段の美咲からは想像出来ない様な鬼気迫った態度・・・それを見た梢子は、直感的に『やばい』

と思ったのだ。

　無理も無いだろう。美咲の大好きだった両親を殺した犯人が、こうして目の前にいるのだから。

　

　「美咲！！取り敢えず落ち着いて！！烏月さんが何の理由も無く、罪も無い一般人を殺すなん

て在り得ないわ！！きっと何か深い事情があったのよ！！そうでしょう！？烏月さん！！」

　「・・・なら、その事情とやらを話して頂きましょうか。千羽さん。」

　「な・・・！？」

　美咲の体が金色に光り輝く。その神々しい姿は、まさしく遥と同じ・・・神の化身だ。

　予想外の出来事に、驚きを隠せない梢子。

　「美咲・・・まさか貴方も『神の血』を・・・！！」

　「返答次第では、私は貴方を討ちます。」

　「美咲、取り敢えず落ち着いて！！」

　「落ち着いているわ。小山内さん・・・自分でも怖い位、今の私は冷静よ。」

　「・・・美咲・・・」

　木刀を烏月に突きつけ、美咲は烏月を見据える。烏月の一挙一動を見逃さない。

　梢子もとても不安そうな顔で、美咲と烏月の事を見つめている。

　烏月は深く溜め息を付き・・・観念したかのように真相を語り始めた。

　何故烏月が２年前に、美咲の両親を殺したのか・・・その真相を。

　決意に満ちた瞳で、烏月は美咲をじっ・・・と見据える。



　「・・・美咲さん。先に言っておくけど、今から私が話す事は美咲さんにとって、私の都合のいい言

い訳にしか聞こえないかもしれない・・・だけど私の話は全て、嘘偽りの無い真実だという事を約束

する。だから私の話を信じてほしい。その上で、私の事を煮るなり焼くなり、好きにしてほしい。」

　「・・・分かりました。千羽さんの話を信じましょう。」

　「ありがとう・・・それを踏まえた上で、話をさせて貰うよ。」

　

　

　今から２年前・・・烏月が鬼切り役に就任したばかりの頃。

　烏月は祖父からの命を受け、この辺りを荒らし回っていた、ある鬼の行方を追っていた。

　その鬼はノゾミやミカゲと同タイプの、実体を持たない霊体の鬼だったのだが、烏月の猛追撃に

よって追い詰められ、まさに魂削りによる一撃で斬り捨てられる寸前だった。

　

　だがそこへ、たまたま運が悪い事に、美咲の両親がその現場を目撃してしまった。

　人気の無い夜の路地裏での出来事だったのだが、現場は松本グループ本社の目と鼻の先・・・

しかもその日に限って美咲の父親は残業で帰宅時間が遅くなってしまい、美咲の母親が会社まで

彼の事を迎えに来てしまい、しかも他の社員は残業する事無く定時で帰ってしまっていたのだ。

　そしてさらに運が悪い事に、この時の烏月は千羽妙見流の究極奥義・・・人を斬る事無く、鬼だけ

を斬る絶技・・・『鬼切り』を習得していなかったのだ。

　これらの不運の連鎖が、結果的に美咲の両親を死なせる事になってしまう。

　

　追い詰められた鬼はヤケクソになって、まず最初に美咲の父に憑依した。

　そして美咲の父に憑依した鬼は、美咲の母を人質に取り・・・何を狂ったのかそのまま生かして逃

亡用の人質として活用すればいいものを、追い詰められて冷静さを失っていた為か、美咲の母を

その手で殺そうとした。

　烏月は止むを得ず、せめて美咲の母の命だけでも助けようと、鬼に憑かれた美咲の父が美咲の

母を殺すより一瞬早く、魂削りで美咲の父もろとも、その鬼を斬った。

　

　だがそれでも鬼に完全に止めを刺す事は出来ず、鬼は深手を負いながらも、今度は美咲の母

に憑依し、逃亡しようとした。

　このまま逃がしてしまえば、この鬼によってより多くの犠牲者が出てしまう・・・そう危惧した烏月は

断腸の思いで、魂削りで美咲の母もろとも、その鬼を斬り・・・この一撃でようやく鬼は絶命した。

　　

　だがそれでも、あの時烏月が美咲の両親もろとも、魂削りで鬼を斬っていなかったら、今頃どうなっ

ていたか・・・。

　この鬼によって、より多くの犠牲者が出ていたに違いない。

　だから烏月は止むを得ず、人々を守る為に、鬼に憑かれた美咲の両親を殺したのだ。

　そうしなければ・・・より多くの人々が、この鬼によって殺されていただろうから・・・。

　「私が未熟だったばかりに、私はあの２人を死なせてしまった。鬼切りを習得していなかったあの

頃の私では、魂削りで命を奪う事でしか、あの２人を救ってあげる事が出来なかったんだ。私には

それが今でも悔やみ切れないよ。」

　「・・・それで、せめてもの罪滅ぼしのつもりで、私の両親の墓に花束を贈り続けた・・・という事な

んですね？」

　「おじい様はあの一件以来、松本グループにこれ以上関わるなと忠告していたけど・・・それでも



あの２人を殺したのは、他でも無い私なのだから。」

　

　その身を金色に輝かせて神の化身と化し、自分に木刀を突きつける美咲にも全く怯える様子も

無く、それどころか覚悟を決めたような表情で、烏月は美咲の事を見据えていた。

　美咲もまた、烏月から視線を逸らさない。烏月の一挙一動を見逃さない。

　

　「美咲さん。信じてもらえないかもしれないけど・・・いや、見苦しい言い訳だと思うかもしれないけ

ど・・・貴方のご両親の死の真相は、大体こんな感じだよ。」

　「・・・・・。」

　「私は貴方のご両親を殺した。それは嘘偽りの無い事実・・・だからこそ私は、貴方に何をされよう

とも文句は言えない・・・だから美咲さん。」

　烏月は覚悟を決めて、美咲にはっきりと告げた。

　「さっきも言ったけど・・・私を煮るなり焼くなり好きにしてほしい。その木刀や光翼鳥で、私を殺し

てくれても構わない。あの２人の一人娘である貴方には、その権利があるのだから。」

　「な・・・烏月さん、ちょっと待って！！」

　「下がっているんだ！！梢子さん！！」

　「でも！！」

　慌てて烏月を止めようとした梢子を、烏月が制した。

　そしていつの間にか美咲の周囲を、無数の金色の小鳥が舞っていた。

　それを見た梢子は、顔色を変える。

　「光翼鳥！？美咲、一体何を！？」

　「・・・千羽さん。貴方の覚悟・・・しかと受け止めました。」

　「美咲！！ちょっと待って！！お願いだから！！」

　「事情はどうあれ、私のお父様とお母様・・・私が大好きだった２人を、貴方は殺した・・・貴方は私

の家族を奪ったんです。どんな言い訳をしようとも、それは事実なのでしょう？」

　

　無数の光翼鳥が木刀に収束し、木刀が金色に光り輝く。

　経観塚でのマタムとの戦いにおいて、神の化身と化した遥が鬼切りを繰り出した時のように。

　「だから・・・仇を討たせて下さい。私のこの手で。」

　

　美咲は木刀を上段に構え、烏月を見据える。

　烏月は覚悟を決めたかのように、そっ・・・と目を閉じた。

　「ああ、美咲さん、それと梢子さんも・・・最期に１つだけ、いいかな？」

　「何ですか？」

　「桂さんたちには、その・・・上手くごまかしておいて貰いたいんだけど・・・」

　「・・・分かりました。」

　美咲は木刀を烏月に向かってなぎ払う。

　木刀から放たれた、金色の衝撃波。それが烏月に襲い掛かる。

　覚悟を決めた穏やかな表情で、それを避けようともしない烏月。

　だが、そこへ。



　「・・・駄目ーーーーーーーーっ！！」

　「な・・・梢子さん！？」

　梢子が烏月の前に立ちはだかる。

　そして美咲が放った金色の衝撃波を、梢子は天照で辛うじて受け止めた。　

６．怒りと憎しみを超えて

　梢子の天照によって防がれた、金色の衝撃波。

　凄まじい『衝撃』を予想し、梢子は天照を持つ両手に力を込める。

　だが・・・

　「な・・・手応えが！？」

　金色の衝撃波が梢子の天照とぶつかり合った瞬間、突然衝撃波が無数の光の粒子となって、消

滅してしまった。

　予想外の出来事に、唖然とする烏月と梢子。

　「美咲・・・一体これは・・・」

　「・・・たった今、私のお父様とお母様を殺した無能な鬼切り役は、私がこの手で殺したわ。ここに

いるのは私を北斗院女子大学に誘ってくれた、とても優しくて誠実で、でもちょっとドジで抜けてる

所がある・・・そんなどこにでもいる普通の女の子の、千羽烏月さんよ。」

　

　いつの間にか美咲の体から、先程までの金色のオーラが消えていた。

　とても穏やかで、そして悲しそうな表情で、美咲は烏月の事をじっ・・・と見据えている。

　烏月もまた、信じられないといった表情で、戸惑いながら美咲を見ていた。

　「美咲さん・・・どうして・・・私に同情するつもりなのか！？」

　「千羽さん・・・」

　「やめてくれ！！今の私には、そうやって貴方に優しくされる資格なんか無い・・・！！私は・・・私

は貴方の両親をこの手で・・・！！」

　「確かに、貴方は私の両親を殺しました。でもそうしなければ、お父様もお母様も鬼に蝕まれて、

もっと苦しむ事になっていた・・・そして鬼によって、多くの罪も無い人々が犠牲になっていた・・・そ

うでしょう？」

　美咲は木刀を腰にぶら下げ、先程のデートが終わったばかりの時と同じように、烏月の右手を両

手で優しく包み込む。

　美咲にも分かっていたのだ。烏月程の誠実な人間が、何の理由も無く一般人を殺すはずが無い

という事が。梢子が言うように、きっと何か止むを得ない事情があったのだという事が。

　だがそれでも美咲は、両親がとても大好きだった。だからこそ止むを得ない事情があったとはい

え、大好きだった両親を殺した烏月の事を、ただヘラヘラと笑って許すつもりも無かった。

　だから美咲はそのけじめとして、自らの木刀で『烏月の忌まわしい過去』を断ち切ったのだ。

　烏月には過去の苦い思い出に振り回される事無く、今この時を精一杯生き抜いて、そして両親



の分まで幸せになってほしいから。

　美咲は最初から烏月を殺すつもりなど全く無かったし、梢子が身を挺して烏月を庇おうとする事

さえも、最初から想定済みだったのだ。

　

　「貴方は考えうる限りの最善を尽くして、そしてお父様とお母様を『救ってくれた』・・・その事に関

しては、私は貴方にとても感謝しています。」

　「美咲さん・・・だけど、私は・・・！！」

　「貴方が本当に私の両親を殺した罪を償いたいと思っているのなら、両親の分まで・・・いいえ、

私の為に精一杯生きて下さい。」

　生きる事・・・それが美咲が烏月に科した償い。

　美咲は烏月から命ではなく、死を奪ったのだ。

　自らの手で殺してしまった両親の分まで、烏月には精一杯生きて欲しいから。

　「・・・っ！！だけど！！」

　「私はそれでも・・・いいえ、だからこそ・・・貴方とはこれからも仲良くしたいですし、それに貴方に

何かあったら私も悲しいですから。」

　「・・・美咲さん・・・！！」

　「これは同情なんかじゃ無い・・・私自身の心からの願いです。」

　それだけ告げて、美咲は烏月に穏やかな笑顔を見せた。

　美咲の優しさを敏感に感じ取り、烏月は美咲に本当に申し訳無くて、目に涙を浮かべる。

　美咲は左手で烏月の右手を優しく握りながら、右手で烏月の涙をハンカチで拭いてあげた。

　烏月が両親を殺した事に関しては、美咲はヘラヘラと笑って許すつもりはないし、烏月もそんな

事は望まないだろう。

　だがそれでも烏月は、美咲の両親を鬼から救ってくれたのだ。

　例えその手を血で染めて、その罪を一身に背負い、自分に恨まれるような事になってでも・・・鬼

の脅威から多くの人々を守る為に、そして美咲の両親を鬼から救う為に。　　

　

　美咲はそんな烏月の「覚悟」を理解したからこそ、先程烏月に告げたのだ。

　『貴方の覚悟・・・しかと受け止めました』と。

　手を繋いだまま、互いに見つめ合う美咲と烏月。

　烏月もまた、美咲をじっ・・・と見据えたまま、自分の想いの全てを美咲にぶつけた。

　「・・・美咲さん。私は貴方のご両親をこの手で殺した。だからこそ一人娘である貴方だけは、私が

この手で守り抜きたいと・・・いや、この命を賭けて守り抜かなければならないと思った。」

　「千羽さん・・・」

　「だから私は剣道の特待生という名目で、貴方を北斗院女子大学に誘ったんだ。貴方が両親の

死の真相を知って、それによって貴方が私の事を恨み、殺すような事になってしまったとしても・・・

それでも私の手で貴方を守りたかったから。貴方は傲慢だと思うかもしれないけど・・・。」　

　それが、烏月が美咲を北斗院女子大学へと誘った理由。

　烏月が自らに科した、美咲への償い。

　例え美咲に恨まれ、蔑まれ、殺されるような事になってしまったとしても。

　それでもなお烏月は、命を賭けて美咲を守る。

　自分が殺してしまった美咲の両親の分まで、美咲だけは絶対に守り抜いてみせると・・・。



　それを聞いた美咲もまた、これまで悩んでいた事をはっきりと決断した。

　とても真っ直ぐな笑顔で、梢子の事を見つめる。

　「・・・小山内さん。私、決めたわ。」

　「決めたって、何を？」

　「青城女子大学に入って、小山内さんや羽藤さんと一緒に剣道をやるのも悪くはないと思ってい

たけど・・・やっぱり私、北斗院女子大学に入る事にしたわ。」

　

　美咲の瞳には、一片の迷いも無かった。

　「だってこんな事を言われたら、入らない訳にはいかないでしょう？」

　「・・・美咲・・・。」

　「それに私・・・何だか千羽さんの事を放っておけなくなっちゃったから。」

　

　美咲もまた、鬼切り役としてその身に業を背負ってでも戦い続ける烏月の事を、心の底から守り、

支え、癒してあげたいと思ったから。

　自分の事を命を賭けてでも、自分に恨まれる事になってでも・・・それでも自分を守り抜きたいと

言ってくれた烏月の事を。

　

　その時、美咲の携帯電話の着信音が鳴った。

　着信音を聞いた美咲は、慌てて腕時計で時間を確認して苦笑いする。

　いつの間にか時計の針は、夜９時を回っていた。

　「・・・いけない。もうこんな時間・・・もしもし、おじい様ですか？連絡が遅くなってしまって申し訳あ

りません。今からすぐに帰りますので・・・はい、千羽さんと一緒にいます・・・もう、おじい様ったら、

からかわないで下さいよ。とにかく、すぐに帰りますので・・・はい。それでは。」

　

　電話を切る美咲。

　「そういう事なので２人共、早く帰らないとおじい様が心配してしまうので・・・」

　「あ、美咲、ちょっと待って！！」

　慌てて帰ろうとする美咲を、梢子は呼び止めた。

　とても真剣な表情で、梢子は美咲の後ろ姿をじっ・・・と見据える。

　「・・・あのね美咲。さっきの鬼が、美咲の事を『朱雀』って呼んでいたけど・・・」

　「・・・・・。」

　美咲は振り向かずに、梢子の話に耳を傾ける。

　今の自分の表情を、梢子と烏月に見られたく無いと思っているのだろうか。

　「美咲、貴方は一体・・・」

　「人間よ。『今の私は』ね。これから皆と同じように成長して、歳を取って、死んでいくわ。」

　「今の私はって・・・それってどういう・・・」

　「私がそれを望んだからよ・・・私はもう、一人ぼっちは嫌だから・・・。」

　「美咲・・・。」



　「・・・もう、これで何度目の転生だったか、忘れちゃったけど・・・」

　意味深な美咲の発言に戸惑う梢子だったが、それでも梢子は美咲に言いたかった事を、何の迷

いの無い力強い瞳で、はっきりと告げた。

　美咲との繋がりを、これからも失いたくないから。

　「・・・美咲。これだけは覚えておいてくれる？・・・美咲がどんな化け物だろうと、それでも私が尊

敬する松本美咲はとても強くて優しくて、皆からとても慕われているのよ？だから美咲が正体をバ

ラさずに皆と今まで通り接していれば、誰も美咲の事を嫌いになんかなったりしないから。」

　

　そもそも今の梢子の周囲は、はっきり言って人外の存在ばかりだ。

　鬼であるノゾミとコハク、観月の民であるサクヤ、人間と鬼の中間の存在である夏夜・・・そして桂

と柚明の体には『贄の血』が宿っているし、柚明に至っては元オハシラサマだ。さらに遥と渚にも

『神の血』が宿っているし、ナミと梢子自身もまた、その身に『安姫の血』を宿しているのだ。

　そんな状況だからこそ、美咲の正体が何だろうと、今更梢子には関係の無い話なのだ。

　もっと極端な言い方をすれば、梢子の周囲に人外の存在が１人増えただけに過ぎないのだ。

　「・・・もう、小山内さんったら・・・こんなに可愛い女の子に対して、化け物は無いんじゃない？」

　「あはは、ごめんね。美咲。」

　「・・・でも嬉しいわ。小山内さん・・・ありがとう。」

　美咲は振り向いて、とても穏やかな笑顔を梢子に見せ・・・そして慌てて走り去って行く。

　

　（美咲さん。私は貴方のご両親をこの手で殺した。だけどそれでも貴方が私に生きろと言うのであ

れば、貴方のご両親の分まで、私は貴方をこの手で守り抜いてみせるよ。）

　決意に満ちた表情で、烏月は美咲の後ろ姿をじっ・・・と見つめていた。

　（それが私に架せられた罪・・・いや、今の私の生きる目的なのだから・・・）
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