
アカイイト新章・神の化身の少女

第３話「それぞれの思惑」

１．決意の朝

　『渚ちゃん・・・遥ちゃん・・・守れなくて・・・ごめんね・・・』

　『生贄・・・』

　『瑠璃宮の門・・・』

　『ならば・・・』

　『させない・・・！！』

　『お前が・・・』

　『あなた・・・渚ちゃんと遥ちゃんをお願い・・・私はもう・・・駄目みたいだから・・・』

　『・・・渚さん！！遥さん！！貴方達、一体何をしているの！？』

　『ねえねえ聞いた？あの星崎姉妹がね・・・』

　『・・・ええええ！？それって、もしかしてレズ！？しかも近親相姦！？』

　『あの２人、やたらと仲がいいから私も怪しいって思ってたんだけど、気色悪いよね～。』

　

　『嫌！！やめて！！やめて下さいっ！！』

　『気味が悪いのよ！！この変態レズ女！！』

　『さっさと死んじゃえばいいのに。あははははは！！』

　『嫌ああああああああああああああああああ！！』　

　『お前たち、渚に何をやっているんだ！？』

　『げ！！星崎遥！！やばっ・・・！！』

　『許さんぞ・・・よくも渚をこんな目に！！』

　『上記の理由により、星崎渚を１カ月間の停学処分、星崎遥を退学処分に・・・』

　『渚・・・これからは２人で生きていこう。２人で静かに生きていこう。』

　『な・・・皆・・・どうして・・・！？』

　『むかつくんだよ！！俺らより年下のくせに、俺らより沢山給料を貰いやがってよ！！』

　『馬鹿な・・・私は渚を守る為に・・・与えられた任務を全力でこなして・・・それで社長に認められ

て・・・それなのに・・・こんな・・・！！』

　『取り敢えずお前は殉職したって事にしておいてやるからよ。だから安心して死ねや。』

　『うわああああああああああああああ！！』

　

　「・・・はっ！！」

　翌朝、遥の意識は現実へと引き戻された。

　遥の瞳に写ったのは、京介が根城にしている地下施設の一室・・・遥の寝室として京介に提供さ

れた部屋。



　「くっ・・・あの時の夢・・・か・・・」

　

　忌々しい過去。忌々しい思い出。

　両親を『あの男』に殺され、高校で渚がいじめられ、さらに信頼していた仲間にも裏切られた。

　警備会社での任務中に起こった、あの忌々しい事件のせいで、遥と渚は半年間も離れ離れになっ

てしまった。

　だが、まさかその時の夢を・・・３年もの間に起こった数々の悲劇の夢を、一夜だけでまとめて観

てしまうとは。

　はっきり言って、滅茶苦茶目覚めの悪い朝だった。　

　シャワーと朝食を済ませた遥は、京介の元へと向かっていく。

　そこで遥が目にしたのは、祭壇に置かれた棺に向かって、一心不乱に祈る京介の姿だった。

　その棺の中で、『大いなる王』が眠っているのだ。

　

　「王よ！！大いなる王よ！！」

　とても真剣な、懇願するような表情で、京介は一心不乱に祈る。

　「もうじき神の血筋の娘を連れてまいりますので！！どうか今しばらくの間、ご辛抱を！！」

　

　そんな京介の姿を見て、溜め息をつく遥。

　「呑気な物だな。そうやって祈っている暇があるなら、もっとするべき事があるだろう。」

　「君こそ何をそんなに呑気に構えていられるんだ！？儀式の為には何としてでも、今日中に渚君

を手に入れなければならないんだぞ！？」

　「そもそもお前が私の留守中に余計な真似をしなければ、今頃は私が渚をここに連れてこれたか

もしれないんだぞ。」

　「仕方が無いじゃないか！！時間的な猶予がもう無いんだからね！！」

　「・・・お前の早まった行動のせいで私は羽藤桂に警戒され、小山内梢子と戦う羽目になってしまっ

たんだぞ。」

　

　遥が留守中に京介が渚を襲わなければ、今頃は桂や柚明に警戒される事無く、穏便に渚を手

に入れる事が出来ていたかもしれないのだ。

　それなのに京介が功を焦って早まった行為に出た物だから、結果的に梢子たちに妨害される事

になってしまった。それを遥は京介に、苦言を呈しているのだ。

　京介は陰陽師としての実力は優秀だが、はっきり言って視野がとても狭かった。

　『大いなる王』への絶対的な忠誠心故に、見える物も見えなくなってしまっていた。

　

　「富岡。お前、『慌てる者は貰いが少ない』ということわざを知っているか？」

　「状況が状況だ。大いなる王の復活の為には、何としてでも今日中に儀式を完遂させなければ

ならないんだ。」

　「・・・お前はもっと広い視野で物事を見られるようになるべきだと、私は思うんだがな・・・。」

　「僕の事はどうでもいい。それより今日は無理矢理にでも渚君を奪いに行くぞ。」

　「人目も気にせず白昼堂々と・・・か？まさか人ごみの中で真っ昼間から式神を出すつもりじゃ無



いだろうな？」

　「言っただろう。時間的な猶予がもう無いんだよ。」

　『大いなる王』の復活の為には、今日中に儀式を行わなければならない。

　どんな条件があるのかは知らないが、今日を逃したら次に儀式を行えるのは１ヵ月後なのだ。

　だから京介は、正直焦っていた。

　もう手段を選んでいられるような状況ではない。どんな事をしてでも渚を手に入れなければならな

いのだ。

　「ならば、渚を手に入れる為の作戦を立案したから、今からお前に説明するぞ。」

　「ほう、もう考えてきたのか。さすがだとしか言いようが無いね。」

　「これが今回の作戦プランの詳細だ。順番に説明するぞ。まず私が小山内梢子を・・・」

　入念な打ち合わせを済ませた後、京介と遥は出撃準備に入った。

　

　「よし、では今から渚君を奪いに行くぞ。どんな手段を使ってでも、必ず手に入れるんだ。」

　京介の瞳からは、そんな決意と焦りが感じられた。

２．遥への想い

　「・・・どんな手段を使ってでも・・・富岡さんもきっと、そういう風に考えていると思うの。」

　京介の考えている事など、柚明には完全にお見通しだった。

　コハクが渚を引き取りに来る今日の夕方までに、どうやって渚を守るべきなのか・・・梢子たちは

渚の家で朝食を食べながら話し合っていた。

　

　柚明は先日京介が襲ってきた時の焦りの表情、そして遥が白昼堂々と力づくで渚を手に入れよ

うとしていた事から、『大いなる王』の復活の為の儀式を行うには、もうあまり時間的な猶予が無い

のではないかと推測していた。

　だから京介が必ず今日中に、それも白昼堂々と人ごみの中だろうがお構い無しに、手段を選ば

ずに襲ってくるだろうと柚明は考えているのだ。

　「なら姉さん。昨日とは正反対で、今日は羽様で身を潜めていた方がいいですね。」

　「そうね。私も梢子ちゃんの意見に賛成よ。きっと富岡さんは人ごみの中でも、容赦なく式神を使っ

てくると思うから。」

　昨日と同じように敢えて目立つ所に身を置こうものなら、京介によって多くの罪の無い人たちが

犠牲になるだろうし、そんな状況では梢子たちも存分に戦えなくなってしまうのだ。

　事実、実際に遥が白昼堂々と襲ってきたのだから。

　とにかく梢子たちが今やるべきなのは、コハクが来る今日の夕方までに渚を守り切る事だ。

　コハクが渚を引き取った後は、京介の事は守天党に全て任せろと正武にも言われている。

　そうなったら一般人である梢子たちは、もうお役御免だ。後は守天党が京介と『大いなる王』を潰

してくれる事だろう。



　今日の夕方までに渚を守り切ってしまえば、後は桂と柚明の屋敷に一泊して、翌日に帰宅して、

それで今回の旅行は終わりだ。

　問題があるとすれば何故か京介に手を貸している遥の事だが、昨日コハクに電話でその事を相

談した所、遥の事も守天党に任せておけばいい、決して悪いようにはしないと言われている。

　むしろ梢子と互角に渡り合った遥の実力にコハクはとても興味を持っており、守天党にスカウトす

る事まで考えているというのだ。

　

　そう、後は守天党に全て任せてしまえばいいのだ。

　今日の夕方までに、コハクが迎えに来るまでに、渚を守り切ってしまえば・・・。

　「私・・・姉さんが富岡さんに手を貸しているという事が、未だに信じられないんですけど・・・」

　突然、渚が少しためらいがちにそう切り出した。

　とても神妙な表情で、しかし強い意志を秘めた瞳で、真っ直ぐと梢子たちを見据えながら。

　「でも、姉さんは決して悪人なんかじゃない・・・富岡さんに手を貸しているのは、きっと何か深い

事情があっての事だと思うんです。」

　「そうね、私も遥と一度戦ったから分かるけど・・・遥の剣と瞳からは、強い信念と想いのような物を

感じたわ。それに邪念も殺気も全く感じられなかった。」

　剣道とフェンシング・・・流派は違えど梢子と遥は、共に剣の道に進む者同士だ。

　だからこそ梢子は遥と戦っている内に、遥が内に秘めている強い信念や想いのような物を、敏感

に感じ取ったのだろう。

　遥は決して悪人などではなく、何か深い事情があって京介に手を貸している・・・それは梢子も遥

との戦いで感じ取っていた。

　「だって、剣にアポロンなんて名前を付ける位だしね。ほら、ギリシャ神話の太陽神の・・・」

　「あの剣は姉さんが警備会社にスカウトされた時に、警備会社の人が特注で作ってくれた物なん

です。あの剣を使って姉さんは本当に沢山の人々を守って・・・経観塚の人たちは皆、姉さんにと

ても感謝しているんですよ？」

　「そうなんだ・・・いいお姉さんなのね。」

　「私もスーパーに買い物に行く時なんか、いつも頼んでもいないのに、店員さんに値引きして頂

いてる位ですから。この経観塚で安心して暮らせるのは姉さんのお陰だから、そのお礼だからって。

だから姉さんが富岡さんに手を貸しているのは、何か考えがあっての事に違いないんです。」

　

　渚は信じていた。自分が大好きな、そして経観塚の誰からも慕われている遥の事を。

　富岡に手を貸しているのは、何か深い事情があるからだと。

　自分の『神の血』が必要だと言っているのも、富岡とは違う何らかの目的があっての事なのだと。

　遥は決して、犯罪に手を染めるような悪人ではないという事を。

　

　「とにかく、夕方になったらコハクさんが渚を保護しに来てくれるから。それまでは私たちが渚を全

力で守るから。」

　「はい・・・皆さん、本当にありがとうございます・・・！！」

　「遥の事に関しても、コハクさんが悪いようにはしないって言ってくれてるから。」

　「はい・・・はい・・・！！」

　

　自分と姉の為にここまで親身に接してくれる梢子たちに、渚はとても感謝していた。



　自分が身体に宿す『神の血』のせいで、梢子たちを危険な事に巻き込んでしまった事に関して

は、渚は本当に申し訳無く思っているが、それでも今の渚にとって、頼れる者は梢子たちしかいな

かった。

　それに渚にとって梢子たちは、今ではかけがえの無い友人でもあるのだから。

　だから渚は梢子たちを信用しているし、それ故に梢子たちに全てを任せようと思っていた。

　

　そして柚明は穏やかな表情で、しかしはっきりと桂に告げた。

　「桂ちゃん。」

　「何？柚明お姉ちゃん。」

　「桂ちゃんの力を、私に貸して欲しいの。私と一緒に戦ってくれる？」

　「・・・え！？」

　共に戦って欲しい・・・それは柚明が桂に初めて言った言葉だ。

　これまで柚明や梢子に守られてばかりだった桂が、初めて柚明に戦力だと認めて貰えたのだ。

　２年前での経観塚では柚明たちに守られてばかりで、自分１人だけの力では何１つ出来なかっ

た桂が。

　桂は嬉しかった。初めて柚明が自分の事を頼ってくれたのだから。

　いつも守られてばかりだった自分が、初めて戦力として認めて貰えたのだから。

　２年前は無力だった自分が、こうして柚明に頼られるようになったのだから。

　「ゆ・・・柚明お姉ちゃん・・・」

　「戦うと言っても、あくまでも私と梢子ちゃんを後方支援してくれるだけでいいの。桂ちゃんがサポー

トしてくれれば、私も梢子ちゃんも戦いに専念出来るから。」

　「う、うん！！分かった！！私、頑張るから！！」

　「だけど桂ちゃん、本当に後方支援に徹してくれるだけでいいからね。桂ちゃんには私が指１本

触れさせないから。桂ちゃんは私が守るから。だから無茶な事はしないでね。」

　　

　桂が傷を癒してくれれば、柚明と梢子は戦う事に集中出来るのだ。それだけでも桂の存在はか

なり大きい物だった。

　今の桂は自分が思っている以上に、本当に柚明に頼りにされているのだ。

　今の桂は贄の血の使い方を完璧にマスターしているし、剣士としての実力も、術者としての実力

も、柚明にとっては本当に心強い物なのだから。

　実際に、逆に柚明が桂に助けられるようなケースも、これまでに何回かあったのだから。

　とはいえ、さすがに桂の事が心配なので、「前線に出て鬼払いで敵を斬りまくりなさい」とまでは、

柚明は桂に言えなかったのだが。

　「姉さん・・・どんな事情があるのかは知らないけど・・・私は姉さんの事を信じてるから・・・」

　一致団結する梢子たちを尻目に、窓の景色を見つめながら、渚は遥への想いを膨らませていた。

　



３．強襲

　柚明が考えたのは、ご神木の近くで渚を守るという作戦だった。

　昼間なのでノゾミは具現化出来ないが、ここなら確かに戦いやすい地形だし、何より桂と柚明は

ご神木の神聖な力の加護を受け、月光蝶の威力を最大限に発揮出来る。

　梢子はともかく桂と柚明にとっては、ここはまさにホームグラウンドだと言ってもいい程なのだ。

　コハクも柚明の作戦を事前に聞いており、取り敢えず夕方にご神木で落ち合うという段取りになっ

ている。

　後はこのままコハクが来る夕方までに、渚を守り切るだけだ。

　そして、もうじき昼になるかという、その時。

　

　「梢子ちゃん、桂ちゃん、来たわよ。準備はいい？」　

　柚明が予測していた通り、京介と遥が渚を奪う為に、再び梢子たちの前に現れた。

　本当に時間的な猶予が無いのだろう。京介の表情からは必死さと焦りが感じられた。

　そして遥が梢子に、京介が柚明に襲い掛かる。　

　「小山内梢子ぉ！！」

　「遥ぁ！！」

　

　遥がアポロンを鞘から抜き、梢子に斬りかかる。

　梢子の天照が、遥のアポロンをどうにか受け止める。

　

　「遥君！！君の戦術予報は本当にドンピシャリだ！！まさか本当に梢子君たちがここで待ち構

えていたなんてね！！」

　「余計な事はいい！！お前は私が考えた作戦通りに動く事だけを考えろ！！」

　「了解した！！任せておいてくれたまえ！！」

　

　立地条件から、柚明がご神木で待ち構えているという事を、遥は事前に予測していたのだ。

　そして遥は、今回の渚を確保するための作戦の立案をも行っていた。

　　

　「柚明君！！君の相手はこの僕だ！！元ハシラの力、存分に見せてもらおうか！！」

　富岡が放った無数の魍魎が、一斉に柚明に襲い掛かる。

　柚明は慌てる事なく、それらを月光蝶でまとめて一網打尽にしていく。

　どさくさに紛れて渚を魍魎に連れ去られたりしないように、無数の月光蝶が桂と渚を包み込む。

　だが一連の柚明の動きは、全て遥の計算通りだった。

　「遥君！！まさに君が予想した通りの状況だ！！」

　「な・・・！？」

　「ガルガンドラ！！そのまま柚明君にぶち当たれ！！」



　富岡の呼びかけに応じ、上空からガルガンドラが柚明に向かって落ちてくる。

　月光蝶の半分近くを渚の防衛に回していて、しかも予想もしていなかった場所からの攻撃だ。

　柚明は虚を突かれ、ガルガンドラをとっさに迎撃する事が出来なかった。

　「そんな・・・式神を上空に召喚しての突貫攻撃！？」

　柚明はバックステップでどうにかガルガンドラの体当たりを避けるが、ガルガンドラは地面に激突

寸前にエネルギー弾を地面に向けて放つ。ほとんど自爆に近い攻撃だ。

　その凄まじい『衝撃』が容赦無く柚明を襲う。

　

　「くっ・・・ぐああああっ・・・！！」

　「グオオオオオオオオオオオオオオオオオオ！！」

　

　自爆まがいの行為により、ガルガンドラも深手を負うものの・・・

　「ガルガンドラ！！還れ！！」

　柚明に完全に消滅させられるよりも早く、富岡はガルガンドラを消し去った。

　ガルガンドラの突貫攻撃で消耗した柚明だが、柚明の近くにいた桂と渚は無数の月光蝶に守ら

れ、傷１つ負っていなかった。だがこれも全て遥の計算通りなのだ。

　柚明が月光蝶を渚の防衛に回した一瞬の隙を突いて、上空にガルガンドラを召喚して突貫攻撃

を仕掛けて柚明の虚を突き、さらに地面に激突する寸前でのエネルギー弾による自爆攻撃によっ

て柚明にダメージを与え、消耗したガルガンドラを柚明に消される前に速攻で還す。

　そして柚明に的確に渚を守らせ、柚明だけを的確に消耗させる。

　京介から事前に聞かされた柚明の戦闘スタイルと能力を考慮しての、あまりにも合理的で計算さ

れ尽くした遥の戦術に、柚明は驚きを隠せなかった。

　

　「信じられない・・・何て大胆かつ繊細な戦術なの！？」

　「常に先手を打つ！！富岡！！そのままプランＢに移行しろ！！」

　

　梢子と戦いながら、遥は的確に指示を出す。

　遥は剣術の腕だけではなく、戦術家としても非常に優秀のようだ。

　そして遥の指示を受けた富岡が、再び無数の魍魎を召喚する。

　数に物を言わせ、柚明をさらに消耗させるつもりなのか。

　

　「この程度の式神なら、何百匹でも出せるよ！！」

　「この程度の式神なら、何百匹いようとも！！」

　傷を負った柚明だが、それでも魍魎如きでは柚明を止められない。

　ご神木から舞い落ちる無数の花びらが、柚明の力で数百匹もの月光蝶と化す。

　一斉に柚明に襲い掛かった魍魎が、次々と塵と化していく。

　だが魍魎は柚明の注意を逸らせる為の、ただの囮。

　柚明が魍魎に気を取られた僅かな隙を突き、あらかじめ上空に待機させていた怪鳥が、絶妙の

タイミングで・・・。



　「ヴァリカルマンダ！！」

　「な・・・梢子ちゃん！？」

　梢子に襲い掛かる。

　遥との壮絶な死闘に集中していた梢子は、迎撃が間に合わない。

　柚明の一瞬の隙を突いた、あまりにも絶妙なタイミングでの連携攻撃。これも遥が京介に指示を

出した戦術プランなのだ。

　

　「しまった！！梢子ちゃん逃げて！！」

　「よーし、まずは１人！！」

　勝利を確信する京介。遥と鍔迫り合いをしている梢子に襲い掛かるヴァリカルマンダ。

　だが、その時だ。

　「梢子ちゃんは私が守る！！」

　

　突然梢子の前に現れた無数の月光蝶が壁となり、ヴァリカルマンダの突撃を防いだ。

　

　「ギエエエエエエエエエエエエエエエッ！！」

　月光蝶の神聖な力によって、ヴァリカルマンダの身体が崩れていく。

　苦痛の表情で、ヴァリカルマンダは梢子から間合いを離す。

　月光蝶を呼び出したのは、渚に寄り添う桂だった。

　予想外の出来事に京介も、遥までもが驚きを隠せなかった。

　「ば・・・馬鹿な・・・！？まさか今のを桂君が・・・！？」

　「梢子ちゃん！！私が梢子ちゃんをサポートするから！！だから梢子ちゃんは周りを気にせずに、

全力で遥ちゃんと戦って！！私と信じて戦って！！」

　桂の瞳からは、一片の迷いも感じられなかった。

　

　「私が梢子ちゃんを守るから！！梢子ちゃんの邪魔はさせないから！！」

　「まずい！！ヴァリカルマンダ！！還れ！！」

　消耗したヴァリカルマンダを、桂に消される前に一旦還す京介。

　その様子を見た遥は苦々しい表情で舌打ちする。

　「くっ・・・富岡め・・・羽藤桂の能力を『正確に』教えろと言っておいたものを・・・完全に想定外

だ・・・！！まさかこんな芸当が出来るとは・・・！！」

　

　桂の能力を見誤り、戦力として全く想定していなかった桂によって、自分が編み出した戦術プラ

ンを完全に崩され、動揺を隠せない遥。

　そんな遥に梢子の猛攻が襲い掛かる。

　「聞いての通りよ、遥！！これで私は全力であなたと戦える！！」

　「おのれ・・・小山内梢子ぉ！！」

　「桂が私を守ってくれるから！！桂が私を支えてくれるから！！」



　梢子と遥の剣が何度もぶつかり合う。

　２人の壮絶な死闘は、全くの互角だった。

　「桂ちゃん、ありがとう。桂ちゃんがいてくれて本当に助かったわ。」

　

　そして唖然とする京介の前に、桂に傷を癒して貰った柚明が立ちはだかる。

　

　「な・・・柚明君！？」

　「桂ちゃんが私や梢子ちゃんをサポートしてくれるから、私は安心してあなたと戦える。」

　「くっ・・・！！」

　「桂ちゃんの力を見誤った事・・・それがあなたの最大のミスですよ。富岡さん。」

　無数の月光蝶が富岡に襲い掛かる。

　障壁を張って、どうにかそれを防ぐ京介。

　

　「何という威力だ・・・この僕が押されているだと・・・！？」

　

　梢子ＶＳ遥、柚明ＶＳ京介。

　そして、梢子や柚明を必死にサポートする桂。

　そんな５人の戦いぶりを、渚は桂に寄り添いながら、心配そうに見守っていた。

　「梢子さん・・・柚明さん・・・姉さん・・・！！」

４．ぶつかり合う想い

　梢子と遥は互いに１歩も譲らない、壮絶な死闘を繰り広げていた。

　常人にはとても捉え切れない、２人の超高速の斬撃のやり取り。

　無数の閃光が梢子と遥の周囲を舞う。

　柚明が京介を食い止め、さらに桂が梢子と柚明をサポートしてくれるお陰で、梢子は京介や式

神の事を気にする事無く、遥のみに集中して戦う事が出来た。

　「ええい、羽藤桂のせいで私の戦術プランが台無しだ・・・！！」

　「遥！！一体何の目的で京介に手を貸しているの！？どうして渚の『神の血』が必要なの！？」

　「私は・・・私の目的は・・・！！」

　京介が近くにいる為なのか、遥は言葉を選んで梢子に告げた。

　「私の目的は、私の両親を殺した『ある男』への・・・そして、半年前に私を陥れ、私と渚の半年間

を台無しにした、ファルソックの連中への復讐だ！！」　

　「な・・・警備会社の人たちへの復讐！？」

　鍔迫り合いの状態のまま、梢子と遥は睨み合う。

　予想もしていなかった遥の言葉に、梢子は驚きを隠せなかった。



　「私は自慢じゃないがファルソックでは、社長に私の活躍ぶりを認められ、給料やボーナスを他

の先輩たちよりも多く貰っていたんだがな！！それを先輩たちに嫉妬されて罠にはめられ、私は

危うく殺される所だったんだ！！」

　「な・・・そんな馬鹿な・・・警備会社の人がそんな事を！？」

　「私はどうにか一命を取り留めたが、深い事情があって渚と半年間離れ離れにならざるを得なく

なった！！そして私は数日前に富岡と出会い、奴の誘いに乗って協力する事になったのだ！！

『大いなる王』の復活に協力すれば、私の復讐にも手を貸すという条件でな！！」

　

　自分と渚の人生を台無しにした者たちへの復讐・・・それが遥の戦う目的で、京介に協力する最

大の理由なのだ。

　両親を殺され、信頼していた仲間に裏切られ、渚と半年間も離れ離れにならざるを得なくなり、

自分と渚の質素ながらも幸せだった日々を無茶苦茶にされてしまった。

　その怒りと憎しみが、遥を復讐へと駆り立てたのか。

　

　「そして『大いなる王』の復活の為には、私と渚がその身に宿す『神の血』が必要だと富岡に言わ

れてな！！だから私には渚の協力が必要なのだ！！」

　「遥、復讐なんて馬鹿な真似は・・・！！」

　「お前とてそうだろう！？お前が１年前に根方宗次を倒したのは、鳴海夏夜を奪ったあの男に復

讐したかったからでは無かったのか！？お前はその想いを胸に根方宗次を倒したのでは無かっ

たのか！？」

　「・・・遥・・・あなたという人は・・・！！」

　「私は許せんのだ！！私と渚を苦しめた『あの男』とファルソックの連中がな！！」

　遥の怒りの一撃が梢子を弾き飛ばす。

　体勢を崩した梢子に襲い掛かる遥だが、そこへ桂の月光蝶が容赦なく飛んでくる。

　「・・・ちいっ！！」

　慌ててバックステップで月光蝶を避ける遥。

　遥が触れると火傷をする桂の月光蝶だが、梢子には逆に傷を癒す力となる。

　「言ったでしょ！？梢子ちゃんは私が守るって！！」

　「富岡！！ガルガンドラとヴァリカルマンダの再召喚までにかかる時間は！？」

　富岡は柚明に追い詰められて、それ所では無かった。

　「くっ・・・羽藤桂・・・奴さえいなければ・・・！！」

　「桂、ありがとう。桂のお陰で私は思う存分戦える・・・！！」

　「だが、私は負けるわけにはいかないのだ！！」

　現状では、遥と梢子の剣の腕は互角。だが長期戦になれば桂のサポートを存分に受けられる分

だけ、梢子が有利になる。

　そして柚明が富岡を倒してしまえば、さらに柚明が梢子に手を貸す事になる。そして富岡は完全

に柚明を相手に防戦一方だった。

　だからこそ、遥は一気に決着をつける覚悟を決めた。

　

　「見せてやろう・・・これが我が秘剣、ライジングフォースだ！！」



　

　防御を捨てた、攻撃重視の構え。

　迂闊な技では迎撃出来ない・・・遥の構えを見た梢子は瞬時にそれを悟り、天照を上段に構える。

　互いに繰り出す一撃必殺の奥義。それ故に次の一撃が最後となるだろう。

　

　「はあああああああああああああああああっ！！」

　先に動いたのは、早期決着をつけなければならない立場の遥。

　徹底的に『突貫力』のみを追及した、完全に防御を捨てた、強烈無比な『突き』。

　凄まじい威力の一撃が梢子に襲い掛かる。

　あまりに物凄いスピードなので、桂の月光蝶でのサポートが間に合わない。

　「・・・遥の一点を・・・ただ一点を・・・！！」

　梢子もまた、天照を持つ両手に力を込める。遥のただ一点・・・狙うはアポロン。

　「打ち抜けーーーーーーーー！！その一点を穿てーーーーーーー！！」

　

　天照とアポロンがぶつかり合う。互いの想いを込めた一撃がぶつかり合う。

　渚を守り、桂と柚明を守り、遥の復讐を止めたいという、梢子の強い想い。

　渚の力で復讐を果たし、渚との幸せな生活を取り戻したいという、遥の強い想い。

　互いに譲れない、とても強い想いがぶつかり合い・・・勝ったのは・・・

　「・・・貫け・・・ただ貫け・・・小山内梢子の、ただ一点を・・・！！」

　「な・・・！？」

　「貫けーーーーーーー！！その一点を砕けーーーーーーーー！！」

　「うああああああああっ！！」

　勝ったのは、遥。

　梢子の天照が、宙を舞った。

　「そんな・・・天照が・・・！！」

　「これで終わりだ！！小山内梢子！！」

　体勢を崩した梢子に、さらに襲い掛かる遥のアポロン。

　だが、その時だ。

　「姉さん、お願いだからもう止めて！！」

　桂の制止を振り切り、渚が梢子を庇うように前に出た。

　慌てて遥は梢子への攻撃を止める。　

　その瞬間、梢子の天照が地面に転がり落ちる。

　「決着は着いたわ！！姉さんの勝ちよ！！」

　「渚・・・」

　「だからもう止めて！！私は姉さんと一緒に行くから！！」

　



　予想外の渚の行動と言葉に、その場にいた全員が驚きを隠せなかった。

　「私が富岡さんに協力すれば、姉さんが梢子さんを傷つける必要は無いでしょう！？」

　「・・・確かにその通りだ。」

　「だから私、姉さんと一緒に行くから！！だからこれ以上梢子さんを傷つけないで！！」

　

　決意を秘めた表情で、渚は遥の元へと歩み寄る。

　梢子は自分の手元に落ちた天照を拾い、慌てて立ち上がって正眼に構える。

　「渚！！早まった真似はしないで！！私はまだ戦えるから！！」

　

　まだ戦う意志は残っていると、まだ心は折れていないと、梢子はしきりに渚に訴える。

　だが渚の決意は揺るがなかった。

　自分のせいで、これ以上梢子たちに傷ついて欲しくないから。

　これ以上梢子たちを、危険な目に巻き込みたくないから。

　とても穏やかな表情で、渚は涙まじりに梢子を見つめる。

　「・・・私はもう、これ以上私のせいで梢子さんが傷つくのを、黙って見ていられませんから。」

　「渚！！駄目よ！！」

　「そんなに心配そうな顔をしないで下さい。きっと大丈夫ですよ。だって姉さんが言っていたじゃ

ないですか。私に酷い事をするつもりは微塵も無いって。そうでしょう？姉さん。」

　自分に寄り添う渚にそう聞かれ、遥は決意を秘めた瞳で梢子に告げた。

　「ああ。私も富岡も、渚に危害を加えるつもりは一切無い。それだけは約束する。」

　「だからこれでいいんです。私が姉さんと一緒に行く事で、梢子さんがこれ以上傷つかずに済む

のなら、それで・・・」

　「小山内梢子。これが最後の警告だ。・・・これ以上余計な事に首を突っ込むな。いいな？」

　「梢子さん、私の為に全力で戦ってくれてありがとうございました。でも、もういいんです。これ以

上私なんかの為に無理をしないで下さい。」

　それでも梢子は納得が行かなかった。

　まだ戦えるのに。まだ心は折れていないのに。

　「駄目よ渚！！遥は信用出来るけど、京介はとてもじゃないけど信用出来ないわ！！だから行か

ないで！！」

　「いいえ、これ以上梢子さんに迷惑は掛けられません。」

　「渚！！私は迷惑だなんて思っていないから！！」

　「だって、あのまま私が止めていなかったら、今頃梢子さんはどうなっていたか・・・」

　「・・・・・！！」

　あのまま渚が遥を止めていなければ、梢子は無事では済まなかっただろう。

　アポロンに刃はついていないが、それでも遥の強烈な一撃によって、梢子は死にはしないだろう

が相当な深手を負っていたはずだ。それが渚には耐えられなかったのだ。

　

　「富岡！！聞いての通りだ！！これ以上の戦いは無意味だ！！撤退するぞ！！」

　「ううっ・・・ぬぐっ・・・！！」



　「・・・フン、情けない奴だ。あれだけ大口を叩いておきながら、羽藤柚明に敗れたのか。」

　「う、うるさいな！！試合には負けたが勝負には勝ったという奴だよ！！ヴァリカルマンダ！！ガ

ルガンドラ！！」

　再召喚されたヴァリカルマンダが京介を、ガルガンドラが渚と遥を乗せて、物凄い速度で去って

いく。

　

　「梢子さん、さようなら。今まで本当にありがとうございました。」

　「渚ーーーーーーーーーーーー！！」

　自分の力が足りなかったばかりに、渚を守り切る事が出来なかった。

　必ず守り切ると、渚に誓ったのに。己の心に決めたのに。

　「ううう・・・うううあああああああ・・・！！」

　天照を地面に落とし、梢子は泣き崩れる。

　遥に負けたのが、渚を守れなかったのが、梢子にはとても悔しかった。

　慌てて柚明が梢子の元に駆けつけ、梢子を介抱する。

　「梢子ちゃん、大丈夫！？怪我は無い！？」

　「・・・姉さんが京介を倒してくれたのに・・・！！桂があんなに頑張って私と姉さんをサポートして

くれたのに・・・！！それなのに私は・・・！！」

　

　梢子は柚明にしがみついて、泣いた。身体を震わせ、ひたすら泣いた。　

　「私が遥に負けたから！！私の力不足のせいで渚がぁっ！！」

　「・・・梢子ちゃん・・・」

　「うわ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！！」

　悔しくて悔しくて、梢子はひたすら泣いた。柚明の膝枕の上で、ひたすら泣いた。

　そんな梢子を、桂と柚明は悲しみの表情で、ただ黙って見守る事しか出来なかった・・・。

　

５．折れない心

　そして夕方、鬼切り部守天党が所有するヘリコプターが桂と柚明に誘導され、屋敷の近くにある

広場に着陸した。

　ヘリコプターから降りてきたのは、コハクと汀を含めた守天党の小隊。

　桂と柚明に案内され、コハクたちは梢子がいる屋敷へと向かう。

　

　そしてコハクが目にしたのは、屋敷の一室で壁にもたれかかって座り込んでいる梢子。

　

　「ハロー、オサ。久しぶりね。」

　「久しいな。梢子よ。壮健そうで何よりだ。」

　「・・・汀・・・コハクさん・・・それに守天党の・・・」



　梢子の目を見たコハクは、とても満足そうな笑みを浮かべる。

　「・・・クックック・・・まだお主の目は死んではおらぬか。」

　

　コハクの言う通り、梢子の目はまだ死んではいなかった。

　戦う決意を秘めた、力強い瞳。梢子の心はまだ折れてはいない。

　梢子はまだ渚を助ける事を、復讐に走ろうとする遥を救う事を諦めていないのだ。

　

　「・・・コハクさんたちが来るのを今まで待っていました。コハクさんたちの力を借りれば、この状況

を打破出来ると思ったから。」

　「さすがだな。状況を冷静に分析した上での的確な判断だ。それでこそわしが認めた梢子よ。」

　「この状況を打破するには、守天党の力が必要だって思ったから。だから今までずっと待ってい

たんです。私たちだけで闇雲に突っ走った所で、どうにも出来ないって思ったから。」

　「その程度の判断が出来ぬ愚物なら、わしもお主を守天党に誘ったりはせぬよ。」

　その言葉を聞いた桂が、慌ててコハクの前に立ちはだかった。

　コハクは以前、桂と柚明の目の前で、梢子を守天党に引き抜こうとした事があったのだ。

　守天党に入るという事は、梢子が沖縄に行く事になる。つまりは桂や柚明と離れ離れになる。

　それ故に桂と柚明は、その時にコハクを物凄い形相で追い払ったのだが・・・。

　

　「だ、駄目ですからね！！梢子ちゃんは来年の３月から私たちと一緒に暮らす事になったって、

あの時言ったじゃないですか！！だから守天党になんか絶対渡しませんから！！」

　「そう嘆くな桂よ。わしはもう、お主らから梢子を奪うつもりは微塵も無い。だからそんな顔でわしを

見るな。」

　「・・・むー。」

　頬を膨らませてコハクを睨みつける桂。

　そんな桂に呆れて溜め息をついて、コハクは壁にもたれかかって座っている梢子に対して、本題

を切り出した。

　「話は柚明から全て聞かせて貰った。柚明の『力』で奴等のアジトも既に調べがついている。」

　「はい、経観塚の商店街から少し離れた所にある、辺境のビルの地下です。」

　柚明は京介の服の中に、こっそりと月光蝶を１匹忍ばせておいたのだ。

　「わしらは『大いなる王』とやらの復活を阻止する為に、今からそこに乗り込む事になる。渚の事

はわしらに任せておけ。遥に関しても決して悪いようにはせん。だから取り敢えず、一般人のお主

らはここで大人しく待っておれ。」

　ここから先はその道のプロである自分たちの役目だと、一般人の梢子たちは余計な手出しをする

なと、コハクは有無を言わせぬ瞳で梢子に告げる。

　だが梢子は立ち上がる。強い決意を秘めた瞳でコハクをじっ・・・と見据える。

　

　「いいえ、コハクさん。私も行きます。私でなければ遥を救えないから。コハクさんでは遥を救えな

いから。」

　「随分とはっきり断言してくれるではないか。わしでは遥を救えないだと？」

　「コハクさんの実力なら、遥に『勝つ』事は出来るでしょう。でもコハクさんでは決して遥を　『救う』



事は出来ない。」

　「そう言い切る根拠はどこにある？」

　「コハクさんは遥の事を知らないから。コハクさんの言葉は、きっと遥には届かないから。」

　遥と全く面識が無く、遥の事を理解していない、赤の他人であるコハクでは、悲しみと憎しみに心

を支配され、復讐に燃える遥の心を救う事など出来ない・・・梢子はそう言っているのだ。

　両親を『ある男』に殺され、さらに半年前に信頼していた仲間に裏切られ、渚との幸せな日々を

台無しにされてしまった遥。

　９年前に夏夜を根方に一度は殺された梢子は、今の遥の苦しみを心から理解出来た。

　そして、既に遥と２回戦った梢子は、その太刀筋から遥の信念と想いの強さを感じ取っていた。

　遥の事を理解している梢子でなければ、遥を救えないのだ。コハクでは遥を救えないのだ。

　そして遥との戦いの最中に、遥が梢子に問い正した事。

　『お前が１年前に根方宗次を倒したのは、鳴海夏夜を奪ったあの男に復讐したかったからでは

無かったのか。お前はその想いを胸に根方宗次を倒したのでは無かったのか。』

　あの時は戦いの最中だったので返答し損ねてしまったのだが、あの時に梢子が遥に言いたかっ

た事を、梢子は遥に伝えたいのだ。

　梢子がどんな想いで根方と戦ったのかを。

　梢子がどんな想いで根方を倒したのかを。

　

　「だから私が行かなきゃ。渚を助けたいのはもちろんですが、何よりも遥の心を救いたいから。遥

に言いたい事があるから。遥に見せたい物があるから。」

　梢子は鞄の中からコンビニで買ってきたノートを取り出し、そこに書かれている物をコハクと汀に

見せた。

　「・・・成る程な。これは面白い。実に面白いぞ。梢子。」

　「オサ・・・あんたまさか、アタシらがここに来るまでの間、こんな物をわざわざ・・・」

　「遥に負けた後に、すぐに経観塚の商店街まで足を運んで、大急ぎで用意してきたの。経観塚

の人達に事情を話してね。」

　ノートを鞄の中にしまい、梢子は真っ直ぐとコハクを見据える。

　梢子の瞳には一片の迷いも感じられなかった。

　「だからコハクさん。そういう事ですので、私も連れていって下さい。」

　「クックック・・・いいだろう。そんな物を見せられたのでは、お主を連れて行かないわけにも行くま

い。それに汀よりもお主の方が戦力になりそうだしな。」

　「は～いはいはい、どうせアタシは全国大会でオサに負けましたよ～だ。」

　

　ふてくされる汀を尻目に、梢子は桂と柚明に向き直った。

　敵地へと赴く・・・それは２人を心配させてしまう事になる。

　だがそれでも、梢子は引く事は出来ない。

　遥と死力を尽くして戦った梢子でなければ、遥の悲しみと苦しみを心から理解している梢子でな

ければ、遥を救えないから。



　「桂、姉さん。２人には本当に申し訳無く思ってるけど、２人を心配させてしまうけど、それでも私

は・・・」

　「・・・１年前の卯奈坂の時と同じね。桂ちゃんと梢子ちゃんが戦った、あの時と。」

　１年前、馬瓏琉にさらわれたナミを助ける為に、梢子は皆には内緒で卯良島へと向かおうとした。

　だが、そんな無謀な行為を止めるべく、桂は梢子と戦った。

　そしてその戦いで、桂は梢子に敗れた。

　お互いの想いと信念を、心の底からぶつけ合った上で、お互いに全力で戦って。

　梢子も柚明に言われて、その時の事を思い出した。

　「・・・姉さん。あの時の桂と同じように、力づくで私を止めるつもりですか？」

　それでも決して引けないと、梢子は天照に手をかけようとする。

　だが柚明は穏やかな表情で首を振った。

　梢子がどんな想いで遥との戦いに赴くつもりなのか・・・それを分かっているから。

　「遥ちゃんに負けたのが悔しかったから・・・ただそれだけの、そんな下らない理由で向かうつもり

だったのなら、私は力づくでも梢子ちゃんを止めていたわ。」

　「姉さん・・・」

　「だけど梢子ちゃんは、遥ちゃんの心を救いたいんでしょう？梢子ちゃんでなければ、遥ちゃん

の心を救う事は出来ないんでしょう？」

　「・・・はい。」

　「なら、私は止めはしないわ。確かに梢子ちゃんが心配なのは認めるけど、それでも私は梢子ちゃ

んの事を信じているから。」

　柚明はカッターナイフを取り出し、カチカチカチ・・・と刃を露出させる。

　それを見た梢子は、柚明の真意を瞬時に悟った。

　　　

　「１年前に梢子ちゃんが桂ちゃんと交わした、『アカイイト』の絆・・・梢子ちゃん、それを今から私と

も結びましょう。」

　「・・・私に姉さんの血を飲めと？」

　「私の身体にも桂ちゃんほど濃くはないけど、それでも贄の血が宿っているのよ？」

　「・・・はい、分かりました。」

　「だから梢子ちゃん、私を受け入れて。私の『力』と『想い』を梢子ちゃんの中に。」

　柚明はカッターナイフを口元に近づけ・・・

　「・・・ちょ・・・姉さん！？」

　自らの唇を傷つけた。

　柚明の唇から血が・・・柚明の『力』と『想い』が湧き出てくる。　

　そして柚明はとても穏やかな表情で、ゆっくりと梢子に歩み寄り・・・

　「ま、まさか・・・そんな所から・・・！？」

　「・・・梢子ちゃん・・・」　　

　「ね、姉さん、ちょっと待・・・んんっ！？」

　「ちゅっ。」



　……２人の唇が触れ合った。

６．新たなる『アカイイト』の絆

　　

　最初はさすがに戸惑った梢子だったが、すぐに梢子は柚明のキスを受け入れて、柚明の血を飲

む事に夢中になっていた。

　それは柚明の贄の血が、梢子への想いと優しさと満ち溢れた物だったから。

　とても甘くて、とても熱かった桂の贄の血とはまた別の、母性と温もりに満ち溢れた柚明の贄の血。

　桂の贄の血が栄養ドリンクなら、柚明の贄の血はハーブティーのような感じだ。

　そう・・・飲む度に梢子の心も体も癒され、安らげるのだ。

　それは柚明の、梢子への想いと優しさ故に。

　柚明は梢子の事を桂と同じ位、とても大切に想っているから。

　　　

　深い傷口が付いた柚明の唇から、血がどんどん溢れ出てくる。

　梢子は傷ついた柚明の唇をいたわるように、その傷口を・・・柚明の唇を自らの舌で癒すかのよう

に、大事そうに、優しく撫でていく。

　

　「ん・・・っつ・・・！！」

　梢子の舌が傷口に触れる度に、柚明の唇に走る痛み。

　だがそれが梢子によってもたらされる痛みだという事が、逆に柚明の心を安心させる。

　梢子の身体をしっかりと抱き締め、柚明は梢子に『力』と『想い』を分け与える。

　

　「ん・・・ね・・・姉さん・・・」

　「なあに？梢子ちゃん。」

　「下さい・・・姉さんを、もっと下さい・・・」

　「・・・ええ、梢子ちゃんにあげるわ。私の『力』と『想い』を。」

　「姉さん・・・」

　「だから梢子ちゃん、いらっしゃい・・・。私は梢子ちゃんと桂ちゃんになら、私をあげてもいいって

思っているから・・・。」

　「・・・んっ・・・」　

　今度は梢子の方から柚明と唇を重ねる。

　柚明の身体を優しく抱き締め、柚明の唇から溢れる血を・・・柚明の『力』と『想い』を、とても大事

そうにその身に取り込んでいく。

　梢子の舌が、柚明の唇を優しく撫でる。

　傷ついた柚明の唇を、優しくいたわるかのように。

　その梢子の優しさを柚明は敏感に感じ取り、梢子を抱く腕に力を込める。

　

　「・・・ふっ。」

　「・・・・・！？」

　そして柚明が梢子に与えたのは、贄の血だけではない。



　柚明の純粋な『力』が、神聖な『力』が、柚明の口から直接梢子の口の中に流れ込んでいく。　

　「んんっ・・・！？」

　梢子の身体に溢れる『力』。贄の血だけでは得られない、純粋な聖なる『力』。

　それが梢子の身体の中で月光蝶と化し、梢子の全身を駆け巡り、梢子の力を・・・安姫の血の力

を増幅させていく。

　唇を離した梢子が見たのは・・・柚明の口の中から微かに漏れた、青く白く美しく輝く光。

　「ね、姉さん・・・今、私に何をしたんですか・・・？」

　「私の『力』をね・・・少しだけ梢子ちゃんに分け与えたの・・・。」

　

　とても満足そうな表情で、柚明は梢子に身を委ねる。

　柚明の全体重が、梢子の身体に覆いかぶさる。

　「ちょっと、姉さん、大丈夫なんですか！？」

　「大丈夫・・・ちょっとフラついただけだから・・・。だから心配しないで。」

　

　フラフラの柚明を壁に優しくもたれさせ、梢子はとても心配そうに柚明を見つめる。

　何も心配はいらないから・・・柚明は梢子にそう告げるかのように、穏やかな微笑みを見せる。

　そして桂は柚明の唇を月光蝶で癒し、柚明と同じように自らの唇をカッターナイフで切り裂いた。

　「梢子ちゃん・・・私も・・・。」

　「桂・・・」

　「私と柚明お姉ちゃんの『力』と『想い』を、梢子ちゃんの中に・・・。」

　「うん・・・桂、来て・・・。」

　「私の血は、甘いよ・・・？」

　今度は桂が梢子と唇を重ねる。

　柚明の贄の血とはまた違った、とても甘くて、とても熱い・・・まるで強力な栄養ドリンクのような、桂

の贄の血。

　１年前の卯奈坂の時と同じように、梢子はそれを大事そうに取り込んでいく。

　柚明と同じように、桂の唇の傷をいたわるかのように、梢子の舌が桂の唇を優しく撫でる。

　

　「・・・ふっ。」

　「・・・んんっ・・・」

　桂もまた柚明と同じように、自らの聖なる『力』を梢子に口移しで分け与える。

　桂の『力』が梢子の中で月光蝶と化し、梢子の全身を駆け巡る。

　梢子の中に溢れる、桂の『力』と『想い』。

　そして桂もまた柚明と同じように、フラフラになって梢子に身体を預ける。

　

　「桂、姉さん・・・ありがとう・・・私なんかの為に、こんな事までしてくれて・・・」

　

　梢子は桂の身体を柚明の隣に・・・優しく壁にもたれさせる。

　柚明は身体を起こし、桂の唇の傷を月光蝶で癒してやる。



　「桂ちゃん、私と間接キスしちゃったわね。うふふ。」

　「えへへ、言われてみればそうだね・・・。」

　

　柚明の膝枕の上で、桂はとても満足そうな表情を柚明に見せる。

　とても疲れ切っているが、それでも梢子に『力』と『想い』を託した事への満足感に満ち溢れた、

桂の表情。

　そして桂と柚明に『力』と『想い』を託された梢子の表情は、輝きに満ち溢れていた。

　

　「それで・・・梢子ちゃん、どうかしら？」

　「はい・・・何だか私の中に桂と姉さんが入り込んでいるような感じです・・・」

　「そう・・・良かった。これで私と桂ちゃんは、梢子ちゃんと一心同体ね。」

　「姉さん・・・私は・・・」

　言いかけた梢子の言葉を、コハクがとても呆れた表情で遮った。

　「おい。」

　「うわっ！！・・・な、なんだコハクさんですか。驚かさないで下さいよ。」

　「・・・桂。柚明。お主ら・・・もう少しまともな血の吸わせ方は出来なかったのか・・・？」

　

　唇からの吸血。確かに「まともな吸い方」とは言えないだろう。

　コハクに突っ込まれて、梢子は今になってとても恥ずかしくなった。

　

　「まあそんな事はどうでも良い。梢子よ。準備はいいな？」

　「・・・はい、大丈夫です。いつでも行けます。」

　

　今の梢子の身体の中には、桂と柚明の『力』が宿っているから。

　今の梢子の心の中には、桂と柚明の『想い』が宿っているから。

　「桂と柚明はここで大人しくしていろ。梢子に血と力を分け与えてフラフラのお主らなど、いても邪

魔なだけだからな。取り敢えずお主らの護衛の為に、汀をここに残しておいてやる。ノゾミには余

計なお世話だと言われるかもしれんが・・・。」

　「あ、コハクさん、ちょっと待って下さい・・・梢子ちゃん、これ。」　

　桂は身体を起こして、梢子に鬼払いを差し出した。

　桂の『力』と『想い』が詰まった、梢子との絆の結晶の証。

　１年前の卯奈坂の時と同じように、桂は梢子に鬼払いを託す。

　「何かの役に立つと思うから、梢子ちゃんに貸してあげるね。」

　「うん、ありがとう。大事に使わせて貰うわ。」

　「だから・・・貸すだけだからね！？ちゃんと返しに来てよ！？」

　「・・・桂。それ、確か 1年前も私に言ったわよね？」
　「・・・えへへ、そう言えばそうだね・・・。」

　「約束する。必ず帰ってくる。桂と姉さんの下に。」

　そして梢子は桂と柚明と、誓いの指切りを交わす。

　必ず生きて戻ってくる・・・その誓いを心に秘めて。



　「・・・指切った。」

　ちゅっ。ちゅっ。

　桂と柚明と軽いキスを交わし、梢子は決意に満ちた表情で天照と鬼払いを手に、ヘリコプターへ

と向かっていった。

　渚を助け出し、遥の心を救う・・・その決意を胸に秘めて。

　そして梢子は今日・・・１年前の桂の時と同様、柚明とも新たな絆の契りを交わした。

　決して折れる事の無い確固たる絆・・・柚明との『アカイイト』の絆の契りを。
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