
アカイイト新章・神の化身の少女

後日談・フェンシング世界選手権大会（後編）

　

１．エミリーの過去

　

　★エミリー・中学１年

　『お父様！！お母様！！只今戻りました！！』

　『お帰りなさい、エミリー。それで、大会の結果はどうだった？』

　『はい！！私、ジュニア選手権で３位になりました！！』

　『まあ、凄いじゃないエミリー！！立派なトロフィーね！！』

　大会から戻ってきたエミリーは満面の笑みを浮かべながら、フラニーに戦利品の小さなトロフィー

を差し出した。

　それをフラニーは、とても穏やかな笑顔で受け取る。

　フランスでのジュニア選手権大会で、中学１年生でありながら上級生を次々と打ち倒し、見事に３

位に輝いたエミリー。

　この頃からエミリーは『天才少女』として、周囲からもてはやされるようになっていたのだ。

　だが天才と呼ばれているが故に、エミリーは周囲から過度の重圧をかけられる事になってしま

う・・・。

　『３位だと！？ふざけるな！！優勝を逃しておいて何をニヤニヤ笑っておるのだ！！』

　レオンハルトはフラニーからトロフィーを強奪し、それを思い切り床に叩き付けた。

　怒りの形相で、エミリーを睨みつけるレオンハルト。

　そんな彼の凄まじい怒りに身を震わせ、エミリーは身体を震わせる。

　『ひっ・・・！！』

　『エミリエルよ！！お前は名門ストダート家の血筋を引く者・・・そして歴代のストダート家の血筋

の中でも、最も天才だと言われている者なのだぞ！！それなのに３位などという結果に甘んじると

は何たる事か！！』

　『・・・ご・・・ごめんなさい・・・叔父様・・・』

　『優勝以外の結果など、所詮は最下位も同然だ！！それを忘れるな！！エミリエル！！』

　エミリーがあれだけ頑張って、３位という立派な成績を収めたにも関わらず、レオンハルトは娘の

頑張りを少しも褒めようとはしなかった。

　『このような無様な成績で満足するなど・・・どうやらお前の甘ったれた根性を叩き直す必要があ

るようだな！！今からこの私が、お前を徹底的に鍛え直してやる！！』

　『お兄様！！エミリーは大会が終わったばかりで疲れているんですよ！？それなのに今から練

習だなんて、そんな無茶な事を・・・！！』



　『お前は黙っていろフランシェスカ！！お前がそうやって甘やかすから、エミリエルがこのような

腑抜けになってしまったのだぞ！！』

　『お兄様！！』

　『さあ早く来いエミリエル！！休んでいる暇は無いぞ！！お前はストダート家の血を引く天才剣

士として、もっともっと強くならねばならんのだ！！』

　レオンハルトに無理矢理手を引っ張られ、エミリーは夕食を食べる暇も無く鍛錬場へと連れて行

かれてしまう。

　

　（もっと強くならなきゃ・・・！！私がもっと強くなれば、叔父様は喜んでくれる・・・！！そうすれば

私は、叔父様に怒られずに済む・・・！！）

★エミリー・高校１年

　『お父様！！お母様！！私、セシル・クアドラントを相手に５－３で勝ちました！！』

　『まあ、凄いじゃないエミリー！！高校生の貴方がプロの選手を打ち破るなんて！！』

　

　アマチュアの高校１年生の選手が、プロのリーグに所属する選手を打ち破ってしまった・・・この

前代未聞のニュースはフランス中で話題になり、エミリーは一気に時の人となってしまった。

　満面の笑顔で、エミリーは自分が成し遂げた偉業をフラニーに自慢する。

　だが・・・。

　『何を満足しているのだお前は！！プロの選手と言えども、対戦相手は若手の二線級の選手だ

ろうが！！』

　『・・・お、叔父様・・・』

　『そのような雑魚を相手に３ポイントも奪われるとは・・・何という失態だ！！』

　プロの選手を破ってもなお、レオンハルトはエミリーを褒めてくれない。

　前代未聞の大記録だというのに、レオンハルトは未だに満足してくれない。

　『来い！！今からお前を徹底的に鍛え直してやる！！』

　『お兄様！！エミリーは遠征から帰って来たばかりなのですよ！？それなのに・・・！！』

　『お前はエミリエルに対して過保護過ぎなのだ！！この馬鹿者が！！』

　『お兄様！！エミリーを少しは休ませてあげて下さい！！お兄様！！』

　怒りの形相で、レオンハルトはエミリーを無理矢理鍛錬場へと連れて行く。

　（もっと強くならなきゃ・・・プロの選手を倒すだけじゃ駄目・・・さらにその上を行かなきゃ・・・）

　（そうだ・・・フランスで一番強くなればいいんだ・・・！！フランス最強の剣士になればいいん

だ・・・！！）

　（そうすれば、叔父様はきっと喜んで下さる・・・！！叔父様に怒られずに済む・・・！！）

★エミリー・大学１年

　『勝者・エミリエル・ストダート！！５－２！！』

　

　１８歳という史上最年少の若さで、見事にフランス選手権大会の女子サーブル部門で優勝したエ



ミリー。

　彼女はまさしく正真正銘、名実共にフランス最強の剣士になったのだ。

　『お父様！！お母様！！私、世界選手権の代表に選ばれました！！さっき選考委員の人が、

私をフランス代表として世界選手権に出場させるって！！』

　『凄いじゃないエミリー！！よく頑張ったわね！！貴方は私たちの誇りよ！！』

　とても嬉しそうな表情で、エミリーの頭を撫でるフラニー。

　だがその幸せな光景は、またしてもレオンハルトによって打ち砕かれてしまう・・・。

　

　『何を喜んでいるのだお前は！！代表に選ばれた事だけで満足しおって！！』

　『お・・・叔父様・・・』

　『代表に選ばれる事など、ストダート家の血筋の者であれば至極当然の事であろうが！！』

　『・・・も・・・申し訳ありませんでした・・・』

　フランス最強の剣士になってもなお、レオンハルトはエミリーを褒めてくれない。

　それどころか、代表に選ばれただけで満足してしまったエミリーを、レオンハルトは厳しく責め立

てる始末だ。

　いや、レオンハルトだけではない。エミリーがちょっと調子を落として多少負けが込んだ程度の事

で、周囲はエミリーに過度の重圧を掛け、新聞や雑誌でも酷く批判されてしまう。

　それは、エミリーが『天才』だと言われているが故に。

　『勝つ事が当たり前』・・・そう思われているが故に。

　（そうだ・・・フランス最強の剣士になっただけじゃ駄目だ・・・世界最強の剣士にならなきゃ・・・）

　（今度の世界選手権で優勝すれば・・・今度こそ叔父様は喜んで下さる・・・！！）

　（そうすれば・・・今度こそ叔父様に怒られずに済む・・・！！）

　『勝て！！お前は勝たねばならんのだ！！負ける事など絶対に許されんのだ！！』

　（勝たなきゃ・・・私は勝たなきゃ駄目なんだ・・・負けたら駄目なんだ・・・！！）

　（今度の世界選手権大会で優勝すれば・・・ううん、私は何としてでも優勝しないと・・・）

　涙目になりながら、エミリーはレオンハルトの猛特訓に耐えていた。

　

　（だって・・・優勝しないと、叔父様に怒られるから・・・怒られるのはもう・・・嫌・・・！！）

　

２．決着

　「私は・・・負けられないんだあああああああああああっ！！」

　

　汐音とエミリーの剣がぶつかり合い、そのまま鍔迫り合いの状態のまま、２人は睨み合う。

　何かに怯えた表情のエミリーと、何だかとても楽しそうな表情の汐音。

　全く対照的な２人の鍔迫り合いは、互いに１歩も譲らなかった。

　２人の剣がギシギシと音を立て、悲鳴を上げている。



　「面白くなってきたじゃないか！！え！？お嬢様よおっ！！」

　「ぬあああああああああああああっ！！」

　エミリーは力任せに、無理矢理汐音を弾き飛ばす。

　先程までエミリーが見せていた華麗な舞踏剣術とは正反対の、力任せの強引な戦い方・・・その

場にいた誰もが驚きを隠せないでいた。

　　　　

　「私は負けられない・・・負けるわけにはいかない・・・ストダート家の誇りに賭けて、負けるわけに

はいかない・・・！！」

　「はっ！！相変わらず器が小さい女だねぇ！！ストダート家の誇りだぁ！？そんな下らない物に

依存しっぱなしのアンタが、アタシらに勝てるわけねぇぇぇぇぇぇだろうがぁっ！！」

　エミリーの追撃を、汐音は後方への縮地法でどうにか避ける。

　だがエミリーもまた、物凄い勢いで汐音への追撃を緩めない。

　縮地法にも劣らない凄まじい速さで間合いを詰め、雨音に神速の斬撃を浴びせる。

　　

　「・・・エミリーさん、貴方はフェンシングが楽しくないんですか！？」

　

　エミリーの渾身の一撃を、雨音は辛うじて受け止める。

　今にも泣きそうな表情のエミリーを、雨音は悲しみに満ちた瞳で見つめている。

　「貴方は一体、何の為にフェンシングをやっているんですか！？」

　「うああああああああああああああっ！！」

　「どうして貴方は、そうやって泣きそうな表情で剣を振るうんですか！？」

　

　どうして彼女は、こんなにも泣きそうな顔をしているのだろう。

　これだけの腕を持っているのに、彼女はフェンシングが楽しくないのだろうか。

　準決勝まで勝ち上がったというのに、どうして彼女はこんなにも辛そうにしているのだろう。

　「お願いだから負けてよ！！アマネぇぇぇぇぇぇぇぇっ！！」

　「エミリーさんっ・・・！！」

　それに・・・どうして彼女は、こんなにも負ける事を恐れているのだろうか・・・。

　（おい雨音！！まさかアンタ、この女に同情するつもりじゃないだろうね！？）

　「・・・そうだね。確かに可哀想な人だと思うよ。汐音ちゃん。」

　（アンタはアホの子か！？同情なんかしてる場合じゃないだろ！？）

　「・・・分かってる。分かってるよ。汐音ちゃん。」

　何の迷いも無い力強い瞳で、雨音はエミリーを見据えていた。

　「同情はするけど・・・容赦はしないよ！！」

　決勝で遥と戦う・・・その想いだけは絶対に譲れないから。

　だから雨音はエミリーに同情はしても、決して容赦はしない。

　雨音に攻撃を華麗に受け流され、体勢を崩されたエミリーは尻餅を付きそうになる。



　「貰ったぁっ！！」　

　この機を逃すまいと、雨音はエミリーに渾身の一撃を浴びせる。

　だがエミリーは強靭な足腰と体のバランスでもって即座に体勢を立て直し・・・そして・・・

　

　「・・・はっ！！」

　「な・・・！？」

　

　先程までの剛剣スタイルから、いきなり舞踏剣術へと逆戻りした。

　雨音の精密無比な一撃を、エミリーはまるでダンスでも踊っているかのように受け流す。

　この土壇場の状況においての、とっさの判断力。

　フェンシングの本場・フランスにおいて、『天才』だと騒がれているだけの事はある。

　

　体勢を崩されて尻餅を付きそうになったのは、今度は雨音の方。

　そこへエミリーの渾身の一撃が、背後から雨音に迫る。　

　「これで、終わりだあああああああああっ！！」

　「まだよ・・・私はまだ終われない・・・！！」

　雨音の目前にまで迫った、エミリーの渾身の一撃。

　だが雨音は体勢を崩されながらも、どうにか踏ん張り・・・そして・・・

　　

　「こんな所で・・・終わってたまるかああああああああああっ！！」

　「・・・っ！？」

　エミリーの太刀筋を読み切り、雨音は身体を反転させ、エミリーの斬撃を弾き飛ばした。

　ガラ空きになったエミリーの体。そして・・・

　

　「だああああああああああああああああああっ！！」

　

　遥と汐音・・・そして自分を応援してくれる多くの人達への沢山の想いが込められた、雨音の魂の

一撃がエミリーに迫る。

　「このおおおおおおおおおおおおおおおっ！！」

　エミリーもまた剣を弾かれながらも、その驚異的な身体能力と反射神経でもって、弾かれた剣を

雨音に向かって無理矢理振り下ろした。

　２人の剣が交錯し、気迫がぶつかり合い・・・決着を見届けた審判のジャッジが下される。

　電光掲示板に灯ったのは・・・雨音のポイント獲得を示す光だった。

　「・・・勝者、アマネ・シンドウ！！５－４！！」

　一瞬の静寂の後・・・凄まじい大歓声が会場を、そして雨音を包み込む。

　安堵の笑顔を見せる雨音、呆然とした表情のエミリー。

　雨音はエミリーを破り、遂に決勝まで勝ち進んだのだ。



３．傷心のエミリー

　エミリーに勝った雨音は少し恥ずかしそうな笑みを浮かべて、遥と渚の元へと歩み寄った。

　記者たち（サクヤ含む）が一斉に遥たちを取り囲み、カメラのフラッシュを浴びせて雨音を質問攻

めにする。

　天才剣士だと騒がれ、地元フランスに限らずヨーロッパ全土で名前が知れ渡っており、今大会で

間違いなく優勝すると言われていたエミリー。

　そんな彼女をフェンシング後進国だと言われている日本の、しかも世界レベルでは全くの無名選

手である雨音が打ち破ってしまったのだ。

　そして雨音が決勝に勝ち進んだ事で、女子サーブル部門でフェンシング後進国・日本が金メダ

ルと銀メダルを確定させるという、前代未聞の事態にまでなってしまったのだ。記者たちが騒ぐのも

無理も無いだろう。

　無数のカメラのフラッシュを浴びながら、雨音はまっすぐに遥をじっ・・・と見据えていた。

　恥ずかしそうにしながらも、とても強い意志を秘めた瞳で。

　「遥さん・・・その・・・私、決勝まで来ちゃいました。」

　「そうだな。遂に決勝でお前と戦う時が来たな。雨音。」

　「私・・・負けませんから。日本選手権での借りは、必ず返しますから。」

　「ああ、お互いに悔いが残らないように、全力で試合をしような。雨音。」

　穏やかな笑顔で、がっしりと握手をする遥と雨音。

　だが、その時だ。

　「・・・この、馬鹿者があああああああああっ！！」

　レオンハルトの凄まじい怒鳴り声と共に、凄まじい平手打ちの音が鳴り響いた。

　遥たちが一斉に振り向くと、そこにはレオンハルトに殴られて床に崩れ落ちるエミリーの姿が。

　レオンハルトは怒りの形相で、エミリーの事を睨みつけている。

　「あんなフェンシング後進国・日本如きに・・・しかもハルカ・ホシザキならまだしも、あのような無名

の選手に敗れ去るとは・・・お前の失態は万死に値するわ！！」

　「・・・申し訳ありません・・・叔父様・・・。」

　「お前は歴代のストダート家の中でも、類稀なる天才だと呼ばれているのだぞ！？そんなお前に

敗北など、許されるとでも思っているのかぁっ！？」

　「・・・・・。」

　今にも泣きそうな表情のエミリーを、フラニーは慌てて庇った。

　兄に対して、強い憤りを隠せない表情で。

　「お兄様！！エミリーもアマネも互いに全力を尽くして、正々堂々と戦いました！！どんな結果に

終わろうとも、素晴らしい試合を見せてくれた２人に対して敬意を払うべきでしょう！？」

　「お前は馬鹿か！？全力を尽くそうが正々堂々と戦おうが、試合に勝たなければ意味が無いだ

ろうが！！」



　「どうしてお兄様は、そうやってエミリーに勝つ事だけを押し付けるんですか！？私はエミリーに

は、もっと楽しく伸び伸びとフェンシングをやってほしいのに！！」

　「フェンシングを楽しくだと！？お前がそうやってエミリエルを甘やかすから、このような無様な結

果になってしまったのだぞ！？」

　フラニーからの強い抗議にも、レオンハルトは１歩も引かない。

　自分が間違った事を言っているとは、レオンハルトは微塵も思っていないのだ。

　「無様な結果とは何ですか！！エミリーにはまだエトワールとの３位決定戦が残っています！！

それに勝てば最低でも銅メダルは・・・！！」

　「優勝以外の結果など何の価値も無いわ！！銅メダルなどゴミクズも同然だ！！ましてエミリエ

ルはフランス最強の天才剣士なのだぞ！？負ける事など、もはや罪だ！！」

　天才剣士・・・フランス最強の剣士・・・そう呼ばれているが故に、エミリーは叔父だけに限らず周

囲から強い重圧を掛けられ、『優勝』という結果を強く求められてしまっているのだ。

　そしてそう呼ばれているが故に、『勝つ事が当たり前』だと周囲に思われてしまい、１度負けただ

けで周囲から容赦ないバッシングを浴びせられてしまう。

　それは、エミリーが『天才』であるが故の孤独・・・『最強』であるが故の苦しみ。

　この事でエミリーの心が傷ついているという事を、周囲は知りもしないし分かろうともしない。

　エミリーがどれだけ勝とうが、レオンハルトは喜びもしないし褒めてもくれないのだ。

　「・・・レオンハルトさん・・・いい加減にしたらどうなんですか・・・！？」

　そんなレオンハルトの態度に怒りを顕わにした雨音が、エミリーを庇うように立ちはだかった。

　いきなりの出来事に、遥も渚もサクヤも記者たちも驚きを隠せない。　

　普段の雨音からは想像出来ない鋭い眼光で、レオンハルトの事を睨みつけている。

　そんな雨音の威圧感に、レオンハルトは一瞬ゾッとした。

　

　「な、何だ貴様は・・・いきなり私の邪魔をしおって・・・」

　「どうして貴方は、エミリーさんの事をもっと大切にしてあげられないんですか！？エミリーさんは

あんなに一生懸命戦ったのに、どうしてそれを讃えてあげないんですか！？どうして１試合負けた

だけの事で、エミリーさんを殴ったりするんですか！？」

　レオンハルトはエミリーの叔父だというのに、どうしてエミリーの事を平気で殴ったり罵声を浴びせ

たり出来るのか。雨音にはそれが信じられなかったし、我慢が出来なかったのだ。

　家族なのに・・・血の繋がった姪だというのに・・・だからこそ、許せない。

　自分の家族の事を、どうしてここまで酷く扱うのか。それが雨音には理解出来なかった。

　「レオンハルトさん・・・これ以上エミリーさんの事を傷付けるというのなら、私だって黙ってはいま

せんよ！！」

　「くっ・・・何なんだ貴様は・・・部外者の分際で何を偉そうな事を・・・」

　「エミリーさんは貴方の操り人形じゃない！！エミリエル・ストダートなんです！！」

　「・・・ぬ・・・ぐ・・・！！」

　普段の雨音からはとても想像出来ないような、雨音の威風堂々とした態度。レオンハルトは思わ



ず威圧され、反論出来ずに萎縮してしまう。

　

　「・・・アマネ・・・どうして・・・」

　エミリーもまた、目の前で自分を叔父から守ってくれている雨音の姿に呆然としてしまっていた。

　どうして彼女は、自分の為にここまで本気で怒ってくれるのか・・・赤の他人、しかも先程負かした

相手であるはずの自分の事を、どうしてここまで親身になって守ってくれているのか・・・と。

　そんな雨音の優しさを背中越しに感じ取り、エミリーは思わず涙を流してしまう。

　その雨音の優しさが何だかとても温かくて、くすぐったい。　

　『それでは只今より、フランス代表のエミリエル・ストダート選手と、ドイツ代表のエトワール・エル・

シュタイナー選手による、フェンシング世界選手権大会の女子サーブル部門・３位決定戦を開始

いたします。両選手は速やかにフィールドに上がって下さいますよう、お願いいたします。』

　会場内にアナウンスが響き、準決勝で遥に敗れたエトワールがフィールドに上がり、準備体操を

始めた。

　対戦相手のエミリーは涙を拭いて立ち上がったものの・・・中々フィールドに上がろうとしない。

　「な・・・何をしておるのだエミリエル！！早くフィールドに上がらんか！！」

　「・・・・・。」

　「かくなる上は、銅メダルだけでも絶対に奪い取るのだ！！負ける事は絶対に許さんぞ！！」

　「・・・・・。」

　「エミリエル！！」

　「・・・・・。」

　中々フィールドに上がろうとしないエミリーに怒りを顕わにするレオンハルトだったが・・・

　次の瞬間、エミリーは突然フィールドに背中を向けた。

　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。

　会場内はどよめき、対戦相手のエトワールも予想外の出来事に、唖然としてしまっている。

　

　「エミリエル！！何のつもりだ！？まさか試合放棄をするつもりなのか！？」

　「・・・・・。」

　「大観衆が見ている前で、これ以上ストダート家の名前に泥を塗るような真似は・・・！！」

　「・・・っ！！」

　　

　レオンハルトが止める暇も無く、エミリーはそのままマスコミを振り切り、会場の外へと走り去ってし

まった。

　一体全体何が何だか、予想外の出来事に観客の誰もが戸惑いを隠せず、会場内は大騒ぎに

なってしまっている。

　３位決定戦・・・勝った方が銅メダルという大事な試合を、あろう事かエミリーが試合放棄をしたの

だ。騒ぎになって当然だろう。　

　「エミリー！！待って！！エミリー！！」

　

　フラニーが慌ててエミリーを追いかける。

　取り残されたレオンハルトは、エミリーが３位決定戦を試合放棄をするなどという前代未聞の出来

事をしでかした事に、怒りを顕わにしている。



　そして対戦相手のエトワールは、一体全体何がどうなっているのか理解出来ず、フィールドの上

で呆然と立ち尽くしていた・・・。　

　

４．何の為に

　会場のすぐ近くにある公園のベンチに腰を下ろし、エミリーはとても辛そうな表情をしていた。

　フランスではフェンシングは熱狂的な人気がある格闘技であり、しかも現在行われているのは世

界選手権大会・・・世界一の剣士を決める大会だ。

　それ故に今頃は国民の大多数が、大会の様子を会場やテレビ、インターネット中継で熱心に観

戦している。それ故に今の公園には誰もおらず、エミリー１人だけがポツンと取り残されていた。

　誰もいない静かな空間・・・その静けさが、今のエミリーにはとても心地良い。

　心を落ち着かせて色んな事を考えるには、一番適した環境なのだから。　

　（私は一体、今まで何の為にフェンシングをやってきたんだろう・・・）

　伝説の女剣士・星崎栞がライバルと認めた数少ない剣士であり、『フランス最強の女剣士』と呼ば

れた母親に憧れて、小学生の頃からフェンシングを始めたエミリー。

　その母親譲りの凄まじいまでの才能を瞬く間に開花させ、物凄い速さで強くなり、数多くの大会

で沢山のトロフィーやメダルを勝ち取っていった。

　だがエミリーはあまりにも強過ぎるが故に、いつしか周囲から『勝つ事が当たり前』だと思われるよ

うになってしまい、たかが数試合負けた程度の事でバッシングを受けるようになってしまった。

　特にレオンハルトからは過度の期待を寄せられ、歴代のストダート家の中でも群を抜く天才だと

騒ぎ立て、エミリーにひたすら『勝つ』事だけを強要した。

　そんな周囲の過度の期待と重圧が、いつの間にかエミリーから『フェンシングを楽しむ』という気

持ちが消えてしまい、それどころか『辛い』とさえ思えるようになってしまったのだ。

　どれだけ数多くの勝利を重ねても、どれだけ数多くの大会で優勝しても、レオンハルトはエミリー

の事を全く褒めてくれないから。

　

　ではエミリーは、これから一体何の為にフェンシングをやればいいのか。

　これから一体、何を目指してフェンシングをやればいいのか。

　いや・・・もはやフェンシングをやる事の意味さえも、今のエミリーには見出せなかった。

　ならば、これ以上フェンシングを続ける意味があるかどうか・・・。

　　

　「・・・やっぱりここにいたのね。エミリー。」

　

　そんなエミリーの下に、フラニーが穏やかな笑顔で現れた。

　隣の席に座り、そっ・・・とエミリーに寄り添う。

　エミリーはそんな母に振り向こうともせずに、とても辛そうな顔で地面を見つめている。

　「ハルカとアマネの決勝戦・・・もう始まってるわよ？観に行かないの？」

　「・・・・・。」

　決勝戦が始まったという事は、３位決定戦はエトワールの不戦勝にでもなったのか。

　いずれにしても今のエミリーには、そんな事は最早どうでもいい代物だった。



　目に涙を浮かべながらエミリーは身体を震わせ、フラニーの身体にしがみつく。

　

　「叔父様が・・・私の事を責めるから・・・どれだけ勝っても・・・褒めてくれないから・・・！！」

　「・・・エミリー・・・」

　「だから私・・・もう・・・！！」

　泣き崩れてしまったエミリーを、フラニーは優しく抱き締めた。

　そして身体を震わせるエミリーを安心させる為に、フラニーはエミリーの頭を優しく撫でる。

　涙を流して自分にしがみつく娘の姿を見て、フラニーは心が痛んだ。

　強過ぎるが故に・・・天才だと呼ばれているが為に・・・周囲から過度の重圧を掛けられ、『勝つ事

が当たり前』だと思われるようになり、フェンシングを楽しむ余裕を無くしてしまったエミリー。

　そして雨音に負けたエミリーは、レオンハルトに激しくなじられてしまったのだ。

　優勝以外の結果など最下位も同然だと・・・銅メダルなどゴミクズ同然だと・・・。

　

　世界選手権女子サーブル部門に若干１８歳という若さで初出場、しかもベスト４進出・・・誰にでも

自慢出来る、堂々と胸を張ってもいい立派な記録だというのに。

　エミリーが何故泣いているのか、そしてエミリーが今、何を考えているのか・・・フラニーはエミリー

の気持ちを心の底から理解していた。

　「私はもう、フェンシングなんかやりたくない！！」

　「・・・そう・・・」

　「こんな事なら、フェンシングなんか始めなければ良かった！！こんなに辛い目に遭うなら！！」

　

　どれだけ勝っても『勝って当たり前だ』と、レオンハルトに怒られてしまうのであれば。

　たかが１試合負けただけで、ここまで酷い仕打ちを受けてしまうのであれば。

　もう・・・これ以上フェンシングを続ける意味は無い。戦う意味を見出せない。

　試合で全力を出して戦おうという気持ちには、もうなれない。

　フラニーはそんなエミリーの気持ちを充分に理解し・・・レオンハルトと違ってあくまでも『母親』と

して、エミリーを優しく抱き締めながら穏やかに問い正した。

　「エミリー・・・貴方の人生だものね。貴方が自分の意志でフェンシングを辞めたいって言うのなら、

私は止めるつもりは無いわ。私は正直残念に思うけど、それでも貴方の好きなように生きていけば

いい。」

　「お母様・・・。」

　「だけどね、エミリー・・・それでもお願いだから、ハルカとアマネの決勝戦だけは最後まで観て欲

しいの。あの２人の戦いを観て、貴方にも何か感じる物があると思うから。」

　「・・・・・。」

　

　フェンシングを辞めたいというのであれば、フラニーはエミリーの意志を尊重するつもりだ。

　例えレオンハルトからどんな罵声を浴びせられようとも・・・マスコミから何を言われようとも。

　エミリーはレオンハルトの道具ではない。エミリエル・ストダートなのだから。

　だがそれでもフラニーは、エミリーに遥と雨音の試合だけは観て貰いたいのだ。

　２人の試合から、エミリーに何かを感じ取って欲しいから。



　「何ならワンセグで観る？そうすればお兄様と顔を合わせずに済むし・・・」

　「・・・ううん、私、この目であの２人の試合を見届ける・・・！！」

　携帯電話を取り出そうとしたフラニーをエミリーは制し、涙を拭いて立ち上がる。

　今更フェンシングを続けようとは思わないが、それでも自分を打ち負かした雨音の試合だけは、

最後まで見届けたいと思ったから。

　そうすれば何の未練も残さずに、フェンシングを辞める事が出来ると・・・何よりも自分をレオンハ

ルトから庇ってくれた雨音に対する、最大の礼儀になると・・・エミリーはそう思ったのだ。　

　「そう・・・なら、行きましょうか。」

　「はい・・・！！」

　「お兄様がエミリーに詰め寄ってきても、私がエミリーを守ってあげるからね。」

　フラニーに肩を抱かれながら、エミリーはしっかりとした足取りで、会場へと向かっていった・・・。

　

５．終幕

　遥と雨音の試合はまさに決勝戦に相応しい、凄まじいまでの好勝負となっていた。

　エミリーを打ち負かした雨音と汐音の連係攻撃の前に、遥は立て続けに３ポイントを連取されて

しまうものの、それでも遥は試合中に２人の連係攻撃に対応し、あっという間に３ポイントを取り返し

てしまったのだ。

　ポイントは３－３・・・互いに譲らない好勝負に、観客は惜しみない声援を２人に送り続ける。

　「私は思うんだが・・・２対１だなんて反則じゃないのか？」

　「そ、その・・・私と汐音ちゃんは、２人で１つですから・・・大目に見て・・・欲しいんですけど・・・」

　

　互いに剣をぶつけ合い、２人の周囲に糸状の閃光が走る。

　女子サーブル部門の決勝戦が日本人対決になるとは、一体誰が予想しただろうか。

　日本はヨーロッパ諸国から『フェンシング後進国』と呼ばれており、実際に遥と雨音以外の日本

代表の選手たちは、全員が一回戦で無様な惨敗を喫しているのだ。

　そんな状況だからこそ関係者や解説者の誰もが、遥と雨音による決勝という事態に驚きを隠せな

いでいた。

　誰もが２人の戦いに視線を集中する中・・・エミリーとフラニーが会場に戻ってきた。

　マスコミの誰もが２人の戦いに集中しており、２人が戻って来た事に誰も気付かずに、ひたすらカ

メラを回し続けている。

　「ほら見て、エミリー・・・ハルカもアマネも本当に凄いわ。」

　「・・・・・。」

　「今の２人の実力は、全盛期のシオリには及ばないけど・・・それでも２人がシオリを超える日は、

そう遠く無いかもしれないわね。」

　　　　　

　神妙な表情で、２人の壮絶な戦いを見つめているエミリー。

　観客の誰もが遥と雨音の試合に熱狂し、とても楽しそうに観戦している。

　そして、遥と雨音自身の表情も、また・・・　



　「・・・あ、ハルカのマッチポイントだわ。」

　「お母様・・・。」

　「・・・なあに？」

　「あの２人・・・凄く楽しそうに戦っています・・・動きの１つ１つに躍動感があって、凄く伸び伸びと

しています・・・」

　そう・・・エミリーの指摘通り、遥も雨音も決勝戦という最高の舞台を、存分に楽しんでいるのだ。

　エミリーと違い、周囲からの過度の期待と重圧など気にも止めずに。

　２人共マスクをしているので、２人の表情をエミリーの位置から見る事は出来ない。

　だがそれでも２人の躍動感のある動きから、エミリーは２人がとても楽しそうに戦っている事を感じ

取っているのだ。

　「・・・私もあの２人と同じように・・・もっと楽しくフェンシングをやりたかった・・・！！ストダート家の

誇りなんか、本当はどうでも良かった・・・！！毎日普通に楽しくフェンシングをやれていれば、そ

れで良かった・・・！！それなのに・・・それなのに・・・っ！！」

　

　レオンハルトがエミリーに対して、『ストダート家の誇り』の為に戦う事を強要したから。

　フェンシングを楽しむ事を禁忌とし、ただひたすらに『勝つ』事だけを強要するから。

　それはエミリーが強過ぎるが故に。天才だと呼ばれているが故に。

　周囲やマスコミがエミリーの事を、必要以上に騒ぎ立てるから。

　

　「・・・くそっ！！」

　「はっ！！マッチポイントだからって浮かれてるからだよ！！馬～鹿！！」

　

　汐音の一撃が遥の右肩にヒットし、これで４－４。

　最終ラウンド・・・次のポイントを獲得した方が、世界一となるのだ。

　観客の盛り上がりは最高潮になり、会場全体が異様なムードになる。

　遥も雨音も先程とは違って慎重になり・・・互いに距離を取って剣を構えたまま、中々攻勢に出よ

うとしない。

　無理も無いだろう。お互いにポイントを獲得したら勝者となり、ポイントを取られたら敗北してしまう

のだから。

　「ねえ、エミリー・・・この２人の戦いを見て、まだフェンシングを辞めたいって思う？」

　「お母様・・・？」

　「エミリーも昔はあの２人と同じように、とても楽しそうにフェンシングをやってたでしょう？あの時の

気持ちを思い出せないかしら？」

　「・・・それは・・・。」

　「試合に勝つ度に大喜びして、とても楽しそうに剣を取って・・・あの頃のエミリーは、本当に伸び

伸びとフェンシングをやってたわよね？」

　「・・・・・。」　

　ジリジリと、相手の出方を伺う遥と雨音。

　互いに隙を見出そうとするが、２人共互いに中々隙を見せない。　

　これまでの凄まじい斬り合いとは一転して、最終ラウンドは完全にこう着状態になっていた。

　「・・・いつからかしら・・・お兄様がエミリーに、あんな過度な期待を寄せるようになったのは・・・」



　「・・・・・。」

　「ごめんなさいね。私がもっとお兄様の事を、厳しく咎めておけば良かったんだわ。それさえも出

来ずに、私はお兄様に完全に威圧されて、エミリーを守れなかった・・・私は母親失格よ。」

　「そんな事無いです！！お母様は私にとって、最高のお母様です！！」

　

　むぎゅっ。

　エミリーは潤んだ瞳でフラニーの身体にしがみついた。

　自分にこんなにも沢山の愛情を注いでくれて、とても大切に育ててくれた母親・・・それをどうして

母親失格などと言えようか。

　

　「私だって・・・私だって、叔父様の言いなりになんかならずに、もっと叔父様に反抗すれば良

かった・・・！！それが出来なかったのは、私に勇気が無かったから・・・！！叔父様の事が怖くて、

叔父様に何も言えなかったから・・・！！」

　「・・・エミリー・・・」

　「だからお母様は何も悪くないです！！全ては私の弱さが招いた事ですから！！」

　試合のこう着状態を先に打ち破ったのは、遥だった。

　防御を無視した攻撃重視の構え・・・遥の究極奥義・ライジングフォースだ。

　この一撃で、全てが決まる・・・誰もが固唾を呑んで、決着の時を見守っている。

　

　「ここまで来たら、もう小細工は無しだ。この全身全霊の一撃に全てを賭ける・・・！！」

　「遥さん・・・！！」

　「行くぞ・・・！！」

　「来て下さい・・・決着を付けましょう、遥さん！！」

　

　互いに相手をじっ・・・と見据え・・・先に遥が動いた。

　「はあああああああああああああああっ！！」

　かつて経観塚で一度は梢子を叩き伏せ、馬瓏琉の邪眼を潰した、遥の究極奥義。

　まさしく突貫力のみを追及した、極限なまでの突き。

　その威力もキレも、あの時よりもさらに洗練されていた。

　遥の渾身の一撃が、雨音に迫る。

　「くっ・・・！！」

　遥の捨て身の一撃は、雨音に反撃の暇さえも与えない程の威力と速度だった。

　遥の雨音と汐音への想いが込められた、剛直さと精密さを兼ね備えた、まさしく魂の一撃。　

　辛うじて遥の一撃を剣で受け止めた雨音だったが、完全に押されていた。

　ギシギシと、雨音の剣が悲鳴を上げる。

　

　（負ける・・・！！）

　「アマネーーーーーーーーーーーーーーーーっ！！」

　（・・・っ！？）

　だがその時、泣きそうな表情で、エミリーがとっさに雨音に声援を送っていた。

　彼女の声が、彼女の想いが・・・雨音に届いた。



　

　（エミリーさん・・・！！）

　

　エミリーの想いが雨音を後押しする。雨音に力を貸してくれる。

　「・・・でやああああああああああああああああっ！！」

　「な・・・パラード（フェンシングの弾き技）だと！？」

　エミリーからの想いが込められた雨音の剣が、遥の剛剣を巧みに受け流した。

　体勢を崩し、完全に無防備になった遥の背後から、雨音の全身全霊の一撃が迫る。

　

　「だあああああああああああああああああああっ！！」

　「くっ・・・させるかああああああああああああっ！！」　

　それでも遥は、ただでは終わらせない。強靭な足腰と驚異的なバランスでもってどうにか体勢を

立て直し、身体を反転させて雨音にカウンターの薙ぎ払いを浴びせた。

　雨音の剣が遥に迫り、遥の剣が雨音に迫る。

　２人の剣が交錯し・・・決着を見届けた審判のジャッジが下される。

　電光掲示板に灯ったのは・・・雨音のポイント獲得を示す光だった。

　「・・・勝者、アマネ・シンドウ！！５－４！！」

　

　一瞬の静寂の後、凄まじい大歓声が雨音を包み込んだ。

　安堵の表情を見せる雨音、呆然とした表情の遥。

　雨音は遥を倒し、世界一の称号を手に入れたのだ。

　

６．吹っ切れた心

　「さすがだな、雨音。私の負けだ。」

　「遥さん・・・」

　「優勝おめでとう。お前が女子サーブル部門の世界ナンバー１だ。」

　「あ、ありがとうございます・・・」

　　　

　穏やかな笑顔で握手を求めた遥の右手を、雨音はそっ・・・と握り返す。

　負けたと言うのに、遥は何という充実した笑顔を見せているのだろう。

　そして雨音もまた、何と言う清々しい笑顔を見せているのだろう。

　そんな２人の充実した表情、そして凄まじい戦いぶりを見て、エミリーは何だか胸の中が熱くなっ

ていた。

　　

　「・・・アマネ、優勝おめでとうございます。とても素晴らしい試合でした。」

　「エミリーさん・・・」

　エミリーはフィールドに上がり、雨音の事をじっ・・・と見据える。

　そしてエミリーが会場に戻ってきた事にやっと気付いた観客たちがどよめき、記者たちが一斉に

エミリーにカメラのフラッシュを浴びせた。



　そんな事など歯牙にもかけず、エミリーはただ雨音だけを見つめている。

　「エミリエル！！貴様一体今までどこに行っていた！？」

　「・・・お兄様っ！！」

　

　怒りの形相でエミリーの下に向かおうとしたレオンハルトを、フラニーが慌てて止めた。

　決意に満ちた、とても厳しい表情で。

　「ぬう！？フランシェスカ！！私の邪魔をするな！！」

　「今はエミリーの好きにさせてあげて下さい！！」

　「ふざけるな！！いきなり試合放棄をして勝手にどこかに行ってしまうような愚か者を、今から厳

しく断罪せねばならんだろうが！！」

　「あの子は今、フェンシングを辞めるかどうかの、重大な選択を迫られているんです！！」

　「な・・・エミリエルがフェンシングを辞めるだと！？それはどういう事だ！？」

　フラニーを無理矢理どかそうとするレオンハルトだったが、それでもフラニーは 1歩も動かない。
　フラニーは誓ったのだ。これからは自分が、レオンハルトから必ずエミリーを守ると。

　まるでエミリーの盾になるかのように、フラニーはレオンハルトに 1歩も先に進ませない。

　「・・・アマネ・・・私は貴方との試合を最後に、フェンシングを引退しようと思っていました。」

　「え・・・？」

　「アマネに負けた時に叔父様に殴られて・・・もうフェンシングを続ける意欲を無くしてしまったか

ら・・・どれだけ勝っても、叔父様は私の事を少しも褒めてくれないから・・・」

　雨音の視線の先にいる、怒りの形相のレオンハルト。

　そのレオンハルトを、必死に食い止めているフラニー。

　そんな 2人の姿を見て、雨音もエミリーの気持ちが何となく理解出来た気がした。
　そして・・・エミリーが辛そうにフェンシングをやっている理由も。

　

　「だけど・・・私はアマネに勇気を貰いました。」

　「・・・私に・・・ですか・・・？」

　「アマネが私を叔父様から庇ってくれた時・・・私は凄く嬉しかった・・・貴方のその小さな身体が、

あの時の私にはとても頼もしく感じられた・・・」

　「・・・エミリーさん・・・」

　「これまで私は叔父様の事が怖くて、叔父様が命ずるままに、『ストダート家の誇り』の為だけに

戦ってきました。それは私が弱かったから。私が叔父様に逆らえない臆病者だったから。」

　何の迷いも無い力強い瞳で、エミリーははっきりと雨音に告げた。

　全てを吹っ切ったかのような、とても真っ直ぐな笑顔で。

　

　「だけど、私はもう叔父様の言いなりにはならない。アマネが私に勇気をくれたから。アマネが私

に希望を与えてくれたから。」

　

　エミリーはレオンハルトに向き直り、ゆっくりとレオンハルトの目の前に歩み寄り・・・怒りの形相で

自分を睨みつけるレオンハルトを、怯まずに睨み返した。

　とても怖い。後で何を言われるか、どんな仕打ちを受けるか、恐ろしくて仕方が無い。

　だけど雨音が、そしてフラニーが、エミリーの事を見守ってくれているから。



　だからエミリーは、決して怯まない。　

　「叔父様・・・私はもう、ストダート家の誇りの為には戦いません。」

　「な・・・何だと！？」

　「引退発言は撤回します。これからもフェンシングを続けます。ただし私はこれからは『勝つ』為だ

けじゃない・・・今のアマネとハルカの試合のような、胸が熱くなるような戦いをしたいんです。」

　

　遥と雨音の素晴らしい決勝戦に感化され、エミリーは高ぶる気持ちを抑え切れなくなったのだ。

　今の２人のように試合の中で互いを高め合い、剣と剣で語り合い、試合が終わった後に互いに

充実した笑顔で語り合えるような・・・そんなフェンシングをやりたくなったのだ。

　これまでエミリーはレオンハルトによって『勝つ』事だけを強要され、それ故に試合に勝利した後

でさえも、笑おうものなら容赦なく罵声を浴びせられ、罰として過酷なトレーニングを科せられた。

　それ故にエミリーはフェンシングを『楽しむ』という気持ちを完全に失ってしまい、一時はフェンシ

ングを辞めようかと本気で考えもしたのだ。

　だけど、雨音がエミリーを守ってくれたから。レオンハルトに立ち向かう勇気をくれたから。

　だからエミリーは、もう逃げない。

　「胸が熱くなるような戦いだと！？何をふざけた事を・・・！！」

　「私はもう、叔父様の操り人形にはなりません！！」

　「貴様ぁっ！！」

　何の迷いも無い力強い表情で、エミリーはレオンハルトにそう告げた。

　そんなエミリーの反抗的な態度に、怒りを顕わにするレオンハルト。

　だがそれでも、エミリーは決して引かない。

　これからはレオンハルトの『ストダート家の誇り』などというつまらないエゴの為ではなく、自分自身

の為に戦う・・・エミリーはそれを心に誓ったのだ。

　それによって、例えレオンハルトからどのような仕打ちを受ける事になろうとも。

　残念ながら３位決定戦はエミリーの不戦敗になってしまったが、それでもエミリーは自分が取った

行動を少しも後悔などしていない。

　そう・・・エミリーは不戦敗に・・・なったはずなのだが・・・。　

　『・・・それでは続きまして、フランス代表のエミリエル・ストダート選手と、ドイツ代表のエトワール・

エル・シュタイナー選手による、フェンシング世界選手権大会の女子サーブル部門・３位決定戦を

開始いたします。両選手は速やかに準備をして下さいますよう、お願いいたします。』

　「・・・え？」

　エミリーは一瞬、アナウンサーが何を言っているのか理解出来なかった。

　そして対戦相手のエトワールが何食わぬ顔でフィールドに上がり、エミリーをじっ・・・と見据える。

　観客も一斉に、エミリーとエトワールに声援を浴びせる。

　一体全体何が何だか、全然意味が分からないエミリー。

　「あれ？あの・・・えええ！？」

　「貴方の事情はよく分からないけど・・・こうしてここに戻ってきたという事は、貴方は戦う意志を取

り戻したという事なのでしょう？」



　「エトワール・・・」

　「不戦勝で手に入れた銅メダルなんて何の価値も無いわ。フランス最強の剣士と言われている貴

方を実力で叩き伏せてこそ、銅メダルに至高の価値が生まれる・・・だから私は実行委員に頼んで、

３位決定戦を決勝戦の後にして貰ったのよ。」

　エトワールはドイツ語ではなく流ちょうな日本語で話して、それを雨音がフランス語に翻訳し直し

てエミリーに伝えた。

　雨音の通訳を聞いたエミリーは、戸惑いを隠せない。

　

　「そんな・・・でも、どうして・・・私は試合放棄したのに・・・！！」

　「不戦勝で３位になるなんて、そんなの私のプライドが許さないのよ。貴方を倒して３位にならな

ければ意味が無いの。」

　「・・・エトワール・・・」

　「今一度問うわ・・・貴方は戦う意志を取り戻したのでしょう？」

　自らの意思で試合放棄したはずの、３位決定戦。

　自分の不戦敗で決着がついたと思っていた。こんな機会は巡って来ないと思っていた。

　それがまさか対戦相手の配慮によって、こうして再び行われる事になろうとは。

　

　試合の中で互いを高め合い、剣と剣で語り合い、試合が終わった後に互いに充実した笑顔で語

り合えるような・・・これらからそんなフェンシングをする事を願ったエミリー。

　遥と互角に渡り合ったエトワールは、まさにうってつけの対戦相手だと言えるだろう。

　エミリーは１人の剣士として、高ぶる気持ちを抑え切れなくなっていた。

　ドイツ最強の『女帝』エトワール・エル・シュタイナー・・・どれ程の好敵手なのか。

　「・・・エトワール。今の私には銅メダルなど、正直言って何の価値もありません。」

　「そう・・・。」

　「ですが・・・私は貴方との戦いだけは、心から楽しみたいと思っています。」

　

　マスクを被り、剣を手に、エミリーはエトワールを見据える。

　何の迷いも無い、力強い表情で。　

　「私と手合わせ願えますか？エトワール。」

　「当たり前よ。貴方を倒して得た銅メダルにこそ、至高の価値があるのだから。」

　遥と雨音がその場を離れ、エミリーとエトワールが剣を構え・・・

　そして審判が試合開始の合図を告げ、予定より遅れた３位決定戦が、今始まった。

　「・・・はっ！！」

　「せやっ！！」

　互いの剣が何度もぶつかり合い、２人の周囲に無数の糸状の閃光が走る。

　とての真剣な、しかし充実した笑顔で、エミリーとエトワールは互いの力と想いを存分にぶつけ

合った。

　　　



７．宴が終わって・・・

　結局３位決定戦は互いに１歩も譲らない壮絶な死闘の末に、５－３でエミリーが勝利した。

　その結果、優勝した雨音が金メダル、準優勝の遥が銀メダル、そして３位になったエミリーが銅メ

ダルを獲得し、表彰式でメダルを受け取った３人は、とても輝いた笑顔で観客からの声援に応えた

のだった。

　そして他の日本人選手たちが全員一回戦負けという無様な惨敗を喫した中で、遥と雨音だけが

女子サーブル部門の決勝戦で日本人対決を演じてしまったという事で、帰国後に行われた記者

会見では遥と雨音だけに質問が集中し、他の選手たちが記者たちに完全に無視されてしまうとい

う異常事態になってしまった。

　一斉にカメラのフラッシュを浴びせられながら、質問を次々とぶつけられる遥と雨音。

　「新堂さん！！優勝賞金の３万ユーロ（日本円にしておよそ３６０万円）は何に使われる予定です

か！？」

　「あ・・・あの・・・その・・・」

　「先日の国会において、お２人に対して国民栄誉賞を授与する事が議題に上ったのですが、そ

れについての感想をお願いします！！」

　「あ・・・ぅ・・・」

　「日本選手権で星崎さんに敗れた雪辱を、世界選手権の決勝で晴らした今の心境は！？」

　「・・・う・・・嬉しい・・・です・・・」

　それから遥と雨音が通常業務に戻ってからも、２人の元には数多くの学生たちがキャーキャー言

いながら殺到し、ファルソック青城支部と青城女子大学にも多くのマスコミが詰めかける騒ぎになっ

てしまい、一時期２人の業務に支障が出る程までになってしまったのだ。

　多くのテレビ局からの番組への出演依頼も殺到し、週刊誌にもある事無い事書かれてしまい、さ

らに松本グループの本社からの指示で会社のＣＭにも出演する事になってしまい、遥と雨音は改

めて柚明の苦労や大変さを思い知ったのだった。

　そして雨音は帰国後もエミリーと互いにメールで連絡を取り合ったり、時差をもろともせずに

チャットで他愛のない世間話をしたり、互いのブログに頻繁にコメントを残すなど、離れ離れになっ

た今も良好な付き合いを続けている。

　あれから雨音のお陰で精神的な強さを身につけたエミリーは、レオンハルトに対して正面から反

抗するようになり、今ではレオンハルトはエミリーに対して文句を言えなくなってしまったらしい。そ

れ以来エミリーは、大学で楽しく伸び伸びとフェンシングをやっているのだという。

　そしてエミリーが大学の夏休みに、フラニーや父親と一緒に日本まで家族旅行に来るそうなので、

その時に雨音との再会も約束したようだ。梢子たちが出場する剣道の大学選手権大会の観戦や、

東京ネズミーランドにも一緒に行く予定を立てているらしい。

　　　

　そんな遥と雨音の周辺の騒ぎがようやく落ち着いた、ある日の休日の出来事・・・。

　「お姉ちゃん。サクヤさんから小包みが届きました。」

　「まあ、もう届いたのですか！？さすがはサクヤさん、お仕事が速いですね！！」



　

　綾代がナミから受け取った小包みの封を開けると・・・そこに入っていたのは１枚のＣＤ－ＲＯＭと

領収書だった。

　とても嬉しそうな表情で綾代はノートパソコンを立ち上げ、ＣＤ－ＲＯＭをセットする。

　そして画像ビューワを起動し・・・画面にでかでかと写されたのは・・・

　「・・・あああん！！雨音ちゃああああああああああああああん！！」

　

　溢れんばかりの、無数の雨音の画像だった・・・。

　大会で華麗に剣を振るう姿・・・遥や渚と一緒に食事をする姿・・・金メダルを手に恥ずかしそうな

笑顔を見せている姿・・・大会が終わった後のパーティーで、エミリーと一緒にダンスを踊っている

姿・・・そして・・・

　「こ、これは・・・雨音ちゃんのバスタオル姿・・・！！これは雨音ちゃんのパジャマ姿・・・！！さら

には雨音ちゃんの可愛らしい寝顔まで・・・！！凄い！！凄すぎですわ！！」

　

　フランスに滞在中のホテルで、サクヤが雨音と同室だったお陰で撮れた写真だったりする。

　全て高画質モードで撮られており、しかも画像のブレや劣化なども一切見られない、実に見事な

写真だ。

　送られた写真の出来に大満足し、物凄い笑顔を見せる綾代。

　「さすがはプロのフォトグラファーですね！！まさかこれ程の物を送って下さるなんて！！高いお

金を払って仕事を頼んだ甲斐がありましたわ！！」

　「お姉ちゃん。この方は一体誰なのですか？」

　「私が通ってる大学で警備員を務めている、新堂雨音ちゃんです！！凄くプリティーで可愛らし

い女の子なんですよ！？」

　もしもの事態に備えて、画像データを外付けハードディスクにバックアップする綾代。

　大容量のデータを一度に送られて、ハードディスクがガリガリと派手な音を立てている。

　「・・・そうだ！！ナミちゃん、今度雨音ちゃんに会いに行きましょう！！」

　「雨音ちゃんに会いに行くと、どうなりますか？」

　「雨音ちゃんと仲良くなれますよ！？・・・はああ、雨音ちゃんとナミちゃん・・・これこそまさしく究

極の結合形態ですわ！！うふふ・・・うふふふふ・・・！！」　

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

　「美咲。その小包みは一体どうしたんだい？」

　「はい、この間サクヤさんに頼んでいた物が、ようやく届いたんです。」

　美咲の家に遊びに来ていた烏月の元に、美咲がとても嬉しそうな表情で先程届いたばかりの小

包みを持って来た。

　小包みを開封すると、そこに入っていたのは１枚のＣＤ－ＲＯＭと領収書。

　美咲は早速デスクトップパソコンを立ち上げ、ＣＤ－ＲＯＭをセットする。

　そして画像ビューワを起動し・・・画面にでかでかと写されたのは・・・

　「これは・・・遥さんと渚さんの写真じゃないか。どれも素晴らしい出来だね。」



　「ええ、さすがはプロのフォトグラファーですね。高いお金を払って仕事を頼んだ甲斐がありまし

たよ。」

　画像ビューワに一斉に並べられる、遥と渚の画像ファイル。

　それら 1つ 1つを、美咲は穏やかな笑顔で存分に吟味していく。

　「そうですねぇ・・・これにしましょうか。」

　そして美咲は多数の画像の中から、大会が終わった後のパーティーで遥と渚がダンスを踊って

いる画像をクリックし、何を思ったのか突然その画像をＡ４用紙にプリントアウトして、それにボール

ペンで魔方陣を描き、なにやら呪文を唱え始めた。

　美咲の怪しげな術によって魔方陣が金色に光り輝き、淡い光が美咲と烏月を包み込む。

　「美咲・・・一体何をやっているんだい？」

　「実は警備会社のテコムが最近、遥さんの引き抜きを企んでいるという情報を得たんですよ。」

　「テコムって、確かファルソックのライバル会社の・・・」

　「ええ。だから遥さんと渚さんが私から離れてしまわないように、2人に呪・・・おまじないをかけて

おこうかと思って。」

　美咲は物凄い笑顔で、タイトル欄に『私のお気に入りリスト』と書かれたクリアファイルを取り出し、

そこに先程怪しげな術をかけたばかりのＡ４用紙を大事そうに挿入する。

　その中には桂と梢子、柚明、ノゾミ、陽子、凛、綾代、雨音・・・その他モロモロ・・・そして烏月の

画像がプリントアウトされた紙がいくつも保管されていた。

　そしてその全ての画像には、先程美咲が書いた物と同じ魔方陣が・・・。

　特に烏月の画像にはボールペンなんかではなく、自らの『神の血』で魔方陣が描かれている。

　それを見て唖然とした表情のまま、言葉が出ない烏月。

　「遥さんと渚さんは松本グループの宝・・・テコムなんかには絶対に渡さない・・・ええそうよ、遥さ

んはファルソックで定年退職まで働く事こそが、最高の幸せなの・・・絶対に手放してたまるもんで

すか・・・！！」

　「・・・・・（汗）」

　「うふふ・・・うふふふふ・・・うふふふふふふふふふ・・・！！」

　ヤンデレの美咲に死ぬほど愛されて眠れない遥と渚であった・・・
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