
アカイイト新章・神の化身の少女

前章「この想いは千里を超えて」

１．栞の最期

　根方の地下祭壇において台座の上に横にされ、栞は今にも瑠璃宮の門への生贄に捧げられよ

うとしていた。

　彼女の傍には馬瓏琉との戦いで使用した、競技用の剣が置かれている。

　剣も生贄の一部という事なのか。それとも剣士としての栞に対する、馬瓏琉なりの敬意なのか。

　龍戟の刃を栞の首筋に突きつけながら、馬瓏琉は威風堂々と栞を見据えている。

　だが栞は今にも殺される寸前だというのに、不思議と冷静で落ち着き払っていた。

　そう・・・まるで悟りでも切り開いたかのように。

　

　「悪く思うなよ、星崎栞。お前の命と『神の血』で、瑠璃宮の門の封印を解かせて貰う。」

　「・・・遥ちゃん・・・渚ちゃん・・・」

　「最期の瞬間まで娘たちの心配か。お前は本当に家族想いの優しい母親だなぁ。虎姫の奴にお

前の爪の垢を煎じて飲ませてやりてぇ位だぜ。」

　「・・・・・。」

　

　遥と渚が中学３年の頃・・・フェンシング世界選手権の代表に選ばれた栞は根方クロウ流に興味

を持ち、根方との剣術の訓練を兼ねて卯良島まで家族旅行にやってきた。

　だが遥と渚、そして栞の身体に流れる『神の血』の気配を馬瓏琉に嗅ぎ付けられ、帰る途中に馬

瓏琉に襲われ・・・栞は３人を守る為に必死に戦ったものの、瑠璃宮の門を開く為の生贄として捕ら

えられてしまった。

　

　栞は仮にも『伝説の女剣士』と呼ばれている、世界レベルの凄腕の剣士だ。幾ら夷の王・馬瓏琉

が相手とはいえ、そんなに簡単に負けるはずが無い。

　だが家族を守りながら戦っていたのと、攻撃力が皆無の競技用の剣を使っていた事、さらに足場

が悪く、おまけに３７歳という年齢的な衰え・・・これらの何重ものハンデが積み重なったせいで、栞

は馬瓏琉を相手に善戦したものの、邪眼から家族を庇ってあっけなく敗北してしまったのだ。

　そして夫は一か八かで遥と渚を海に突き落とし・・・龍戟で胸を貫かれて死んだ。

　馬瓏琉は遥と渚を見失ってしまったのだが・・・その代償として今、栞がこうして生贄に捧げられよ

うとしている。

　

　「お前へのせめてもの敬意だ。苦しまねぇように一撃で楽にしてやる。」

　「・・・・・。」

　「あばよ、星崎栞。お前は間違い無く強敵と呼ぶに相応しい剣士だったぜ。」

　その瞬間、栞の首筋に走る激痛。

　だがその激痛はすぐに感じなくなり・・・自分の体が天へと昇っていくような、心地良い浮遊感を



栞は感じていた。

　いや・・・実際に天へと昇っているのだ。

　抜け殻となった身体を祭壇に残し・・・栞の魂が天へと導かれている。

　馬瓏琉は切断した栞の頭部を水の中に投げ捨て・・・さらに首から上が無くなった栞の身体をお

姫様抱っこして、同じように水の中へと投げ捨てようとしている。

　その光景を目の当たりにした栞は、自分が本当に死んでしまったのだという事を痛感した。

　「ああ・・・遥ちゃん・・・渚ちゃん・・・私は・・・」

　「栞・・・」

　「・・・っ！？」

　　

　そこへ、栞を背後から優しく抱き寄せる男。

　その優しく温かく、心の底から安心させられる感触と声・・・それ故に栞は、とても悲しそうな表情

になる。

　栞を抱き寄せているのは、栞の最愛の夫・・・星崎隼人（ほしざき・はやと）。彼もまた馬瓏琉の手

にかかって死んでしまったのだという事実に、栞は涙が止まらなかった。

　「隼人さん・・・！！」

　「ごめんよ、栞・・・君が僕たちの事を必死に守ってくれたのに、僕はその想いを無駄にしてしまっ

た・・・。」

　「そんな・・・まさか、隼人さんも馬瓏琉に・・・」

　「遥と渚は、海に突き落とすしか無かった・・・あの状況からどうなるかは、もう運命に任せるしかな

い・・・２人共、どうにか生き延びてくれればいいんだけど・・・」

　

　背後から隼人に抱きしめられながら、栞の魂が物凄い勢いで天へと昇っていく。

　卯良島が・・・卯奈坂が・・・近隣一体が・・・どんどん遠くなっていく。

　１人っ子の栞には兄弟がおらず、両親も既にこの世にいない。さらに家族の反対を押し切って駆

け落ちをしてまで栞と結婚した隼人は、一家と絶縁状態にある。つまり遥と渚には親戚がおらず、

身寄りが１人もいない・・・天涯孤独になってしまったのだ。

　当面の生活費に関しては、栞と隼人が遺した遺産と死亡保険金でどうにかなるだろうが、そんな

事よりも今の遥と渚には、心の支えとなる存在がいないのだ。

　２人共、まだ中学３年生・・・親元を離れて生きていくには、あまりにも早すぎる。

　

　「栞・・・本当に済まない・・・僕は父親として、これからも遥と渚を守ってあげなきゃいけなかった

のに・・・絶対に死ぬ事が許されない立場だったのに・・・」

　「いいえ、隼人さんは何も悪くない・・・そんなに自分を責めないで・・・むしろ悪いのは、馬瓏琉を

止められなかった私の方よ・・・！！」

　涙を流しながら、栞は隼人の身体をぎゅっと抱き締めた。

　互いに魂だけの存在となっても尚、愛する人の温もりと感触が栞の身体に伝わってくる。

　私のせいで、皆が・・・栞は強い後悔の念を抱いていた。

　無理も無いだろう。栞が馬瓏琉に敗れた事で隼人は死亡し、遥と渚を天涯孤独にしてしまったの

だから。

　これから先、遥と渚は一体どうなるのか・・・栞も隼人もそれだけが心残りだった。

　

　「なあ、栞・・・僕たち、このまま天国に行けるのかな・・・？」



　「行けるわよ！！隼人さんはこんなにも優しくて素敵な人だから！！」

　「あの世でも僕たち、一緒にいられるのかな・・・？」

　「当たり前よ！！神様が駄目だって言っても離してあげないんだから！！」

　

　２人の身体が、優しく暖かい光に包まれる。

　絶対に離さない、これからもずっと一緒・・・２人は互いの身体を強く強く抱き締め合っていた。

　

　「栞・・・！！」

　「隼人さん・・・！！」

　その強い想いを胸に、２人は唇を重ね・・・そして・・・

２．魂が還る場所

　「やれやれ、死んでから早々と、随分と見せつけてくれるじゃないか。ま、私とトヨのラブラブっぷ

りには遠く及ばないけどな。」

　「もう、天照様ったら・・・恥ずかしいですわ。」　

　光が収まったと思った瞬間、２人に浴びせられる冷やかしの声。

　顔を赤くして、慌てて栞と隼人は唇を離した。

　栞と隼人の眼前に広がっていたのは、美しい大自然・・・とても幻想的な風景だ。

　清々しい青空、とても澄んだ泉、美しい森の木々、辺り一面に咲き乱れている沢山の花々。

　世界中のどこを探しても、こんなにも美しさと神聖さに満ち溢れた場所は存在しないのではない

だろうか。

　「ここは・・・まさか・・・天国？」

　「そうだよ、栞。ここは死んだ者の魂が還る場所・・・天上界だ。」

　「な・・・遥ちゃん！？・・・いいえ、よく見ると違う・・・！！」

　「よく来てくれたね。栞、隼人。私は太陽神・天照（あまてらす）。君たちの来訪を歓迎するよ。」

　栞にとても気さくに話しかけてきたのは、凛々しさと美しさを兼ね備えた、中世の騎士のような格

好をした女性。その素顔は遥と渚にとてもよく似ていた。

　「そして、私は天照様の伴侶・・・豊穣の神・豊受（とよのうけ）と申します。以後お見知りおきを。」

　そして彼女の右腕を両腕でぎゅっと抱きしめているのは、天照とは対照的に可憐さに満ち溢れ

た、巫女姿の女性。

　天照に豊受・・・日本神話に伝わる太陽を司る女神と、豊穣を司る女神だ。

　史実では、独り身で孤独の寂しさに耐えられなくなった天照が、丹後の国から召し使いとして豊

受を呼び寄せ、２人で静かに幸せに暮らしたとされている。

　文献によって記述は様々で、召し使いをすっ飛ばして天照と豊受が女同士で結婚したとか、実

は天照が男だったとか、実はその正体が邪馬台国（やまたいこく）の卑弥呼（ひみこ）なんじゃない

かとか、色々書かれているのだが・・・

　「天照様・・・って・・・私のご先祖様・・・！？」



　そう・・・太陽神天照・・・栞と遥と渚の先祖が、目の前にいるのだ。

　

　「様付けなんかしなくてもいいよ、堅苦しいからさ。天照でいいって。」

　

　穏やかな笑顔で栞にそう告げる天照は、何だかとてもさばさばした態度をしていた。

　こうして栞と隼人にフレンドリーに接してくる天照は、何だかどこにでもいる普通の若い女性のよう

にも思えてくる。

　傍目には、とても神とは思えない程に。

　「天照様。栞と隼人の寝床と、それと歓迎会の用意が整いました。」

　「へぇ、彼女がカグヤが言ってた天照の子孫なのか。よく見ると確かに似てるなぁ。」

　そこへ、さらに２人の男女が栞と隼人の下に歩み寄ってくる。

　巫女姿の少女と、とても優しげな表情の男性。

　

　「よし、ご苦労さん。２人に紹介するよ。彼女はカグヤ。昔は竹林の長者の姫と呼ばれていたみた

いだけどね。で、彼は羽藤正樹。」

　「・・・あの・・・やっぱり２人共、もう死んでるんですか・・・？」

　「うん、死んでる死んでる。ついでに言うと私とトヨ（豊受）も。」

　

　物凄くさわやかな笑顔で、天照は栞の質問にそう答えた。

　その全てを吹っ切ったかのような天照の表情に、栞は戸惑いを隠せない。

　「そんな、天照様も豊受様も神様なのに・・・神様が死ぬなんて、有り得るんですか！？」

　「勘違いしてる奴が多いんだけどさ、神というのは確かに不老不死だけど、不死身という訳じゃな

いんだ。神だって死ぬ時はあっけなく死ぬ物なんだよ。」

　「・・・天照様・・・」

　「死というのは自然の摂理・・・例え神であろうといずれ必ず訪れる、逃れる事が出来ない代物な

んだ。」

　地上を照らす太陽も、あと７０億年もすれば白色矮星になって死を迎える。

　そうなれば命の恵みを失った地球も死ぬ。地球に住む生きとし生ける者全てが死ぬ。

　宇宙でさえも気の遠くなるような長い長い年月の果てに、恒星が全て燃え尽きて虚無の空間に

なると言われている。宇宙でさえもいずれは死ぬのだ。

　何者も、神でさえも、死という自然の摂理からは逃れられない・・・天照の言葉を聞いた栞は、とて

も悲しそうな表情になった。

　「・・・では・・・やはり私は、本当に死んでしまったのですね・・・。」

　「栞・・・」

　「遥ちゃん・・・渚ちゃん・・・これからあの２人はどうなるの・・・！？まだ中学生なのに・・・まだ私た

ちが支えてあげないといけない年頃なのに・・・！！」

　「あの２人なら心配無い。これからも強く逞しく生きていくさ。」

　涙を流す栞の肩を、天照がポン、と叩く。

　何の迷いも無い、とても力強い瞳で。

　「なんせ遥と渚は私の子孫なんだ。栞がいじめを乗り越えて自分の力で未来を切り開いたように、



あの２人だって栞と同じように、自分たちの力で幸せを掴み取るだろうさ。きっと。」

　「天照様・・・！！」

　「栞がこれからあの２人を守ってあげる事は出来ない・・・だけど、見守る事なら出来る。」

　天照がそっ・・・と右手をかざすと、そこに現れたのは遥と渚の姿が映し出されている映像。

　ズブ濡れになって涙を流して抱き合いながら、遥と渚は咲森寺の鈴木和尚に保護されていた。

　何とか無事でいてくれた・・・栞は安堵の表情を見せる。

　栞の大切な宝物である、遥と渚。この２人まで死ぬような事になったら、栞はもう耐えられない。

　「ずっと見守っていけばいい・・・この２人が生涯を全うするまで。今の栞と隼人には、悠久の時間

があるのだから。」

　「・・・はい・・・天照様・・・！！」

　「天照でいいって。」　

　死して魂だけの存在となってしまった以上、今の栞が遥と渚を守ってあげる事は出来ない。

　だがそれでも天照が言うように、見守る事なら出来る。

　ならばせめて、遥と渚の生涯を見届けよう。この２人の生涯を、ずっと見守り続けよう。栞はそう決

意していた。

　遥と渚の幸せ・・・それを心から願い続けて・・・。

３．新たな来訪者

　『フン・・・このガキどもが隼人を誘惑して誑かした、あの忌まわしい女の娘だというのか。』

　『あなた、何て事を・・・！！この子達は隼人の娘さんでもあるんですよ！？』

　『それでもあの女の血を引いているという事実に変わりはないだろうが！！この汚らわしいガキど

もを我々が引き取れだと！？冗談では無いわ！！』　　

　『あなた・・・！！』

　『しかも伝説の女剣士だか何だか知らんが、あの薄汚い女の面影まではっきりと残しおっ

て・・・！！さっさと経観塚に帰れ！！貴様らの顔など見たくもないわ！！』

　栞と隼人が懸念した通り・・・遥と渚の唯一の親族である隼人の両親は、遥と渚を引き取る事を拒

絶してしまい・・・２人は正真正銘、天涯孤独になってしまった。

　両親の反対を押し切って、駆け落ちをしてまで栞と結婚した隼人。それ故に隼人は両親と絶縁

状態にあり、その栞の面影を残す遥と渚は、隼人の父親から『汚物』だと罵られる羽目になってし

まった。

　

　そして遥と渚は誰にも引き取られる事も無いまま、２人だけで経観塚に帰り・・・心の支えを失った

２人は、そのまま自然に姉妹以上の存在として愛し合うようになる。

　女同士、しかも近親相姦・・・その様子を天上界からずっと見ていた栞はさすがに最初は戸惑い

を隠せなかったが、それでも２人がそれで幸せなら構わないと、そう思うようにもなった。　

　両親を失い、唯一の親族にも拒絶され、しかも渚はその大人しい性格故に中学時代からいじめ

の被害に遭っており・・・心の支えとなる者がいない今の２人が姉妹以上の存在として愛し合うよう

になるのは、確かに自然の流れであって仕方が無い事なのかもしれない。

　何よりも栞の目の前には、公衆の面前で女同士でキャッキャウフフしている、天照と豊受という前



例がいるのだから・・・。

　だがしかし、それから時が流れ・・・遥と渚は経観塚高校に進学したものの、渚へのいじめがエス

カレートしてしまい・・・それが原因で遥と渚は半年も経たない内に、経観塚高校を退学する事に

なってしまう。

　それから遥はフェンシングの腕を買われて警備会社の大手「ファルソック」にスカウトされ、渚は

料理の腕を生かして経観塚の食堂で働く事になる。

　２人共、まだ１６歳・・・法律上では認められているとはいえ、社会に出るにはあまりにも早過ぎる

年齢だ。それが栞には不安で仕方が無かった。

　本当なら２人には、ちゃんとした学校生活を送って欲しかったのに・・・いい大学に進んで欲し

かったのに。

　「遥ちゃん・・・渚ちゃん・・・」

　「君も飽きないなぁ、栞。また遥と渚の事を見ているのかい？」

　「天照ちゃん・・・」

　目の前の空間に創り出した映像を複雑な表情で眺めている栞に、天照がとても穏やかな笑顔で

寄り添ってきた。

　馬瓏琉に殺されて魂だけの存在となり、天上界で隼人と共に静かな生活を送るようになってから、

１年・・・こうして暇さえあれば遥と渚を見守る事が、栞の毎日の欠かせない日課となっている。

　それだけ栞は、遥と渚の事を大切に想っているのだから。　

　「熱心な所を悪いんだけどさ、この間カグヤが話してた新入りが、たった今この天上界にやってき

たんだ。歓迎会の用意はもうすぐ終わるそうだから、君は今から出迎えに行ってくれないか？」

　「あ、うん。分かったわ。確か羽藤真弓さんっていう人だったわよね？正樹さんの奥さんだって聞

いたけど・・・。」

　「同じ剣術の達人だし、何よりも君と同い年で、しかも君と同じで双子の子供までいる位だから、

君とは何かと気が合う友達になれると思うんだ。」

　「ええ、じゃあ迎えに行ってくるわね。」　

　自分が創り出した映像を消して、栞は慌てて広場へと向かっていった。

　カグヤの話では、真弓は『当代最強の鬼切り役』と呼ばれている程の凄腕の剣士らしい。

　そして彼女に勝てる人間など、この世に存在しない・・・いいや、１０００年以上に渡る鬼切り部の

長い長い歴史の中でさえも、彼女に匹敵する実力者など存在しなかったのだという。

　だが、それ程の凄まじい使い手でさえも、風邪と過労であっけなく死んでしまったのだ。

　死は自然の摂理。何者にもいずれ必ず訪れる物。例え神であろうとも決して逃れる事は出来な

い・・・天照の言葉が栞の脳裏に響き渡る。

　言い換えれば、それは遥や渚にもいずれ必ず訪れる物だという事だ。

　だからこそ、遥と渚には残された生涯を強く幸せに過ごして欲しい・・・栞はそれを心から強く願っ

ていた。

　そして広場で栞が目にしたのは・・・涙を流しながら正樹と抱き合っている１人の女性と、そんな２

人を神妙な表情で見つめている隼人の姿だった。

　正樹はとても穏やかな笑顔で、彼女の頭を優しく撫でている。　

　「彼女が羽藤真弓さん・・・『当代最強の鬼切り役』・・・」



　「・・・ああ、来てたのか栞さん。紹介するよ真弓。彼女は星崎栞さん。ここにいる隼人さんの奥さ

んでね、『伝説の女剣士』と呼ばれてるほどの凄腕の剣士なんだ。」

　

　正樹に促されて、栞は真弓の前に歩み寄る。

　真弓もまた涙を拭いて、栞の顔をじっ・・・と見つめていた。

　

　「初めまして。星崎栞です。」

　「あの・・・羽藤真弓です。」

　「事情は正樹さんから聞きましたか？真弓さんは今日からこの天上界で、私たちと一緒に暮らす

事になりましたけど・・・」

　「ええ・・・全て聞かされました。私がもう死んでしまったのだという事を・・・。」

　

　自分をじっ・・・と見つめる真弓を見て、成る程・・・と納得する栞。

　強い者ほど相手の強さには敏感な物だ。真弓の何気ない仕草や立ち振る舞いを見ただけで、

栞は真弓の力量を何となくだが感じ取ってしまったのだ。

　まがりなりにも、『当代最強の鬼切り役』と呼ばれているだけの事はあるようだ。

　魂だけの存在となって２０代前半の姿に具現化した今の栞には、生涯の中で最も全盛期の強さ

を誇っていた、２７歳の頃の身体能力と実力がその身に宿っているのだが、その全盛期の力が

戻った栞でさえも果たして勝てるかどうか。

　

　そしてそれは、真弓とて同じ事。

　真弓もまた、栞を一目見ただけで『只者ではない』と感じ取っていた。

　フェンシングと千羽妙見流・・・流派は違うが、互いに剣の道を志す者同士・・・それ故に２人は互

いに引かれ合うように、互いの事に興味を抱いたようだ。

　「あの・・・正樹さんから聞いたんですけど、真弓さんは『当代最強の鬼切り役』と呼ばれていたそ

うですよね？」

　「え、ええ・・・そういう栞さんこそ、『伝説の女剣士』と呼ばれていらっしゃったとか・・・」

　「いえ、私はそんな大それた存在じゃないですよ。どこにでもいる、ただの２児の母です。」

　「そんなに謙遜しなくてもいいですよ。それを言うなら私だって２児の母ですし。」

　剣術の達人、双子の母、同い年・・・天照の思惑通り、似た者同士の２人はすぐに打ち解けてし

まったようだ。

　互いに穏やかな笑顔になって、会話が弾む２人。

　「そうそう、正樹さんから聞いたんですけど、何でも真弓さんには双子のお子さんがいらっしゃると

か・・・実は私にも双子の娘たちがいるんですよ。」

　「まあ、そうなんですか？双子って産むの大変なんですよね～。」

　「そうそう、私も結構辛かったですよ～。でも遥ちゃんも渚ちゃんも、本当に可愛くて・・・」

　だが・・・。

　「でも、うちの桂と白花だって可愛いですよ？それこそ世界中の誰よりも。」

　「あら、うちの遥ちゃんと渚ちゃんの方が可愛いですよ？それこそ世界中の誰よりも。」

　「・・・でもでも、うちの桂と白花なんか、その身に『贄の血』を宿してるし～。」

　「・・・あらあら、うちの遥ちゃんと渚ちゃんなんか、その身に『神の血』を宿してるし～。」

　



　ピクピクッ、ピクピクッ。

　なんか２人共、引きつった笑みになってきた。

　「でもぉ、うちの白花なんか千羽妙見流の達人なんですよ？」

　「あらぁ、うちの遥ちゃんだってフェンシングの達人なんですよ？」

　「・・・でもでもぉ、うちの桂なんか物凄く可愛らしくて、母親の私でさえも思わず襲ってしまいたく

なってしまいそうな、物凄い総誘い受けの女の子なんですよ？」

　「・・・あらあらぁ、それを言うならうちの渚ちゃんだって負けませんよ？私だって何度あの子を襲い

たくなった事か・・・」

　ゴゴゴゴゴゴ・・・・

　なんか２人の全身から、物凄いオーラが。

　「あ・・・あの・・・真弓？」

　「お～い・・・栞？」

　

　なんか正樹と隼人が物凄く情けない表情になって、２人が放つ剣気に気圧されてしまっている。

　互いに自分の子供の自慢話を進めるうちに、真弓も栞もムキになって『うちの子が一番』などと互

いに一歩も譲ろうとせず、それによって事態はとんでもない方向へと発展しようとしていた・・・。

　無理も無いだろう。自分の子供が一番可愛いと思うのは、親にとって当たり前の事なのだから。

　だが問題なのは、真弓も栞も無駄にプライドが高くて引く事を知らないという事・・・おまけに世界

有数の剣術の使い手だという事だ。

　

　「うちの桂と白花の方が可愛いに決まってるでしょ！？」

　「あ～ら！！うちの遥ちゃんと渚ちゃんの方がずっとずーーーーーーっと可愛いわよ！？」

　「桂と白花よ！！」

　「遥ちゃんと渚ちゃんよ！」

　「ぬぁぁぁんですってぇ！？」

　「なろーーーーーっ！！」

　魂だけの存在になったが故に、今の真弓と栞は自らの想いを『力』にする事が出来る。

　栞が毎日のように遥と渚の映像を創り出して、下界での２人の生活を見守っているように。

　真弓が創り出したのは、かつて自分が使っていた名刀・維斗の姿をイメージした木刀。

　そして栞が創り出したのは、遥が使っているアポロンの姿をイメージした細身の剣。

　互いに剣を構え、物凄い笑顔で互いの事を睨み付けている・・・。

　　

　「「ちょ、ちょっと、真弓（栞）・・・」」

　「「正樹さん（隼人さん）は黙ってて！！」」

　「「ひいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」」

　

　互いの妻に怒鳴りつけられて、正樹も隼人も情けない事に腰を抜かしてしまった・・・。

　

　「こうなったらどっちが上か、決着を付けようじゃないのよ！！」

　「ええ、望む所よ！！」

　「見せてあげるわ！！千羽妙見流の真髄を！！」

　「あ～ら、私のフェンシングを馬鹿にすると後悔するわよ！？」

　「でやああああああああああっ（激怒）！！」



　「こんのおおおおおおおおっ（激怒）！！」

　物凄い表情で剣をぶつけ合う真弓と栞。２人の周囲に糸状の閃光が走る。

　人間のレベルを完全に超越した２人の戦いが、正樹と隼人の目の前で繰り広げられている。

　何の武術の心得も無い正樹と隼人には、２人の剣閃を目で追う事すら出来なかった・・・。

　「真弓～（泣）！！」

　「栞～（泣）！！」

　もう夫の威厳も何もあったものじゃない。

　その様子を正樹と隼人は、互いに情けない表情で見守る事しか出来なかった・・・。

４．伝説と最強

　「はぁっ・・・はぁっ・・・はぁっ・・・」

　「はぁっ・・・はぁっ・・・はぁっ・・・」

　「な・・・中々やるじゃないのよ・・・真弓さん。」

　「し・・・栞さんの方こそ・・・」

　結局２人の戦いは決着が付かず・・・２人共地面に寝転がりながら、何とも充実した笑顔を見せて

いた。

　その様子を、唖然とした表情で見つめている正樹と隼人。

　「「・・・嘘だろ・・・！？」」

　目の前の信じられない光景に、正樹も隼人も驚きを隠せなかった。

　『当代最強の鬼切り役』と呼ばれ、１０００年以上もの長い歴史を誇る鬼切り部の中でも最強の実

力を誇るとサクヤに言わしめ、数多くの凶悪な鬼たちを斬ってきた真弓。

　『伝説の女剣士』と呼ばれ、彼女に勝てる人間など存在しないとまで言われ、警備会社のテコム

で数多くの凶悪犯罪者たちを取り押さえてきた栞。

　その真弓と・・・その栞と・・・互角に渡り合う程の人物がいたとは。

　しかも２人共、完全に全盛期の頃の実力と身体能力を取り戻しているのだ。そんな『化け物』であ

る互いの妻を相手に一歩も引かなかったのだから、正樹と隼人の驚きも当然だと言えるだろう。

　「しかし驚いたわ・・・私は正直、フェンシングなんて所詮は『競技』でしかないと思っていた・・・私

の千羽妙見流には到底太刀打ち出来ないと思っていたのに・・・」

　「それは私だって同じよ。正直言って私も、貴方がこれ程とは思わなかった・・・貴方は間違いなく

フラニーやエステリアに匹敵する実力者よ。」

　「信じられない・・・貴方に匹敵する剣士が他にもいるって言うの？」

　「世界は貴方が思っている以上に広いのよ。真弓さん。」

　「・・・真弓でいいわよ。同い年なんだから。」

　「じゃあ私の事も栞って呼んでくれる？」

　

　息を切らして寝転がりながら充実した笑顔で、互いの手をぎゅっと握り締める真弓と栞。

　２人は思わず目を合わせ・・・やがて満足そうに高々と笑い始めた。



　互いに剣の道を志す者同士・・・だからこそ２人にとって剣を交え、剣で語り合う事こそが、最高の

コミュニケーションになったのかもしれない。

　

　「・・・で、真弓との『スキンシップ』はもう終わったのかな？栞。」

　「天照ちゃん・・・」

　「カグヤとトヨが、真弓の歓迎会の用意が整ったってさ。今度はもっと穏やかな手段で真弓と親睦

を深めようじゃないか。な？」

　呆れたような苦笑いをしながら、天照が真弓と栞を助け起こす。

　

　「ほら、正樹も隼人も何ボサッとしてるんだよ。全く、君たちはそれでも真弓と栞の夫なのか？本

当に情けないなぁ。」

　「そうなのよ。正樹さんったら普段はとても素敵な人だけど、肝心な時になると情けないのよ？」

　「あら、それを言うなら私の隼人さんだってそうよ。だって隼人さんったら、イモ虫を見て私に物凄

い勢いで抱き着いて来た事があってね～。」

　「私の正樹さんなんかね、男の癖にゴキブリが苦手だって言うのよ～？情けないわよね～？」

　「そうなの？男の癖に？」

　「そうなのよ。男の癖に。」

　

　先程とは打って変わって、互いに手を繋ぎながらとっても爽やかな笑顔で、真弓と栞は自分たち

の夫を楽しそうに侮蔑していた・・・。

　「「男って本当に駄目よね～。」」

　

　もう夫の威厳も何もあったものじゃない。

　その様子を正樹と隼人は、唖然とした表情で見送る事しか出来なかった・・・。

　

５．この想いは千里を超えて

　真弓がこの天上界に栞たちと一緒に住むようになってからというもの、栞と真弓は毎日のように、

互いに切磋琢磨しながら修練をするようになっていた。

　真弓の剣の優れた部分を栞が吸収し、栞の剣の優れた部分を真弓が吸収する。

　どちらが師匠でも、どちらが弟子でも無い。互いの剣を高め合う為に、互いを良い手本として、互

いに対等の立場で学び合う。

　今の真弓と栞は、まさにそんな関係だった。

　魂だけの存在となった今の真弓と栞が、今更そんな事をしても最早意味など無いのかもしれない

が・・・互いの剣技に触発され、さらなる高みを目指して強くなりたいと願うのは、剣士であるならば

当然の事なのかもしれない。

　勿論、ちゃんと時間を作って遥と渚を見守り続ける事も、栞は決して怠ってはいないのだが。

　だが、真弓が天井界を訪れて１年半が経過した、ある日・・・事件が起こった。

　「カグヤちゃん・・・ちょっと待って・・・何を・・・何を言っているの・・・！？」

　

　いつものように遥と渚を見守っていた栞に、カグヤが告げた残酷な事実・・・それは・・・



　「ですから遥と渚は今日、死ぬ運命にあると私は言ったのです。２人に間もなく訪れる死の運命

からは、決して逃れる事は出来ません。」

　何の迷いも無い力強い瞳で、カグヤは栞を見据えながらはっきりと断言した。

　遥と渚が今日、死ぬと。それは遥と渚の運命であって、決して逃れる事は出来ないと。

　それは遥と渚の幸せを願い続けている栞にとって、あまりにも残酷な宣告だ。

　栞が創り出した映像には遥がファルソックの仲間たちと一緒に、経観塚の郷土資料館の屋上ま

で強盗を追い詰めている姿が映し出されている。

　

　「栞・・・私がこの天上界で得た『力』は、貴方もよくご存知でしょう？」

　「・・・人の数日先の運命を見通す力・・・それがカグヤちゃんの能力・・・それは分かってるけ

ど・・・！！」

　「天照様も仰っていたでしょう。死は自然の摂理・・・誰もが決して逃れる事は出来ないと。そして

全ての生き物には生まれてから死ぬまでの道のりが、生まれた瞬間から定められているのです。」

　栞と隼人が馬瓏琉に殺されたのも、正樹が主に取り憑かれた白花に殺されたのも、真弓が風邪

と過労が重なって病死したのも、カグヤが桂と白花の手で天へと還ってしまった事も、全てはあら

かじめ定められていた逃れられない運命だと・・・カグヤはそう言っているのだ。

　桂が主の封印を解いてしまった事も・・・柚明がオハシラサマになってしまった事も・・・その柚明

の代わりに白花がオハシラサマになった事さえも。

　人は誰もが生まれた瞬間から、運命によって定められたレールに従って生きている。

　分岐点があるように見えて、自分の意思で分岐の中から１つの道のりを選択したつもりであったと

しても、それは最初から「その選択をする」と定められている、逃れられない運命。

　例えば、ある女子高生が就職か進学かで悩んでいて、悩みに悩んだ末に就職する事を選択し

たとする。それは確かに『女子高生の意思で』決められた物だ。だがしかし『女子高生が就職という

決断をする』という事自体が、既に運命として定められている事なのだ。

　そしてカグヤはこの天上界で暮らす内に、その人物の数日先の運命を見通す『力』を、その身に

宿したのだ。これはある意味、予知能力に近い代物・・・こんな力をカグヤが天上界で得る事が出

来たのは、カグヤが元オハシラサマだからなのか、それとも『贄の血』の力なのか・・・。

　そのカグヤの力を、栞はよく分かっているのだが・・・それでも遥と渚が今日死ぬなど、到底受け

入れる事が出来なかった。

　

　「私は・・・遥ちゃんと渚ちゃんの幸せを願って・・・願い続けて・・・それなのに、こんな・・・！！」

　パァン！！

　次の瞬間、栞の耳に届いた銃声。

　慌てて栞が映像を見てみると・・・ファルソックの仲間の１人に銃で撃たれた遥が、屋上から転落

した光景が映し出されていた。

　その様子を目撃した栞が、血相を変える。

　「遥ちゃん！！」

　「仲間に裏切られて、銃で撃たれて転落・・・やはり私が『視た』通りの結果になりましたか。」

　「遥ちゃん！！遥ちゃんっ！！」



　周囲の木々にぶつかりながら地面に身体をぶつけ、苦しそうに呻き声をあげる遥。

　涙目になりながら、栞は遥に必死に呼びかける。

　その声が決して遥には届かないと分かっていても・・・それでも呼びかけずにはいられなかった。

　「遥ちゃん！！起きて！！目を覚まして！！遥ちゃん！！」

　「これから経観塚には雪が降り、遥は誰にも助けられる事のないまま凍死する事になります。そし

て遥の死を知った渚もまた、首を吊って後追い自殺をする事に・・・。」

　「嫌！！そんなの嫌！！遥ちゃん目を覚まして！！お願いだから！！」

　だが、栞の声は遥には届かない。気絶したまま遥は一向に目を覚まさない。

　このまま本当に遥は、誰にも助けられずに凍死してしまうというのか。カグヤの予知通りの結末に

なってしまうというのか。

　遥も渚も、まだ２０歳にもなっていないというのに。本当なら今頃は、充実した学校生活を送って

いるはずの年頃なのに。

　桂、柚明、白花、梢子、ナミ・・・そして遥と渚と栞も・・・その身に特別な血を宿す者たちは、どうし

てこうも悲惨な業を背負わされてしまうのか。

　

　そんなの、耐えられない。

　遥と渚がこんな所で死ぬなんて、栞には耐えられない。認められない。

　カグヤの予知は絶対だ。それは栞も思い知っている。だがそれでも栞は決して諦めなかった。

　　

　「誰か・・・誰か遥ちゃんを助けて・・・！！」

　

　同性愛に走ってもいい。近親相姦を犯しても構わない。

　両親を失い、唯一の親族である隼人の父親にまで拒絶され、心の支えとなるべき者が誰もいな

い・・・そんな遥と渚が一線を越えてしまうのは、仕方が無い事なのだろう。

　それによって例え周囲からどう思われようとも、それで遥と渚が幸せになれるのなら、精一杯生き

てくれるのであれば、それで構わないと・・・栞はそう思っているのだ。

　遥と渚は、栞の大切な宝物・・・２人の幸せだけが、今の栞の望む全てなのだから。

　「誰か助けて・・・遥ちゃんを・・・誰か・・・！！」

　遥と渚には、こんな所で死んで欲しくない。

　生きて、生き抜いて、２人で幸せな生涯を全うしてほしい。

　だから栞は叫んだ。力の限り、目一杯の想いを込めて。

　「誰か遥ちゃんを助けてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ！！」

　

　その栞の強い想いが・・・心の叫びが・・・千里を超えて地上へと届いた。

　白花に会いに行く為に、たまたま経観塚を訪れていた烏月の元に。

　

　『・・・何故だろう・・・何だかよく分からないが、急に郷土資料館に行きたくなってきた。』

　羽様行きのバスに乗ろうとしていた烏月が、何故か急に方向転換。

　羽様とは反対方向の、郷土資料館方面のバスへと乗り換える。

　「な・・・これは・・・！？」



　カグヤの脳裏に映し出された未来から、『遥と渚の死』という結末が消えていく。

　代わりに映し出されたのは、烏月が遥に救助される光景。そして渚が遥の生存を信じて生き続け

るという未来。

　

　「遥と渚の未来が・・・変わる・・・！？」

　カグヤの新たな予知の通り、遥は無事に烏月に救助され、何とか一命を取り留めた。

　予想外の出来事に、カグヤは驚きを隠せない。

　運命に逆らって未来を変えるなど・・・こんな事は今まで一度も無かったのだ。

　２人の無事を知って、安堵の表情を見せる栞。

　「栞の想いが千里を超えて、遥と渚の未来を変えた・・・！？そんな馬鹿な事が・・・！！」

　「ああ・・・遥ちゃん・・・渚ちゃん・・・本当に良かった・・・！！」

　「・・・栞・・・貴方は一体何者なのです・・・！？」

　涙目になりながら、緊張の糸が解けた栞はその場に座り込んでしまっている。　

　その様子を見たカグヤは、栞が遥と渚の死を阻止したという事実に戸惑いを隠せないでいた。

　カグヤが予知する物は、その人物の数日先の『運命』・・・これは自然の摂理とも言うべき代物で

あり、例え何者だろうと決して逃れる事など出来ないはずなのに。

　そしてカグヤは『遥と渚の死』という運命だけでなく、『詳細な死に方』さえも確かに『視た』。

　それ故に２人が今日死ぬ事は、逃れられない決定事項だったはずなのに。

　それが、栞の強い想いによって２人の未来が変わってしまうなど・・・。

　安堵の表情で映像を眺めている栞を、カグヤは驚きの表情で見つめていたのだった。

　　

６．逃れられない運命

　烏月の活躍で何とか一命を取り留めた遥だったが、それから半年後・・・今度は烏月の祖父に拳

銃を突きつけられ、さらに東条、三上、谷原にも襲われ・・・次から次へと命を狙われる羽目になっ

てしまう。

　そのいずれも退けた遥だったが、天照の子孫であり特別に濃い『神の血』をその身に宿している

からという、たったそれだけの理不尽な理由だけで自分と渚の幸せを壊された事で、遥の心は怒り

と憎しみに支配されかかっていた。

　

　ファルソック経観塚支部の者たちが遥と渚の抹殺を企てていた事に、かつて自分が所属してい

た千羽党が関わっていたという事実に、真弓はさすがに戸惑いを隠せなかった。

　鬼切り部は、鬼の脅威から力無き人々を守る為の剣・・・その剣を本来向けるべき相手を、今の

千羽党は完全に履き違えているのだ。

　遥と渚には、何の罪も無い・・・それどころか鬼ですらない・・・ただ静かに幸せに暮らしていただ

けだというのに。

　一体いつから千羽党は、こんな無法集団になってしまったというのか。

　　

　「栞・・・ごめんなさい・・・千羽党のせいで、栞の大切な娘さんたちが・・・」



　

　東京駅から東北新幹線に乗る遥を見守っている栞に対して、真弓は申し訳無さそうに謝罪した。

　かつて自分が所属していた千羽党がやらかした、非道な行為・・・かつての鬼切り役だった真弓

が責任を感じるのも、無理も無い事だろう。

　栞は真弓に振り向こうともせず、ただ遥と渚の映像をじっ・・・と見つめ続けている。

　「・・・真弓が謝る必要なんか無いわよ。千羽党が遥ちゃんと渚ちゃんを殺そうとした事に関して、

真弓は何も関わっていないのでしょう？」

　「栞・・・だけど・・・」

　「だから、真弓を責めるのは筋違い・・・それは私も分かってる・・・だから真弓は何も謝らなくてい

いから・・・。」

　拳をわなわなと震わせ、ギリギリと歯軋りしながら、栞は必死に怒りを抑え込んでいた。

　理不尽な理由で娘たちの命を奪おうとした、忌まわしい組織への怒りを。　

　

　「・・・だけど・・・遥ちゃんと渚ちゃんを陥れた千羽党だけは、絶対に許さない・・・！！」

　「・・・栞・・・」

　だが経観塚に戻ってきた遥の心は、『大いなる王』馬瓏琉とファルソックへの復讐に心を支配さ

れ・・・その剣は次第に闇に染まりつつあった。

　羽様のご神木の前で、渚を巡って梢子と死闘を繰り広げる遥。その怒りと憎しみに満ちた表情を

見て、栞は悲しみの表情になる。

　剣は人の心を体現する物。負の感情で剣を振るえば、心まで闇に染まってしまう。

　今の遥の心は、まさに闇に染まりかけているのだ。

　梢子を殺した（と思っていた）根方に対して憎しみを抱いた夏夜が、《剣》の影響で剣鬼カヤにな

りかけたように。　

　今の遥は、まさしく夏夜の二の舞になろうとしつつあるのだ。

　

　「駄目よ、遥ちゃん・・・！！自分が何の為に剣を振るうのか・・・そのアポロンは何の為に手にし

ているのか・・・その意味を忘れないで・・・！！」

　今すぐに羽様のご神木まで飛んでいって、梢子ちゃんと遥ちゃんの戦いを止めてあげたい。

　遥ちゃんをぎゅっと抱きしめて、怒りや憎しみの心で剣を振るっては駄目よって、遥ちゃんの事を

叱ってあげたい。渚ちゃんも一緒にぎゅっと抱きしめてあげたい。

　そう心から願う栞だったが、既に死んだ身である栞には遥を直接救う事は出来ない。それが栞に

は何よりも歯がゆかった。

　今の栞なら、梢子と遥の戦いに割って入る事など、造作も無いというのに・・・。

　その後、遥は地下祭壇において、梢子との３度目の戦いに敗れた。

　そして梢子のお陰で、遥の心は救われた。

　憎しみの心で剣を振るっては駄目だと。何の為にフェンシングを習ったのか、何の為に警備員に

なったのかを忘れたのかと。

　栞が遥に言いたかった事を、梢子が全て遥に諭してくれたのだ。

　涙を流しながら、渚を抱きしめる遥。

　闇に染まりかけていた遥の心を救ってくれた梢子に、栞は心の底から感謝していた。

　



　だがしかし・・・己の命を犠牲にした京介の最期の儀式により、『大いなる王』馬瓏琉は復活を果

たしてしまう。

　１年前にコハクに殺された時よりも強くなっていた馬瓏琉の前に、遥は完全に押されていた。

　その戦いを、心配そうに見つめる栞。

　今すぐに遥の所に飛んでいって、遥を援護してあげたいのに。

　あの程度の実力しか無い馬瓏琉如き、今の栞なら容易く倒せるというのに。

　「栞・・・遥はまもなく、馬瓏琉のエネルギー弾の直撃を受けて死にます。」

　「・・・っ！？」

　だがそんな栞に、カグヤが残酷な事実を告げた。

　またしても『数日先の運命を見通す力』で、遥と渚の死の運命をカグヤは『視た』のだ。

　「カグヤちゃん・・・何を言っているの・・・！？」

　「馬瓏琉は梢子が倒しますが・・・遥の死に耐えられなくなった渚が、後追い自殺をする事になり

ます。リストカットをして、大量のアルコールと睡眠薬を飲んで・・・」

　「そんな・・・どうして・・・！？」

　カグヤに告げられた残酷な通告に、栞は戸惑いを隠せない。

　遥と渚の死は回避されたと・・・遥と渚の未来が変わったと・・・半年前にカグヤがそう言っていた

のに。そう思っていたのに。

　「だって、遥ちゃんと渚ちゃんの運命は変わったって、カグヤちゃんも言ってたじゃない！！」

　「恐らく、運命の強制力のような物が働いているのだと私は思います。」

　「・・・運命の・・・強制力・・・！？」

　「これは私の推測でしか無いのですが・・・遥が殺され、渚が後追い自殺をする・・・誰がどうあが

こうとも、その結末に向かって歴史が強制的に収束されようとしているのでしょう。」

　

　半年前のあの日・・・カグヤは確かに遥と渚の死の運命を『視た』。

　遥が凍死し、渚が首吊り自殺をするという未来を。

　それは栞の想いが烏月に届いた結果、回避された。だがそれから半年後、今度は遥が烏月の

祖父に射殺され、渚がそれを知って飛び降り自殺をするという未来をカグヤは『視た』。

　それも栞の想いが烏月に届いた結果、回避された。だが今度は遥が馬瓏琉に殺され、渚がリスト

カットをして失血死するという未来をカグヤは『視た』のだ。

　誰がどうあがこうとも、死に至るまでの過程と死亡日時が違うだけで、『遥が殺され、渚が自殺す

る』という運命に向かって、歴史が強制的に収束しようとしているのではないかと・・・カグヤはそう

言っているのだ。

　カグヤが『視る』のは、人の数日先の運命・・・そして運命は自然の摂理・・・例え誰であろうと、決

して逃れる事は出来ない代物なのだから。

　「・・・栞・・・もし万が一、このまま遥と渚が生き続けたとしても・・・２人をこれからも苦しませる事に

なるだけだとは思いませんか？」

　「カグヤちゃん・・・何を・・・！？」

　「遥と渚はこの３年もの間、理不尽なまでの仕打ちを受けてきました。栞と隼人が死に、唯一の親

族であった隼人の父にまで拒絶されて天涯孤独になり、クラスメイトからの酷いいじめ、経観塚高

校を退学、さらに遥に至っては信じていたファルソックの仲間にまで裏切られました。」



　「・・・つまり・・・遥ちゃんと渚ちゃんは、このまま死んでしまった方が楽になると・・・カグヤちゃん

はそう言いたいの・・・！？」

　「栞・・・この天上界は、とても静かで平和な場所でしょう？それに比べてこの腐り切った現世はど

うですか？遥と渚だって理不尽な理由で、何度も何度も酷い仕打ちを受け続けてきたではありま

せんか。」

　「・・・っ！？」

　「それに、ここには栞と隼人もいます。遥と渚を傷つける者も存在しません。ここでまた家族４人で

幸せに暮らす・・・それでいいじゃないですか。そうは思いませんか？栞・・・。」

　だから、これ以上遥と渚を苦しめる事は無いと・・・この天上界で、また家族４人で幸せになれば

いいと・・・カグヤは悲しそうな表情で栞に諭す。

　遥と渚の死は、もはや避けられない運命なのだと。だからもう楽にしてあげるべきだと。

　そしてカグヤの予知した通り、遥が馬瓏琉が放ったエネルギー弾の直撃を受けて・・・その魂が

天へと導かれていく。

　この後、梢子が馬瓏琉を倒し・・・カグヤの予知通り、渚はリストカットをして後追い自殺をする事

になるのだろう。

　だが、それでも・・・

　

　「さあ、遥の歓迎会の用意を・・・」

　「・・・カグヤちゃんの言いたい事は分かるわ・・・だけど、それでも私は・・・」

　「栞？」　

　「それでも私は、諦めたくない！！」

　

　遥と渚には精一杯生きて、生き抜いて、幸せな生涯を全うして欲しいから。

　涙を拭いて、決意に満ちた表情で、栞はカグヤを真っ直ぐに見据える。

　「私はまだ、遥ちゃんと渚ちゃんを救う事を諦めない！！」

７．命の輝き

　遥の魂が天上界に来る事を栞から聞かされた隼人もまた、栞と同じ考えを持っていた。

　こんな所で死んで欲しくない、例えどんな苦難が待ち受けていようとも、渚と共に現世で幸せな

生涯を全うしてほしいと。

　それに、遥はまだ死んではいない。その命の息吹は弱々しいが、渚の『神の血』の力で辛うじて

命を繋いでいる。

　だから・・・後は遥の『生きたい』という強い気持ち次第。その気持ちの後押しをしてあげるのが、

今の栞と隼人の役目なのだ。

　

　「何だここは・・・私は一体どうしたんだ・・・あのとき馬瓏琉の攻撃を受けて・・・っ！？」 

　そして・・・遥の魂が天上界までやってきた。

　目の前の幻想的な光景、そして手元にアポロンが無い事に、戸惑いを隠せない遥。

　

　「ま・・・まさか、私は・・・」

　「遥ちゃん・・・」



　「・・・父さん・・・母さん・・・！？」

　栞と隼人が、穏やかな笑顔で遥の前に歩み出す。

　栞が創り出した映像で、何度も見守ってきた愛娘の姿。それがこうして２人の目の前にいる。

　感極まり、栞は遥の頬をそっ・・・と両手で優しく包み込んだ。

　その温かくてフニフニした感触・・・まさしく本物の遥の感触だ。

　

　「顔をよく見せて・・・遥ちゃん・・・あなたの顔を・・・！！」

　

　目を潤ませる遥の顔を、じっ・・・と見つめる栞。 

　遥と再会出来たのは嬉しい。出来ればカグヤの言うように、ずっとここにいて欲しいと思う。

　だが・・・遥にはこれからも渚と共に、幸せな生涯を全うして欲しいから。

　同性愛に走っても構わない。近親相姦を犯そうが構わない。それで周囲から何と思われようとも、

遥と渚には２人で力を合わせて、精一杯生き抜いて欲しいから。

　

　「お前はまだ生死の境をさまよっているだけなんだ。お前はまだ生きているんだ。」 

　「父さん・・・」 

　「そしてお前は、まだ死ぬべきじゃない。まだここに来るべきじゃない。今のお前には、まだやる

べき事があるだろう。帰るべき場所があるだろう。」 

　だから栞と隼人は、遥を助ける。

　遥と渚は、栞と隼人の大切な宝物なのだから。

　

　「遥ちゃん、そんなに悲しまないで。そんなに寂しがらないで。私たちはいつでも渚ちゃんと遥

ちゃんを見守っているから・・・！！」 

　「うん・・・！！」

　「だからもう帰りなさい。遥ちゃんが本来いるべき場所・・・渚ちゃんがいる場所に。」 

　渚の『神の血』に導かれ、遥の姿が消えていく。

　それは、遥の身体に命の息吹が戻ったという証。そして再度訪れる事になる遥との別れ。

　それを思うと寂しくなるが、それでもずっと２人を見守る事なら出来る。

　だから栞と隼人は涙目になりながらも、とても穏やかな笑顔で遥を見送る事が出来たのだ。

　「栞・・・隼人・・・貴方たちは何という事を・・・」

　「カグヤちゃん・・・」

　「遥と渚に、また『神の血』の因果を背負わせようと言うのですか・・・？」

　複雑な表情で、栞と隼人の元にやってくるカグヤ。そしてそれに続く天照、豊受、真弓、正樹。

　だが栞と隼人の表情に迷いは無い。とても力強い瞳で５人を見据え・・・そして栞は遥と渚の映像

を創り出した。　

　息を吹き返した遥はアポロンを構え、威風堂々と馬瓏琉を見据えている。

　「・・・無駄ですよ、栞。やはり遥と渚には、運命の強制力が働いている・・・私には見えるのです。

遥が馬瓏琉との戦いに敗れ、龍戟で胸を貫かれる光景が・・・っ！？」

　

　言いかけたカグヤは、そこで驚愕の表情になった。

　馬瓏琉を威風堂々と見据える遥から放たれた、金色の光。



　その遥の美しくも神々しい姿は、まさしく神の化身だ。

　

　「な・・・これは・・・！？」

　全身を金色に輝かせ、まさしく神の化身となった遥が、先程まで圧倒されていた馬瓏琉を逆に圧

倒している。

　残像が残る程の凄まじい速度での、縮地法の連発。馬瓏琉は完全に翻弄され、手も足も出ない。

　その遥の凄まじい戦いぶりは、『当代最強の鬼切り役』と呼ばれていた真弓さえも驚愕させる程

の代物だった。

　「一体何なの！？彼女のあの動きは・・・！？それに、あの金色の光は一体・・・！？」

　「・・・この光は、遥ちゃんの命の輝き・・・」

　「え・・・？」

　「運命さえも捻じ曲げる、遥ちゃんの未来を切り開く力よ。」

　驚きの表情を見せる真弓に、栞は自信に満ちた瞳で断言した。

　

　「馬鹿な・・・有り得ません・・・！！運命を捻じ曲げるなど、そんな自然の摂理に逆らうような真似

が出来るはずが・・・！！」

　「ならカグヤちゃん・・・今の遥ちゃんと渚ちゃんの運命を『視る』事は出来る？」

　

　何故か今の栞には、遥と渚が絶対に死なないという確信があった。

　何故そう思ったのかは分からない。カグヤのように予知能力があるわけでも無い。

　だがそれでも今の栞は、遥が馬瓏琉を倒して幸せを掴み取るという未来が訪れる事を、心の底

から信じているのだ。

　栞に促され、カグヤは遥と渚の運命を予知しようとするのだが・・・

　

　「・・・そんな・・・馬鹿な・・・！？」

　カグヤの脳裏に写ったのは、先程とは逆の光景・・・遥が馬瓏琉の邪眼をアポロンで貫く光景。

　そして遥が渚の元に戻り、幸せを掴み取る未来だった。

　『遥の死、渚の自殺』という未来へと収束させる、運命の強制力・・・それさえも遥は打ち破り、自ら

の力で未来を切り開いたのだ。

　　

　「遥と渚の運命が・・・変わった・・・！？」

　「カグヤちゃん・・・運命というのはね、その身を委ねて流されるだけの物じゃないわ。」

　「・・・っ！？」

　「自らの手で乗り越える事だって、出来るはずなのよ。」

　栞の言葉通り、運命を乗り越えた遥のアポロンが、馬瓏琉の邪眼を貫いた。

　遥の勝利を見届けた天照が、穏やかな笑顔でその場を後にする。

　

　「・・・天照様・・・行かれるのですね・・・？」

　「ああ、今からちょっと京介とバーロー（馬瓏琉）を迎えに行ってくるよ。トヨ。」

　「気をつけて行ってらっしゃいませ。お早いお帰りを。」

　

　豊受に手を振った天照の姿が、あっという間に消え失せてしまった。



　そして次の瞬間、遥の背後に天照が現れ・・・穏やかな微笑みを馬瓏琉に向ける。

　だが、それから１０分後・・・梢子と遥がマタムを倒したのだが、天照が舌打ちしながら京介の魂を

連れて帰ってきた。

　「天照様、お帰りなさいませ。」

　「ただいま、トヨ。残念だけどバーローの成仏には失敗したよ。」

　「では、彼の魂は未だ現世に？」

　「ああ。折角私が成仏させてやろうと思ったのに、それを拒否して逃げやがった。何だか現世で

幽霊になってしまいそうで心配・・・」

　だが天照の言葉を遮り、京介が突然天照の胸倉を掴んで睨み付けた。

　怒りと憎しみに満ちた、鬼のような形相で。

　「・・・何でだよ・・・何で僕をこんな所に連れて来たんだよ・・・！？」

　「京介、君はもう充分に苦しんで・・・」

　「何で僕を王と離れ離れにしたんだよ！？何で僕を王と一緒にしてくれなかったんだぁっ！？」

　

　京介にとって、馬瓏琉だけが唯一の心の寄り所だったのだ。

　それなのに天照は、馬瓏琉と一緒についていこうとした京介を引き離し、無理矢理この天上界ま

で連れてきたのだ。京介の怒りも当然だと言えるだろう。

　だが天照は、自分の胸倉を掴む京介の右手を優しく両手で包み、とても穏やかな瞳で京介を

じっ・・・と見据える。

　それはさながら、京介を優しく癒す聖女のように。

　

　「君をこれ以上、闇に染める訳にはいかない・・・そう思ったからだよ。京介。」

　「知るかよ！！僕を闇に染めたのは千羽党のクズ共だ！！」

　「ああ、知っているよ。私は君の事をずっと見ていたから。君も辛かっただろう・・・今まで大変だっ

ただろう・・・」

　京介の手を振りほどき、天照は京介をぎゅっと優しく抱き締めた。

　その温もりと優しさを全身に感じ取り、京介は思わず涙を流してしまう。

　千羽党に裏切られてからというもの、こうやって自分の苦しみを理解して優しく癒してくれる者な

ど、今まで京介には１人もいなかったのだ。

　天照はとても穏やかな表情で、京介の髪を優しく撫でている。

　

　「だけど、もういい。もういいんだ。ここには君を傷つけようとする奴なんかいないから。だから何も

怖がる必要なんか無いんだ。」

　「・・・何で・・・だよ・・・何で君は・・・っ・・・！！」

　「現世で存分に苦しんだ分だけ、これからはこの天上界で静かに暮らしていこう。な？」

　「ううっ・・・うあああああああああああああああああああっ！！」

　天照の身体にしがみつき、京介は泣いた。ひたすら天照にこれまでの苦しみと絶望を・・・千羽党

への怒りと憎しみをぶつけた。

　その京介の苦しみを全身で受け止め、京介を優しく抱き締める天照。

　その様子を栞たちは、何とも複雑な表情で見つめていたのだった・・・。

　

　



８．ずっと、見守り続けて・・・

　「貴方も本当に飽きないわね、栞。またこの２人の事を見ているの？」

　「真弓・・・」

　呆れたような苦笑いをしながら、真弓が栞に寄り添ってきた。

　栞の目の前にあるのは、遥と渚が幸せそうな表情をしている映像。

　ファルソック青城支部に転属になり、青城女子大学の警備員になった遥が、梢子や桂と一緒に

芝生の上にレジャーシートを敷いて、穏やかな笑顔で昼食を食べている。

　そして青城女子大学の食堂で、渚がとても爽やかな笑顔で学生たちに昼食を振舞っている。

　そこにあったのは、カグヤが予知した凄惨な未来ではなく・・・遥が運命を捻じ曲げて掴み取った、

渚との幸せな未来。

　

　「真弓だって私の事を言えないでしょう？毎日桂ちゃんと柚明ちゃんの事を見ているくせに。」

　「まあ、それもそうなんだけどね。」

　「・・・とても幸せそうな表情をしているわよね・・・遥ちゃんも渚ちゃんも・・・」

　「ええ・・・本当に良かったわね。栞・・・。」

　

　栞と真弓はとても慈愛に満ちた表情で、遥と渚の幸せそうな姿を見つめている。

　あの後、カグヤは栞に言った。

　今はこうして幸せな生活を送る事が出来ているが、それでもいつ運命の強制力が働いて、『遥の

死、渚の自殺』という未来に収束されてもおかしく無いと。

　遥はカグヤの予知に逆らって馬瓏琉を倒したが、それでも運命を完全に捻じ曲げたという保証

はどこにも無いのだと。

　

　だがそれでも、栞は信じている。

　遥と渚は、運命の強制力なんかに負けはしない・・・あの時の馬瓏琉との戦いの時と同様、必ず

自分たちの手で未来を切り開いてくれると。

　だから栞は何も心配していない。ずっと遥と渚の事を見守り続ける。

　この２人が幸せな生涯を全うするまで、ずっと。

　「お～い、そこの親馬鹿２人。りんごの収穫が終わったから、いつものように仕分けしといてくれな

いか？」

　「・・・ええ、分かったわ。相変わらず早いのね、京介君。」

　「当然だよ栞さん。僕の召喚術にかかれば、人手なんて幾らでも増やせるからね。」　

　京介に召喚された大量のゴブリンが、大量のりんごを籠に詰めて運んでいた。

　そしてガルガンドラが耕運機の要領で畑を耕し、ヴァリカルマンダが種を撒き散らしている。

　現世において凄惨な人生を歩んできた京介もまた、この天上界で幸せを掴み取っていた。

　天照が言うように、現世での不幸を取り戻すかのような勢いで。

　真弓に頭を撫で撫でされた一匹のゴブリンが、とても嬉しそうに大はしゃぎする。

　

　「さてと、それじゃあ私たちも戻りましょうか、栞。」

　「ええ。」



　穏やかな笑顔で栞は映像を消して、真弓や京介と一緒にその場を立ち去って行った。

　この静かで幸せな天上界で、栞はずっと遥と渚を温かく見守り続ける。

　栞の大切な宝物である遥と渚・・・その幸せな生涯を見届けるまで、ずっと・・・。
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