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１．沙羅の木の前で

　梢子が卯良島で根方を破り、無事にナミを助け出して帰還し、全員で朝ご飯を済ませた後。 

　汀は誰もいない沙羅の木の前で、神妙な表情で静かに１人で腕組みをしていた。 

　常夏の椿と呼ばれ、一年中花を咲かせていた沙羅の木。だがナミに『力』を還してしまった今で

は不死性は失われ、あれだけ盛大に咲いていた花も見事なまでに散ってしまっている。 

　咲森寺では今頃は、勝手な真似をして皆に迷惑をかけてしまった梢子が、葵先生にこっぴどく

怒られている頃だ。 

　部長としての自覚を持てとか、自分の身勝手な行為でどれだけ多くの人に迷惑をかけたのかと

か、梢子の事をとても心配して、また大切に想っているからこそ、葵先生は梢子にとても厳しく叱責

していた。 

　だがそれでも、桂の血を飲んだ梢子が救援に駆けつけてくれなければ、今頃どうなっていたか。

汀は想像しただけでもゾッとした。 

　夏夜は根方に敗北し、自分とコハクも馬瓏琉に敗れ、儀式を未然に防ぐ事は出来なかっただろ

う。 

　だから汀は、梢子にとても感謝していた。 

　そして汀の想像を超えてどんどん強くなっていく梢子の才能に、汀は正直驚きを隠せなかった。 

　「それにしても、あの短期間でオサがあそこまで強くなるなんてね・・・」 

　合宿１日目。汀と手合わせした梢子は善戦したものの、あっさりと汀に負けてしまった。 

　合宿２日目。夜中にこっそりとコハクの修行を受けた梢子は汀に再戦を申し込み、汀と互角に渡

り合った末に、僅差で勝利を収めた。 

　そして合宿４日目。桂の血を飲んで『アカイイト』の絆を結んた梢子は、役付きさえも凌駕すると言

われている根方を打ち破ってしまったのだ。 

　常識では考えられない、あまりにも早過ぎる梢子の成長速度。 

　これから先、梢子が一体全体どこまで強くなるのか・・・汀は楽しみであると同時に、そんな梢子

に心のどこかで畏怖さえも感じていた。 

　「オサが若杉の血筋だから・・・？特練の飛車の血筋だから・・・？それともオサが、はとっちの血

を飲んだから・・・？いや、オサの中に流れる『安姫の血』に秘められた力・・・？いいや、どうせなら

それら全部か・・・」 

　「・・・・・。」 

　「アンタの従妹って本当に凄いわよねぇ。ウチにスカウトしたい位だよ。鳴海夏夜。」 

　腕組みを解いて、汀は沙羅の木に立てかけていた棍を構え、いつの間にか目の前に立ってい



た夏夜を厳しい表情で睨みつける。 

　朝食が終わった後、汀に『大事な話があるんだけど』と呼び出されて、ここまでやってきたのだ。 

　夏夜もまた、何の迷いも無い力強い瞳で、汀の事をじっ・・・と見据える。 

　「逃げずによくここまで来たわね。それだけは褒めてやるよ。」 

　「私には貴方と・・・いえ、守天党の人たちと正面から向き合う義務があるわ。逃げるなんて到底許

される行為じゃない。」 

　「そうかい。そいつは大した心がけだ・・・って言いたい所だけどさぁ・・・！！」 

　汀の棍を握る手に、強い力が込められる。 

　怒りの形相で、汀は夏夜を睨みつけていた。 

　夏夜もまた、そんな汀の怒気に怯む事無く、汀の怒りを正面から受け止めていた。 

　「アンタはアタシらから《剣》を盗んだだけじゃない・・・アタシの仲間を傷つけたんだ！！それだ

けは絶対に許すわけにはいかないんだよ！！」 

　「・・・ええ、それに関しては本当に申し訳無く思っているわ。」 

　「だったらその落とし前を・・・しっかりと付けて貰わないとねぇっ！！」 

　汀の棍が唸りを上げて、夏夜に迫る。 

　守天応身流ならではの、円の軌道を描く一撃。夏夜はそれを木刀で的確に受け止める。 

　そのまま鍔迫り合いの状態で、睨み合う汀と夏夜。 

　汀の渾身の一撃にも、夏夜は全く動じない。 

　「その木刀は、はとっちの・・・！！」 

　「ええ、鬼払いよ。桂ちゃんが私に貸してくれたわ。」 

　『大事な話があるんだけど』・・・汀の夏夜へのたった一言で、桂は全てを悟ったのだ。 

　汀が夏夜に対して、《剣》を盗んだ事に対する落とし前をつけさせようとしている事を。 

　だから桂は夏夜の事を守りたくて、夏夜に鬼払いを託したのだ。 

　夏夜は梢子の大切な人だから。８年ぶりに梢子の元に帰ってきた、梢子のかけがえの無いお姉

さんなのだから。 

　夏夜に何かあったら、梢子はとても悲しむから。 

　「アンタ、アタシの仲間を傷つけた事を申し訳無かったとか言うくせに、何でそうやってアタシに

抵抗するのさ！？」 

　「私の身体は、私１人だけの物じゃないからよ。」 

　「くっ・・・！！」 

　夏夜に弾き飛ばされた汀は、一旦夏夜から間合いを離す。 

　鬼払いを汀に突きつけ、とても力強い瞳で汀を見据える。 

　「これは卑怯な言い方になってしまうけれど、私は梢ちゃんの為にこれからも生き続けないといけ

ないのよ。」 

　「そんな事を言われて、アタシが素直に納得するとでも思っているのか！？」 

　「思っていないわ。だからこそ私は、貴方と正面から向き合わないといけないのよ。」 

　「戯言を抜かすなぁっ！！」 

　「私に出来る範囲内なら、私は貴方たちに対して精一杯償いをさせてもらうつもりよ。だけど私を



傷つけ、殺すというのなら・・・私は梢ちゃんの為に、全力で抵抗させてもらうわ。」 

　夏夜が傷つけば、梢子が悲しむから。 

　いや、梢子だけではない。現在咲森寺にいる誰もが、夏夜に何かあったらとても悲しむだろう。 

　自分の身体は、自分１人だけの物ではない・・・夏夜が言っている事は、そういう事なのだ。 

　それは汀も充分に理解していた。汀とて梢子を悲しませるのは本意ではない。 

　だがそれでも、理解は出来ても納得が出来ないのだ。 

　夏夜は馬瓏琉に騙されていたとはいえ、汀の大切な人たちを傷つけたのだから。 

　そして汀自身も、夏夜によって重傷を負わされてしまったのだ。 

　だからこそ汀は夏夜の事を、はいそうですかとヘラヘラ笑って許せるはずがないのだ。 

　「・・・前の雪辱は・・・ここで晴らす！！」 

　「私も梢ちゃんの為に、こんな所で倒れるわけにはいかない。」 

　「くっ・・・鳴海夏夜ぁぁぁぁぁぁぁぁっ！！」 

　怒りの形相で、汀は夏夜に襲い掛かった。 

２．特練の飛車

　「だああああああああああああっ！！」 

　汀の凄まじい連撃が、夏夜に襲い掛かる。 

　守天応身流ならではの、円の軌道を描いた流れるような動き。 

　円の動きによる遠心力を活かし、一撃毎に汀の打撃の威力が増幅されていく。 

　夏夜に反撃の糸口さえも掴ませずに、一気に勝負を決めるつもりなのだ。 

　だが・・・ 

　「ふっ！！」 

　「ぐあっ・・・！！」 

　夏夜に攻撃を軽く受け流され、その勢いで汀は尻餅をつきそうになる。 

　汀の攻撃の威力を逆に利用し、必要最小限の力だけで汀の攻撃を軽く受け流す。 

　渾身の一撃であるが故に、汀は体勢を崩されてしまう。 

　その光景は、まるで闘牛士に翻弄される牛のようだ。 

　全く無駄の無い、達人ならではの凄みのある動き。汀は完全に翻弄されてしまっていた。 

　「もう止めておきなさい。その程度で全力なら、貴方に私は倒せない。」 

　「ふざけるなぁっ！！おおおおおおおおおおおおおおおっ！！」 

　低い体勢からのダッシュ、そこから身体を回転させ、汀は渾身の薙ぎ払いを浴びせる。 

　「守天応身流が舞の手・・・竜巻！！」 

　まさに竜巻の如き凄まじい勢いで、汀は夏夜に薙ぎ払いによる連撃を浴びせる。 

　並の使い手なら反撃の糸口さえも掴めずに、何も出来ずにやられてしまうだろう。 



　だがそれでも、夏夜には通用しない。 

　汀の薙ぎ払いをギリギリの距離と絶妙なタイミングで避け、その一瞬の隙を突き、夏夜は汀に当

て身を仕掛ける。 

　「はっ！！」 

　そこから繰り出される、夏夜の投げ技。 

　「くそおっ！！」 

　汀はどうにか受け身を取って、一旦間合いを離して体勢を立て直す。 

　自分の攻撃を立て続けに破られ、汀は焦りを隠せなかった。 

　対照的に夏夜は息１つ乱していない。全く無駄の無い必要最小限の動きだけで、汀の攻撃を

次々といなしているからだ。 

　それは、達人の域に達している夏夜だからこそ出来る芸当だ。 

　「守天応身流の連撃は変則的に見えるけど、実際には円の軌道が主体であるが故に、動きに一

定のリズムがあるわ。無駄の無い動きに見えて、実際には動きに無駄があり過ぎるのよ。」 

　「何だと・・・！？」 

　「そして貴方の攻撃も、その武器のリーチの長さと円の軌道が主体であるが故に、攻撃パターン

がどうしても限られてくる。振り下ろすか、薙ぎ払うか、二つに一つ。」 

　「・・・・・っ！！」 

　「あまりにもワンパターンなのよ。だから私にとって、貴方の動きはとても読みやすいわ。」 

　突きつけられた現実。汀は動揺を隠せなかった。 

　汀の動きは、完全に夏夜に見切られてしまっている。どれだけ凄まじい連撃でも、どれだけ巧み

にフェイントをかけようとも、夏夜は必要最小限の動きだけで的確に対応してしまう。 

　汀は悟った。正面からまともに戦えば、自分の実力では夏夜には決して勝てないという事を。 

　だがそれでも、汀は素直に負けを認めるつもりは無い。 

　正攻法で倒せないなら、奇策でもって挑むまでの事だ。 

　「・・・後でオサが聞いたら、卑怯者って怒られるかもしれないけどさ。」 

　「・・・？」 

　「アタシはどんな手を使ってでもアンタを倒す・・・！！アタシの仲間を傷つけた報いを、アンタに

受けさせないといけないんだからさあっ！！」 

　汀は夏夜の目の前で、棍の先端をクルクルと回す。 

　「守天応身流が邪の道・・・邪の目！！」 

　「それは巻き技・・・？そんな見え見えの策に私が引っかかるとでも・・・」 

　「これは邪（よこしま）なる目・・・ノゾみんの邪眼と同じように、アンタの動きを封じるイービルアイ

よ！！」 

　「・・・っ！？」 

　その瞬間、夏夜の体に走る衝撃。 

　夏夜の体が、まるで金縛りに遭ったかのように動かない。 



　「これは・・・！？」 

　「どう？動けないでしょう？これがアタシの、とっておきの切り札よ！！」 

　「・・・・・！！」 

　「たっぷりと思い知りなさい！！アタシの仲間の痛みと苦しみを！！」 

　棍を構え、汀は夏夜に殴りかかる。 

　身動き出来ない今の夏夜は、直立不動で無防備だ。 

　勝った・・・汀はそう確信した。 

　いかに夏夜が達人だろうと、動く事自体が出来ないのではどうしようもない・・・はずだった。 

　「・・・ふっ！！」 

　「な・・・！？」 

　夏夜は左足に刺さっていた細い針を、とっさに左手で抜き取った。 

　汀は棍の先端をクルクル回している間に、この針で夏夜の点穴を突いていたのだ。 

　その瞬間、夏夜の身体は自由になり、右手の鬼払いで汀の斬撃を受け止める。 

　「そんな・・・馬鹿な・・・！？」 

　「生憎だけど、点穴の知識なら私にも多少はあるのよ？」 

　「な・・・！？」 

　「梢ちゃんの祖父が整体師をやっていてね。私も何度かお世話になった事があるから。」 

　動けないと言っても、力を込めれば一瞬だけなら動かせる。 

　まして人と鬼の中間の存在として、強靭な肉体を手に入れた夏夜なら造作も無い事だ。 

　それに点穴破りの方法なら、夏夜も仁之介から幾つか手ほどきを受けているのだ。 

　「こんな子供騙しが、貴方のとっておきの切り札だと言うのかしら？」　 

　「くっ・・・くそおおおおおおおおおおおっ！！」 

　「・・・なら、今度はこちらから行かせて貰うわよ。」 

　夏夜は鬼払いを上段に構え・・・何の迷いも無い力強い瞳で、はっきりと告げた。 

　「見せてあげるわ。私が周囲から『特練の飛車』と呼ばれている所以（ゆえん）を。」 

　「・・・・・！？」 

　「・・・はっ！！」 

　夏夜は飛車。縦横無尽に戦場を駆け巡る飛車。 

　たったの一手で敵陣の奥深くまで攻め込む爆発力があり、たったの一手で自陣まで防衛に戻る

機動力があり、その凄まじい縦横無尽の動きによって盤面を支配する力がある、将棋においての

最強の駒・・・それが飛車だ。 

　前から後ろから、右から左から・・・夏夜は常人には捉え切れない神速の動きで、縦横無尽に汀

の周囲を駆け巡る。 

　汀に斬撃を浴びせたかと思えば、汀に反撃の余地さえも与えずに一瞬で間合いを離したかと思

えば、一瞬で間合いを詰めてくる。 

　汀がどれだけ間合いを離そうが、夏夜は瞬時に間合いを詰めてくる。 

　まさに飛車。汀の全周囲３６０度、どこからでも攻撃が飛んでくる。 



　この夏夜の動きの前では烏月が得意とする縮地法など、まさに子供の戯事も同然だ。 

　これこそが特錬の飛車の・・・鳴海夏夜の真髄だ。 

　「はあああああああああああああああっ！！」 

　「ぐああああっ！！」 

　夏夜の鬼払いによる怒涛の連撃を受け切れずに、汀は棍を弾き飛ばされた。 

　乾いた音を立てて、棍が地面に転がり落ちる。 

　呆然とする汀に、夏夜は鬼払いを突きつける。 

　「私の勝ちよ。」 

　「ぐっ・・・まだよ・・・！！」 

　それでも汀は諦めない。間合いを離して懐からワイヤーを取り出し、身構える。 

　「まだアタシは・・・負けてなんかいないっ・・・！！」 

　「・・・仕方が無いわね。」 

　「うおおおおおおおおおおおっ！！」 

　汀の手からワイヤーが放たれる。夏夜もそれを迎撃する為に、鬼払いを上段に構える。 

　だが次の瞬間。 

　「オニワカァァァァァァァァァッ！！」 

　「グオオオオオオオオオオオオッ！！」 

　ぶちっ。 

　突然上空から飛んできたオニワカが、汀が夏夜に向かって投げ飛ばしたワイヤーを踏み潰した。 

　予想外の出来事に、夏夜も汀も戸惑いを隠せない。 

　「もう止めんか。汀。」 

　「な・・・コハクさん！？」 

　「往生際が悪いぞ。お主の負けだ。」 

　駆けつけたコハクが汀の前に立ちはだかり、吼丸を汀に突きつける。 

　「オニワカ、還れ！！」 

　「グオオオオオオオオオオオオオッ！！」 

　吼丸の中へと還ったオニワカ。 

　それを合図にしたかのように、梢子、桂、柚明の３人が夏夜を庇うように立ちはだかる。 

　夏夜と汀の戦いを、先程までコハクと共にずっと見ていたのだ。 

　夏夜との戦いに集中し過ぎていて、汀は不覚にもその気配に全く気付かなかった。 

　「汀、お願いだからもう止めて！！」 

　「ここで夏夜さんを痛めつけて、それで一体何になるって言うの！？」 

　「感情の赴くままに闇雲に力を振るえば、それはただの暴力よ。」 



　自分を庇う３人を、夏夜は唖然とした表情で見つめていたのだった。 

３．和解

　「汀。貴方が夏姉さんの事を許せない気持ちは私にも分かるわ。夏姉さんは守天党から《剣》を

盗み、汀の大切な人たちを傷つけたんでしょう？」 

　「オサ・・・！！」 

　「だけど・・・汀は私の事を身勝手だと思うでしょうけど・・・」 

　梢子は突然、汀に対して頭を下げた。 

　いきなりの出来事に、その場にいた誰もが驚きを隠せない。 

　「ちょ・・・オサ！？いきなり何を！？」 

　「お願いだから、これ以上夏姉さんを傷つけないで！！夏姉さんだって悪気があって守天党に

迷惑をかけた訳じゃ無いんでしょう！？」 

　「オサ・・・何を・・・何を馬鹿な事を・・・！！」 

　「汀にとって夏姉さんは剣鬼カヤなんでしょうけど・・・それでも私にとっては、かけがえの無い大

切な人なの！！８年ぶりに帰って来てくれた、私の大切な従姉なの！！」 

　梢子は汀をじっ・・・と見据え、覚悟を秘めた表情ではっきりと告げた。 

　「それでも、どうしても夏姉さんが許せないっていうのなら・・・私を代わりに殴って！！」 

　「・・・はあ！？」 

　「汀の怒りは、夏姉さんの代わりに私が受け止めるから！！汀の怒りが収まるまで、私の事を殴っ

て蹴って袋叩きにしてくれてもいいから！！」 

　そんな梢子の無茶な要求を聞いて、桂と柚明が慌てて梢子の前に立ちはだかった。 

　汀に梢子を傷つけさせない・・・そう言わんばかりに。 

　「梢子ちゃん！！馬鹿な事を言わないでよ！！」 

　「だって桂・・・私・・・このままじゃ汀に申し訳が立たなくて・・・！！」 

　自分の身内がやらかした出来事であるが故に、梢子は必要以上に責任を感じてしまったのだろ

う。 

　梢子とて、汀の夏夜への怒りは充分に理解しているつもりだ。 

　《剣》を盗み、汀の仲間を傷つけた。それで汀が夏夜の事をヘラヘラ笑って許せるはずが無い。 

　だが梢子は、それでも夏夜にこれ以上傷ついてほしくないのだ。 

　８年ぶりにようやく再会出来たというのに、その幸せを奪われたく無いのだ。 

　それは梢子のわがままだ。汀の気持ちと立場を考えない、あまりにも身勝手な要求だ。 

　だからこそ梢子は、そのわがままを要求する対価として、汀に気が済むまで自分を殴れと言い出

したのだ。 

　だが当然ながら、そんな梢子の無茶苦茶な要求を、桂と柚明が黙って見過ごす訳がない。 



　「汀ちゃん。私からもお願いするわ。これ以上夏夜さんと無益な争いをするのは止めて頂戴。」 

　「ちょ・・・柚明さんまで・・・お願いですから頭を上げて下さいよ！！」 

　「梢子ちゃんが言っていたように、私たちの言い分は物凄く身勝手な物よ。だけど私は汀ちゃん

に、梢子ちゃんも夏夜さんも傷つけて欲しくないの。」 

　「柚明さん・・・！！」 

　「そんな事をされたら、私も汀ちゃんの事を許せなくなってしまうかもしれないから・・・。」 

　梢子は、桂と柚明の大切な人だから。 

　その梢子を傷つけられたとあっては、さすがの柚明も黙ってはいられないだろう。 

　そして桂もまた涙目になりながら、頭を下げる柚明を庇うように、汀の前に立ちはだかった。 

　「汀ちゃん。憎しみは所詮、憎しみしか生まないよ・・・！！」 

　「はとっちまで・・・！！」 

　「傷つけたから傷つけられて、傷つけられたから傷つけて・・・そんなんじゃ、根本的な解決には

ならない・・・誰も救われないよ！！こんな事をしてたら、皆おかしくなっちゃうよ！！」 

　「・・・はとっち・・・」 

　「だから汀ちゃん！！お願いだから、夏夜さんの事を許してあげて！！」 

　３人に迫られ、さすがの汀もタジタジだった。 

　このまま夏夜を痛めつけたりでもしたら、何だかこの３人と険悪な雰囲気になってしまいそうだ。 

　元々鬼切り部という仕事は、他人に恨まれてナンボの仕事だ。その事に関しては汀は割り切って

いるつもりだ。 

　だが汀にとって梢子も桂も柚明も、既に『他人』と呼べるような関係では無いのだ。 

　「汀よ。もう良いではないか。この３人に免じて剣鬼を許してやってはどうだ？」 

　「コハクさん・・・」 

　「梢子と剣鬼のお陰で《剣》を取り戻す事が出来たのだ。それに剣鬼は守天党の連中を傷つけ

はしたが、命までは奪っていないのであろう？」 

　「・・・そ・・・それは・・・そうなんですけど・・・」 

　このまま汀が怒りと憎しみに任せて夏夜を傷つければ、梢子たちとの関係が険悪な物になってし

まいかねない。 

　憎しみは憎しみしか生まない・・・この状況はまさに、桂の言葉を体現しているかのようだ。 

　コハクに諭された汀は、はぁ～っ・・・と大きな溜め息を付き・・・ 

　「・・・全く、冗談じゃないわよ・・・これでアタシが鳴海夏夜を痛めつけたら、アタシは完全に悪者

じゃないのさ。」 

　「汀・・・」 

　「あ～もう！！分かったわよ！！鳴海夏夜と仲直りすればいいんでしょう！？」 

　不本意ながらも、夏夜の事を許す事にしたようだ。 

　「ありがとう、汀・・・」 

　「ただし！！鳴海夏夜を１発だけ殴らせてよね！！アタシにだって意地があるんだから！！」 

　「・・・汀・・・でも・・・」 

　「それで今回の件はチャラにしてやるわ！！それ位なら別にいいでしょう！？」 



　反論しようとする梢子だったが、夏夜が桂に鬼払いを返し、自ら汀の前に進み出た。 

　覚悟を秘めた瞳で、夏夜は汀をじっ・・・と見据える。 

　「夏姉さん・・・！！」 

　「いいのよ、梢ちゃん。元はと言えば全ての元凶は私なのだから。」 

　夏夜は静かに目を閉じる。 

　そんな夏夜を、とても心配そうな表情で見つめる梢子、桂、柚明。 

　「・・・いい心がけね。鳴海夏夜。覚悟はいいかしら？」 

　「ええ、いつでも構わないわ。」 

　「あらそう・・・だったらそういう事で・・・落とし前をつけさせて貰うわよっ！！」 

　バキッ！！ 

　汀の渾身の右ストレートが、思い切り夏夜の頬に直撃する。 

　激しい衝撃と痛みが、夏夜の頬にじんじんと響く。 

　だがこの痛みこそが、夏夜が傷つけてしまった守天党の人たち、そして汀に味わせてしまった痛

みなのだ。 

　それを噛み締めながら、夏夜はこの痛みを正面から受け止めていた。 

　「・・・全く、屈辱だわ。これでも全力で殴ったってのに、アンタは倒れるどころか微動だにしない

んだからさ。」 

　「ごめんなさい、汀ちゃん。そしてありがとう。」 

　「フン！！オサたちに免じて、これで勘弁してやるわよ！！ありがたく思いなさい！！」 

　汀と夏夜は、ガッチリと握手を交わす。 

　そして夏夜の頬に出来た傷を、慌てて月光蝶で癒す柚明。 

　「憎しみは所詮、憎しみしか生まぬ・・・か・・・桂の言葉は甘い戯言に見えて、何とも『重い』言葉

よ。のう？オニワカ。」 

　コハクはとても穏やかな表情で、汀が夏夜を殴った事でぎゃあぎゃあ騒ぐ梢子たちの事を見つめ

ていたのだった・・・。 
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