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一 二月

│
│
。

晴 れ た空 は どこ まで も 青く、 雲はど こか に隠れ てしま って まった く見え ない 。すが すがし いほ

それ はそれ で心地 よい のだが 、しか し、 乾燥し た日が 続い ている ことも 確か で…… 。

どの、 青一色 な空。

さい

め

い

びた

外に 出る前 にち あらは リップ クリ ームを 塗り直 した 。

「ん… …」

試 験休み 。
なべ

い つ もな ら賽 の目 ク ラ ブに入 り浸る ところ なの だが、 今日は ちあ らなり の幸せ 計画 があっ た。
そ れは、 鍋を するこ とであ る。
かねて から誰 かと 鍋を囲 んで食 べた いと思 ってい た。
くろは

それ は賽の 目クラ ブの 人たち でもよ かっ たのだ が、ち あら は何と なく、 鍋を 囲むと いう幸 せを 、
あ るじ

こぶし

主であ る黒 翼と分 かち合 いた いと思 ったの だ。
少し 高い食 材も 買おう …！
ぜい たく

ち あらは そう思 って 、グッ と拳を つく り、値 段に負 けな いよう にと心 を強 くする 。
さい せん

あお もの

つつ

な ぜ なら 日々 のお 賽 銭で 暮ら すちあ らは倹 約の 毎日で あり、 贅沢 という ものに 慣れ ていな いか

ら だ。そ れで なくて も最近 青物 野菜が 高くて 慎ま しく暮 らして いる という のに… …。
財布を 確認す る。
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あわ

一 六円し か入 ってい ない。
だが慌 てない ！
た

最近 、銀行 口座も 作り 、メイ ドカフ ェで バイト したお 金を せっせ と貯め てい るのだ 。
「今夜 は… …贅沢 、する ！」
ちあ らはも うい ちど自 分に言 い聞 かせる と、外 に出 た。
気 温は低 いがお 日様 は暖か い。
ま ずは銀 行に 行って お金を 下ろ さねば 。

ち あらが 住む 神社か ら銀行 は近 い。国 道六号 を数 百メー トル南 下す るだけ である 。
歩道を 歩きな がら 、ちあ らは買 うべ き食材 をあれ これ と考え た。
白菜 、ニラ 、ネギ 、水 菜、春 菊、し いた け、え のき。

か

き

お魚 にしよ うか？ それと も豚肉 ？ 鶏肉 ？
つみ れもい い。
さ すがに カニは 高そ うだけ ど…… 牡蠣 なら行 けるか も。
モ ツも捨 てが たい！
な どとあ れこ れ考え るだけ でも 、とて も幸せ だっ た。

銀 行 に 着 く と 、 師 走 と い う こ と も あ っ て か ATM
は行 列が できて いた。
まぁ 、別に 急いで いる わけで もない 。じ っくり と待と う。
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な にせ今 の自 分には スマー トフ ォンが ある。 いく らでも 時間が つぶ せると いうも のだ 。
「 あ…… 」
画 面 を 見 る と 、 な な み か ら LINE
が入 って いた。
『今日 は来な いんだ って ？ 明日は 来る ？』

かざ

つ

明日 も試験 休みだ 。そ して特 に予定 もな い。
『い く』
ち あらは 、短 くそう 送る。

『ん じゃ 、明日 クリス マス の飾り 付けね 。あ と冬コ ミの原 稿も 待って るわよ 』
『 ん、わ かっ た』
そうい えばも うク リスマ スか… …鍋 も作り たくな るわ けだ。
など と思う 。
あわ

今 年の 文化 祭 は去 年と 同じ カフ ェでは あるが 、ギ ャラリ ーも兼 ねる ため、 カフェ 要素 がだい ぶ
減り 、準備 はそ んなに 慌ただ しく ない。
ツ リーの 飾り付 けも 、文化 祭を意 識し てのも のであ る。

そ ういえ ば部 室には ツリー もな ければ 飾りも ない 。

『シ モジ マに買 いだし とか 行く？ 』

『たぶ んねー 。ウチ で使 ってた のとか 持っ てくる から、 それ 見て判 断する つも り』
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『 うちの

何年 前のだ と思 ってん のよ』

て巫女 装束で ないこ とを 思い出 し、バ ッグ から財 布と通 帳を 取り出 した。

あ

の 一 台が空 いた 。
ATM
そで
ちあ らは そ れを 見つ け ると、 とてて と駆 け寄り 、袖か ら通 帳とキ ャッシ ュカ ードを 出そう とし

そ こでち ょう ど良く 自分が 列の 先頭と なり、 ほど なくす ると

こ なみの その 答えに 、ちあ らも 賛同し た。

『わ かった 』

『大 丈夫、 大丈 夫。そ れにみ んな で買い に行っ た方 が楽し いじゃ ない ？』

『今、 買い 物に出 てるか ら、 必要な ものが あっ たら買 ってお くけ ど』

など という チャッ トを しなが らも、 列は 少しず つ少し ずつ 進んで 行く。

『あう 』

『 という わけ で、予 算の計 算は まかせ た』

『 電 球 も LED
じ ゃな いし 、エコ じゃな いと 思うわ けよ』
『要 する にお姉 ちゃん は新 しいの が欲し いん でしょ ？』

『掃 除すれ ばい いじゃ ない』

『埃す ごい し、ベ タベタ して るって 』

『別に いーじ ゃない 』

そこへ こなみ がチ ャット に入っ てく る。

!?
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「う ～～ ……」

普 段スマ ート フォン を使う よう になっ たから とい って、 相変わ らず メカは あまり 得意 ではな い。

画面の 「お 引き出 し」を タッチ して 、通帳 を先に と思 ったら ページ を開 いてな い。
「うう ～～～ ……」

も たく たと 記 帳さ れて いる 一番 最後の ページ を開 いて機 械に押 し込 み、キ ャッシ ュカ ードを 入
れる 。これ でよ うやく お金が 下ろ せると いうも のだ 。
暗 証番号 。
そ して金 額。
は て、高 級食 材とは いくら ぐら いする ものな のだ ろうか ？
一万円 で充分 な気 もする が…… 念の ため二 万円お ろそ うと決 断する 。
『に、 まん、 えん』
それ ぞれの ボタン を押 すたび に、心 の中 で復唱 する。
『か くにん ！』
最 後のボ タンを 押し たその 時だっ た。

自 分 が 入 っ て き た ATM
利 用 者のた めの小 さな 入り口 ではな く、 カウン ターが 並ぶ 大きな 入り
口 の方が 急に 騒がし くなっ た。
怒鳴り 声と悲 鳴。
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同 時に、 パン ！とい う乾い た音 。
何か入 り口の 方で 転がっ ていく 人が 見えた 。
周囲 にいた 人達が 一斉 に出口 に走ろ うと する流 れが出 来る 。

しか し、再 びパン パン という 乾いた 音が 鳴り、 客たち の動 きが止 まった 。
「ふ わ…！ 」

ち あ ら の 傍 ら で は 、 ぴ ぴ ー 、 ぴ ぴ ー 、 ぴ ぴ ー と ATM
が お金 と通 帳とキ ャッシ ュカ ードが まだ
まぎ
残 って いる こ とを 示 して いた ので、 ちあら は慌 ててそ れらを 抜き 取ると 周囲の 人達 に紛れ て身を
し わす

か がめた 。
この師 走のク ソ忙 しくク ソ寒い 時に 、銀行 強盗の よう だった 。
「動く な！ 大人 しく してい ろ！！ 」
ぞく

「おま えら が動か ずにい れば 、すぐ に終わ る」
賊は 三人。 両手 に銃を 構えて いる ヤツ、 がリー ダー だろう 。

他 の二人 は銃と 、銃 を持つ 反対側 の肩 にはス ポーツ バッ グをか けてい た。

そ の二人 が素 早くカ ウンタ ーに 駆け寄 り、ス ポー ツバッ グのフ ァス ナーを 開けた 。
見 た感じ 、銃 はトカ レフか な… …。
グリッ プの太 さ的 にダブ ルカラ ムは ないだ ろうか ら、 八発か ー。
チャ ンバー に一発 残っ てたら 、九発 。
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犯 人一人 が二 丁で、 二人が 一丁 ずつ持 ってる とい うこと は、最 大で 三六発 。
マ ガジン の入 れ替え は絶対 にさ せては いけな い。
わたし が一 番近く の犯人 と近接 する のに八 秒。制 圧す るのに 一〇秒 。
次の 一人に 近づく のに ……。

頭 の中 でシ ミ ュレ ー ション して も、三 人を制 圧す るのに 最速で 一分 はかか る。そ の間 に三六 発

「むむ ぅ… …」

う

は 撃ち 尽く せ てし まう だ ろう。 となる と死 傷者は 一〇人 以上 出るの は必至 。下 手した ら二〇 人超

み

こ

かな し ば

え る か も 。 7.62mm
は 貫 通力も 高い から撃 たれた 人の 後ろの 人にも 当た る可能 性があ る。
だん ご
特 にみん な団 子にな ってう ずく まって いるか ら、 余計だ 。

もち ろん ち あら には 巫 女とし ての魔 の力 がある 。ホー ルド パーソ ンとい う金 縛りを かける 術が
かん

」

ある が、 し かし それ を 行使 するに は立ち 上が って呪 文を唱 えな がら大 きな身 振り 手振り が必要 と

そん なこと をし てたら 、撃っ てく れと言 ってい るよ うなも のだ。

なる。 その 間約一 〇秒。

こ こは大 人しく して いた方 が良さ そう だとち あらは 判断 した。
こ

「待 たせ るんじ ゃねぇ よ！ 一 分経過 するご とに 容赦な く殺し てい く。さ っさと 詰め ろ

「 おまえ らの やり方 は解っ てて るんだ 。立て 籠も りに持 ち込ま れた ら勝ち 目はね ぇか らな」
「五分 以内に 出なき ゃ、 意味が ねーん だよ ！」
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と 言いつ つ、 最初の 一分が 経過 し、一 人が容 赦な く女性 行員の 頭を 吹き飛 ばした 。

」

行内に 悲鳴と ざわ めきが 響く。

おび

ば、 と頭に 手を やった まま、 怯え ている ような 表情 をする 。

「ふむ ー」

さらに その警 備員 が腰に 警棒を 携帯 してい るのも 見つ けた。

す る と左 隣 は年 配の 警 備員で 、他の 人と 同じよ うに手 を頭 の上に やって 立て 膝をつ いてい た。

ち あらは どん なポー ズがい いん だろう と、ふ と自 分の周 囲の人 を見 た。

ひざ

あ ぁ、 いや 、 そん な ことを 考え ている 場合じ ゃな い。自 分も同 じよ うに振 る舞っ てお かなけ れ

だいた い今 時銀行 強盗と か、 時代遅 れも甚 だし い。

は なは

とは いえ 、 自分 の 手の 内を 明かし てしま うと いうの もなん だか アホな 銀行強 盗だ なぁと 思う。

震えて いる者 も多 い。

周 囲は頭 をお さえて 、じっ とし ている 客達。

だ がカウ ンタ ーの方 はちあ らに は死角 だった 。

支 配人と おぼし き人 間の弱 々しい 声が 聞こえ る。

「は 、はや く金 庫をあ けて… …」

そし て別の 行員の 頭に 銃口を 向ける 。

「早く しろ
!!
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ち あらは そっ と腰を ずらし て警 備員に 密着す ると 、片手 でその 警棒 を抜き 取った 。
しやべ

警備員 が何 かを喋 ろうと したが 、ち あらは 首を横 に振 った。

「 あ…… 」

警棒 はご丁 寧にチ ェー ンが伸 びてい てベ ルトに 止めら れて いたの で、そ れも 外す。

また 銃声が 鳴っ た。

パンッ ！！

二 分が経 過し たよう だ。

悲 鳴とお そら く撃た れた行 員の 名前で あろう 。一 生懸命 それを 呼ん でいる 声がし ばら く続い た。

おそら く行員 を暴 行する 音であ ろう

「 うるせ ぇ、 同じよ うにな りた くなか ったら 、お 前もさ っさと 金を 運べ！ 」
怒号 と共 に 、何 かが ぶ つかる ような 音

│
│

や花瓶 が割

│
│

や ばん

れる音 などが 続く。

野 蛮だ なぁ な どと 思い なが ら、 ちあら は警棒 を自 分のお 尻の下 にや って、 また元 のよ うに両 手
を頭 に乗せ てじ っと時 を待っ た。

ち あ ら が 小 さ な 女 の 子 だっ た か らだ ろ う か 、 こ の 一 連 の 行 動 は 犯 人 た ち に は 見 向 き も さ れ な

か った 。そ も そも こ の広 いフ ロアで 三人は 監視 が行き 届かな い。 しかも 二人も カウ ンター にへば
り ついて いる のだか ら余計 だ。

さら に言 え ば、 銀行 に は二階 以上も ある わけで 、すで に二 階の行 員が通 報し ている だろう とち
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あ らは思 った 。だと すれば 五分 以内に 警察は 来そ うなも のだが …… 。
ま

ず

警察が 来る前 に犯 人達が 逃げる よう なこと があれ ば、 襲撃し なけれ ば。

だが 、今は 不味い 。三 人が集 まった とき がよい 。そう すれ ば制圧 時間は 大幅 に短縮 できる 。
しか も、で きれば 不意 打ちが 良い。

＊

＊

ちあ らはそ う決 めると 、じっ とカ ウンタ ーの方 を見 つめた 。

＊

どれ くらい の時間 が経 ったの だろう か？

た

「よー し、そ れで充 分だ 」

いや 、もち ろん大 した 時間は 経って いな い。が 、ちあ らに は結構 長い時 間の ように 思えた 。
実際 、周囲 の客 たちも 同じこ とを 思った だろう 。
し かし銃 声は三 分目 以降は 聞いて ない 。

お そ らく 行員 たち が 下手 な時 間稼ぎ をせず 、素 直に金 を詰め るの に応じ たから だろ うとち あら

犯人た ちは二 人が スポー ツバッ グを 肩にか け、二 丁持 ってい るリー ダー の元に 集まっ た。

は 推測し た。

ちあ らはや ったと 思っ た。
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し かしま だダ メだ。
三 人が銀 行の 外を向 かなけ れば 。

先頭 の二 人 が出 入 り口 のド アをく ぐると ころ まで、 リーダ ー格 は後ろ

つまり 銀行 内側

すると スポ ーツバ ッグを 持った 二人 が外に 向かっ て歩 き出し 、リー ダー 格が続 いた。

│
│

│
│

どう やら前 の二 人は一 度立ち 止ま って、 外の様 子を 見るか 何かし たら しい。

を気に して いた。 が、出 入り 口を出 ようと した ところ で、前 の二 人にぶ つかっ た。

にぎ

と リーダ ー格 がうざ ったそ うに 叫んで 、前を 向い た。

「さ っさと 行け ！」

チ ャンス 到来 ！

ちあ らは ケ ツの 下に 敷 いてあ った警 棒を 握って 一気に 駆け 出すと 、それ を見 ていた 人達が ざわ
めく余 裕もな く、一 瞬で リーダ ー格の 男に 追いつ く。

そ して ジャ ン プし てそ の男 の頭 に抱き つくよ うに 飛びつ き、頭 に全 体重を のっけ て後 ろへ引 き
倒し た。そ の時 に首を ひねる のを 忘れな い。

ブ チッ と いう 感触 が ちあ らの手 の平に 伝わ る。筋 肉か、 腱か 、血管 か、と にか く何か が千切 れ

リ ー ダー 格 の男 はそ の まま後 ろへ倒 れて いく。 そのバ ラン スが完 全に狂 った ところ で、ち あら

たよ うだ 。

はそ の男 を蹴 っ 飛ば し て、さ らに 前にい る二人 へと 跳躍し た。リ ーダ ー格の 男は声 を上 げるこ と
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し

し

も できず 、そ の場に 四肢を 投げ 出し豪 快に頭 を歩 道にぶ つけて 大の 字に倒 れた。
ふ ところ

前の二 人の片 方は 異常に 気付き 始め たとこ ろで、 こち らを振 り向こ うと してい た。
ちあ らはそ の懐に 飛び 込むと 、思い っき り股間 を警棒 でぶ ち叩い た。
「ぷき ゃ！ 」

不思 議な声 を上 げる犯 人。そ のま まもん どり打 って 、股間 をおさ えな がら倒 れてい く。
三 人目。

さ すがに ちあ らの襲 来に気 付い ており 、銃口 をち あらに 向けた とこ ろだっ た。

こ

づ

けい どう みやく

し かしち あら は動き を止め もせ ず、警 棒で思 いっ きり銃 を持っ てい る手を ぶっ叩 いた 。

あご

拳銃を 握る指 の骨 が砕け る確か な手 応え。
同時 に警棒 がひん 曲が る。
しか しそん なこと はお 構いな しだ。

銃 を落 とし 、 痛み の 声をあ げる 犯人の 顎を警 棒で 小突い て顔を あげ させる と、頸 動脈 めがけ て
一気 にひん 曲が った警 棒を振 り上 げた。

首 の骨ま で逝 ってし まった ので はない かと思 うよ うな爽 快な音 が、 乾いた 冬の空 に響 く。

わ ずか二 〇秒 。三人 の賊は 歩道 の上に 倒れた まま 、ピク リとも 動か なくな った。
しかし まだ終 わり ではな い。

ちあ らは胸 、ちょ うど 心臓の 上辺り に右 手を当 てると 、力 を込め て叫ん だ。
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ハズ ミノナ ミ

「勢 波！ 」

そ の 叫び が 終わ ると 同 時に「 バチッ ！」 という 何かが ショ ートし たよう な瞬 発的な 音が聞 こえ

同時 に信号 の制御 ボッ クスか らも、 ボン ッとい う音が 続く 。

たかと 思うと 、上の 方か らバン ッとい う破 裂音が 響いた 。

ま た通 りが か った 車 も何台 か電 子機器 がやら れた らしく 、立ち 往生 してし まう。 そこ へ数台 が

そし て…… この辺 り一 帯が停 電した 。

追 突し た模 様 で、 けた た ましく あちこ ちか らクラ クショ ンの 音が聞 こえる 。い や、信 号が消 えて

ち あ らは お そら く自 分 に向け られて いる であろ うスマ ート フォン などの カメ ラを誤 動作さ せる

しま った ための 事故か もし れない 。

その 影響で 電柱ト ラン スや信 号の制 御ボ ックス などに まで 影響を 与えて しま ったの である 。

べく、 ありっ たけの パワ ーの電 磁波を 放出 したの だった 。

ち あら はそ れ を確 認す る余 裕も なく、 目の前 のま さに発 進しよ うと してい る車の リア ドアを あ

」

運 転席の 男が 怯える ような 表情 を見せ る。

おび

後 部差席 にきち んと 座ると 、ちあ らは 首をも たげ、 バッ クミラ ーを見 る。

ける と、乗 り込 んだ。 案の定 、す ぐに逃 走でき るよ うに、 ドアは ロッ クされ ていな かっ た。

「

既に 車は 発 進し たか と ちあら は思っ たの だが、 運転手 は一 生懸命 車を発 進さ せよう として いる
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だ けで、 一向 に車が 動く気 配は なかっ た。
「ん… …」

お そら くち あ らか ら発 生し た強 力な電 磁波に よっ て、機 器が何 らか の影響 を受け たの だろう 。

車種 はハイ ブリッ ド車 。

ち あらは この場 のイ ニシア ティブ をと ったこ とを確 信し た。

電源 周りも 損傷 してい るかも しれ ない。

「 あな たは 人 を傷 つ けて はい ない。 素直に 自首 して、 あの三 人の 愚行を しっか りと 説明す る責任
が ある」

ちあ らは 落 ち着 いた 声 でそう 言った のだ が、男 は恐怖 から か、そ れとも 逃げ ること に一心 だっ

浅は かだな ぁ…… と思 うが、 しかし 追い かける 気にも なれ なかっ た。

たのか 、ドア を開け て外 へと飛 び出し た。

そこ へ後ろ の事 故を抜 けてき た車 だろう か？

け っこう な勢い で走 ってく ると、 ちょ うど飛 び出し たそ の男を 跳ね飛 ばし た。
あ ーあ。

ち あらは 呆れ たよう に短い ため 息をつ く。ま ぁ、 追いか けて行 動不 能にす る手間 は省 けた。

跳ね飛 ばした ドラ イバー が慌て て出 てきて 、男に なに か話し かけた りし ている 。

そう こうし ている うち に、色 んな所 から サイレ ンの音 が聞 こえは じめた 。
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あ とは警 察と 消防に 任せた 方が 良さそ うだ。

こ の 状況 を 作り 出し た のが誰 である か、 蔵前警 察署と いう かこの 近隣の 警察 署の人 間なら すぐ

それ よりも ……！

に解る だろう 。おそ らく 数時間 後には 、自 分に事 情聴取 の電 話がか かって くる はずだ 。

お金 はちゃ んと 下ろせ たので 、今 度は買 い物だ 。

「鍋の 食材 を買わ ねば」

ち あらは サイ レンが 現場に 到着す る前 に、い そいそ と車 から車 道側に 降り た。

＊

＊

現 場は野 次馬 がかな り集ま って いたが 、さっ さと 道路を 渡り、 現場 から離 れた。

＊

本 当は 肉類 は いつ も 利用し てい る肉屋 で買い たか った。 しかし その 肉屋は 銀行の ある 交差点 の

それ から秋 葉方向 に五 〇〇メ ートル ほど 歩く。

仕 方ない ので 一番大 きなス ーパ ーマー ケット に行 くこと にした のだ 。

ほぼ お向か いに あり、 野次馬 や警 察の展 開など を考 えると 利用し ない 方が良 さそう だっ た。

そ こなら 一つ 一つの 店を回 らな くても 、食材 がす べて手 に入る 。
スーパ ーに入 って 、よう やく一 息。
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な んとな く気 が立っ ていた こと に気付 く。

別に 緊張 し たと か、 そ ういう ことは ない が、こ れから 楽し い鍋の 時間を 過ご そうと 思って いる

犯人 を制圧 して、 それ でちあ ら的に は終 わった ことに なっ てしま った。

のに、 銀行強 盗とか 余計 なこと するん じゃ ないと いう思 いが 強かっ たのだ ろう 。

撃た れた人 をケ アする べきだ った のでは と、ち ょっ と思っ たのだ 。

特 に命に 関わる 場合 、消防 よりも 自分 の方が うまく 対処 できた かもし れな い。

い や、干 渉し すぎる のもよ くな いと思 った。

「… …… 」

犯人を 制圧し ただ けで、 よしと しよ う。

さ ぁて 、食 材 を決 めな がら のシ ョッピ ングだ と心 を入れ 替えた とこ ろに、 ふと気 にな るもの が

ちあ らは自 分の心 でそ う決め ると、 生鮮 食品売 り場へ と足 を運ん だ。

醤 油、薄 口醤油 、白 味噌、 チゲ、 キム チ、ち ゃんこ 、も つ鍋、 坦々ゴ マ… …。

目に 飛び込 んで きた。

そ う、鍋 の割 り下で ある。
さ んぜん

何 味の鍋 にす るか、 決めて いな かった ……！
鍋の具 になる 様々 な野菜 の前に 燦然 と輝く 、鍋の 素た ち。
「ふぉ ぉぉぉ ……！ 」
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ど れも美 味し そうだ 。

味 噌も捨 てが たい… …。も つ鍋 ……。 寒いか ら辛 いチゲ や坦々 ゴマ もよさ そうだ 。
迷う… …。
やは り贅沢 という 気持 ちを味 わいた い。

貧 乏な ちあ ら の頭 の中 に浮 かん だのは 、カニ 、牡 蠣、す きやき （高 級な牛 肉）の 三つ だった 。
野菜 売り場 の前 を、ウ ロウロ 、ウ ロウロ 。
う ー、カ ニは 諦める として も、牡 蠣か すきや きか悩 む。
た だ黒翼 はア レで実 はけっ こう 小食。

テ トメト はそ もそも 熱いも のは 食べら れない 。そ れに海 産物の 方が 喜びそ う…… 。

＊

＊

ず

しよう が

ちあ らは鍋 の種類 を決 めると 、野菜 たち を買い 物カゴ へ入 れはじ めた。

「うん む」

＊

ゆ

あ れこれ と買 ってい たら、 両手 いっぱ いにな って しまっ た。
ち あらの 細腕 にはち ょっと つら い。

小食 だか ら そん なに 買 ってい ないつ もり だった のだが 、柚 子や生 姜、ゴ マな どのち ょっと ひと
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カ ラクリ

味 をくわ える ものも 買って しま った。 今まで 買っ たこと がない 岩塩 まで。
「ふ、 は、ふ 、は… …」
ちょ っと歩 いては 少し 休む。
いつ もの倍 くらい の時 間をか けて、 よう やく機 巧屋の 前に ついた 。

機 巧屋の ドアを 開け ると、 相変わ らず 中で黒 翼が時 計と 格闘し ていた 。

「お や、こ んな 時間に 」

ち あ らは 両 手い っぱ い のエコ バッグ とそ れらに 入りき らな かった 買い物 袋を 椅子の 上に置 く。

そ んなに 直す ものが あるの かと 、いつ も不思 議に 思う。

お

い

少し汗 をかい てし まった 。

黒翼 がぴょ んと椅 子か ら飛び 降りる と、 嬉しそ うに笑 う。

「お、 何か美 味しい もの を買お うてき たの か？」

ち あらは そう言 って 買い物 袋に手 を入 れると 、牡蠣 をと りだし 、胸を 張っ た。

「ん ……鍋 をし ようと 思って 、い ろいろ 買って きた 」

「お ぉ… …」

そこへ 、茶菓 子と お茶を 入れて きた テトメ トが店 の奥 から出 てきた 。

「 なんぬ 、ど うかし たのか ぬ」

「馬鹿 者！ 菓子 など 食うて る場合 では ないぞ 、テト メト！ 」
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「な んぬ なんぬ

お茶 にした いと言 った のは、 黒翼様 だぬー 」

テ トメト は少 し残念 そうだ 。
「 大丈夫 、白 身魚も 買って ある 」

」

「 いろい ろ買 ってき てから 言う のもお かしい けど ……調 理でき る所 ってあ る？」

茶 菓子を 食べ ている のはよ く見 るが、 実際に 食事 をして いると ころ を見た ことが ない 。

この 一人と 一匹 の普段 の食生 活と なると 、実は 謎に 包まれ ている 。

とり あえず この 一人と 一匹が お気 に召す 食材は 用意 できた ようだ とち あらは 安心し た。 しかし 、

テト メトの 口元か らよ だれが 自然と 漏れ る。

「ふぬ ー

ちあら は得意 顔の まま、 今度は 鯛を 出して 見せた 。

たい

「と は言っ たも のの、 牡蠣は あん まり吾 の身体 に良 くない ぬ」

われ

黒翼 が本当 に嬉 しそう に牡蠣 をマ ジマジ と見つ める 。

「大粒 でぷ りっぷ りだ。 こっ ちは小 粒だが ツヤ がいい 。広島 産と 三陸産 とみた 」

「おぉ ……牡 蠣ぬ！ 海のミ ルクぬ ！ 天然 のフォ アグラ ぬ～ ！」

黒翼が ちあ らの手 からふ んだく るよ うに牡 蠣の入 った 袋をと ってテ トメ トに見 せた。

「 コレを 見ろ 、テト メト」

!?

「ちゃ んとあ るぬー 」
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テ トメト は店 の奥へ とちあ らを 案内し た。

機巧 屋の 入 るビ ルは 雑 居ビル である 。ど うせあ っても オフ ィスに 備え付 けて あるよ うな簡 易的

だが 鍋一つ 温めら れれ ばいい わけだ から 、それ で問題 はな い。

なもの だろう とちあ らは 想像し ていた 。

明 らか に 階段 の段 差 とテ トメト の足の 長さ はあっ ていな いの だが、 テトメ トは 小気味 よく階 段

売り 場の奥 はす ぐに階 段にな って いた。 その予 想外 の作り にちあ らは 少し驚 いた。

後 に 続く と 登っ た先 に はダイ ニング 、キ ッチン 、リビ ング がちゃ んと揃 って いた。 そして 寝室

を上 って いく。

とおぼ しき部 屋も。 とは いえそ こはド アが 閉まっ ていて 何の 部屋か は解ら なか ったが 。

テト メトは キッチ ンに 案内す ると、 土鍋 を出し てきた 。

「こっ ちぬ～ 」

「お ー」
「鍋 を囲ん で食 べるな ら、カ セッ トコン ロの方 がよ さそう だぬ」

テ トメト はキ ッチン の上の 棚を 開ける と、カ セッ トコン ロを取 り出 した。

包 丁 は 自 分 が 使 っ て い る 刀 と 同 じ 紋 が 掘 っ て あ っ た 。 あ の 刀 鍛 冶 に 作 ら せ た の か … … と、

もん

「 包丁も まな 板もあ るぬ。 食器 はこっ ちに取 りそ ろえて あるぬ 」

ちょっ と頭が クラッ とす る。
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食 器もど れも 高そう なもの ばか り。
「 これで 充分 かぬ？ 」
「あり がと、 充分」

「ぬ ふ、 そ れは よか っ たぬ 。二階 で食べ るな ら、店 を閉め るた 方がよ さそう だぬ 。黒翼 様に相 談

そう 言って テト メトは 下へと 降り て行っ た。

してく るぬ ～」

そ ういえ ば黒 翼は睡 眠を必 要とし ない ことを ちあら は思 い出し た。
と いうこ とは 機巧屋 は二四 時間 営業し ている のか ……と 思った 。
「 あ、エ プロ ンがど こにあ るの か聞く のを忘 れた ……」
ちあら は食材 をテ ーブル に並べ てか ら、そ のこと に気 付いた 。
どこ かにあ るだろ うか ？
と、 テキト ーに引 き出 しをあ さって みる が、そ れらし いも のはな い。
もと もと調 理し なさそ うな一 人と 一匹で ある。
で もそれ にして は調 理器具 は充実 して いる。
が ……。
「 使った 形跡 がない ……」
これだ け立派 な包 丁や食 器が揃 って いると いうの に、 どれも 新品だ 。
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＊

＊

はし

ご

ま

さ ら に言 え ばダ イニ ン グのテ ーブル セッ トも、 ほぼま っさ らだ。 あの一 人と 一匹は 本当に あの

＊

時計の ある売 り場だ けに いるの だなと 思っ た。

わん

「煮 たって …き た…！ も うだ いたい 食べら れる と思う 」
「お ぉ… …椀を もてい ！」
「 ふんぬ ー！ 」
黒翼の 号令一 下、 テトメ トとち あら も椀を 手に持 ち、 箸を構 える。
ゆ

ず

「お つゆ は 薄め 。味 が たり なかっ たら、 味噌 、ぽん 酢を自 分の お椀に 足す。 薬味 は胡麻 、生姜 、
柚子、 ネギ とかい ろいろ 用意 した」
小さ な小皿 に色 とりど りの薬 味が 用意さ れてい る。
至 れり尽 くせり だ。

たら

「ど れど れ、ま ずはス ープ を…… 」
「 吾は冷 まし て食べ るぬ」
「猫だ から仕 方ない 、お 魚は鯛 と鱈が 入っ ている 」
「あり がたい ぬ」
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そ れから しば らくは 、鍋の 音で 部屋が 満たさ れた 。
鍋 から具 をよ そう音 。
はふは ふと 熱い具 を食べ る音。
テト メトの ふーふ ーと いうお 椀に盛 られ たもの を冷や す音 。
箸の 音。
ぐつ ぐつと 煮立 つ鍋の 音。
身 体が温 まる 。
部 屋は蒸 気で もくも くだ。
「 うむ、 うま い」
不意に 黒翼が ぼそ りとつ ぶやい た。
「それ はよか った」
ちあ らは嬉 しそう に笑 う。
「し かし、 どう して鍋 を？」
白 菜を食 みなが ら、 黒翼が ちあら を見 つめた 。

「ん …… わから ないけ ど… …なん となく 、鍋 をした ら幸せ な気 分にな れるか なと 思って 」
「 ふむ… …」
「しあ わせだ ぬー。 鱈の 身が柔 らかく てほ っぺた がとろ けそ うぬ～ 」
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「 幸せを 探し たかっ た？」
「ん、 どうだ ろ…… そう 、かも 」
「別に 不幸で もある まい 」
「コク 」
ちあ らは頷 いて から、 少し考 えた 。
「で も、幸 せに 思う気 持ちは 、多 いに越 したこ とな い」
ど うして 幸せ な時間 を過ご した いかと いう理 由を 述べた 。
「 なるほ ど」
黒翼が 納得し て、 笑みを 浮かべ る。
「あっ たかい お魚も いい ものだ ぬ」
「最近 缶詰 おおか ったし ね」
「そ うぬ、 黒翼 様は調 理しな いか ら、既 製品ば っか りぬー 」
「だ と思っ た」
こ の一人 と一 匹の食 事事情 は、 ちあら の想像 した 通りだ った。

黒翼は 笑う。

「 ま、食 わな くても 生きて いけ るから ね」

「でも 、美味 しいも のを 食べる のは、 心地 いいも のぬ～ 」
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別 に 食わ なく て も生 き ていけ るもの の、 美味し いもの を食べ ると 言うこ と自体 はこ の一人 と一
匹 にも幸 せに 感じる ようだ った 。

不意 に黒翼 がニヤ つい た。

「そう そう、 昼間は ご苦 労様」

「昼間 ？」
「銀 行」
「あ ……」

ち あ らは 慌 てて スマ ー トフォ ンの着 信履 歴を見 た。が 、警 察から の連絡 は入 ってい なかっ た。

そ ういえ ばあ まりの 鍋のお いし さに、 銀行で のこ とを忘 れてい た。

「大丈 夫、警 視庁か らは わたし の方に 問い 合わせ が来た から 」
「ほ… …」
ちあ らは安 心する 。

「駆 け つけ た 警察 官に よ って制 圧され たと いうこ とにし ても らった 。目撃 者か ら異論 は出そ うだ
けど 、そこ は警 察の力 にまか せよ う」
「ん 」

「 信号機 や変 圧器を 壊した こと は黙っ ておい た。 ま、彼 らでも 解ら ないと 思う」
「あり がと」
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「 犯人は 皆重 傷だけ ど、命 に関 しては 心配す るに は及ば ない。 ちょ っと過 剰防衛 では あった けど、
銃を持 ってい たし、 問題 ない」
「よか った… …」

「被 害 者は 二人 死亡 、 一 人意識 不明の 重体。 重体 の行員 は頭を 撃た れてる から、 回復 しても 後遺
症は 残るだ ろう ね」
「そ う…… ちょ っと鍋 を囲ん でい るのが 悪いよ うな 気もす る」
「そ う？ 」
「 そう、 でも ない？ 」

「悲 しい こと と 喜ぶ べ きこと が同 時に起 きてし まう のは別 に珍し いこ とじゃ ない。 人が 亡くな っ

てい く瞬 間 にも 、誕 生 する 命はあ る。そ の命 の誕生 を、人 が亡 くなっ ている から と言っ て喜ば な
いのは おか しい」
「ふ むー」

「ま 、確か に？ 人が 死んでい るのが 解って いるの に、鍋をするちあら の肝っ玉もどうかとは思
うけ ど」
「 あう」

「けど 、あの 銀行強 盗が なけれ ば普通 に鍋 が楽し めてい たと いう事 実もあ る」
「コク 」

26/77

the blue lid

「だ から 、わた しはそ んな に気に 病む必 要は ないと 思うけ ど？ 」
「 コクコ ク」

「そ もそ も、 わ たし た ちと亡 くな った人 になん の関 係もな い。そ んな ことで いちい ち喪 に服し て

いたら 、わた したち は死 を感知 するた びに 喪に服 さなけ れば ならな くなる 」
そん なのは 面倒く さい 。
とい う黒翼 の気 持ちは 、その 声と 態度で すぐに 分か った。
「黒 翼？」
「な に？ 」
「 撃たれ た人 を救う ことは …… しては いけな い？ 」

亡く なっ た 人を 生 き返 らせ るのは 、まだ ちあ らには できな いが 、撃た れた人 を後 遺症な く治癒

ちあら はふと 思い ついた ので、 聞い てみた 。

するこ とは できる はずだ 。
「さ ぁ？」
だ が、黒 翼の答 は予 想に反 したも のだ った。
イ エスか ノー と思っ たのに …… さぁと は…… 。
「 どうい うこ と？」
ちあら は素直 に疑 問をぶ つけた 。
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こん ぱく

「 人を生 き返 らせる 力があ るな ら、し たかっ たら すれば いい」
「じゃ ぁ…… 」

「け れど 、 死ん だと い うこ とはそ の魂魄 はこ の現世 から別 の場 所へと 管理が 移る と言う こと。 そ
こ なた

して生 き返 らせる と言う こと は…… 」
「そ の管理 を、 此方へ と戻す こと 」

「 そう 。た だ 生き 返ら せ ればい いわけ じゃ ない。 その責 任が 持てる なら、 生き 返らせ ればい い」

肉 体 と精 神 の魂 であ る 魂魄は 、生き てい る間は 本人の もの だ。も ちろん その 者が何 かを信 仰し

そ れはち あら にはよ く解ら ない 事案で あった 。

てい た場 合、 信 仰し て いた相 手が 加護し たりす るし 、守護 神や守 護霊 がいる 場合も 、同 じよう に

し かし 、死 ぬ とそ の魂 魄は 本人 のもの ではな くな り、信 仰して いた 相手や 守護者 、も しくは そ

魂魄に 影響を 与える 。

の死 ん だ場 所 を支 配し て いる神 預かり にな る。し たがっ て生 き返ら せるに は、 それら の者か ら何
らか の許可 をも らうか 、ムリ ヤリ 奪うこ とにな る。
「じ ゃ、 じゃぁ 、傷を 癒や すこと は…… ？」

「 それも 、好 きにす ればい い。 人を生 き返ら せる よりハ ードル は低 いしね 」
「ふむ ー！」
じゃ ぁせめ て、重 体の 人を治 してあ げよ う。
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ち あらは そう 思った 。
「 ちあら ？」
「なに ？」
「死は 、非可 逆。そ れを 忘れて はいけ ない 」
「非可 逆… …？」

「生 き てい れ ば、 失っ た ものす べてを 取り 戻すこ とは難 しい として も、少 しで も取り 戻せる チャ

ンス はある し、 失った ものよ りも もっと 価値あ るも のを得 られる チャ ンスも あるけ れど ……死 は、
その いず れも許 容しな い」
「 言いた いこ とが解 らない …… 」

「 軽 々 し く 、 生 き 返 ら せ る な ど と い う こ と は 言 う べ き で は な い っ て こ と。 た と え そ れ が 可 能 で
あった として も、ね 」
「あ… …」

「わ たした ちは 人を超 える力 を有 してい るけれ ど、 それゆ えに好 き勝 手に使 ってい い力 じゃな い。
思っ たら、 次は まずよ く考え て」

ち あらは 自分 が浅は かだっ たこ とに気 付き、 すこ し意気 消沈し た。

「は い… …」

そんな ちあら を見 て、黒 翼は優 しく 笑うと 、そっ とち あらに メモを 渡し てくれ た。
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そ こには 住所 と、そ して病 院名 、さら に患者 の名 前と病 室が書 いて あった 。
「まだ 集中治 療室に いる 」
「黒翼 ……」

「治し たい と思う なら、 行っ てみる といい 。た ぶん、 色んな こと が、解 る」

こ の時、 ちあら は誤 解して いた。

「あ 、あり がと ……」

＊

＊

治 癒した いと いう気 持ち、 思い 。それ が黒翼 に認 められ たのだ と。
ち あらは そう 思った のだ。

＊

翌日 、ちあ らは 授業が 終わる と、 すぐに 学校を 飛び 出した 。
『あ れー？ ちあら どこに いる のよ？ 』

に は ななみ から そんな メッセ ージが 入っ ていた 。
LINE
確 かに今 日は クリス マスの 飾り 付けを するこ とに なって いたが 、し かし、
『ちょ っと遅 れる』
とだ け返信 したち あら は、す でにお 茶の 水に立 ってい た。
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し かし病 院と いう所 は…… 。

あまり 好き な場所 ではな い、と いう ことが 解った 。

「 うー… …む ー…… 」

当然 である 。

あり とあら ゆるネ ガテ ィブな 情報が 、ち あらの 脳に勝 手に 届くか らだ。
痛み 、苦し み、 悲しみ 、絶望 。

とが

も ちろ ん 病や 怪我 を 克服 しよう とする 強い 気持ち や、励 まし 、やる 気、回 復し たこと による 喜
びな ども 感じは するが 、ネ ガティ ブな感 情の 方が圧 倒的に 強か った。
そ して病 院に 巣くう 様々な 負の 存在。

ちあ らは そ れら を無 視 して、 病院へ と入 った。 大病院 とい うこと もある せい か、誰 に咎め られ

るで もな く 、ち あら は 病院 の中に 入るこ とが 出来た 。これ はこ れで問 題のよ うな 気もし つつ… …

建物 が巨大 なの で、案 内板を 確認 しなが ら移動 する 。

エレベ ータ に乗り 込む。

そ の間 に も様 々な も のが ちあら にまと わり つく。 それら は患 者にと りつく 邪鬼 の類も あるが 、

ちみもうりよう

そ れよ りも 多 いの は 守護 霊の 類だっ た。自 分の 手には 負えず 、守 護すべ き患者 を守 り切れ なかっ
た 霊たち が、 ちあら にすが りつ くよう にまと わり ついた 。

そう いっ た 守護 たち の 患者は 、単純 な病 気や怪 我では なく 、呪い や他の 力あ る魑魅 魍魎や 神な
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ど によっ て健 康を奪 われて おり 、守護 の力が 及ば ないの だ。
おそら くちあ らの 霊的な 力を感 じ、 寄って きたの だろ う。

そ して 黒翼 が 怪我 を治 すこ とさ えも、 あまり 乗り 気では なかっ たこ とをよ うやく 理解 出来た 。

ただ 、ただ 、ちあ らは ここに 来たこ とを とても 後悔し た。

そし てそれ は当 然のこ となの だと 言うこ とも。

こ の病院 の中に 、ど れだけ 癒やし を必 要とし ている 人達 がいる ことか …！
し かしち あら はその 中のた だ一 人だけ を癒や しに 来た。

こ の病院 には 同じよ うに癒 やし を求め ている 人達 がたく さんい ると いうの に。

もちろ んちあ らの 手に負 えない 人も いるが 、少し 術を 使えば 治る人 もい るわけ で…… 。
何故 、一人 だけ癒 やす のか？
他の 人はい いのか ？

いや 、みだ りに 力を使 うもの では ない。 目的の 人物 だけ癒 やすの が正 しい力 の使い 方だ 。
「… ……」

色 ん な考 えが ちあ ら の頭 の中 をぐる ぐると 駆け 巡った 。自分 には 人を癒 やす力 があ る。ま だ医

けれど ……。

学 でも到 達で きてい ない領 域に ついて も、癒 やす ことが できる 。

この 病院に いる人 全員 を癒や すこと は、 正しい ことな のだ ろうか ？
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救 済 とい う意 味 では 正 しいこ となの だろ う。な ぜなら 、そも そも 病院の 目的と は、 来院す るす

だか ら自 分 も、 この 持 てる限 りの力 を使 って、 この病 院に いるす べての 人を 癒やす ことは 、間

べ ての患 者を 治すこ となの だか ら。

違いで は…… ない… …は ず。

でも そうな ってく ると 、病院 はここ だけ じゃな いとい う話 にもな ってく る。
日本 全国に 、い や、世 界にい った いいく つの病 院が ある？
そ もそも 病院 に来ら れない 患者も いる 。

考 えれば 考え るほど キリが ない 。

「う …… 」

ちあ らは思 考をい った ん止め た。

「今は ……あ の人の こと だけ考 える」

今 日は あの 銃 で撃 たれ た行 員を 癒やし に来た ので ある。 病院に いる 人すべ てを癒 やし に来た わ

＊

＊

けで はない 。ち あらは 自分の 心に そう言 い聞か せる と、目 的の場 所へ と歩き 出した 。

＊

目的の 集中治 療室 に来る と、警 官が 二人立 ってい た。

33/77

the blue lid

そ のそば で医 者らし き人物 と話 してい るのは 、お そらく 刑事で あろ う。
「こん にちは 」

刑 事は ちあ ら に気 付く と軽 くあ いさつ し、医 者に ここに 来たも う一 つの用 事があ るこ とを告 げ

ちあ らは話 してい る刑 事の方 に声を かけ た。

て、 ちあら を医 者の前 に引っ 張っ た。
いら だ

あき

「今 、容態 を説 明した じゃな いで すか。 面会な んて ムリで す。そ もそ も会話 などで きま せん」
医 者は苛 立っ たよう な、呆 れた ような 表情を した 。
「 別に事 情聴 取する わけじ ゃな い。た だ見る だけ だ、見 るだけ 」
刑事は そう言 うと ちあら を集中 治療 室の中 へ通そ うと した。

いさ

すき ま

「ちょ 、ちょ っと、 何勝 手に… …！」
「まぁ まぁ 」

運 良く こ こは 無菌 な どを 必要と する施 設で はなく 、ちあ らは 紫外線 とアル コー ルの除 菌だけ 済

刑事 が医者 を諫 めてい る隙間 を通 って、 ちあら は集 中治療 室へと 入っ ていく 。

患 者 に近 づ くと 、特 に 負のオ ーラは 感じ られな かった 。死 を招く ような 運命 に縛ら れてい ると

ませ ると 、目的 のベッ ドに 向かっ た。

か、 呪い がか か って い るとか そう いうこ とはな さそ うだ。 ならば 単純 に彼女 の脳を 元に 戻して あ
げれば 良いだ けであ る。
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今 、この 人の 脳の中 では何 が起 きてい るのか 、ち あらは 彼女の 意識 に潜り 込む。
「 あ…… 」
にし ま ごめ

気付く とち あらは 電車に 乗って いた 。

ドア の上部 にある 方向 幕を見 ると西 馬込 駅行き だとい うの が解る 。浅草 橋駅 を通る 電車だ 。
車内 はかな り混雑 して おり、 それは 通勤 ラッシ ュのよ うに 思えた 。
ただ 、車内 はと ても静 かだっ た。 電車の 音さえ も、 聞こえ ない。
くら まえ ばし

し かし、 車内 アナウ ンスだ けは聞 こえ てくる 。
蔵 前橋駅 に到 着した 。
次 は浅草 橋だ 。

ちあら はよう やく 座席に 座って スマ ートフ ォンを いじ ってい る行員 を見 つけた 。
出発 のジン グルが 鳴り 、ドア が閉ま り、 そして 車両が 加速 してい く。

す ぐに 次の 駅 のア ナ ウンス が流 れる… …はず だっ たが、 電車は 何の アナウ ンスも なく 、次の 駅

蔵前 橋と浅 草橋は そん なに離 れてな い。

ド アが開 く。

で止 まった 。

浅 草橋駅 だ。
客はピ クリと も動 かない 。ただ 黙っ て、電 車の出 発を 待って いる。
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ち あらは 思い 切って 行員に 話し かけて みた。
「この 駅で、 降りな いの ？」

ス マー トフ ォ ンに 没頭 して いた 行員が 少し驚 いた ような 、怪訝 そう な表情 をして 顔を 上げた 。

「え？ 」

ち あらは 言葉を 続け る。

「こ の駅は 、あ なたの 勤め先 のあ る駅」

だ が行員 はそ う答え ると、 また スマー トフォ ンへ 視線を 落とし た。

「こ の駅 、名前 しらな いの 」

確か に駅 名 標に は本 来 あるは ずの『 浅草 橋』と いう文 字が 書かれ ていな い。 真っ白 だ。し かし
両隣の 駅名は それぞ れ書 いてあ る。
「ここ は、 私の降 りる駅 じゃ ない」
女性 はスマ ート フォン をいじ りな がら首 を振っ た。

電 車は音 もなく ドア が閉ま り、そ して 音もな く次の 駅へ と加速 してい く。

し ばらく する と、電 車はい つの 間にか 始発駅 であ る押上 駅に戻 って いた。

が、 ドア が 開い たか と 思うと 、客が どっ と乗っ てくる 。そ の中に 例の行 員は おり、 先程と 同じ

車 内にい た客 は消え 、ちあ らだ けにな る。

場所に 座る。
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そ うこう する 間にど んどん と客 が乗り 込み、 車内 はまた 満員に なっ た。

そ して電 車は 発車し ……ま た浅 草橋駅 に着く が、 やはり 駅名標 は空 白だっ た。

ちあ らはも う一度 話し かけて みる。

「ここ で降り なくて いい の？」

先程 と同じ 反応 。

「え？ 」

そ れ が脳 のど こで 起 き ていて 、実際 にこの 光景 を彼女 が脳の 中で ずっと 見続け てい るかど うか

ど うやら 彼女 の頭の 中では 、通勤 の風 景がず っと繰 り返 し流れ ている よう だった 。

し

さ

ふ かん

も 解 らな いが … …脳 が作 り出 した このく り返さ れる 光景は 、少な くと も浅草 橋で降 りて はいけ な
いとい うこと を示唆 して いるの だろう 。
ちあ らは何 となく そう 思った 。

記 憶は いく つ か欠 損 。これ を治 すこと はでき ない 。この 行員の 人生 すべて を知っ てい たら補 う

それ から彼 女の意 識か ら離れ 、脳全 体を 俯瞰す る。

おお ざつ ぱ

運 動 野、 感覚 野、 視 覚野 など など大 雑把な 脳の 機能を サーチ して いく。 ちあら は脳 のどこ に何

こと はでき たか もしれ ないが …… 。

の 機 能が ある の かは 分か らな いが 、自分 と同じ 働き をする 部分と 比較 するこ とによ って 脳のす べ
ての機 能を探 索する こと ができ る。
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ダ メ、無 事、 ダメ、 ダメ、 ダメ 、ダメ 、無事 …… 。

と もな

ダメ なと こ ろが あっ た らさら にその 深い 部分に 入り込 み、 ダメな 部分と 無事 な部分 をより 分け
ずい ま く

ていく 。その 分岐は 何億 にも及 ぶがち あら はどん どんと 分け 入って いく。
ほ どこ

ろう えい

最 後に 外科 的 な治 癒を 施す 。い わゆる 頭蓋骨 や髄 膜、く も膜な どの 修復、 それに 伴う 各種髄 液
など の液体 の補 充とそ れらが 漏洩 した部 分の除 去な どなど 。
「ん ……」

最 後 にも う 一度 、行 員 の脳全 体をサ ーチ する。 どこに 引っ かかる ことも なく 、全体 が機能 しは

ち あらは 修復 を終え ると、 軽く 頷いた 。

つな

じめ てい るの が わか る 。ただ 、か なり急 いで修 復し たので 、細か い所 を見る とまだ 機能 してい な

戻せ なかっ たのは 記憶 ぐらい か…… 。

い部分 もある のだが 、そ れらは 次第に 他の 部分と 繋がっ てい くだろ う。

ちあ らは医 者に 近づく と、施 した 内容を 告げた 。

「脳 の機能 はす べて回 復した と思 う。で も記憶 の喪 失や運 動機能 の一 部欠落 がある かも しれな い。
リハ ビリ はしっ かりと して 。物理 的に損 傷し た部分 はすべ て元 通り」

医者は 少し納 得し ていな いよう だっ た。

「 ……… 」

が、 医者 の 中に は 自分 と同 じよう に魔の 力を 使う者 もいる こと をちあ らは知 って いた。 この医
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者 がそ うな の か どう かは 解ら ないが 、こ れだけ の大病 院とも なれ ばそう いう医 者も いるは ずで、

目 の 前 の 医 者 も ち あ ら の し た こ と が 摩 訶 不 思 議 な こ と で は な い と 思 っ て い る こ とを 、 ち あ ら は
願った 。
「先生 、先生 ……！ 患者さ んが意 識を ……」
不意 に看護 士が驚 いた 声で医 者を呼 んだ 。

そこ で医者 の固 い表情 が初め て緩 んだの を、ち あら は見逃 さなか った 。

刑 事が嬉 しそ うにち あらの 肩を 叩く。

「や ったな 」

刑 事のそ の言 葉が少 し気持 ち的 に救わ れた。

本当に この行 員を 癒やし てよか った のかど うか、 自信 が持て なかっ たか ら。
「そ、 それじ ゃぁ」

ちあ らはは にかみ なが らも、 ぺこり とあ いさつ をして 早足 に病院 を後に した 。

＊

＊

＊

医者 も刑事 も、 特にち あらに は深 追いを せず、 解放 してく れた。

「どう だった ？」
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機 巧屋に 戻っ てきた ちあら の表 情を見 て、黒 翼が 意地悪 い笑み を浮 かべた 。

ちあ らは素 直に心 境を 吐露し た。

「つか ……れ た…… 」

「人を 治癒 する能 力があ るか らとい って、 それ を誰に でも使 って いたの では、 キリ がない 」
こん きゆう

「う ……わ たし が、浅 はかだ った 」

「そ うでも ない 。目の 前で誰 かが 困窮し ている とき 、それ をなん とか してあ げよう と思 うこと は、
自然 に思 う人間 の気持 ち」
「 あ…… 」

「け れど 、わ た した ち は人を 治す ことが できて しま う。そ れこそ 、全 世界の 人々を 病気 と怪我 か
ら救い 出すこ とは可 能か もしれ ない」

「撃 た れた 人を 癒や し たと き、 他の人 はいい のか ってい う気持 ちが すごく 湧いて きて ……病 院を
出る とき、 他の 患者を 見捨て てし まった ような 気に なった 」
「い つまで も、 人の感 覚でい るこ とはで きない 」
「！ 」
「 ちあら は、 もう、 ただの 人で はない からね 」
「…… …」
「少し 、不幸 の意味 がわ かった かな？ 」
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「あ …… 」

黒翼は 相変 わらず の意地 悪な微 笑み を崩さ なかっ た。

どん かん

「 そして 少し ずつ少 しずつ 残酷 になっ ていく 。正 確に言 うと、 鈍感 になっ ていく …… かな」

「鈍感 に…… 」
「そう なる ことを 、止め るこ とはで きない 」
「ま だ、実 感が ない」
「そ のうち イヤ と言う ほど実 感す る」
「黒 翼は ？」
「 ん？」
「黒翼 はどう だった の？ 」

「残念 だけど わたし は人 から今 の自分 にな ったわ けじゃ ない 。だか ら…… 」

何 かに 引っ か かっ た ような 、い や、言 いたく ない ことで もある よう な、そ んなふ うに ちあら に

ここ で黒翼 は言葉 を切 ると、 ちあら から 視線を 逸らし た。

は見 えた。
「だ から ？」

「 訂正。 この 世界に おいて は、 わたし は初め から 人間で はない から 、が正 しいか 」
黒翼は そう言 い直 すと、 少しは にか んだ。
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黒 翼にし ては 珍しい 表情だ った 。
ただ、 その言 葉の 意味は 、ちあ らに はよく 解らな かっ た。
この 世界に おいて は。
他の 世界で は人間 だと でもい うのだ ろう か？

＊

＊

それ ともも っと 他の… …人智 を越 えた何 かなの だろ うか？
「だ から、 ちあ らの参 考には なら ない」
「そ う… …」

＊

「もー 、結 局ちあ らが来 なか ったか ら、飾 り付 けとか 進まな かっ たじゃ ないの よー 」

こな みが頬 を膨 らませ ながら も、 コタツ の上の みか んをほ おばっ てい る。
い や、そ の頬の 膨ら みは、 みかん では ないの か、と ちあ らは思 う。

し かし、 賽の 目クラ ブに行 くと 言って 行かな かっ たのだ から、 非は こちら にある 。

「ご 、ご めんな さい」

「どこ に行っ てたの よ？ 」
「ちょ っと、 病院に …… 」
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「あ ら、 どこか 悪くし たの ？」
「 ちがう 、お 見舞い 」
「よか った、 ちあら が何 か病気 とかし たわ けじゃ ないの ね」
「コク 」
「誰の お見 舞い？ 」
「知 らない 人」

い や 、違 うか 、今 な ら 名前も 解るし 、脳内 に入 ってし まった ため 、どん な人か も解 ってい る。

「は ぁ？」

が 、赤の 他人 に違い はない 。そ れに向 こうは ちあ らのこ とを知 らな いだろ うし。
「最近 ちあら が不思 議ち ゃんに なって る気 がする ー」
「そう ？ 元から 不思 議ちゃ んだと 思う けど？ 」
「そう かな ぁ」
「人 と違う こと は、自 覚して る」

こ なみが 優し く頷く 。

「そ れは、 あた しも解 ってる つも りよ」

」
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「 類は友 を呼 ぶ」

「ちょ っとま って！ それだ とあた しま で変人 になっ ちゃう じゃ ない！ 」
「あた しの妹 に産ま れて きた以 上、覚 悟せ いー」
「やー だー ！ あたし は普 通でい たいの ～」
「賽 の目ク ラブ 自体、 変人の 集ま りじゃ ないの よ」
「そ 、そう かな ぁ…… 」
な なみは 納得 しない ご様子 。
さ おり

だ が、ち あら はわり と納得 した 。
「完璧 超人の 桜織に 、レ ズピア ニスト の十 和子も いるし 」
「レズ ピアニ スト… …」
「まぁ 、ほ んとに レズか どう かは知 らない けど 」
「レ ズピア ン？ 」
「誰 がうま いこ と言え と…… 」

ち あらは なな みをな んとな く見 上げた 。

「な なみ は？」

「え？ 」

確か になな みはコ レと いって 何が得 意と いうか 、キャ ッチ フレー ズがな い。
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「な 、な んか、 あたし だけ 仲間は ずれみ たい 」

「 確かに 、な なみに はこれ とい ったタ レント （才 能／特 筆すべ き特 徴）っ てない わね ー」

ちあ らは、 はたと 思い ついた ように つぶ やいた 。

「カレ シがい る」

そ こに当 たる

そ もそ も彼氏 がいる って タレン トにな るの ？」

「あ、 そう だった ！ コイ ツだけ 抜け駆 けし やがっ て」
「え え

「そ こ

」

こな みがち ゃぶ台 に突 っ伏し てそん なこ とを言 う。

「あー 、この まま処 女で 高校卒 業とか した くない ー」

自分に 彼氏が でき ないの は当然 だけ ど…… と、ち あら は心の 中で付 け足 す。

賽 の目の 部員 たちは みんな 能力 も高い し見た 目も いいの に、彼 氏持 ちはな なみだ けだ 。

と 怒り気 味に 言うこ なみに 、あ ー、そ れはそ うか もとち あらは 思っ た。

「賽 の目ク ラブ ではな るのよ ！」

!?

処 女のま ま高 校を卒 業した ら、 かっこ 悪いの かな 。

「ふ むー… …」

よ くわか んな いなー 。
と、ち あらは 思っ た。
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「 その点 、ち あらは いいわ よね ー」
「どう して？ 」

「どう 見たっ て子供 にし かみえ ないし 、む しろ処 女の方 が重 宝され そうだ し」
「…… …」

褒め られて るの かけな されて いる のかよ く解ら ない ので、 ちあら は返 答に困 る。

「な るほど 、お 姉ちゃ んみた いに 能力値 が高い と処 女をな かなか 捨て られな いのね …… 」
「う るさ い！」
いい な ずけ

「 それな ら桜 織も当 分は処 女か も？」

「 ど う か し ら ？ 桜 織 の 場 合 、 許 嫁 と か い そ う 。 あ と 親 が決 め た 結 婚 相 手 が い る と かあ り 得 そ う
じゃな い？ 桜織 の意 志に関 係なく 」
「「あ ー 」」
なな みとち あら がハモ った。
「す ると処 女な のはお 姉ちゃ んだ けかー 」
「な むー 」
「 ちあら に同 情され るいわ れは ないっ 」
「十和 子は？ あ の子 、ちょ ー奥手 だし 」

「十和 子はね ー、騙 され てコロ ッとや られ ちゃう 可能性 が残 ってる のよ」
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「「あ ー 」」
ま たなな みと ちあら がハモ った 。
ってい うか 、この 会話、 何？ と 、ちあ らは思 う。
「ま、 桜織が 全力で 守っ てくれ そうな 気も するけ どね」

だか らこの 会話 、何？

「十和 子も お喜び ね」

ち あらは つい て行け ないの で、黙 って お茶を 飲む。

そ んなち あら に、こ なみは 視線 を移す と、念 を押 した。

「明 日は ちゃん と来て よ、 ちあら 」

「ん、 大丈夫 、もう 用事 はない 」
「それ を聞い て安心 した わ」
こな みは嬉 しそう だ。
「飾 り付け 、楽 しみ」

な なみが ニヤ ニヤす る。

「巫 女なの にク リスマ ス祝っ てい いの～ ？」

「 まーた 、し ょーも ないこ とを ……そ んなこ とど うだっ ていい じゃ ない」
こなみ が呆れ たよ うに、 ため息 をつ いた。
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「 んー… …」
あえ

まつ

この 神社 の 神は とっ く の昔に いなく なっ てしま ってい て、 今祀ら れてい るも のの実 体はな い。

敢て 言う な ら、 黒 翼に 仕え る巫女 がいる 神社 なのだ から、 黒翼 が祀ら れてい るこ とにな るのか
もしれ ない が…… アレは 聞く ところ による と天 使だと いう。

こだわ

天使 と言う こと はキリ スト教 とい うこと でいい ので はない か？
日 曜に礼 拝とか して ないけ ど。
結 局、よ くわ からな い。
「 この神 社の 神様は 、特に そう いうこ とに拘 らな い」

ちあら はテキ トー に答え る。が 、ま ぁ、間 違って もな いだろ うと思 った 。
め

で

た

「ふー ん、フ レキシ ブル な神様 なのね 」

「神も 仏も 認める 国だし ？ 目出 度いこ となら 何で もいい んじゃ ない ？」

ク リス マス が 目出 度 いのか どう かはさ ておき 、ま ーそん な感じ 、と ちあら も首を 縦に 振った 。
「そ うそう 、賽 の目ク ラブで は話 題にし たんだ けど さ」

双 子がち ょっ とワク ワクし たよ うな表 情をし て、 昨日の ことを 切り 出して きた。

「昨 日、 浅草橋 で銀行 強盗 あった の知っ てる ？」

野次馬 の感覚 なの だろう 。

あの 場に い れば 、 そん な表 情はで きない とち あらは 思った が、 あの場 にいた 野次 馬たち も同じ
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程度 の感 覚なの かもし れな いと思 った。 少な くとも 、彼ら はカ メラを 構える 余裕 はあっ た。
さ て、ど う答 えたら いいも のか 。
「現行 犯逮捕 だって ねー 」
「でも 二人も 撃たれ たん だよね 」

ちあ らは落 ち着 いて、 頷いた 。

「犯人 がつ まかっ たのな ら、 なによ り」

「あ ら、そ れだ け？」
「何 ？」

「 ちあら も関 わって るのか なっ て、ち ょっと 思っ ただけ 。ちょ うど 賽の目 に来て なか ったし 」

こな みは 少 し残 念そ う だった 。以前 、女 性が刺 された 事件 があっ た時、 ちあ らが出 掛けて いっ
たのを 憶えて いるの だろ う。
「関わ って いたと しても 、何 も言え ないと 思う 」
「そ っか… …」
「じ ゃぁ、 関わ ってる 可能性 もあ るって ことね 」

ち あらは 否定 も肯定 もしな かっ た。そ のよう に黒 翼から 教えら れた からだ 。

「さ ぁ… …」

自 分 が や っ た こ と で も 他 人 が や っ た こ と で も 、 肯 定 も 否 定 も し な い 。し て し まう と 自 分 が 関
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わ ったこ とが 明確に なって しま う。ど んなこ とで あれ、 自分は ノー コメン トを貫 く。

こな みがわ ーっと 両手 を振っ て、話 題を 取り消 した。

「んー 、じゃ ぁこの 話題 はヤメ ！ なん か盛り 上がり そうに ない し」

いつ の間に か賽の 目ク ラブの みんな に秘 密にし ている こと がある ことに 、ち あらは 気付く 。

ち あら は 警察 官と し ての 資格は ないが 警視 庁と契 約関係 には ある。 これは 本来 は黒翼 が都と 交

メイ ドカフ ェで バイト してい るこ とと、 警察の 協力 者であ ること 。

わし てい るもの で、公 安委 員会の 協力員 とい う立場 をとる 、消 防団の 警察版 とも 言うべ きもの で、
すん し

一 般市民 では あるも のの、 地元 の治安 に関し て積 極的に 関与す る権 利を与 えられ てい る。

何か 事件 を 解決 する よ うなこ とや警 察へ の大き な貢献 をす ると寸 志をも らえ ること もある らし

もっ とも、 ちあら はま だ知ら ないが 、黒 翼が都 にいる こと の方が はるか に意 義が大 きいが 。

い。お そらく ちあら の活 躍によ って、 黒翼 の懐に は幾ば くか のお金 が入っ てい ると思 われる 。

この まま秘 密の 方がい いのか …… それと もいつ か、 打ち明 ける時 が来 るのか 。

も っとも メイド カフ ェでバ イトし てい ること は、別 に喋 っても いいこ とだ と思っ た。
茶 化され たり するだ ろうと いう 点を除 いては 。
「 何か面 白い ことな いかな ぁ～ 」
「お姉 ちゃん 、すっ ごい 投げや り」
「文化 祭も今 年はそ んな に気合 い入っ てな いし… …」
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「あ たし たち受 験生だ しね ……」
「 相変わ らず 冬コミ の原稿 もあ るし… …」
「桜織 は受験 関係な さそ うだっ たよね 」
「あの ままず っと漫 画家 やるつ もりな のか しら？ 」
「飽き るま ではす るんじ ゃな い？」
「同 人誌も ？」
やな ぎばし け

「た ぶん… …？ 」
「柳 橋家 はどう 思って るの かしら ……」
「 いい所 の大 学は出 なさい とは 言われ てるみ たい よ？」

「へ ー。 ま、 桜 織な ら 成績的 には 問題な いと思 うけ ど、〆 切と試 験日 が重な ったら 、ぜ ったい 試
験をぶ っちし そう」

「あは はー 。でも そんな こと したら 、笑っ て済 ませら れない と思 うけど なぁ」
「な んかコ ネと かある んじゃ ない のー？ お 金持 ちはさ ー」

「お 姉ちゃ ん、 卑屈ー 。金持 ちだ からっ て何で もで きるわ けじゃ ない と思う よ？」

ど うもこ なみ はお金 持ちに 何か 負の感 情を持 って いるよ うだっ た。

「ど ーだ か」

「十和 子はど うする って ？」
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「 音大行 くみ たい。 大学も 決め てて学 力的に は問 題なく て、あ とは 実技の 試験だ けみ たい」

「じゃ ぁ、ひ たすら 練習 あるの みって こと かー。 学費も 桜織 が面倒 見るん でし ょうね 」

「やっ ぱそう なのか な。 桜織、 ピアノ だけ は十和 子にべ た惚 れだも んね」

さ

「そも そも 十和子 のピア ノの 腕は、 もう十 和子 のもの だけじ ゃな いって こと」
おお げ

「ふ へ？ ど ういう 意味？ 」
すた

「 なん てい う かな ぁ、 大 袈裟に 言えば 演奏 家とし て日本 の芸 術を背 負う一 人に なるか ら、お 金が

なく てそ の才能 が廃れ るな ら、ち ゃんと 学校 に行か せてあ げよ うみた いな？ 」
「 なるほ どね ー。十 和子が まさ かそに なに凄 い弾 き手だ なんて …！ 」
「奨学 金の申 請もし てる んじゃ ない？ 」

「あー あ、な んかそ うや って聞 いてる と、 あたし だけと りえ ないな ぁ…… 」
「だか らな なみに は彼氏 がい るでし ょー？ 」
「そ れって 別に あたし が凄い わけ じゃな いし」
「あ たしな んて 努力し たって でき る気も しない わよ 」

「誰 でも いいな ら、お 姉ち ゃんは すぐ出 来る と思う けど？ 誰 でも いいな ら」
「 桜織ぐ らい できる 人間じ ゃな いと… …」

「そん なのそ うそう いな いと思 う。あ 、い い大学 行けば いい んじゃ ない？ 東 大と か！」
「そん な安易 な…… 」
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「普 通の 大学行 くより 確率 は高そ う」

この 二人 は 、い つも 一 緒にい る割に 、話 題は尽 きない のだ なとち あらは ボー ッと二 人を眺 めな

「 んー… …」

がら、 思った 。

家で もたぶ ん話は して いるだ ろうし …… 賽の目 クラブ でも 二人は 話をし てい る。
よく それだ け話 題があ るもの だ。

こ なみが ちあ らの視 線に気 付い て、ち あらの 方を 振り返 った。

「な に？」

「 ん…… 会話 を聞い てただ け」
「ちあ らも入 ってき なさ いよー 」

「話題 がない 。いつ まで も尽き ない二 人の 会話を 聞いて 、感 心して いた」

自 分は 教室 に いて も 誰とも 話さ ない。 先生に 指さ れたと きや日 直に なった 時に事 務的 に喋る く

ちあ らは目 をぱち くり させた 。

賽 の目ク ラブ に入っ て、よ うや くこな みたち と話 すよう になっ たの だ。

らい なもの であ る。

「 ま、元 から あんま り口を きか ない子 だった わね 」
「コク 」
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話 すのは めん どうく さい。

その 人が 何 を考 えて い るのか までは 解ら ないが 、しか し、 どうい う感情 を抱 いてい るかは だい

それ だけで クラス メイ トと話 すよう なこ とはな いとち あら は知っ た。

たいわ かって しまう 。

賽 の目 クラ ブ で交 わ される 会話 も、他 愛のな いも のばか りだが 、賽 の目ク ラブの 部員 たちは 一
癖も 二癖も ある ので会 話につ いて いく気 になる のだ 。

こ なみが 何と なく聞 いてみ る。

「ち あら はなん か話題 ない の？」

ちあ らはし ばし考 えた 。

「ふむ ー…… 」

「ちあ らか ら話題 を振っ てる の見た ことな いし 、なん か喋っ てよ 」
なな みも興 味津 々だ。

「そ れじゃ ぁ… …男の 人はど んな 女の人 といて も嬉 しそう なのが 、不 思議」

そ してふ とバ イト先 でメイ ドを してい て思っ たこ とを、 ポロッ と口 に出し た。

今度は こなみ とな なみが お互い を見 合わせ て、目 をパ チクリ とさせ た。

「「は ？ 」」

あれ 、そん な変な 話題 だった だろう か？
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と 、ちあ らは 思う。
恋 愛の話 の延 長みた いな話 題だ とちあ らは思 った のだ。

反応 がよか ったの は、 ななみ の方だ った 。よだ れを垂 らし かねな い勢い 。

「えー 、女子 だって カッ コイイ 男ばっ かり ずらっ と並ん でた ら、目 移りし ちゃ う！」

おそ らくな なみの 頭の 中では 美男子 がず らーり と並び 、な なみを 手招き して いるの だろう 。

「あ たしは そこ まで無 節操に はで きない わー。 ある 程度ど んな奴 かわ かんな いと… …」
一 方、こ なみ は慎重 だった 。

こ なみは ずず いっと ちあら に近 づいた 。

「で もそ んな話 題をち あら が振っ てくる とは 予想外 だった わ」

そし てニヤ つく。

「たま ってる んじゃ ない ？」

「たま って る？」
「彼 氏が欲 しく てたま らない とか 」
「思 春期だ もん ねー」
「あ たし だって 彼氏欲 しい わよ」
「 だから お姉 ちゃん は相手 を選 ばなき ゃすぐ 出来 るって ー」
会話が ループ する 。
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「 で、ち あら は彼氏 がほし くて 、夜、 身体が うず いたり するわ けね 」
慎重な のはこ なみ だが、 下ネタ がエ グいの もこな みだ った。

思わ ずなな みが吹 き出 す。

「ぶ！ 」

こ なみ は ちあ らを ぎ ゅぎ ゅーっ と抱き しめ たあと 、なん だか やらし い手つ きで ちあら を触り 始

「も ー、ち あら がそん なにエ ッチ だなん て…！ ここは こなみ お姉さ んに 任せな さい！ 」

めた 。
「 な、な に？ 」
「それ よりも 、話の 続き は？ 男の 人が 女の人 となん だって ？」

「え 、え と 、わ たし な ら、 好きな 人とそ ばに いるの はいい けど ……好 きでも ない 男の人 のそば に
いるの は、 別に嬉 しくな いし 、いた いとも 思わ ない」
ふん

自分 のバイ トを 否定し ている よう な発言 ではあ るが 、ちあ らには 明確 な違い があっ た。
メ イドに 扮して 御主 人様に 奉仕す るの は、別 にイヤ では ない。

御 主人様 （お 客）の 夢を叶 える ことに 一生懸 命つ くす。 そして 御主 人様に 喜んで もら う。
そ うして 御主 人様が 満足し てく れれば 、それ は嬉 しい。
それが ちあら の役 目なの だから 。
でも 、果た して御 主人 様は満 足して くれ ている のだろ うか ？
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満 足して いる ように は見え る。

そ してそ れは 自分だ けでは なく 、他の メイド でも 、御主 人様は とて も満足 そうだ 。
不思議 であ る。

もし 自分だ ったら …… お兄ち ゃん以 外の 男の人 では満 足は しない だろう 。
どん なに甘 い言葉 をか けられ ても。
どん なに優 しく されて も。
ど んなに カッ コイイ 男の人 でも。
お 兄ちゃ んで なけれ ば…… 。
「 ……」
「なー んか、 意味深 」
「女の 子がそ ばにい るの は？」

こな みはち あらに 密着 したま まだ。 そし て、優 しくち あら の耳元 でそう 話し かける 。
「別 に…… いや じゃな いけど …… 嬉しく もない 」

こ なみは ちあ らから いった ん離 れた。

「つ まんな い子 ねー」

「 あー、 ちあ ら、気 をつけ た方 がいい わよ？ 」
「ん？ 」
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「 お姉ち ゃん は、女 の子も いけ る口だ から」

気付 いたと きには おそ かった 。

「へ？ あ 、ちょ …！ 」

こな みの右 手が素 早く ちあら のスカ ート の中に 入り込 むと 、する りと下 着の 中へ… …。

陰 毛のな いちあ らの 秘部は ぷにぷ にし ていて 、やわ らか くて、 お肌も すべ すべ。

「ん ～、す べす べ…… 」

ち あらは すぐ に拒否 ろうと した が、実 は好奇 心も あった 。
こ のまま こな みに任 せたら どう なって しまう のか ……。

ちあ らが全 く抵抗 しな かった ので、 こな みは怪 訝そう にち あらの 顔をの ぞき 込んだ 。

け げん

「…… なに、 ちあら も女 の子い けるク チな の？」

「別に …… どうな るのか ちょ っと興 味があ った だけ」

「あ のね… …ま さか男 に押し 倒さ れても 、興味 があ るから 抵抗し ない とか言 わない わよ ね？」
「わ たしは 簡単 には押 し倒さ れな い」

こ な みは 軽 く愛 撫し て やろう とした が、 ちあら の身体 はす るりと こなみ の腕 から抜 けてし まっ

「へ ？ どう いうこ とよ！ ？」

た。ま るで磁 石の同 極を 近づけ たかの よう だ。
「わた しが相 手を受 け入 れない 限り、 わた しに触 れるこ とは 難しい 」
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「な にワ ケわか んない こと 言って んのよ ！」

こ な みが ヤ ケに なっ て ちあら につか みか かろう とする が、 確かに こなみ の指 先はち あらの 衣服

」

の数セ ンチメ ートル 手前 でそら されて しま う。不 思議と 手が 滑るよ うに流 され てしま うのだ 。
「ほん とだ！ ナ ニコ レ

する と今度 はし っかと ちあら の肩 をつか むこと がで きた。

「わた しが 受け入 れれば 、触 れるこ とがで きる 」

そ のまま 抱き 寄せる ことも 。
「へ ー… …」
「 不思議 ～」

これ はち あ らの 持つ 潜 在的な 魔の力 やち あら自 身の身 体能 力が複 合され た結 果では あるが 、そ

れだ けで は なく 、黒 翼 から 与えら れた魔 の力 のこも ったア イテ ムも関 係して いた 。制服 、イヤ リ

ング 、 簡素 な指 輪、 制 服 の上か らは見 えない が上 腕には アーム バン グル。 これら のア イテム によ
り、 ちあら の周 囲には 魔法障 壁が 常に張 られて いる のだ。

ま ぁ、太 陽だ から… …と、 心の 中で答 える。

「そ れにし ても 、ちあ らは体 温た かいわ ねー」

「 いいな ぁ、 冬はち あらと ずっ といよ うかし ら？ 」
「うっ とうし い…… 」
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「 ちぇ。 そう いうこ と、ハ ッキ リ言う わよね ー、 ちあら は」
「冬山 で遭難 するよ うな ことが あった ら、 温めて もいい 」
「ない わー、 冬山に 行く とか、 絶対な いわ ー」
「ふむ ー」

「冬 山いく ぐら いなら 、コタ ツに 入って ちあら のマ ンコを 攻略す るわ ね」
「… ……」

だ い た い マ ン コ を 攻 略 っ て ど う い う 意 味 な ん だ ろ う か ？ 男 と 違っ て お ち ん ち ん が つ い て いる

こ の人は 凄い 人なの に下品 だな ぁ…… とちあ らは 呆れた 。

わけで もない のに、 どう やって 攻略す るん だろう か？
「肌触 りもい いし、 ちっ ちゃい し…… じっ くり味 わいた いわ 」
「下品 」

し かしこ こで新 たな 疑問が 生じた 。

「ふ ーんだ 」

こ なみが 両刀 使いと いうこ とは 、四六 時中一 緒に 居るな なみの 身体 を抱い たのだ ろう か？
ち あらは じー っとな なみを 見つ めた。
「ん？ な に？」
「あ、 いや、 えーと …… なんで もない 」
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慌 てて目 をそ らす。
「 わかる 、あ たしに は解る わ、 ちあら が何を 考え ている のか！ 」
「なん なのよ 姉ちゃ んは ……」

やぶ

「あた しとな なみが セッ クスし たこと ある か、気 になっ たん でしょ ？」

なな みが吹 き出 す。

「ぶっ ！」

「何 言って んの よ、ち あらが そん なこと 考える わけ ……」

」

だ がちあ らは 観念し て、そ うつ ぶやい た。

「実 は、 そう… …」

「ええ

「そう なのよ 、なな みの 彼氏に 処女を 奪わ れる前 にあた しが 破って やった わ！ 」

こな みは得 意そう に胸 を張る が、次 の瞬 間なな みの拳 が振 り下ろ されて いた 。

「っ た～～ …… あたし の優秀 な脳 細胞が 一万個 は死 んだじ ゃない ！ どう してく れんの よ！ 」
「下 品な脳 細胞 を殺し てあげ たの ！」

「 ふ ふ ～ ん 、 そ の 下 品 な あ た し に 何 度 イ カ さ れ た と 思 っ て る の ？ 彼 氏 よ り あ た し の ほ う が 気持
ち よかっ たん でしょ ？」
「くっ ……」
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な なみが 顔を 真っ赤 にして 悔し そうな 表情を する 。
「そん なの、 もっと 多輝 と回数 を重ね れば ちゃん と…… 」

「 あ ー 、 ム リ ム リ 。 だ っ て あ っ ち は 東 京 に な ん て そ う 来 ら れ ない で し ょ ？ こ っ ち は 毎 日 で も な
なみを 気持 ちよく させて あげ られる んだか ら」
「彼 氏でき てか らはお 姉ちゃ んと はして ない！ 」
「フ フ、ゲ ロッ たわね 」
「し まっ た…！ 」
「 なるほ ど、 エッチ してい た！ 」

ちあ らが 目 を見 開く 。 やっぱ りとい う気 持ちと 、ビッ クリ した気 持ちと 、そ んなに こなみ のは

そ りゃ お姉ち ゃんに 触ら れはし たけど …… 」

気持ち いいの ？ って 言う気 持ちが 混ざ ったへ んてこ な思い がち あらの 心に湧 き上 がった 。
「違う わよ ！ ちゃん と処女 だっ たし

別に 男と一 緒にい るだ けでニ ヤつい てし まう女 の子も いる のだ。

やっぱ 女の子 もエ ッチな のだな とち あらは 思った 。

「 ふむー 」

「う るさ い、う るさー い！ 」

かっ たみた いよ ？ ニヤニ ヤ」

「ま ー 、あ た しが なな み の身体 でいろ いろ 実験し てただ けな んだけ どね、 でも すっご い気持 ちよ

!!
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と い うか 、そ う いう 女 の子も いても おか しくは ないの か、と 自分 をムリ に納得 させ るよう に頷

ま、自 分は 違うけ ど…… 。

い た。

とも 付け加 える。

も し か し た ら 、 今 の メ イ ド の バ イト を 続 けて い た ら 、 ど ん な 男 の 人 に で も ニ ヤ つ い て し ま う

いや 、もし かした ら… …。

何 故危機 感か ？

えっ ちな女 子に なって しまう んじ ゃない だろう かと いう危 機感が 芽生 えた。

だ って、 自分 はお兄 ちゃん 一筋 。
お兄ち ゃん以 外の 異性は あり得 ない ！

他の 男の人 で幸せ を感 じたら 、それ はよ くない し、浮 気だ し、裏 切りだ し… ！

そ う だ 、 そ も そ も メ イ ド の バ イ ト 自 体 が 裏 切 り 行 為 で は な いの か ？ 見 知 ら ぬ 男 性 の 手 を 握 っ

たり 、膝の 上に 座った りして いる 。これ は浮気 と疑 われて も仕方 がな い。

ど うしよ う。

「ふ わ～～ ～… …」

勝 手に思 考し て、勝 手に結 果を 導き出 したち あら は、お ろおろ した 。
「なに 、なに 、どし たの ？」
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な なみが ちあ らのト ートツ な狼 狽えぶ りに驚 く。

こな みはニ ヤニヤ した ままだ 。

「さー 、どう せ変な こと でも想 像した んで しょ？ 」

まる でちあ らの心 の中 を見透 かして いる よう。

そ してち あらの 耳元 でこな みはそ うつ ぶやい た。

「ち あらの エッ チ」

や っぱり 、や っぱり わたし もエ ッチな 子だっ たの か

「ひ う！ 」
│
│
│

「う～ ん…… やっぱ りこ の子の 頭の中 はよ く解ら ないわ ー」

「あー あ、お 姉ちゃ んが ちあら を泣か した ー」

自 分でも 泣い てしま うなん て信 じられ なかっ た。

泣 くつも りな どなか ったの に、 自然と 胸が締 め付 けられ て、自 然と 涙がこ ぼれて きた のだ。

い つの間 にかち あら は泣い てしま って いた。

「う ……ひ っく ……う ぁぁ… …」

裏切 ってな んか… …。

違う 、違う のお兄 ちゃ ん、わ たしは お兄 ちゃん 一筋だ から ……。

知らな い男の 人で も喜ん でしま う、 い、い わゆる ビッ チって いうヤ ツ？ ？
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こ な みか らし て みれ ば 、ちあ らが勝 手に エロい ことを 想像し 、そ のこと で自己 嫌悪 に陥っ てい
る と推察 した のだ。 まぁ、 半分 は当た ってい たわ けだが 。

こな みはう つむい てい るちあ らをギ ュッ と抱き しめる と、 自分の 胸に引 き寄 せた。

「やれ やれ、 なにを 想像 したの か知ら ない けど… …」

こな みはこ なみ を抱き しめた まま 、そう ささや いて くれた 。

「泣き たい とき泣 けるの は、 悪いこ とじゃ ない 。好き なだけ 泣い ていい よ？」

ち あら の 表情 はこ な みの 胸に隠 れてし まっ て解ら ない。 でも それが 重要な のだ 。顔を 見られ な

こ なみは つく づく大 人だ。

けれ ば、 思い切 り泣け ると 言うも のだ。

ちあら はそう 思っ た。

自分 が訳も わから ず泣 いて雰 囲気を 壊し てしま っても 、そ れを責 めたり しな い。
泣く 理由を 追及し たり もしな い。
ただ ちあら を、 そのま ま受け 入れ る。
あ ーあ、 あんな 話題 を出す んじゃ なか った… …。
ち あらは 目を 閉じて 、しば らく の間、 こなみ の胸 に顔を 埋めた 。
な んとな く心 地よい 。

こなみ の柔ら かい 身体に 身を委 ねて 、ちあ らはな んだ か幸せ に感じ た。
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＊

＊

こ れがお 兄ち ゃんだ ったら なぁ ……な んてこ とを 思いな がら… …。

＊

翌 日、ち あらは 学校 帰りに 機巧屋 に寄 ると、 黒翼に そう 告げた 。

「な に、メ イド のバイ トをや める ？」

たくわ

「そ んな のは好 きにし たら いいと 思うが 、携 帯やプ ロバイ ダの 支払は どうす るの だ？」
「 蓄えは ある 。その 間に、 もっ とエッ チじゃ ない バイト 、見つ ける 」

「人聞 きの悪 いこと を言 うでな い。ま るで あのメ イドカ フェ が風俗 店みた いで はない か」

テ トメ トが ぶ すっ とす る。 どう やらこ のネコ はあ のメイ ドカフ ェを よく思 ってい ない ようだ 。

「似た ような もんぬ 」

ち あらが ぐっと 拳を にぎっ て決意 する 。

「も うパン ツは 見せな い…！ 見せて は、い けない ！」

な んか決 意す るポイ ントが 違う ような 気がす ると 、黒翼 は呆れ た。

「 何 があ った の か解 らな いけ ど、 好きに したら いい 。わざ わざわ たし のとこ ろに言 いに 来るこ と
でもな い」

黒翼 はそう 言って 視線 を落と すと、 作業 台の上 に広が って いる時 計の組 み立 てを再 開する 。
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「… …… 」

デス クの 上 には 一〇 セ ンチを 超える よう な大き な歯車 やゼ ンマイ から、 それ こそ一 ミリく らい

ち あらは 黙っ て、そ んな黒 翼を 見つめ た。

しか ない ん じゃ なか ろ うか と思わ れる小 さな 歯車ま で。そ して その形 も様々 だ。 円形だ けが歯 車

そ れ を 黒 翼 は 一 つ 一 つ ピ ン セ ッ トで と っ ては 、 目 の 前 の 歯 車 の 塊 （ 柱 時 計 に 組 み 込 む 時 計 部

ではな いの だなと 、ちあ らは 初めて 知る。

分） に取り 付け ていく 。その 様子 は確か に時計 職人 そのも のであ った 。

ち あらの 視線 の意図 をくみ 取っ て、黒 翼はち あら を見も せずに あし らった 。

「機 巧屋 に仕事 はない ぞ」

「むぅ 」

「ここ は魔術 師の仕 事場 。残念 だけれ ど、 ちあら が働け る場 所じゃ ない」
「わた しは 、魔術 師には なれ ない？ 」
「う む。人 には 適正と いうも のが ある。 ちあら はプ リース トだ」
「ふ むー… …」

黒 翼は顎 に手 をやっ て、考 え込 む。

「い や待 てクレ リック だっ たか？ 違 うな、 刀も 使うか らどち らか という とパラ ディ ン…… 」

要する にどう でも いいの だろう 。確 実に言 えるこ とは 「魔術 師では ない 」と言 うこと 。
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「 それじ ゃぁ 時間は 適性を 超え られる ？」

たと え魔 術 師に 向 いて いな いとし ても、 時間 をかけ て勉強 すれ ば魔術 師にな れる かもし れない

ちあら はめげ ずに 黒翼に 食い下 がっ た、

と思っ たの だ。
「そ ういう 問題 じゃな いぬ！ 」
ぬし

す るとテ トメト が割 って入 った。
「主 は今 持って いる力 が不 満だと でもい うの かぬ？ 」
「 あ…… 」

テト メトの 鼻息は 少し 荒かっ た。

「主に は吾に も扱え ない 強力な 力があ るぬ 。黒翼 様は主 に最 もふさ わしい 力を 選んだ んだぬ 」

「ごめ ん… …なさ い…… 」
ちあ らはま た失 敗した と思っ た。

本 来簡単 には手 に入 れられ ない力 。そ れをす でに自 分は 持って いるの に。
別 に今の 力に 何か不 満があ ると か、そ ういう わけ でもな いのに …… 。

ま るで今 の力 が自分 には不 必要 でもあ るかの よう な発言 をして しま った。
「ふぬ ー、わ かれば いい ぬ」

「ふ む、 時 間を 費や す こと によっ て適性 は克 服する ことは でき る。特 にちあ らは 人間か ら見れ ば
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無限 にも 近い時 間を手 に入 れてい る」
一 方、黒 翼は 特にテ トメト の指 摘は気 にして いな いよう だった 。
相変わ らず 歯車に 視線を 落とし たま ま、言 葉を続 ける 。
「だか ら、急 ぐこと もな い」
「え… …」

「わ た しが ち あら に与 え た力は 、ちあ らに とって もっと も扱 いやす い力。 魔術 がちあ らにあ って
いた なら、 わた しは魔 術を与 えた 」
「… …」
「 そして ちあ らには 時間も 与え た」
「コク ……」
みが

ここ で初め て黒翼 は顔 を上げ ると、 あの 含みが ありそ うな 笑顔を ちあら にむ けた。
「だか らま ずは今 持って いる 力を磨 くこと が大 事」
「い ま持っ てい る力を ……？ 」

「そ の力で 何が できる のか、 どう やって 力を使 うの か、知 らない こと はたく さんあ るは ず」
「あ る… …」
「 魔を学 ぶの は、自 分の力 を知 り尽く してか らで も遅く はない 」
「そう だった ……」
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自 分が持 つ力 で何が できる のか 。
どれほ ど強力 な力 なのか 。
そし て自分 がどこ まで この力 を制御 でき るのか 。

「そう して 、不幸 に身を 置く といい 。それ は、 ちあら 、おま えが 選択し たのだ から 」
「不 幸？」
「そ う、不 幸は すでに 始まっ てい る」
「魔 を使 えない ことが ？」
「 うむ、 魔の 存在を 知って しま ったか らね。 けれ ど使え ない」
「！」
「不幸 だろう ？ クフ クフ」
「…… でも 勉強す れば！ 」
「使 えるよ うに なるか もね」
「け れど今 は」

「 今は 自分 の 力に つ いて 知っ た方が いい。 魔が 不思議 な力す べて を指す のなら 、ち あらの 使う力
も また、 魔の 力」
「わた しが浅 はかだ った 。バイ トは自 分で 探すこ とにす る」

する とちあ らはく るり と後ろ へ向き 直る と、さ っさと 機巧 屋を出 て行っ てし まった 。
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「お 茶く らい飲 んでい かな いのか ぬ」
と いうテ トメ トの言 葉が言 い終 わらぬ うちに 。

黒翼 はため 息をつ くが 、テト メトは 一言 ありそ うだっ た。

「やれ やれ、 くるく ると 忙しい 子だ。 普段 は落ち 着いて いる 子なの に」

「まだ ちあ らは高 校生だ ぬ。 あんな もんだ と思 うぬ」
「な んだそ の目 は」
「何 年生き ても くるく る忙し い存 在が、 吾の目 の前 にいる ぬ…… 」

黒 翼 はも う 使わ ない 摩 耗した 小さな 歯車 をテト メトに 投げ つける と、湯 気の 立つテ ィーカ ップ

「う るさ い」

を手に 取った 。
「こう やって 落ち着 いて 紅茶を 飲むく らい はでき る」

そし てゆっ くりと 紅茶 を飲む と、そ の味 が広が ってい くの を堪能 した。
機巧 屋に備 えて ある茶 葉は、 どれ も高級 品だ。
「そ れにし ても 急にバ イトを やめ るとか 、どう いう 風の吹 き回し ぬ」
「目 的を 見つけ たから じゃ ないか な」
「 目的？ 」

「ちあ らは自 分がこ の世 界に存 在でき たの は、わ たしの おか げだと 思って いる 」
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「 間違っ ては いない ぬ」

「そし てちあ らの記 憶に は、今 はもう 存在 しない ちあら の世 界の記 憶が残 って いる」
とり ごえ た

き

「黒翼 様がわ ざと残 した ぬー」
「鳥越 多輝 の記憶 もね」
「… …ちょ っと 可哀想 ぬ」

「 大丈 夫、 さ っき も言 っ たけれ ど、不 幸を 選んだ のはち あら 自身。 逆にそ の記 憶があ るから 、不
幸の 中を 歩むこ とがで きる 」
「 それじ ゃぁ ちあら が見つ けた 目的っ ていう のは 、なん ぬ？」
「会い たいん じゃな いか な、あ の世界 の鳥 越多輝 に」
「…… だから 、魔の 力か ぬ？」

「そう 。け れど今 すぐに それ を実行 するこ とが できな いこと くら いは、 あの子 も解 ってい る」
「こ の世界 の鳥 越多輝 はすで に存 在して いるか らか ぬ？」
「そ ういう こと 。でも いつか …… 」
「会 いに 行くの かぬ？ 」
「 そして 新し い不幸 に気付 く… …クス クス」
「黒翼 様はほ んと意 地悪 ぬ－」

72/77

the blue lid

＊

＊

＊

神社 に戻る とちあ らは 新聞の 折り込 みに 入って いた求 人広 告をマ ジマジ と見 つめた 。

「う～ む～～ 」

調べ れば色 んな仕 事が あるも のだ。
しか し自分 に何 ができ るのか と言 われる と、な かな か難し い。
「え くせる …… わーど ……で きる 方…… 」
「普 免… …危険 物取扱 …… 」
「 ……… 」
そもそ も単語 の意 味がわ からな い… …。
とな るとや はり接 客業 がいい のだろ うか ……。

ち あら はそ ん なこ と を思う がそ もそも 世間的 にエ ッチじ ゃない 接客 業の方 が多い はず である 。

「え、 えっ ちじゃ ない接 客業 がいい ……」

フ ァ ミレ ス、 コン ビ ニ、 スー パーだ けでな く、 近くの アメ横 なん かもい いかも しれ ないな どと

そ れから スマー トフ ォンで 検索し てみ る。

思 い、そ っち にまで 検索の 幅を 広げて みる。 する と画面 下に気 にな るバナ ーが目 に入 った。
「あ、 これ… …」

73/77

the blue lid

バ ナーの 中に 書かれ ている 言葉 が、ち あらの 心を 揺り動 かした 。
「みつ けた… …！」

＊

＊

＊

バ ナー を辿 っ て募 集要 項を 確認 する。 そして 深く 頷くと 時間も 確認 せずに 問い合 わせ 先の電 話

自分 にぴっ たりの 仕事 。

。

番号 のリン クを タップ してい た。

とある 土曜日

│
│

昼下 がりの 神田明 神は 参拝客 でけっ こう ごった 返して いた 。
ほう おう

秋葉 原が観 光地化 した からだ ろうか ？ 参道 を歩く 人たち の姿 には、 外国人 も多 い。

そ の参 道に 面 した 鳳 凰堂と 呼ば れる建 物にて 働く ちあら の姿が あっ た。お 守りを 渡し たり、 御
朱印 帳を受 け取 ったり 、そこ そこ 忙しそ うに見 える 。

遠 巻きに のぞ きに来 たテト メト が頷く 。

「な るほ どぬー 」

「本来 なら自 分の神 社で やるべ きこと だと は思う が…… 」

テト メトの 隣には パン パンに 膨らん だミ スター ドーナ ツの 袋をか かえた 黒翼 がいた 。
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ひさかき

一 体いく つの ドーナ ツを買 い占 めたと いうの だろ うか。

スク ナ ヒコ ナノ ミ コト

たいら

「 姫榊神 社は 客商売 するほ ど有 名じゃ ないぬ 。仕 方ない ぬ」

なん だか黒 翼は楽 しそ うであ る。

「そう だね、 クフク フ」

「何が おか しいの かぬ？ 」
オオ ナ ムチ ノミ コ ト

「こ この祭 神の 名前を 思い出 せ、 テトメ ト」
よみ がえ

「神 田明神 はた しか大 己 貴 命 、少 彦 名 命、 平の… …う！ 」
た いら のま さ かど

「そ して ちあら がいつ か蘇 らせた いと思 って いる人 物の名 前は ？」

「 鳥越姓 だぬ 。平将 門とは 無関 係では ないは ずぬ 。もし かして 黒翼 様は狙 ってた のか ぬ？」

「別に 。それ にちあ らが この神 社に仕 えた からと 言って 、何 かが変 わるわ けで もない 」
「でも 変わる 可能性 が、 少なく とも〇 では なくな ったぬ 」
「そう だね 、〇． 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 一％く らい は増え たかな ？」

「ウ ソだぬ ー、 絶対に 何か起 きる ぬー。 ぜった い一 〇〇％ ぬ！ 心配 だぬ 」
テ トメト が眉間 にし わを寄 せなが らも チラリ と黒翼 を見 る。

」

「ポ ジテ ィブシ ンキン グ、 ちあら が鳥越 多輝 を復活 させや すく なった と思え ばい い」
「 黒翼様 は何 を企ん でるぬ

「わた しから 何かす るこ とはな い。た だ… …」
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黒 翼は目 を閉 じて、 それか ら天 を仰ぎ 見た。
冬の高 い空が 、く もり一 つ無く 、ど こまで も広が って いる。
そろ

青か ら薄い 青への グラ デーシ ョンが 、実 に心地 よい。
「確か に何 かが揃 いつつ ある ような 気はす る」
み じん

しか し空を 仰ぎ 見るそ の表情 は少 し固か った。
い つもの 余裕に 満ち た、悪 戯っぽ い表 情は微 塵もな い。

テ トメト がた め息を つく。

「ほ ら、 一〇〇 ％ぬ」

こう 言うと き、人 間の 身体と いうの はも どかし い。

「ふむ ……」

全て を悟り 、全て を成 したあ の時に 戻り たいと 切に思 う。
けれ どこれ も自 分が選 んだ道 だ。
「わ たしが 必要 なら、 勝手に 火の 粉が降 ってく ると いうも の」
黒 翼はい つも の表情 に戻る と、 得意気 に胸を 張っ た。
「 それよ りも できた てのド ーナ ツが冷 めてし まう 、戻る ぞテト メト 」
「はぐ らかし たぬ」

「なん だ、い らんの か？ そ うか、 では あのポ ン・デ ・カツ オも わたし がいた だく としよ う」
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そ う言い なが ら黒翼 はさっ さと 歩き出 してし まっ た。

そのあ とを テトメ トが追 う。

「 待つぬ ！ 吾も 食べる ぬ～ ～～！ 」

神田 明神か ら伸び る長 い長い 階段を 一人 と一匹 が勢い よく 降りて いく。
空は 相変わ らず高 く、 雲一つ 無く、 どこ までも 広がっ てい る。
その 透き通 った 空に、 まだ嵐 の兆 しは見 えなか った ……。

了
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