
アカイイト新章・神の化身の少女

後日談・揺るがぬ絆

１．学院のアイドル

　４月に入り、青城女子大学の入学式も無事に終わり・・・桂と梢子は大学生として、新しい生活を

始めていた。

　教義室で授業を受け、剣道部の練習で必死に汗を流し・・・クタクタになって家に帰ってから、柚

明に優しく包まれて癒される日々。

　刺激の無い穏やかな毎日だったが、それでも・・・いや、だからこそ・・・今の桂と梢子は、充実し

た大学生活を満喫していた。

　そして遥も青城女子大学の警備員・・・そしてフェンシング部の臨時コーチとして、雨音と共に忙

しいながらも充実した日々を過ごしている。

　朝７時から夜７時まで、１時間の休憩を挟んだ１日１１時間勤務。

　１日当たりの労働時間は他の企業に比べて多いが、その分休日が多く設けられており、月単位

の労働時間は他の企業と大して変わらない。それに最近設けられたファルソックの就業規則で、

残業や休日出勤は一切してはいけない事になっている。

　　　

　１日の業務時間が長い代わりに休みが多く、残業や休日出勤は厳禁・・・経観塚支部では有り得

なかったこの変則的な勤務体制に、当初は遥も戸惑いを隠せなかったのだが、今ではすっかり慣

れて警備員としての業務を的確にこなし、大学や会社の信用を確固たる物にしつつある。

　青城支部に転属になってからというもの、遥の仕事は順調そのものだ。

　

　そんなある日の事。

　「はい、雨音ちゃん、あ～ん♪」

　「あー・・・」

　昼休みの最中・・・芝生の上に桂が用意したレジャーシートを敷いて、遥は梢子たちと一緒に昼

食を食べていたのだが。

　綾代が物凄い笑顔で、雨音に手作りの玉子焼きを食べさせていた・・・。

　「はむはむ・・・」

　「どう？美味しい？」

　「卵、ふわふわです。」

　「・・・雨音ちゃんは可愛いです！！」

　　

　むぎゅっ。

　とても嬉しそうな表情で、綾代は雨音を抱き締める。

　その様子を、呆気に取られた表情で見ている遥、梢子、桂、陽子、凛。



　「おい綾代。雨音はお前と同い年だぞ？ナミやノゾミと違って　ょ　ぅ　ι゛　ょ　では無いからな？」
　「ナミちゃんとノゾミちゃんは別腹です♪」

　「・・・綾代、今何気にさらりと物凄い事を言わなかったか（汗）？」

　綾代の爆弾発言に、唖然としてしまう遥。

　青城女学院でクラスメイトだった時もそうだったのだが、今の綾代は目の前の雨音に、ナミの面

影を重ねているかのようだ。

　無理も無いだろう。身長は百子と同じ位の小柄で、とても警備員が勤まるとは思えないような、ナ

ミと同じように凄く内気で可愛らしい女の子なのだから。

　「ファルソックに入社したとは聞いていましたが、まさかこの大学の警備員として配属されるなん

て・・・！！これはもう運命だとしか言いようがありませんわ！！」

　「ん～～～～～～～～～っ（泣）！！」

　綾代に頬をすりすりされた雨音は、とても恥ずかしそうな表情をしている。

　そして・・・

　「あ、雨音ちゃん、こんな所にいたんだ～。」

　「もう、桜井さんだけずる～～～～い！！私も～～～～！！」

　「雨音ちゃん、私たちともスキンシップを深めようよ！！」

　他の学生たちも、次々と雨音の所にやってくる。

　沢山の同年代の女の子に囲まれて、雨音は顔を赤らめてしまう。

　そうなのだ。この青城女子大学に研修を終えた雨音が、専属の警備員として配備されるように

なってからという物、あまりにも可愛らしくて内気な、それでいてとっても素直で純粋な雨音は、

あっという間に学生たちの人気者になってしまったのだ。

　しかも見た目の可憐さとは裏腹に、凄まじいまでのフェンシングの達人だという事で、その見た目

とのギャップも雨音の人気の秘訣になっている。

　「あれ？雨音ちゃん。この剣、昨日まで無かったよね？どうしたの？」

　「わ、私のセラフィムに、その・・・あんまり触ってほしくないです・・・」

　「ふ～ん、セラフィムって言うんだ。この剣の名前。」

　「昨日、業務が終わった後に・・・その、社長から貰ったんです・・・私の為に特注で作らせた剣だ

からって・・・」

　

　遥のアポロンと同様に、雨音もファルソック青城支部に専用の剣を作って貰っていたのだ。

　勿論、警備会社に務める警備員が使う武器という事で、アポロンと同じ刃無しの剣なのだが。

　小柄な雨音が使いやすいように、遥のアポロンよりも少しだけ短く作られており、若干の軽量化も

施されている。

　

　「ところで雨音ちゃん。セラフィムっていう名前、どんな理由で付けたのかな？」

　「あ、あのですね・・・セラフィムというのは、天使の９階級の中で、最も上の階級に属する天使の

事なんですけど・・・」

　「うんうん。で、その心は何？」

　「・・・私の大切な人たちを、天使のように温かく見守れたら・・・って思ったから・・・なんですけ

ど・・・」



　顔を真っ赤に染めて、恥ずかしそうに雨音はそう語る。

　すると周りの学生たちの何人かが、とっても嬉しそうな表情で雨音にしがみついた。

　「あ～～～～ん！！雨音ちゃんったら可愛過ぎるわ！！」

　「んもう、このまま持って帰ってしまいたい位！！」

　「何て健気な子なの！？今時珍しいわ！！」

　一斉に抱き締められて、顔を赤くしながらジタバタする雨音。

　そんな雨音を、遥たちは苦笑いしながら見つめている。

　とても平和でほのぼのとした、大学の昼休みの光景。

　

　だが、その平和は一瞬にして破られた。

　「ほ、星崎さん！！雨音ちゃん！！大変なの！！助けて！！」

　

　学生の１人がとても深刻そうな表情で、警備員の遥と雨音に助けを求めてきたのだ。

　彼女の表情から、良からぬ事態が起こった事が容易に想像出来る。

　慌てて立ち上がった遥に、少女が涙目でしがみついてきた。

　「どうした！？落ち着いて話せ！！何があった！？」

　「私の友達が変な男の人たちにナンパされて・・・！！理恵は誘いを断わったんだけど、男の人

たちはしつこくて、全然引き下がらなくて・・・！！」

　「場所はどこだ！？」

　「駐車場！！別の警備員の人が今、応対してるけど・・・相手は複数だし、凄く険悪な態度になっ

ちゃって・・・！！」

　雨音も少女たちと綾代を振りほどいて立ち上がり、先程とは一転して厳しい表情になる。

　

　「分かった、駐車場だな！？雨音、行くぞ！！」

　「はい！！」

　「梢子！！お前は警察を呼んでおいてくれ！！」

　遥と雨音は物凄いスピードで、駐車場まで駆け抜けていった。

　取り残された梢子たちは唖然とした表情で、２人の後ろ姿を見つめていたのだった・・・。

２．騒動の果てに

　

　「だからさぁ、彼女も嫌がってるじゃないのさ。その辺で勘弁してやりなよ。」

　「っせーよババァ！！俺たちに偉そうに命令してんじゃねえよ！！」

　「はぁ・・・せめてオバサン位は言って欲しかったんだけどねぇ。そりゃあ、アタシは今３７で結婚も

してて、子供も２人いるんだけどさぁ。ババァはさすがに傷つくよ？」

　「いいからババァは消えろっつってんだよ！！俺はそこの彼女に用があるんだからよ！！」

　穏便に対応する中年の女性警備員に対して、高圧的な態度で接する３人の若い男たち。

　ナンパを妨害されたからなのか、とても機嫌が悪そうに見える。　



　そして女性警備員に守られながら、少女がとても怯えた表情を見せている。

　「てめぇ、いい加減邪魔だから消えろって言ってんだよ！！あ！？」

　ブチ切れた男たちが、一斉に懐からナイフやスタンガンを取り出す。

　悲鳴を上げる少女。だがそれでも女性警備員は動じない。

　凶器を突きつけられても怯えずに威風堂々とした姿から、彼女が幾多の死線を潜り抜けてきた、

百戦錬磨のベテラン警備員だという事が分かる。

　

　「アンタらねぇ、それは明らかに銃刀法違反・・・」

　「伊吹さん！！」

　「・・・おう、星崎と新堂じゃないか。いい所に来てくれたよ。」

　「彼女の友人が中庭で待っています！！伊吹さんは彼女を中庭へ！！」

　「あいよ。アンタらはそいつらへの対応を頼むよ。訴訟ざたとかになったら色々と面倒だから、あ

まり手荒にするんじゃないよ？」

　

　最近は示談金目当てに警備員の目の前でわざと騒ぎを起こして、先に警備員に手を出させて簡

易裁判を起こし、過剰防衛だとかで慰謝料を請求するようなケースも増えているのだ。

　だからこのようなケースの場合でも、可能な限り穏便に対応しなければならない。

　それが警備員という仕事の難しい所で、ただ強いだけでは務まらない仕事なのだ。

　

　だが今回のケースの場合、相手は殺傷能力のある凶器を持っている。

　だから遥たちは大学の治安を守るために、彼らを捕らえなければならない。

　

　「私たち警備員に逮捕権は無いが、警察に突き出す事なら出来るからな。警察が来るまでの間、

今からお前達を銃刀法違反の現行犯で拘束させてもらう。」

　「つーか、この大学の警備員ってさ、全員女ばっかじゃねえかよ。」

　「そうだな。どこかの馬鹿がやらかした事件のせいで、昼間の警備は女性警備員が担当する事

になってな。」

　どこかの馬鹿がやらかした事件・・・この遥の言葉を聞いた雨音が、急に苦虫を噛み締めたような

表情になる。

　だがその場にいた誰もが、その事に気がついていなかった。

　「しかも何だそのガキんちょはよ？こんなチビが警備員だ？笑わせてくれるじゃねえか！！」

　「ああ、見た目だけでこいつを判断すると痛い目を見るぞ？」

　「ファルソックも堕ちたもんだよなぁ！！どう考えてもこんなチビに警備員なんか、務まるわけねえ

だろうが！！」

　

　男のスタンガンが雨音に向けられる。

　だが、次の瞬間。

　「・・・あ・・・あれ？」

　いつの間にか雨音が鞘からセラフィムを抜いていた。

　そしていつの間にか、男のスタンガンが宙を舞っていた。

　乾いた音を立てて、地面に落ちるスタンガン。



　「な、何だこのガキは！？この、ふざけやがって・・・！！」

　

　他の男たちもナイフやスタンガンで雨音に襲い掛かるが、雨音は常人には捉え切れない物凄い

スピードで、男たちに次々と斬撃を浴びせていく。

　

　「・・・正当防衛です。」

　雨音がそう呟いてセラフィムを鞘に収めた瞬間、男たちは一斉に地面に倒れ伏してしまった。

　まさに神速。男たちは何が起こったのかさえ理解出来ずに、その場にうずくまる。

　

　「お疲れ。お手柄だったな、雨音。」

　「・・・・・。」

　「やれやれ、折角の昼食の時間が台無しだな。取り敢えず防犯カメラの映像と一緒に、こいつ等

を警察に突き出して・・・」

　「・・・・・。」

　「・・・って、おい雨音？どうした？」

　「・・・男の人って・・・」

　「ん？」

　　

　歯軋りしながら、男たちを睨みつける雨音。

　普段の雨音からは想像出来ない様な厳しい表情に、遥は一瞬ゾッとした。

　「どうして男の人って、こういう人ばかりなの・・・！？皆、ケダモノばかり・・・！！」

　「雨音・・・」

　その時、梢子が呼んだパトカーが慌てて駐車場までやって来た。

　パトカーから降りてきた２人の警官に、遥は事情を説明する。

　地面に落ちているナイフやスタンガン、そして防犯カメラの映像を確認し、警官は男たちを銃刀

法違反並びに暴行未遂の容疑で逮捕した。

　警官たちは遥と雨音に敬礼し、男たちをパトカーに乗せて警察へと連行していく。

　そんなパトカーの後ろ姿を、雨音はとても鋭い目付きで睨みつけていたのだった・・・。

３．消えない傷跡

　「ただいま～。」

　「雨音ちゃん、お帰りなさい。お仕事ご苦労様。それと・・・」

　「この間話した、星崎遥さんと星崎渚さん。」

　「よく来てくれたわね。初めまして。雨音ちゃんの母親の新堂春奈よ。雨音ちゃんから話は聞いて

いるわ。いつも雨音ちゃんと仲良くしてくれて、本当にありがとね。」

　

　その日の夜・・・業務を終えた雨音は、遥と渚を自宅へと招待した。

　雨音が突然、遥と渚にどうしても会わせたい人がいると言い出したのだ。

　珍しく雨音が凄く真剣な表情をしていたので、恐らくとても大事な話があるのだろう。そう思った



遥は渚と一緒に、雨音の自宅へとやって来たのだ。

　「さあ、遠慮せずに上がって頂戴。晩御飯も用意してあるから。」

　

　春奈に案内されて、大広間へと通された遥と渚。

　テーブルの上には既に夕食が用意されており、とても香ばしい香りが部屋を包み込んでいる。

　そして・・・

　「ほら、お姉ちゃん。この人たちがこの間話した、星崎遥さんと星崎渚さんだよ。」

　「・・・・・。」

　

　雨音に連れて来られた、車椅子に乗っている女性。

　とても虚ろな表情で、彼女は遥と渚の事をじっ・・・と見つめている。

　だがその瞳には、何も映ってはいないのか・・・遥と渚を見ても、彼女は何も反応しなかった。

　

　「雨音ちゃん・・・もしかして私と姉さんに会わせたい人って・・・」

　「はい、私の姉です・・・雪音（ゆきね）って言います・・・。」

　「雪音さん・・・って、まさかあの強姦事件の・・・！？」

　渚の言葉に、雨音はゆっくりと頷く。

　ファルソック青城支部に所属していた男性に無理矢理強姦され、ショックのあまり廃人になってし

まったという少女。

　彼女の事はニュースや新聞で、ちょっとした騒ぎになっていたのだ。

　「そうか・・・あの時、咲森寺で美咲が私に話していた・・・お前の姉の事だったのか・・・。」

　「はい・・・あの事件以来、お姉ちゃんは心を閉ざしてしまって・・・男の人を見ると・・・お父さんで

さえも・・・恐怖に震えて暴れるようになってしまって・・・」

　「それではお前の父親は今、どうしているんだ？」

　「お姉ちゃんの事を気遣って・・・今は単身赴任中です・・・」

　「そうだったのか・・・」

　雪音の一件がきっかけとなって、遥は美咲に頼まれて青城支部へと転属になったのだ。

　遥は何か、運命めいた物を感じずにはいられなかった。

　雨音は無気力、無表情の姉が乗っている車椅子を、テーブルまで運ぶ。

　そして目の前の料理を、雨音が一生懸命雪音に食べさせる。

　「はい、お姉ちゃん、あ～ん。」　

　「・・・・・。」

　美味しいのか、不味いのか・・・好みに合うのか、合わないのか・・・いや、それ以前に料理の味を

感じ取る事が出来ないのか。

　ただ黙々と、雪音は妹が食べさせる料理を虚ろな表情で噛み砕き、喉に流し込む。

　だがその時、突然玄関の呼び鈴が鳴った。

　そして部屋の中に届く、物凄くさわやかな男性の声。

　「毎度～、佐山急便ですけど～。新堂雨音さんにお荷物が届いているんですが・・・」



　その瞬間、雪音は突然恐怖に震え、物凄い形相になって暴れだした。

　「ああああああああああ！！あああああああああああああ！！ああああああああああああ！！」

　「お姉ちゃんっ！！」

　「ああああ！！ああああああああああ！！ああああああああああ！！」

　慌てて春奈がハンコを持って、玄関まで荷物を受け取りに行く。

　雨音は恐怖に震える雪音を安心させる為に、ぎゅっと抱き締めて優しく頭を撫でる。

　涙を流しながら、雪音は雨音の身体にしがみついた。

　ガタガタと身体を震わせ、雨音の胸に顔をうずめる。　

　「大丈夫だから・・・大丈夫だからね・・・？あの人はお姉ちゃんを襲ったりしないから・・・」

　「・・・はあっ・・・はあっ・・・はあっ・・・！！」

　男の声を聞いただけで、この反応。

　雪音は強姦されたショックで、極度の男性恐怖症になってしまったようだ。

　先程の宅急便の男性にさえも・・・父親にさえも・・・。

　その一部始終を、呆然としながら見ていた遥と渚。

　宅急便から荷物を受け取った春奈もまた、悲しみの表情でその様子を見つめていた。

　「・・・お姉ちゃんをこんな風にした、あの男・・・私は絶対に許せない・・・」

　「雨音・・・」

　「あの男を痛めつけてやりたいって、殺してやりたいって・・・私は何度も思いました・・・だけど、そ

んな事をしても何の解決にもならないから・・・私のセラフィムも『神の血』も、大切な人を『守る』為

の力だから・・・人を『殺す』為の力じゃないから・・・」

　雨音は雪音を抱き締めながら、遥と渚に昔話を語った。

　「遥さん・・・渚さん・・・お姉ちゃんは今頃は・・・」

　雪音は今頃は青城女子大学の３年生になっていたはずで、雨音もフェンシングの特待生として

推薦入学が決まっていた。

　だが雪音はある日、大学の警備を任されていたファルソック青城支部の男に突然襲われ・・・強

姦され・・・犯された。

　その後、雪音は雨音によって助け出され、男は駆けつけた警察官によって逮捕された。

　雪音はその後、病院で子宮内の洗浄措置を受けて、辛うじて妊娠だけは防ぐ事が出来た。だが

雪音の心には決して消えない傷跡が深く刻まれて廃人となり、父親さえも拒絶する程の、極度の

男性恐怖症となってしまった。

　　

　そして雪音は青城女子大学を中退して、自宅療養に専念する事になった。

　雨音もまた、姉と一緒じゃない大学生活に意味を見出せないとして、青城女子大学からの推薦

入学の誘いを断わる事になった。

　そんな時、この事件を知った美咲が、雨音をファルソック青城支部へとスカウトしたのだ。

　『身勝手な事を言っているのは分かっているわ。だけどこの大学と学生たちを守る為に、雨音

ちゃんの力を貸して欲しいの。あの薄汚い男の代わりと言っては失礼になってしまうけれど・・・』



　そして雨音は美咲に付き添われてファルソックの入社試験を受けて、ぶっちぎりの成績で合格。

　青城女子大学の警備担当として、配備される事になったのである。

　

　「・・・雨音ちゃん・・・。」

　雨音が語った壮絶な昔話を聞いて、悲しみの表情になる渚。

　学生時代に渚が受けていたいじめなど、雪音の凄惨な過去に比べたら何と可愛い物なのか。

　本来なら守って貰うべき相手である警備会社の男に無理矢理強姦され、犯され、処女を失い、

そのショックで廃人になった・・・その苦しみは想像を絶する物があるはずだ。

　「・・・雨音。お前が彼女を傷つけた男を憎む気持ちは、私にも痛いほど理解出来る。私もこの身

に流れる『神の血』のせいで、両親を馬瓏琉に殺されたんだからな。」

　「・・・知っています。その・・・美咲さんから遥さんと渚さんの事を、聞かされましたから・・・」

　

　大切な人を傷つけた者を、憎いと思う気持ち・・・それは遥も充分に思い知っていた。

　何故なら遥自身がその当事者・・・両親を殺した馬瓏琉、自分を陥れた千羽党やファルソック経

観塚支部の先輩たち・・・自分の人生をぶち壊した者たちを、憎んでいた事があったのだから。

　憎しみの心で、剣を振るっていた事があったのだから。

　

　だからこそ遥は、自分と同じ過ちを雨音に犯してほしくないのだ。　

　負の感情で剣を振るえば、心まで闇に染まってしまうから。

　かつて夏夜が・・・そして遥自身もまた、そうなりかけたように。　

　「だからと言って、憎しみの心で剣を振るっては駄目だ。私達は警備員・・・私のアポロンもお前

のセラフィムも、大切な人たちを『守る』為の力なんだからな。」

　「分かっています・・・社長にも、美咲さんにも散々言われた事ですから・・・」

　「そうか・・・お前は強いな。雨音。」

　「だけど私・・・時々、感情を抑え切れなくなるんです・・・あの男が憎いって・・・男は皆、ケダモノ

だって・・・あんな奴等、捻り潰してしまえばいいって・・・！！」

　雪音を抱き締める雨音の体が少し震えているのを、遥は敏感に感じ取っていた。

　　

　「もしかしたら私は・・・感情を抑え切れなくなって、相手を必要以上に傷つけてしまう時が来るか

もしれない・・・ファルソックや大学の人達に、迷惑をかけてしまうかもしれない・・・そうなったら私

は・・・」

　「その時は、私がお前を止めてやるさ。」

　そこから先は言わせない・・・そう告げるかの如く、遥は雨音にはっきりと告げた。

　何の迷いも無い、とても強い意志を秘めた瞳で。　

　「最初に会った時に言っただろ？私に出来る事なら力になると。」

　「遥さん・・・」

　「自分１人だけで苦しみを背負う事は無い。その苦しみを私達にも分けてくれればいい。私達は

かけがえの無い仲間じゃないか。」

　「・・・仲間・・・」

　その言葉が、雨音はとてもくすぐったく感じた。



　そして今の自分は１人ではない・・・自分の事をとても大切に想ってくれている人たちがいるという

事を、雨音は改めて思い知った。

　その人たちの為に、これからもファルソックの一員として頑張らなければならないと・・・社長から

託されたセラフィムで、大切な人たちを守り抜くと・・・雨音はそれを心に誓ったのだった。

　

４．急転

　それから数日後の夜・・・雨音がいつものように１日の業務を終えて、帰るついでに商店街に立ち

寄った時の事だ。

　雨音はその身に流れる『神の血』の力で、この近くで邪気が流れる気配を敏感に感じ取った。

　そして悲しみと絶望、苦しみ、怒り・・・様々な負の感情が織り交ぜられた、とても気持ち悪い・・・

そして覚えのある感覚も。

　

　「・・・っ！！」

　その感覚は、去年の秋に強姦された雪音が発していた物と同じ。

　間違い無い。誰かが襲われている。

　雨音はとっさに邪気が流れる方角に向けて、慌てて駆け出していた。

　

　邪気が流れていたのは、商店街の路地裏。

　もう夜遅くという事もあって薄暗く、周囲に人の気配は無い。

　そこで、駆けつけた雨音が目にした光景・・・それは・・・

　「・・・そんな・・・どうして・・・！？」

　

　数日前に青城女子大学の学生にナンパしようとして、警備員に咎められた事に逆ギレして凶器

を取り出し、自分が叩きのめして警察に突き出したはずの３人の男たちが、そこにいた。

　そして彼等は１人の女子高生を押し倒し、今まさに強姦しようとしていたのだ。

　今頃は拘置所にいるはずの彼等が、何故こんな所にいるのか。

　そして彼等が少女を襲おうとする様子を、１人の屈強な男がニヤニヤしながら見つめている。

　

　「貴方たち！！」

　とても厳しい表情で、雨音は男たちを見据える。

　男たちも雨音の存在に気がついて、とても驚いた表情を見せる。

　「・・・げっ！！この女、ファルソックの警備員じゃねえかよ！！何でこんな所にいるんだよ！？」

　「それは私のセリフよ！！どうして貴方たちがこんな所にいるの！？貴方たちは警察に捕まった

はずなのに！！」

　

　雨音はセラフィムを抜いて、男たちに突きつける。　

　先日雨音にやられた事を思い出し、一瞬怯えた表情になる男たちだったが、そこへ先日学生に

ナンパした時には不在だった１人の屈強な男が、雨音の前に立ちはだかった。

　

　「おい、この女か？この間お前らを痛めつけた、フェンシングの使い手ってのは。」



　「そ、そうなんだよ。だから仕返しをしてやってくれよ。」

　「ほう、そうか・・・。なら、たっぷりと礼をしてやらないとなぁ。」

　

　指をバキボキならし、屈強な男は雨音に向かって身構える。

　その鍛え抜かれた肉体、そして威風堂々とした態度。相当な修羅場を潜り抜けた、喧嘩のプロの

ようだ。

　「クックック・・・お前のボディーガードとしての初仕事だな。」

　「聞いて驚くなよ！！そいつはあの格闘界の名門・男塾高校出身でなぁ！！とてつもないボクシ

ングの使い手なんだぞ！？凄いだろ！？」

　

　どうやらこの屈強な男は、ホディーガードとして金で雇われたようだ。

　雨音はセラフィムを構え、厳しい表情で屈強な男を見据える。

　あの男たちが何故釈放されているのかは知らないが、今は目の前で襲われている女子高生を助

ける事が最優先だ。

　だが、その時。

　（何をためらってるんだよ！？こんな奴等、徹底的に痛めつけてやればいいじゃないか！！）

　雨音の頭の中で、突然声が響いた。

　その声に雨音は、驚愕の表情になる。

　（アンタなら分かるはずだろ！？ボクシングの使い手だか何だか知らないが、アンタの実力ならこ

んな奴、簡単に捻り潰せるだろうが！！）

　「・・・っ！！汐音（しおね）ちゃんっ！！」

　（思い知らせてやるんだよ！！こんな悪ふざけが二度と出来ないようにさ！！）

　頭の中で、雨音に語りかける声。

　それが目の前の男たちを『捕らえる』のではなく『痛めつけろ』と雨音に迫る。

　だが雨音はチンピラではない。警備員なのだ。相手を『捕らえる』為の必要最低限の武力行使は

許されても、必要以上の『暴力』は決して許されない。

　雨音は必死に首を横に振る。だが雨音の中の声も決して引かない。

　（自分の剣くらい、自分のエゴで振るえってんだよ！！）

　「出来ない！！だって私は！！」

　（警備員だから！？大切な人を『守る』事が仕事だから！？アンタも遥もそうやって甘い事を言っ

てるから、こういうクズ共がでかい顔して、堂々とのさばってるんじゃないのさ！！）

　

　傍目には、雨音が１人でおかしな事を叫んでいるようにしか見えない。

　何が起こったのか、唖然とする男たち。

　「だけど・・・だけど！！」

　（痛めつけてしまえばいいんだよ！！アンタの大切な奴等を傷つける連中をさ！！）

　「駄目！！そんなの出来ない！！」

　（どこまでも強情だねぇ！！アンタが出来ないってんなら、アタシが代わりにやってやるよ！！）

　「嫌！！嫌！！」

　



　セラフィムを地面に落とし、頭を抱える雨音。

　「嫌あああああああああああっ！！」　

　まるで隙だらけの雨音にあっけに取られてしまった屈強な男だったが、取り敢えずこの隙に雨音

を痛めつける事にした。

　「・・・オラオラぁっ！！余所見してんじゃねえぞコラァ！！」

　

　男の渾身のストレートが雨音に迫る。だが。

　「・・・あぁん！？」

　「・・・っ！？」

　先程とは一転した雨音の鋭い眼光、そして威圧感。屈強な男は一瞬身震いする。

　その瞬間、雨音のカウンターパンチが、見事に屈強な男の顔面に直撃していた。

　

　「おぶっ・・・！？」

　どう・・・っ、と倒れる屈強な男。

　溜め息をついて、ゆっくりとセラフィムを拾う雨音。

　そして何だか物凄い笑顔で、男たちを睨みつけていた。

　その凄まじい威圧感に、男たちの背筋が凍りつく。

　「ひ・・・ひいっ・・・！！何だよこいつ・・・！？」

　「１つだけ言っておくが・・・アタシは甘ちゃんの雨音とは違うからな？今からお前たちを徹底的に

痛めつけてやるよ。二度とこんな悪ふざけが出来ないように、徹底的にね。」

　存分に恐怖を味あわせる為なのか・・・ゆっくりと、じっくりと、男たちに歩み寄る。

　

　「た、助けてくれ！！そうだ、見逃してくれたら２０万やるから！！それで勘弁してくれ！！」

　「・・・お前・・・アタシを完全に怒らせちまったみたいだねぇ。」

　「ひ、ひいっ！！２０万じゃ足りないか！？だったら５０万なら・・・」

　「そういう意味じゃ無くてさぁ・・・お前はアタシの・・・一番嫌いなタイプの男だって言ってるんだよ

おっ！！」

　「うわああああああああああああああっ！！」

　雨音のセラフィムが男に迫る。だがその瞬間。

　「雨音ぇっ！！」

　駆けつけた遥が、背後から雨音を羽交い絞めにした。

　彼女も雨音と同様に、商店街で買い物の最中に邪気を感じ取り、慌てて駆けつけてきたのだ。

　だが目の前の惨状、そして雨音の変貌振りに、遥は驚きを隠せない。

　

　「雨音・・・お前、一体何をやっているんだ！？」

　「今のアタシは雨音じゃない！！汐音だよ！！」



　「・・・なん・・・だと・・・！？」

　「アタシの邪魔をするんじゃないよ遥・・・さっさと離しなぁっ！！」

　

　雨音・・・いや、汐音は遥を強引に振りほどき、今度は遥に襲い掛かってきた。

　汐音のセラフィムを、遥はアポロンで辛うじて受け止める。

　そのまま鍔迫り合いの状態のまま、睨み合う２人。

　

　「雨音・・・まさかお前は・・・二重人格者だというのか・・・！？」

　「そうさ！！雪姉（ゆきねぇ）が犯された時に、雨音の心の弱さが生み出したもう１人の雨音・・・そ

れがこのアタシ、新堂汐音だ！！」

　「・・・あの時、私が雨音に感じた違和感の正体は、これだったのか・・・！！」

　

　始めて雨音に会った時、遥は雨音の瞳の奥底に『違和感』を感じていた。

　それがまさか、雨音のもう１つの人格だったとは。遥は驚きを隠せなかった。

　そして遥は目の前にいる男たち、そして怯えている少女を見て、状況を瞬時に理解した。

　雨音が男たちから少女を助けようとして、何かの拍子で汐音が目覚めてしまい、汐音が男たちを

痛めつけようとしていたという事を。

　「汐音！！怒りや憎しみの心で剣を振るっては・・・！！」

　「アンタも雨音と同じ事を言うのかい！？自分の剣くらい、自分のエゴで振るえってんだよ！！」

　「・・・ちいっ！！」

　汐音の斬撃を、遥はバックステップで辛うじて避ける。

　遥は一旦汐音から間合いを離し、アポロンを構える。

　

　「そうさ・・・こんなクズ共、徹底的に痛めつけてやればいいんだ！！二度とこんなふざけた事が

出来ないように、報いを与えなくちゃいけないんだよ！！」

　「汐音！！それでは何も解決しないんだ！！」

　「どいつもこいつも甘いんだよ！！アンタも雨音も、美咲もさぁっ！！」

　汐音の体が金色のオーラに包まれる。その神々しい姿は、まさしく神の化身だ。

　

　「どうしてもアタシの邪魔をするのなら・・・まずはアンタから血祭りにあげてやる・・・！！」

　「汐音・・・！！」

　「ぬああああああああああああっ！！」

　神の化身となった汐音が、怒りの形相で遥に襲い掛かった。

５．揺るがぬ絆

　

　全身を金色に輝かせ、神の化身と化した汐音の圧倒的な力の前に、遥は防戦一方だった。

　汐音の神速の斬撃を、遥はアポロンで辛うじて受け止め続ける。

　アポロンとセラフィムが何度もぶつかり合う。２人の周囲に糸状の閃光が走る。

　「何でアタシの邪魔をするんだよ！？あんな連中を庇い立てするってのかい！？」



　「違う！！私が救うのはあいつらじゃない！！お前と雨音の心だ！！」

　「アタシらの心を救うだと！？何を訳の分からない事を！！」

　「怒りや憎しみの心で剣を振るっては、心まで闇に染まってしまうんだ！！かつての私と同じ過ち

を、お前に犯させるわけにはいかないんだよ！！」

　

　汐音の圧倒的な力に押されながらも、遥はどうにか汐音を説得しようとする。

　汐音に、かつての自分と同じ過ちを犯してほしくないから。

　だから遥は、汐音を『守る』為に剣を振るう。

　汐音を『傷つける』のではない・・・汐音の荒んだ心を『救う』為の剣を。

　　　

　「何を甘い事を！！自分の剣を自分のエゴで振るって、何が悪いってんだよ！？」

　（それは違う！！）

　「・・・っ！？雨音！！」

　頭の中に響く、雨音の声。

　汐音の深層意識の中に潜む雨音が、汐音に必死に語りかける。

　（汐音ちゃん！！自分のエゴだけで剣を振るったら、あの人たちと何も変わらないよ！！）

　「うるさいよ雨音！！悪い事をする奴等は、徹底的に痛めつける必要があるんだよ！！どうして

それが分からないんだい！？」

　（想いの無い力は、ただの暴力に過ぎない・・・美咲さんにも散々言われたでしょう！？）

　「アンタがそうやって甘い事を言うから、ああいう連中が堂々とのさばるんじゃないのさ！！」

　（だけど憎しみは新たな憎しみを生むだけで、何の解決にもならない！！）

　「そんな屁理屈が通用しない連中だっているんだよ！！あいつらのようにさぁっ！！」　

　汐音の渾身の一撃を、遥は後方への縮地法で辛うじて避ける。

　神の化身と化した汐音の、圧倒的な力。

　だがそれでも遥は、汐音を救う事を諦めない。

　

　「汐音ーーーーーーーーーーーーっ！！」

　「・・・っ！？」

　遥の全身が、そしてアポロンが、金色に光り輝く。

　その美しくも神々しい姿は、まさに神の化身だ。

　「はあああああああああああっ！！」

　「くっ・・・『神の血』の力を解放した位でぇっ！！」

　互いに神の化身と化した遥と汐音が・・・アポロンとセラフィムがぶつかり合う。

　そのまま鍔迫り合いの状態のまま、睨み合う２人。

　２人の聖なる力がぶつかり合い、２人の周囲に金色の火花が走る。

　常識を逸したその光景に、男たちも女子高生も驚きを隠せない。

　

　「その程度で私を倒そうなんて・・・甘いんだよおっ！！」

　「・・・っ！？巻き技か！！」　

　汐音のセラフィムがアポロンに巻きつき・・・遥のアポロンが宙を舞う。



　丸腰になった遥に襲い掛かる、汐音のセラフィム。

　

　「だからアンタは甘いと言って・・・っ！？」

　「まだだぁっ！！」

　そこへ繰り出された、遥の虎噤み。

　左手の鞘が、目の前に迫るセラフィムを弾き返した。

　予想外の出来事に、汐音は戸惑いを隠せない。

　「馬鹿な・・・鞘・・・！？」

　

　汐音に弾き飛ばされて宙を舞うアポロンを、遥は空中でしっかりと掴み取る。

　そして汐音・・・ではなく、セラフィムに向かって渾身の魂削りを放つ。

　金色の輝く遥のアポロンが、汐音のセラフィムに凄まじい衝撃を与える。

　「もらったあああああああっ！！」

　「くっ・・・うああああっ！！」

　遥の虎噤みによって体勢を崩した今の汐音では、魂削りを防ぎ切る事は出来なかった。

　遥の渾身の一撃が、汐音のセラフィムを弾き飛ばす。

　そして汐音の手から離れたセラフィムが、乾いた音を立てて地面に転がり落ちた。

　「・・・終わりだ。」

　アポロンを汐音に突きつけ、遥は何の迷いも無い瞳で、丸腰になった汐音にはっきりと告げる。

　遥に負けた事を悟った汐音は金色のオーラを解除し、苦々しい表情で遥を睨み付けた。

　それを確認した遥もまた、金色のオーラを解除する。

　

　「何でだよ・・・！？何でアンタは、アタシに止めを刺さない・・・！？」

　「最初に言ったはずだぞ。私が救うのはあいつらじゃない。お前の心だと。」

　「何だと・・・！？」

　「ここでお前を痛めつけたとして、それで解決するのか？お前の心は救われるのか？」

　それだけ告げて、遥は未だに腰を抜かして震えている男たちに向き直る。

　男たちは先程の遥の凄まじい戦いぶりを見て、完全に遥に怯えてしまったようだ。

　

　「それにしても・・・どうしてこいつらが釈放されているんだ・・・？」

　「ひ、ひいっ・・・！！」

　「全員大人しくしてろよ。後でお前たちを警察に突き出してやるからな。」

　

　遥に怯え、後ずさる男たち。

　そんな情けない男たちに遥はアポロンを突きつけ、呆然としている少女に逃げるように促す。

　少女は遥に礼を言い、逃げるようにその場を去って行った。　

　怯える男たちに遥はアポロンを突きつけるだけで、これ以上何も手出ししようとしない。

　何故なら遥はチンピラではないから。力無き人々を『守る』為に戦う警備員なのだ。

　必要以上の『暴力』は、絶対に許される事では無い。

　



　「そうやってアンタたちが甘過ぎるから・・・こんな連中がのさばってしまうんじゃないのさ！！」

　（それであの人たちを傷つけたら、汐音ちゃんはあの人たちと同じになっちゃうよ！？）

　「雨音ぇっ・・・！！」

　遥に反論する汐音の頭の中に、雨音の心の叫びが響く。

　頭を抱えてうずくまり、汐音は雨音に抵抗しようとする。

　（そんな事になったら皆、汐音ちゃんの事を避けるようになって、汐音ちゃんは一人ぼっちになっ

ちゃうよ！？それでもいいの！？）

　「何だと・・・何を馬鹿な事を・・・アタシだって皆を守る為に・・・！！」

　（汐音ちゃんがやろうとしているのは『暴力』だから！！暴力は皆に恐怖や軽蔑を与えるだけだ

よ！！それは汐音ちゃんが一番良く分かっているはずでしょう！？）

　「そ・・・それは・・・だけどアタシは・・・だって汐音ちゃんは、私の心の弱さが生み出した存在だか

ら・・・っ！！」　

　汐音・・・いや、雨音が、頭を押さえながらも立ち上がる。

　遥に負けてもなお、男たちを痛めつけようとする汐音に、雨音は必死に抵抗していた。

　雨音もまた遥と同様に、汐音の心を『救う』為に戦っているのだ。

　

　「お姉ちゃんがあの男に犯された現場を見た時、私の心は壊れかけた・・・心の中が滅茶苦茶に

なって、絶望に染まって・・・何もかも壊れてしまえばいいって、本気でそう思った・・・そんな私の心

の弱さが、汐音ちゃんを生み出したのだから！！」

　桂が子供の頃に柚明を失ったショックで記憶を閉ざしてしまったのと同じように、雨音もまた姉を

犯されたショックで、もう１人の人格を生み出してしまっていたのだ。

　そして雨音が一般的な多重人格者と違うのは、汐音に人格が入れ替わっている間も深層意識の

中で自我を保っており、汐音が体験した事を自らも追体験しているという点だ。

　だからこそ雨音は汐音の憎しみも怒りも悲しみも、全て理解出来るのだ。

　汐音は雨音自身なのだから。雨音の心の弱さによって生み出された存在なのだから。

　

　「私は汐音ちゃんをチンピラ同然にしたくない！！だから私は汐音ちゃんを止める！！」

　（雨音・・・。）

　「汐音ちゃんを嫌われ者にしたくないから！！汐音ちゃんを一人ぼっちにしたくないから！！」

　（・・・・・。）

　「人を傷つけるっていうのはね・・・凄く『痛い』事なんだよ・・・！？傷つけた方も、傷つけられた方

も、凄く『痛い』んだよ・・・！？お願いだからそれを分かってよ！！汐音ちゃん・・・っ！！」

　涙を流して崩れ落ちる雨音を、遥は慌てて抱き留めた。

　遥の温もりに安心したのか、雨音の涙が止まらない。

　

　「雨音・・・」

　「遥さん・・・私・・・遥さんに迷惑を・・・！！」

　「言ったはずだぞ、雨音。自分１人だけで苦しみを背負う事は無い、その苦しみを私達にも分け

てくれればいい、私達はかけがえの無い仲間だとな。」

　「私・・・私・・・！！」

　「これ位の事で私がお前や汐音の事を嫌いになると、本気で思っていたのか？いや、私だけじゃ



ない。お前を慕う奴らはどいつもこいつも、馬鹿が付くほどのお人好しだからな。」

　「ひっぐ・・・えぐ・・・！！」

　「私たちの絆は、これ位の事で揺らぎはしないさ。だから安心して思う存分泣けばいい。」

　「ううう・・・うわああああああああああああああああん！！」

　その言葉に緊張の糸が切れたのか、雨音は子供のように泣きじゃくった。

　遥の身体にしがみつき、雨音は泣いた。ひたすら泣いた。

　そんな雨音の頭を、遥は優しく撫でてやる。

　雨音の事を、安心させる為に。　

　「自分のエゴだけで振るった剣は、ただの暴力に過ぎない。それではあいつらと何も変わりはし

ない・・・それを理解するんだ。汐音。」

　（・・・・・。）

　「かつては私も馬瓏琉への強い憎しみ故に、忘れかけていた事だがな・・・。」

　

　昔の自分の過ちを思い出し、遥は雨音をぎゅっと抱き締めたのだった。

　

６．真相

　「さてと・・・後はこいつらをどうするかなんだが・・・」

　雨音が泣き止んだ後、遥は目の前で怯えている３人の男に向き直った。

　何故、警察に拘束されているはずの彼等が、こうしてここにいるのか・・・遥は考えたくは無かった

が、１つの最悪の可能性を頭の中に思い浮かべていた。

　「お、俺を警察に突き出したって無駄だぞ！？俺の親父は偉いんだぞ！？警察と繋がってるん

だぞ！？」

　「・・・やはりそういう事か。警察の連中を買収したのか・・・いや、あるいは脅迫か？」

　「お、お前達も俺がその気になれば、俺の権限で警察に逮捕させる事だって出来るんだから

なぁ！！」

　「全く・・・この国の司法は、一体どうなっているんだ・・・？」

　この話が本当なら彼等がこうして釈放されている事の説明が付くし、警察の力を当てにする事も

出来ない。

　このまま彼等を警察に突き出したとしても、また釈放されて悪さをするのが目に見えているのだ。

　

　「そうだな・・・柚明に相談してみるか。」

　頭が良くて優れた判断力を持ち合わせている柚明なら、今回の件について的確なアドバイスをく

れるかもしれない。

　そう考えた遥は携帯電話を取り出し、柚明に電話を掛ける事にした。

　『もしもし、遥ちゃん？』

　「もしもし、柚明か？こんな時間に申し訳無いんだが、実はアンタに相談したい事があるんだ。今、

時間は大丈夫か？」



　『ええ、別に構わないけど、いきなりどうしたの？』

　「先日、青城女子大学で、仕事で数人の男を取り押さえたんだが・・・」

　『ええ、その話なら桂ちゃんから聞いたわ。』

　「実はそいつらがな・・・」

　遥は柚明に事情を説明した。

　その男たちが釈放されてて、少女たちを襲おうとしていたという事。

　それを自分と雨音が取り押さえたという事。

　そして彼等が、警察を買収か脅迫か・・・どちらかは分からないが、警察を思い通りに動かせるだ

けの権限を持ち合わせているらしいという事・・・。

　「・・・と、いう訳なんだが、何か上手い対策法を思いつかないかな？」

　『う～ん・・・そうねぇ・・・』

　頭を必死にフル回転させているのか、柚明はじっ・・・と黙っている。

　柚明が無言になった代わりに、桂と梢子とノゾミがゲームでもやっているのか、楽しそうに笑って

いる声が聞こえてくる。

　２０秒ほど経ってから・・・柚明が名案を思いついたようだ。

　『・・・遥ちゃん。取り敢えずその人たちを警察に突き出して貰えるかしら？』

　「柚明、本当にそれでいいのか？」

　『ええ、私に考えがあるわ。遥ちゃんがその人たちを警察に突き出してくれれば、後は私の方で

全てやっておくから』

　「全てやっておくって、一体何を・・・」

　

　柚明は、遥に自分が考えた策を説明した。

　それを聞いた遥は、唖然とした表情になる。

　「・・・それはまた随分と・・・悪趣味な事を考えついた物だな・・・。」

　『そういう事だから、この件に関してはしばらく誰にも話さないで欲しいんだけど・・・出来れば隠

密に事を進めたいから。』

　「分かった。取り敢えず社長には、こいつらをもう１度捕らえたとだけ報告しておくよ。」

　『ええ、それでいいわ。お願い出来るかしら？』

　「ああ、アンタに感謝するよ。柚明。こんな時間に済まなかったな・・・それじゃあ。」

　『逆に私が遥ちゃんに感謝したい位よ？だって来週号の原稿の、とっておきのネタを提供してく

れたんだから。うふふふふ・・・。』

　　　　

　最後に何だか不気味な笑い声を残しながら、柚明は電話を切った。

　それと同時に、先程の少女が呼んだのだろうか・・・一台のパトカーが路地裏までやってきた。

　パトカーから降りてきたのは、以前彼等を警察まで連行した警官たちだった。

　そして同行してきた先程の少女が、遥と雨音が自分を助けてくれたと警官に説明する。

　警官の話だと、男たちは別の拘置所に護送する最中に、隙を突いて逃亡したのだという。

　彼等の仕草の一つ一つを見ても、嘘をついている様子は無い。

　どうやら彼等はこの件に関しては無関係の、正義感溢れる善良な警察官のようだ。

　買収か脅迫をされたのは護送を担当した者たちか・・・あるいは警察の幹部クラスなのか。



　いずれにせよ遥は柚明の指示通り、素直に男たちを警官たちに引き渡す事にした。

　柚明が提案した策なら、買収された警察官を一網打尽に出来ると・・・そう遥は思ったから。

　そして警官たちは遥と雨音に敬礼をし、男たちをパトカーで警察へと連行していく。

　　

　「柚明・・・本当に大丈夫なんだろうな・・・？」

　雨音と共にパトカーを敬礼で見送りながら、遥は少し不安そうにそう呟いたのだった。

７．壮絶な幕切れ　

　

　それから２日後・・・柚明が確固たる証拠資料と共に全国の報道機関に流した驚くべき情報が、

日本中に激震を走らせる事になった。

　『青城警察署の幹部数名が金で買収され、犯罪者を意図的に釈放していた事が判明！！現代

の浦島太郎にして週刊未来のコラムニスト・羽藤柚明が突き止めた、驚くべき真実！！』

　このようなニュースが、瞬く間にニュースや新聞で大々的に報じられる事になったのだ。

　しかも『柚明の取材記録』という名目で、捕らえられた男たちと幹部との会話記録の一部始終ま

でもが、逃れられない証拠として全国のニュースやインターネットで流れてしまっていた。　

　警視庁はこの一件を重く見て、贈賄に関わっていた青城警察署の幹部数名を犯罪者隠蔽及び

贈賄の容疑で逮捕、懲戒免職とし、記者たちの前で謝罪会見を開く騒ぎになってしまった。

　そう・・・遥が『悪趣味』と表現した柚明の策とは、今回の一件の単独取材という名目で柚明が青

城警察署に足を運び、警察官や幹部への取材を行っている間に、月光蝶を取材相手全員の服

や鞄の中に、こっそりと仕込ませておく事だったのだ。

　これなら監視カメラや盗聴器と違って、見つかりそうになったら柚明の意志でいつでも還すか逃

がすかで、証拠隠滅を謀る事が出来る。それ以前に柚明の能力を知らない警察署の人間たちで

は、設置された月光蝶が柚明の仕業だと気付く事など出来ないだろう。つまりは絶対にバレる事が

無いのだ。

　

　これによって柚明は幹部と男たちの会話の一部始終を、誰にも気付かれる事無く全て完璧に盗

聴し、それをＩＣレコーダで録音して公開したという訳だ。

　この騒ぎがあって以来、柚明の元に毎日のように、取材依頼やテレビ出演の依頼が殺到する騒

ぎになってしまった。

　それによって柚明が、テレビの出演料や放映権料などでボロ儲けする事になるのは、また先の

話である・・・。

　余談だが今回の一件で、男たちを二度に渡って捕まえた遥と雨音もまた、警察から感謝状と記

念品を貰っていたりする。

　そして再び大学に平和が戻り・・・昼休みの最中、芝生の上に桂が用意したレジャーシートを敷

いて、遥は梢子たちと一緒に昼食を食べていたのだが・・・。

　

　「はい、雨音ちゃん、あ～ん♪」

　「あー・・・」



　とても幸せそうな表情で、綾代は雨音に肉じゃがを食べさせていた・・・。

　その様子を、唖然とした表情で見ている遥、梢子、桂、陽子、凛。

　「はむはむ・・・」

　「どう？美味しい？」

　「じゃがいも、ふわふわです。」

　「・・・雨音ちゃんは可愛いです！！」

　むぎゅっ。

　物凄い笑顔で、綾代は雨音を抱き締める。

　雨音は恥ずかしそうな顔でジタバタするのだが、綾代はそんな雨音を決して離さない。　

　「ん～～～～～～～っ（泣）！！」

　「雨音ちゃん！！テレビで柚明さんが言ってましたよ！！お手柄じゃないですか！！」

　「わ、私なんて全然・・・ほとんど遥さんの・・・その・・・手柄なんですけど・・・」

　「んもう、雨音ちゃんったら謙虚なんだからぁ！！」　

　綾代に頬をスリスリされて、雨音の顔が赤くなる。

　こういう所は、綾代は高校でクラスメイトだった頃から、ちっとも変わっていなかった・・・。

　（全く、本当に情けない奴だねぇ！！おい雨音！！綾代が邪魔なら邪魔って、はっきり言えばい

いじゃないのさ！！）

　「し、汐音ちゃん、私は別に・・・邪魔だなんて、そんな・・・」

　（何だい！？それじゃあアンタはこうやって、毎日のように綾代に付きまとわれる事が、嫌じゃな

いってのかい！？）

　「べ、別に嫌というわけじゃないですけど・・・その・・・恥ずかしいというか・・・」

　（ああもう、相変わらずはっきりしない奴だねぇ！！アタシがいっちょ綾代にドカンと言ってやるか

ら、ちょっと代わりな！！）

　「し、汐音ちゃん、ちょっと待って、心の準備が・・・っ！！」

　問答無用で、雨音の人格が汐音と入れ替わる。

　突然雨音の目つきが変わったので、怪訝に思う綾代。

　そこへ汐音の、情け容赦の無い罵倒が綾代に襲い掛かる。

　「・・・おい綾代。いい加減アタシにそうやってベタベタするのは止めろっつってんだよ！！このゲ

スが！！クズが！！クソが！！」

　「・・・・・！？」

　「つーかアンタ、ウザいんだよ！！毎日毎日アタシにこうやって付きまとってさあ！！変態かよア

ンタは！？あぁん！？」

　「・・・・・。」

　

　一瞬、呆気に取られた表情になった綾代だったが・・・

　「・・・汐音ちゃんは可愛いです！！」

　「な・・・ななななな！？・・・どあああああっ・・・！？」

　直後に物凄く嬉しそうに、汐音の事を押し倒したのだった・・・。



　そのままマウントポジションの体勢で、綾代はとっても慈愛に満ちた瞳で汐音を見つめる。

　予想外の出来事に、驚きを隠せない汐音。

　綾代を罵倒したはずなのに、逆に綾代に気に入られてしまったようだ。

　遥たちもまた、唖然とした表情で汐音と綾代のやりとりを見ている。

　「遥さんから話だけは聞いていましたが、こうしてみると汐音ちゃんも、凄く可愛いですわ！！」

　「駄目だこいつ・・・早く何とかしないと・・・！！」

　「雨音ちゃんのつぶらな瞳も最高ですけど、汐音ちゃんの鋭い眼光もたまらないです！！」

　「やっぱりアンタは・・・変態だよ・・・っ！！」

　「雨音ちゃんと汐音ちゃん、一口で二度美味しいというのは、まさにこの事ですわ！！」

　「くそっ、何なんだよアンタは・・・っ！！おい雨音！！後は任せたからな！！」

　

　汐音の人格が雨音に戻った。

　最悪の状況でバトンタッチされた雨音は、顔が物凄く赤くなっていた・・・。

　「・・・えええ！？ちょっと待って、汐音ちゃんっ（泣）！！」

　「・・・あら？雨音ちゃん、口元にご飯粒がついてますわ。」

　「あ、綾代さん、ちょっと待っ・・・」

　「ぺろっ。」

　「く・・・くすぐったいです・・・！！」

　「ちゅっ。」

　「ひああああああああっ（泣）！！」

　綾代の過剰なまでのスキンシップに戸惑いを隠せない雨音だったが、それでも綾代の幸せそう

な表情を見て、この大学の平和を自分たちの手で守り抜いているんだという事を、雨音は心の底

から実感したのだった。

　この幸せを、誰にも汚させはしない・・・姉のような犠牲者を、もう二度と出させはしない・・・

　雨音はファルソック青城支部の警備員として、この大学の治安と平和、そして大切な人たちを命

を懸けて守り抜く事を、改めて心から誓ったのだった。　
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