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　ここは数百年の寿命を持つ、長寿の人々が暮らす世界――。

　東西南北に広がる土地を、各地の長が統べ、さらにいくつもの里を造り出していた。

　これは、東を統べる紅と藍の物語―――。



1.見つけた

　――ここは、どこだろうか。

　ぼんやりと覚醒しない頭で、視界に映る天井を見つめた。答えを得る前に彼女は体を起こした。

　半分開いた窓から差し込む光が、夜が明けたことを知らせている。それどころか、太陽の位置は随分高

いようだった。目を細めて光を緩和していると、次第に意識も覚醒していく。

　「そういえば、昨日はここに泊ったのだったな・・・・・・」

　彼女は名を、彩藍という。実際の年齢さえ忘れてしまうほどの年月を経てもなお、彼女は成人を迎えて

少しの女性と変わらない姿をしている。

　彩藍は欠伸を押し込めて、窓の戸を限界まで開いた。ここ最近慣れ親しんだ景色に小さく息をついた。

　ここは、東の最も端にある矢神の里であり、里を治める矢神家の一室だった。彩藍は五十年程前からこ

の里で暮らしている。普段は矢神邸の裏山の中腹にある、矢神家の別邸で日々を過ごし、気が向くと山を

下りて麓にある里を訪ねているのだ。

　ふと、廊下を走る音が聞こえて振り返ると、それは部屋の前で止まり、勢いよく襖が開かれた。

　「ひめさまぁ――――！」

　少し高めの声が二つ重なって、彼女の後ろへ消える。まったく異なる感情を乗せたそれらは、別の足音

が原因だった。

　「こら―――――！　あんたたちいい加減にしなさい！」

　声高に叫んだのは浅羽である。彼女は、怒りの形相で彩藍の後ろに隠れた子供たちを睨んでいた。

　一方、彩藍の左右から顔を覗かせた二人は、一方が舌を出し、もう一方はすっかり怯えていた。先程嬉し

そうに顔を見せ、今舌を出して反抗の意を示しているのは総悟、逃げるように隠れて怯えているのが結で

ある。

　彩藍の腰にも満たない二人は、よくこうして彩藍に会いに来るのだ。

　「そんな怒ってばっかいるとしわが増えるんだぞっ。ますますおばさんになっちゃうからなっ」

　総悟の言葉に、浅羽は青筋を立てる勢いで笑みを浮かべた。その凄みを纏う笑みに結がさらに縮こ

まった。

　「ご、ごめんなさいっ」

　「こら結！　男たるもの女に頭を下げるなって言っただろっ」

　「――あら、それこそ男たるもの女性に向かっておばさんなんて言うものじゃないと思うのだけど。第

一、わたしはおばさんなんて言われるほど年を取ってません！」

　彩藍の後ろで交わされる会話に浅羽は雷を落とす。

　彩藍よりもいくらか年上に見える彼女は当然、彩藍より何十年も早く生まれている。おばさんがどうの

という年齢でもない、と彩藍は苦笑した。
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　彼女は十年程前、里の近くで行き倒れているところを彩藍に拾われ、現在はここ矢神家の一人息子の妻

として暮らしている。

　浅羽は、彩藍の着物を掴んだままの子供たちを見て冷たく笑った。

　「それと、軽々しく女性の寝室に許可なく入るのは男としてどうなのかしら？　あげく、女性の後ろに隠

れて・・・・・・。まだ子供なら分かるのだけど」

　大きくため息をついて睨むと、彼らはびくりと肩を震わせてさらに彩藍にしがみついた。

　「お、おおおれ子供でいい！」

　「ご、ごめんなさい！」

　彩藍は思わず吹き出した。小さくくつくつと笑っていると浅羽の矛先が彩藍に変わった。

　「姫様！　笑ってないで少しはこの子たちに言い聞かせてくださいっ。だいたい、今何時だと思ってる

のですか。もうお昼ですよ!?　あなたのお世話をするこちらの身にもなって下さい」

　浅羽の小言は彩藍が答えるよりも早く、総悟によって遮られた。総悟が彩藍の手を掴んだのだ。

　「ひめさま、おはよう！　早く遊び行こうぜ！」

　「おはよう。総、姫様じゃないだろう？」

　「ランさま？」

　「様もつけない約束だろう？」

　「ラン姉ちゃん！」

　訂正を繰り返した総悟に彩藍が笑みを返すと、もう片方の手を引っ張られた。おはよう、と小さな挨拶

が聞こえて彩藍は結の頭を撫でた。嬉しそうにされるがままに撫でられている結に、おはようと返す。

　そこで完全に無視されていた浅羽の溜息が割って入った。

　「・・・・・・もういいですから姫様は着替えて下さい。お布団片付けちゃいますから。・・・・・・まっ

たく、どうしてこう人の話を聞かない人ばかりなのでしょう。わたしは気苦労が絶えません。この前だっ

て勝手に髪を切ってしまわれて・・・・・・」

　「浅羽の姉ちゃん、怒ってばっかだな」

　押入れを開けた浅羽は、総悟の言葉が聞こえたのだろう。次の瞬間、ぴしゃりと雷を落とした。

　「二人は外に出てなさい！」

　ぎゃ、と悲鳴を上げた彼らは再び彩藍の後ろに隠れた。彩藍は溜息をついて助け舟を出した。

　「総、結。二人ともまだ食事もしていないだろう？　下に行ってお昼をもらっておいで。遊ぶのはその

後。私もすぐに行こう」

　「うん！」

　今度は大人しく従って、彼らはあっという間に部屋を後にしたのだった。それを見送った浅羽は不服そ

うに溜息をついている。

　「もうっ、姫様の言葉だけは素直に聞くんだから・・・・・・」

　独り言のように呟くと、浅羽は背を向けた。彩藍はその後ろ姿と子供たちが出て行った部屋をただ見つ

めていた。
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　彼女の名は彩藍――否、藍彩霞という。

　今は亡き、賢者の名を持つ藍の一族。彼女は、そのただひとりの生き残りだ。その事実を隠すために彼

女は別の名を名乗っている。

　彩霞はこの穏やかな日常がいつまでも続かないことを知っていた。彼女自身、それを望んでいるわけで

はない。

　彼女の時間は一族が滅んだ日に止まっていた。彼女はただ、止まったままの日々を終わらせるために生

きている。

　そして今、周囲の想いをふいにして彼女の時に異変が起こり始めた。

　――もう、誰にも止めはさせない。

　やっと、この時が来たのだから。この時を逃しもしない。彩霞は誰も見たことがないくらい楽しそうに

微笑んだのだった。

　

　―――やっと、見つけた。



2.動き出す者たち

　ここは、東を治める紅の一族の本邸がある紅の里。

　本邸――紅家の片隅に、弓道場が併設された武道場がある。そこへ、一人の男が顔を出した。彼の名は、

紅李遊。紅家当主の長男である。

　李遊は弟、李絳の姿を探して屋敷中を歩き回っていた。

　「――蘇芳、李絳知らないか？」

　弟を見つける代わりに、弟の従者を見つける。

　「李遊様、お疲れ様です。・・・・・・李絳、ですか？」

　蘇芳は李遊に気付くと姿勢を正した。そして、呆れたように溜息をついた。

　「また、ですか・・・・・・」

　「あいつにも困ったものだ。ふらふら消えたまま帰ってこない。次の仕事を任せようとしたら、これだ」

　肩をすくめて同じように溜息をついた李遊に同情の眼差しを返して、蘇芳は苦笑した。

　「李絳なら離れにいると思いますが、連れてきましょうか？」

　「・・・・・・まだあそこを根城にしてるのか。――いや、いい。後はこっちでなんとかする。助かっ

た。邪魔をしたな」

　呆れて肩を落とした後、李遊は片手をあげ礼を言うと武道場を後にした。軽く会釈をしてその後ろ姿を

見送っていると、蘇芳は別の方向から歩いてくる父の姿を見つけた。

　「父さん？　何してるのさ」

　「おう、蘇芳。李絳は離れか？」

　父、晴燕の弾んだ声音に何やら画策しているようだと察し、蘇芳は巻き込まれないよう手短に答えた。

　「・・・・・・今、李遊様が呼びに行ったけど」

　「ほう」

　にやりという表現が一番適しているだろう笑みを浮かべると、晴燕は踵を返した。あっという間に歩い

てきた方向へ消える父に、蘇芳は溜息をつくのだった。

　その頃、李絳は自宅の隣に並ぶ離れの一室で、いつものように昼寝をしていた。熟睡している李絳は、部

屋に入ってきた兄にも気付かなかった。

　李遊は部屋に入った途端、いつもはあるはずのない荷物に目を止めるが、とりあえずの目的はこちらに

背を向けて眠る李絳である。

　「おい、李絳。起きろ」

　一度の呼びかけにも起きない李絳に、李遊に李絳の頭に拳骨を落とした。

　「っつ―――！　・・・・・・な、に――げ、兄上」

　「お前、いつもいないと思ったらここにいたわけ？　つーか、勝手に私物運び入れるなって言ってんだ

ろ。しかもなんか増えてるし」

　「はぁ？　最近は何も運んでない――ああ、あれのことですか」

　怪訝そうに振り返った李絳が、李遊の視線を追って、大小様々な大きさの箱を見る。
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　「あれ、今日俺が来たときから置いてあったけど、昨日まではなかった。なんか新しいものみたいだけ

ど、普通この離れに運びますかね？　ここと隣の部屋以外は荷物置き場だけど、こっちは使わないように

してなかったっけ」

　「お前のじゃないなら誰の私物だ？」

　「は、まさか父上――母上以外のお」

　口を覆い真剣な表情をした李絳に、李遊は再び拳骨を落とした。

　「縁起でもないこと言うな！」

　「・・・・・・っ、ただの冗談だろっ。それより、今後使う予定があるなら兄上の耳にも入ってるはずで

しょ。どうなんですか」

　頭を押さえたまま目を眇めた李絳に、溜息をついた。

　「ねえよ。だからお前に聞いてんだろ。だいたい、客人が来てもこの離れは使わねーだろ」

　そういえばそうだった。李絳は改めて気付き言葉を詰まらせた。

　「・・・・・・じゃあ、なんなんだよ」

　「・・・・・・父上に聞いてみるか。ちょうどお前を連れてくるよう言われてたとこだ。行くぞ、李絳」

　「いっそのこと開けてみれば誰のものか分かるんじゃないですか？」

　二人は立ち上がるが、李絳の目的は部屋の片隅に置かれたその箱だった。箱の脇に膝をつくと、李絳は

蓋に手を伸ばした。

　「案外、なんかのお宝だったり、し、て――」

　「おい、やめろ。勝手に――」

　中を検めた瞬間、李絳とともに後ろから覗きこむように立っていた李遊も固まった。そして、次の瞬間

李絳は思い切り蓋を閉めた。

　「お、俺見なかったことに――」

　「何故、見なかったことにするんだ？」

　割り入ってきた第三者の声に、二人は振り返った。

　「うげっ」

　変な声を上げた李絳をよそに、李遊はその人物を冷静に見た。

　「・・・・・・父上、何故こんなとこにいらっしゃるんですか。執務中では？」

　「雅楽に任せてある。安心しろ。執務が滞ることはない」

　鷹揚に返した彼らの父は、名を紅梨淑という。彼は現在の紅の一族を率いている当主である。つまり、こ

の東の地にとって、彼こそが君主なのであった。

　梨淑は息子たちの顔を見て、不遜に笑う。

　「それで、何を見たと？　何故なかったことにする？　まぁ、嫌でも関わることになるがな」

　明らさまに嫌そうに顔をしかめている李絳と、仕事を気にしながらも今目にしたものを信じられないと

いう表情をしている李遊を、座るように促す。そして、自身も腰を下ろした。

　「――さて、先にお前たちの話を聞こう」

　「・・・・・・なぜ、あんなものがこの紅家にあるのですか」
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　先に口を開いたのは李遊だった。

　梨淑は小さく笑うと、とぼけて見せた。

　「あんなもの、とは？」

　「あの箱の中身です。あれは藍の着物ですね？」

　「藍色の着物などどこにでもあるだろう」

　「あれは普通のものとは違います。身につける者が限られた、上等でどこにも存在しないはずの藍。何

故そんなものがこの紅家にあるのですか」

　真剣な表情で言葉を返す李遊だが、梨淑はやはりまともに答える気がないようだった。

　「身につけられる者が限られているものなどないような気がしたが。それに存在しないなんてことはな

いだろう？」

　「彼らの存在はもはや神格化されていましたから、彼らの象徴でもあるべき藍の色に手を出すなんて者

は、少なかったはずです。ましてや、この東の地では近いものすら避けられていたはずです」

　そして何よりも、ここは紅家である。一族の者は好んで紅を身に付ける。紅家には、名を重んじ何より

仲間を大切に思う人間が多いのである。

　「そんな、世間の風習など絶えてきたと思うのだが。第一、何故そんなに不審に思う？」

　「世間では英雄でも、彼らは色家にとって異なる者です。不審にも思うでしょう」

　紅、藍、碧、黄、紫、茶―――色の名を持ち、各地を治める彼らは色家と呼ばれる。色家の繋がりは強く、

互いに支え合いながら各地を治めている。

　そして、かつて紅家とともにこの東の地を治めていたのが、英雄と讃えられ賢者の名を持つ藍家である。

その藍家が滅んだ理由を、色家は納得していなかった。

　紅家ともに平穏を与えてくれた藍家が、突如現れた賊によって滅んだ。たった一夜にして、彼らの長い

長い軌跡は幕を閉じたのである。だが、彼らの軌跡はそこで終わることはなかった。

　藍家の滅びは人々に、深い悲しみを残した。やがて彼らは、その悲しみを別のものに変えたのである。

人々は今まで以上に藍家を特別視するようになったのだ。あらゆる藍に近いものを人々は、喪に服すかの

ように遠ざけ、大切にするようになったのだ。

　「表向きには賊による襲撃、ということになってますが本当のところそれは事実ではないのでしょう？

　彼らの頭脳を凌ぐほどの人間が、賊の中にいたとは思えません」

　賢者と名高き藍家は、他の追随を許さない卓越した頭脳、知識を持った人間が集まる一族。それが、いと

もあっさり崩れてしまった。

　「いい加減、彼らに何があったのか教えてくれませんか、父上」

　あの夜、藍家に駆け付けたのは父だった。まだ当主になる前の彼は、先代当主である――つまり、梨淑の

父、長春の命で藍家に向かった。

　「あの時、藍家で何があったのか、何を見てきたのか、父上はいくら聞いても答えてくれませんでした。

だから俺たちは、色家は、憶測を受け入れるしかなかった」

　「・・・・・・憶測、というより事実になっている気もするが？」

　梨淑はいつになく真剣な表情に、かすかな不安を感じ取って苦笑した。
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　次男は次男で明らさまに顔をしかめている。藍家に対する彼らの思いは、やはりその憶測以上に厳しい

らしい。

　「――憶測か。確か、権力欲しさに自滅した、だったな」

　一族の中で始まった権力争いに、翻弄され彼らは誰も残らなかった。なんとも単純な憶測に辿り着いた

のは必然と言えよう。長い間蓄積してきたあの知識と頭脳を持ってすれば、彼らは天下をも取れたはずだ。

そして、長い間彼らとともに歩んできたこの紅家が傍にいるならば、それは確実だった。

　――藍家を頭とするならば、紅家は身体である。昔誰かがそう言った。それもそのはず、紅家は武を得

意とする一族だからだ。精鋭が集まる紅家は、藍家と同じく他の追随を許さなかった。

　だが、紅家の望みは権力などではなかった。藍家もまた然り。しかし、事態はそううまく進まなかった

のだ。

　「確かに、最期の彼らは力を欲していたかもしれない。だが、先代までは確かにうまくいってい

た。・・・・・・そう見えただけかもしれないが、先代は見事にあの藍家を抑えていた」

　「あの藍家を抑えるって、じい様もよく言ってましたけど、何か意味があるのですか？」

　「言わなかったか？　彼らは膨大な知識をその身に溜め込む反動に、精神的にひどく脆い」

　「聞きましたけど、・・・・・・」

　李遊は父の曇った表情に、言葉を詰まらせた。いつもながらに、何を考えているのか判別がつかない。た

だ、少しだけ悲しみのようなものが見て取れた。一体、何を思い出しているのだろうか。気になりつつも、

李遊にははっきりさせることがあった。

　「何故、今になって彼らのことを蒸し返すのですか。藍家はあの日、誰ひとり残ることなく、時を止めま

した。確かに真相を知りたいとは思いましたが、俺は自分の守りたいものを守ることができるなら、知ら

なくてもかまいません。話す気がないならこれ以上聞きません」

　「お前はそう言うだろうと思っていた。だが、まだ話は終わっていない」

　暗に、守るためならばどんな犠牲も厭わないと告げている兄に、李絳は思い切り顔をしかめた。それを、

梨淑は目を細めるようにして見た後、小さく息をついた。

　「実のところ、私も彼らの真相を知っているわけではない」

　なんでもないかのように告げられた言葉に返事が返ってきたのは、たっぷり一拍置いた後だった。それ

も李絳の間抜けとも言える、怪訝そうな返答。

　「・・・・・・はぁ？」

　「李絳。――父上、意味がわかりません」

　李絳を睨んで、李遊はできるだけ落ち着きを持って訊き返した。だが、やはり返ってくるのは彼らが求

めた答えではなかった。

　「私だけでなく、彼らの真相を知っている者はいないんだ」

　「・・・・・・じゃあ、父上があの日見てきたのはなんなわけ？」

　「――何も。正確に言えば、至る所に転がされた屍の群衆、だな。私が駆け付けたのは、すべてが終わっ

た後だった」

　梨淑は目を伏せて、昔を思い出すように言った。
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　「五十年も口開かないと思ったら、なんだよそれ・・・・・・」

　「お前も李遊も直接訊いてきたことなど、一度もなかっただろう。他の者が訊いてくるのを見ていただ

けで」

　訊かれなかったから答えなかった。彼らにはそう聞こえた。

　李絳は、散々焦らして知らされた事実と梨淑のそれに、耐えられずに苛立ちを乗せて叫んだ。

　「あんた、他の奴に訊かれても答えてなかっただろ！　つーか、俺らが訊いてたら答える気あったの

かよ！」

　梨淑は冷静に李絳を見つめると、やがて不遜に微笑んだ。それが、さらに李絳の癪に障り、頭を抱えさ

せる。

　兄は、それに溜息をついて父を見た。わざと、李絳を挑発するような態度を取るのは祖父と変わらない。

李遊はもう一度溜息をつくと、気を取り直したように口を開いた。

　だがそれは、追い打ちをかけるかのような父の言葉によって、遮られるのだった。

　「さて、本題だ。藍家の時は止まってなどいない。ある意味止まってはいるが、終わってはいない」

　改めて真面目な表情で告げられたその内容に、数拍後、息子たちは固まった。開いた口が塞がらない、と

はまさにこのことである。言葉も忘れるほど驚愕している彼らに、梨淑は決定的な言葉を告げる。

　「あの日、私と晴燕は、たった一人だけ生きていた藍家の人間を保護したんだ。そのお方は今もなお、あ

る里で生き続けている。だが、少し問題が起こってな。お前たちにはそのお方を迎えに行ってもらいたい」

　「ちょ、ちょっと待て！　保護って、どーいうこと？　つーか生き残りって・・・・・・」

　「彼らの頭脳は力を望む者にとって、喉から手が出るほど欲しいものだからな。紅家で保護しようにも、

問題があってな。だから、信頼の置ける里に預けた」

　いつになく混乱する二人に、梨淑は話を続ける。

　「だが、最近その里の周辺で良くないことが起こりつつある。一度問題になってしまえば、隠しておくの

は難しい」

　「待ってください！　まさか、紅家に迎え入れるおつもりですか！」

　「利用されない為にも、色家で保護する必要がある。それにはこの紅家が最適だ」

　「色家の中で争いが起きたらどうするんです！」

　李遊は半分腰を浮かべて、声高に叫ぶ。これには、李絳も同意する。だが梨淑は譲らなかった。

　「――それはない」

　「何を根拠にそう言い切れるんです？　色家の均衡が崩れれば、それこそ最悪な事態に陥ることになる

んですよ！」

　睨むように父を見据えるが、気持ちは変わらないようだった。だが、李遊は舌打ちしそうな勢いで反対

の意を示した。

　「俺は、わざわざ災いの種となるような人間をこの紅家に迎え入れるなんて反対です。俺は、たった一人

の人間のためだけに、この紅家を犠牲にされるのだけは許せない。――いっそのこと、何者にも利用でき

ないよう、犠牲が出ないよう、災いの種を始末するべきです」
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　「なっ、兄上！　自分が何言ってるのか分かってんのか！」

　兄の剣幕に思わず李絳が声を上げると、冷たく睨まれた。

　「俺には守りたいものがある。それを守るためなら何だってする。たとえ色家の一角、藍家の人間だっ

て迷わず始末する」

　李遊は言葉を挟ませる隙も与えず、冷たく言った。

　「もはや藍家は権力の象徴だ。そんな人間をこの先、生かして置いて何になる。その一人を巡って諍い

が起きるだけだろ。これは俺だけじゃない。恐らく色家も同じ判断を下すはずだ。みすみす災いを招くよ

り、災いの種を摘んでしまう方が余計な諍いが起きなくていい。そしてはるかに簡単なことだ」

　「・・・・・・人を殺すのが、簡単だって言いたいのかよ！　――ふざけんな。相手がどんなやつかも知

らないまま一方的に、危険だから殺しますとでも言うのかよ。だいたい、悪い奴ならとっくにその里で何

か起こってるはずだろ。悪い奴なら誰も守ろうとなんてしないはずだ！」

　立ち上がった弟に、李遊は口角を上げた。

　「相変わらず甘いな。俺はそう考えられるお前が羨ましいね。――犠牲が出てからは遅いんだ。俺は他

人の命に責任なんて持てない。他人の大切な人間が犠牲になったら、どうする。ましてや、自分の大切な

人間が犠牲になったら？　どんなことをしても戻っては来ないんだぞ」

　「だから、なんで犠牲が出るなんて決めつけてんだよ！」

　「――おいお前たち、人の話を最後まで聞け」

　そこで、二人の言葉を静かに聞いていた梨淑が口を開いた。梨淑は、似ているようで似ていない息子た

ちの意見を記憶しながら、話を元に戻す。渋々、姿勢を正した彼らを見て頷く。

　「今起こっている問題についてだが、お前たちも知ってはいるだろう。ここ最近、各地を荒らし回ってい

る賊を」

　「それって、やけに頭の回る？　無差別に里を襲いながら、まったく尻尾を掴ませないとかいう奴ら？」

　「確か、今は北の方にいると思ったんですが・・・・・・」

　ここ二十年くらい、各地の長たちを悩ませている厄介な集団である。彼らは人に手出しはしないが、金

目の物を奪っては逃げ、別の里に出没するというのを繰り返していたはずだ。しかも恐ろしく用意周到で、

踏み入る手口といい、逃げる手口といい、目を瞠るものがあった。里を出たが最後、足跡すら残さないので

ある。その上、南に向かったと思いきや、北に姿を現すなど、追う側は完全に振り回されていた。

　そして、とうとう色家お抱えの精鋭たちを引っ張り出したかと思えば、彼らの歩みはそこではたと止まっ

たのだ。

　「この一年、鳴りを潜めていると思ったら奴ら、矢神の里周辺に居を構え始めた」

　荒れ果てた寺を根城に、何かを探っているらしい。つい先日、矢神家の主人から使いがあったのだ。

　「正確には二か月前からか。里の住人が、不審な人間を見つけたのが始まりだそうだ」

　「同じ里の人間だったとかは？」

　「・・・・・・李絳、お前何も把握してないのか。――確か、矢神の里はこの里の半分にも満たない、小

さな里だぞ」

　つまり、里人全員が顔見知りということだ。
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　「そんな小さい里あったっけ？」

　「お前知ってるだろ。身寄りのない人間が集まる里」

　呆れたような声音にむっとしながらも李絳は、記憶にある話を思い出した。

　東の片隅にある、住む者は皆知り合いという小さな里。その里の者たちはいずれも、もといた里があっ

た。自分の意思で出たにしろ、出ていかざるを得ない状況に陥ったにしろ、彼らは放浪の果てに矢神の里

に身を落ち着けたのだ。

　「もしかしなくても、藍家の生き残りもそこにいるんじゃ・・・・・・」

　肯定をもって返された李絳は、怪訝そうに顔をしかめた。

　「俺が思うにそういうとこの方が危ないと思うんですけど。どっかの犯罪者が混ざってたらどうすんで

すか」

　「あそこの警備は手強いぞ。そもそも里長は、そんな輩を置いておくような人ではないからな。あの里

だけで一族として成り立ってもおかしくないほど、人々の絆は強い」

　「でしたら余計、外部から手を出したらまずいのではないのですか？」

　「ああ、余計なことはするなと警告された」

　不敵に笑った梨淑の言葉に、李絳と李遊は絶句した。まさか、紅家の当主に真正面からそんなことを言う

人間がいるとは思わなかった。これには二人とも同意見だが、込められた感情はそれぞれ違っていた。李

遊は呆れ、李絳は逆に感心している。

　ふと、疑問に思って、李絳は父を見る。

　「でも、なんで警告されんの？　逆に喜ぶはずじゃ？」

　「たとえ紅家の人間でも、あの里に入れてもらうのは難しいぞ。それだけ、人々の警戒心は強いんだ。

――それより、話を元に戻すぞ」

　李絳はなんだかはぐらかされた気もしたが、とりあえずは口を閉じた。

　「――二月前、異変に気付いた彼らは、すぐに里周辺を調べた。そして、里の北西にあたるところで奴ら

を見つけたらしい。以降、彼らは里の出入りを禁じ、警備を強めているそうだ」

　「何を目的に奴らはそこへ？　それこそ金目の物なんてないでしょうに」

　李遊が訝しげに眉間にしわを寄せ、溜息をついた。

　「ひとつ、お前たちに言ってなかったことがあるな。奴ら、鳴りを潜める前に押し入った里で、人に手を

出し始めている。その時期に起きた事件は、少なからず死者が出ていたそうだ」

　「・・・・・・それは、やつらが調子に乗り始めてるってことですね」

　「一年ぶりだ。今度事を起こしたら何をするか分からんぞ。しかも今回は、奴らに知られてはならない

――奪われてはならない御方がいる。前から奴らの行動には不審なところがあった。その理由が今回のこ

とではっきりした」

　その言葉に李絳と李遊は顔を合わせた。口に出したのは李絳だ。

　「どーいうこと？」

　梨淑はかすかに苛立ちを乗せながら、だが、息子たちに覚らせることなくはっきりと告げた。

　「奴らは探しているんだ。他の誰でもない、藍家の人間を。たった一人の生き残りを―――」
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　「――な、ちょっと待って！　どうやって奴らがその情報を入手したって言うんですか！　ち、父上たち

しか知らないことでしょ!?」

　思いもよらない事実に、李絳がうろたえていると梨淑が溜息をついた。

　「五十年前、藍の里から命からがら逃げてきた者がいただろう。一族の者でないにしろ、藍家に仕えてい

た人間がいるんだ。我らに藍家の異常を知らせた後、その男は姿を消した。あの方の存在を知っている可

能性も高い」

　「・・・・・・他に知っている者は？」

　「私と晴燕、それに雅楽を始めとした信頼の置ける数人だけだ」

　この父が信頼の言葉を強調するからには、本当に信頼できる者たちだ。そうなると、本当にその男しか

ありえない。

　「これ以上、犠牲を出さないためにも奴らをここで押さえる必要がある。間違っても、藍家の人間を渡す

わけにはいかない」

　「・・・・・・ですが、色家にはどう説明するつもりですか？」

　確かに、一度問題になっては隠し続けることは難しい。だが、この紅家に連れてくることに、彼らは納得

するだろうか。

　「もう既に使いを向かわせた。数日中に彼らの耳に入るだろう」

　「・・・・・・分かりました。ですが、俺はまだ納得してません。危険だと判断したら、迷わず手を下し

ます。――ということで、李絳が行きます」

　最後に溜息をついて、顔を上げた兄の言葉に、李絳は一拍置いて情けない声を上げた。

　「――はぁ!?　なんだよそれ！　二人で行けってことじゃないのかよ!?」

　「お前、俺には仕事があるんだぞ。普段、お前がやり残してる仕事が。それにお前が言ったんだぞ。相

手がどんな人間か知らないまま殺すなと。俺にはその判断を出す時間なんてない。だからお前が見極めて

こい」

　それとも俺の代わりに仕事するか、と意地の悪い笑みで問われると言葉が出なかった。顔をしかめた李

絳は、そんなに仕事が嫌なのかとさらに呆れられるのだった。立場が悪くなって父をみると、こちらも面

白そうに笑っている。どうやら完全に楽しんでいるようだった。

　「そうか。――では、李絳。二、三日中にここを発て。蘇芳と、そうだな。お前の仲間を連れて行け。そ

れと近くの里に人を置いといてやる。後のことは、彼らに任せろ。それからあくまで、里に入れるのは数

人だ。里に入り込む方が大変だがな」

　あっという間に話をつけられていくおかげで、李絳はそれ以上口出しできなかった。

　あちこちで呻き声や悲鳴のような、もはや動物の言葉のようなものが交わされていた。そして、それが

途切れると笑い声が聞こえてくる。人を見下すような、人を不愉快にするような笑い声が辺りに響いてい

る。そして再び、呻き声が、悲鳴が聞こえてくる。それの繰り返しだった。

　どれだけの時間が流れたのかも分からなくなり、さらに意識が遠くなった時、ふいに笑い声が止んだ。
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　――急げ。

　そして、唐突にそんな言葉が耳を打った。どこから聞こえているのかも、よく分からない声は急かすこ

とを止めなかった。

　行け、と高圧的に呟かれる言葉は、けれど、決して不快な気持ちにはならなかった。

　気付くと身体が動いていた。勝手にどこかへ向かって走り出す。体中に走る痛みに呻きながら、それで

も足は動き続けていた。

　そして、どこかに辿り着いた時、意識を失っていた。そして、再び目を覚ました時、またもやどこか分か

らない景色の中にいた。

　やがて時は流れ、過去を考える余裕ができてそこでやっと、家族を失ったことに気が付いた。その瞬間、

心に芽生えたのは悲しみでも痛みでもなかった。それは、怒りと復讐心だった。

　あとは、半ば勘だった。存在するかも分からないものを、当てもなく探し回った。決して心内は見せず、

信頼を寄せているわけでもない仲間たちとともに、各地を動き回った。そして、ついにそれらしき場所を

発見したのだ。

　こんな機会を逃すはずもない。もとより、目的はそれだったのだから。だが、まだ動くわけにはいかな

い。もし本当に存在するのなら相手はあの、藍家なのだから。慎重に行動すべきだ。

　里の近くを根城にした後は動く時を待って、思惑を巡らせた。そして、すべてが終わった後のことを思っ

て、ひとりほくそ笑んだ。

　やっと、希望という光が射した。望みが叶う時が近い。

　闇に浮かぶ月を見ながら、手にしていた盃を傾け、笑った。かつての人間たちと同じように、聞く者も見

る者も不愉快にさせるそれで。そして、心から愉快そうに呟いた。

　「――やっと、見つけた」



3.想う者、想われる者

　仕事場として使われている紅家の一部、正門から入ってすぐの屋敷は昼間の賑やかさを収め、ひっそり

としている。それもそのはず、時間は既に深夜を迎えている。この時間になっても残っているのは、当主

を含めた数人である。その証拠に灯りがいくつかの部屋から漏れていた。

　梨淑は己の執務室でいつものように仕事をしていた。ふと、手を止め窓の外を振り返った。しんと静ま

り返った闇だけが顔を覗かせているのを確認して、小さく息をついた。

　まるで彼の一族を思わせる景色に、昔を、あの少女を思い出す。紅家が藍家を離れる前に一度、そして惨

劇の夜に一度――たった二度顔を合わせた彼女に関する記憶は、まだ幼さを残した姿と交わした会話、そ

して、何の感情も示さない鉄壁の無表情だった。

　かつて、紅家は藍家が居を構えていた藍の里に、別邸を建てて本家と行き来しながら暮らしていた。そ

れは、この東の地に立った時から変わることはなかった。

　だが、藍家の先代――藍夏崔が当主を退いた頃から今までのようには行かなくなった。藍家に纏わりつ

く不穏な空気に、疑惑を感じ始めたのだ。そして、先代の早すぎる死の知らせを受け、紅家は藍家を離れる

決意をした。実際にはそれから数年して藍家を離れることになったのだが、それ以上ともにいれば、紅家

は藍家の滅びに巻き込まれていただろう。

　そして、数年が経って――梨淑は藍家を離れる際に言葉を交わした、あの少女に再開した。藍家の滅び

を示す、当主の亡骸の傍に彼女は立っていたのだ。

　あまりにも酷い光景の中で、顔をぴくりともさせず無表情に立つ彼女の姿を思い出して、梨淑は苦しげ

に顔をしかめた。振り切るように首を振って、再び窓の外に広がる闇を見つめた。

　「見守っているのか、はたまた、覆い尽くそうとしているのか。・・・・・・闇そのものが、彼らのよ

うだ」

　「――何の話だ？」

　ひとり呟く自身におかしく思った時、思考に水を差す者がいた。晴燕である。彼は扉を閉めると、まっ

すぐこちらに向かってくる。手にしていた湯呑を片方、こちらに示した。

　「雅楽が茶を淹れてくれた」

　「まだ残ってるのか。今日はもう帰したと思ったのだが」

　「他にもいつもの奴らは残ってるぞ。今、下で休憩してんだろ」

　ということはまだ帰らないつもりらしい。梨淑は湯呑を受け取って苦笑した。

　晴燕や雅楽を始めとした彼らは、当主の――つまり、梨淑の補佐である。晴燕に至っては護衛の意味合

いの方が強いが、彼らは皆優秀だった。昔からともに行動してきただけあって、非常に助かる存在なのだ。

ただひとり、雅楽だけは武芸者ではないものの、よく働いてくれている。

　「で、何の話だ？」

　「・・・・・・彼らの話だ」

　視線を外に向けると、それで理解して晴燕は頷いた。そして、ふと思い出したように梨淑を見た。

　「伝えたのか？」

　「いや、憶測でものを語るべきではないからな。真実を知っているのは彼女だけだ」

　「つったって、姫さんに聞いたことははっきりしてるだろ。――待て、じゃあ姫さんのことも言ってない

のか？」
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　息子たちに告げた内容は、最小限に留めてある。梨淑がふっと息をつくと、晴燕は面白がるような、同情

するような笑みを浮かべた。

　「怒られるぞー、絶対。どうせ、お前の言いようから年配の男だと思ってるぞ。しかも姫さん、そんな状

態の李絳たちに会ったら絶対、名乗らねぇだろ」

　「李絳なら簡単に騙されるかもしれん。だが彼女はあれの前に出なければならない。藍家の生き残りと

して。恐らく、あの時と同じように」

　「・・・・・・李絳はどうするかな」

　晴燕の呟きは、ただの確認に思えた。

　「あれが姫の思い通りに動くとは思えないだろう。李遊ならまだしも、李絳ならそううまく事が運ぶこ

とはない」

　「うまい具合に李絳に任せたな。しかも、何も聞かせないとはな」

　「すべては姫を守ることの方が先決だからな。それには先入観など必要ない」

　何も知らない人間の方が、今の彼女には信頼できるはずだ。誰かを通して、告げられる言葉は時に不信

に繋がることもある。

　「俺たちじゃ、姫さんを知り過ぎてるからな。それに先のことも考えると、姫さんには別の人間が必要

だ。だが、万が一のことを考えなくていいのか？」

　「それは、どっちの意味だ？　――姫は色家に手を出せないし、李絳についても同じだ。姫を守らずには

いられない。それでも、万が一、というなら彼女次第だな」

　どちらの身も心配してる彼らにとって、一番重要なのはそこだった。

　「約束か。俺たちは姫さんに、それしかできなかったからな」

　「・・・・・・あの子は今も、待ち続けているのだろうか」

　いつか来る、約束の時を。心変わらずに、待ち続けているのだろうか。

　梨淑は闇を見つめて、呟いた。

　「待って・・・・・・いるのだろうな。あの子は」

　「律儀にな。その上、頑固だ。変わってねえだろ、昔と」

　苦笑した晴燕は、同じように闇を見つめている。

　「もしかしたら、李絳を送ることは間違っているかもしれない。だが、それでも最悪の事態さえ避けられ

れば、なんとかなる。せめて、ここに来てくれたなら、彼女を助けられたなら――」

　梨淑の切実な想いに、晴燕は複雑な表情を浮かべた。

　「・・・・・・助ける、か。姫さんは望まないだろうな。ある意味ここが一番、姫さんにとって嫌な場所

だからな」

　「だが、そうでもしない限り、彼女は過去に囚われたままだ。彼女の時間を動かさない限り、今を受け入

れない限り前には進めない。たとえ彼女が望まなくても、絶対に引き下がるわけにはいかないんだ」

　「なら、李絳に任せて正解だろ。李絳はああいう人間を、放って置けない奴だからな」

　にやりと笑う晴燕の物言いは、感心しているのか面白がっているのか。どちらも混ざっているように聞

こえて、梨淑は溜息をついた。
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　「本当なら俺が行きたいくらいだけどなー。どんな顔するのか、面白そうだ」

　「お前に行かせるくらいなら、私が行く。お前はあの時随分、顔を合わせているだろう。私はほとんど言

葉を交わしてないんだぞ」

　「お前が俺に姫さんを送り届けるよう言ったんだから、俺は悪くねーだろ」

　不機嫌に文句を言う梨淑に、晴燕は笑う。まだ根に持ってるのか、と言外に伝え湯呑を空にした。

　「しっかし、やっと姫さんと会えんのか」

　「そういえば、雅楽たちの様子はどうだ？」

　「あ？　まぁ、複雑そうではあったが話の分からん連中じゃないだろ。雅楽は嬉々として準備してるぞ。

今じゃ他の奴らも雅楽と混じって、なんか楽しそうだぞ」

　雅楽らしい話だ、と梨淑は苦笑する。

　もともと、彼らには彼女の存在は伝えていた。だが、今回紅家に迎え入れることを伝えたのは、ほんの数

日前だった。やはり、梨淑から伝え聞いていただけあって、藍家の人間を紅家に入れるのは複雑なものが

あるらしい。しかし、梨淑自身も藍家について、彼女から聞いたことしか分からないのだ。

　「だが、奴らにとって一番は、夏崔様の孫ってとこらしいぞ。長春様の親友にして、歴代当主の中でも群

を抜く藍の一族一の秀才、藍夏崔様の孫に会わないでおくべきかってさ。藍家が滅んでも、夏崔様の名は

健在だからな。――もっとも、雅楽は同族のよしみで会うのを楽しみにしてるが」

　「ああ、姫は碧の血も継いでいるからな。相変わらずだな、あいつは」

　「考えてみりゃ、姫さんは直系の上、碧家の血も引いてんだからかなり重要な立場にいるんだよな。い

やーますます李絳が不憫に思えてきたぞ」

　そう言いながら、顔は笑っている。どうやら、真実を告げた時のことを想像しているらしい。

　梨淑は人をからかうのを生きがいにしている彼に、呆れた眼差しを向けた後、再び外の闇を見た。そし

て、ぼんやりと浮かぶ月を見上げた。

　「・・・・・・あの子は言うなれば月、だな。満ち欠けを繰り返してもなお、闇を照らし続ける。まるで、

藍家の中の一筋の光のようだ」

　「奴らにとっては最後の最後で、そう見えてたかもな」

　滅びの道を辿る藍家の中で、唯一生き残った彼女。精神的にも身体的にも、最後まで生き残った唯一の

存在。藍家は最期まで、その誇りを持ち続けることはできなかった。それが本来の、彼らの性質なのかも

しれない。当主という枷がなければ、彼らの精神は崩壊していくのだ。

　「姫さんは、奴らの誇りを壊させたくなかったんだろうな」

　「ああ。彼らが誇りを持ったまま、逝けるようにしたかったんだろう。それが彼女にとっても、唯一の救

いだったんだ。だから・・・・・・彼女は、藍家を滅ぼしたのだと思う」

　言いながら、梨淑は昔のままの彼女の姿を思い出していた。

　「藍家がどうあったとしても彼女がどう思っているのだとしても、彼女は我ら色家を――ひいては世界

を救ったにも等しい存在なんだ。もはや彼女は、最も貴ばれるべき御方だ」

　それだけ藍家は危険な存在だったのだ。そして、彼女が藍家にいたことは唯一の救いだったのだ。色家

にとっても、もちろん藍家にとっても――。絶対に、失ってはならないのだ。
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　――今回のことで紅家は動くだろうか。

　同じ頃、彩霞はかすかな月明かりを受けながら、窓の外を見つめていた。しんとした空間は彼女にとっ

て、最も落ち着く場所だ。

　動いても、彼らは来ないだろうな。彩霞は紅家当主とその側近を思い浮かべ、かすかに頬を緩めた。

　彼女をよく知る者が見れば、それは悲しげな笑みに見えただろう。だが、ここに彼女を知る者はいない。

なぜなら、彼女は矢神の里に来た時、ほとんどの感情を失っていたからだ。表情を繕うこともできず、彼女

はまるで人形のようだった。

　彩霞は藍家の先代当主――藍夏崔の孫として生まれた。そして、彼に育てられた。正確には彼と、彼の

友人たちに育てられた。やがて、成長していくにつれて彼らと顔を合わせる機会も少なくなった。

　それでも、彩霞の世界は彼らだった。たった数人の大人たちに囲まれて暮らす日々は、宝物のように彩霞

の心に刻まれた。愛され、愛していた。ただ一つの彩霞の世界。一族も関係ない”ただの彩霞”の世界を、

ただひたすらに愛していた。

　彼女は、藍家を象徴するような子供だった。藍の血を純粋に継いでいたのだ。純粋すぎるが故に、誰に

も理解されることなく、たった一人で生きることを覚悟しなければならないほど、彩霞は優秀だった。文

武両道という言葉が正しすぎるほど、彼女は優秀だったのだ。一歩間違えば彼女は、藍家を率いて色家を

滅ぼしていたかもしれない。

　だが彩霞には、祖父や他の大人たちがいた。彼らは彩霞が決して、己の血に溺れることがないように導

いてくれた。文武を修めても、彼女は純粋なままでいられたのだ。

　しかし、彼女はやはり藍の血には逆らえないと知った。藍家の人間は皆、血に溺れ、心を失っていった。

　長い間、祖父とともに彼らの傍にいた。変わっていく彼らに気付きながらも、助けることは叶わなかっ

た。やがて、彩霞は最愛の祖父を亡くすことになる。彩霞が、少女から大人へ変わる曖昧な時間の中で、彼

は彼女を置いて旅立ってしまったのだった。

　そして、彼女は藍家を滅ぼした。自らの手で、彼らに手をかけたのである。そうしなければ藍家は色家

を滅ぼしていただろう。すべてを壊せなくとも、多くの犠牲を出し続けただろう。

　すべてを終えた時、何の因果か紅家の次代当主と再会したのだった。

　あのときもこんな静かな夜だった。彩霞は、欠けた月を見上げてぼんやりと、彼らの姿を思い浮かべた。

　――いつか迎えに行きます。

　一方的に約束を取り付けておいて、果たすつもりがない。分かっていたことだ。恐らく今回のことで、彼

は別の人間を送ってくるだろう。

　彩霞は自嘲ぎみに苦笑した。約束など、守る必要はない。それでも、自分はここにいる。

　――滑稽だ。自身の心が。

　そして、残酷だ。――彼らの心が。

　一切の表情を消し、彼女は冷たく闇を見つめていた。
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　彼らはいつだって、彩霞のためになることをしてくれる。だが、それは彼女にとって一番必要ないこと

だった。

　彩霞の無事を祈ってくれる彼らは、彩霞にとっても大切な存在だった。交わした言葉は少なくとも、彼

らの想いは痛いほど伝わった。だが想ってくれる人間こそ、彩霞にとって残酷な存在になった。

　彩霞の一番の望みを、彼らは叶えてはくれない。むしろ、彩霞に残酷な運命を背負わせるだろう。

　――時は動かない。私は今も、祖父とともにある。

　どんなことをしてでも叶えてみせる。彩霞は、窓の外から視線を中へ移した。何もない空間を見つめて

小さく息をついた。

　動くのだとしたら、それは終わる時だ。ならばもう、終わらせよう。永遠の時を、必ず、手に入れてみ

せる。

　彩霞はそう、誓ったのだった。

　随分、感情表現が豊かになった。豊かというには程遠いけれど、かつての彼女に比べればはるかに意味

のあることだ。窓際に頬杖をついている彼女の横顔を見て、彼は頬が緩むのを感じずにはいられなかった。

　最初は人形のような彼女をどう扱ってよいものか、苦労したのを覚えていた。彼女の生い立ち、これま

での生活など一通りのことは聞かされた。正直、彼女を預かることに不安はあった。だが、彼女を目にし

たときそんなものは、一切思い浮かばなかった。

　それからは、彼女の心を取り戻そうと必死だった。妻とともに新しくできた子供を育てるかのように、彼

女に懸命に話しかけた。息子も、彼女を家族のように大切にしていた。

　最初は、誰かが傍にいるとまともに食事すらしなかった。ただの置物のように座っているだけだったの

だ。だがそんな彼女も少しずつ、変わっていった。誰もがそれに喜び、彼女は他の人間とも接するように

なった。今では、彼女は里の者にとって大切な姫君のような存在になった。

　本来の彼女は正に姫なのだが、彼らはそれを知らない。藍家の人間だという事実は妻と、息子だけが知っ

ている。それ以上のことは彼だけが知らされているのだが、それも些細なことだろう。

　彼女の生存を知れられないために、この里を選んだのは正解だった。だがひとつだけ厄介なことに、彼

女がどこかの姫君だと思われていることだった。それは自身の彼女への接し方が原因なのだが、幸い騒ぎ

立てる者もいなかった。皆、それぞれ複雑な事情を背負ってこの里で暮らしているからこそ、彼らは深く

追究せずにいてくれるのだ。それどころか、一致団結して彼女を守ろうとしてくれているのである。

　強い者たちだ。どれだけ過去に酷い目に遭おうと、経験をしようと彼らは人を愛することができる。こ

の里にいる者たちはとても他人を大切にする、強い者たちばかりだった。

　幸せそうに今を生きる彼らを想い微笑むと、ふいに現実に引き戻された。

　「――悸暎。どうかしたのか？」

　「ああ、いえ。少し、昔を思い出しておりました」

　怪訝そうに振り返っていた彩霞に、矢神の長――悸暎は穏やかな笑みを浮かべた。彩霞は一瞬、不思議

そうに悸暎を見た後、目を逸らした。
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　「・・・・・・悸暎はことあるごとにそればっかりだな」

　ため息混じりのその言葉に、どうやら昔話を聞かされると思っているのだと分かる。さっさと、話を変

えられてしまう。

　「――首尾は」

　「相変わらず、動きはありません。もうすぐ彼らが現れて三月になりますが・・・・・・」

　この一年、鳴りを潜めていたはずの賊が矢神の里から北西にある、今は使われていない寺に居座り始め

た。最初に姿を確認したのは、彼女だった。里周辺を嗅ぎ回っている彼らを見つけ、すぐに悸暎に里の外

に出ないよう指示をした。

　「皆は」

　「さして混乱を招くこともなく、常日頃と同じように振舞っています。強い者たちです。ある程度のこ

とは耐えられます」

　「・・・・・・子供たちが何もしなければいいが」

　外で何やら動き回っている子供たちを見て彩霞が呟く。矢神家の庭で、総悟や結を含めた子供たちが遊

んでいる。いつもは、広場や里を出てすぐの川などで遊ぶことが多い彼らは、ここ最近この矢神家に入り

浸っていた。おおらかな主人のおかげで、里の人々は気軽に訪ねてくるのである。

　「今は遊び場を取り上げたも同然ですから。それに無茶はしないよう言い聞かせてあります」

　おおらかとは言えど、彼は厳格な人間だ。しかし、彼の判断は里の人々のためのものだと皆理解してい

る。だからこそ彼に絶対の信頼を寄せているのである。

　「大人たちもよく目を配ってくれていますので、さほど心配ないかと。・・・・・・まぁ二人ほど問題児

はいますが、姫様の言葉なら言うことを聞くでしょう」

　二人というより一人な気もするが、と溜息混じりに呟いて悸暎を睨む。

　「それより、その呼び方はやめろと言っているだろう。確実に彼らに知られるだろう」

　彩霞の言う彼らとは賊のことではない。それを正しく理解して、悸暎は笑みを消した。

　「・・・・・・紅家は動くでしょうか」

　「ああ、動かざるをえない状況だからな。奴らの一年前の行動といい、今回のことといい放っては置けな

いだろう」

　「姫様は、どうなさるおつもりですか」

　悸暎だけは、彩霞が藍家を滅ぼしたことを知っている。そして、彼女の望みも――。

　「悸暎。私はね、ここに来れて幸せだったよ。この里が好きだった」

　突然告げられた言葉に、悸暎ははっと息を飲む。

　「ここでの暮らしは温かくて、まるで昔に戻ったかのようだった。私を受け入れることが、どれだけの危

険を伴うか分かっていたのにお前は、断らなかった。私のしたことを聞いてもなお、守ってくれた。里の

人間も私を守るために、手を尽くしてくれた」

　ふと寂しそうにかすかな笑みを浮かべる。

　「何も返せないというのに、彼らは、悸暎は私にたくさんの愛情をくれた。・・・・・・ここで、この里

で過ごせて良かった。ありがとう、悸暎」
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　悸暎は感情が溢れ出しそうになるのを堪えて、笑みを浮かべる彩霞を見た。とても、嬉しいと思うのに

とても、悲しかった。

　「・・・・・・やはり、この里に残っては下さらないのですね」

　落胆を思わせる声音に、彩霞は笑みを消した。何も感じさせない表情でふっと息をついた。

　「言っただろう。私はいつだって、自分のために生きていると。――どのみち、この里にはいられない。

かといって紅家にも行くつもりはない。私の望みは変わらない」

　はっきりと告げると、彩霞は顔を背けた。先ほどと同じように窓の外を見る。そして、話をもとに戻した

　「紅家が動けば、奴らも動き始める」

　悸暎ははっと言われた言葉を反芻した。

　「・・・・・・何故・・・？」

　「恐らく紅家が、というより色家が動くのを待っているんだ。――やはり私が狙いなようだ」

　不遜に笑う彩霞に、悸暎は眉を寄せた。

　「姫様のことを知る者がいるのですか、彼らの中に」

　「そうとしか考えられない。奴ら、試しているんだ。紅家が動くほどの人間がここにいるかどうか――」

　「ですが、彼らはもう既に色家に追われているはずです」

　「だが、この里は奴らに何も利益を与えない。金目の物があるわけじゃない、小さな里だ。他に何の用が

ある」

　確かに彼女の言葉はもっともだ。

　「それを承知で紅家当主も誰かしら送ってくるはずだ。一週間以内につくだろうな」

　「長春といい、息子といい紅家の男はどいつもふざけた性格をしている。――失礼、気になさらず」

　返ってきた低い声に、振り返るとにっこりと笑みを向けられた。

　そういえば悸暎は先代当主と知り合いだったな、と思い出す。ちなみに彩霞の祖父とも昔、付き合いが

あったと言っていた。昔の話を聞かせてくれる度に、彼は紅家の先代に小言を呟いていた。

　「では、姫様はどうなさるのですか？」　

　「とりあえず、いつも通りだ。彼らの目的も知りたいしな。・・・・・・その前に彼らは、どうやってこ

の里に入るつもりかな」

　興味深そうに呟いた彩霞に、悸暎は呆れたように溜息をついた。

　「・・・・・・では皆にもそう伝えておきます。目立つ行動は避けてくださいね」

　くれぐれも、と念押しすると彩霞は肩をすくめて答えたのだった。

　悸暎が部屋を去るのを見届けて、再び外を見た。よく晴れた青空が広がっている。

　穏やかな日常だった。少しだけ状況は異なるが、子供たちがはしゃぐ姿は、広がる景色は穏やかな日常そ

のものだった。これを幸せと言わず何と言うのだろう。少なくとも彼女はこれ以上の幸せを知らない。だ

が、祖父がいればと思ってしまうのも確かだった。

　人間は欲深な生き物だ。当たり前にある日常を舞台に、自身の欲を満たそうとする。何かを求めようと

する。なんて滑稽で、脆弱な生き物だろうか。それでいて、強さもあわせ持つ。なんて奇怪な生き物なの

だろうか。



3–8

　生きていく中で彼らは求め続ける。求めなければ立っていられない、とでもいうかのように。何かにす

がり、依存して欲を満たし続けて、彼らはいったいどこへ向うのだろうか。そこに彼らの幸せがあるのだ

ろうか。では、彼らの幸せとは何を示すのだろう。ただの日常が当たり前になっている、彼らの幸せとは

何なのだろうか。

　――分かるわけがない。私は彼らとは違うのだから。

　生きていく限り、答えなんて見つからないかもしれない。だが、疑問に思ってしまうのだ。人々が何を

思い、何を想って生きているのか――。

　彩霞は、思考を止めると溜息をついた。自分に呆れ、冷やかに笑う。

　「今更、答えを求めて何になる。くだらない」

　すべて、どうでもいいことだ。今の彼女にとって必要なのは、彼女の願いを叶えてくれる人間なのだ

から。

　彩霞は感謝していた。この状況を作り出してくれた間抜けな賊に。彼らが作り出したこの状況を利用し

て、彩霞は自らの望みを叶えられるのだ。

　嬉しくてたまらなかった。どうしても頬が緩んだ。ずっと待ち続けた時が近づいていることを思うと、

彩霞は笑っていた。それは、ひどく冷たい頬を歪ませただけの、完璧に作られた笑みだった。



4.誤認

　紅家を発って二日――李絳は川岸で溜息をついていた。

　「で？　矢神の里には連絡してあるんだよな？」

　傍には、蘇芳といつもの仲間たちがいる。彼らは李絳を気にせず話を続けていた。

　「してないんじゃない？　僕ら、李絳が話を聞かされた翌日には出てたしね」

　「じゃあどうやって入れてもらうんだよ？」

　呆れて空を仰いだのは歴という、比較的前向きな性格をした男だ。呆れているものの口調は軽く、楽し

んでいる様子が分かる。

　「とりあえず里の南側で待機して、里の人に伝言頼む？」

　「里の人間は外に出られないことになってるんだろ。それでどーする」

　冷静に状況を整理して話しているのは秀である。李絳の中では、他の三人より遙かに頼りになる男だっ

た。蘇芳も冷静と言えば冷静なのだが、彼はどちらかと言うと考えることを丸投げしている節があるので

性質が悪いのだ。

　そこで、今まで黙っていた晶が口を開いた。

　「ねー、その人どんな人なのー？」

　大概話の腰を折るのはこの男だ。晶は好奇心に満ちた目で皆を見つめている。

　「あ？　藍家の生き残りのこと？」

　「もしかしたらさ、藍夏崔様の側近とかー、親しい人だったりして？」

　「あーでもありえるよねぇ。わざわざ敬称使って呼ぶわけないしね」

　「それはないだろ。側近なんて立場の人間が生き残るか？」

　話が変わってもそのまま話を続ける様子に秀は溜息をついて淡々と告げた。

　「わっかんねーぞ。裏切ったり裏切られたり藍家ならあるかもだろ。だから自滅したんじゃねーの？」

　「でもさー、本当のところ分かんないんでしょお？　夏崔様が逃がしたとかー」

　歴の言葉に晶が口元に手を当てて反論すると、蘇芳があっさりと会話を変えた。

　「別に本人に聞けばよくない？　僕的には賊の方が厄介だと思うんだけど」

　憶測しか浮かばない答えのない問題には殊更興味が無いらしい。えー、と首を傾げた晶が口を尖らせて

蘇芳をみた。歴は蘇芳の珍しい言葉に面白そうに笑みを浮かべた。秀はそんな彼らの会話を聞きつつ、少

し離れたところで座っている李絳を見た。

　彼らは紅家を発ってから、矢神の里まで最短距離で進んできた。馬での旅のため少しずつ休憩を取って

いた。ここは、その休憩場所として選んだ場所だった。川が流れているのを見つけて馬を休ませるのと同

時に、彼らもごろごろと転がった岩場の上で腰を下ろしていた。

　李絳は一番高い場所に座り、ただ川の流れを見つめながらぼうっとしていた。時折、溜息をついている。

　「そういや、何で二月も動かないわけ？　俺としちゃそこが気になるが」

　「別にそれはいいでしょ。あとで聞けば？」

　蘇芳の言葉に溜息をついて秀は先を促した。
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　「藍家の人間がどんな人なのかは知らないけど、賊と接触させるわけにはいかないよね」

　「寝返るかもって言いたいのか？」

　秀が訝しげに問い返すと蘇芳は肩をすくめた。

　「――どっちにしても、僕らにとっては避けたい事態でしょ。第一、そういう時のためにもう一つの選択

肢を渡されているわけだし」

　最後に李絳を一瞥してから歴たちに視線を戻す。ああ、と歴が呟き李絳を見た。相変わらず溜息をつい

てぼうっとしている。

　「なるほどな。害になるような人間なら奴らと接触する前に消しちまえってか」

　歴がにやりと笑うと、それに反応した李絳が顔をしかめた。だが彼らの会話は進む。

　「害になるならね。――奴らが何を思って観察してるのか知らないけど、僕らは奴らに遭遇しないよう

に里に入る必要がある」

　「いっそのこと潜入すっか」

　「だからさ、あっちに少しでも不安を与えないようにだって言ってるだろ」

　身を乗り出すように声を弾ませた歴に、蘇芳は冷めた瞳を向けた。それを秀が遮った。

　「だがどうする。俺たちが行くこと事態、不安を与えてるようなもんだろ」

　「そうなんだよねぇ。まぁとりあえず敵だと思われることは避けた方がいいってことなんだけ

ど。・・・・・・行けばなんとかなるでしょ」

　「俺ら矢神の里なんて行ったことないからなー。とりあえず事が始まる前に着けばいいだろ」

　結局答えを出さずに話を終わらせた二人に溜息をつくと、秀は李絳を見た。だが、晶が口を開いたこと

によって遮られた。

　「ねー結局藍家の人ってどんな人なの李絳ー？」

　やはり一番気になるらしいそこに、晶は李絳を見つめている。すると、李絳は数拍置いて顔をしかめた

まま呟いた。

　「・・・・・・俺が知るか」

　「李絳は今それどころじゃないってよ」

　半分重なるように言った声は歴のものである。歴は李絳を見て笑った。

　「ぐるぐる頭ん中、消すか消さないかでいっぱいなんだよなー？」

　「てゆーかさぁ、それなしにしても僕ら何にも知らないよね。僕らがいろんな選択肢持ってるなら、あっ

ちも警戒するはずだよね。名乗り出るとも思えないし」

　「じゃあ李絳も何も聞いてないのー？　それでどうやってその人見つけるの？　蘇芳の言うとおりなら

里の人たちだって隠すかもよー？」

　晶が何気なく言った内容に、全員がはっとする。まったく頭になかったらしい様子に晶が口を尖らせる。

　「そんなんでどうやって守るのぉ？」

　「そういやそうだよなぁ。李絳お前何でその人の特徴とか聞かなかったんだよ。蘇芳は師匠から聞いて

ねえの？」
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　「父さんが教えてくれると思う？　だいたい、紅家にいるときまだ生き残りがいることすら知らなかっ

たから」

　面倒くさそうに手を振った蘇芳の言葉とこの状況に秀は溜息をついた。

　――完全に遊ばれてる。

　何も情報を与えてもらえず、迷走する彼らを面白そうに見守る師の顔が浮かび上がる。蘇芳の父、晴燕は

彼らの武芸の師でもあるのだ。その人柄は熟知している。その上当主、梨淑もまた、彼らにとっては身近な

人間であり同じような思考を有していることを知っている。恐らく半分は面白がっている節があるはずだ。

　「李絳なんて聞く余裕すらなかったみたいだし。そもそも、梨淑様だってわざと教えてくれなかったん

でしょ。つまり僕らは最初からこうなってたってことだよね」

　「まあ俺ら出たとこ勝負ばっかだしなー」

　「もう今さらでしょ。てゆーかいつもそれを率先してる李絳がそんなんでどうすんのさ。とばっちり受

けるのはごめんだよ」

　終始呆れた口調で話す蘇芳が李絳をみると他の面々も顔を向けた。くっと歴が喉の奥で笑う。

　「確かに。てか、李遊様に喰ってかかったんなら考える必要ねぇだろ」

　「だいたい害があるならって言ってんのになんでそう、うだうだ迷ってんのさ」

　「まぁ、会ってからでいいだろって言いたいんだろ」

　蘇芳と歴の言葉をまとめて秀が立ち上がる。

　「――もういいだろ。さっさと先進むぞ」

　「まっすぐ向かったらあとどんくらい？」

　「最低でも三日はかかんだろ」

　歴が続いて立ち上がると秀は岩の上を歩いて行く。離れたところにつないだ馬のもとへ進んでいるのだ。

　「早くその人に会ってみたいな―」

　「なんで晶はそんなに会いたいわけ？」

　後に続いた蘇芳と晶に李絳も立ち上がると、小さく息をついた。

　李絳は気が楽になった気がして彼らを見た。昔から行動を共にしている彼らは李絳にとって一番の友人

たちだ。大概のことは言わずとも察してくれる彼らに、李絳はいつも助けられている。対外的には従者で

もかけがいのない仲間だった。李絳は、気を取り直すように息をつくと歩き出したのだった。

　同時刻――彩霞は矢神家の縁側で柱に寄りかかるように座り、空を見上げていた。視線を庭に移すと池

の前で総悟と結が何やら小声で言葉を交わしている。手にしている道具で何をしようとしているのかおお

よそ理解できた。彩霞は苦笑して彼らの行動を見守ることにした。

　総悟と結は孤児だった。いつだったか二人は同時期にこの里に連れてこられた。どういう経緯でここに

来ることになったのかは知らない――聞かなかったのだ。
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　彩霞が彼らに初めて会ったのは、彼らがこの里に来てしばらくしてからだった。いつものように悪戯を

繰り返していたところを悸暎が見かねて説教している最中に彼らを見かけたのだ。その後、何故だか懐か

れて頻繁に彩霞のもとに訪れるようになったのだ。

　総悟が結を振り回しながらも結は総悟とともにいようとする。そのため二人は常に行動をともにしてい

た。この里にいる者はほとんどが訳ありなため彼らは邪険にされることなく見守られて日々を過ごしてい

る。相変わらず悪戯もしているため、頻繁に追いかけられているが皆が皆微笑ましく思っていた。彩霞は

巻き込まれることも多々あるため、いつのまにか彼らの見張りを任されていた。

　池に向かって糸を巻きつけた棒を振り下ろす総悟とそわそわと池を覗き込んでいる結を見ながら、彩霞

はふと別の気配を感じて溜息をついた。

　「こら―――！　そういうことは川でやりなさいって言ってるでしょ！」

　「うわっ、うるさいのがきたっ！　逃げろ！」

　手にしていた棒を放りだすと二人は彩霞に向かって突進してくる。縁側に上がり込んで彩霞越しに浅羽

を見る。浅羽は二人ではなく彩霞を睨んだ。

　「姫様、釣りは川でって言いましたよね!?」

　「ここも川につながってるから構わないと思ったのだが」

　「そーいう問題じゃありません！　確かにここは池というより川ですが、おかしいでしょうっ。庭で釣

りなんてさせないで下さい！」

　矢神家の庭には川を通して大きな池が出来ていた。流れのあるそこは魚の他にもいろいろな生物が生存

していたため、子供たちにとって格好の遊び場だった。

　「今は外に出れないからここでもいいだろう。悸暎にだって許可は取った。だいたい今更だろう？」

　「別の遊び場を探してください！　まったく、毎日ここでごろごろして・・・・・・」

　一番言いたいことは最後のことらしい。ここのところ出歩かずに矢神家にいるから子供たちが集まると

言いたいのだ。

　「別にいいんですよ、子供たちが集まるのは。ただ――決まって問題を起こすそこの二人がいけないん

です！」

　「最近は何もしてないだろう？」

　彩霞が二人を見ると首を振っていた。なら何を、と浅羽を見ると冷たく二人を睨んでいた。

　「何も・・・してない、ですってぇ？　昨日片づけておいた納屋の中をひっくり返したのはどこの誰だった

かしら。その上片づけ直したばかりだというのに、今もひっくり返してくれたのは誰かしらねぇ・・・・・・」

　早口で言いひきつった笑顔を見せる浅羽に二人は飛び上がる。ああ、と彩霞は納得して溜息をついた。

無理もないことだとも思う。三か月近くも里の中に閉じ込めているのだから。

　初めに彼らに里の外、すぐそばの遊び場を見つけてやったのは彩霞だった。大人を連れていくことを条

件に悸暎たちにも納得させて、よく子供たちを連れていった。里の大人たちは快く協力を申し出てくれた

ので、彩霞が面倒見切れないときは付き添ってくれていた。

　それまで総悟たちとともに悪戯ばかりしていた子供たちは喜び、悪戯もしなくなった。おそらく悪戯す

ることで憂さを晴らしていたのだろう。
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　今まではそうやって自由に遊べていたものが、今回のことでそうもいかなくなった。子供たちには苦痛

だろう。だが、大人しく里の中に留まってくれているのだ。もとより聞き分けのいい子たちだった。無理

強いしない限り、彼らは心を見せてくれる。危険がどういうことか理解して、言葉を聞いてくれる。総悟

や結を始め、子供たちがこの里を大事に思ってくれている証拠だった。

　浅羽と二人が睨みあいを続ける中、彩霞はもう一人の気配を捉えて溜息をついた。しばらくすると前方

から悸暎の息子、杜樹が歩いてくる。見回りをしていたのだろう。腰に刀を佩いている。彼は彩霞を見つ

けると、彩霞を間に庭に立つ浅羽と縁側に乗り込んでいる総悟たちを見た。首を傾げて浅羽を見る。

　「姫様。・・・・・・浅羽？」

　「あら、杜樹様。おかえりなさいませ。――少し説教を」

　ふふ、と笑みを浮かべると浅羽は再び子供たちを睨んだ。彩霞が言い争いを始める前に口を開いた。

　「杜樹、何かあったのか」

　「・・・・・・いえ、少しお話が」

　刀を腰から外して床に置き、そのまま膝をつく。彩霞の問いに子供たちと浅羽の手前か、言いにくそう

に言葉を濁した。

　「――総、結。浅羽と一緒に行きなさい。納屋の片づけを手伝うんだ。できるね？」

　「・・・・・・うん。でも、姉ちゃんは？」

　「少し杜樹と話をしてくるだけだ。終わったら一緒にお昼ご飯にしよう。それから、ちゃんと謝ること。

いいね？」

　うん、と頷くのを確認して彩霞は立ち上がる。浅羽に総悟たちを任せると部屋の中に入っていった。彩

霞は彩霞の背中を不安そうに見つめる総悟と結には気付かないまま廊下を進んでいくのだった。

　「浅羽は相変わらずあの子たちに振り回されてますね」

　ある部屋に入った時杜樹がくすくす笑い始めた。矢神の一人息子であると同時に杜樹は浅羽の夫でも

あった。浅羽はいつからか矢神家に仕え、今では彩霞の側付きのようなことまでしているのだ。

　彩霞は部屋の入口に近いところに座って姿勢を正している杜樹を一瞥して、息をついた。

　「――話とは？」

　「例の賊のことですが、ここのところ北側をうろついているのを見かけています」

　里の男たちが手分けして里の周りの警備を固めているのだ。

　「離れがある辺りです。姫様に一応ご報告をと。ですから、姫様もふらふら出歩かないでください。浅

羽が嘆いてますよ。目を離すとすぐいなくなるって」

　不機嫌そうな彩霞に苦笑して杜樹は続ける。

　「先日は別のことで怒ってましたが」

　彩霞の髪に視線を移すと彩霞が溜息をついた。

　「邪魔だったから切っただけだ。何故それで怒られなければならない」

　「私からすれば姫様のおっしゃることももっともですが、女性から見たらそうもいかないのでしょう」

　腰にも届きそうなほど伸びていた彩霞の髪はいまや首下である。
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　浅羽にとってそれは似合うからいい、などという言葉では許されなかったのだ。

　「それよりあの態度を改めろと言っているだろう」

　突然の言葉に何を指しているのか一瞬首をひねりそうになりすぐに合点がいった。どうやら、先程膝を

ついたことらしい。

　「お前たちがそんなだから、皆が同じような態度を取るんだ」

　敬うことで逆に文句を言われるのは初めてではない。昔から散々注意されたが悸暎は改めるつもりがな

いようだったので、杜樹もそれに倣っていた。

　「今更でしょう。ああ、大丈夫です。”来客”には十分注意するよう皆にも伝わってますから」

　まるで聞き入れるつもりがないらしい答えに彩霞は呆れる。そして、騒がしくなった外の様子に立ち上

がった。

　「とにかく、男たちには奴らと接触しないように注意させろ。それから里の中で何か起こっても警備を

動かすな。何か問題が起こったら私に知らせろ。奴らに異変を知らせることだけは避けたい」

　「わかりました。そのかわり、姫様自らその何かを起こさないでくださいよ」

　「私がどうやって起こすんだ。――いざ奴らが動いた時ここの男たちなら大丈夫だとは思うが、紅家の

人間がくるならもっと簡単だ。それは利用させてもらう」

　ふっと笑みを浮かべる彩霞を見て、杜樹は溜息をついた。

　「姫様の言う通りなら奴らが事を起こすのは”来客”後ですからね。まぁ、場合によっては父に追い出さ

れる可能性もありますが」

　「話は終わりだ。私が行かないとどうも納屋の片づけは進まないらしいからな」

　少し前から納屋の方向が騒がしくなっている。事の中心にいるのは子供たちだろう。杜樹は溜息をつい

て背を向けた彩霞を呼びとめた。

　姫様、と声をかけるも彼女は振り返らない。廊下に出たところで立ち止まっているだけだ。

　「――どうしても、心を変えてはいただけないのですか。里の人間も姫様を守ろうと尽くしています」

　悸暎から話を聞いたのだろう。彼女がもうこの里に留まるつもりもないことを。

　「私とて昔から決めております。貴女を守り・・・・・・」

　「――杜樹」

　切なる響きをまとう声音を、彩霞は遮る。振り返り、冷たく杜樹を見た。思わず言葉を飲み込んだ杜樹

から視線を外し踵を返す。

　「浅羽を悲しませてくれるなよ、杜樹」

　一方的にそれだけ告げると答えを求めることもなく立ち去るのだった。

　「――聞いてたとおり人っ子一人見ねえな」

　歴がそう言いながら戻ってきたのを、李絳は溜息で出迎えた。彼らは今矢神の里の南側、程よく離れた

場所に待機していた。紅家を発って五日が過ぎていた。とりあえず賊がいる場所からかなり離れた道を進

んで、彼らはまったく逆方向の南側にある川岸に落ち着いていた。
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　「今度は何で溜息ついてんだよ、李絳」

　李絳の態度に気を悪くもせずに、歴は笑った。彼は里の中の様子を窺いに行って返ってきたところ

だった。

　「その溜息うっとうしいから止めてくれない？　それよりどうするか考えてよ。これじゃほんとに不法

侵入だよ」

　座り込んでいる李絳に冷めた視線を送ると蘇芳は歴に向き直った。

　「人っ子一人いないってどーいうこと？　見回りなりなんなりいるもんじゃない？」

　「だから、見回りすらいないみたいだったけど？　俺が見たとこはね」

　「賊がこちらにはいないからじゃないのか」

　秀が口を挟むが、半信半疑のようだった。蘇芳と歴がはっきりと否定する。

　「そんな不用心なことしないでしょ」

　「頭の回る藍家の人間がいるなら、気付かれずに見回りしてるってのもあんじゃね？」

　「気付かれずにってどうやってさ。ってそんなこと話してる場合じゃないでしょ。このままここにいた

ら賊の方にだって見つかるかもしれないんだから」

　「ねー、ここ子供たちの遊び場だったのかなぁ？」

　唐突にそう言った晶に全員が振り返った。晶はさらに上流のところで手を上げていた。

　「これ釣りしてたみたいー」

　「なんで子供？」

　蘇芳が首を傾げると歴と李絳が晶の方へ歩いていく。蘇芳は秀と顔を見合わせる。秀が肩をすくませて

歩き始めると溜息をついて。あとに続くのだった。

　「おーこの大きさは子供用だな」

　「確かにここ遊び場にするには危なくなくていいな」

　「おい李絳、これほんとに釣れそうだぞ」

　「懐かしいな。俺らもよくやったっけ」

　歴と李絳が晶の傍でしゃがみ込んで笑う。蘇芳と秀が後ろからのぞきこんでいる。蘇芳が溜息をついた。

　「ちょっと李絳。遊んでる場合じゃないんだってば」

　「なんで俺だけに言うんだよっ」

　「ちっとも役に立ってないんだからなんとかしてよね」

　歴が棒を振って試している横で李絳が蘇芳を睨む。秀が苦笑して口を開いた。

　「まったく、話が進まないだろ。――李絳、梨淑様に何か言われてないのか」

　李絳は数拍黙考し、嫌そうに顔をしかめた。

　「あーなんか近くの里に人置いとくって言ってたぞ。事が済んだらそっちに任せて帰ってこいだと」

　「藍家の人間を連れて？」

　蘇芳が付け加えた言葉に李絳が曖昧に頷く。すると蘇芳が、心底馬鹿にするような表情で李絳を見た。
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　「まだ考えてんの。あのさぁ僕思うんだけど梨淑様とこの里の人間の様子からして、李絳が悩むの意味

ないと思うんだけど。李遊様だって僕らが納得すればとやかく言わないでしょ」

　これに頷いたのは秀だった。ふらふらとあちこちを行ったり来たりしている歴と晶を呆れたように見て、

李絳を見た。

　「まぁそうだろうな。つか話がずれる。――つまり、里に入れてもらうのは自分たちでどうにかしろっ

てことだろ。どうす・・・・・・」

　ふいに秀の言葉が止まる。同時に李絳たちも表情を変えた。李絳が立ち上がると、歴や晶も警戒しつつ

戻ってくる。全員の視線が里を囲む森の中に注がれている。わずかな足音が聞こえている。訝しげに歴が

呟いた。

　「・・・・・・里の人間か？　それとも――」

　その日、彩霞のもとへ報せが飛び込んできたのは昼が過ぎた頃だった。

　「――南下・・・・・・？」

　彩霞の訝しげな問いに杜樹が緊張した表情で頷く。

　「現在、賊の数人が里の西側を南下しています。里の周りを沿うように歩いていると男たちから報せが」

　南には川が流れているだけだ。少し西に逸れると別の里に通じる道がある。もしかしてそこだろうか。

誰かが――紅家の人間が通っていないか確認するためか。彩霞は目を細めて、小さく笑った。

　「皆は」

　「父と姫様の指示どおり騒がずに、里の外側には近づかないようにしています」

　里人への対応は悸暎や杜樹が適任だ。だが、少し気になることもあった。彩霞は一人納得して立ち上がっ

た。ぎょっとしたように杜樹も立ち上がる。

　「どこへ行くのです？　ここにいて下さい！」

　「外へは出ない。少し様子を見てくるだけだ」

　「なんの様子を見るんです？　お願いですから危ないことはしないでください！」

　強く言って彩霞の前に身体を割り込ませる。しばらく睨みあって、彩霞が両手を上げた。

　「・・・・・・わかった。どこにも行かない。少し屋敷の外に出るだけ。それでいいだろう？」

　「・・・・・・・・・絶対ですよ」

　渋々と頷いた杜樹に頷いて、彩霞は杜樹の横をすり抜ける。杜樹が後に続くのもそのままに屋敷の外へ

出た。だが、杜樹の話とは違った状況が広がっていた。数人の大人たちが集まって騒いでいる。

　「どうした？」

　彩霞が杜樹を見ると、杜樹が頷いて人々の輪に入っていく。彩霞はその隙を狙いふらふらと里の中へ進

もうとして、聞こえた会話に立ち止まった。

　「―――あの子たちがいないんですっ!!」

　こういう場合示すのはあの二人しかいない。彩霞は嫌な予感に鼓動が大きくなるのを感じた。

　「どーいうことだ」
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　彩霞が会話に口を挟む。聞かされた内容に彩霞は頭を押さえた。

　彼らの話だと総悟と結は昼過ぎ、南に向かって歩いていたらしい。だが、人々の目に入る場所にいたた

め心配していなかったのだ。しかし直後に賊の報せを聞き、家に戻るように注意しようとしたところ既に

姿が見えなかったらしい。

　「何人かを捜索に・・・・・・」

　「駄目だ。いいか、絶対に警備を動かすな。――言っただろう。いつも通りに、何も気づかせてはいけな

いと」

　「・・・・・・ですが」

　「私が行く」

　彩霞がはっきりと言った言葉に杜樹だけでなく、他の者たちも動揺の色を浮かべた。彩霞は大丈夫だと

言うように微笑んだ。

　「二人を見つけたら戻ってくる。恐らく賊もそんなに南に進まないだろう。――杜樹。奴らの狙いは西

の通りだ。もしかしたらすぐそこまで紅家の人間が来ているかもしれない」

　「待ち伏せしていると？」

　「いや、接触はしないだろう。杜樹は西側に注意していろ」

　姫様、と人々の中から女が出てくる。他の者たちも不安そうにこちらを見つめていた。

　「みんなも、いつもの通りに。総と結なら大丈夫だ。変な人間を見たら逃げるよう言ってあるからな。そ

れより、二人への説教でも考えているといい」

　もう一度笑ってみせると彩霞は踵を返した。とりあえずの目星をつけて走り出す。南――ということは

川だ。あそこには遊び場としてよく使っている場所がある。彩霞はふと最近の彼らを思い出した。

　ずっと不安そうだった。彼らだけじゃない。この里の者たち全員が。大人たちはかつての経験からかそ

こまで表に出しはしないが子供たちはやはり慣れていないことに不安そうだった。

　もっと注意しておくべきだった。彼らの不安を感じ取りながら傍にいることしかできず、昨日と今日に

関しては顔も見ていない。不思議に思って様子を見に行こうとしたらこれだ。

　皆には大丈夫だと言ったがそんな保証はなかった。既に賊は人を殺めている。鳴りを潜める前にいくつ

かの里で確認されたと聞いた。奴らは恐らく飢えているはずだ。快楽に溺れ、人を人とも思わなくなった

のだろう。奴らの行動からそれは知れていた。

　――無事でいてくれ。

　子供たちは何よりも不安だったのだ。やっと見つけた大切な安らげる場所を手に入れて、それを奪われ

はしないかと怯えていたのだ。彩霞は今まで祈ることなどなかった。自分の変化に舌を打つとそれまでの

思考を消し去った。探すことだけに集中したのだった。

　森の中の気配は存外近い場所に姿を現した。下流側のすぐのところ――先程李絳たちがいたところにそ

れは立っている。森から出て来ると左右を見渡して、李絳たちに気付いた。一瞬男かとも思ったがこちら

を向いたその人間に間違いだったと気付く。

　「女―――？」
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　一瞬目を瞠ったように見えたが無表情なのでよくわからない。訝しげに呟かれた言葉を無視して辺りを

見回している。李絳は完全にいない者として扱われたことに呆気に取られるが、気を取り直して声をか

けた。

　「おい、あんたこの里の人間？　紅家から来たんだけど」

　紅家の言葉に女は振り向くが何を考えているのか読めない。そして、まったく違う言葉を返された。

　「・・・・・・子供を、見ませんでしたか」

　「は？　・・・・・・子供？　見てな――」

　李絳が言いかけたとき、またすぐそばで物音がした。そして、さらに下流――李絳たちと女の同じくら

いの距離を挟んで二つの影が飛び出てきた。

　「総悟、結、――隠れて下さい！」

　さらに李絳は別の気配に気づく。同時に女が振り返って一言残すと、子供たちの元へ走っていく。あっ

という間に子供たちに駆け寄ると、抱え上げて森の中に姿を消した。

　李絳はよく分からずその光景を見つめていると、蘇芳に引っ張られて木々の間に身を隠した。

　次いで現れた人影に一気に緊張が走る。男が三人こちらへ向かって歩いてくる。

　「あっれー？　話し声が聞こえたと思ったんだけどなー」

　「気のせいじゃないのか？　里の人間は外に出られないだろ」

　手前にいる男たちがきょろきょろしながら近づいてくる。少しして立ち止まると森の中に視線を向け始

めた。

　「・・・・・・里の人間じゃないみたいだな」

　小声で歴が言った言葉に頷く。

　「おい、お前らさっさと戻るぞ。目的を忘れるな」

　最後尾にいた男が半分背を向けながら呼ぶと、男たちが軽く返事をして踵を返した。

　「つっまんねーなー。何が楽しくて三月も大人しくしてなきゃなんねーんだよ」

　「こんだけ小さきゃあっという間だろ。少しぐらい我慢しろよ」

　笑いながら下っていく様子を見つめていると蘇芳が小さく言った。男たちが通り過ぎた場所を示す。

　「さっきの子たちあそこらへんに入ったよね」

　「ああ。・・・・・・目的って」

　李絳が頷いて疑問に首を傾げた時、ふと男たちの歩みが止まった。少し後ろでがさがさと音が響いた。

　「・・・・・・やーっぱり誰かいるじゃん。ねぇ出てきてくんなーい？」

　「お前の耳もおかしくなかったってことか」

　「うるさいなー。――ねぇ早く出てきなよ」

　まずい、と思った瞬間男たちの前に女が滑り出た。ここからでは女の表情は窺えない。だが、男たちの

雰囲気が変わるのは分かった。ふざけていた空気が一瞬で獲物を狙う獣のそれに変わった。

　手前の男たちが顔を合わせて、嫌な笑みを浮かべる。



4–11

　「・・・・・・女、だったとはねぇ」

　「しかもいい女だね、アンタ。俺らと遊ばない？」

　暇だったんだよね、と笑いながら言う男の前で女は何も言わない。李絳は顔をしかめた。

　「なんでのんきに前に出てくんだよ。――ちっ」

　「ちょ、李絳！」

　男たちが女に近づこうと動いた瞬間、李絳は女の前に飛び出していた。呆れたように続いた蘇芳に歴た

ちも前に出た。男たちは突然女の後ろから出てきた人影に動きを止め後ろに下がる。

　「なんだぁ？」

　「里の人間か？」

　驚きを見せつつもその口は弧を描いている。腰に佩いている刀に手をかけたまま睨み合っていると、後

ろからこちらに近づいてくる男が口を開いた。

　「いかにも訓練された武芸者のようだが、この里の人間ではないな」

　薄く笑みを浮かべている男が無性に癇に障り李絳はむっとしながらも頷いた。

　「お前らを討伐するために紅家から来た。お前が頭か。一体何が目的だ」

　紅家の言葉に前の男らが反応して、後ろの男を見た。男は視線を受けて、くつくつと笑い始めた。

　「なるほど。ならばやはりこの里に藍家の人間がいるということか」

　はっとして李絳が見ると男はなおも笑う。

　「待っていた甲斐があったな。――おい、行くぞ。ここで動いても意味がない」

　一方的に会話を終えると男は背を向けた。一人の男が踵を返した際に女を振り返る。

　「また今度遊ぼうねー」

　ふざけた口調で言い笑った。そして、男たちは立ち去ったのだった。

　「――下品」

　姿が見えなくなった後、二つの声が重なって沈黙を破った。蘇芳と聞きなれない声に女が呟いたのだと

気づく。李絳は女の存在を思い出し、振り返った。振り返って一瞬言葉を詰まらせる。

　明らかに年下で背が低い女の髪はやはり短かった。先ほど見たのは間違いなかったようだ。そしてそれ

よりも驚いたのが顔だった。無表情に李絳を見つつも何かを考えているだろうそれは恐ろしく整っていた。

　「・・・・・・お前、なんであーいうのの前に出たんだよ。危ねぇだろ」

　怒鳴ろうとしていた声音は怒鳴るというには至らなかった。李絳の問いに返ってきたのは同じく質問

だった。

　「・・・・・・本当に紅家の方々なのですか」

　落ち着いた声音にこの状況にも驚いていないことを知る。李絳が頷くと、相変わらずの無表情で李絳を

見た。

　「あなたのお名前は？」

　「・・・・・・紅李絳。こっちが蘇芳で、歴に秀、晶」
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　隣りを示し。次いで後ろにいた三人に目を向けた。

　「・・・・・・では、貴方方の御父上のお名前は？」

　「は？　なんでそんなこと聞く必要がある？」

　李絳と蘇芳に限定して問いかけられた内容に、李絳は訝しげに眉を寄せた。

　「ここで何をしていらしたのかお聞きしても？」

　女が笑みを浮かべるがまたも返事がなく別の問いが投げられる。李絳は女の笑みに違和感を感じながら

言った。

　「何って、里に入る方法を・・・・・・」

　「紅家の方だと仰るのなら何故そんなことをなさる必要が？」

　「――待って。それって勝手に入って名乗ればそれで済んだってこと？」

　首を傾げて見せた女に蘇芳が口を開いた。女はじっと蘇芳を見つめてから小さく息をついた。

　「この里の人間からすれば何をしても怪しまれますよ。――ところで、私の質問に答えて下さらないと

この里には入れません。貴方方のお父上のお名前は？」

　再び繰り返された質問に李絳と蘇芳は顔を見合わせた。李絳が頷くと蘇芳が答える。

　「紅晴燕」

　「紅梨淑」

　とりあえずといったように順に告げられた名に女はかすかに目を細めた。小さく溜息をついた。そして、

女は綺麗な微笑みを浮かべた。まっすぐ李絳を見てはっきり言う。

　「そうですか。――紅家御当主のご子息であろうお方が、随分浅はかなことをなさるのですね」

　一瞬何を言われたのか分からずに李絳は沈黙し、訝しげに女を見た。そこで初めて女が笑っていないこ

とに気づく。笑みを浮かべているがそれは作った表情だった。

　「浅はかってどーいうこと」

　「言わなければご理解いただけないのですか。――相手を知らずよくも紅家だと告げましたね」

　かすかな侮蔑と呆れを乗せた言葉に李絳はむっとする。

　「こっちも言わせてもらうけど、お前こそ浅はかとしか言いようがないだろ。男三人相手に前に出るな

んてどうかしてる」

　「私がどうなろうと私の勝手。ですがこの里は貴方のおかげで彼らに決定打を与えることができました」

　笑顔で嫌味を言われ李絳は押し黙る。横で蘇芳が溜息をついた。

　「確かに今のは君の方が悪い。時と場合をもっと考えるべきだと思うよ」

　呆れたように肩をすくめた蘇芳が女を振り返る。

　「――で、君は？　何故当主の名だけでなく僕らのことを？　それに、決定打って何？」

　「彩藍と申します。矢神の主からお聞きしました。言ったでしょう、待っていたと」

　矢継ぎ早に問われた内容を同じように返される。淡々と言う女――彩藍に李絳はふと気になって問うて

みる。

　「お前、藍家の人間を知ってるのか？」
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　「私は何も。ここは根無し草の集まる里・・・・・・この里にそんな人間がいるとでも？」

　訝しげにこちらを見上げている彩藍に李絳たちは顔を見合わせる。蘇芳が再び肩をすくめた。

　「僕らもよく分かんないんだよね」

　「では何をしにいらしたのですか」

　「賊の討伐？　さっき待っていたって言ってたけど、奴らは僕らが来るのを待っていたってこと？」

　「紅家が動けば、動く理由がここにあるってことじゃねーの？」

　「あー、ほんとに藍家の人間がいるなら紅家が動くだろうってことー？」

　歴と晶が会話に加わると、秀が溜息をついた。李絳は気に入らずに叫んだ。

　「なんでなれあってんだよ！　つーかぺらぺらしゃべんな！」

　「・・・・・・賊の討伐に五人、ですか」

　「それ以上は不安を与えるだけだからって。それにここの人たちは鍛えられてるって聞いたよ？」

　李絳を無視して続けられる会話に李絳は肩を震わせながら怒りに耐える。

　「――ところで、子供たちは？」

　そういえばと歴たちも子供の存在を思い出す。

　「里に戻しました」

　「ふぅん。あ、そうだ。僕らのこと矢神の主人に伝えてもらっていいかな？　困ってたんだよね。誰一

人見ないから。侵入するわけにもいかないし」

　彩藍はすぐには頷かず、蘇芳たちを見回して最後に李絳を見た。無表情にじっと見つめられ、逸る心を

気付かせまいと半ば睨むように見つめ返した。だが、ふいに視線が逸らされると彼女は小さく息をついた。

　「分かりました。少しここでお待ち下さい」

　答えを待つわけでもなく踵を返して森の中へと消えていく。

　「・・・・・・不思議な子だねぇ」

　姿が見えなくなると蘇芳は小さく呟いたのだった。

　――うかつだった。

　森を出て彩霞は内心で舌打ちをした。子供たちを探すことに集中していたためそれ以外の人間に気付き

もしなかった。

　紅家という言葉にはっとして、ただの里人を装った。すぐに子供たちは見つかったが、今度は別の気配

に気付き、身を隠すことになった。

　こんな形で遭遇するはめになるとは、と溜息をついて腕の中の総悟と結を見る。怯えたように彩霞にし

がみついている。

　「大丈夫だ。後で話を聞いてやるから今は喋ってはいけないよ」

　頭を撫でて安心させるように微笑んだ。すぐ近くを賊と思しき男たちが下っていく。紅家の男たちも息

を潜めて賊を窺っているのが分かる。彩霞はひそひそと内緒話をするように二人に言った。

　「今から里に向かって走るんだ」



4–14

　彩霞の言葉に総悟と結が顔を上げる。不安そうに彩霞を見上げ腕を掴んだ。

　「お前たちは強い。できるね？　行って杜樹に伝えてほしい。紅家の人間が来たって言えば分かるから」

　もう一度頭を撫でてやる。

　「私は少し紅家の人たちと話をしてくる。大丈夫だ。帰ったらお前たちの話を聞くから。みんながお前

たちを心配してるから安心させてあげなさい。――ほら、行って」

　躊躇いがちに頷いた二人の手を繋がせる。だが、動き出せずにいたためもう一度促した。

　「振り返らずに杜樹のところへ向かうんだ。さぁ、走って」

　小さな背を押してやると、総悟が結を引っ張って走り始めた。姿が見えなくなり足音が遠ざかるのを聞

きながら、彩霞は振り切るように川岸を振り返る。声の主から十分距離を取って木々の間から滑り出た。

　先程の会話から一人離れたところに立つ男が上位にいることは知れていた。前の二人に目もくれずにそ

の男を見つめていた。影の中にいる男ははっきりと表情が見えないものの、何かが引っ掛かる。もうすこ

しこちらに寄ってこないだろうかと考えていると視界を遮られた。先程の紅家の人間だと言った男だった。

彩霞と賊の間に彼らは立ち塞がったのだ。

　――浅はかな男だな。

　隠しもせず名乗り出た、いかにも馬鹿正直そうな男の背に彩霞は呆れた。しかし、一番後ろの男を引き

寄せたのは素直に感謝した。

　やはり見知った顔だ。藍の里にいた男だ、と確信を得て思わず頬を緩めた。

　彩霞は男の言葉に予想が正しかったことを確認し、すぐに頭を別のことに切り替える。どうするかな、と

頭の中で巡る思考をひとつずつ弾き飛ばしていく。そんなことをしているうちに男たちが背を向けていた。

最後に一言余計なことを残した男に呆れたように呟くとそれは別の者と重なった。

　振り返った男に訝しげに見つめられ彩霞も見つめ返した。立ち振る舞いから五人の中で一番の武人だと

分かる。だが性格的に一番面倒そうな男だ。

　――長男か次男か。

　紅家当主縁の者だろうと最初から思っていた。この里に送られてくるのは必ず当主に近しい人物だ。彩

霞が名を尋ねると次男の名を告げられた。そして、その横にいた男は当主の側近の息子だった。

　ああ、と心が切なく波打った。

　確認するように訊いた彼らの名はやはり彩霞の心に深く入り込む。聞くつもりもなかったはずのその名

を求めてしまったのは何故だろうか。

　彩霞は自嘲するように息をついた。人のことを言えないな、と男を浅はかだと思った自分に内心で笑っ

た。これでは素性がすぐに知られてしまうだろう。思ったよりも早々に転んだ自分に呆れた。

　それから彼らと言葉を交わしある程度の彼らの情報を取りだした。紅李絳は、物腰柔らかな当主とは似

ても似つかない。紅蘇芳も同様で何もかもを娯楽に受け止める彼の父とは違い、どこか怠惰な雰囲気を漂

わせているのが見てとれた。印象に残ったのは他の男たちとの間に、主従の隔たりが一切感じられないこ

とだった。
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　紅家の人間は皆そうなのだろうか。彼らの父親もそうだった。彩霞をここまで連れてきた蘇芳の父、晴

燕の口から語られる紅家の内容はとても温かいもので満ちていたのを覚えている。同時に藍家が異様なの

だと改めて思わされたのだ。

　彩霞は李絳たちが何も知らされていないことにやはり、と落胆を抱いた。彩霞は適当に話を切り上げる

と後は悸暎に任せることにした。

　「姫様」

　里に入ったところで杜樹が駆け寄ってくるのが見えた。どうやら無事に話が伝わったようだ。杜樹は彩

霞が一人なのを確認していつもどおりに話しかけてくる。表情には安堵が浮かんでいた。

　「あまり無茶をなさらないでください。紅家の方だけでなく賊にも遭遇したとか」

　「不可抗力だ。私だってまさか遭遇するとは思ってなかったからな。――悸暎には？」

　苦笑して、彩霞は森の向こうへ視線を移した。それだけで察した杜樹が表情を硬くする。

　「伝えました。紅家の方々をお連れしろと。・・・・・・賊に遭遇したということはやはり」

　「ああ、紅家の人間だと知れている。近いうち動きがあるだろう。里の者たちにも十分用心させておけ」

　「もとよりいつ何が起こっても対処できるよう、姫様に言い聞かされてますから。ところでやはりご当

主の血縁者でしたか？」

　杜樹が同じように視線を移したのを見て、ふと息をついた。杜樹はそれを肯定ととり、複雑な表情を浮

かべた。

　「私のことは何も知らされていないようだからそのままで。後は頼む」

　一瞬何か言いかけた杜樹に気付くが、彩霞はそのまま矢神の屋敷に向かって歩き始めた。背に向けられ

る視線を無視して彩霞は進んだ。進みながらいつかの光景を思い浮かべ、ふと苦笑した。

　――やはり、私の望みを叶えてはくださらないのですね。

　彩霞の心に浮かんだのは今ここにはいない彼らへの切ない問いかけだった。
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　悸暎は”来客”の報せを受け、屋敷の一室で姿勢を正したまま目を閉じていた。ふと続き部屋になってい

る隣の部屋に誰かが入ってくる気配がして目を開ける。部屋を隔てる襖は閉じられている。悸暎はそちら

に背を向けて座っていた。悸暎が溜息をつくと同時に、一番端の襖が半分開かれた。

　「・・・・・・無理をしないように言ったでしょう」

　振り返らずとも彩霞が壁に背を預けて座り、顔を覗かせているのが分かる。彩霞が苦笑した。

　「杜樹にも言われたよ。――梨淑様と晴燕様のご子息だ」

　低くなった声音にどんな想いが込められているのかは分からない。ただ彼らの名を呼ぶ彼女はいつも愛

おしそうでもあり、悲しそうでもある。

　「わざと、なのだろうな。・・・・・・果たされるはずのない約束にすがりついていた自分に笑えてく

るよ」

　「相変わらずふざけた男です。・・・・・・それでも私は貴女を生かしてくれた彼らに感謝します」

　幸せだと言いながらも決して、意思を曲げることのない彼女を留めていたのは彼らだったから。悸暎は

毎日、どう転がるか分からない未来を想い、変わらず一日が終われば安堵した。

　言わずとも彼女は悸暎の想いを感じているだろう。それ以上は言葉にしなかった。

　「・・・・・・そこで聞いていかれるのですか？」

　「少しだけ。彼らの与えられている選択を聞きたい」

　静かな声音はまるで謝っているようだ。彼女は度々、悸暎に対して感情が緩む。悸暎には感情を隠さず

話をしてくれることが多かった。悸暎は嬉しく思いながら、やはり寂しくもあった。心を許してはくれて

も、言葉を受け入れてくれることはなかったのだ。

　「わかりました。私も彼らの目的を知る必要がありますからね」

　悸暎は苦笑して溜息をついた。それから少しして屋敷の外が騒がしくなる。どうやら”客”が到着したよ

うだ。かすかに話し声が聞こえてくると、悸暎の背に小さな声が投げかけられた。その切ない響きに、引

き締めた心が緩んでしまいそうだった。

　――謝らないでください。

　出かけた言葉を押し込め、それを悟られないように無駄だとは分かっていても、誤魔化すように言葉を

投げ返した。

　「・・・・・・無理はなさらないように」

　決して聞き届けられることのない一番の願いは、襖が閉められる音とともにあっけなく消えていった。

　悸暎は目の前に座る李絳を見て目を細めた。

　「・・・・・・・・・・・・」

　李絳は蘇芳と顔を見合わせ、首を傾げた。だが姿勢を正したまま悸暎が口を開くのを待っていた。矢神

邸に連れてこられた李絳たちは、すぐに矢神の主人のもとへ通された。ただし、これには李絳と蘇芳だけで

ある。歴たちは自分から遠慮して別の部屋で休んでいる。蘇芳は父の手前、挨拶しておくことにしたのだ。

　李絳は先程からこちらを見つめている悸暎を前に初めて会う人間であるはずが、なんだか違う気がして

落ち着かなかった。もしかしたら李絳の知る誰かに似ているのかもしれない。
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　だが、思い出すよりも早く悸暎が口を開いた。

　「・・・・・・若い時のあれに似ているな。あれといいあれの息子といい、紅家にはふざけた輩ばかりだ」

　低く呟かれたそれに悸暎の後ろに控えていた杜樹がたしなめるように咳払いした。

　「――ああ、失礼。紅長春を思い出しまして・・・・・・少し取り乱しました」

　取り乱したという雰囲気でもなかった気がするが、李絳は出てきた名に驚いた。そして李絳は申し訳な

く思うと同時に同情したくなった。その上、悸暎の雰囲気が長春に似ているのだとはっきりした。醸し出

す空気が絶対の存在かのように威厳に満ち、有無を言わせない祖父のそれに似ていた。もっとも祖父は当

主を退いてからそちらよりも、人を手のひらで転がして遊ぶ印象の方が強くなっている。李絳は散々祖父

に迷惑をかけられているため、滅多に近寄ろうとはしないのである。

　「じじい・・・・・・うちのじい様と知り合いだったんですか」

　「そう呼ばれているということはふざけた性格は直らなかったか。――ええ。今の貴方方よりも少し若

いころの長春も知っています。それこそ奴らが当主を継ぐ前から存じております」

　穏やかな表情の中には憎たらしそうな感情も入っていた。

　「奴らって・・・・・・」

　複数な呼称に首を傾げると、悸暎の表情がかすかに翳ったように見えた。だが次の瞬間には微笑んでい

た。李絳はそこで父の影をも見た気がした。笑って心の内を明かさない父のそれにそっくりだ。いや、恐

らく父はこの人からそう学んだのだと驚かずにはいられなかった。そして、李絳は次の名にさらに驚くこ

とになった。

　「藍夏崔ですよ。あれは非常に常識を弁えた男でした。あの二人は頻繁にそこら中をうろついてました

から、意外と顔が広いのです。素性を知る人間は限られてますが」

　「・・・・・・そういえば李絳、出かけた先で何回か人違いされたことあったよね。誰々の息子か、孫

かって――」

　李絳の顔を見て蘇芳が最後まで言う前に吹き出した。

　「っく、ごめん。・・・・・・やっぱり無理。あははっ！」

　「何で笑うんだよ！」

　腹を押さえて爆笑しだした蘇芳に李絳が怒鳴る。突然のことに杜樹は困惑したように悸暎を見たが、悸

暎は平然と二人を見つめていた。蘇芳は悸暎たちの前だったこともありなんとか笑いを押し込めるが、お

かしそうに李絳を見た。

　「ごめん。結局李絳は長春様から逃げられないんだと思って」

　その言葉に顔をしかめた李絳を見て蘇芳は顔を逸らした。吹き出しそうになるのを堪えて悸暎に向き

直る。

　「失礼しました。あの、僕の父も貴方のお世話になったと思うのですが」

　「ああ。――いえ、むしろ晴燕にはこちらの方が世話になりました。この里にいた際に随分助けられま

したから」

　少女の心を取り戻すのに彼の手助けがなければどうなっていたか。悸暎は不思議そうにこちらを見る李

絳たちに曖昧に言葉を終わらせる。
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　「さて、そろそろ本題へ行きましょうか」

　気を取り直すように息を吐いた悸暎に李絳と蘇芳は思わず姿勢を正す。悸暎の纏う空気が変わったのだ。

それどころか表情から笑みが消えていた。

　「――紅家には余計な手出しは無用と伝えたはず。だが今私の前には貴方方がいる。貴方方の目的は？」

　「・・・・・・賊の討伐。及び、藍家の人間を連れ帰ることです」

　李絳の言葉に悸暎の目が細められる。李絳のかすかな戸惑いを悸暎は逃さなかった。

　「・・・・・・その様子だと他にも選択肢を与えられているのですね」

　李絳はできれば言葉にはしたくなかったのだが、やはり伝えておく必要があるとまっすぐ悸暎の目を見

据えて言った。

　「かの人間が危険だと判断された場合、俺は何に代えてもその人間に手をかけなければなりません」

　はっきりと告げられた言葉に杜樹が苦々しく顔を歪めた。やはりそういう可能性を踏まえて紅家の人間

を迎え入れることに抵抗があったらしい。悸暎は何の反応も見せずに李絳を見つめていた。その瞳がやけ

に静かなように感じて李絳が困惑し始めると視線が逸らされる。それは、続き部屋だろう襖越しの部屋に

向けられる。

　李絳がそれを追って視線を巡らせたとき、ふいに気配が動いた。誰もいないと思っていた部屋の中から

人が出ていく気配がした。

　――誰が。

　そう考え、李絳は至った答えに愕然とした。悸暎を見るが彼は溜息をついているだけで、最初から知っ

ていたようだ。問うように悸暎を見つめていた李絳たちに悸暎が口を開いたのは、たっぷり数拍おいた後

だった。

　「先程貴方は第一に連れ帰るとしか言いませんでしたね。それは貴方に、かのお方を害したくないとい

う心があると思ってよろしいですか？」

　李絳たちの疑問には触れずに、悸暎は半ば小さな希望にすがりつくような気持ちで訊いた。

　「紅家の考えではなく貴方が考えていることをお聞きしたい」

　曖昧な表情で悸暎を見ていた李絳に悸暎ははっきりと尋ねた。李絳は改めて藍家の人間が大切にされて

いるのだと思わされる。やはり最悪の事態は避けられるのだと思い李絳は少し安堵した。

　「俺は相手がどんな人間なのか知らないまま手をかけるのは嫌です。・・・・・・本当はどんな人間で

あっても命を奪うことだけはしたくないんですけど」

　悸暎は李絳の答えに少なからず安堵する。しかしそれではまだ足りないのだ。

　「・・・・・・藍様について何も聞かされていないのですね。私どもも藍様について、貴方方にお教えす

ることはできません」

　「それは、どーいうことですか・・・・・・？」

　訝しげに蘇芳が訊くと悸暎は苦笑した。

　「それがあの方との約束なのです。ですがこれだけはお伝えしておきます。――貴方方が心配するよう

なことは決してありません。それどころか絶対に失ってはならないお方なのです」



5–4

　李絳は告げられた言葉の意味を考える。言葉の通り良い人間なのだろうが、何かが釈然としない。何故

彼はここまで失うことを危惧しているのだろうか。それも今回の賊の件からではないような気がして眉を

寄せるが彼は話を続けた。

　「とても心優しい穏やかな方です。命を重んじ自らを犠牲にしてでも守ろうとする、そんなお方です。こ

の里もまた守られている。藍様のおかげで随分落ち着いて暮らせるようになりました」

　穏やかに微笑む悸暎の様子からなんとなく人柄が浮かんでくる。自分よりも他人を大切にする、そんな

人間なのだろう。李絳はふと父の様子を思い出す。そういえば彼は既に迎え入れる準備をしていなかった

か。その上、悸暎のように慈しむような感情が混ざっていた気もする。思えば最初から李絳が連れ帰って

くると確信しているかのようだった。

　結局思い通りかよ、と李絳が顔をしかめていると悸暎が真剣な表情でこちらに向き直った。

　「ひとつ、約束していただきたい。何があっても藍様を害することはしないと、必ず守ると誓ってくだ

さい」

　懇願するかのような眼差しに李絳と蘇芳は息を呑んだ。顔を見合わせ、李絳は再び悸暎に向き直る。そ

して、頷いたのだった。

　「――分かりました。そもそも父も迎え入れる準備を始めてましたし、俺もそんなに慕われてる人間を

犠牲になんてしたくありません。絶対に守ります」

　改めて李絳が決めた答えに蘇芳も頷いた。悸暎はそれを確認すると、ほっとして笑みを浮かべたの

だった。

　彩霞は部屋を出た後、早々にそこから離れようと屋敷の中を歩いていた。悸暎たちの会話を頭の中で繰

り返しながら、やがて小さく笑った。

　――迷いがあるのならどうとでもなる。

　たとえ迷いが消えたとしても彼らが相手ならどうにでもなる。必ずすべてを終わらせるのだ。ここまで

待ち続けた。だからもう、遠慮はしない。この機会をものにできなくても今度は彼らを利用する。そして

紅家を――色家を誘い出す。そうなれば必ず彩霞の望みは叶う。今度こそどんな犠牲を出そうとも、止ま

ることはない。

　彩霞はいつの間にか立ち止まっていたことに気がついて苦笑する。そして、森で別れたきりの総悟と結

を思い出すと同時に浅羽が姿を現した。

　「あ、ひ・・・・・・」

　姫様、と呼びかけようとしたのだろう。言いかけてはっとすると、困ったように周りを確認してのろの

ろと近寄ってくる。

　「あ、あの、子供たちが・・・・・・」

　「話をしないのだろう？」

　「はい。ちゃんと謝りはしたんですが」

　こうなると彩霞の前でないと彼らは口を開かない。だから浅羽は彩霞をさがしていたのだ。彩霞は溜息

をつくと再び歩き出した。
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　「あとは私がなんとかするから浅羽は戻っていいよ」

　擦れ違いながら言うと、はいという小さな返事が背に届いた。

　それから彩霞はこの母屋から庭を挟んで向かいにある離れに足を運んだ。ここにいる間彩霞に与えられ

ている部屋もそこにあった。一階の片隅、一番庭がよく見える場所を彩霞が使っている。最初は二階を使っ

ていたが今回の来客を考えて場所を移したのだった。

　浅羽に子供たちの居場所を聞かなかったが、案の定彼らはそこにいた。部屋に入ったとたん泣き出しそ

うな顔で彩霞にすがりついてきた。小さく唸るように泣き出した総悟と結に苦笑して抱き上げると、場所

を移して腰を下ろした。

　「・・・・・・偉かったな。今まで我慢してきたんだ。偉かった。――ずっと不安だったんだな」

　いつ自由に遊べるようになるのかも分からず、里の中に閉じ込められた状態が続き、ずっと不安だった

のだ。その上、やっと安らげる場所を手に入れたはずが、張り詰めた空気に失う可能性を感じてしまった

のだろう。それはここにいる誰もが一番望まないことなのだ。

　「大丈夫。この里はお前たちのものだ。里のみんなのものだ。絶対なくなったりしない。誰もお前たち

の居場所を取り上げたりしない。大丈夫だ」

　安心させるように否定の言葉を繰り返すとやがて、落ち着いてくるのがわかる。

　「すぐに自由に遊べるようになるよ。そのために強い人たちが来てくれただろう？　大丈夫、すぐに元

通りになる。そしたらまた大人たちに頼んで川に連れて行ってもらえばいい」

　「・・・・・・ほんと？　すぐ前みたいに遊べる？」

　先に顔を上げたのは結だった。総悟は彩霞の首に抱きついたままさらにしがみついてくる。彩霞は片手

で結の頭を撫でて頷いた。

　「うん。すぐに遊べるようになるよ。だから、もうみんなを心配させてはいけないよ」

　結が頷くのを見てから彩霞は総悟の身体を離して顔を覗き込んだ。結よりも実は総悟の方が怖がりだと

彩霞は知っている。子供たちの中では一番居場所を奪われることを恐れているのだ。

　「総、顔を上げてごらん。・・・・・・みんな里を守るために戦っているよ。みんな自分の居場所を守る

ために頑張って生きてるんだよ。それにこの里を守るために紅家っていうところから強い人たちが来てく

れただろう？　総悟はみんなのお手伝いしたくないのか？」

　「っちがう、もん・・・・・・っ」

　返ってきたのは彩霞に言葉に対しての答えではなかった。拗ねたような声音に首を傾げた。そういえば、

と二人が外に出ようとした経緯を考えて、彩霞は苦笑した。

　「そうか、ごめん。・・・・・・まったく、お前たちは強いな。そうか、みんなを安心させようとしたん

だな」

　外に出て何事もなく帰って来れたなら安全だと、皆を安心させられる。そう理由をつけて、何よりも自

分を安心させるために行動を起こしたのだ。そして、出来なかったことに拗ねているのだ。

　「分かった、悪かった。――でもね、総。お前たちはまだ子供なんだ。今はまだ出来なくても、いずれ里

の大人たちのように里を守れるようになる」

　微笑む彩霞に総悟はまだ納得できないように口を尖らせる。そして、やはり拗ねたように呟いた。

　「もう、子供じゃない」
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　総悟の言葉に彩霞は再び苦笑する。

　「私の背も抜かせないのに、大人なのか？」

　「すぐ大きくなる！」

　「まぁ男だからな。そのうち私よりもずっと大きくなるだろうな」

　彩霞はそう言うと総悟の頬に触れた。

　「そのうち、大きくなる。だから今は大人たちに任せるんだ。無理をしてはいけないし、させてもいけな

い。みんな安心して暮らせるように頑張ってる。だから、お前たちはそのお手伝いをするんだ」

　「・・・・・・お手伝いって？」

　「そうだな。今は何もできなかったのだろう？　じゃあ、今度は大人しくしてるんだ」

　彩霞が微笑むと総悟がまだ納得できないようで頷かない。

　「そのうち、と言っただろう？　今はみんながお前たちを、里を守ってる。でもいつか今度はお前たち

が、みんなを守る日がくる。――総、結。みんなを守りたいなら、里を守りたいなら強くなりなさい」

　彩霞は総悟と結を離して座らせる。何故なのか、緊張したように身体を固める二人にふっと笑う。

　「今以上に強くなっていつか、みんなを守ればいい。いずれ背だって伸びる。だから焦らずに今は守ら

れることを覚えなさい。ゆっくりでいい、少しずついろんなことを知って大人になればいい。大人になっ

たとき、今度はお前たちがみんなを守るんだ」

　「おとなになったら？　俺も剣とか使えるようになる？」

　「たくさん練習すればね」

　彩霞がそう答えると総悟と結は瞳を輝かせ満面の笑みで立ち上がった。

　「じゃあおとなしくしてる！」

　総悟に続き結も頷くのを見ると彩霞は苦笑した。

　「おとなになって強くなったらみんなに、まいりましたって言わせるんだ！」

　「・・・・・・そ、それじゃあ、悪い人みたい」

　「じゃあ、ぎゃふんって言わせる！」

　「・・・・・・それも変、だよ」

　「じゃあ何があるんだよ。言ってみろ結！」

　総悟が睨みつけると結が竦み上がる。彩霞は呆れたように溜息をつきながら口を挟んだ。

　「総、結。今日は男たちに剣を見せてもらうと言ってなかったか？　落ち着いているようだったら見せ

てもらおう」

　男たちの訓練を見せてもらうのだと先日、嬉しそうに語っていたのを思い出して彩霞は立ち上がる。す

ると、さらに瞳を輝かせた総悟と結が横をすり抜け、騒ぎながら部屋を出て行った。彩霞は苦笑して二人

の後を歩いて行くのであった。

　「――じゃあ、少しの間お世話になります」

　悸暎と約束を交わした後、賊の情報を分かるだけ教えてもらった。そして当分の宿として離れの二階を

借りることになった。
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　改めて頭を下げた後、李絳はふと隣の部屋に目を向けた。次いで悸暎を見る。つい先程杜樹は退室した

ので今はいない。李絳は一番気になっていることを尋ねることにした。

　「あの、その藍様に会わせてもらいたいんですけど・・・・・・」

　李絳の言葉に悸暎の笑みが申し訳なさそうに揺らぐ。

　「・・・・・・それが、お会いしたくないと」

　やはりそうくるか、と李絳は溜息をつくが続いた思わぬ言葉に顔を上げた。

　「――この屋敷にいらっしゃいますよ」

　「・・・・・・・・・は？」

　間抜けな返事をもって首を傾げた李絳に蘇芳が口を開いた。

　「それなら、会いたくないとは言えない状況だと思うんですが・・・・・・」

　「あの子は身を隠すのが得意ですから、どうあっても貴方方の前に姿を現さないでしょう」

　「あの子・・・・・・・・・あの僕ら何も聞かされてないんですけど、少しだけでも教えてもらえませ

んか？」

　違和感を感じる呼び名にさすがに戸惑う。蘇芳はまだしも、李絳にしてみればだんだん腹が立ってきて

いるだろう。悸暎はそんな彼らの煮え切らない思いを察して苦笑した。

　「やはり、本当に藍家ということ以外知らされていないのですね。――そうですね。私もはっきり言っ

てしまいたいのですが約束でもあるので。・・・・・・ただ、一つだけ。あの子は貴方方が想像しているよ

りはるかに若いですよ。あの子の方が年は下でしょう」

　「・・・・・・・・・・・・年、下？」

　「ええ、それは間違いありません」

　断言され、李絳は絶句した。蘇芳もさすがに驚いたようで言葉を呑み込んだ。

　ますますよく分からない状況に陥ったことに李絳は気付いた。自分たちより年下で、父に特別視されて

いること。仮に藍家当主の子だとしても、権力争いがあったなら確実に巻き込まれていただろうこと。だ

が、今も生きている。ということは関係のない人間だったのかもしれない。そうだとしたら藍家の真実を

知っているとも思えない。李絳は謎が多くなりさらに困惑した。

　蘇芳を見ると、彼もまた何かを考えているようだったが、これ以上考えてもしょうがないというように

溜息をついている。すぐに立ち直って悸暎に向き直った。

　「大体状況は把握できたんで少し里の中を回ってもいいですか？」

　「ええ。必要なら息子に案内させてください」

　「いえ、そこまでは・・・・・・」

　「ありがとうございます」

　何かと大変だろうこの時に迷惑をかけるわけにはいかない、と李絳が辞退しかけたそれを蘇芳が遮った。

　「おい、蘇芳」

　「部外者の僕らがうろうろしてたらそれこそ不安を与えるだけだよ。ご厚意に従ったほうがいいでしょ」

　う、と李絳が返答に困ると蘇芳があっさり話をまとめた。そして、悸暎に礼を言うと二人は立ち上がっ

たのだった。
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　「――ええ。貴方方とはそんなに離れてはいないと思います」

　通りで李絳が藍家の人間の年齢について尋ねると、より狭くなった答えが返ってきた。

　「杜樹殿はその方と親しいんですか？」

　笑った杜樹に蘇芳が問う。すると今度は苦笑された。

　「この里であの方が心を許せるのは父だけだと思います。他の人間にはどこか線を引かれているような

節がありますから」

　曇った表情に李絳は眉を寄せた。良い人間がそんなことをするのだろうか。

　聞けば聞くほどよくわからなくなる人物像に李絳は首を傾げたのだった。蘇芳はあまり興味を示さず適

当な相槌を打っている。

　「里に降りている間は、人目も気にせずふらふら出歩いてますが」

　「・・・・・・降りてる間って？」

　まるで里に暮らしていないかのような口ぶりだ。李絳が口を挟むと、杜樹はああ、と思い至ったように

立ち止まった。振り返り、矢神家の後ろの山を示した。

　「普段は山の中腹・・・・・・まではいきませんが、少し上に行ったところにある別邸にいらっしゃいま

す。昔、私たちが住んでいた屋敷なんですが、今は藍様が使われています」

　「一人で？」

　「いえ、必ず一人は傍に。・・・・・・まぁ、その一人も追い返されるなんてことは多々ありますが」

　杜樹がついた溜息で少しだけ苦労が計り知れた。どうやら人を寄せ付けない人間らしい。

　――だがそれならば、慕われるような人間とは言えないのだろうか。

　李絳がそう考えていると察したように杜樹が付け加えた。

　「必要以上に入り込もうとすると、誰も近くにいることができないんです。里の者たちはともかく、近く

にいる私たちは余計距離を置かれているんです」

　「要するに余計な詮索をするなって言ってるのかな？　何をそんなに詮索されたくないのかな。ね、

李絳？」

　「藍家のこと、とかか？」

　「それはありません。彼女の素性を里の者たちは知りませんし、そもそも他人の過去に関して、触れない

ようにしていますから。・・・・・・藍様はご自身のことについて話したくないだけだと思われます」

　苦笑した杜樹の言葉に李絳は呆れたようにぼそっと呟いた。

　「・・・・・・・・・ただのわがままか？」

　「ふぅん」

　その横で蘇芳は楽しそうに笑っている。杜樹は否定せずに何故か苦笑していたのだった。

　再び歩き出した時、蘇芳がふと何かを思いついたように杜樹を見た。

　「里の人たちは何も知らされて言いましたよね？」
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　「藍様のことですか？　――はい。ですが、さすがに皆も気付いているかと」

　そうした心遣いが彼女の態度を、少なからずとも軟化させているのかもしれない。近すぎて、傍を離れ

ようとは思えない自分を彼女が遠ざけるのも無理はないのだ。彼女は知っている、自らに寄せられる想い

を。それがどんなものであれ、彼女はその他者の想いを叶えようとする。

　笑うことを望めば笑みを見せ、幸せであれと願えば彼女は自らが背負うものを隠して、日々を笑って過

ごすのだろう。だが、もうその必要もなくなろうとしていた。

　その上、そんな彼女が妥協を許さないものの一つに自分は触れてしまったのだ。今となってはそれも一

つの思い出だ。ましてや、彼女にとってはどうでもいいことの一つとして忘れ去られているだろう。

　――少しは心を許してくれてもいいのに。

　だが彼女は一向にそんな気配すら見せない。そのせいか時々、里の者たちと彼女の関係がひどく羨まし

くなるのだ。

　杜樹は自嘲するように小さく笑った。考えても仕方のないことだ、と即座に頭を切り替える。

　「――藍家の方だと知っているのは私と両親の三人のみです。私と母はその事実のみですが、父はもっ

と多くのことを知らされていると思います」

　「・・・・・・・・・多くのこと、ね。――ところで、藍家の人間だと分かっているから里の人たちはそ

の方を慕っているということは？」

　「それこそありえません。彼らは無条件に他人を受け入れられるほど、まだ癒えていない」

　真剣な表情で返された言葉に一瞬、気圧される。だが杜樹はすぐにもとの笑みを浮かべていた。

　「いつかは完全に癒えると思いたいのですが、彼らは既に生きるためにそう頭が働いてしまうのです。で

すから、貴方が言ったように相手を十分知った上で、信じるに足る人間かそうでないかを考えるのです」

　――それは人の世の理。誰もが他者と関わる際にしていることだ。この里はそれを極端に表しているの

かもしれない。

　杜樹が言いながら李絳を見たとき、近くから歓声が聞こえた。続いていくつかの笑い声が聞こえてくる。

　「・・・・・・広場の方ですね」

　「離れの裏に広場、ですか？」

　矢神邸へと戻っていた李絳たちは、ちょうど離れに向かって歩いていた。杜樹の呟きに蘇芳が首を傾げ

ると、杜樹が先導して離れの外側を回るように歩き始めた。

　離れの裏には芝生があるらしく、男たちの訓練場兼子供たちの遊び場になっているらしい。

　それでは危ないのではないだろうか、と李絳と蘇芳が考えていると杜樹が苦笑した。

　「一部芝のないところを男たちが使っているので子供たちとは接触もしません。この里では子供たちの

遊び場が限られていますから、なるべく子供たちに譲るようにしていますし。何より子供たちには常に大

人がついていますから」

　離れの裏にでるとそこは確かに一面に芝が生えていた。さらに奥の方にはただの地面が見えている。

　「・・・・・・ここにいらしたのですか」
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　隣で小さく呟かれた言葉と溜息に、蘇芳と李絳はその矛先であろう自分たちの連れの姿を発見した。

　「お？　もう終わりか？」

　にやにやと腰を下ろしたまま歴が鞘に収まったままの刀を肩に乗せ、目の前の少年たちを見ていた。ひっ

くり返っていた少年が起き上がり木刀を、指を差すかのように歴に向けた。その木刀は少し短くも見えた。

　「お前！　ひきょうだぞっ！　立ってたたかえーっ！」

　「卑怯っていうのは一人相手に二人同時に攻撃してくることだろー」

　「・・・・・・お前子供相手に容赦ないな」

　歴から少し離れたところには秀と晶もいる。逆に少年らの後方――少し離れたところには他の子供たち

が数人と、木陰には女性が二人、のんびりと談笑していた。子供たちは各々、昼寝をしたり、適度な距離を

取りつつ歴たちの格闘を見て瞳を輝かせていたり、女性たちとともに果物を食べていたりと自由に振舞っ

ていた。

　李絳は女性の一人が先程の女だと気付き、何故だかむっとする。理由も思い浮かばすに歴たちに向かっ

て歩いた。

　「なんだよ。手加減してるだろ」

　「・・・・・・そんなことは当然だ。――まあいい。怪我する前にやめてやれよ」

　「おい、結！　早く起きろっ！　そんなんじゃあの兄ちゃんにまいったって言わせられないだろっ」

　「・・・・・・でも、ぼくもう疲れた」

　いまだ座ったままの少年が拳骨を落とされ、もう一人の少年を頭を押さえて見上げているのを歴が笑う。

それに呆れながら李絳たちの存在に気付いた秀がこちらを見た。すぐに他の二人も気付くが晶は一瞥した

だけで再び背を向けた。

　「おー李絳。ここの奴ら思ってた以上に動けるぞ」

　「蘇芳、藍家の人間には会えたのか？」

　歴と秀がそれぞれ李絳と蘇芳に話しかける。蘇芳が肩をすくめるのを視界の端に置きながら、李絳は歴

の傍に立った。

　「さっきまで何人かいてなー。ちゃんと鍛えてるのがわかったわ」

　「危機意識の高い者たちですからね。紅家の方にそう言っていただけるとは光栄です」

　傍にいた杜樹が李絳の代わりに答えた。李絳は歴が相手をしている少年たちを見た後、後方にいる先程

の女を見ていた。ややあって、少年たちの声で我に返る。

　「あ、増えたぞ！　兄ちゃんが一人増えた！　おい、結――げ、杜樹の兄ちゃん・・・・・・」

　杜樹を見て明らかに態度が一変した。怯えたように半歩下がった少年とは別に、もう一人はすぐに気を

取り直して木刀を振った。

　「ま、まとめて倒してやる！　まいったって言わせてやるんだからなっ」

　わずかに声を震わせて言う少年に李絳が歴を見た。

　「お前何かしたのか？」

　「何も。稽古つけてやってんだ。面白いぞー投げても投げてもつっかかってくんの」
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　にやにやと少年に向いた歴に李絳が溜息をつくと、杜樹が苦笑した。

　「すみません。あの二人は特に生意気で言うことを聞くのは父か彼女くらいなんです」

　示された先にまたあの女か、と李絳は眉をしかめる。

　「手前が総悟に、奥が結です。悪戯ばかりで――先程も言いつけを破って里の外に出る始末・・・・・・。

どうしてくれましょうか」

　杜樹が二人を見ると耐えられなかったのか、やがて逃げるように女性たちの輪へ走り寄って行った。

　一体彼らに何をしたのだろうか、と李絳と歴が杜樹を見つめていると杜樹が笑みを浮かべたまま振り

返った。

　「私に捕まるのが嫌で逃げて行くんですが、結局は身動きとれない場所へ逃げるので助かります」

　ぞっとして李絳が何も言えずに杜樹を見つめているが、隣ではかすかに吹き出すような気配がしたの

だった。

　「・・・・・・おいしいな」

　真っ赤な果物を小型の薄刃包丁で皮をむき、子供たちに分けてやりながら最後に自分の口へと運ぶ。一

口咀嚼して、素直にそんな言葉が出た。

　ふふ、と傍にいた花耶という里の者が笑った。総悟と結を引き取ったのがこの花耶である。度胸があり

芯のある、親しみやすい女性だ。総悟たちに言わせると “すげぇ怖い母ちゃん”なのだそうだ。

　「おいしいでしょ？　ランちゃんにはいつもお世話になってるからねぇ」

　「そうでなくともいろいろしてもらっているが」

　彩霞の言葉に花耶はきょとんとした。ついで笑みを浮かべた。

　「やぁねぇ。気にしなくていいのよ。この里のみんなが家族なんだから、遠慮しないの。それにしても、

なんでランちゃんにはあんなに懐くのかしら」

　わたしが母親なのに、と花耶は不満そうに呟いている。その様子に彩霞は困ったように笑う。

　「それでも手伝いをするのだろう？　無条件でそんなことをするのは花耶の前でだけだと思うが。毎日

必ず時間通りに帰っていくことも花耶がいるからだろう」

　思えば引き取ったころは、ほとんど毎日帰ってこないと騒ぎになっていた気がする。何故か彩霞の傍に

いようとしたため、そのうち彩霞が日暮れとともに送り届けることになった。それも最初の頃だけだが随

分馴染んだものだ、と彩霞は木刀を振り回している総悟たちを見た。

　「先程泣かせたことも気にしていたようだし、あの子たちにとって良い母親なのだな。いい加減許して

やったらどうだ？」

　「それとこれとは別なのよ。躾は厳しく！　ランちゃんは子供たちに甘すぎなの！　てことで果物はお

預け！」

　おやつを貰えなかった総悟たちの矛先は紅家の人間に向いている。楽しそうなので放っておくことにし

た彩霞たちのそばでは、子供たちがむいてとばかりに次の果物を差し出してきた。彩霞は苦笑してそれを

受け取った。隣では既に満足したのか昼寝に入っている子供もいるのだった。

　「まったく、元気ねーあの子ら」
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　花耶が感心したように呟くのを聞きながら、彩霞は手を動かした。

　悸暎の妻、木蘭やこの花耶を始めとした、彩霞よりも年配の女性たちは彩霞のことを “ランちゃん”と呼

んでいる。これもやはり、木蘭の影響なのだが気軽なこの呼び方と彼女たちの態度が、彩霞にとっては落

ち着くものだった。

　そして、こんな何気ない時間も彩霞のお気に入りである。ここでは当然であるとされることも当然では

ない。今この時間も当然ではないのだ。

　こうやってただ何気ない時間を何気なく過ごす。それがどんなに幸せなことなのか、彩霞は身に沁みて

知っている。別にこれが当然だと思うことが悪いことだとは思わない。むしろ、そうあれることが誰にとっ

ても幸せなのだとも思う。

　彩霞が再び子供たちに果物を切り分けてやると、子供たちは嬉しそうに笑って礼を述べる。どういたし

まして、と返すとさらに嬉しそうに笑うものだからこちらも自然と笑む。

　「相変わらずそれだけは上手いわねぇ、ランちゃん」

　いつの間にか花耶がじっと彩霞の手元を見つめていた。皮むきのことを言っていることは容易に知れた。

彩霞は否定もできないので苦笑する。

　「・・・・・・相変わらず手厳しいな」

　ことのほか、花耶と木蘭だけは彩霞に対して容赦がない。というより花耶は他人の過去以外のことには

素直に言葉を出しているにすぎないのだ。

　「ランちゃん、女はねっ時には男の代わりにやらなきゃならないことがたくさんなのよ！　なのにラン

ちゃんは、する気がないことに対してはさっぱり役立たずだし――あら？」

　説教が始まると思っていた彩霞は、ふいに花耶の意識が逸れたことに小さく安堵した。そして、その意

識の先に気付いて顔を上げる。

　「また人が増えたわねぇ。あの人たちも紅家の人かしら？」

　首を傾げている花耶をよそに、彩霞は目を細めた。顔を上げた瞬間、こちらを見ていた紅家の一人と目

が合ったのだ。

　――紅李絳、か。

　じっと見られているのをいいことに、彩霞もじっと見つめ返す。先に目を逸らしたのは李絳の方だった。

だが彩霞はそのまま李絳の姿を見つめていた。似ている、と悸暎が言っていた言葉に不思議な気分で観察

する。

　実は、彩霞は紅李絳の祖父、長春を知っていた。そして、彼もまた彩霞を知っている。

　彩霞が適当に視線を外したところで、すぐ傍で寝ていた少女が寝返りを打った。そういえば先程も同じ

ことをしていたな、と顔を見るとどうやら寝心地が悪いようだ。彩霞が自身の膝に頭を乗せてやると、や

がて心地よさそうに寝息を立て始めた。枕がないと眠らないという話を聞いたことがあったためだ。だが、

これで寝付くとは思っていなかったので彩霞は苦笑した。

　彩霞が少女の頭を撫でていると、突然身体に衝撃が加わった。またか、とすぐに原因に至る。総悟と結

が彩霞に抱き付いているのだ。総悟は彩霞の方膝に乗り、結は真横から首にしがみついている。

　先程まで彼らがいたところに視線を投げると杜樹と目が合い、彩霞は溜息をついた。
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　「総、結。ほら、杜樹ならもうこっちを見てないから離れてくれ。でないと起きてしまうよ」

　そこでようやく彩霞の膝に頭を乗せて眠る少女に気付いたようで、渋々離れた。だがすぐに彼らの頭は

切り替わる。

　「腹減った！　俺も食べる！」

　総悟はお預けを言い渡されたことをすっかり忘れたようで、籠に入っていた果物を彩霞に差し出してき

た。だが、それは花耶によって奪われる。

　「残念。あんたたちはお預けだって言ったでしょ」

　「ずっりーぞっ、あいつらには分けてやったくせに！」

　子供たちではなく紅家の男たちのことを言っているようだ。彩霞はそういえば、と総悟たちとともに、交

代で彼らに相手をしてもらっていた子らを探す。ちょうどこちらに寄ってくるところだったので、花耶を

見た。

　「まぁいいだろう、少しぐらい。三人以外は食べていないのだから」

　今戻って来たのは五人である。量的にも十分足りている。花耶は子供たちを見まわして、やがて渋々と

頷いた。

　「・・・・・・・・・時間的にもあんたたちはこれだけだからね」

　もうおやつという時間はとうに過ぎている。もう少しすれば日が暮れるだろう。彩霞は花耶と子供たち

の賑やかな会話を聞きながら、その光景を眩しく見つめていた。

　早く終わりにしよう。彼女たちにとっても自身にとってもこれ以上、時間を延ばすわけにはいかないの

だから―――。

　「――で、若旦那。あちらさんの動きは？」

　晶が分けてもらったりんごを丸々一個食べ終わった後、歴が杜樹を見上げた。歴は杜樹のことを若旦那

と呼ぶ。立場はその通りなのだが、やはり抵抗がある。最初に止めるよう頼んだのだが、変わらないそれ

に杜樹は早々に諦めたのだった。

　「今のところ何も。監視しているのは気付かれてますが、そんなに気にしていないようですし」

　「どうする、李絳。こっちから出向くか？」

　「・・・・・・確かに里の中に入れるのは避けたい」

　李絳は楽しそうに談笑している子供たちを見て目を細めた。蘇芳たちも視線を動かし頷く。彼らの大切

な場所を荒らすことだけは避けたい。

　「強い子たちだね」

　杜樹が李絳たちの会話を聞いてふっと笑った。里の者たちを気遣ってくれることがとても嬉しかった。

　「ありがとうございます。実のところ子供たちも最初はぐずっていたんです。特に小さい子たちだけ

ですが、大人たちの様子から不安を感じ取ってしまうようで彼女に泣き付いてくることがしょっちゅ

うで・・・・・・」

　杜樹が眠っている少女と少女を膝枕している女性を示す。蘇芳は、すかさず李絳が反応したことに苦笑

する。
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　「あの女の子の親は？」

　「ここにいる大半の子は皆、もとは孤児です。今はそれぞれ引き取られて家族がいますが、母親の様子が

いつもと違ったので彼女に泣きついてきたんです」

　普通なら親に泣きつくのではないのだろうか、と首を傾げた蘇芳に杜樹は困ったように苦笑した。

　「子供たちを不安にさせないよう注意していたんですが、さすがに今回は長丁場になりそうだったので

不安に思ったのでしょう。・・・・・・ここの子たちは敏感な子ばかりなので」

　「彼女は？　すごい懐かれようですよね」

　蘇芳はちょうどいいと思い李絳の苛々の原因であり、自らの好奇心の行方である彩藍について尋ねるこ

とにした。

　杜樹の表情がかすかに動いたのを蘇芳は見逃さなかった。

　「彼女はまったく変わらないので子供たちにとっては安心できるようです。・・・・・・感情を隠すのが

上手いんです。何故あんなに懐かれているのかはいまだによく分からないんですが、皆信頼しているので

子供たちの面倒を見てもらっているんです。時には大人に囲まれていることもしばしばです」

　人を惹きつける存在らしい。ふぅんと蘇芳が再び彩藍に視線を戻すと、彼女は右の森を見ていた。風が

吹いているために木々の葉が揺れている。李絳がその行動に訝しげに同じ方を見ていたため、蘇芳も見る

が何も感じられなかった。

　すぐに逸らされた視線は穏やかな空気を纏って子供たちを見ていた。膝に頭を乗せて眠っている少女の

体を揺すっている。少女は目を擦りながら彼女に抱きつくが、後ろから伸びてきた手に抱き上げられる。

少女は相手が変わっても構わないようでその女性に縋りつき肩に顔を埋めた。再び眠りの世界に入ろうと

しているらしい。

　「もうすぐ日暮れなので家に帰すのでしょう」

　そういえばそんな時間だ。辺りも昼間の明るさがなくなってきた。

　杜樹の言葉通り、子供たちはもう一人の女性に連れられて、李絳たちが歩いて来た方へ歩き出す。振り

返りながら彩藍に手を振っていると、彼女は笑みを返し子供たちに何かを言っている。

　その光景を李絳たちが何気なく見つめていると、先程歴と遊んでいた少年たちが木刀を拾ってこちらに

走って来た。後ろから彩藍もこちらに向かって歩いてくる。

　「お、なんだなんだ」

　歴は笑って様子を見ているが、杜樹は溜息をついていた。やがて少年たち――正確には総悟だけが傍ま

で来ると、居丈高に言い放った。

　「明日はまいったって言わせるからな、兄ちゃんたちっ！　絶対だぞ、ぜった、い・・・・・・」

　最後はあまりに頼りなさげに声が消えていく。総悟の視線は歴の横に立っている杜樹に向いていた。睨

まれながら殊勝にも目を逸らすまいと睨み返している両者に、しばらくして小さな笑い声が割って入る。

彩藍だ。

　退き気味になっていた総悟が我に返ったように、踵を返した。結と同じように、彼女の後ろに隠れて顔

を半分覗かせ杜樹を窺っている。その様子に再び笑みを浮かべると彩藍は総悟たちの頭を撫でた。

　「総、結。ほら、花耶たちに置いてかれてしまうよ。もう戻りなさい」
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　見れば女性が足を止めてこちらを見ていた。彩藍がもう一度促すと、二人は木刀を渡し素直に背を向

けた。

　「姉ちゃん、また明日な！」

　満面の笑みで告げると二人は走り出した。やがて、彼らの後ろ姿が見えなくなると彼女はこちらに向き

直った。

　「では、私もこれで」

　短く告げると李絳たちが来た方向ではなく、李絳たちの横を通り過ぎて行く。

　「どこ行くんだ？」

　李絳が訝しげに呟くと杜樹がああ、と納得がいったように頷いた。そして、歴たちを見て苦笑する。

　「どこから来られたのかと思ったら、あそこから来られたんですか」

　この先に離れからここへと繋がる抜け道があるのだ。歴と晶が顔を見合わせて笑う。

　「ご名答。つってもあの子についてきたらここに出たんだけど」

　「離れの窓から外見てたらあの子たち見つけたんだよねー」

　秀だけはあきれたように溜息をついている。

　「見つけたんじゃなくて見つかったんだろ、子供らに」

　こそこそと後を追っていたらしい。何の遊びだ、と李絳は溜息をつき彼女の後ろ姿を目で追った。やは

り何かが腑に落ちない。こんなにも気にかかるのは何故だろうか。彼女に何かあるのだろうか。

　そう考えたところでふいに彼女の歩みが止まった。彼女がじっと左の森を見つめていると、杜樹が訝し

げに森を見ながら彼女の傍まで近寄っていく。

　「・・・・・・・・・？」

　李絳が後に続くと座っていた歴と晶も立ち上がる。そして、向かう途中で異変に気付いた。杜樹が彩藍

を庇うように前へ出る。李絳たちは杜樹の隣に立った。

　「・・・・・・またかよ」

　苛立たしげに李絳が呟くと同時に、軽い口調の声が広場に飛び込んできた。

　「あっれー、またあんたたちかよ。つっまんねえなぁ女なら良かったのに。・・・・・・おぉ？　あ、

さっきの子いるじゃーん。ねぇねぇこっち来てよ」

　「無類の女好きめ。今日は何もするなと言われただろうが」

　木々の間から顔を出したのは、昼間遭遇したうちの二人の男だった。立場的にはもう一人の男より下の

二人だ。

　杜樹は彼らの視線から彩藍を外すように立ち位置を変える。

　「それによく見ろ。あれじゃ来れるわけないだろ」

　「なんだよ、護衛かよ。あーでもそんな男いっぱい侍らせてるなんて、ますます興味出るなぁ」

　まったく緊張感のない二人に李絳の方が苛立ってくる。低く単刀直入に訊いた。

　「一体何しに来た」

　李絳の言葉に男たちは会話を止めた。馬鹿にするような笑みを浮かべて李絳たちを見た。先に口を開い

たのはどちらかと言うと真面目そうな男だ。
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　「明日――明日、藍家の生き残りとやらを貰いに来る。とは言っても明日になったらそんな時間もなさ

そうだからな。今、そちらから差し出せばこの里は見逃してやらないこともない」

　「断れば・・・・・・分かるよねぇ？　男は殺しちゃおっか。女は俺が貰ってこっかなー。子供はー、

売っちゃう？」

　大げさに笑う男のそれは李絳に十分すぎるほど不快感を伝えてくる。あげく、まるで自分たちが勝つこ

とを疑わないその態度にも刺激され、沸々と怒りが湧き上がってくる。

　今の李絳にとって、彼らとの接触は好ましいものではない。衝撃の事実を知らされてから現在、正体不

明の相手に気を張り続けているがために、さらに気が短くなっているのだ。

　うわー、と後ろで李絳の濁っていく心を察した歴が楽しそうに笑っている。一方で、晶はどうでもよさ

そうに男たちを観察している。あとの二人は言うまでもなく、そろって溜息をついていた。杜樹が困惑し

たように蘇芳たちを見るが、蘇芳は肩をすくめるだけだ。

　「どいつもこいつも人の神経逆撫でしやがって・・・・・・。俺はお前らなんかに構ってられるほど暇

じゃねーんだよ！」

　「うっわ、何。俺らだってお前に構って欲しいわけじゃねーし。つかだったら女の子に構って欲しいわ」

　「だったら、喜んでてめぇみたいな男の相手してくれる女でも漁ってろ！」

　「何言ってんの。嫌がる女無理やりってのがまたいいんじゃん。俺、恐怖とか苦痛に歪む女の顔が大好

きなんだよねぇ」

　「ああ、なんだ。そうでもしないと女が寄ってこないんだろ。不憫なヤツ」

　「はあ!?　てめぇ今なんつった!?　不憫なのはお前のほうだろ！」

　「俺は別にてめぇみたいに女に不自由してないし。不自由してっから無理やりじゃなきゃできねーん

だろ」

　「はあ!?　てっめぇぇ、殺す今殺す！」

　「やれるもんならやってみろ。どーせそっちもお粗末なんだろ」

　「ああ!?」

　とそこであちら側で溜息をついていた男が騒いでいた男を殴った。こちらはこちらで呆れたような言葉

が飛び交う。

　「不自由してない、ねぇ・・・・・・。寄ってくるのは確かだけど、基本的に李絳って女嫌いだからなぁ」

　「つーかこれは一体何の争いだ」

　「あっはっは！　ガキの喧嘩かよっ」

　蘇芳と秀が声を低めるでもなく会話している後ろで、歴が腹を抱えて笑っている。晶はつまらなそうに

歴の横でしゃがみ込み、膝の上で頬杖をついている。その傍には呆然とした様子の杜樹がいる。さらに後

ろでは彩藍が溜息をついていた。李絳は言い返すのも面倒で相手をじっと睨んでいた。

　「・・・・・・ったく、ガキかお前。いい加減にしろよ。今日は何もするなと言われてるんだ。――おい」

　もう一人の男がこちらに向き直るが、改めて問われる前に李絳は男の言葉を遮った。

　「渡すわけねぇだろ。誰が渡すか。お前らには藍家の人間も、この里も何一つ渡さない。覚悟しとけ。絶

対にてめぇらをぶっ飛ばす！」
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　李絳の言葉に歴と晶が笑みを浮かべる。まるでそれが楽しみでしょうがないと言うように。秀はあくま

で冷静に男たちを睨んでいる。蘇芳はもはや呆れて溜息しか出ない。

　対する男たちはにやりと笑った。

　「では明日、俺たちが根城にしている寺に来い」

　そして、それだけ告げると答えも待たずに去って行ったのだった。

　完全に気配も遠ざかったころ、唖然としていた李絳たちをよそに、蘇芳がぽつりと呟いた。

　「うーん、馬鹿なのかな。自分たちの置かれている状況をいまいち把握できてないみたいだけど。うー

ん、馬鹿なのかな」

　繰り返された言葉には呆れを通り越して怒りが表れてくる。何事かと蘇芳を見た杜樹とは逆に、李絳は

ぎくりとした。

　「あれだけ自信満々に自分たちを追い込む人間なんて初めて見たよ。力の差も分かってないのは最初に

会った時から分かってたけどあれってどうなの？　どれだけ自分たちを不利に追い込んでるかも分からな

いなんて馬鹿だよね。あれだけくだらない馬鹿みたいな会話を聞かせといてそれかよ。今の時間返して欲

しいんだけど。つーか今までの時間返してよ。ちょっとは手応えあると思ったのにこの仕打ちって何。無

駄だよ無駄。あんな連中に慎重になってた自分に笑えてくるね」

　ろくに休みもせずに最後まで早口で話す蘇芳は珍しい。これは本気で怒りを感じている証拠なのだ。こ

ういう場合、下手に口を挟むとこちらが大火傷することになる。

　李絳は先程の “くだらない馬鹿みたいな会話” の一役を担ってしまったが故に、蘇芳の矛先がこちらに

向かないように願う。歴はなるべく火の粉を被らないように意味もなく、うんうん頷いている。秀と晶に

至っては素知らぬ様子で蘇芳から目を逸らしている。

　「何なの一体。ただでさえめんどくさそうな問題もあるのに今となってはあっちの方がめんどくさいこ

とこの上ないよ。あーいう馬鹿の相手するのが一番疲れるんだよ。終わった時のあの煮え切らない感じ僕

大っ嫌いなんだよね」

　「――でしたら早急に帰られたらいかがですか」

　そこで、これからどんどん柄が悪くなるであろう蘇芳の言葉を遮る者がいた。杜樹が驚いて振り返った。

李絳たちも不審げに彼女を見た。

　「この里に紅家の方がいらっしゃること自体、おかしいんですよ。彼らの相手をする気が無いのなら尚

更のこと、早くこの里から出て行かれたらどうですか。目的が彼らでないのならその目的とやらを果たし

たらどうですか。――藍家の人間を殺す為に来たのならさっさと殺せばいい」

　微笑みを浮かべたまま、一切感情を込めていない声音で彼女は言った。李絳は蘇芳が言い返さないかと

はらはらして見守っていたが、最後の言葉にはっとして彩藍の顔を凝視する。李絳が問う前に彼女は次の

言葉を紡いでいた。

　「まったく、とんだ茶番に付き合わされたものです。私から見ればあなた方も彼らも変わらない」

　一瞬、底冷えのするような瞳で李絳たちを見つめた後、すぐに彼女の表情はもとに戻った。そして彼ら

の反応を見ることもなく再び背を向ける。

　李絳たちはあまりの衝撃に何も言えないまま、ただただ彼女を見つめていた。
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　同日、夜――李絳たちは与えられた部屋に集まって話し込んでいた。今いる部屋の他に両隣の部屋が与

えられている。

　「そろそろ帰ってくるかな」

　蘇芳が顔を上げたところで、見計らったようにそれまで席を外していた晶が姿を見せた。

　「おかえり。どうだった」

　「うん。特に何も」

　部屋に入って腰を下ろした晶に全員の視線が向くが、返ってきた言葉に脱力した。

　「やっぱり、全然使えなさそうなヤツらみたい。今日会った三人は何とか相手してくれるかもだけど、

がっかりだよ」

　欠伸をしながら呆れるでもなく腹を立てるでもなく本当にどうでもよさそうに、晶は言った。これには

全員が溜息をつかざるを得ない。

　完全に日が沈んで暗くなった後、晶はこの離れを出て北西に向かってすぐのところにあるという賊の根

城を訪ねていた。秘密裏に彼らの様子を見に行ったというのが正しい。五人の中では一番身軽な晶が適任

なのだ。果たして、敵情視察は残念――好感触に終わった。

　自分たちの力を過信しているわけではないが、彼らの実力はお粗末にも程がある。ほとんどが、ただ初

めて手にした武器を振り回したくて仕方がないというような素人だった。だが、そういう連中に限って調

子に乗ると面倒なことになるのである。今回の件は早々に解決するのが一番だろう。

　「久々に手応え有りそうなもんに会えると思ったのによー。俺はあいつらに会った途端、涙が出そうに

なったぜ。刀を下げりゃいいってもんじゃねぇだろ」

　「でも、よく考えれば奴らが追手とやりあった報告もなかったしね。ことごとく逃げられてるから実力

者揃いだと勘違いしたわけだ」

　肩を落とした歴に蘇芳が笑う。

　一方、落胆する彼らとは逆に、晶は目を輝かせていた。

　「もう藍様に期待するしかないよね？　あー早く会いたいなぁ」

　「晶はそればっかりだね。ていうか一体何の期待？」

　「まぁ、確かに謎だからな。晶は分かりきったことよりそっちの方がいいんだろ」

　蘇芳が溜息をつくと秀が苦笑した。晶が大きく頷く。

　「実は武道の達人だとかー、実は子供だとか？　あ、実は女の子だったりして！」

　最後の言葉に反応したのは李絳と蘇芳である。歴が面白そうに晶の言葉を反芻した。

　「女、ねぇ。まぁ、可能性としてはなくもないかもな。でも、藍家の真実を知ってる奴なんだろ？　女

じゃ知らないんじゃないのか？　生き残ってたのもどっかに隠れてたから、とか」

　「でも、武術を身に付けてるとしたら辻褄合うよねぇ？」

　「それだと男でも合うけどな」

　秀が補足すると晶が頬を膨らませた。

　「でも面白くないでしょー」

　「実際、ここで男が出てきても展開的に面白くないわな」
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　くっ、と喉の奥で笑うと歴は李絳と蘇芳を見た。晶の言葉に何か思うところのあるらしい二人は、けれ

ど何も言う気配がない。何となく理由を察している歴たちは顔を見合わせると、溜息をついた。

　「なー李絳。何か助言とか貰ってないのかよ？　まさか本当に何も聞かされてないのか？」

　「蘇芳は師匠に何も言われてないのか？」

　歴と秀が揃っていつかの話を再び口にすると、李絳と蘇芳は顔を見合わせる。李絳が嫌そうに口を開

いた。

　「・・・・・・だいたいあの父上が俺を助けるような情報、よこすと思うのか」

　「ああ、そうな。長春様だけでなく梨淑様にも遊ばれてるもんな。と、悪い。失言だった。・・・・・・

ぶふっ」

　謝りながらも歴は最後の最後で吹き出した。今度は晶もその横で笑いたくて仕方がないというように、

口元を歪めている。李絳が不満げに見つめていると、ややあって李絳の顔を見つめたまま吹き出した。さ

らに機嫌が悪くなった李絳が舌打ちして、先に彼らから顔を逸らす。秀を見ると溜息をつかれるのだった。

口を開く前に秀が蘇芳を見る。

　「で、蘇芳は」

　「僕だって言ったでしょ。それについて父さんに訊くことなんてできるわけないって」

　蘇芳は溜息をつきかけて、ふと何かを思い出したようにあ、と呟いた。

　「そういえば出掛ける前に何か言われたような・・・・・・。あれって今回のこと言ってんのかな」

　「何を言われたんだ？」

　「見かけや言葉に騙されるな、本質を見ろ。・・・・・・そんな感じのことを言ってたっけ」

　確実に今回の件についてだ、と誰もが思った。

　「で、僕が思うにこれまでの、今日だけだけど、いろいろ見てて一人しか思い浮かばないんだよね」

　誰とは言わなかった。だが、確実に五人の頭の中には同一人物が浮かんでいる。しばらく無言のままそ

れぞれの思考に浸っていると、歴が口を開いた。こころなしか楽しそうである。

　「あれは衝撃だったよなー。美人が怒るとほんとに迫力が増すっていうか」

　どうやら広場での出来事を言っているらしい。真っ先にこれに反応したのは晶である。

　「えーあの子、これっぽっちも怒ってなかったよぉ？　蘇芳だって言い返さなかったしー？」

　「あれは怒るに入るんじゃないのか？　すっげー冷やかな目で俺ら見てたぞ。いやーいい性格してる

よな」

　「面白い子だよねー。初めて会った時もなんか不思議だったし」

　歴がうんうん、と頷いていると晶も同じように頷いた。何故か機嫌のいい様子の彼らを見て秀が溜息を

つく。そして、蘇芳に話の続きを促した。

　「李絳はともかく蘇芳も興味持ってたみたいだが、それが理由か？」

　「俺はともかくってどーいう意味だ」

　「うーん、なきにしもあらず？」

　李絳が不満げな声を上げるが、蘇芳が重なるように話を続けた。

　「最初に不思議に思ったのは父さんたちの話してる時かな。あとは杜樹殿の様子とか見ててなんとなく

おかしいことに気付いた」
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　「おかしいこと？」

　「んー何て言うか、呼ばないんだよね。あの子のこと。あの子もまったくと言っていいほど、杜樹殿のこ

とを気にかけてないし」

　「呼ばないっつーのは名前をってことか？」

　首を傾げたのは歴だ。腕を組んで蘇芳の方を見つめている。蘇芳が頷くと晶も頷いた。確かに杜樹の口

からは、彼女という言葉しか聞いていない。

　「一緒にいた女の人はランちゃんって言ってたのにねぇ」

　「それに李絳、広場に着いた時の杜樹殿が言った言葉、覚えてる？」

　「“ここにいらしたのですね”」

　答えだけを告げた李絳に蘇芳が頷く。李絳はむっとしたように顔をしかめたまま、再び口を閉じた。

　「てっきり君らのことだと思ったんだけど、その後のこととか含めて考えると違って聞こえるんだよね」

　「よく考えたら蘇芳の問いに対して、彼女のことをはっきり答えたわけではなかったな」

　「じゃあ何、確実ってか」

　蘇芳と秀の会話に歴が口を挟んだ。はっきりさせろ、と言いたいらしい。だが、蘇芳は笑って李絳を

見た。

　「だから嫌なんだよね、李絳」

　「何、もしかして最初から気付いてたのか？　李絳最初からいらついてただろ」

　李絳の心は明け透けらしい。ふと、歴がにやりと笑みを浮かべた。

　「ははーん。だからあの子、あんな態度取ってるわけだ。それで李絳はさらにいらついてるわけか。で

も、李絳をいらつかせて何がしたいのかね」

　李絳は相変わらず仏頂面のまま答えない。だが、歴も蘇芳たちもまったく気にせず話を続けている。

　「まぁ、こんなに機嫌悪くしてる理由は知らないけど、とりあえず明日は賊の件をさっさと終わらせよう」

　「ここの人間にとってもそれが一番だろうからな。不安を取り除くのは早い方がいい」

　「じゃあもう寝るかー。いい加減眠い。晶なんてほとんど寝てるし」

　そういえば欠伸をしていたな、と秀が晶を見ると歴が船をこぐ晶を引きずって移動し始めた。隣の部屋

に入っていく。

　「俺らこっちの部屋使うわー。じゃあなー」

　おやすみー、と言ってから歴は襖を閉じる。そして、しばらくすると静かになった。本当に眠かったら

しい。

　「・・・・・・あの二人は寝るまでが異常に早いよね。いつも思うんだけどあれじゃどんな状況でも眠れ

そうだよね」

　敵と対面している時とか、と蘇芳が言うと秀がさすがにないだろと溜息をついた。そして、李絳を振り

返る。

　「李絳、そんな眉間にしわ寄せても仕方ないだろ。どうせ遠からず彼女と対面する時が来るわけだし、

ちょっとは力を抜いたらどうだ」

　「ま、抜けって言ってもできないだろうけどね」
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　「・・・・・・意味がわかんねぇんだよ」

　蘇芳が肩をすくめると、ふいに李絳が小さくぽつりと呟いた。内容に蘇芳と秀が顔を合わせる。李絳が

溜息をついた。

　「いろいろ考えるとどうも嫌なことしか浮かばない。嫌な予感しかしねぇんだよ」

　李絳はこの里に来てからのことを考えていた。そこから、彼女が何を思っているのか予想して、悸暎や

杜樹の話やこれからのことも含めて答えをいくつか導きだす。だが、それがどうあっても嫌なことしか思

い浮かばせないのである。

　心の中で様々な思いが交差してすっきりしない。悸暎の言葉をもう一度反芻した。そして、自分の予想

が外れることを祈って――だが恐らくそう運ばれてしまうだろうことを考え、李絳は再び溜息をつくの

だった。

　彩霞はうつろな瞳で部屋の中を見るともなしに見つめていた。部屋の中も外も闇で包まれている。

　彩霞の部屋の上は杜樹が気を遣ってくれたのだろう、空き部屋だ。李絳たちの部屋はそれ以外の部屋

だった。

　彩霞は、今日一日の出来事を思い浮かべた。彼らと遭遇して、同時に、賊の人間にも遭遇して――。慌た

だしく事が動き始めた気がした。だからといって、慌てることもないが一気に過去を思い出しかけた。事

実、彼らの父親の事を思い出してしまい、少し気が滅入る。

　過去を忘れたわけではないが過去に囚われることだけは、絶対に避けなければいけなかった。ある意味

過去に囚われているのだろう彩霞は、ある境界を踏み越えてはならないことを知っている。昔から彼女は

その境界の一歩手前を、守るかのようにまた、破壊しようとしているかのように見据えているのだ。

　それも、もう終わる。そう思うと虚脱感が体中を覆いそうになる。何故だかおかしくなり、ふっと笑み

がこぼれた。

　彼は終わりにしてくれるだろうか。彩霞は、既に休んでいるだろう彼らの部屋の方に視線を巡らせた。

そのうちの一人、紅李絳を思い浮かべる。

　―――どんな人間であっても命を奪うことだけはしたくないんです。

　彼は、悸暎にそう言ったらしい。昔、どこかで聞いたことがあるそれは、彩霞に重く圧し掛かった。

　既に彼らは、彩霞の正体に気付いているだろう。李絳は始終こちらを気にしていた。蘇芳は杜樹の視線

や彩霞の行動に違和感を抱いていた。だが、早々に正体が気付かれても問題はなかった。早々にすべてを、

終わらせるつもりだったから。

　彩霞は明日のことを考えようとして、何も浮かばないことに気付く。そして、そのまま考えるのを止め

て息を吐いた。ぼうっと何もない空間を見つめる。夜が更けていくのを日光浴するかのように感じたまま、

いつしか眠りに誘われていった。
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　―――どんな人間であっても、無闇に命を奪うことだけは絶対にしてはいけない。

　夜が明ける前、懐かしい声に彩霞はふと目を覚ました。状況が把握できずに身体を起こすと、再び懐か

しい声が聞こえてくる。

　―――こいつは筋がいい。

　穏やかな口調とは打って変わって、どこか含みのある声の主が楽しそうに笑っている。

　長春様、と茫然とした彩霞が小さく呟く。彩霞は顔を覆うように片手で頭を支えていた。

　―――小姫。

　―――姫。

　―――彩霞。

　あまりにも古い、ところどころ剥がれかけた記憶が彩霞の脳裏に映る。勝手な順序で何かを伝えるかの

ように巡るそれに、彩霞は耐えきれず呻いた。

　「・・・・・・っ、・・・・・・っなん、で・・・・・・！」

　何故、彼らが――いや、ずっと感じていた彼らの影を無視してきたのは彩霞の方だ。

　「・・・・・・お、じいさ、ま・・・・・・」

　彼らと祖父。なにものにも代えられない大切な記憶。大切な人たち。

　嗚咽が口から漏れ始め、彩霞は必死に脳裏に映るものを消そうとした。だが、再び映ったある記憶に、堪

え切れずに声にならない悲鳴を上げた。

　そして枕元に置いてある、色とりどりの紐でがんじがらめにされた短剣に手を伸ばした。まるで、鞘か

ら抜くことを禁じるかのように巻きつけられた紐の一つには、小さな石が連なるようにいくつか通されて

いた。彩霞はそれを胸元に引き寄せ、上体を前に倒して抱えるようにぎゅっと強く握り締めた。

　「・・・・・・っ、・・・・・・さ、い。ごめ、っ―――――！」

　最後に彩霞の口から漏れたのはあまりにも痛烈な、叫びのような謝罪だった。

　早くに目が覚めた李絳は、昨日話し込んでいた部屋で窓から庭を見下ろしていた。

　「こっちくると朝は少し寒いな。・・・・・・ってことは冬はもっと寒いのか」

　夏真っ盛りな今、紅家は人が多いだけに蒸し暑い。夜は若干肌寒くなるものの、基本的に涼しいと感じ

ることがほとんどだ。

　李絳はふと視界の端で何かが動いたのを見つけた。

　「あいつ・・・・・・」

　離れと母屋を繋ぐ渡り廊下を、彩藍が歩いている。

　「母屋に行くのか？　・・・・・・まだ明ける前だぞ」

　訝しげに呟いた後、空を見上げた。まだ辺りは薄暗い。完全に明けるまではもう少し時間が必要だろう。

　ぼうっと見つめていると、彩藍が立ち止まりこちらを振り向いた。

　――やっぱり気付いてるか。

　李絳は舌打ちして彩藍の視線を受けた。そのまましばらく見つめていると、やがて彼女の方から逸らさ

れる。李絳は何故だか昨日と様子が違う気がして、彼女の姿を目で追った。

　「・・・・・・なんだ？」
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　ここからでは正確に表情を読み取れるわけではない。無表情にも見えた。だが、何かが釈然としない。

昨日とは違い、不安を感じるほどに――。

　ふと、李絳は昨日の彼女を思い出す。今の彼女や最初に話をした彼女とも違う、里の人間だけが知る彼

女の姿を思い浮かべる。果たしてどちらが本物の彼女なのか。

　彼女の望みは分かる気がした。ずっと考えていた。もしかしたら、と彼女の正体を怪しんだ時から、ずっ

と考えていたのだ。

　危険因子として排除される可能性を危惧していた矢神の主人。彼はわざわざ李絳に、藍家の人間に害を

加えないよう約束させた。

　そして、この里に来たのが自分だったこと。成り行き上のことではあるが、父に誘導されてあの流れに

なった可能性が高いのだ。父は自分で決めろと言ったが、心の中ではそれを望んでいないことは李絳にも

分かっていた。

　だからこそ、李絳は腹が立つのだ。自分が決めるまでもなく、自分は彼らの望みのままに動いている。さ

らには、あの彩藍という人間に会っていろいろ考えているうちに、自分の中でその選択肢が完全に消えて

いた。

　――分かってしまったから。

　本質を見ろ。師の助言は的確に李絳に伝わっていた。里の人間に接する彼女こそが、彼女の本質なのだ。

もしかしたら、どちらも彼女であるのかもしれない。

　彼女は笑っていた。とても穏やかに。子供たちを見る瞳は、優しく温かい感情が浮かんでいた。子供た

ちはよく彼女に懐いていた。子供は他人の感情にひどく敏感だ。ましてや、ここの子供には思い出したく

もない過去があると聞いている。その中で彼女は懐かれ、信頼され、愛されているように見えた。

　李絳は彼女の笑顔を思い浮かべる。その笑顔を見ていると自分まで癒されるような感覚になった。だが

同時に、どうしても腑に落ちなかった。

　憶測ではあるが彼女の望みを知ってしまった。何故それを望むのか、彼女の複雑な思考に腹が立った。

そして、自分はそれを叶えることはないと確信した。だがこの里に来てからの決意は、彼女の願いよりも

はるかに浅いものだ。

　何よりも強い彼女の意志に、自分は勝てるだろうか。彼女の人となりを一部しか感じられていない自分

に、彼女の行動や思考がこれ以上読めるはずがない。またそれを打破するだけの考えも言葉も、自分は持

ち合わせていない。

やるせない思いに、自分に、腹が立つ。一体、自分が何の役に立つ。

　彼女の事だけではない。藍家の真実も聞かなければならないのだ。知りたいことではあったが、状況が

違いすぎる。過度な期待をされても、自分はただの人間だ。期待されてなくたって、ただでさえ人の心は

重いのだ。

　人はすべてを手に入れることなんてできない。度が過ぎれば何かを失うはずだ。ならば、自分は何を手

に入れて、何を失うのだろうか。

　なんて自分勝手な大人たちだ。彼女を助けたいならば、自分で動けばいい。

　そう考えて、李絳は溜息をついた。そして、彼女がいなくなった庭をぼうっと見つめる。
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　夜が明けるにはもう時間はかからない。空が明るくなり始めた。

　「何、見てるの？」

　ふいに後ろから声をかけられ意識が呼び戻された。蘇芳が不思議そうに外を覗く。

　「例の彼女でもいた？」

　「・・・・・・ああ」

　「早いね。何してたの」

　「知らん」

　そっけない李絳の態度にも蘇芳は動じない。むしろどうでもよさそうに、ふぅんと呟いている。

　蘇芳は既にない姿を探すでもなく庭を見渡して、李絳を見る。

　「結局、夜が明けるね。不意を突く、とか考えないわけだ」

　「まぁ、見張ってる奴らがいるから問題ないけどな」

　蘇芳は賊の行動に呆れているが、意識は別のものに向けられているらしい。何かを考えるそぶりを見せ、

ふと李絳を見た。

　「そういえば李絳、あの子連れて帰るんだよね。素直に来てくれるとも思えないけどそこらへん、大丈

夫？　昨日も嫌な予感がどうのとか言ってたし」

　「・・・・・・・・・・・・」

　李絳は蘇芳の言葉を聞いたとたんに眉を寄せて無言になる。蘇芳は溜息をついて肩をすくめた。

　「ま、あの子と話をするのは李絳だから、僕には関係ないけどね」

　「他人事かよ」

　「え、だってそもそも僕ら李絳のお供兼、賊の討伐が仕事だもん。藍家の真実だの生き残りだの関係ない

ことでしょ」

　あっけらかんと告げられた言葉に、李絳は一瞬思考を止め、理解して怒りに肩を震わせた。溜めこんだ

ものを一気に吐き出すかのように叫んだ。

　「お前のそのやる気の無さはそれのせいか！」

　「何、今更。最初から言ってたでしょ。それよりも賊討伐のほうが重要だって」

　当然のように他人事にしていることを悪びれもせず、蘇芳は李絳を呆れたように見ている。李絳は握り

込んだ拳を震わせた

　――そうだ、こいつはこういうやつだった。

　自身を落ち着かせようと大きく息を吐いて深呼吸したのだった。

　「いやー、何だ？　この優雅な朝は。正しく穏やかな一日の始まりって感じ？」

　早めに朝食を済ませた後、母屋の一階で庭を眺めながら歴が言った。朝食後、今後の行動について話を

していた彼らは、あまりにも動きのない賊に脱力していたのだった。今この部屋には李絳たちの他に杜樹

がいる。彼らの様子に杜樹は苦笑を浮かべていた。

　「どこの世界に、決戦前に寝坊する輩がいるんだよ。信じられねー」

　歴は先程から誰に言うでもなく、ぽつぽつと小言を繰り広げている。
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　先程、賊の様子を窺っていた里の男が運んできた情報は、非常に間抜けなものだった。

　賊は、酒瓶が散らばる中でまだ眠りこけているらしい。昨夜から夜通し飲んでいたのだろう、いまだに

起きる気配がないというのだ。

　「俺も酒飲みたいの我慢してんのに、あー腹立ってきた！」

　今度は歴か、と李絳と秀は溜息をついた。歴は酒に目がないのである。蘇芳は気にせず杜樹を見た。

　「そういえば、昨日の子が藍様なんですよね」

　そして、単刀直入に訊いた。李絳がいきなりそれ訊くか、と耳を疑い呆れるように蘇芳を見た。杜樹は

一瞬表情を硬くしたが、小さく息をついて苦笑した。

　「やはり、気付かれましたか。あれでは気付けと、言っているようなものですからね」

　杜樹があっさり肯定したことに驚きつつ、李絳はふと今朝の彩藍を思い出した。部屋に戻っているのだ

ろうか。庭の奥にある離れを見る。

　「あの方は――」

　「杜樹様！」

　「・・・・・・浅羽？」

　杜樹が神妙な顔で口を開いた時、廊下を走る音とともに女の声が聞こえてきた。焦りを含んだその声は、

杜樹が廊下に出ると再び杜樹の名を呼んだ。そして、告げられた内容に李絳は愕然とした。

　「ど、どこにも、いらっしゃらないんです。・・・・・・ひ、ひめさまがっ、――姫様がどこにもいらっ

しゃらないんです！」

　「ひめさまぁ!?」

　次いで歴の驚く声が聞こえはっとする。

　姫様ってなんだ。李絳も杜樹を見たがそれは後だ、と思考を振り払う。そして、姫様と呼ばれた彼女を

思い浮かべる。

　――やられた。追いかけるべきだったか。

　李絳は頭を抱えて舌打ちした。息をついて立ち上がる。

　「とりあえず探すぞ」

　李絳たちの存在にやっと気付いたらしい浅羽は、困惑して杜樹を見た。杜樹が李絳に頷くと、歴が口を

挟んだ。その表情には笑みが浮かんでいる。

　「ちょうどいい。手分けしようぜ。俺らと若旦那率いる男たち――あ、半分でいいぜ。あとの半分は里に

残す。それで賊退治だ。――で、李絳と蘇芳はお姫さん探しな」

　「っていっても僕らは、彼女がいそうな場所なんて分からないんだけど」

　「里の外にあって、その上、誰も出入りしない場所だ」

　李絳がふと思いつく。里の人間のところにはいないだろう。自分を狙っていると分かっているのならな

お、里にすらいないかもしれない。

　杜樹がすぐに答えを出した。

　「それなら、元の屋敷が」

　李絳が頷いて、まだ納得のいかない様子の蘇芳に告げる。
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　「いなかったらまた考える。――行くぞ」

　「・・・・・・まったく、行き当たりばったりだなぁ」

　「いつものことだろ」

　歴の笑いを含んだ言葉に秀や晶も頷いた。李絳たちは慌ただしく動き始めた。

　「どうか、藍様をお願いします」

　最後に屋敷を出る時、杜樹が李絳の背にそう言葉をかけてきたのだった。

　「くそっ、迷った」

　山の中に入ってしばらくして、李絳が忌々しげに呟いた。

　「なんで迷うのさ、中腹までは行かないって言ってたよね？」

　「だから、見えるのかと思ったんだよ！」

　「いや、何にも見えないし！」

　視界に映るのは木々と地面の緑と茶色だけ。木々が邪魔して方向感覚がおかしくなっているらしい。

　「おかしいと思ったよ。李絳がまっすぐ目的地にたどり着くわけがないもんね。確信を持って進んでる

から、てっきり今回は上手くいくと思ったのに。よく考えればいつも確信を持って迷ってたっけ」

　李絳を信じた自分に呆れるね、と蘇芳は溜息をついた。

　「おかしいと思ってんのになんで言わねーんだよ！　つーかこういうのはお前の方が先行くべきだろ！」

　「いや、だから言ったよね。てかなんで開き直ってんの。がむしゃらに進んでたのは李絳でしょ。あーで

も、がむしゃらに進んでんのに、最後には何故か着いちゃうんだからすごいよね。あーあ、おかしな欠点」

　呆れ、棒読みの上、冷やかである。とりあえず今は時間が惜しい。李絳はここで蘇芳を怒らせるわけに

はいかない、となんとか反論の言葉を呑みこんだ。

　蘇芳が李絳の前を歩き始めてすぐに、それは見えた。

　「あれだね。・・・・・・別邸か。広いのかな」

　まだ壁が見えるだけで、全体は把握できない。

　「よし、急げ」

　李絳が蘇芳の横を擦り抜ける。――擦り抜け、立ち止まった。

　「ちょっと何さ」

　――まずい。

　蘇芳の不審な問いに、自分の思考が重なる。頭の中で警鐘が鳴り響く。そして、李絳は走り出した。

　「はぁ？」

　後ろで蘇芳が呆気に取られて立ち止まったままなのにも関わらず、李絳は進む。追ってくる気配がない

が、気にしない。というより、既に意識は別のところに向いていた。

　屋敷の構造を何となく理解して、庭の方へ回る。人の気配がした。屋敷の外周に沿って庭を目指す。途

中、男の笑い声が聞こえてきた。しかし、それはすぐに止んだ。
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　李絳は舌打ちして最後の角を曲がり、飛び込んできた光景に思わず立ち止まった。

　そこには、目的の彼女がいる。そして、もう一人――賊の頭と思しき男がいた。

　――ところ変わって、歴率いる賊討伐組。

　「なぁ、兄さんや」

　兄さん、杜樹はすぐには自分が呼ばれたことに気付かなかった。

　「おい、兄さん――若旦那」

　「えーと、はい」

　もう一度、先程よりは馴染みのある呼び名で呼ばれ振り返った。振り返った先で、歴がこちらを見てい

る。歴の足元には男が転がっていた。足の置き場と化した男は、完全に気絶していた。対する杜樹も男を

一人、気絶させた後だった。

　彼らは今まさに賊と交戦中なのであった。歴たち含めこちらは十三人しかいない。半分以上里の守りに

残ってもらったので当然なのだが、彼らのおかげで苦戦はしていなかった。杜樹たちも手際の良さは歴た

ちに遠く及ばないが、確実に動いている賊の数を減らしていた。

　「何でしょうか」

　「姫様、ってのはあの子のことだよな？」

　歴が別邸のある方を見て言うので、杜樹は頷いた。

　「ええ。姫様は立場的に、当主の子にあたります」

　――当主。一瞬、見失った意味を取り戻し、理解する。

　「――はあ!?」

　歴とともに近くで敵と応戦していた秀たちにも驚愕の色が浮かぶ。歴が向かってきた男を、足蹴にして

転ばせる。

　「当主、は最後のだよな。最後の当主が、夏崔様のご子息、だか、ら・・・・・・！　晶！　あの姫さん、

夏崔様の孫だってよ！」

　「聞こえてる、っよ！」

　晶は、向かってきた男が振り下ろした刀をひらりとかわして背中に蹴りを入れた。玩具を与えられたか

のようなはしゃぎように、秀が溜息をついている。

　「だから、姫、ね」

　「私も昨日、父から聞かされたので詳しい理由も事情もわかりませんが」

　杜樹が隙を見つけて彼らの会話に入り込むと、歴が首を傾げた。

　「何、どうゆーこと？　なんかあるのか？」

　「彼女がすべてを終わりにしたんです。藍家の時を止めたのは――藍家を滅ぼしたのは、彼女なんです」

　杜樹はまた一人気絶させ、歴を見た。歴はたっぷり一拍費やした後で、驚愕の声を漏らした。

　「はあ!?　何、――あ？」

　「今度は何だ？」
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　突然歴の意識が逸れたことに秀が歴を見る。歴は敵の手を掴んで身体のうしろにひねり上げたまま、寺

の中を見つめていた。秀が視線を向けるが、何も驚くようなものはない。おそらくこの里に来る以前、奪っ

てきたであろう戦利品と思しき物が、多数転がっているだけだ。秀が首を傾げると同時に、晶が何かに気

付いたようであ、と声を上げた。だがそれは、歴の怒りのこもった悲鳴に遮られるのだった。

　「あああぁ―――――――――――――――！」

　「まったく、一体何が起きてるのさ」

　李絳が走り出した後、蘇芳はその理由をすぐに理解した。彼が見つめていた先をよく見てみると、人が

倒れていることに気付いたのだ。一応確認したところ、倒れていた人間は二人。昨日、里に侵入してきた

男だ。彼らは既に息絶えていた。

　そして、蘇芳はすぐに李絳の後を追った。

　「李絳。・・・・・・李絳？」

　角を曲がったところで李絳の姿を発見した。呼びかけても反応しない李絳に首を傾げて、自身も庭へと

足を踏み入れた。そして、目にした光景に絶句する。

　李絳の視線の先は目的の彼女だった。李絳は驚愕を浮かべたまま、彼女を凝視している。蘇芳は彼女を

見て、次いで彼女の足元にあるものを見た。屋敷を背に庭に立つ彼女の足元には、人が倒れている。蘇芳

にも見覚えのあるその男は、賊の頭らしき者だった。

　だが、驚いたのはそこではなかった。うずくまるように地に頭をつけている男の胸には、刀が深々と刺

さっていたのだ。貫通した刃は男の背から姿を見せている。もう既に息絶えているだろう。男はやがて、

体を傾けた。そのままの格好で、横に倒れた。

　蘇芳はそれを見届けて、彼女に視線を動かした。やはり、気のせいではない。

　――彼女の手には刀が握られていた。

　李絳がじっと彼女を見つめている。蘇芳は探る様に見つめている李絳とは逆に、警戒して彼女を見つめ

ていた。

　そこで彼女は始めて行動を起こした。身をかがめ、男の体に手を伸ばす。

　蘇芳は自身の刀に手を伸ばした。抜かないもののいつでも動けるように、態勢を整える。何をするのか

固唾を呑んで見つめていると、彼女は男の体から刀を抜きとったのだった。そして、刀に付着した男の血

を男の衣服で拭い取った。元の体勢に戻るとその刀を一振りさせて、こちらに向き直った。

　蘇芳と李絳はその瞬間、体が戦慄するのを感じた。まるで雰囲気の違うその姿に唖然としていると、彼

女はその冷やかな眼差しのまま笑みを浮かべた。

　「――遅かったのですね」

　責めているのでも揶揄するのでもない。それはあまりにも冷たい、一切の感情も込められていない言葉

だった。

李絳はただ茫然と彼女を見つめていることしかできない。状況の把握に頭が追いつかない。何より彼女の

存在が、李絳の心に波紋を生んだ。

　――だめだ。こいつは、だめだ。
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　李絳は身構え、刀の柄を強く握りしめた。決意が、躊躇なく崩れていくのを感じた。

　この時、李絳は本当の意味で彼女を見つけた気がした。それもそのはず、藍家としての彼女に出会った

のはこれが初めてだったのだ。



7.彼女の決意

　「――遅かったのですね」

　月明かりのみのしんとした空間に、声が響いた。

　「・・・・・・女？」

　少年だと思った。まるでそう言うかのように呟かれた言葉に、肩越しにこちらに意識を向けていた少女

がくすりと笑う。

　訝しげな晴燕の隣で梨淑も驚きつつ、部屋の中に視線を巡らせた。宴会でもしていたのだろうか。酒瓶

や料理が床に散らばっている。

　しかし、梨淑の視線は別のものに向けられていた。梨淑はここに来るまでに散々見てきたそれを、一つ

一つ確認するように見て、最後に少女が立つすぐ傍にあるそれに目を止めた。少女に遮られて判別できな

いものの、梨淑は目を細めた。

　「・・・・・・そこにおられるのは当主、ですね」

　「ええ。当主と呼ばれていたもの、です」

　言葉とともに少女が振り返った。辺りが暗いため、少女の表情は分からない。ただ分かるのは、少女の

異様な出で立ちだった。

　少女は両手に刀を握っていた。どちらも鍔のない刀だが、それぞれ形も違ければ長さも違っていた。左

手には少女の背丈半分ほどの、反りのある刀。右手には反対に、反りのないまっすぐな刀――直刀を握っ

ている。そしてこちらは、少女の背丈にも届きそうなくらい刀身の長いものだった。

　梨淑と晴燕は、目を疑うかのようにその直刀を見つめていた。そして、状態の違う片方の刀に顔をしか

めた。

　少女が再びくすりと笑って、左手にあるそれを体の前に持ち上げた。それは、血が付着して固まったの

か、刀身が濁っているように見える。

　「使いすぎて、もう切れなくなってしまいました。おかげで、貴方方にはこちらの方を使わなければなり

ません」

　そう言って、直刀を揺らす。こちらは、惚れ惚れするほど、よく磨かれ淡い光を放っていた。

　本当にあの長さの刀を使えるのだろうか。梨淑は疑問に思いながらも、やはりその直刀に目を奪われる。

晴燕も気になるようで、その直刀を凝視している。晴燕も同じだと分かり、梨淑は確信した。

　――やはり、あれはあの方の。

　梨淑たちはそれに見覚えがあったのだ。それは父の友人で藍家の元当主である、藍夏崔がよく用いてい

たものに酷似していた。相手が相手の上、興味深いものだったのでよく覚えていた。梨淑はそれを率直に

尋ねた。

　「その刀・・・・・・藍夏崔様のものでは？」

　少女は梨淑をじっと見つめた後、ふっと笑う。

　「・・・・・・よく、ご存知で」

　ゆっくりとした口調で告げるとその直刀を高く掲げた。そして、それを振り下ろした。まるで始まりだ

と言わんばかりに――。

　「――――！」
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　切先が床につく寸前で静止させると同時に、少女が床を蹴った。物音もさせずに梨淑と晴燕の間に入り

込むと、その勢いのまま梨淑に向かって、直刀を下から上に斜めに振り上げた。そして、流れるままに振り

向き、それを晴燕に向かって上から振り下ろす。そこで最初の攻防は止まった。

　左右に飛び退き刀をかわした彼らに動じることなく、少女は再び静止させたそれを床に触れさせないま

ま体の横に戻した。

　晴燕に向き、梨淑に背を向けたまま動かない彼女を、彼らは呆然と見つめていた。

　――なんだ今の動きは。

　武術の心得があることは分かっていた。藍家を滅ぼしたことに、それほどの腕を持つ者だと用心してい

た。だが、少女のそれは “それほど”などでは済まなかった。

　単純な――ある意味単純な、振って、下ろす動作。基礎こそ大切だが、少女のそれは基礎などではなかっ

た。そして、彼らに少女の実力を思い知らせるには十分すぎるほどだった。

　しかし、それだけではない。彼らは、別の人間に体を動かされているような感覚を覚えた。少女の攻撃

をかわしはしたものの、何かが釈然としなかった。

　「さすがに、武芸に秀でた紅家の中でも、指折りの武芸者である貴方方を相手にするのは少々骨が折れま

すが、やりがいがあるというものです」

　体半分振り返った少女が、梨淑と晴燕を交互に見て息をつく。梨淑が晴燕を見ると、彼は意見を求める

ようにこちらを見ていた。梨淑が意を察して首を振った。

　「殺すな」

　そのやりとりを追うように見つめていた少女が、ふいにくすくすと笑い始める。

　「そんなことを言っていいのですか？　それでは、私に大人しくやられていただけるのですね」

　「・・・・・・貴女は、何なのですか」

　梨淑は少女の問いに答えずに、別の質問を返した。少女は少しの間を置いて、首を傾げた。

　「何、とは？」

　「我らがこの里から離れるとき、貴女はやらなければならないことがある、と言っていましたね」

　初めて言葉を交わした夜のことを、この少女は覚えているだろうか。

　紅家が藍家から離れることを決めたのは十年程前のことだ。行動に移したのは、と言った方が正しいだ

ろう。

　そして、その際にこの少女と出会い数少ない言葉を交わしていた。

　「それが今のように、藍家を滅ぼすことだったのですか？」

　笑みを浮かべたままの少女に梨淑は問う。

　唯一、一族のみで成り立つと言ってもいい異質の里。それが、この藍の里だ。ここ近年は特に他者の介

入を許さぬほど他里や他家と隔絶し、不穏な空気を纏ったまま人々は暮らしていた。

　しかし現在、この里には誰ひとり生存者はいない。里に到着した時、既に辺りは静寂に包まれていた。部

下たちの報告で、既に確認は済んでいる。その上、里やこの屋敷の一部の人間の遺体は、それぞれ腐蝕の進

み具合が違うとも聞いた。一体、いつから少女の行動は始まっていたのだろうか。

　「・・・・・・すべて、貴女ひとりでやったのですか」
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　これにも少女は笑みを浮かべるばかりで答えない。梨淑も晴燕も、少女が何を考えているのか、まるで読

めなかった。笑っているその表情は、実は何も浮かべていない。十年前も同じだった。この少女は、まっ

たく感情が読めないのだ。まるで、それが麻痺しているかのように、表情にも声にも何も浮かばない。

　――どうして、こうなった。

　梨淑は目の前の少女を痛々しく見つめた。むせ返るような空気の中で、平然と立っている少女の衣服は、

部屋中を汚す黒いもので汚れている。腰まで伸びる髪にも付着しているようで、ところどころ固まってい

るように見えた。

　藍家が滅ぶ。たった一人の少女によって。

　梨淑がじっと少女を見つめていると、彼女はくすくすと笑い始めた。

　「実に簡単でした。欲に溺れた馬鹿な人間たちを殺すのは。一体何が賢者なのか。まったくもって理解

できません。それどころか愚か過ぎて、笑えてくる」

　少女は、最後に口角だけをわずかに上げただけの表情で、低くとても冷やかに呟いた。

　「・・・・・・貴女は、藍の血を誇りに思わないのですか？」

　梨淑は思わずそう訊いていた。

　「嫌いです。彼らと同じ血がこの身に流れているかと思うと、吐き気すら感じます。この事実を、彼ら

を、消したいくらい――ああ、今まさに消したところでしたか」

　少女の言葉は相変わらず、ゆっくりとした口調で紡がれていく。即答された梨淑は眉を寄せる。だが、少

女はお構いなしに話を続けた。

　「この血だけではありません。貴方方色家も大嫌いです。――消してしまいたいほどに」

　言葉が終わる直前、唐突に少女がそれまで休めていた刀をかすかに動かした。梨淑と晴燕は一瞬身構え、

やむなく己の刀を抜いた。

　少女は晴燕に向かって床を蹴り、胸元に刀を横薙ぎさせる。晴燕がそれを腰をかがめてかわすと、少女

の直刀が頭上を走っていく。だがそれは少女の目論見通りだった。

　げ、と晴燕が上から振り下ろされるもう片方の刀に、自身の刀で軌道を変えさせながら横にかわす。

　「晴燕！」

　飛び込んできた声に、晴燕は少女に向かって一歩踏み出した。続けて繰り出されようとしていた直刀を、

少女の手首を掴んで止める。

　「お前さん、よくこんなもん使ってるな。長すぎるだろ」

　「いえ、これだからちょうどいいんです」

　晴燕が笑みを浮かべると、同じように少女も笑みを返した。そして、上から押さえるように動きを止めら

れていた左の刀から力を抜いた。それと同時にお互いが身を引いた。三角形を描くように向き合っていた。

　「何をやってる」

　梨淑が咎めるように晴燕に言葉を投げると、晴燕が笑った。

　「いや、どうしようかと」
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　「絶対に殺すなよ」

　「まだそんなことを言っているのですか。甘い方ですね」

　少女が二人の会話を遮って、言葉が終わるとすぐに動き出す。

　防ぐだけで何もしてこない彼らに、少女は彼らの刀ではなく腕目掛けて刀を繰り出した。左右の刀を、そ

れぞれその場に適した使い方で、彼らに向けて繰り出していく。ことごとくかわされてもまったく意に介

さずに続け、やがて違う攻撃を組み込んだ。一瞬動きを止めた少女が、左手の刀を振り上げた。振り上げ

た刀とともに、床に転がっていた酒瓶が跳ね上がる。高く飛んだ酒瓶は、弧を描いて晴燕の方へ落ちてい

く。再び少女が晴燕に向かって床を蹴り、酒瓶が彼の前に落ちていくと同時に、左手の刀を横薙ぎに繰り

出した。酒瓶が割れ、中に入っていた酒が飛び散るその中へ、今度は直刀が振り下ろされた。

　「げ、ちょっ」

　飛び散った酒瓶の欠片と、酒がちょうど晴燕の視界を遮った。鈍い音を立てて、酒瓶の欠片が床に落ち

る。こぼれた酒が床に広がっていく。少女は背後から迫りくるそれに気付きながらも、手を止めることは

なかった。

　静寂が再び辺りを包んだ。

　「・・・・・・何故、避けないのです」

　少女の刀は晴燕に受け止められ、背後からは梨淑の刀が少女の首筋を捉えていた。

　「貴女からは何も殺気が感じられません。おかげでそこの馬鹿も動きが鈍い」

　「いやー、本気じゃない相手に本気出せないだろ。それに、どうもあの人の影がちらついて」

　晴燕の言葉に梨淑が溜息をついた。そして、刀を下げた少女を見て、自身の刀を引いた。

　「貴女は一体、誰なのですか・・・・・・？」

　梨淑も時折見える影に少なからず動揺していた。少女の動きの底には父がいる。紅家の当主である父、

長春が。そして、彼女の刀身の長い直刀は藍家の先代当主のもの。どちらも、ただの藍家の人間ではそう

そう近寄れない相手だ。当主の息子である梨淑でさえ、藍家の先代にはあまり面識がなかったのだ。

　「やはり、この刀を使うべきではありませんでしたね。お祖父様の刀を汚すことは、したくありませんで

したから」

　ふっと小さく息をついた少女から聞こえた言葉に、梨淑は耳を疑った。

　――お祖父様・・・・・・？

　だが彼は当主を退いた後、一人息子とはろくに会話をしなかったと聞いている。その上、側室の多くい

た息子には何人も子供がいたが、彼は孫に当たるその子供たちとも顔を合わせることなどなかったらしい。

　しかし、この少女は彼を知っている。親しげにお祖父様と呼ぶ彼女は、さらに父とも知り合いのよう

だった。

　少女は笑みを消し、いつかと同じ無表情で梨淑と晴燕に向き直った。

　「改めて、藍夏崔の孫、藍彩霞と申します。あの夜の会話を覚えていていただけたとは光栄です。――紅

梨淑様、晴燕様」
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　梨淑が彩霞の言葉にはっとする。何故、彼女は自分たちの名を知っているのだろう。あの夜、こちらか

らは名乗っていない。公の場に出るわけでもない彼女には知るはずのないことだ。

　「貴方方が私を知らなくとも、私は貴方方を知っています」

　「・・・・・・父、ですね。ですが、何故私たちは貴女を知らなかったのですか。貴女を初めて見かけた

のは、貴女のお祖父様が亡くなられた時だと思うのですが」

　父を思い出して呆れる。勝手に人の事を言いふらさないでほしい。だが、父と親しくしていたのなら、こ

ちらにも彼女を見る機会はあったはずだ。

　「いえ、私の存在は無いものとして扱われていましたから。私を育てた祖父と数人の・・・・・・長春様

を含めた数人の人間しか知らされていないのです」

　「育てた・・・・・・？　貴女は一体――まさか」

　側室の子ですら存在を認められ、おかしなことに次代の当主を継ぐ権利を平等に与えられていた藍家で、

ただ一人その存在を隠されてきた少女。隠された意味、育てた人間、そしてその彼の突然の隠居に、当主の

代替わり――。

　「そのまさか、です」

　考えうる可能性を引き出して絞り出す。

　――だが、彼女は。そして、そうだとしたらこの子は。

　「私は当主と妻の間に、ただ一人次代当主となるべく生まれた、正式な後継者です」

　当主には、たった一人だけ妻と認められた女性がいた。だが当主とその女性の間には、子ができなかっ

たと聞いた。だからこそ側室と呼ばれる女性たちの存在があった。それもひどく異質な状態ではあったが、

代替わり後の藍家はそうして成り立っていたのだ。

　その彼女に子がいるとは、誰が思うだろうか。色家だけでなく藍家ですらこの少女の存在を把握してい

ないことに、何かしらの思惑を感じて梨淑は戸惑いを隠せなかった。

　「・・・・・・まぁ今の藍家なら、当主の血を引いてさえいれば誰でも後継者になれるでしょうね」

　少女の視線が当主の亡骸を捉える。何を思っているのか、じっと見つめた後こちらに向き直った。笑み

を浮かべてわずかに首を傾けた。

　「さて、もうよろしいでしょうか。私にはまだ、やらなければならないことがあるのです」

　再び繰り返された言葉に、梨淑が眉を寄せる。

　「貴女の目的は果たされたはずです。これ以上、何をするというのですか」

　「私の、目的・・・・・・？」

　「貴女は、貴女の中に流れる血を持つ一族を一掃したかった。先程、そう言いましたよね」

　「ええ。ですが私は、貴方方色家も嫌いだと言ったはずです」

　彩霞の目的にそこでようやく気付く。

　「藍家は色家への警告にすぎません。言わば、これから起こる出来事の序章、ですね」

　「自分の一族を、ただの警告のために殺したってのか」

　微かな怒りを滲ませて晴燕が彩霞を見る。だが彼女は怯みもせずにまっすぐ晴燕を見返していた。梨淑

はさらに晴燕を怒らせる言葉を放とうとする彩霞より先に口を開いた。
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　「紅家はともかく、他の色家は関係ないでしょう。何故そこまで敵意を向けているのですか」

　「・・・・・・関係ない？　本当に関係ないと言えるのですか。藍家を――お祖父様を、見殺しにしてお

いて、貴方方がそれを言うのですか」

　口調がやや強くなり、よりいっそう声音が冷やかになった彩霞に、梨淑と晴燕は顔を見合わせた。どう

いうことだろうか。梨淑が彩霞に視線を戻すと、彼女は顔をうつむかせていた。

　「・・・・・・誇りに思わないのか、と訊きましたね。――思いますよ。この、藍の名だけは。お祖父様

が愛し、守り続けてきたこの藍の名を、藍家を」

　それはつまり、藍家の中にいる人々だけを隔絶するという意味で。彼女はただ、祖父と藍の名、藍家の格

式だけを誇りに思っているのだ。

　彩霞は自らを落ち着かせるように息をついた。

　「祖父は、当主の座を奪われてもなお、藍家を愛していました。変わらずに、彼らも含めたこの藍の一族

を愛し、どうにかして彼らを守ろうとしていた。ですが、彼らはそんなお祖父様に、考えられないほどの無

体を働いてきた。――それは貴方方色家にも言えること」

　最後に低く、梨淑と晴燕をまっすぐ見据えて告げられた言葉に、彼らは意味も分からず戸惑いを浮かべ

るだけだった。しかし、それについての説明はなかった。

　「もうこれ以上、話すことはありません。大人しく私に命を差し出すか、逆に貴方方が私を殺すか。どち

らか選んでください。そちらも、もう潮時でしょう」

　顔立ちが整っているだけに、少女の無表情は本当に人形相手に話をしているような錯覚さえ起こさせる。

　彩霞がふっと息をついた時、足音が聞こえてきた。部下たちの走り回る音は先程から聞こえていた。だ

が、その足音がこちらに近づいてくる。梨淑の視線を受けて、晴燕が部屋から出て行った。梨淑は彩霞を

見て、目を細める。

　「・・・・・・貴女の望みは何ですか。何故、貴女は藍家を手にかけたのですか。本当の理由は何なので

すか？　そして、藍家に一体何があったというのですか？」

　嫌悪するような言葉を並べても、梨淑にはどうしても釈然としないものがあった。そう訊くと、少女は

何故か眩しいものでも見つめるかのように梨淑を見つめていた。

　梨淑が少女の無言の視線を受け取っていると、しばらくして晴燕が戻って来た。人払いしたようで部下

の足音が引いていく。

　彩霞は梨淑と晴燕を交互に見て、口を開いた。

　「藍家の内情を公にはしないと誓っていただけるのなら、お話します。それともう一つ。・・・・・・私

の望みを叶えてくれると言うのならば」

　梨淑は晴燕と顔を見合わせ、溜息をつく。

　「望みについては内容次第ですね。内情についてはお約束します。あまり良い話ではないようですし。

今は貴女のことも、色家に知られるわけにはいきません。下手すれば貴女は――」

　「それには心配及びません」

　最悪の事態を想定して話す梨淑を彩霞が遮った。
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　命が危うい可能性があると言いたかった梨淑は、彩霞の言葉に首を傾げた。どういう意味での心配ない、

なのだろうか。そう尋ねようとしたところで再び彩霞が喋りだす。

　「貴方方のご想像どおりでしょうね。藍家は――彼らは、一族の中で権力争いを始めました。より力を

得るために邪魔なものを消し、時には媚びて・・・・・・。最後には誰かれ構わず殺し合いを始めました」

　遠くを見るような、何かの物語を語るような調子で彩霞は言う。

　「当主という――祖父という枷を失った藍の血は、水面に浮かぶ波紋のように波打ち始めました。それ

は大きくなりやがて、その形を歪ませた」

　抽象的な表現をする少女の言葉は、梨淑たちには十分理解できた。藍家の人々は、力に溺れ、心を失い始

めたのだ。他者を想いやる、他者を愛する、人としての心を――。そしてそれは、藍家に纏わりつくある性

質を助長させたのだろう。

　「長春様のおかげで、祖父が当主を退いた後も・・・・・・亡くなった後も、しばらくは何とか体裁だけ

は保っていられました」

　そうか、と梨淑は納得した。

　――この子のためだったのか。

　友が亡くなってもなお、藍家を気にかけていた父。頑なに藍の里を動かなかった父に、紅家をどうする

のかと憤慨していたこともあった。だが、やっと父の思いを理解した。

　父はこの少女を、待っていたのかもしれない。

　「長春様のご子息である貴方に会えて良かったのかもしれません。長春様に伝えて下さい。あとのこと

を頼みます、と」

　梨淑様、と彩霞が顔を上げた。その瞬間、彼女が纏っていた空気が一変する。柔らかく温かな、それでい

てひどく哀しい、感情を露わにした年相応の、少女の姿。

　「長春様のご子息である貴方に、お願いがあります」

　懇願するような眼差しで梨淑を見つめ、数拍の後に口を開く。

　「私を、殺して下さい――――」

　最初の攻防が、彼らに彩霞の実力を思い知らせた。彼らは以前の二人と違い、半ば彩霞に翻弄されて

いた。

　彩霞は五十年前とは違い、彼らに話す隙を与えなかった。余計なことを話せばまた、おかしな理論を押

し付けられてしまう。

　彩霞は昔の記憶を辿るように彼らに対峙した。そして、左右に引いた彼らの間に立った彩霞は、同じ長

さの二本の刀を手にふっと笑う。

　――やはり、あの方々とは違うか。

　普通のものよりも長い直刀を使っても、彼らはかすめもさせずに避けていた。目の前の二人はただこの

状況に戸惑っているのか、反応が鈍かった。

　彩霞はふと、苦笑した。彼らのことばかり考えてしまう。だが、どうしようもできない。目の前の彼らを

見ていると、彩霞の頭は別の姿に重ねてしまう。そしてそれは、彩霞の思考を、過去へと引き寄せる―――。
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　「姫――彩霞様」

　優しい声音で名を呼ばれ、ぼうっとしていた彩霞は顔を上げる。穏やかな笑みに思わずたじろいだ。首

を傾げられ、彩霞は小さく首を振った。

　「これから晴が――晴燕が貴女を、絶対に見つからない場所へお連れします。私も共に行きたいところ

ですが、この事態の収拾と報告をしなければなりません」

　いいですね、と有無を言わさずに言葉を続ける。

　「藍の名を持つ者として、その誇りを忘れないで下さい。貴女はすべてを背負うと言いました。ならば

その言葉通り、すべてを背負いなさい」

　困惑したままの彩霞に、梨淑は諭すように言った。

　「藍家の真実を、闇を、貴女が背負いなさい」

　「おい、梨淑」

　梨淑の言葉に、晴燕が責めるように彼を見た。

　――残酷だ。

　その思いを察して、梨淑は晴燕に視線を向ける。

　――それしか彼女を生かす術がない。

　言外に告げ、梨淑は再び無表情のまま困惑した様子の彩霞を見た。どんな形でも、今は彼女に生きるこ

とを選んでもらわなければならない。

　藍家のことは関係なく、ただ目の前の少女に生きてほしいと思った。

　「貴女が死んでしまったら、それこそ藍家はいろんな憶測を生むでしょう。もしかしたら貴女が望まな

い、不名誉なものも背負ってしまうかもしれない。ならば、色家にだけは真実を伝えさせてください。そ

して貴女は、その証明のために生きて下さい」

　彩霞は梨淑の望むところを察して、無言で彼を見つめた。

　「少しの間は騒ぎが起きるかもしれませんが、紅家が藍家の弔いをします。それで少しは、この地も落ち

着くでしょう。ですが貴女は、今は隠れていた方がいい。今貴女の存在を明かしても、うやむやになりか

ねない」

　――そして、さらに命の危険性が高くなるだろう。

　そんな中、彼女を色家に会わせてしまえば、彼女の背を押すことになる。梨淑は、一番避けたいことを言

わずに言葉を終わらせた。そして、そしらぬ顔で彼女の言葉を受ける。

　「・・・・・・貴方は、ずるいですね」

　彩霞の隣で晴燕が吹き出した。声を出さずにくつくつと笑っている。梨淑はそれを無視したまま彩霞に

微笑んでいた。

　「――っ！」

　李絳は手首に落とされる寸前に手を引いた。刀を刀で受け止めて、もう一方のそれの動きに気付くと刀

を流して、体を離しそれを避ける。女は背後から迫る蘇芳の刀に、流された刀をそのままの流れで叩きつ

けるように受けた。李絳が動くと、女が蘇芳から離れた。距離を取って刀を下ろす。
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　蘇芳の隣に並ぶと、彼は溜息をついた。

　「・・・・・・まったく、聞いてないよ。これは、苦戦するかもね。彼女、息ひとつ乱れてないし」

　李絳が女を見ると、彼女はこちらを見たまま平然としている。

　「傷つけないと言った手前、簡単に手出せないし」

　蘇芳がそう言うと、聞こえたのだろう彼女がふっと笑った。

　「親子揃って甘い考えで」

　揶揄を含んだ声音に、李絳の様子が変わる。

　「蘇芳、お前手出すなよ」

　「え、ちょっと待って。どうするつもりさ。さっきのだって、あの子、あの男を・・・・・・」

　「違う」

　は、と蘇芳は再び間の抜けた声を上げた。どうやら、蘇芳には彼女が男を刺したように見えたらしい。だ

が、李絳にはそう見えなかった。

　「とにかく、あいつと話したい」

　李絳がもう一度言うと、蘇芳は溜息混じりに頷いた。李絳は女を見据えて口を開いた。

　「お前、名前は。彩藍ってのは偽名だろ。本当の名はなんだ」

　「・・・・・・教える理由がありませんね」

　相変わらず表面上だけの笑みを浮かべている。本当の彼女の笑みは、それとは違う。少し哀しげなもの

ではあるが、優しく穏やかな笑みだったはずだ。

　「その口調やめろ。それにその顔やめろ」

　うーん、女の子にそういうこと言うもんじゃないと思うんだけど。蘇芳が後ろで何やら言っている。李

絳は無視して続けた。

　「そんな顔で笑うな。つーかそのいい加減な動きもやめろ」

　「言っている意味がよく分からないのですが」

　「・・・・・・もういい。ひとつだけ言っておく。俺はお前の望みを叶えはしないからな」

　望み。その言葉に女が微かに反応する。そして、笑みを浮かべたまま冷やかに李絳を見たのだった。

　「何故、そこまでして私を生かそうとするのですか？　貴方は、私に望まない選択を押し付ける。それ

は、生きたいと望む人間に死ぬことを選ばせることと同じではないのですか」

　つまり、全面的な否定を意味している。何を望もうが個人の自由だろう、と彩霞は言いたかった。

　「では、貴女は何故、他者に命を預けるのですか。――そもそも、私も貴方も大差ない。貴方は生きるこ

とを望んでいた者を、私は死ぬことを望んでいた貴女を、否定しているのですから」

　自分を棚上げしているのを承知で言った彩霞に、梨淑は彼女を責める言葉を的確に返してくる。お互い

がお互いの望みに納得しないため、話が止まる。

　晴燕が呆れて溜息をついた。

　「子供相手に余裕ねぇなー、お前。つーかいい加減にしないと夜が明けちまうぞ。いくら俺でも、夜が明

けたら身動きとれねぇからな。――うぃしょ、っと」
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　突然視界を覆った影に、彩霞が反射的に目を閉じると体が浮き上がった。

　「女性を乱暴に扱うな」

　肩に担がれたのだと分かって、彩霞は固まる。視線が反転する。小さく呻くと、気付いた晴燕が肩に掴

まれるように彩霞の体をずらした。それでも視線は高い。おまけに前が見えない。

　「なんだ姫さん、高いの駄目か？」

　違う。反論しようとしたところで、別の言葉が割って入る。

　「いきなりそんなことをされれば、気分を悪くする人間だっているだろう」

　溜息混じりに梨淑に非難されるが、晴燕は笑っている。

　「悪い悪い。これならどうだ？」

　今度は晴燕の肩に半分腰かけるような体勢にされる。彩霞が不安定な体勢に困惑していると、再び咎め

るような声が晴燕の名を呼んだ。

　「わかったわかった。ほら、これでいいだろ」

　膝裏から腰下にかけてを晴燕の腕に支えられる。もういっそのこと離してほしい。彩霞はそう思いなが

らも、先程よりは安定した体勢にほっと息をついた。

　落ち着くと梨淑に呼びかけられた。顔を向けると視線の高さが逆になり、梨淑がこちらを見上げていた。

　「姫、納得できなくても構いません。ですが、貴女が心に決めたことだけは貫いてください。その誇りを

忘れないで下さい。いつか、迎えに行きます。――それまででもいい、生きて下さい」

　梨淑は晴燕と言葉を交わして、彩霞に笑みを向けた。もう既に彼らの言葉は聞こえていなかった。晴燕

が動き出し、梨淑の姿はすぐに見えなくなった。

　彩霞はじっと遠ざかっていく藍家を見つめる。その心にあるのは安堵でも郷愁でもない、ただの絶望

だった―――。

「お前は誰だ」

　ここに辿りついた時、刀を手にこちらを振り返った彼女の姿に、李絳は何もかもを放り出したくなった。

彼女と言葉を交わすのは良策ではないと直感した。言いくるめられてしまいそうで、心が彼女を拒絶した。

それでも、彼女から逃げるわけにはいかない。だからこそ、はっきりと断言しておかなければ、彼女の望み

を叶えてしまいそうだった。つまり、彼女を殺してしまいかねないのだ。

　思い違いであってほしいと思うことほど、当たってしまうもので。彼女の姿を見て、刀を合わせて、李絳

は確信した。

　――死にたいんだ。

　先程、賊の男と対峙していた時彼女は、目を閉じていたように見えた。李絳が到着した時は既に、男の体

は刃に貫かれていたが、李絳には男に自分の命を差し出していたかのように見えたのだ。

　李絳は、意識して気を張り詰めさせる。そうしていなければ、彼女の前に立っていられない気がした。彼

女は相変わらず冷やかにこちらを見ていた。

　「答えろ。お前の名前は、お前は一体何だ」
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　「何、と言われても・・・・・・。藍の血を継ぐ者――と答えればよろしいですか？」

　分かりきったことを言うな。李絳がそう言おうとしたところで、彼女は続けた。

　「ああ、それともこう言った方が分かりやすいかもしれません。――私は藍の一族を、滅ぼした者です」

　わずかに首を倒し、なんでもないことのように彼女は告げた。

　「――――」

　李絳と蘇芳は、たっぷり一拍費やしてから絶句した。

　一方で、彩霞は呆れたように李絳を見た。本当に親子なのだろうか。そう疑うくらい、李絳は感情が表

に出る。蘇芳は既に別のことを考えているらしく、驚きも消えていた。

　彩霞は改めて二人を見て、安堵とも落胆ともとれる溜息をついた。彼らを待っていた。だが、姿を現し

たのはやはり、別の人間だった。どう考えても、彼らは彩霞の望みを叶えたくはないらしい。

　彩霞は後悔していた。何故あの日、無理矢理にでも決着をつけなかったのか。何故、今日という日が来

る前に、自らの手で決着をつけなかったのか。だが、彩霞には自らの手で望みを叶えることはできなかっ

た。藍の名を持つ者として、それだけは避けたかった。

　しかし今、彩霞の中に諦めに近い感情が生まれていた。そして、彩霞は最も残酷な方法を考えている。も

う二度と、後戻りのできない方法を――。

　彩霞はふと、自分の中の感情に気付き、自嘲するように小さく笑う。そして、自らを責めるように強く

思った。

　――後戻りなど、必要ない。

　「・・・・・・おい」

　やっと口を開いた李絳に、彩霞は視線を向ける。

　「今の・・・・・・どーいうことだ」

　「・・・・・・言葉のままの意味ですが」

　これには彩霞が首を傾げてしまう。話を聞いていなかったのだろうか。彩霞はふと思いついて、笑みを

浮かべた。

　「藍の一族の人間を、皆殺しにしたのは私だと言ったんですよ」

　「・・・・・・っ、だから、何がどうしてそうなったって訊いてんだよ！　お前も藍家の人間だろ！」

　「殺したかったから、としか言いようがありませんね」

　彩霞の言葉に、李絳が顔をしかめた。ここまで感情的な人間は珍しいのではないかと、彩霞は思った。

　「・・・・・・その喋り方やめろって言っただろ。その顔もやめろ。笑いたいわけでもないのに笑うな。

気色悪い」

　李絳の言葉に、後ろで蘇芳が溜息をついている。李絳に睨むように見つめられ、彩霞は溜息をついた。も

う面倒だとばかりに笑みを消した。

　李絳と蘇芳はわずかに警戒を見せたものの、話を続ける。

　「・・・・・・ほんとに藍家をやったのは、お前なのか」

　だから何度も言っているだろう。彩霞はそう含ませた視線を送る。
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　「なんでだよ。藍家に何があった。なんでお前は一族を手にかけたんだ」

　何と答えてほしいのだろうか。彩霞がじっと見ていると、李絳は言葉を続けた。

　「・・・・・・お前、名前は？　今度は答えろよ」

　「藍彩霞」

　別に名を教えたところで問題はない。彩霞が告げると、もう一度同じ質問をされた。

　「藍家で何があった。なんで殺したんだ」

　「力を、得るために」

　もう今更驚いたりはしない。どころか、彩霞の言葉に李絳は腹を立てていた。まったく真実味のない言

葉が李絳を苛立たせるのだ。

　藍家を滅ぼした、というのは事実だろう。本当はそれも視野に入っていた。ただ、生き残りが彩霞だと

知って、それを当てはめるのは難しかった。しかし、今なら分かる。彼女の動きは、明らかに普通とはかけ

離れていた。あれだけの腕があれば、紅家の人間とだって渡り合える。

　李絳は、彩霞の言葉から藍家に起こったことを知った。だが、彼女の言葉は彼女の意志ではない。李絳

が、やはり睨むように彩霞を見ていると、彩霞が口を開いた。

　「・・・・・・これには何か意味があるのか？」

　「・・・・・・は？」

　何も飾らない言葉に、李絳は間抜けた返答を返していた。

　「だから、これには何か意味があるのかと聞いている」

　意味。そう訊かれても、李絳にはどう答えればいいのか分からなかった。

　「お前は私が言うことを信じていないのだろう。それなのに何故、質問する。お前たちにとって、藍家な

どどうでもいいことだ」

　李絳は何も言葉が見つからない。

　「お前は、私の望みを叶えないと言った。ならば、私のすることはただ一つ」

　彩霞はそう言うと、男の体から引き抜いた刀を手から離した。遠ざけるように放り投げる。そして、刀

一本でこちらに向き直った。

　「おい、何を・・・・・・」

　「私はどんなことをしてでも望みを叶えると決めた。お前たちに言うことは何もない。藍家のことも、私

のことも」

　彩霞は、そこまで言うとおかしそうに笑った。

　「情に厚い、紅の一族。仲間意識の高い彼らが最も恐れるのは、大切な者が傷つけられること。・・・・・・

あの人は――紅の一族は、これでも私を殺さないと言えるだろうか」

　――すべてを無にしてでも、私は。

　一瞬、彩霞の表情が苦痛に歪むのを、李絳は見逃さなかった。

　「もう二度と、逃しはしない。私は色家が憎い。・・・・・・いい機会だ。これでも彼らが私を生かすと

言うならば、私は色家を滅ぼすことにしよう。そのために、まずはお前たちを―――殺す」

　次の瞬間、辺りに悲鳴のような高い音が響き渡った。



8.邪魔をする者

　「うわ、すご・・・・・・」

　目の前で繰り広げられる攻防に、蘇芳は思わず感嘆の言葉を零した。

　「あの子、何者？」

　いや、既に正体は知れた。

　―――藍彩霞。藍家を滅ぼした張本人。

　その彼女が、紅家の同年代の中でも屈指の武芸者である李絳と、ほぼ互角の戦いを見せている。いや、雑

念が多い分李絳の方が不利かもしれない。そもそも、こちらが彼女を傷つけるわけにはいかないのだ。

　手を出すなと言われた蘇芳は、完全に傍観者と化していた。最初は、加勢しようかとも思ったが、逆に彼

女に利用されそうなので早々に諦めた。

　蘇芳は見ていて思ったことがある。李絳よりも彼女の方に、だ。彼女の動きに違和感を覚えた。

　彩霞の振り下ろした刀が、李絳のそれとぶつかる。それを弾いて、李絳は無表情に刀を振るう彩霞に舌

打ちする。

　一方で、蘇芳と同じように李絳も彩霞に違和感を抱いていた。

　――間合いがおかしい。

　先程から刀を合わせるたび、李絳の頭の中の映像と彩霞の動きに誤差が生まれる。李絳が彩霞の動きを

予測しても、わずかにずれるのだ。

　その上、李絳には彩霞が、何かに気を取られているかのように感じた。ふと気付くと、戸惑いのような感

情が彩霞の瞳に浮かんでいる。

　――ああ、傷付けられないのか。

　ふと、他人事のように漠然と思い至った時、彩霞の表情から一切の感情が消え去った。代わりに、今まで

感じることのなかった殺気が彼女を包みこんだ。そして、それからの動きが別人のように変わる。

　「っ！」

　次の瞬間には李絳の刀が宙を舞っていた。頭目掛けて横薙ぎにされたそれを避けるが、体勢を崩す。そ

れを待っていたかのように彩霞の足が、李絳の体勢をさらに崩す。李絳の刀が地面に落ちると同時に、彩

霞のそれもまた、李絳を襲う。

　「―――――！」

　地面を背に、李絳は声にならない悲鳴とともに目を閉じた。しかし、いつまで経っても体に衝撃はない。

目を閉じていた李絳に聞こえたのは風だけだ。

　李絳が目を開けると同時に、頬に何か冷たいものが走った。そして、李絳は目に映ったものに言葉を

失った。

　「・・・・・・っ、ぜ」

　李絳の覆いかぶさるように乗りかかっていた彩霞が小さく呻いた。李絳は彩霞の涙にただ、驚いていた。

そんな李絳をよそに彩霞が何かを呟いている。

　「・・・・・・、・・・る、・・・・・・・・・かっ、・・・・・・まっ―――――！」

　「は」
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　途切れ途切れに発せられる悲痛な叫びに、李絳は意味も分からず彩霞を見た。しかし、すぐに彩霞の言

葉を繋いでいくと、李絳は驚きに目を見開いた。

　彩霞の顔を凝視していると、ふいに体から重みが消える。視界の端に蘇芳が近づいてくるのが映る。そ

して、やっと状況を理解した。彩霞の刀は、李絳に触れずに顔の横に突き刺さっている。

　李絳が体を起こすと、彩霞は李絳に背を向けた。刀もそのままに、ふらふらと森の中へ歩いて行く。

　「・・・・・・・・・？」

　蘇芳が、その背を見ながら李絳の傍に立った。李絳はよほど混乱しているようで、彩霞の背を見つめた

まま動かない。彩霞の姿が完全に見えなくなったところで、突然はっとすると李絳は立ち上がった。

　「え、ちょっと李絳!?」

　「蘇芳、お前はここにいろ！」

　自分の刀を拾って鞘に収めると、李絳は彩霞の姿を追った。蘇芳が何事かと声を上げるが、李絳は一方

的に告げて走り出した。

　いつから、いつから自分はこんなに弱くなった。

　賊の男と対峙した時、何故自分は目を閉じた。誰でもいいと思ったのか。ずっと待ち続けたというのに、

誰でもいいと思ったのか。このまま死んでもいいかもしれない。そう思ったのか。

　彩霞は自分に問いかけ、叱責した。

　ふざけるな。これでは同じことの繰り返しではないか。また、見殺しにしてしまった。

　思えば今朝、彩霞の身に異変が起こった。祖父たちの記憶が彩霞を呼び起こしたのだ。あんなことは初

めてだった。彼らのことを思い出すことは何度もあった。だが、あれは思い出そうとして思い出したもの

ではない。

　ああそうか、と彩霞は一人納得した。いつもと違う自分の行動にやっと納得がいった。涙が頬を伝って

落ちていく。

彩霞が李絳たちの元を離れて辿りついたのは、時間のかからない場所にある小さな滝壺だった。ここは数

少ない彩霞のお気に入りの場所だ。

　なんて残酷な人たちだ。彼らも、彼らに縁ある者も。何よりも大切で、何よりも消したい存在。けれど、

彩霞の心からは決して消えてはくれない、大切な記憶。大切な人々。彩霞が大切に思う人ほど、彩霞の願

いを拒絶する。

　彩霞はここにはいない彼を想う。

　「何故、私の邪魔をするの、ですか・・・・・・？　もう、いいでしょう・・・・・・？　私は、もう・・・・・・

生きることなんて、考えたく、ありません・・・・・・っ」

　――若い時のあれに似ているな。

　そう聞いた時から、李絳を見るたびに彼の顔が浮かんでは消えた。予感はしていた。梨淑たちを傷付け

られなかったように、李絳たちも傷付けることはできないだろうと。事実、李絳に本気で刃を向けた時、彼

の顔が彩霞の脳裏を過った。

　「何故、邪魔ばかりするのですか・・・・・・っ、長春様」
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　「――彩霞」

　同じ言葉を繰り返した時、彩霞は名を呼ばれて振り返った。振り返って、自分に呆れた。

　彩霞の名を呼んだのは、李絳であって彼ではない。すぐに分かることなのに、彼に呼ばれた気がしてな

らなかったのだ。数少ない彩霞の名を呼ぶ人間。どうしても忘れることはできなかった。

　「おい、彩霞――」

　「その名で呼ぶな」

　李絳がうつむいた彩霞に再び呼びかけると、彩霞は李絳の言葉を遮った。それだけ言うと口を閉じる。

李絳は気にせず彩霞に問いかけた。

　「・・・・・・なぁ、お前うちのじじいと知り合いなのか？」

　これにも返答はない。

　「もう自分の願いが叶わないって分かってんだろ。俺を殺せなかった。それがお前自身の答えだ」

　あいつに助けられたのは癪だけど。

　祖父長春の名と彼女の行動に、李絳は自分が祖父に助けられたのだと知った。どういう繋がりがあるの

かは知らないが彩霞の心には祖父がいる。

　李絳たちを見る彼女の瞳には敵意がなかった。李絳はそれにも疑問を抱いていた。その理由が祖父だと

知って、複雑な心境になった。彼女はいつだって李絳を通して彼を見ていたのだ。

　「何でそんなに死にたがる？　一族への償いか？　・・・・・・そもそも何でこの五十年、大人しく父上

たちを待ってたんだ？　何で他人に命を預けるんだよ」

　いつのまにか彼女の涙は止まっている。何を思っているのか、無表情に李絳を見ていた。

　「・・・・・・じゃ、あれだ。藍家のことを教えろ。何でお前は一族を滅ぼした？　藍家で何があったん

だ？　お前は一体藍家で何を見てきたんだ」

　「・・・・・・・・・お前は、私が言葉通り、力欲しさにやったとは思わないのか」

李絳が辛抱強く待っていると、やがて彩霞が小さく問い返してきた。

　「は？　・・・・・・あー、だってお前そーいう人間じゃないだろ。聞いた感じでもそんな人間に思え

ねぇし。・・・・・・なんだよ」

　李絳は、彩霞の中にわずかな呆れを見つけて仏頂面で問う。だが、彼女は顔を背けて答えなかった。代

わりに別の言葉が返ってくる。

　「・・・・・・お前は藍家の性質を知らないのか」

　淡々と、抑揚のない声音に李絳は首を傾げた。

　「知識を溜め込む反動に精神的にひどく脆い、とは聞いた。・・・・・・昔、父上が藍家は特別だって

言ってたけど、何か意味があるのか？」

　「梨淑様がどんな意味で言ったのかは知らないが、藍家と色家では当主の役割も人々の在り方もまるで

違う」

　「それはどの家でも違うんじゃないのか？」

　「・・・・・・言葉とは難しいな」

　李絳の言葉に彩霞はふっと笑う。やはり、この世界には理解できるものなどないのかもしれない。
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いつだって他者との間には壁がある。今もまた、言葉という曖昧なものに振り回されている気がする。い

つだって、言葉の在り方に疑問が生まれる。

　「そういうことではない。藍家は当主の存在が絶対だ」

　「それだって、同じ事じゃないのか？」

　「では、何も説明されずに誰かを始末しろ、と言われたらお前はどうする。――しないだろう。お前は、

反発しそうだな」

　彩霞が李絳を見て苦笑した。李絳は、彩霞の言葉と笑みに思わず言葉を飲み込んだ。

　「だが、藍家の人間は反発などしない。素直にそれを聞き入れる」

　「・・・・・・は？　相手がどんな人間でも？」

　冗談にしか聞こえないのだろう。彩霞は頷いた。

　「たとえ、家族であっても」

　李絳は唖然とし、半ば呆れたような表情で彩霞を見る。彩霞は、ぼうっと遠くを見つめるように言葉を

続けた。

　「誰にだって大切な、何よりも守りたいものがあるのだろう。そして、それは時に、当主をも上回る」

　家族、恋人、友、仲間――。はたまた、自分自身や信念など、それは人それぞれだ。そして、その大切な

もののために人は、自身の在り方を考え変えることができる。当主が先頭に立たずとも、自身の手でそれ

を守っていける。

　――なんて強い人々。

　時に迷い間違えても変わることができる。やり直せる。

　「それが本来の人の在り方、というものだと思う。他人に流されず――流されても間違えてもそれを正

して、正しい道を歩き続ける。正しい道が何かは分からない。でも、人として誤っていることは、分かるは

ずだ。だが、藍家はそう在ることができないんだ」

　無表情にけれど悲しみが窺える彩霞の言葉に李絳は何も返せない。

　「当然、そういう人間はいるだろう。だが藍家とは訳が違う。藍家は、それに拍車をかけた人間の集まり

なんだ」

　「・・・・・・当主の役目ってのは、それを正すことか？」

　「そう。だが少し違う。一族の人間がそうある理由は・・・・・・？」

　わからない、というように李絳が口を閉じると、彩霞は小さく息を吐いた。

　「藍家の人間が守っているのは家族でも、一族でもないただの知識だ。あるいはそれに類似する情報。そ

してそれは色家同士の調和に繋がり、各地の平和にも繋がっている。今でこそ、色家は単独でも各地を平

和に治めているが昔は違った」

　まだ誰も――今を生きる誰もが生まれていない、遥か昔の記憶。それは代々の藍家当主によって、書物

として藍家に残されていた。

　「色家同士の交流もなく各地で暴動が起き、他家を侵略する動きが絶えなかった。それを止めたのは、

紅家と藍家だった。当時の彼らは色家ではなかった。だが、彼らは最も荒れていたとされるこの地を制圧

した」



8–5

　それが、すべての始まり。後の紅家と藍家になる者たちの最初の邂逅が、どんなものだったかは知らな

い。気になったがそれよりも、客観的に書かれ私事を捨てたその書物たちに、彩霞は胸を打たれたと同時

に悲しくなった。

　――まるで、藍家そのものだ。

　彩霞は歴代当主が綴ってきたそれを大切にし、ひとつ残らず自身の記憶に刻み込んだ。そして、利用さ

れることがないように祖父とともにすべてを処分した。

　「彼らは色家の侵略を防ぎつつ、色家の情報を集め出した。どんな些細なことも見逃さず、幾重にも隠さ

れた情報さえ掴んで見せた。・・・・・・当然、その手口は非道なものもあった」

　そこまでしてでも、彼らには得たかったものがあった。それが何かは容易に想像できた。

　「その情報をもとに、彼らは色家に脅しをかけた。これに色家が従わなかったとしても、彼らには色家

を制圧するだけの力があった。最初から、そうすれば事は簡単に運んだはずだ。だが、彼らはそれをしな

かった。脅しはしたが、それは調和のためだった。――争いをなくしたい。ただ、そのためだけに彼らは色

家に交渉を持ちかけた」

　だが、色家は彼らの言葉を聞かなかった。そしてまた、彼らに牙を剥いた。何度も何度もぶつかって、そ

れでも彼らが無理に攻めることはなかった。

　「やがて、色家の中にも異を唱える者が現れた。そして、争いは色家の中にも広がった。彼らはこれを好

機と捉え、どうにかその者たちを救い出した。そして、すべての争いを鎮圧して回った」

　最後まで反発を繰り返していた者を、一掃したのだ。救い出した者の家族も容赦なく、すべてを粛清

した。

　詳細は書かれていなかったが、それを言い出したのは他でもない救われた者たちだった。彼らの中にど

んな葛藤があったのか。たった数行の中には何も書かれていなかった。

　彩霞は複雑そうに話を聞いている李絳を見た。

　「救われた色家の者たちの代表が、現在の色家の初代当主となった」

　「初代って？　紅家と藍家以外は元から色家だろ」

　「色そのものが名ではなかったんだ。ただ、何かしらの色を身につけていただけで、いつしかそれが、彼

らの象徴になった。――だから彼は新たな誓いとして、絆としてそれぞれに色の名をつけた」

　彼、と一人を表す言葉に李絳が首を傾げた。彩霞はふと空を見上げた。

　「藍家当主となった男だ」

　彼はどうして、自らにこの名をつけたのだろうか。知っていたのだろうか、すべてを。藍家が辿る行く

末を――。

　彩霞は李絳に視線を戻した。彼ら紅家の先祖を思い浮かべる。どんな人だったのだろうか、そう考えて

彩霞は息をついた。

　――きっと、彼にとって太陽みたいな人間だったのだろう。

　だから彼はこの名をつけた。紅と藍。彩霞には、光と闇を表す名に思えた。正反対なそれに、彩霞は笑っ

た。そして、頭の中からすべての思考を消し去った。感情を消し、ただ過去の記憶を手繰り寄せて李絳に

向き直る。
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　「そうして新たな色家の手に委ねられても、争いは絶えなかった。色家だけではない、各地の人々も荒れ

ていた。・・・・・・藍家の苦難は、そこから始まった」

　彩霞には色家として立ってしまったが故に、藍家が歪み始めたように思えてならない。

　「色家は多くの争いを、力をもって解決した。それは既に多くの犠牲があったにも関わらず、さらに多く

の犠牲を生んだ。それでやっと各地は落ち着いた」

　しかしそれは、落ち着いたように見えるただ一時の平穏。

　「そこで彼は――藍家は、各地を監視することになった。あまりにも大きな負担を、藍家が一手に引き受

けた」

　李絳は彩霞が泣いているように見えた。無表情に淡々と話す彼女は、泣いているようにしか見えな

かった。

　「情報を扱う彼らは決して他者に利用されることも、他者に振り回されることもあってはならない。だ

から彼らは心を殺さなければならなかった」

　ただ情報を集め、自らの知識と頭脳を駆使して色家を調和してきた藍家。彼らはそれを保つために自ら

の意思を封じてきた。だがそれは、彼らの精神を蝕んでいくことと同じだった。

　それが、あらゆる知識とそれを扱えるだけの頭脳を与えられた代償だったのかもしれない。

　「・・・・・・そうして各地は、今のような平和への道を歩き始めた。だが、藍家は逆に崩壊へと進み始

めた。ひどく、緩やかに――」

　そしてあの日、超えてはならない境界に彼らは達してしまった。彩霞は五十年前のあの夜のことを思い

返して、目を細めた。

　「おい・・・・・・？」

　李絳の怪訝そうな声にはっとして、頭を振った。一息つくと、李絳に向き直った。

　「・・・・・・色家が平和へ歩み始めても、藍家だけは変わらずに在り続ける必要があった」

　「監視を続けるってことか？」

　「違う。知識や頭脳を保ち続ける必要があったんだ」

　彩霞が首を振ると、李絳はさらに首を傾げた。

　「用が無くなったらそんな必要ないだろ。書物とか形に残してあったんだろ？」

　「それは、そうだな。でも彼らはそうしなければ、生きていられなかった。積み重ねてきた知識をさらに

新しいもので塗り替えて蓄積していくことが、彼らの運命を大きく左右していた。・・・・・・まぁ、昔は

問題も山積みだったのだろうが」

　だからこそ、昔の藍家は異常には見えなかったのだ。

　「だがそれでも長い時間をかけて、彼らは自分を保てなくなっていった。そして彼らは心を失うことに

なる」

　人はそんなに簡単に心を失うものなのか。李絳が眉間にしわを寄せて黙り込むと彩霞は溜息をついた。

　「彼らは普段、自分の意志で行動をすることが極端に少なかった。それは時間が経てば経つほど、彼らに

自分で物事を判断できなくさせた」
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　「じゃあ、誰が判断するって言うんだよ。それにああなるまではずっと正常に機能してたんだろ？」

　正常、か。と彩霞が苦笑する。

　「・・・・・・心を失うと、どうなると思う」

　藍家の人間が心を失えば彼らはどこへ向かう。彩霞の問いに李絳は答えられない。

　「藍家の人間は心を失うと力に溺れていった。ただ貪欲に力だけを求める愚者になり下がった。それは

やがて、他の者に伝播する。伝播したが最後、一族が歪み始める」

　李絳は絶句した。本当にそんなことがありえるのだろうか。たった一人の人間が歪めば一族が歪むと言

うのか。だとしたらそれは、一族の崩壊に繋がる。

　「――そうか、当主の役目は・・・・・・」

　考えつく答えにはっとして李絳は彩霞を見た。

　彩霞はその視線を受けると肯定するように目を閉じた。一拍の後、彩霞は足元を通る水の流れに沿って

滝壺を見つめた。

　「彼らにとっての唯一の救いは当主だった。当主は彼らの代わりに彼らの心と家族、すべてを守ってい

た。当主の存在のおかげで、彼らは人であれた。それは、当主が歪み始めた一角をすぐに修正し、伝播しな

いように努めてきたからだ」

　彩霞はそこで言葉を止め、何かを押し込めるように息をついた。

　「だが時に、修正できないほど狂い始めた者がいた。そうなってしまった人間は、もう生かしては置けな

かった」

　いつだって、犠牲はついて回った。

　「・・・・・・でも、当主がその人間を排除してきたことで、何とか藍家は在り続けてこれたんだ。そう

でなければ――当主がいなければ、藍家はとうに滅んでいただろう」

　「なぁ、ちょっと待て！　最後だって当主はいた。なのになんで・・・・・・」

　李絳が戸惑いながら言葉を口にしていく。だが彩霞はそれを遮った。

　「当主は枷だ。藍の一族というものを抑制するための枷。怖いと思わないか。たった一人の人間で一族

は歪む。ならば、当主が道を外したらどうなると思う・・・・・・？」

　枷が外れてしまったら彼らはどこへ向かう。

　「・・・・・・まさか最後の藍家は、当主が原因なのか？」

　李絳の問いに、否定とも肯定とも取れない言葉が返って来た。

　「原因と言われると違うかもしれない。原因。それは藍の一族、だろうな」

　「・・・・・・よくわかんねーんだけど」

　不満気に呟かれ、彩霞が苦笑する。

　「長年の負担が彼らの精神を蝕み、既に知識を持続させるだけの力さえも失わせた。長く続いた因習は、

もう当主でも抑えられないくらい藍家を歪ませていた」

　「持続させる必要も、心を殺して情報を集める必要もなかったなら、歪むこともなくなるんじゃない

のか？」

　「それが藍家の性質なんだ」
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　彩霞とて、それには疑問を抱いていた。だが、彼らを傍で見てきてそうはならないことを知った。

　「彼らは貪欲に知識を求める。どんな些細なことでも知りたがった。そしていつからか、その矛先は権

力に向かった。それが、最後の彼らの姿だった」

　力を求めて他者を踏みにじった。あるいは、踏みにじられる者となった。どちらかに転がり、止まるこ

とも逃げることもできずにそれは続いた。

　はっ、と彩霞は小さく笑った。

　「馬鹿みたいだろう。自分で自分の名を汚しているようなものだ。無様過ぎて笑えもしなかった」

　「だから、殺したのか」

　彩霞の言葉に、李絳が機嫌を損ねたように低く呟いた。

　「彼らが道を踏み外そうと私には関係ない。私にとって意味があるのは、歴代の当主たちが――お祖父

様が守ってきた藍家と、藍の名だけだ」

　「ふざけんな！　一族の人間はどうでもいい・・・・・・お祖父様？」

　「私は藍夏崔の孫だ」

　李絳は怒りのままに彩霞の腕を掴んだまま、その言葉を聞いて固まった。

　「・・・・・・・・・は？」

　「・・・・・・お前、実は馬鹿だろう」

　李絳は、彩霞の言葉の意味を考えて、次に言われた言葉に考えるのを止めた。そして叫んだ。

　「あ゛ぁ――――！　お前と話してると腹立ってしょうがないんだけどっ！　お前何なの！　何なわけ!?

　・・・・・・もういい、それはあとだ」

　彩霞が突然叫び出した李絳に茫然としていると、李絳は勝手に元に戻った。

　「つーか、お前の言ってること嘘ばっかだな」

　「っな、わ、私は本当に、お祖父様の――」

　「それじゃねぇよ。――もう一度聞く。お前は何で、藍家の人間を一人残らず殺したんだ」

　腕を離され、彩霞は李絳を睨むように見た。

　「言っただろう。私はお祖父様の藍家を、藍の名を守れればそれで良かったんだ」

　「・・・・・・っ、あーそうかよ。まだそうくるか。じゃあ言わせてもらうけどな、そのお祖父様の藍家

を守りたかったんなら、なんで藍家を正そうとしなかった！　なんでその大切な藍家を滅ぼした！　――

なんでお前は関係ない里の人間も殺したんだ!?」

　李絳が一番聞きたかったのは最後の疑問だった。藍の里には一族ではあれ、権力などには程遠い人々が

いた。李絳には彼らの死が一番気がかりだったのだ。

　「お前、私の話を聞いていたのか。いや、聞いていなかったようだな。話すらまともに聞けないのか。本

当に長春様の孫なのか？」

　「――――」

　一瞬、言葉を飲み込んだ李絳の声は、さらに低くなった。

　「俺はあいつじゃねぇ。だから、話を聞いたって納得いかないし理解できない。よって、お前の願いも聞

かん！　つーかいいから答えろ！　お前は一族を大切には思わなかったのか!?」
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　「・・・・・・思っていたに決まってるだろう。でもそれは人じゃない。藍家と、藍の名だけだ。だから

彼らを殺した。たった一人の人間で行く道を変える。そんな馬鹿げたことで藍家を失うなんて耐えられな

い。どうせいつかは滅びるなら早くなったって変わらない。何より、私は彼らに藍の名を汚されるなど許

せなかった」

　彩霞の言葉に李絳は、怒りを含ませた声音で低く問い返す。

　「体裁を守るために殺したって言うのか。他人の命より、そっちの方が大事だって言いたいのか」

　「だからそうだと言っている」

　「ふざけんな。何が藍の名だ。お前、歴代の当主たちが守ってきたのは一族の人間だって言ったよな？　

なら言ってることとやってることが違うだろ！　・・・・・・祖父さんの藍家を守りたかったなら、なんで

一族を正そうとしなかった。なんで、道を踏み外すのを黙って見てた。もしお前が何か行動してたら、今

も藍家は滅びずに済んだんじゃないのか。一人でも助かる人間がいたんじゃないのかよ」

　激昂する李絳を、彩霞は冷やかに見つめて溜息をついた。

　「それこそ話を聞いていれば分かることだろう。当主にしか正すことはできない。聞かれる前に言って

おくが、当主になれる人間が複数いても事は簡単に終わらない。藍家では複数いれば監視も楽になる、と

いう話では済まない。一族をまとめられるだけの人間が複数存在した場合、彼らはそれだけ分裂した。そ

の結末は、より正当な者に傾くわけではない。必ず、力を得ようとした両方が歪んでいった。馬鹿みたい

な話だろう。だがそれは事実だ。だから彼らは、より慎重に当主を選ばねばならなかった。その上で犠牲

になる者がいたとしても、彼らはたった一人を選び出すしかなかった」

　彩霞は李絳を気にせずに話を続ける。

　「そうすれば、一族は余程のことがない限り安定していた。安定と言えるのかは分からないがな。――と

もかく、藍家はそう在ることしかできなかった。だいたい、もう既に抑えられないほど歪んでいたと言っ

ただろう。私が何かをしたところで結末は変わらない。一人残したところでその人間に何が残る。ともに

葬ってやるのがせめてもの救いだろう」

　藍の一族が自身の力に溺れ、意味も分からずに力を求め続ける姿を彩霞は見てきた。何十年も傍でそれ

を見てきたのだ。当然、力を求めなかった人間の結末も知っている。すべてを見てきて、彩霞は一人も残

さない道を選んだのだ。

　それを告げようとして、やめた。何より言葉にしたくなかった。だから彩霞は口を閉じた。

　李絳は納得できないらしく、顔をしかめている。

　「それでも、生きたかった人間だっているだろ！　結末がどうであれ、少しでも多くの人間を助けてやる

ことはできたはずだ」

　李絳の言葉に彩霞が喉の奥で噛み殺したように笑い出す。それがまた李絳の神経を逆撫でした。何がお

かしい、と問い質す前に彩霞は口を開いた。

　「先程から聞いていれば、随分おめでたい奴だな。私はお前に責められるいわれはない。藍家がああなっ

たのはお前たち色家のせいでもあるのだからな」

　冷やかな眼差しとその言葉に李絳は意味が分からない、と眉を寄せた。それに気付いた彩霞が小さく舌

打ちする。
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　「本当に、お前たちを見ていると――色家がのうのうと暮らしているのを見ていると虫唾が走る」

　歴代の藍家当主たちが、初代当主が守りたかったもの。それは一族よりも色家だったのではないだろう

か。大切な友が生きる色家を、土地を、彼らは守りたかったのではないだろうか。

　大切な者の大切なものを守る。それが彼らが強くあれた本当の理由ではないだろうか。ただそれを守る

ためだけに彼らはこの運命を背負ってきたのかもしれない。一族を、何より自分自身を犠牲にして―――。

　「負担をかけているのを知っていたくせに、色家は藍家に頼り続けてきた。当主が一番負担を背負うの

を知っていたくせに、色家は彼らに頼り続けてきた。そうやってお前たち色家が藍家に滅びの道を歩ませ

たんだ。それなのに、お前たちは彼らの最期を知らない。一族の誰よりもその身を心を削り、それでもな

お強く在り続けた彼らの本当の死を、色家は知ろうともしなかった」

　怒りに、悲しみに、心が震えた。声が震えた。気を抜けば涙が浮かんでしまいそうで、彩霞は必死に感情

を抑えつけた。

　「何が、色家だ。犠牲の上に成り立っていることも忘れ、平然と藍家の歪みを無視してきたくせに、何が

色家だ。・・・・・・いっそのこと、藍家とともに滅ぼしてしまえばよかった」

　「――できなかったくせに」

　彩霞が最後に小さく呟いた時、それを聞きとった李絳が口を開いた。

　「俺を殺せなかった。それがお前の答えだって言っただろ。――つーか、いつの話をしてんだよ。それは

お前が色家に感じる気持ちとは違うんじゃないのか。お前は今の色家じゃなくて、過去の色家が嫌いなん

だろ」

　あの時――李絳に刀を向けた時、紅家を語る彩霞の声音には何か温かいものが感じられた。あれは親愛

のようなものだった。そして色家が憎いと言った時、彼女は一瞬ではあるが苦痛の表情を浮べていた。ど

う考えても彼女が色家を憎んでいるようには見えなかった。

　しかし、彼女の気持ちは本物だった。かすかに浮かぶ怒りと悲しみ。震えた声が本物だと伝えてきた。

それならば彼女の怒りの矛先は、過去の色家ではないだろうか。

　「じじいのことだって恨んでいるようには見えないし。事実、俺はあいつのおかげで命拾いした

し。・・・・・・・・・すっげぇ、癪だけど」

　最後にぽつりと、李絳は不満気に言った。彩霞はそんな李絳に、不思議そうに視線を送る。そして、しば

らくじっと見つめた後でふっと笑った。

　それには李絳が驚いた。今度は李絳が不思議そうに彩霞を見つめていた。

　何を想って、そんな顔をする。彼女は自分の表情に気付いていないのだろうか。それは李絳が里で見た、

あの笑みだった。意図して作ったものではない、本当に穏やかな笑み。だが、それにはいつも微かな悲し

みのようなものが混ざっている。無意識なのだろう。彼女が心の底から浮かべる笑みは、いつも同じだ。

　李絳がじっと見ていると、彩霞は笑みを消し無表情で李絳を見返していた。どうやらこの無表情は自然

体なようだ。何が彼女にこんな顔をさせるのだろうか。何が彼女をここまで動かしているのだろうか。李

絳はぽつりと呟くように訊いた。
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　「・・・・・・なぁ、なんで死を望む？」

　すべて、そこに繋がっているような気がした。

　「・・・・・・話が変わっているが」

　「いいから答えろ」

　李絳が強く言うと彩霞は顔を背けた。どうやら答えるつもりがないらしい。李絳は勝手に話を進めるこ

とにした。

　「お前は色家に自分を恨ませて殺されるように仕向けようとした。俺にはそれが殺されるよりも憎まれ

たがっているように見えた。逆にさっきの話はお前が今の色家を憎めるように、順を追って自分に言い聞

かせているようにも聞こえた。まるで憎みたくてしょうがないみたいに。・・・・・・憎まれたい、憎みた

い。そんなこと考えて、お前は何がしたいの」

　どんなことをしても、と言った彩霞。

　「お前は俺たちに刀を向けた。死ぬ前に――死ぬ為にも、お前は俺たちを傷付けたかった。でも、できな

かった。俺が思うにお前は俺を傷付けることで、何かを変えようとしたんじゃないのか。何かを、なかっ

たことにしようとしたんじゃないのか？」

　背けられた表情がかすかに動くのを李絳は見逃さなかった。

　「お前が変えようとしたのは、大切な人間の大切なものを傷付けられない事実、なんじゃないのか？　そ

れを自覚すればするほど、お前は一番思い出したくないことを――考えたくないことを思い出すことにな

るのが怖いんじゃないのか・・・・・・？」

　告げた後で李絳は、彩霞の握りしめた拳が震えていることに気付く。

　「・・・・・・お前が死にたい理由はわかんねぇ。でも、お前の行動の理由はわかる。自分でもわかって

るから、じじいがお前を許してしまうことくらいわかってるから、お前はあいつの大切な紅家に手を出そ

うとした。そして自分を憎ませて、紅家に自分を狙うよう誘導しようとした」

　しかし彩霞は長春の大切なものを傷付けられなかった。それは、長春が彩霞にとって大切な人間である

からこそ。つまり彩霞は大切な人間の大切なものを傷付けられない。それどころかいつだって無意識に守

ろうとしてきたのだろう。

　李絳には、彩霞の思い出したくない事実がこれしか思い浮かばない。

　「お前は一番大切な人間の大切なもの――祖父さんの愛した藍家を滅ぼした。歴代当主たちが、祖父さ

んが必死に守ってきたものを壊したことを後悔してるのか？」

　「――違う！」

　うつむいたまま彩霞が声を上げた。首を振って、微かに声を震わせる。

　「そうじゃない。・・・・・・確かに、お祖父様が愛した藍家を手にかけるのは忍びなかった。でも、私

は藍家を滅ぼしたことに後悔などない。むしろあのまま彼らを放っておけば、犠牲になった人や気にかけ

てくれている人すべてに対する裏切りになった。だから、私は彼らの命を奪ったことに後悔はない」

　「人を殺しといて後悔してない・・・・・・？　ふざけんな。もっと別の道だってあったんじゃないのか

よ。お前は、生きることを望んでいた人間もまとめて、誰ひとり残さずに命を奪った。自由にしてやれば、

藍家から逃がしてやれば、今も一族は壊れずに済んだだろ！」
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　「――っ、自ら死を選んだ人間に何をすればいい！」

　激昂する李絳に、彩霞は思わず言葉を強くした。顔を上げた彩霞の頬に、涙が滑り落ちる。李絳は彩霞

の涙に再び驚き、言葉の意味を理解するとともに愕然とした。同時に、藍の一族という特殊な人々を改め

て知った。

　「っもう、既に藍家は、限界を超えていた。それこそ、お祖父様が当主として立つ以前から――。それ

を、先々代やお祖父様は必死に、保ち続けていた。本来受け継ぐはずの情報も、すべてをその身に背負っ

て、一族がなんとか保てるように、ずっと・・・・・・っでも、もう抑えきれないのだと覚悟していたんだ」

　肩を震わせて、彩霞はなんとか嗚咽を漏らさずに話を続けた。

　「長春様たちと、手を尽くしてきた。それなのに結局は、彼らのほとんどが、自ら命を絶ったんだ！」

　李絳は唖然として彩霞を見ていた。彩霞はその視線に再び顔を逸らした。

　「お祖父様も亡くなって、紅家も離れたあと、当然のように他者を虐げていた者と虐げられていた者の行

動は、激しさを増した。・・・・・・助け、たかった。せめて彼らだけでもと虐げられていた人たちを逃が

そうとした。でも、助けたところで、自由を得たところで、彼らは自ら命を絶った」

　「・・・・・・・・・嘘、だろ」

　顔をしかめた李絳に彩霞は小さく首を振った。

　「たとえどんなに言葉を尽くしても、みんな私の目の前で命を絶った。……彼らは死ぬことも許されず、

虐げられることを受け入れるしかなかった。最後には壊れた人形のように言葉も話せず、通じず、ただ “自

由”という言葉を聞き取った時、彼らは死を選んだ」

　意味がわからなかった。彩霞の声音はそう語っている。涙が頬を伝い落ちていく。

　「・・・・・・どう、すればいい。っそんな状態で、いったい、どうすればよかったんだ！　藍家で暮ら

していた者以外の、ほとんどの里の人間がそうして命を絶った。虐げる者たちを、一族を狂わせる者たち

を排除して、新しくやり直せる――藍家でも色家でもなく、ただの人としてやり直せる場所を、作ってやれ

るんじゃないかって・・・・・・。祖父が願った平穏を、と願った矢先、彼らは帰らぬ人となった」

　小さな嗚咽を飲み込んで彩霞は息を吐く。

　「・・・・・・・・・助けたかった。正せるなら、正したかった。でも、彼らの行動を見た瞬間、彼らの

声を聞いた瞬間、私はたったひとつの拠り所さえ、失った」

　「拠り所・・・・・・？」

　李絳が問うように視線を送るが、彩霞は話を続ける。

　「藍家になど、生まれなければよかった。・・・・・・家族の最期を聞いた途端、そう言ってあの男も自

ら命を絶った。かつての彼らのように」

　あの男、李絳は首を傾げかけて途中でその正体に気付く。忘れていた。そういえば、賊の男のことを訊

いていなかった。やはりあれは見間違えなどではなかったのか。そう考えたところではっとする。

　「・・・・・・お前、だから殺したのか？　そいつらに自分が生まれた一族を恨ませたくなくて、ともに生

きた仲間を、家族を恨ませたくなくて・・・・・・だから、そう思わせる前に命を奪ったのか・・・・・・？」

　だがそれでは、賊の男はどうなる。何かがおかしい。李絳は違和感を覚え眉を寄せる。答えに至る前に

彩霞が口を開いた。
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　「違う。・・・・・・自分のためだ。耐え、られなかった。お祖父様を、奪った藍家を心の底では、憎ん

でいた。でも、必死にそれを押し殺して、少しでもお祖父様の愛した人々を残そうと・・・・・・」

　そして、その結果がそれだ。他の誰でもない彩霞が彼らを助ける必要があった。もしかしたらまだ、藍

家は狂いながらも続いていたかもしれない。それを、壊したのは他でもない彩霞なのだから――。

　彩霞はふっと自嘲気味に笑みを零した。

　「その言葉を聞いた瞬間、私は許せなくなった。そう言って死んだ人間も含めて、藍の一族をそこまで陥

れたすべての人間が、藍家が、藍の血が――すべてが許せなくなった」

　藍の名は誇りであると告げたはずの彼女のその言葉に、李絳は驚きを隠せなかった。

　「その瞬間私は、藍の一族を愛する資格すら失った。お祖父様を失って、私にはもうそれしかなかったの

に、私は、彼らを憎んでしまった。気付いたら残っていた人間を一人残らず殺していた。・・・・・・怒り

と憎しみ。ただそれだけを心に抱いて、何もかもを葬り去った」

　「・・・・・・おい」

　「結局、私は――」

　「おい！」

　李絳の呼びかけを無視して話を続けようとする彩霞に、李絳は声を上げるとともに彼女の腕を引いた。

強引にこちらを振り向かせる。

　なんて顔してんだよ。とても憎んでいるようには見えない表情に李絳は顔をしかめる。涙を流し、苦し

そうに声を震わせる彩霞に、李絳は腕を掴んだ手から力を抜いた。そして、無理矢理その涙を拭った。

　「・・・・・・っ」

　彩霞が顔をしかめるが李絳はお構いなしだ。そして、口を開く。

　「なぁ、藍家の奴らの行動がわかってたなら、あの男の行動だってわかってただろ。でもお前あの時、目

閉じてじっとしてたよな？　それが俺には、命を差し出してるように見えた」

　何かがおかしい。それがそう感じた理由だ。

　賊の男が何をするかわかっていたのに、彼女は何もしなかった。それどころか、命を差し出そうとして

いた。彼女の命を狙っているわけでもない男に。まるで、読み違えたかのように――。

　「この際、憎いとかの話は後だ。お前、嘘つきだしな」

　李絳は溜息をついてから真剣な眼差しで彩霞を見た。

　「誰でもいいと思ったのか。死ねるなら、もう誰でもいいと思ったのか。・・・・・・っ、何でそう、自

分の命をないがしろにすんだよ。この里の人がどれだけお前のことを想ってるか、わかってんのか！　父

上だって、じじいだってお前のこと心配してんのに、お前はそういうの全部、無視するのか！」

　李絳が叫ぶように言うと、彩霞は何故か呆れたような表情になった。そっちに話が飛ぶのか、とでも言っ

ているかのような瞳に李絳は舌打ちした。

　「いちいち、腹の立つ奴だな。お前が自分を責めようと藍家を憎もうと、それはお前の勝手だ。けど、お

前の命はお前一人のもんじゃないだろ。お前に生きてほしい。そう思ってる人たちにとってはお前の命が

大切なんだよ。それこそ、お前が祖父さんを想ってるくらいに」

　彩霞が怯んだように視線を逸らすが、李絳は構わず続けた。
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　「それに、お前分かってんのか？　お前がしようとしていることは、大切な人間に大切な人間の命を奪

わせることだって。じじいがお前を大切に思ってないわけない。そのじじいに大切な人間を――お前を殺

せって、どんだけ残酷なことか分かってんのか！」

　「・・・・・・っ、そ、それでも、私は、もう生きていたくないんだ！」

　「っお、まえなぁ！」

　彩霞が睨むように李絳を見上げると、李絳は怒りに肩を震わせた。だが彩霞は李絳の言葉を遮った。

　「言っただろう。すべては自分のためだと。他人なんてどうでもいい。私はいつだって自分のためだっ

た。彼らを殺したのだって全部、自分のためだ。私は、私がしたことは・・・・・・っただの、人殺しな

んだ！」

　最後の言葉に李絳は思わず言葉を呑み込んだ。あまりの痛切な声音に眉をしかめる。そして、これまで

の自分の言動に少しだけ後悔した。

　こんなことを言わせたかったわけじゃない。李絳が苦々しく思っていると、彩霞はかすかな溜息をつい

た。何かを隠そうとしているかのような、無理矢理気持ちを落ち着かせるような溜息だった。そして、言

葉を紡ぐ。

　「私は、自らの拠り所を否定して、破壊した。・・・・・・結局、私にとって藍家などそんなものだっ

た。藍家だけじゃない。私が、本当に大切だったものは・・・・・・私、自身だったんだ。私だけ、だった

んだ・・・・・・」

　ゆっくりと言葉を零していく彩霞は最後まで言うとうつむいた。

　――繋がった。

　李絳はようやく彩霞の意図が見えたことに、安堵したとともに愕然とした。

　大切な人間の大切なものを傷付けられない。彼女がその事実を一心に否定してきた理由、変えたかった

事柄。やはり、すべてが祖父に繋がっていた。

　一族を愛していた彩霞の祖父、藍夏崔。彼の何よりも守りたかったものを、彼女は壊した。一方で、彼女

は “長春の大切な紅家”に手を出すことはできなかった。――そう、“夏崔の大切な藍家”を壊すことはで

きても、だ。それはつまり、彼女の中で藍家が大切ではなかったことになる。そしてさらには、夏崔のこ

とも――。

　李絳は答えに至って最後に呆れたように彩霞を見た。そして、本当に馬鹿にしたように呟いた。

　「・・・・・・お前、馬鹿じゃねぇの」

　大きな溜息とともに吐き出された言葉に、彩霞はむっとして李絳を見た。

　「・・・・・・お前に言われたくない」

　「ほんと、馬鹿じゃねぇの」

　「馬鹿って言うな」

　「あーほんっと馬鹿じゃねぇのか、お前」

　またも彩霞は言い返そうとするが、李絳を睨むだけでやがてふいと顔を背けた。李絳は溜息をついて彩

霞に視線を止める。

　――人殺しだ！

　辛そうにそう言った彩霞の表情が今も李絳の頭から離れない。そして、繋がった彼女の言動に納得した。
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　最初は藍家の人々を救おうと必死だったのだろう。だが、そう動いているうちに彼女の中でいくつもの

矛盾が生まれてきたのだ。それは今のようにやがて自らの心を疑わせ、その果てで、彼女は自らの欲で彼

らの命を奪ったのだと結論を出した。そして、さらに時を経て彼女の中でその思いが強くなったのだ。

　ならば、彼女が死を望む理由は何なのだろうか。

　「・・・・・・なぁ、欲で一族の命を奪ったことに対する罪の意識で、お前は死を望むのか？　助けられ

なかった奴らに対する償いか？　自分の罪を誰かに責めてもらいたいのか？　・・・・・・それとも、一族

の人間と自分を重ねたのか？」

反応のない彼女に、李絳はむっとしながらも続ける。

　「いつかは自分も同じ道を辿ってしまうんじゃないか、狂ってしまうんじゃないか。そう、思ったのか？

　だから、自分で命を絶とうとはしなかったんじゃないのか？　そしてそれが、お前に生きる道を望ませ

ないのか？」

　うつむいた彩霞の表情は分からない。李絳は答えを待つが結局それに対しての答えもなく、彼女は沈黙

していた。李絳は、いらつく心を落ち着かせるように溜息をついた。

　「はっきり言って俺はお前の考え方が嫌いだ。殺した理由も、死にたい理由も納得できないし。だいた

い、お前の言葉は本当に聞こえない。・・・・・・俺はお前が生きてきたあの夜までの、あの夜の藍家での

出来事に対するお前の気持ちが、お前の本当の心だと思う。まぁ、それが何であれ俺はお前を許したくは

ない。どんな理由でも、どんな状況でも俺は、人の命を奪うことはよくないことだと思う」

　李絳は言って再び溜息をついた。今度は仕方なさそうな嫌そうな曖昧な溜息だった。

　「まぁでも、俺が許せない以上に自分を許せないだろうお前にこれ以上言いたくない。俺の勝手な解釈

だけど、誰よりも自分自身を許せなくてずっと責め続けて自分を否定して、誰も傷付けたくなかっただろ

うお前に――これ以上傷付けたくなくて死を望むお前に、俺は俺の気持ちを押しつけたくはない」

　李絳が言うと、虚を突かれたように彩霞が顔を上げた。その表情にはかすかに戸惑いの色が窺える。

　――まさか許すと言うのか。

　そう言っているような視線に李絳は肩をすくめた。

　「別に許すわけじゃない。お前の考え方は嫌いだって言っただろ。だからって、全部を否定することは

できない。・・・・・・まぁつまり、俺は俺で、お前はお前だってことだ」

　無理矢理まとめられた話に、彩霞は意味が分からずただ李絳を見つめた。

　「俺は、人ってのは矛盾でできてる生き物だと思う。お前の話だって、矛盾みたいなのあるし。――なぁ、

責め続けろなんて言わない。むしろ、もう自分を責めるのはやめろ。もう充分だろ。今度はその罪を忘れ

ずに生きればいい。罪を忘れることの方が、俺は罪になると思う。一族を、自分を肯定してやれ」

　李絳は言葉を止めると大きく息を吐いて複雑そうに続けた。

　「俺はお前の生き方も、奴らの生き方も、藍の一族であったからこそなんだと思う。危険な芽を摘む者

と、摘まれる者。藍家だけじゃないな。そうやって色家がここまで続いてきたように、人間にとってよく見

られることなのかもしれない。上手く言えないけど、藍家は極端に、そういうことに振り回されていたよ

うにも思えた。それを、お前は止めたんだ。他人に流されることなく、お前はお前の心でその決意をした」
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　それに、と李絳は真剣な表情で彩霞を見た。

　「俺が思うに藍家の矛先は既に色家にあったんじゃないのか。力を求め続けたその先には各地――つま

り色家がある。・・・・・・あの時、藍家は色家を落とそうとしてたんじゃないのか？」

　さらなる力を得るには色家を落とす必要がある。彩霞の話の中で容易に想像はできていた。

　「お前は結局、他人のために動いていたんだと俺は思う。自分のためって言うわりに、お前は俺を傷付

けられなかった。色家が嫌いならそのまま放っておけばかなりの被害が生まれたはずだ。でも、そうしな

かった。結果的に、お前は藍家を滅ぼすことで色家を守ったんだ。どうにもできない罪を一族に背負わせ

ないことは、色家を守ることにもなったんだ」

　やめろ、と小さく彩霞が呟いて視線を逸らす。しかし、李絳が止まることはない。

　「それは祖父さんの藍家を守ることにもなった。――当然、失ったものもでかいけど、守ったものもでか

い。犠牲をなかったことにはできないけど、今色家があるのはお前が藍家を止めたからだ。ま、どう感じ

るかなんて人によって違うかもだけど」

　「・・・・・・なんなんだ。いつも、お前たちは――色家は、私の邪魔をする」

　李絳の最後の言葉に被さるように彩霞が呟いた。むっとして李絳が言い返す。

　「言っとくが、俺は何を言われようとお前の願いなんて叶えないからな。俺たちは絶対にお前を殺さな

い。どんなに傷付いても辛くてもお前には生きてもらう。死んで償うなんてただの自己満足だろ。残った

人間にとってそんなん、逆に責められてるようなもんだろ。だからってどうすれば償えるかなんて俺は知

らん。とりあえず言えるのは、死んだ人間を弔えるのは生きている人間だけだ」

　彩霞が納得いかないとでも言うかのように拳を握りしめていると、李絳は溜息をついた。

　「つーかじじいには感謝しろよ。・・・・・・俺は感謝なんて言葉も出したくないけど。――お前が今も

心を失わずにいるのは、お前の祖父さんとじじいがいたからなんだろ。俺はそれだけははっきりしてると

思う」

　――そんなこと分かっている。

　彩霞は言い返そうとして、その言葉を呑み込んだ。

　「・・・・・・とりあえず戻るぞ。悸暎殿にも杜樹殿にもお前のこと頼まれてるし、もうあっちも終わっ

てんだろ」

　再び沈黙した彩霞に李絳は呆れたように視線を向けて、すぐに気を取り直したように彩霞の手を引いて

歩き出す。抵抗されるが問答無用で引きずっていく。

　まずは蘇芳のとこに戻ろう、と歩き出す。もと来た道を引き返す。しかし、今度は彩霞に呆れられるこ

とになるのだった――。
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　李絳が彩霞に連れられて無事、蘇芳と再会を果たすと、李絳たちは賊の根城である寺に向かった。そこ

では、既にすべてが終わっていた。

　「おい、目ぇ開けろ！　頼むから起きろって！　おい！」

　歴が捕らえた賊の一人の体を揺すっている。その傍で秀は溜息をついた。

　「思いきり気絶させといてそれはないだろ、歴」

　「そんなに揺すったって起きないよねぇ」

　晶は石段の上に座り、膝の上で頬杖をつきながらそれを見ていた。

　木々の間を歩いてきた李絳と蘇芳は、その光景を見たとたん顔を見合わせた。蘇芳が呆れたように口を

開く。

　「えーと、何事？」

　蘇芳の言葉に気付いた秀と晶がこちらを振り向いた。晶が笑って立ち上がる。

　「あ、おかえりー！」

　「意外と時間かかったな」

　その横で歴は、李絳たちにも目もくれず、賊に向かって声を上げている。

　「うん。ほとんど李絳のせいだけどね。――で、あれ何」

　蘇芳が秀に訊くと、何故か寺の中に入っていった晶が答えを持ってくる。

　「これこれ」

　「そう、あれだ」

　晶が石段の上に置いたそれは、何か模様の入った白い紙に包まれ上だけ剥がされていた。

　「・・・・・・お酒、だよね？」

　酒が入っていただろうそれは、既に空のようだった。一升瓶の特に何も変わったこともないただの酒に

見える。蘇芳がそう含ませて呟くと秀が溜息をつき、晶が答えた。

　「北にしかない酒らしいよー。それに気付いた歴が暴走して、あっという間に全員気絶させちゃったのー」

　「そんで、それを確かめたら全部すっからかんでな」

　それであれだ、と秀が歴を示したのでこれまでの流れが容易に想像できた。

　「おい！　どっかに隠してたりしねぇのか!?　なんで何も残ってねーんだよ！」

　身動きできない賊の体を揺すっては叫ぶ。蘇芳は、面倒なので歴のことは放っておくことにしたのだっ

た。溜息をついて秀たちを見るが晶の姿がない。すぐに秀が蘇芳の後ろを指差した。振り返ると李絳の傍

に晶が立っている。

　「こっちでもだいたいは聞いた。彼女が藍家を滅ぼしたことも、藍夏崔様の孫だってこともな」

　「ああ、そうなんだ。すごいよ、あの子。李絳と互角かも」

　秀が状況を説明すると、晶の興味の矛先に納得した蘇芳が笑う。蘇芳の言葉に若干驚きつつも、秀はそ

うかとだけ返した。

　晶を見ると彼は李絳の後ろにいた彩霞をじっと見つめている。対する彩霞は、李絳と戻って来た時から

変わらない無表情だ。とは言っても、決して冷たくはなかった。
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　「・・・・・・あの刀は？」

　ふと彩霞の手に握られている刀に気付いた秀が蘇芳に問う。蘇芳は、彩霞が別邸から持ち出したそれに

同じ質問をしたが、答えてもらえなかったので適当に返した。

　「あの子のじゃない？」

　「あの長さでか？　背丈に近い気がするが」

　「たぶん？　訊いても答えてくれなくてさ」

　ふうん、と秀が目を細めてその刀を凝視する。彼女には合わないだろう長すぎるそれは直刀だった。

　何かを思い出すようにじっと見つめていると、蘇芳が横で首を傾げている。いや、と苦笑して首を振る

が、思わぬところから答えが返ってくることになる。

　「ねーねー、名前訊いてもいい？　藍夏崔様のお孫さんなんでしょ？　その直刀ってもしかして夏崔様

の？　確か夏崔様の愛刀は直刀だったよねー？」

　そうか、と秀は晶の言葉に納得する。昔そんなことを誰かに聞いたのだ。

　「そういえばそうだったねぇ」

　蘇芳は興味があるのかないのか、よく分からない呟きを残して、ふと辺りを見回した。杜樹や他の人間

の姿がないことに気付く。

　「君たちだけ？」

　「ああ、報告だの何だので先に里に戻った。紅家の人間にも連絡してくれるとさ」

　近くで待機していると言っていた紅家の者たちのことだ。

　「ふぅん。じゃ思ったより早く戻れそうだね」

　「そうは言っても、あの子納得してんのか？」

　紅家に連れていくことを。

　「え？　どうだろ。李絳に対してあんなじゃしてないかもね」

　ほら、と蘇芳が彩霞を示す。

　「おい、彩霞。無視すんなって言ってんだろ」

　「李絳嫌われてるのー？　サイカっていうんだねぇ。ボクは晶って呼んでねー？」

　李絳の問いかけには視線すら動かさず、完全に李絳の存在を無視している彩霞に晶が笑っている。晶が

声をかけると答えはしないものの、わずかに反応がある。それらを見て蘇芳は笑っている。

　「やー清々しいほど李絳を無視してるよねぇ。さっきからずっとあんな感じなんだよ」

　「・・・・・・面白がるな」

　えぇ、と首を傾げている蘇芳に秀が溜息をつくと、ちょうどそこへ杜樹が姿を現した。

　「ああ、皆さんおそろいで。・・・・・・姫様も」

　彩霞の姿に杜樹はほっと安堵の表情を見せる。しかし、そんな心配をよそに彼女の視線はすぐに逸らさ

れた。杜樹はそれに苦笑して、秀たちの方を見て首を傾げた。

　「どうしたんです？」

　その言葉に蘇芳たちが後ろを振り返ると、歴があの酒の瓶を抱えてうなだれていた。李絳と晶も傍まで

寄ってくる。
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　「放っておいていいですよ。――それより、悸暎殿はなんて？」

　蘇芳がにこやかに告げると、杜樹ははぁ、と戸惑いながらも頷いた。

　「既に別の紅家の方から連絡があったそうです。もう傍で待機しているとかで、こちらから人を出しま

した」

　「・・・・・・あの、この里って他の人は普通に入れるんですか？」

　「え？　――ああ、はい。問題も片付きましたし、以前のように出入りは自由になります。もともと、問

題が起きたので出入りを禁止にしてたんです」

　騙されたな、と歴以外の誰もが思い、李絳を見た。李絳は父を思い出しているらしく、肩を震わせている。

　つまり、普通なら正面から入れたわけだ。やっぱりね。と蘇芳は納得して杜樹に先を促す。

　「使者の方によると当主様からの伝言で、賊はこちらで引き受けるので・・・・・・李絳殿以外は無事に

戻るように。それと、何かあったら許さん――とのことでしたが・・・・・・」

　困惑したように告げた杜樹の言葉に、皆が沈黙した。

　しかし、それぞれの反応は違う。秀は呆れたように溜息をついていて、蘇芳は平然としているように見

えるが、やはりおかしいようで李絳を見た。そして、堪えることもなく吹き出した。晶もそれにつられて

とうとう笑い声を零した。

　「おい！　笑うなっ。つーか絶対、半分以上は彩霞のことだし」

　李絳が憤慨して彩霞を振り向くと目が合うが、ふいっと顔を背けられる。彩霞は近寄ってくるわけでも

なく、同じ場所から動かない。

　李絳が文句を連ねようとしたところで、蘇芳が首を傾げた。蘇芳の視線は杜樹に向いている。杜樹はじっ

と歴を見つめていた。

　「どうかしました？」

　「いえ、さっきからあの酒瓶が気になって。つい数日前にも同じものを見た気が・・・・・・」

　その言葉に反応したのは歴だった。先程までの様子が嘘のように勢いよく立ちあがった。

　「何!?　もしかして矢神の里にあるとか!?　思い出してくれ！」

　杜樹の目の前に突き出すように酒瓶を掲げて、歴が必死に叫ぶ。杜樹は全体を目にしてようやく合点が

いったように頷いた。

　「ああそれなら、家に何本か置いてありますよ。まだ開けてないはずなので良かったら」

　「おっしゃ―――――――！」

　杜樹の言葉を半ば遮るように叫ぶと、歴はやっと李絳たちの存在に気付いた。

　「お？　何だよ、随分遅かったな！　こっちは刀を抜くまでもなく素手だ！　・・・・・・何だよ、蘇芳？」

　元気いっぱいに告げる歴に、溜息という返事を返したのは蘇芳だった。一同が呆れる中、杜樹は苦笑し

た。そして、言いにくそうに告げた。

　「・・・・・・ですが、それを持ってきたのは姫様ですよ」

　「はぁ!?」

　李絳は耳を疑って振り返るが、振り返った先に彩霞はいなかった。
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　「――あ？」

　辺りを見回して、離れたところで森に消えようとしている彩霞を見つけた。あの方角には里がある。

　李絳は離れていく彩霞に声をかけた。

　「おい、こら無視すんなって言ってんだろ！　彩霞！」

　口調を強くして名を呼んだところで、彩霞が立ち止まった。そして、ゆっくりと李絳に視線を向けた。

　「――その名で呼ぶな」

　無表情に低く呟くと彩霞は再び背を向けたのだった。

　それから、呆気なくも終わりを迎えた賊退治から三日。矢神の里は元の平穏を取り戻していた。

　「・・・・・・今日も姉ちゃん、ダメなの？」

　いつもと同じように彩霞の元を訪ねていた総悟と結が、不満そうに浅羽を見上げていた。浅羽はそんな

二人に困ったように苦笑して溜息をついた。

　「今日もって、まだ二日しか経ってないでしょ。しょうがないのよ。あんたたちに風邪うつしたらそれ

こそ、姫様が悲しむでしょ？　だから今日も姫様抜きで遊んでなさい」

　三日前から風邪で寝込んでいた彩霞に、総悟や結は会えずにいた。毎日のように会っていたためにやは

り心細いようで、こうして彩霞の様子を窺いに来ているのだ。

　浅羽が見つめていると、やがて二人は渋々と頷いた。だが、すぐに表情が明るくなった。

　「じゃあ、兄ちゃんたちは？　今日は山の方に連れてってくれるって言ってたんだ！」

　彩霞の代わりに子供たちの相手をしているのは紅家の男たちだ。

　すっかり元のような日々に戻り、里は穏やかだった。ひとつ違うのは、彼らがまだこの里に滞在してい

ることだ。彼らはその人となりからすっかり里に馴染んでいた。今では子供たちの良い遊び相手になって

おり、文句も言わず進んでいろんな遊びを教えている。この里にきて四日というのが信じられないくらい

だった。

　浅羽が呼びにいく前に彼らは姿を現した。

　「お、もう来たのか」

　歴と晶が外に出ていくと、子供たちは後をついていく。その後ろで秀が苦笑した。

　「元気な奴らだな」

　「・・・・・・あの、すみません。子供たちの相手までしてくださって・・・・・・」

　浅羽が言うと、蘇芳が笑った。

　「僕らも僕らで楽しんでるからいいんですよ。お世話になってるし。何より暇ですから」

　「・・・・・・ありがとうございます」

　浅羽がつられたように笑みを浮かべると、蘇芳と秀が頷いて外に出て行った。

　いい人たち、なのだろう。浅羽は彼らを見送りながらそう思った。この数日彼らと会話を重ねて、やは

りその答えにしか至らない。しかし、彼らは自分たちの大切な人を連れていってしまうのだ。どうしよう

もないところもあるけれど心優しい大切な姫を。浅羽にとって命の恩人でもある、守るべき姫を。
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　彼女は何故この里に残ると言ってくれないのだろうか。彼女がここを去ることを皆が知ったら、反対す

るだろう。悲しむだろう。それでも、彼女は行くと言うのだろうか。

　何故、今のままではいけないのか。訊いても彼女から答えが返ってくることはない。彼女は頑なに他者

の言葉を受け入れない。会話することさえ拒まれているようで、浅羽は心を痛めた。

　本当に行ってしまうのだろうか。彼らと。彼女の行く先には何が待っているのだろう。彼女にとって紅

家は本当に安らげる場所なのだろうか。彼らを見ていれば、紅家は温かいもので溢れているのが分かる。

それでも、ここに残って欲しいと思うのは我が儘なのだろうか。今まで彼女を守ってきたようにこの里で、

これからも彼女を守っていけるのではないだろうか。

　浅羽は数日考えてもまとまらない思考に溜息をついた。そして、離れにいる彼女を思いつつ、浅羽は自

らの仕事に取りかかるのだった。

　「・・・・・・なにが風邪だよ。お前、いつまでそうしてんの」

　歴たちが子供たちと出ていく少し前、李絳は彩霞の部屋にいた。着替えるわけでもなく楽な格好をして

壁に寄りかかり、ぼうっと外を見つめている彩霞の姿は、どこか寂しく感じる。

　彩霞は三日前から風邪と言って誰も寄せ付けずにいる。だが風邪らしき症状も見せず、外にも出ずにた

だ毎日をぼうっと過ごしていた。

　李絳は、ぴくりとも反応しない彩霞に溜息をついた。

　「なぁ、まだ死にたいと思ってんのか・・・・・・？　おま、え・・・・・・」

　彩霞の顔を覗き込むように身を乗り出して、李絳は彼女が握っている短剣に気付いた。

　――まさか死のうとしてたんじゃないだろうな。

　李絳は相変わらずぼうっとしたまま外を見つめている彩霞に視線を向けた。

　「彩霞」

　名を呼ぶと必ず反応がある。彼女の癖なのかもしれない。自分の名を呼ばれると彼女は何かしらの反応

を見せるのだ。おそらく彼女の名を知る者が少ないせいだろう、と李絳は思っているがそれも定かでは

ない。

　「彩霞、それ何」

　李絳に視線を向けることはないが、彩霞の雰囲気がかすかに揺らいだ。李絳は彩霞の視界に入るように

移動する。

　「これで何しようとしたわけ」

　まっすぐ向ける視線にはかすかな怒りが浮かんでいる。声も先程よりは低い。

　「やっぱり、まだ死にたいのか？　なんでだよ。なんでそんなに死にこだわる？」

　彩霞、ともう一度呼びかけると目が合う。だが彩霞の目は、李絳を見ているのかそうでないのか分から

なかった。

　「彩霞・・・・・・？」

　李絳は眉を寄せて彩霞の手から短剣を放させるともう一度呼びかけた。返答がないのでもう一度李絳が

口を開いた時、彩霞の口が動いた。
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　「・・・・・・・・・い」

　かすかな呟きに要領を得ず、李絳は首を傾げた。意味を考えるまでもなく、もう一度呟かれたそれに名

であることが分かる。

　「悸暎殿？」

　その姿を探して李絳が外を振り返るが、確認することはできなかった。それどころか、悸暎の私室すら

この部屋からは見えない。さらに彩霞の正面には李絳がいる。今の状況では庭すら窺えないはずだった。

　「おい・・・・・・？」

　「梨淑、様・・・・・・」

　訝しげに彩霞を見ると今度はここにいないはずの名を紡いでいく。そこには師の名や祖父の名もあった。

　何か別の光景を見つめているのだと気付いた時、彩霞の頬を滑り落ちるものがあった。苦しげに歪めら

れた表情とともに流れる涙は止まらずに彩霞の頬を濡らし続ける。

　――何を見ているんだ。

　李絳が、動揺したままどうすればいいかも分からずに彩霞を見つめていると、繰り返される名に一つの

共通点があるのに気付いた。

　それは、生きている人々だった。

　そして、最後に呟かれた悲痛な叫びにも取れる言葉に、李絳は彩霞の頬に手を伸ばした。

　「彩霞！　おい、彩霞！」

　頬を包むように手を添えて彩霞の瞳を覗き込む。何度か呼びかけ軽く頬を叩くと彩霞の視線がやがて、

李絳のそれとぶつかった。

　「そうだ。俺を見ろ、彩霞。お前が見てたのは全部現実じゃない」

　李絳がはっきりと告げると彩霞は気が抜けたようだった。まだ何が起こったのかわからないような表情

で李絳を見つめていたが、涙が止まらないようだった。そして、さらに涙がこぼれ始めた。

　「・・・・・・っ」

　彩霞が李絳の手に触れる。見られたくないのか李絳の手をどけてうつむこうとするが、李絳に引き寄せ

られて抱きしめられる。彩霞の体が強張るのを感じたが離さない。

　「大丈夫だ。お前が思ってるようなことは起こらない。みんな無事だ。大丈夫だから」

　彩霞の耳元で優しくはっきりと告げる。安心させるように李絳は彩霞の体をきつく抱き締める。そうし

ていると彩霞の体から力が抜けていくのがわかった。李絳の胸に顔を埋めた彩霞の肩が震えだした。

　李絳は安堵の息をついて彩霞の背中を叩く。そして、彩霞が泣きやむまでその小さな体を抱きしめて

いた。

　やがて、彩霞の呼吸が元に戻ったのを感じて李絳は顔を覗き込むように体を離した。

　「落ち着いたか？」

　「・・・・・・・・・・・・」

　また沈黙か。李絳は彩霞のうつむいたままの顔を半ば無理矢理上げた。
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　「なんでそう頑なな・・・・・・何だよ？」

　目を合わせて李絳は、彩霞の視線が思っていたものとは違い首を傾げた。邪険にされると思ったのだが、

何故か彼女は不思議そうに李絳を見た。相変わらず無表情に近いものの、わずかながらに感情が窺える視

線だった。

　「・・・・・・分かるのか？　私が何を見ていたか。お前は、分かるのか・・・・・・？」

　躊躇うように口を開いた彩霞に、李絳は首を傾げたまま答えた。

　「は？　・・・・・・さぁ？　つーか分かるわけねぇだろ」

　李絳はおかしなことを訊くな、というように彩霞を見て溜息をついた。

　そんな返答に彩霞は唖然とした様子を浮かばせたまま李絳を見る。先程の言葉は一体何だったのか。そ

う思わずにはいられない。

　しかし、李絳は彩霞の様子に気付かずに思い出したように口を開いた。

　「そういや、いろいろ訊きたいことがあったんだよ。とりあえず、はっきりさせることがある」

　正面から見据えられて彩霞はわずかに身構える。だが次に発せられた言葉に、訝しげに李絳を見返すこ

とになった。

　「お前、紅家に行くよな？　・・・・・・さっきから何なんだよ」

　李絳が彩霞の反応に顔をしかめると、顔に添えられていた手から逃れるように顔を背けられた。そして、

ぽつりと呟きが落とされる。

　「・・・・・・行かない」

　まだそんなこと言うのか。李絳はふむ、と一息つくと彩霞を見た。

　「言い方間違えた。――連れてくから」

　言い終えて満足、とでも言うかのような李絳に彩霞は絶句した。

　――こんなことが許されるのだろうか。

　人の希望を聞き入れもせず、勝手な結論を押し付けられる。完全に彩霞の言葉は聞き入れないと決めて

いるようで、李絳は勝手に話を進めていく。

　「無理矢理引きずってでも連れてくからな。・・・・・・無理矢理なら俺でなくても良かったんじ

ゃ・・・・・・」

　途中でその問題に気付き李絳は声音を低くする。

　――結局、俺は何のためにここまで来たんだ。

　怒りたくてもこれまでのことからそんな気分にもなれずに、李絳は溜息をついた。そして、気を取り直

して彩霞を見た。

　「――で？」

　「・・・・・・は？」

　唐突な話題の変化に彩霞が怪訝そうに李絳を見た。

　「さっきの何を見たって？」

　「それが後なのか・・・・・・」

　彩霞が思わずそう呟くと、李絳が不機嫌そうに何かを言いかけて溜息をついた。

　『死なないで』
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　先程、ぼんやりと何かを見つめていた彩霞は、最後にそう言った。彩霞は言葉にしていたつもりはなかっ

たのだろう。李絳が落ち着かせるように言った言葉に驚いていた様子からそう思った。

　――何を見ていたんだ？

　とても気になったが、李絳には彩霞に何度も訊くことを躊躇わせた。彼女に嫌な思いをさせるのが怖かっ

た。だから李絳は最低限の事を言葉にするだけにした。

　「・・・・・・まぁいい。でもひとつだけ言っておく。過去に囚われ過ぎて現実を忘れるなよ」

　彼女を見ていて一番気になったのはそれだった。答えが欲しいわけではない。とにかくそれを彼女の耳

に入れたかった。受け入れてもらえるならそれが一番だが、彼女がどう思うかは分からない。

　結局、答えも返ってくる様子がないので李絳は溜息をついて立ちあがった。声をかけることもせずに、李

絳は部屋を出たのだった。

　それから、どれくらいの時間が経ったのだろうか。気付けば、外が薄暗くなり始めていた。ぼうっとし

ていた彩霞は、ふと李絳の言葉を思い出して笑った。

　「現実、か」

　――私にとっての現実は今ではない。それどころか、今も今ではない。

　心の中でそう呟いて、また笑みが零れる。自分の思考におかしくなったのだ。

　「・・・・・・今ではないのに、あの光景が見えるのか？」

　呟いて、おかしいのか悲しいのかもよく分からなくなった。

　「結局、その通りなのかもしれない」

　自嘲するかのような溜息が漏れた。しかし、彩霞はその言葉に遅れて首を振った。

　――違う。駄目だ。私の心は――。

　「大丈夫。私は、私だ」

　彩霞は自分に言い聞かせるように呟き、自らの名を象徴する色に染まりつつある外に目を向けた。

　時には闇ともとれる藍の色。闇を抱えた藍家。

　愛していた彼ら。大嫌いだった彼ら。あまり関わることのなかった人々でも、滅びに向かう彼らを見て

いられなかった。悲しかった。同時に、多くを巻き込んでいく彼らが憎かった。関係のない里の人間も巻

き込んで、力を求め続けた彼らが許せなかった。――何より、祖父を奪った彼らを許せなかった。

　彼らを本当に愛していたのかと言われたらよく分からない。祖父が愛していたからこその感情なのかも

しれない。ただ、憎しみだけは本物だった。

　どんな感情であれ、決して無視することはできなかった。彩霞自身も藍の血に囚われた人間だ。彼らの

行いを見て見ぬふりをして、最後に彼らを手にかけた。

　彼らに償いたいとは思わない。償うのなら、彼らではない。償うのならば、歴代の当主たちと祖父。そ

して、その友人たちだ。

　だが、彼らに直接償うことはできない。謝ることも許しを請うこともしない。彼らにできることがある

とするならば、それはただ一つだ。

　『願いは叶えない』
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　李絳が言ったその言葉は彼らの言葉でもあるだろう。それならば、彩霞は生きる道しか許されない。彩

霞は自ら命を絶つことはない。それだけは絶対だから。

　「決めたんだ。私は、この罪を背負い続けると」

　藍家に取り巻くすべて。藍家を滅ぼした罪。それだけではない。自分の中の冷たい記憶を、もっとも忘

れてはならない罪を背負い続けよう。たとえ、誰に許されようとも。

　すべてを忘れない。すべてを背負い続ける。それが、彩霞にできる唯一のことなのだから――。

　彩霞はふっと笑って目を閉じた。
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　紅家に発つ日が明日にせまった今日、彩霞は相変わらず自室で一人外を眺めていた。

　ここ数日、彩霞の沈んだ気持ちを嘲笑うかのような天気が続いている。わずかな雲が浮かぶ空は綺麗な

青空を見せている。

　彩霞は庭に降り注ぐ太陽の光を眩しく思いながら、壁に寄りかかり広がる景色を見つめた。

　――明日、か。

　強引に話を進められ、彩霞が断る間もなく紅家に行くことが決められていた。

　いまだに納得はしていないものの、とりあえずはこの里から離れるべきか、と彩霞は李絳たちとともに

ここを出ることにしたのだった。

　彩霞はふと溜息をついて、振り返らずに口を開いた。

　「・・・・・・浅羽、いつまでそうしている？」

　声をかけたところで廊下から小さく声が聞こえ、躊躇いがちに浅羽が顔を出した。

　「気付いてたんですか・・・・・・」

　適当な場所に腰を下ろし、少しだけ不満気に動揺を隠すかのように浅羽は彩霞を見た。

　「今日はちゃんと着替えられているんですね」

　「昨日も着替えていただろう」

　「・・・・・・わたしが言ってから着替えたんでしょうっ」

　彩霞の返事にむっとするがなんとかそれだけで口を閉じると、浅羽はじっと彩霞を見つめた。

　相変わらず人の顔を見ない。いつだって表情の読めない人だった。そして、やはり最後までその心を見

せてくれることはない。

　――一体、誰の言葉なら素直に受け入れるのかしら。

　行き倒れていたのを拾われて浅羽はこの里の住人となった。それから今まで彼女に対する印象はあまり

変わらない。

　この里に置いてほしいと頼んだ時、彼女は言った。

　『私に言われても私に決定権などない』

　勝手にしろ、と彼女は関心もなく端的に告げたのだ。

　しかし、浅羽には彼女がこの里の中心にいるような気がしてならなかった。

　大切にされ、親しくなった者しか近寄れない。彼女は正しくお姫様のような立場にあった。

　最近になって知った彼女の素性は本物の姫だったのだが、納得するのと同時にひどく驚いた。行動がまっ

たく姫らしくないのである。

　言葉遣いはまるで男性のようで、衣食ともに関心がないらしく放っておけば放っておかれたままである。

さらには、彼女は見た目にも興味がないらしく髪を切っても揃えもせずにいたほどだ。

　浅羽が整えたものの綺麗な髪だっただけに、どうして見張っておかなかったのかと後悔した。

　浅羽が何も言わずにいると彩霞が怪訝そうに振り返った。だが、浅羽はそっぽを向いて彩霞の視線から

逃げる。そして、溜息をついた彩霞の視線が外れたのをいいことに再び彼女を見つめた。

　誰に対しても親しくなれど必ずどこか一線を引いている彩霞。



10–2

　彼女の心は一体どこにあるのだろうか。いつだって彼女の心はここにあらず、といった調子だった。

　何が彼女の心をそこまでとらえて放さないのだろうか。浅羽には分からない。彼女の生い立ちも人柄も、

結局ほとんど分かっていないのだから。

　「・・・・・・浅羽」

　浅羽がいつの間にかうつむいて思考に耽っていると、静かな声がそれを遮った。

　「また・・・・・・同じ話をしにきたのか？　それとも、納得したのか？」

　「・・・・・・私が納得してもしなくても、姫様は行かれるのでしょう？　――どうして、ですか・・・・・・？」

　ここ数日の浅羽の話を思い出し、彩霞はまたか、と溜息をついた。

　浅羽は何故この里を去るのか、と訊きたいのだ。

　「どうしても何も、いずれ、と決めていた。誰に何を言われようと覆すことはない」

　彩霞が抑揚のない声音で告げる。

　「で、でも姫様をここに連れて来られたのは、紅家の方なのでしょう？　何故、今になって迎え

など・・・・・・」

　浅羽はわずかに躊躇いを見せ、彩霞から視線を外した。

　「厄介払いみたいに姫様を扱っておいて、何故今更・・・・・・！」

　この里を出ると告げてから、浅羽はこうして毎日彩霞の元へ同じ話を持ってくる。

　――この里にいてほしい。

　すべてはその思いからではあるものの、彩霞はそれを受け入れることはなかった。

　引き止める里の者たちに、彩霞は嬉しくは思わない。彼らに対する気持ちは、申し訳なさしか浮かばな

かった。

　泣き出す子供たちをなんとか宥め、大人たちに納得してもらいはしたものの、彩霞を見る彼らの視線に

はまだ何か言いたげなものばかりだった。

　それらがあり、彩霞はすっかり辟易してここ数日、矢神家に引きこもっているのである。

　彩霞にとって、他人から向けられる感情は鬱陶しく思うことばかりだった。祖父や祖父の友人たち、梨

淑たちを除いて、彩霞は他人と関わることも嫌いだった。

　この里での時間は、比較的穏やかだった。幸せだったと、悸暎に言った言葉も嘘ではない。だが、親しく

はなっても彼らの気持ちを嬉しいと思う気持ちは湧かなかった。

　ただ、申し訳なく思うだけだった。

　彩霞が溜息をついて同じ言葉を返そうと口を開いたところで、まったく別のところから止められた。

　「――浅羽」

　顔を見せたのは杜樹だった。彩霞が振り返ると、廊下に杜樹が立っていた。彼は彩霞に視線で答えると

もう一度浅羽に声をかけた。

　「浅羽。紅家の方々の行動はすべて姫様を思ってのことなんだ。僕らがそれをとやかく言ってはいけな

いよ。・・・・・・さぁ、行こう。手伝ってもらいたいことがあるんだ」

　杜樹はそう言って浅羽を立たせると、再び彩霞を見た。目礼して有無を言わせずに浅羽を連れて部屋を

出て行った。浅羽の抵抗する声が徐々に小さくなっていく。
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　――随分、機嫌が悪いな。

　彩霞は完全に声が聞こえなくなってから苦笑する。

　杜樹は余程の事がない限り、彩霞に声をかけないことはない。それが目配せのみである。

　――何に腹を立てているのやら。

　彩霞は何度目かになる溜息をついて、視線を庭に戻した。陽を浴びて輝きを放つ緑がとても綺麗だった。

だが、部屋の中から見るそれは眩しくて、とても遠く感じた。

　・・・・・・やはり、判断を誤ったのだろうか。

　もう少し里の者たちとの距離を置くべきだった。そうすれば、彼らを説得するという事態にもならな

かった。

　極力興味を持たれるようなことはしないようにしていたのに、何故こうなったのか彩霞には分からなかっ

た。だから今回のことも予想外だった。

　この里は、ふらふらとやってくる者もいれば、ふらふらとどこかへ旅立つ者もいる。それもあってかい

ちいち引き止める者はほとんどいない。

　だからこそ、彩霞は里の者たちの思いに多少なりとも驚いた。こんなことになるとは全然思わなかった

のだ。

　彩霞は部屋の中からは見えないが、悸暎の私室がある方へと視線を向ける。元々、悸暎は承知のことだっ

たのでとやかく言うことはないが、少し気落ちしているようにも見えた。

　悸暎は唯一、彩霞が藍家でしてきたことも知っている。祖父と旧知の仲であることも加わって、彩霞は

悸暎にだけは胸の内を語ることもあった。祖父と似ても似つかないはずなのに、祖父といるような気持ち

になった。そして、同時に彼の傍にいるのは苦しかった。

　悸暎は、この里を守ることを一番に考えなければならない人間だった。行き場を失ってこの里に行き着

いた人々を守らねばならなかった。

　そんな中、彩霞という厄介事を押し付けられて気苦労が絶えることはなかっただろう。いつ “藍家の生き

残り”という存在が明らかになるのかと、この五十年落ち着かなかったはずだ。

　――これで少しは、悸暎の負担を減らせればいいのだが。

　こんなことでしか、彼に返せない。こんなことでしか、里の人々に返せない。

　ここでの時間はとても穏やかだった。彩霞が唯一、大切にしていた子供の頃の記憶のように。

　だが、彩霞はそんな時間をくれた彼らに何もできなかった。彼らが知らずとも、彼らを無駄に危険な時

を過ごさせた。

　本当は分かっていた。彼らがどんなに彩霞の事を想ってくれているのか、痛いほどに感じていた。でも、

彩霞は答えることも、受け入れることもできなかった。嬉しく思うこともできず、彩霞はただ申し訳なく

思った。

　「・・・・・・結局、私は周りの人間を振り回しているだけなのだな」

　何よりもこの里を出たいと思った理由は、居座り続けた先にある気持ちの変化だった。いずれ、この里

を何よりも大切だと思う日がくるかもしれない。彩霞にとって、それだけは決してあってはならないこと

だった。
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　彩霞は自嘲するような笑みを浮かべて、溜息をついた。そして、陽の眩しさから逃げるように目を閉じ

るのだった。

　「――杜樹様！　何故ですか？　何故、姫様を引き止められないのですか!?」

　彩霞の部屋を出た後、杜樹は二階に通じる階段の前で立ち止まった。浅羽は腕を放されると噛みつくよ

うに叫んだ。

　その時小さな物音がしたが、二人は気付かなかった。そして、そのまま話を続けた。

　「何故、紅家の命に従わなければならないのですか!?　姫様が藍家の方だからって人に押し付けておい

て、今度は迎え入れるなんて勝手すぎます！」

　「浅羽、そんなことを言ってはいけない。あの方々は、姫様を守るためにこの里に連れて来られたんだ。

それに姫様が望まないことを、僕らがどうにかすることはできない」

　浅羽を振り返り、杜樹は真剣な面差しで告げた。

　「ですが、それでは杜樹様だって・・・・・・」

　かすかに涙を浮かべている浅羽の言葉に、杜樹は目を見開いた。そして苦笑して、握りしめていた拳の

力を抜いた。ふっと息を吐くと浅羽を見た。

　「・・・・・・初めは、姫様を引き取るのに反対したんだ」

　「え・・・・・・？」

　始めて知る事実に浅羽は杜樹を見上げた。

　「いくら英雄と謳われた藍家の人間でも、災いにならないとは限らない。この世の中には邪な考えを持つ

人間もいる。生き残りがいると知れた時点で、間違いなくこの里は何か厄介事に巻き込まれる。・・・・・・

そう思ったからこそ、彼女を引き取ることに反対した」

　昔を思い出しているのだろうか。杜樹の表情は辛そうだ。

　「でも、それを承知で父さんは彼女を引き取った」

　杜樹の視線が、彩霞のいる部屋の方に動く。

　「あの時は、どういう経緯でここに来ることになったのかは知らなかった。ただ、幸せな生活を送ってい

たわけではないことは分かった。今になって、その理由も少しだけ分かる気もする。・・・・・・詳しくは

言えないけどね」

　苦笑した杜樹に浅羽は首を傾げるが、訊くことはなかった。杜樹はそのことに安堵して話を続けた。

　「僕が反対していたように、姫様自身もこの里にいることを拒んでいた。父さんからそう聞いて、だった

ら引き取ることないだろ、って思ってけど姫様に会った瞬間、それまでの考えが一気に吹き飛んだ」

　何も考えられなくなったというのが正しいかも、と杜樹は肩をすくめる。

　「姫様を見て、そんなことを言っていられる場合じゃないって焦ったよ」

　杜樹の表情が翳り、浅羽は息を呑む。一体、何があったのだろうか。今度は言葉にして訊いた。

　「どういうことですか・・・・・・？」

　「・・・・・・あの時の彼女は、感情というものを一切表に出さない人だった。まるでそのものを失くし

てきたかのように」
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　――人形のようだ。

　始めに浮かんできた感想がそれだった。それほど、彼女は異質な空気を纏っていた。

　とても精緻に作られた人形だと言われてもおかしくはないほど、彼女は何も応えなかった。

　愕然とした。訳ありの人々が暮らすこの里にいても、そう感じないほど彼女は異常だった。

　「このままではいけない。そう思った。できるだけ、僕らは彼女の傍にいようとした。彼女が、自然に

応えてくれるようになるまで随分時間がかかったけど、始めて僕の言葉に反応してくれた時は本当に嬉し

かった。守りたいと思った。姫様が人として生きられるように、この里でずっと守っていこうって思った」

　杜樹の言葉に、浅羽は気持ちを察して涙を流した。杜樹はそんな浅羽に優しく笑う。そして、再び彩霞

のいる方へ視線を向けた。

　「今でこそ、あんなふうに応えてくれるようなったけど、姫様の心はいつだって別のものにあった。――

そもそも、姫様が少しずつ応えてくれるようになったきっかけは僕らじゃないんだ。・・・・・・姫様を連

れてきた人だったよ」

　首を傾げる浅羽の視線に応えるように杜樹が苦笑する。

　「その方がしばらくの間ここに滞在してくれたから、僕らは今の姫様に会えたんだと思う」

　「・・・・・・その方は、紅家にいらっしゃるのですか？」

　その問いに杜樹が頷くと、浅羽は少し複雑そうに息をついた。安堵と落胆が心の中を行き交っている。

　「だから、姫様に危険はないんだよ。・・・・・・本当はこの里にいられる方法も、って考えたけど、で

も、それで姫様の心休まる日がくるのだろうか。そう思った」

　「・・・・・・ここにいたら安らげない、のですか？」

　「姫様は自分の立場を理解していた。僕ら以上にね。――いつ自分のせいで何が起こるかも分からない。

そうなればこの里の人間を巻き込むことになる。今の姫様を見れば分かるよね？　姫様は、自分のせいで

誰かが犠牲になることは望まない。その代わり、自分の身を厭うことはないけれど」

　他人がどんなに心配しても、自分を大切にしない。

　「父さんもずっと気にしてた。ここら辺が限界なんだと思う。これ以上、姫様にそう思わせないために

も僕らの想いを押し付けるべきではない。僕らができるのは、姫様がいつか起きる何かに怯えることなく、

一番安全で自分を大切に思える場所で暮らせるように祈ることだけなんだ」

　「・・・・・・紅家なら、一番安全、なんですか？」

　「そう簡単に手を出せる家ではないだろうからね」

　そう言って笑った杜樹の表情は、まだ少しだけ曇っていた。浅羽はやっと杜樹が怒っている理由に気

付く。

　「杜樹様は、自分に怒っているのですね・・・・・・？」

　最後まで守ることのできない自分に、彼女を支えることのできない自分に――。

　「・・・・・・うぬぼれていたんだ。この里でなら守っていられると思いこんでうぬぼれていた自分に、

腹が立ったんだ」

　そして何よりも、彼女の安全を願うことしかできない自分の情けなさに――。
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　「ずっと、大切な方だったんですね・・・・・・」

　「今は浅羽がいるけどね」

　今度の笑みはとても穏やかなものだった。浅羽も自然に笑みが零れる。杜樹は手を伸ばして浅羽の涙を

拭った。

　「大切な家族であるのは変わらない。姫様も、里の人たちも。だからこそ、姫様を止めることはできない

んだ」

　大切な者が大勢いる。昔よりも確実に守るものは増えた。そして、これからも増えていくのだろう。

　だからこそ、それを犠牲にしてまで何か一つを守ることなんてできない。――少なくとも、今の自分

には。

　「だから、祈ろう。気休めにしかならなくても、姫様が、この先安心して生きていけるように。幸せにな

れるように――。僕らは姫様が守ろうとしてくれたこの里を、守っていくんだ」

　杜樹が浅羽を促して、歩き始める。

　と、そこで階段の上で気配を押し殺していた人物の口から、小さく息が吐き出された。

　その人物は、杜樹たちの姿が遠ざかってもしばらくの間そこに立ち尽くしていたのだった――。

　夜明け前――まだ誰もが眠りの最中にいるだろう時刻、数人の人間が屋敷から移動を開始した。

　悸暎は、そっとそれを窓から見つめていた。

　離れの裏へ向かうその人影のうち一つが、見えなくなる直前に立ち止まった。

　悸暎は驚くこともなく、その人影を見つめる。しばらくそうしていると、小さな声が聞こえた気がして

はっとする。

　同時に今度こそ、その人影は姿を消した。

　『ありがとう』

　言葉とともに、そう言った少女の顔が思い浮かぶ。

　最後に会話をしたのは、この里を出る日が決まった日。悸暎の前で、少女は再び同じことを口にして、と

ても穏やかに笑っていた。

　――なんて、悲しい別れだ。

　幸せだったと、稀にしか見せない心からの笑みでそう言っておきながら、彼女は旅立って行ってしまった。

　いつも纏わりつくわずかな憂いも消えた笑みと言葉に、悸暎は嬉しいのか悲しいのか、その時ばかりは

分からなかった。

　――だがやっと、あの子は前を向き始めた。

　喜ぶべきことだ。生きることも望んでいなかった彼女が、やっと前を向き始めた。生きることを肯定し

てくれた。

　それは、悸暎が何よりも願っていたことだ。彼女がそれを受け入れてくれたことは、とても嬉しかった。

　しかし、同時に悲しい事実を受け入れざるを得なかった。

　いつかは紅家へ――それは、最初から決められていた事柄。
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　別れ――それは、もとより覚悟していたこと。

　――なのに、何故、こんなにも悲しいんだ。

　悸暎は知らず、涙を流していた。悸暎はそれに驚き、涙を止めるかのように片手で顔を覆う。しかし、涙

は流れ続けていた。手の隙間から頬を、または手を伝って滴を落とす。

　悸暎はしばらくの間、声を押し殺して泣いていた。

　幸せだと言った彼女は、悸暎にも同じものを与えてくれたことに気付いているだろうか。人間関係にど

こまでも不器用だった彼女の存在は、悸暎にさらなる幸せを運んできた。

　娘のように、孫のように、大切に思えた。何にも代え難いほど、大切な家族になった。

　彼女の存在で、不安に思うことなどなかった。ただ、彼女の心が心配だった。

　だが、彼女は自分を大切に思えずに、周りの想いも受け入れることはなかった。

　――幸せ、だったのだ。

　彼女は知らない。いつだって自分を低く見る彼女は、自分がどれだけ人に幸せな気持ちを与えているの

か、察しようともしない。

　――できることなら、いつか、気付いてほしい。

　自分も人を幸せにできるのだと。自分も幸せを望んでいいのだと。未来を見つめていいのだと――。

　悲しいけれど、彼女が生きてこの里を出て行った事実を嬉しく思う。

　悸暎は顔を上げ、再び先程まで彼女が立っていた場所を見つめた。

　――行きなさい、紅家へ。

　紅家の人間は彼女を無碍に扱うことはしないだろう。彼女にとって、あそこには絶対的な味方がいる。

そして、あの若者も彼女の味方になりうるだろう。

　彼女は望まないかもしれないが、それでいい。彼女の意志など関係なく、彼女に意見できる――強引に

押し切れる人間が必要なのだ。

　「・・・・・・どうか、彼女に本当の安らぎを。そして、未来を生きる希望を」

　そうすれば、決して彼女の未来は悪いものばかりではなくなるだろう。そして、願わくば遠い未来で彼

女と再会できる日を――。

　悸暎は庭から視線を外す直前に、ふっと笑みを浮かべるのだった。



11.再会

　彩霞を連れた李絳たちが矢神の里を離れてから四日、紅家ではその帰りを待つ男たちが談笑していた。

　「やっと姫さんに会えんだなー」

　晴燕が梨淑の執務机に寄りかかり窓の外を見つめている。その横では、梨淑が積まれた紙束の中の一枚

に目を通している。

　「晴。椅子を使え」

　邪魔だ、と言わんばかりに冷たく言い放つ彼の傍から、別の手が湯呑を差し出した。雅楽である。雅楽

はそれを机の上に置くと、傍らにある椅子を引き寄せて腰を下ろした。

　「早くて明日、ですね。やっとお会いできるのですか。楽しみです」

　その言葉に顔を上げた梨淑は苦笑した。

　「果たして、まっすぐ帰るかどうか・・・・・・。蘇芳らがついているとはいえ、あいつは何をするか分

からんからな」

　お前に似て、と含ませて晴燕を見ると、彼はにやりと笑った。

　「俺のせいか？」

　李絳はもともとそういう性質だろう、と晴燕が言うと、梨淑は溜息をついた。

　「あの放浪癖はどうにかならないものか・・・・・・」

　「俺のもあいつのも放浪なんて言わねぇだろ。放浪って言うんならそっちだろ」

　晴燕が雅楽を示すが、雅楽は首を傾げてさらりと受け流した。

　「ですが、今回は姫君もいらっしゃいますし、心配ないのでは？」

　「・・・・・・・・・・・・」

　話を戻した雅楽に、梨淑と晴燕は顔を見合わせた。そして、二人ともが何とも言えないような表情を浮

かべた。

　「何です？」

　「姫さんが一番、一筋縄にはいかないっつーか」

　「ここまで素直に来てくれるかどうか・・・・・・」

　晴燕の後に続いて梨淑がそう言うと、雅楽が笑った。

　「なるほど。それで李絳殿を行かせたわけですか。ますますお会いしたいものです」

　途中で放り出す、なんてことは李絳にはできないだろう。李絳の性格を上手く利用したということだ。

　「賢いぞー、あの姫さんは。今頃、李絳は姫さんに振り回されてるだろうな」

　晴燕は、おかしそうに笑った。梨淑は溜息をついて苦笑する。

　「本人はあまり自分に興味がないようだが、夏崔様はとてもよく育てられたようだ。・・・・・・優し

く、強い子だ」

　藍家を誰よりも象徴するかのような彼女は、それでいて、誰よりも強い心の持ち主だ。そして、それだけ

ではない。

　「知識もさることながら、武芸もこなす。そうならざるを得なかったのは、何とも言い難いが・・・・・・」
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　「だが、夏崔様は必要なことしか教えてないみたいだったぞ。ああでも、藍家の歴史に関する書物は全部

読んだとは言ってたな。武芸云々はあの人が絡んでること間違いなし、だな」

　晴燕の何気なく呟かれた、藍家の歴史という言葉に、梨淑と雅楽がわずかに驚きを浮かばせる。

　藍家にどれだけの書物があったのか。それを知る者はここにはいない。ただ分かるのは、他家が所有す

る書物とは内容も異なるうえ、その量も比較にならないほど多い、ということだけだ。

　――歴史に関する書物、か。

　聞くたびに同じ気分になる言葉に、梨淑は溜息をついた。

　藍家の歴史とは、単純に考えて現在の色家が成り立つ前後からだろう。はるか昔、としか言いようのな

い過去から綴られてきた書物は、一体どれだけの量になるのだろうか。そう考えただけで気分が悪くなる。

　「・・・・・・良いことばかりではなかったでしょうに」

　雅楽が梨淑の思いを察したかのように呟いた。だが、その声音はすぐに別の感情へと変わる。その口元

が、わずかに弧を描いた。

　「そんなにも多くの情報を得て動じないとは、さらに興味が湧きますねぇ」

　「動じないっつーか・・・・・・たぶん、どうでもいいんだよ」

　晴燕がわずかに首を傾げながら言った。

　「あ、内容がどうでもいいってんじゃねぇぞ。うーん、何て言やいいのか。つまり、考えてない時がどう

でもいいんだよ」

　「・・・・・・・・・」

　雅楽と梨淑は、無言で晴燕の言葉を受け取る。対する晴燕は、複雑な表情の二人を見て首を傾げた。

　「どうした？」

　「・・・・・・・・・いや。――つまり、彼女は頭の中の情報を普段は考えないようにしているというこ

とか？」

　「・・・・・・ずっと不思議だったのですが、藍家の人々はどうやって情報を溜め込んでいるのでしょう」

　梨淑が雅楽に視線を向けると、そんな質問が返された。

　「記録に残した後、その情報は頭の中から消えるわけではないのでしょう？」

　「それなら、姫さんが言うには――」

　その時、晴燕の言葉を遮るような大きな音が部屋の中に響いた。そして、それとともによく通る声が響

いた。

　「――梨淑！」

　勢いよく開かれた扉から、意地の悪い笑みを浮かべた男が姿を現した。晴燕も同じような笑みを浮かべ

ることがあるが、それとはまったく異質の、それ以上に性質の悪い笑みである。

　立ち上がった晴燕と雅楽が礼を取る。梨淑はその人物を一瞥して、嫌そうな溜息をついた。

　「あれはまだ着かないのか。もうとっくに矢神のとこを発ったのだろう。せっかくこの俺が準備をして

やってるというのに、あいつはどこでうろうろさせてるんだ」

　あれは彩霞、あいつは李絳のことだろう。
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　・・・・・・やはり、矢神の件は知れていたか。それはともかく――。

　「一体、この一月どこにいたんですか。そもそも準備とは何のことです」

　梨淑は答えに期待せずにとりあえず、といったふうに訊く。開け放った扉の間に立つ父――長春に視線

を向けた。

　「着物類は、嫁や孫娘たちに選ばせろ。あれは着物にとんと興味がないからな。他の物はもうそろそろ

運ばれてくる。これであとは、あれが到着するだけだ」

　いつもの調子で脈絡のない会話に、梨淑は呆れて何も言えなかった。

　父、長春は当主であった時――否、それ以前から強引に事を運ぶのが得意な人間である。今回もその調

子で、いろいろな方面へ迷惑をかけたに違いない。さらに、彼は人の話を聞かない。聞いているところを

ほとんど見たことがない。現在も然り――。

　「まったく、あれについては俺たちにも声をかけるべきだとは思わんのか」

　「俺、たち・・・・・・？」

　長春の物言いにひっかかりを覚え、梨淑は長春を見た。そして、その後ろ、廊下へと視線を移す。

　訝しげに立ち上がった梨淑の耳に、小さな溜息が聞こえた。そして、その主であろう人物が姿を現す

――。

　「――――」

　ここにいるはずのない面影が申し訳なさそうに、眉を寄せて立っていた。梨淑が思わず言葉を呑みこむ

と、彼は梨淑に目配せをして長春を見ると、もう一度深い溜息をついた。

　梨淑は、その動作でこれまでの経緯をなんとなく理解して、その人物――茶家の先代当主に礼を取った。

　「遠いところ、そこのろくでなしの我が儘を聞き入れお越し下さいましたこと、感謝致します。・・・・・・

茶景徳様」

　その頃、李絳たち一行はというと、比較的ゆっくりと帰路を辿っていた。

　他里に預けていた馬を引き取り、出発したまでは順調だったはずの旅は、思いがけない状況に陥ってい

た。本来なら紅家まで休憩しながらでもあと一日、という日数が経っている現在、彼らはいまだに帰路の

半分も進んでいなかった。

　「書庫・・・・・・？」

　「そう。身体の奥底にそれに似た空間がある、とでも」

　李絳が訊き返すと、そっけない返答があった。その後の言葉を待ったが、それ以上は聞こえてこない。

　――言いたくないのか？

　訝しげに思った李絳が、同乗させている彩霞の頭を見つめた。表情が見えないため、判断しにくい状況

である。

　おい、と呼びかけると彩霞が首だけで振り返る。

　「・・・・・・？」
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　「・・・・・・お前な。説明くらいしようと思わないわけ？」

　不思議な様子で首を傾げられて、李絳は溜息をついた。だが、彩霞は気にせず前を向いてしまう。

　「お前が、どうやって保っているのかと訊いたのだろう。できるだけ明確に答えたつもりだが」

　李絳は、この数日で少しだけ柔らかくなった――蘇芳たちがいるからかもしれないが――態度に安堵し

ながらも、これまでとは違いすぎる彼女の態度に困惑していた。

　「・・・・・・短くしすぎだって」

　ぼそりと呟くが、傍にいる彩霞には聞こえている。彩霞は、その言葉に首を傾げた。

　他愛もない話を続けていた彼らは、最終的に藍家の話に辿りついた。情報の蓄積、保存。それら、藍家の

性質についてだ。

　彩霞は、静かに彼らの話に耳を傾けていた。そして、何かを訊かれれば適当な答えを返していた。

　「説明すっ飛ばして結論じゃねーかよ。つーか、ぺらぺら喋ってたあん時が嘘みたいだな、お前。・・・・・・

はぁ、こっちはお前に振り回されてばっかだっての。ここまで遅れてんのだってお前が脱走しようとした

せいだし。おかげで俺の前にお前乗せるはめになるし・・・・・・」

　「ちょっと李絳。話がずれてるよ」

　彩霞の頭に自らの頭を乗せた状態でぶつぶつと小言を零し始めた李絳に、窘めるような声が割って入る。

下からは、重い、という小さな声が聞こえる。

　「まったく、李絳と彩姫に任せてたら話が進まないよ」

　と、呆れたような溜息をついたのは蘇芳である。彩霞は、彼の中ですっかり定着してしまった自分の呼

び名に、困ったように眉を寄せた。始めて聞いた時は耳を疑ったが、やはり気のせいではなかったようだ。

　複雑そうに横にいる蘇芳を見ても、彼は気にもとめていない。

　「書庫、か。うーん、わかる気もするけど・・・・・・。藍家の人たちは、集めた情報をそこに溜めてい

くってことだよね？」

　蘇芳の問いに彩霞は頷いた。

　「意識的にではないが、そうやって自らの身体の中に記憶させていくのだと思う」

　「無意識に・・・・・・？　じゃあ、本人が忘れても、本当は残ってるってこと？」

　蘇芳が首を傾げたが、彩霞の返答はない。彩霞は蘇芳を見てから、溜息をついた。

　「・・・・・・どう、だろうな。実際のところ、よく分からないことの方が多い。書庫というのもただの

例えだ。・・・・・・でもそれが、彼らが狂っていったきっかけではあると思う」

　「そういや、心を失くすとか言ってたな」

　首を傾げようとして、李絳はふと思い出す。知識や頭脳を保ち続ける必要があると彩霞が言っていた。

　――それを保ってたのが書庫か。

　ふぅん、と李絳が呟くと、わずかに戸惑いのような感情が窺える声が返ってきた。

　「・・・・・・李絳にはああ言ったが、私は、その書庫のような場所があったからこそ、彼らの心は病ん

でいったのだと思う」
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　藍の血について、祖父が彩霞に語ることはほとんどなかった。だから彩霞は、自分なりに考えようと

した。

　祖父が望まないことであるのは承知で、書庫の書物を読み漁った。その上、代々の当主にしか受け継が

れなくなった書物にも手を出した。そのおかげで、藍家にある膨大な量の書物を、彩霞はほとんど読みつ

くしてしまった。

　「全部、私の考えにすぎないけれど、彼らは、自らの心に自らの心を囚われてしまったのだと思う」

　「・・・・・・心に、心を、囚われる？」

　李絳が訝しげに彩霞の言葉を繰り返す。蘇芳や、完全に聞き役に回っていた歴たちも首を傾げている。

　「彼らは、感情に左右されないために心を押し殺す。そんなことを続けていくうちに、その押し殺さ

れた心の一部が、書庫のようなものに取り残され始める。情報を求める度に心を殺しては、取り戻し

て・・・・・・。その反動で、押し殺されることに慣れた心が少しずつ離れていくとする。――そうやって

長い年月をかけて心を削られて、やがて、心が心を取り戻そうとする」

　うつむきがちに彩霞は話を続ける。

　「心に大きさがあるとして、半分に近いほどの心が離れてしまった時、均衡が崩れ始める。お互いの心が

自分を取り戻そうとするかのように――」

　しかし、彼らはそれに気付けない。気付けないまま、それまでと同じことを繰り返し続ける。

　「行き場を失った心が書庫に辿り着き、外と行き来するうちに少しずつ分離し、不完全なまま大きくなり

すぎて完全になろうとする。・・・・・・当然、何も知らない人々の心はそれからも、そこを行き来する。

それ故に、心と心――闇と光が触れてしまう。そして、藍の血が・・・・・・闇に光を呑み込ませた」

　忌々しき藍の血が、彼らを、自身を、狂わせた。

　祖父との大切な繋がりでもある藍の血を、彩霞は肯定も否定もできない。憎みたい気持ちがあっても、結

局は一歩手前で遠ざけてしまう。

　――何がしたいのだろうか。

　いつも彩霞は、自らの在りように疑問を抱く。どこにも辿り着くことのない気持ちを心に抱え、中途半

端に心を遊ばせる。

　彩霞はそこまで考えて、ふとおかしくなり小さく笑った。それに気付いたのは李絳だった。

　「おい・・・・・・？」

　声をかけられて、はっとする。彩霞は、度々陥る感覚に溜息をついた。小さく頭を振って思考を切り替

える。それ以上何かを訊かれる前に再び口を開いた。

　「自らに呑み込まれて心を失い、それはさらに他者を呑み込むことにもなった。そうやって、藍家の人間

は狂っていく」

　それが、彩霞が得た考えだ。憶測にすぎなくても、彩霞は何かしらの答えを得たかったのかもしれない。

　理不尽な運命を背負わされた藍の一族が、存在した理由と狂気を持った理由を、事実を、確認したかった

のかもしれなかった。
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　「・・・・・・書庫、というのはあながち間違いではないと思う。どんな形であるのかは分からないが、

身体の奥底にすべてを刻まれた場所があるのだと思う。私自身、それを持っているからな・・・・・・」

　え、と周囲が緊張する。それの矛先は最後の言葉にあった。後ろの李絳からは何の反応もなかったが、蘇

芳が心配そうに彩霞を見た。

　「それって、彩姫は平気なの？」

　「私が何・・・・・・？　――ああ、いや。私は、何かを得るために心を殺したことなんてないよ。そう

でなければ、覚えてなんておけないから・・・・・・」

　過去の出来事を、大切な人々の記憶を。人は喜怒哀楽を感じてこそ、何かを得られるのだと思うから。

　「ふぅん。――でも、僕が訊きたかったのは、いろいろ覚えてて混乱しないのかってことなんだけど」

　「・・・・・・は？」

　蘇芳に首を傾げたのは李絳だった。秀も何故か蘇芳を見ている。

　「え、何？」

　「お前、彩霞が変わることを心配してんじゃないのかよ」

　「え、だって彩姫はそんな感じに見えないし。それよりも、いろんなこと覚え過ぎてて気持ち悪くならな

いのかなって」

　「あーそれは、ボクも思った！」

　晶が同意する。その隣――李絳の斜め後ろにいる秀は溜息をついている。そして、今度は前を行く歴が

笑った。

　「信用されてんな、お姫さん。――で、どうなの？」

　先を促されて、彩霞は思わず苦笑する。

　――おかしな奴らだな。

　そうだな、と考えてから顔を上げた。

　「思い出、みたいなものだと思う。大切な記憶が心に残る様に、得た知識もそうやって心の底に溜まって

いく。記憶も知識も、すべてを書物にしたとしよう。それを、書庫に保管する。そして、現実の書庫の書物

がいつだって読めるように、それも、いつだって引き出しては戻すことができる。・・・・・・そんな感じ

かな」

　「保管している時はまったく思い出すことはないのか？」

　頭上から、納得いかないというような声音が降ってくる。それでも彩霞ははっきりと頷いた。

　「私の場合は」

　「・・・・・・だからお前、刀を持ってないと人が変わるのか」

　「・・・・・・は？」

　これには彩霞も虚をつかれた。混乱するかどうかという話ではなかったか、と彩霞が首を傾げると李絳

は溜息をついた。何を思い出したのかとても嫌そうである。

　「なんつーか似てんだよ、お前。おしとやかーの猫被りまくってる時の姉上たちに」

　「・・・・・・・・・・・・ぶはっ」



11–7

　意味が分からずに彩霞は沈黙していたが、しばらくして蘇芳が吹き出した。小さく声を上げたあと、肩

を震わせ始めた蘇芳は口許に手を当て、必死に笑いを堪えている。

　何故笑っているのか見当もつかない彩霞は、蘇芳を呆然と見つめていた。と、再び頭上から溜息混じり

の声が降ってきた。

　「変だとは思ってたんだよなー。今の説明で何となく分かったけど」

　「・・・・・・・・・」

　「・・・・・・振る舞いが、ってことだろ」

　彩霞が困惑していると、後ろから別の声が呆れを含ませて届いた。振り返ると秀が溜息をついていた。

その隣では晶が彩霞に笑いかけていた。

　「彩姫の仕草とかが、お姫様みたいって言ってるんだよね」

　「みたい、じゃなくてそうなんだろ。そういう教育を受ける立場にいたんだから、すぐに分かることだ

ろ。俺は疑問に思う方が不思議だが」

　そう言って李絳を見るが、李絳は顔をしかめている。

　「だってこいつ、武芸やってんのに少しもそんなこと感じさせない動きしてんだよ。それどころか、普段

はいかにも刀なんて使えませんって感じでさぁ。わざと隠してんのかとも思ったけど、それにしちゃ綺麗

な動きするし。・・・・・・姉上たちのは微妙におかしいけどな」

　「綺麗、ね」

　「・・・・・・っ！」

　最後にげんなりしたように呟いた李絳の言葉を秀が拾う。意味ありげに繰り返して呆れたように李絳を

見ていた。李絳が何故か焦り始める。

　と、そこで必死に笑いを堪えていた蘇芳が、とうとう声を上げて笑いだした。

　「っは、李絳にそんなことい、言わせる子、初めてだよっ・・・・・・っく、あっはっは！」

　意味の分からない言葉を呟いたあと、さらに爆笑し始めた蘇芳に、彩霞は首を傾げた。後ろからもよく

分からない言葉が聞こえてくる。

　「あれれー？　ふぅん、そういうことかー」

　「・・・・・・はぁ。先が思いやられるな」

　そして、今度は前から明るい声がかけられる。

　「いやー、面白くなりそうだな」

　「・・・・・・っ、お前らいい加減黙れ！」

　李絳が声を上げるが、彼らの会話は終わらなかった

　一体、何なのだろうか。彩霞は会話に着いていけずに首を傾げるばかりだった。

　「・・・・・・李絳。先程から、紅家に向かっているとは思えないのだが・・・・・・」

　いつの間にか日が暮れようとしていた。彩霞は、紅家に向かうはずの道を逸れ始めたことに気付いた。

　「あ？　今日はこれ以上進めないから近くの里に入るんだよ。喜べ。今日は宿だぞ」
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　ちなみにこれまでの晩は最初の晩を抜いて、野宿だった。矢神の里を出た日は、徒歩で一番近い里に向

かい、李絳たちが馬を預けていた宿に泊まったのだ。

　次の日、馬を引き取りその里を発ったものの、道中で彩霞が李絳たちから離れようと抵抗を繰り返した

ため、ろくに進まずに日が過ぎたのだった。

　訊けばそう返答があり、喜ぶことなのだろうか、と首を傾げつつも何も返さなかった。

　ちなみにこれまでの晩は最初の晩を抜いて、野宿だった。矢神の里を出た日は、徒歩で一番近い里に向

かい、李絳たちが馬を預けていた宿に泊まったのだ。

　次の日、馬を引き取りその里を発ったものの、道中で彩霞が李絳たちから離れようと抵抗を繰り返した

ため、ろくに進まずに日が過ぎたのだった。

　「お前、もう逃げんなよな。山ん中、お前追っかけてうろうろさせられんの、もう嫌だからな」

　「なら、ついてこなければいい」

　「お前なぁ！」

　「李絳があれだけ苦戦させられたのは久しぶりだね。追いかけっこは得意なのにねぇ」

　蘇芳が彩霞を見て笑っている。李絳が蘇芳の言葉に噛みついた。

　「追いかけっことか言うな！　尾行と言え！」

　「小さい頃から長春様の後つけ回してたからかな。まぁ、必ず捕まってたけど。それにいろいろ問題起

こしてさ」

　「それって、幽霊騒動のことー？」

　彩霞は割って入った晶の言葉に耳を疑った。

　「幽霊・・・・・・」

　「それ蒸し返すな！」

　小さく呟くが李絳の言葉に消されてしまう。李絳は慌てたが、蘇芳は気にせず話を続けている。

　「そうなんだよねぇ。小さい頃李絳ってば長春様のこと本当に悪者だと思ってたみたいで、悪行を暴

く！　とか言って長春様の周りうろうろしてたら、幽霊に会ったって大騒ぎ。いやー、馬鹿みたいで笑え

るよね」

　「うるせー、蒸し返すなって言ってんだろ！」

　「あと、藍家に忍び込んだとかいうのもあったよねー？」

　「そうなんだよ。子供の頃は、李絳のせいで散々な目にあったんだよねぇ。今もだけど」

　蘇芳たちの話は李絳に構わず進んでいく。彩霞は、それが少しおかしくなってふっと笑う。

　――本当に仲が良いのだな、紅家の人間は。

　その上、彼らは温かい。彩霞は、李絳たちの会話に度々現れる彼の姿を思い浮かべる。彩霞が知る、紅家

で一番温かい彼――紅家の先代当主、紅長春は、彩霞にとって育ての親の一人である。物心ついた時には、

既に祖父とともに傍にいた大切な存在。彼らは彩霞の中で――彩霞の閉ざされた世界の中で、唯一の救い

だったのだ。祖父を失った今、彩霞が彩霞として彼らを想えるのは、彼らの存在があったからだ。

　――行くべきではない。私は、彼らに会うべきではない。それに・・・・・・。
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　「彩霞？」

　彩霞は、突然耳に入ってきた声にはっと我に返る。李絳が彩霞の顔を覗き込むように身体を寄せてくる。

　「どうした？」

　優しく降ってくる言葉に彩霞は身体を小さく震わせた。何故だろうか。李絳の声を聞いていると体中の

力が抜けていく気がする。強張っていた身体が、思考が柔らかくなる。

　――似ているからだろうか・・・・・・。

　高すぎず低すぎず、彩霞の耳によく馴染む声音。それは、長春のそれにとてもよく似ていた。もっとも、

長春には全体的にもっと落ち着きがあるが。

　彩霞がぼうっとそんなことを考えていると、李絳が溜息をついた。

　「おい、彩霞？　・・・・・・まさか、また逃げることでも考えてんのか？　どこ行くっていうんだよ。

そんなことしたって無駄だって」

　「・・・・・・彩姫は、なんで紅家に行くのを拒むの？」

　蘇芳が彩霞を見つめて首を傾げている。李絳は顔を上げて蘇芳を見るが、次いで彩霞が呟いた言葉に再

び彩霞に視線を戻した。

　「・・・・・・蘇芳は、晴燕様に似ているな」

　「はぁ!?　何言ってんの、お前。こいつは人がからかわれてるの見て楽しむ男だぞ!?　まだ人をからかっ

て遊んでる師匠の方がいいだろ！」

　彩霞の言葉に一瞬複雑そうな表情を浮かべた蘇芳だが、李絳の言葉を聞いているうちに綺麗な笑みに変

わっていく。

　「こっちの方がよっぽど性質が悪い・・・・・・ぅえっ」

　蘇芳の纏う空気に気付いた李絳が情けない声を上げる。蘇芳はじっと李絳を見つめた後に溜息をついた。

　「やっぱり、李遊様に付きたかったなぁ。厄介事ばっかり拾ってくる李絳の傍にいて、得したためしがな

いよ。やっぱり、李遊様に付きたかったなぁ」

　「二度も言うな！　つーか厄介事持ってくるのはその兄上だろ！」

　「厄介事にしてるのは君だよ？　君にかかるとなんでも大事になるから面倒なんだよね。――ねぇ、彩

姫。どうしてそんなに、紅家に行くのを拒むの？」

　付き合いきれないというばかりに蘇芳は彩霞を見た。

　「今日は一回も逃げようとしなかったでしょ？　紅家に行くことを納得してくれたと思っていいのかな？

　それとも、やっぱり紅家には行きたくない？」

　彩霞は蘇芳を見つめたまま答えない。蘇芳は、その表情から何の感情も窺えないことに困惑する。李絳

が蘇芳の様子から察したように、彩霞に溜息を落とした。

　「言葉にしなきゃ何も伝わんねぇだろ、彩霞。どっちなんだよ？　・・・・・・あいつに、会いたくない

のか？」

　その問いにも彩霞は何も答えなかった。蘇芳と李絳から顔を背けるように前を向きうつむいた。
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　「・・・・・・お前な、その沈黙するのやめろって言ってんだろ。もう勝手に話進めるからな。会いたく

ないとしても――あ、もしかしてお前・・・・・・合わせる顔がない、とか思ってんのか」

　ふと思い、李絳はさらに厳しい表情を浮かべながら訊いた。すると、今度は反応があった。すぐ傍にい

る李絳だからこそ気付けるような、かすかな反応だった。一瞬身体を固くさせたことに彩霞は気付いてい

るだろうか。

　李絳は、再び溜息をついて彩霞を後ろから見つめる。

　「お前、やっぱり馬鹿だろ」

　「李絳に言われたくないよね」

　すかさず言葉を挟んだのは蘇芳である。李絳に睨まれて、蘇芳は何事もなかったように前を向いた。聞

こえるように舌打ちされるも、知らんふりだ。

　「おい、彩霞。お前がどう思ってもあっちは何も思ってないぞ、絶対。それどころか喜ぶだろ。それに、

じじいのことだから知ってんだろ全部。最初から、お前が取る道も分かってたんじゃねぇの」

　それは彩霞にも予想がついていた。だからこそ、合わせる顔がないのだ。彩霞が囚われないよう育てて

くれた彼らだからこそ――。

　「じじいは誰よりも、藍家の本質を知ってるんだろ。だったら、お前を責めたりしないはずだ。・・・・・・

お前の祖父さんが亡くなったことで、お前を責めたりするわけねぇだろ」

　その言葉に、彩霞の肩が揺れる。わずかでも、李絳にははっきりと感じ取れた。

　――言葉にすりゃ、少しでも楽になるか・・・・・・？

　もしかしたら、さらに追い詰めることにもなりかねない。李絳は慎重に言葉を選びながら告げる。

　「むしろ、分かってたからこそ、お前が生きていることを喜ぶと思う。お前の判断がどうかとか、祖父

さんのことがどうだとか、そーいうのよりも・・・・・・何よりもお前の無事を、じじいは祈ってるんだと

思う」

　李絳は、何かしらの反応を期待したが、それには何の反応も返ってこなかった。李絳が溜息をつくと、今

度は蘇芳が口を開いた。

　「ねぇ彩姫。僕は別に君の判断が間違ってたとは思わない。君は、命の尊さを知っている。でなきゃ、人

を助けたりしない。それに、君は誰よりも一族の傍にいた」

　彩霞はややあって、顔を上げた。蘇芳見ると、彼は苦笑した。

　「誰よりも近くで見てきた君が、命の重さを知っている君が、そう判断した。それは、必ずしも間違っ

ているとは言えないし、正しいとも言えない。正しいとか正しくないとか、そんなの誰にも分からないよ。

ただ、僕は君のしたことが間違っているとは思わない」

　蘇芳はちらと李絳を見て、彩霞に視線を戻す。

　「李絳だって、いろいろ文句言ってるけど、君のしたことを否定したいわけじゃないと思うよ？　――結

局、そういうことなんだよ。何を選択するのか、どう思うのか、それは人それぞれで、誰にも本当の答えな

んて知らないんだよ。それに、過ぎてしまったことをとやかく言ってもしょうがないんじゃないかな？」

　今を生きているんだから。蘇芳はそう言って笑った。

　「これは李絳が言ってたことだけど、君があの時、考えて考えて悩んだ末にそう判断したのなら、それは

あの時君ができた精一杯のことだったんだろうって」
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　後ろから、小さく舌打ちが聞こえてくる。知られたくなかったことらしい。

　「なんだかこの前彩姫にうだうだ言ってたみたいだけど、反省したのかな？　李絳からそんな言葉が出

てくるなんて、僕びっくりだよ。いやー、人が成長するのは知ってたけど、李絳はいろいろ外れてるから

なぁ」

　「お前は何か？　俺を人以外の何かだと思ってんのか！」

　しみじみと何かを思い浮かべて頷いている蘇芳に、李絳が噛みつく。何かにつけて同じようなことを繰

り返す彼らに、彩霞は疲れないのだろうかと思いつつも小さく息を吐いた。

　――何故、こんなにも違うのだろうか。

　これが普通だと言うのか。ならば、藍家が普通ではないとでも言うのだろうか。だが、藍の一族の者に

とってはそれが普通だったのだ。それが普通であってしまったからこそ、藍家はその身を滅ぼすことに

なった。

　彼らにはあって、藍家にはないそれ――意志は、何故こんなにも人の行く末を左右してしまうのだろ

うか。

　藍家を離れて会う人々は、皆意志を持っていた。自らの意志で自らの行く道を決められる。彩霞は、そ

んな人々がとても眩しく見えた。

　知識を必要としない、自らの頭で考え、行動できる。それは、人として一番の強み。藍家には、それがな

かった。

　精神を、心を削り続けたが故に、彼らはいつしか自らの意志を捨てた。――いや、最初から意志を持つこ

とは許されなかった。

　古くから続けられてきた因習は、彼らに同じことを強要し、次へと受け継がせていく。抗うこともでき

ず、彼らは一族で普通となったそれを受け入れる。当主はただ、彼らの心が壊れないよう、彼らに枷をはめ

ることしかできずに、見守るのみ。

　彩霞には、藍家が大きな枷に見えた。牢獄に見えた。その中でも特に、当主という存在は最も異質に見

えた。

　当主は言わば人柱だった。当主という存在で、藍家は体面を保ち、これまで続いてきた。一族の者は自

覚することなく枷をはめられ、当主の手の中で生きていた。

　囚われた人々に見えるかもしれない。だが、彩霞には当主こそが藍家という大きな牢獄に一人、囚われ

ているように思えた。

　――ものは言い様、だな。

　彩霞は思考を振り切るように溜息をついた。

　考えたって、藍家に対する憎しみが増すだけだ。これ以上、それに囚われすぎてしまえば、彩霞は藍家の

すべてを否定しまう。それだけは避けたいことだ。

　彩霞はもう一度溜息をついた。

　「彩霞？」

　どうした、と気付いた李絳が言葉を落としてくる。だが、彩霞は小さく首を振るだけで何も言わなかった。
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　紅家まであと一日、矢神の里を発ってから九日目に入ったその日、李絳は一人思考に耽っていた。

　――基本的に感情の起伏が少ないんだな。

　初めて会ったあの日から今日までで、李絳が彩霞に新たに抱いた印象はそれだった。ただし、藍家の姫

として彩霞に会った時からではあるが。

　――良家の姫ってのはこーいうもんだよな、やっぱり。

　李絳は、二人の姉を思い出して嫌そうに溜息をついた。そして、彩霞を見る。今日も前に乗せている彩

霞は自分からは何も話さない。李絳はそれにも溜息をついて、何故こんなにも違うのかと首を傾げた。

　実は彩霞は、ある女性から礼儀作法を徹底的に教え込まれているのだが、李絳は知らない。さらには、李

絳の姉二人に対する認識は、完全に李絳の思い込みである。李絳は、周りの人間に呆れられていることも

知らずに、現在もなおそう信じているのだった。

　李絳は、刀を持った時の彩霞についても首を傾げた。その時の彩霞は、まるで別人のようだった。振る

舞いさえもまったく違う、もう一人の彩霞に驚いたのだ。

　――こいつに欠点はねぇのか？

　李絳は少なからず面白くないようで、じっと彩霞の頭を見つめた。

　つらつらと頭の中で彩霞の特徴らしき事柄を挙げていくが、またしても思い出した話にがっくりと肩を

落とした。

　先日、彩霞は李絳の祖父、長春が育ての親だと言っていた。それを思い出してしまい、李絳は嫌な気持ち

になったのだ。

　祖父と知り合いであることは知っていたが、まさかそこまで重要な立場にいるとは思わなかった。だが、

それなら彩霞が武芸を修めていることも納得がいく。長春と彩霞の祖父、夏崔は紅藍両家でも一、二を争

うほどの武芸者だった。

　二人が得意としたのは主に刀――剣術である。彩霞も刀を使っていることから、やはり彼らに教わった

のだとわかる。

　――つーか、彩霞の根っこはじじいかよ。・・・・・・なんか全部、あいつに仕組まれてる気がすんな。

　武芸云々よりも、それが李絳にとっては気に入らないらしい。改めて考えるとさらに苛々するが、すぐ

にはっとする。

　――考えるな。考えちゃ駄目だ。よし、気にしないことにしよう。

　無理矢理それまでの思考をどこかに追いやり、李絳は息をついた。そして、彩霞に視線を向ける。

　逃げることを諦めたようで、彩霞は大人しくここまで連れられてきた。彩霞のそんな様子もあってか、い

くつかの里に寄り道しながら李絳たちは帰路を辿っていた。

　――このまま何もなきゃいいけど。

　李絳のその思いとは裏腹に、旅は順調に進む。そして、待ち構える人々と思いがけない事実に、李絳はさ

らに落胆することになるのだった。
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　そこは紅の里。東の地でもっとも大きな里である。ここに、かつて藍家とともにこの地を治めていた紅

の一族の本家――紅家がある。現在、東の地は紅の一族に一任されている。

　彩霞を連れた李絳たちは、里を通らずに紅家の裏、というより東側の門から紅家に帰り着いた。南に向

かえば里が広がっている。

　彩霞は、この時初めて紅家の門をくぐった。やはり紅家とだけあってその敷地は広いようである。

　李絳に続いて彩霞が馬を降りると、蘇芳たちが馬を連れていく。門を入った左手に向かっているので、恐

らくそちらに見えるのが厩舎なのだろう。正面には左右に分かれた建物があるが、ここからでは全体が見

えない。

　「――李絳」

　蘇芳たちが戻って来た時、左右に分かれた建物の間から、李絳たちよりも幾らか年上らしき男が二人現

れた。

　「兄上？　まさか兄上が出迎え？」

　声をかけてきたのは李絳の兄、李遊だった。

　李遊は、李絳の側まで歩いてくると、唐突に拳を振り下ろした。

　「なん――ぃだっ！　何すんだよ！」

　頭に拳骨を見舞いされた李絳がそこを抑えながら喚くと、李遊が弟を睨んだ。

　「遅い！　お前は一体どこに寄り道してたんだ！」

　「なっ、俺のせいじゃ・・・・・・」

　「いや、寄り道の件は李絳のせいでしょ」

　「おい、蘇芳！」

　口を挟まれ、李絳が慌てたように蘇芳を見る。だが、蘇芳は既に顔を背けていた。蘇芳の言葉に兄の眼

差しがより一層強くなり、李絳は一歩後ろへ下がる。

　彩霞はどこか遠くを見つめるようにその二人を見つめていた。だがふと、視線を感じて李遊よりも後ろ

――じっと彩霞を見つめている男に視線を向けると、目が合った。すると、男は挨拶するかのように手を

上げて笑った。

　彩霞が何か反応するよりも早く、すぐ傍から溜息が聞こえ名を呼ばれる。振り向くと蘇芳が呆れたよう

に肩をすくめた。

　「あれ僕の兄。浅緋っていうんだ」

　その名は昔聞いたことがある。李遊の名もそうだ。確か晴燕が詳しく教えてくれたのを思い出して、彩

霞は小さく笑う。

　そのままうつむいていると視界に影が差し、顔を上げると李遊が目の前に立っていた。

　「ちょ、兄上！」

　李絳が何故か困惑しているが、李遊に一瞥されて口を閉じた。李絳は彩霞に向き直り、じっと見てから

呟いた。

　「・・・・・・思ってたのと随分違うな」
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　「・・・・・・・・・は？」

　李遊の言葉に虚を突かれたような声を上げたのは李絳である。

　「え、それだけ？」

　「ああ。色々言ったが、この姫を敵に回すべきではないと判断した」

　あれだけ言っていたというのにどういう風の吹き回しなのだろうか。李絳が首を傾げるがその答えは

返ってこない。

　「いいか。巻き込まれたくなければ絶対に敵に回すな。――まぁ、お前は関係ないだろうが」

　前半は蘇芳たちに、後半は李絳に向かって言い、李遊は溜息をついた。

　蘇芳たちが首を傾げているのとは別に、彩霞は複雑そうに李遊を見つめていた。

　――やはり、色家の中で藍家はそういう立場にあるのだな。

　今更でもそう考えると少なからず悲しくなる。だが、すぐにその思考は消された。

　「おーい、お姫さん。言っとくけどお姫さんを危険視しているわけじゃないぞ？　今は機嫌悪い上に李

遊は口が悪くてなー」

　「お前に言われる筋合いはない」

　それまで黙っていた浅緋が割りこんでくると、間髪入れずに李遊が否定した。それに構わずに浅緋が再

び口を開くが、李遊が唐突に話を切り上げた。

　「おい、こんなことしてる場合じゃない。さっさと行くぞ」

　そう言って李絳たちを促し背を向ける直前、彩霞はふと視界に入った人影に息を呑む。

　「彩霞？」

　訝しげに李絳が彩霞に視線を向けるが、彩霞には何も聞こえていなかった。視線が、李遊たちが出てき

た先に固定されたまま動かない。

　李絳がその視線を辿ると、兄たちも立ち止まったままそちらを見つめていた。そこでやっと李絳も近づ

いてくる人物に気付いた。

　「――彩霞」

　低い声に名を呼ばれ、彩霞はびくりと身体を震わせた。

　彼の名は、紅長春。彩霞がもっとも会いたくないその人だった――。
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　　遠くからでも誰だか分かった。目が逸らせない。足が動かない。鼓動がやけに大きく響いた。

　――会いたかった。会いたくなかった。逃げたい。側に行きたい。

　矛盾する感情に支配され、心が悲鳴を上げる。

　「――彩霞」

　昔とあまり変わらない低い声に名を呼ばれ、身体が大袈裟に反応する。

　目の前で立ち止まったその人は、相変わらずな笑みを浮かべて彩霞を見て、次いで李絳を見た。その笑

みをさらに意地の悪い笑みに深める。

　「待ちくたびれたぞ、馬鹿孫。まぁ今日の俺は機嫌がいい。これを無事連れてきたことで許してやろう」

　嫌そうに顔をしかめていた李絳が何かを言う前に、彩霞の身体が浮き上がる。

　「――っ」

　小さく悲鳴を上げた彩霞がとっさにしがみつく。彩霞は、自分を腕一本で抱き上げたその人――長春を

半ば茫然と見つめていた。彼女は今、膝裏から腿、腰にかけてを彼の腕に支えられている状態であった。

　「なんだ、呆けた顔して。俺を忘れたか？」

　斜め下から見上げられる。彩霞は、次の瞬間には顔を歪めて首を振っていた。長春がそれに笑う。いつ

でも平気で無茶をする意地の悪い笑みに、彩霞は心の底から何かが這い上がってくるような感覚を覚えた。

だがなんとかそれに耐える。

　「まったく。お前が消えた時は本当に肝を冷やしたぞ。方々捜したというのに、お前は見つからない。梨

淑が頼るなら矢神だとは思ったが、悸暎のやつが来るなの一点張りでな。梨叔だけ様子を報告するとは、相

変わらずくえないじじいだな」

　疑問が多く出てくる中、李絳たちは誰も口を挟めない。ただ驚くばかりである。だが、長春は孫たちを

完全に無視したまま話を進めていく。

　「やっと、お前を迎えに行くと思ったら、ガキどもに行かせやがって・・・・・・一体、俺をどれだけ待

たせれば気が済むんだ」

　――長春様。

　彩霞は言葉を紡げずに心の中で何度も彼の名を呼んだ。

　――やっと、会えた。

　長かった。この五十年どころか、八十年もの長い間離れていた。

　この世界の者たちにとって、十年などはあっという間でさして重要でもないだろう。それは、長い寿命

を持つ人々の定めなのかもしれない。だが、彩霞にとってはそうではない。

　藍家に生まれて、暗い闇の中にいた。それから、祖父のもとで育つことになり、光の中に出ることができ

た。だが、それも藍家によって半ば壊されて、闇と光の中を生きてきた。それもすべてが壊され、彩霞は闇

に身を置いた。藍家を滅ぼすまで――。

　彩霞にとってはあまりにも長い、闇と光を行き来した時間。藍家の人間とは違った形で彩霞は藍家に囚

われてきた。それが今、昔と同じ光に包まれている。祖父と同じ温かく大好きな光に、長春に触れている

のだと、実感した。嬉しさと喜びで心が溢れてくる。だが、同時に不安になった。
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　――夢じゃないだろうか。

　本当は、これは夢で、まだ自分は藍家にいるのではないだろうか。幸せだと、そう思ってしまうほど、不

安が消えなくて、この幸せを受け入れられない自分に気付く。

　――でも、今だけは・・・・・・。

　身を任せてもいいだろうか、と彩霞が考えるが、続く長春の言葉に彩霞の我慢は一気に瓦解するのだった。

　「お前が戻ってくるのを待つと決めて、お前が我らを頼りやすいように早々に隠居してやったというの

に、お前は一向に姿を見せないから痺れを切らしていたところだぞ。まぁ、とうに切れていたがことごと

く馬鹿息子と悸暎に邪魔されてな。――こら、何を泣く」

　とうとう長春にしがみついて肩を震わせ始めた彩霞に、長春は訝しむ。彩霞が答えないので勝手に答え

を探し出した。

　「そうか。馬鹿孫どもに何かされたのか。まったく、また泣かせるとは懲りない奴だ」

　長春がそこでやっと李絳に視線をやって溜息をついた。

　「はぁ!?　俺じゃ・・・・・・また？」

　李絳は否定しかけて、長春の言葉に腑に落ちないものを感じ、首を傾げた。だが、その思考はすぐに別の

者によって遮られるのだった。

　「――何を泣かせている、長春！」

　唐突にその場に響いた声に、彩霞の肩が揺れる。声に、言葉に、近づいてくる気配に顔を上げる。視界に

捉えた姿に茫然とする。

　「遅いから来てみれば・・・・・・。まったく、私の姫を泣かすとは不愉快だ！」

　大仰に言い放つ彼は、碧家の先代当主、碧煌淋である。彼の登場には、李絳たちも絶句した。李遊と浅緋

は、いつの間にか離れたところで彩霞たちを見つめている。

　「煌淋、お前の姫じゃないだろ」

　「同じ血を引いているのだから、私が一番近いのだぞ。それより・・・・・・益々、妹に似てきた。まっ

たく、この日をどんなに待ったことか。ようやく顔が見れたな、私たちの姫よ」

　煌淋は彩霞に優しい眼差しを向けている。長春と同じく祖父の友人の一人である彼もまた、彩霞の育て

の親だ。

　祖父、夏崔は彩霞が藍家に囚われないように、現在は当主という位を退いた彼らに会わせた。その日か

ら、彩霞の育ての親は、彼らと彼らの周りにいた人間になった。彼らが、彩霞の世界になったのだ。

　どうして、ここにいるのだろう。ここは紅家だ。彼の碧家は北にある。本来なら、彼はここにいるはず

のない人間だ。

　彩霞の中に再び夢ではないか、という不安が湧きあがる。そして、かすかな期待が。

　昔と変わらない笑み、呼び名。それらを昔のように変わらずに向けてくれる煌淋と長春に、また涙が溢

れた。

　「そんなに泣く程長春に何を言われたのだ。長春、何を言った！」

　彩霞の涙に煌淋が慌てる。矛先はやはり長春に向いている。長春はふん、とそっぽを向いた。
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　「俺ではない」

　外野を気にしない彼らの会話は、やはり自分本位で進んでいく。

　「――それより、彩霞。どうしてすぐに俺の元へ来ない。何故、梨淑に言われるまま隠れたりした？　お

かげで、こっちは気が気じゃなかったぞ」

　「それはそうだな。私のところへ来れば良かったものを」

　長春が訝しげに問うと、煌淋もそれに加わる。彩霞は首を振るだけで、何も言えなかった。

　「まさか、資格がないだのと思ってるのか？　・・・・・・お前は相変わらずだな。おい、彩霞。俺たち

に隠居させておいて何を思う。だいたい、夏崔はお前を想って俺たちに会わせたというのに、お前がそん

なことでどうする。お前が自分を犠牲にしないよう、忌々しい血を受け継がないよう奔走していた夏崔の

行いを無駄にする気か？」

　「長春、それでは彩霞の自責の念を余計募らせるだけだろう。伝えたいことはもっとはっきり言うべ

きだ」

　「俺ははっきり言っているつもりだが」

　「まぁいい。――彩霞」

　煌淋が彩霞を見て、まるで子供に言い聞かせるかのように優しく言う。彩霞は歪む視界の中、煌淋を

見た。

　「藍家がああなったのも、私たちが当主を退いたのもお前のせいではない。元々考えていたことだ。当

主のままだと何かと自由に動き回れないからな。私たちは自らの意志で退いたのであって、お前に奪われ

たとも思わない。第一、退いた方が彩霞にも自由に会いに行けるだろう」

　「ちんたらしているうちにお前は消えたがな」

　溜息をついて嫌みのように呟いた長春を煌淋が一瞥して苦笑した。

　「だから、資格がどうのこうのと考える必要はない。ああ、先に言っておくが夏崔のこともそうだぞ。夏

崔にとって一番大切なものは彩霞だった。だから、夏崔は藍家を失ったことよりもむしろ、お前に藍家を

背負わせてしまったことを悔いているだろう」

　自分が下すべき決断を、彩霞にさせてしまったことを何よりも悔いているだろう。煌淋がそう言うと、長

春も頷いた。

　「その件に関しては同感だな。あいつは俺たちに殴られても文句は言えん」

　「・・・・・・っ、でもっ・・・・・・」

　そこで、彩霞が二人の会話を否定するように首を振った。嗚咽を呑み込んで、言葉を紡ぐ。

　「わ、私は、彼らを二度、殺しました。私が祖父に引き取られなければ、彼らは祖父を・・・・・・唯一

の支えである当主を、失わずに済みました」

　それが一度目。彩霞を引き取るのと引き換えに、祖父は当主の座を退いた。それは、藍家を今まで以上

に急速に蝕み始めるきっかけとなった。――そして、二度目は。

　「そして、私は、彼らの命を奪うことで藍家の闇を葬りました。・・・・・・私は、私の命は、結局・・・・・・

犠牲を、生んだだけだったんです」

　呟くように静かに紡がれた言葉に、李絳は息を呑んだ。長春と煌淋は驚くこともなく、彩霞の言葉を聞

いていた。
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　「それに、どう考えても、私の存在が長春様たちに、迷惑をかけるのだとしか思えなくて・・・・・・き

ら、われたくなくて」

　「まったく、馬鹿な奴だな。丞たちに言ったらそれこそ怒られるぞ」

　長春が彩霞の言葉を遮って溜息をつく。隣で煌淋も頷いた。

　「様子を見に来たのが私で良かったな。しかし、どうしてそうなるのだ？　私たちが彩霞を嫌うなんて

ことがあるはずないだろう」

　彩霞にも、彼らがきっとそう言うであろうことは分かっていた。だが、不安は消えることはなかった。離

れていたが故に、それは大きくなっていたのだった。

　「お前に助けられたというのに、俺たちがお前を拒むわけがないだろ。だいたい、お前は奴らにこれ以上

の罪を着せることなく、時を止めてやったことを誇るべきだろう」

　「とはいえ、人の命を奪うことはとても重いことだ。お前もそれを承知で決断したのだろう。ならば彼

らを忘れるな。それに、藍家の罪を、犠牲を背負うのは私たちとて同じこと。遥か昔から、彼らを頼りすぎ

た色家にも責があるのだからな」

　そう言ってから、煌淋は忘れていたというように長春を見た。

　「そういえば、私はお前たちを呼びに来たのだ。早くしろと丞と影蔡が騒いでいるのだった。さっさと

戻らないとまたうるさいからな」

　行くぞ、と長春を促して煌淋が踵を返す。彩霞は、その言葉に先程の期待が的外れではなかったことを

知る。

　――本当に、いた。

　まさか、とは思っていたがやはり他の先代たちも紅家にいるらしい。馴染みのある名に緊張して、だが

嬉しく思う。

　「こら彩霞。いい加減泣きやめ。俺が泣かしたと思われるだろう」

　彩霞を抱えたまま歩き出した長春に戸惑いながら、彩霞は放してくれるように声をかける。だが、長春

は言葉を聞き入れないまま煌淋の後に続いたのだった。

　そうして、彩霞が長春にご機嫌よろしく連れて行かれた先には、やはり懐かしい面々が顔を揃えている

のである。だが、彩霞は懐かしむ間もなく説教されるのであった。

　「・・・・・・・・・・・・おい、一体何なんだ」

　「なんだろうねぇ」

　「なんだろうなぁ」

　「なんだろねー？」

　李絳が一気に神経を磨り減らされたように低く呟けば、蘇芳が適当に返した。それを真似るように歴が

繰り返す。さらに晶も同じ調子で続く。秀はそんな三人に呆れたように溜息をついている。

　「お前ら、あの姫に何も聞いてないのか」

　そこで、李遊が李絳たちの側まで戻ってくる。李絳は、半ば睨むように李遊を見るが、それに答えたのは

蘇芳だった。
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　「長春様が育ての親だとは聞きましたけど、それ以外は何も」

　「あのお姫さん、口数少なそうだもんな」

　李遊の横で浅緋が腕を組んで立っている。李絳を見て、何故か楽しそうに笑った。

　「あの子、先代たち全員と面識があるんだと。つーかその育ての親っぽいな。おまけに、藍家の直系にし

て、碧家の直系の血も引いているらしい」

　「碧家の直系の血？　え、でも母親は藍の一族じゃ・・・・・・」

　浅緋の言葉に誰もが耳を疑った。溜息をつく李遊と笑う兄に、蘇芳が問い返す。これには李遊が答えた。

　「母親じゃなくて祖母の方だ。夏崔様の奥方様が煌淋様の妹君らしい。名前は・・・・・・碧綾霞様だそ

うだ」

　「あー益々存在がおかしい！」

　あっはっは、と浅緋が陽気に笑う。李遊が再び呆れたように溜息をついたところで、李絳が口を開いた。

　「・・・・・・兄上。まさか、先代全員いるんじゃ・・・・・・」

　心の底から嫌そうに低く問う李絳に、やはり李遊ではなく浅緋が頷いた。

　「ありゃー当分居座る気だろうな」

　くく、となおも面白そうに笑みを浮かべる浅緋に、李絳は肩を落とした。

　色家は現在、碧、黄、紫、茶、紅の五色である。この五色の当主は、定期的に顔を揃えるので、李絳た

ちにも顔を合わせる機会はある。李絳や李遊は当主の息子ということもあり、その機会は他と比べて多い。

その上、李絳と李遊は彼らとの関わりが深い。長春の孫だからということではなく、彼らが集まっていた

のが紅家だったからである。

　当主の集まりは毎回場所を変えて行われる。だが、彼らは毎回のように紅家で顔を揃えていた。それこ

そ、李絳が子供の頃は頻繁に顔を合わせていたのだった。

　彼らのこともまた悪者扱いして周りをうろついていたために、思い出したくもない散々な目に遭わされ

た李絳はうんざりして溜息をついた。そして、ふと疑問に思いはっとした。

　「――彩霞に会うために集まってたのか！　待て、あいつがここに住むってことは・・・・・・」

　李絳は思い至った状況に愕然とした。

　――やっと、やっと縁が切れたのに――――！

　彼らが当主を退いてから現在、彼らとほとんど顔を合わせることもなく、祖父だけを相手にすればいい

という事実に安堵していた。その祖父に限っても避けて通れば関わらなくて済んだ。そのため、比較的穏

やかに過ごしてきた李絳にとって、一番望まない事態となった。

　「君も懲りないね。どうやったって逃げられない運命なんだよ。ていうか、遊ばれる原因作ってるの君

自身でしょ。いちいちつっかかんなきゃいいのに」

　李絳がそこまで先代たちを避ける理由を知っている蘇芳が溜息をついた。蘇芳だけでなく、李遊と浅緋

もその理由を知っている――というより体験してきたので李絳の気持ちはよく分かっていた。だが、助け

ようとは思わないようで、蘇芳と浅緋はむしろ面白がっている。李遊は溜息をついて李絳を見た。
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　「おい、絶望してるとこ悪いがお前はまだ仕事がある」

　「・・・・・・仕事？」

　「ああ、お前たちはもういいぞ。ご苦労だった。よく休め」

　李絳が呟いて兄を窺う。だが、李遊は既に蘇芳たちに向いていた。浅緋や蘇芳、歴たちと言葉を交わし、

再び李絳を見る。

　「ちょっと、兄上・・・・・・」

　「いいからお前はついてこい」

　有無を言わさず踵を返した李遊に断れるはずもなく、李絳は大人しく従ったのだった。

　「まったく、そこまで馬鹿なことを思っているとは・・・・・・！」

　李絳は李絳にある部屋まで連れて来られてすぐに逃げ出したくなった。その部屋には彩霞の他に錚々た

る顔ぶれ揃っている。父と師、そして、李絳が最も関わりたくない先代たちである。

　李絳はこちらに目もくれずに溜息をついている黄家の先代――黄丞をはじめとした先代たちを見回して、

最後に父に目をやった。座るよう促されて、李遊とともに腰を下ろす。

　彩霞がすぐ傍に腰を下ろした李絳にちらりと視線を寄越すが、すぐに逸らされる。李絳は訝しげに彩霞

を見つめるが、こちらを見ようともしないので早々に諦めた。改めて目の前に広がる光景を確認して顔を

しかめる。

　左から、茶景徳、黄丞、紫影蔡、碧煌淋、紅長春と並んでいる。彩霞の左隣には梨淑と晴燕、右隣に李絳

と李遊が並ぶ。

　「なんでこんなことに・・・・・・」

　小さく呟くと、李遊に睨まれる。だが、李遊もやはり同じように思っているらしく、小さく溜息をつい

た。そして、そのまま黙り込んだ。

　李絳はもう一度彩霞を見るが、別のところから視線を感じて振り向いた。冷やかな視線とぶつかり、わ

ずかに怯む。だが、すぐに気を取り直して、その視線の主――紫影蔡を、睨むように見据えた。

　「また、お前ですか・・・・・・」

　言い方は丁寧なのにその声音と言葉は李絳を非難している。一体、自分が何をしたのかと噛みつきそう

になるが、ぐっと堪える。

　顔立ちの整った怜悧な面は扇でほとんど隠されているが、その瞳は細められ鋭い光を浮かばせている。

結わえることもなく肩に流している長い髪は、まったく衰えずに艶やかである。

　そのどちらもが、年を取っていないのではないかと思わせるほど昔と変わらないような気がして、李絳

には気味が悪い。

　思えば、他の四人もそうだ。だが、影蔡のそれは元が整い過ぎているだけに一番性質が悪いのだ。この

男に騙された者は数が知れない。その外見にも、内面にも――。

　「まったく昔といい今といい、貴様はどれだけ小姫を傷付ければ気が済むのか。今回にかぎっては泣か

せただと・・・・・・？」

　ただ一人彩霞のことを小姫と呼ぶ彼は、厄介な性格をしている。
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　できることなら一番関わりたくない相手だが、李絳は我慢空しく叫んだ。

　「・・・・・・っ、泣かせたのはあんたらだろ！　矛先こっちに向けんな！　つーか彩霞！　お前もなん

とか言えよ！」

　「相変わらずやかましい。少しは静かにできないのですか」

　彩霞が口を開く前に影蔡が溜息をついて李絳を睨む。李絳はむっとして睨み返す。

　「・・・・・・あんたも相変わらず思い込み激しいな。俺はこいつを泣かせてなんていないし、傷付けて

もない」

　矢神の里で涙を流している彩霞を見たことはあるが、自分が泣かせたのではないと判断する。知られた

ら知られたで面倒なことになるので言わずにおく。

　「つーか、彩霞に会ったのは今回が初めてなんですけど」

　気になったことを訂正しつつ、どういうことか問うように影蔡を見た。すると、何故か冷やかな視線が

返ってきた。扇の下で溜息をついている。

　――なんなんだよ！

　そう叫びそうになってなんとか堪える。影蔡の答えを待っていると、それは隣から返ってきた。

　「・・・・・・幽霊騒ぎだよ。信じてんのはお前だけだが」

　さすがに李絳だって幽霊ではないと気付いている。そう反論しようとしてから、李遊の言葉に引っ掛かっ

て首を捻る。

　李遊は呆れたように溜息をついた。

　「お前が祖父様の周りうろちょろしてた時遭遇した子供だよ。ちなみに、藍家に忍び込んだ時も遭遇し

てた。・・・・・・考えてみれば、祖父様のとこで時々見ただろ。夏崔様と一緒に」

　全部同一人物だ。はっきりと告げた李遊に、李絳は眉を寄せる。

　「でも、幽霊云々と藍家のは男だった気がするんですけど。それに、じじいと一緒にいたのは女だった気

が・・・・・・あ？　夏崔様と一緒に・・・・・・？」

　長春と夏崔と子供。李絳はそんな組み合わせを一度も見たことがない。李絳がそう告げると、長春がに

やりと笑みを浮かべた。

　「お前は彩霞が一人の時ばかり見つけていたからな。客が来ている時は始終、俺を避けていたという

のに」

　それは目の前の彼らに会いたくなかったからである。それだけはよく覚えている。だが、結局は逆に追

いかけられて捕まっていたが。

　「しかし、子供は大人連中が気付かないことによく気付くものだ」

　煌淋が腕組みをして頷いている。

　「と言っても見かけただけでしょう。実際に話したなどというのは、そこの頭の回らない子供だけでし

たからね」

　影蔡が呆れたように李絳を見る。李絳は何故呆れられるのか理不尽に思いながら、聞こえてきた別の声

に視線を向けた。

　「大人さえまかれるほど、彩霞は逃げ回るのが得意だったからな。むしろよく見つけたものだ」
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　その声は、李絳の中で三番目に苦手な黄丞のものである。ちなみに、一番と二番は影蔡と長春が拮抗し

ている。

　丞は厳しいという印象が強い。非常識なことを常とする影蔡らと比べれば、さほど害はないのだが厳格

すぎる一面がある。“石頭のじじい”というのが李絳の中の呼び名である。

　珍しく褒められた李絳が驚いて丞を見ていると、またもや影蔡が溜息をついた。

　「迷子にでもなっていたのでしょう。――そういえば、今も迷子体質は変わらないのですか」

　などととぼけてみせる影蔡に、李絳は額に青筋を立てた。

　――誰のせいでこうなったんだ。

　実のところ、李絳の迷子体質は彼らの責任であった。子供の頃、無理矢理馬での遠乗りに連れて行かれ

山や森に放置されたあげく、迷って泣き疲れて眠り込んだ李絳を、また別の場所に運んで――。とにかく、

同じ場所だと思っている李絳にさらに迷わせるなど、迷子の大半の理由が彼らの行いのせいなのである。

　皆が彩霞だと言う子供にあっていた時期は、迷子になどなりようもなかった。藍家の周りも、紅家本邸

の周りも李絳にとって大きな庭だったのだ。

　その後、李絳の体質は大きく変わってしまったが、結局彼らの目的が何だったのかいまだに分かってい

ない。とりあえず李絳は、それまで以上に彼らに近寄らなくなったのだった。

　李絳はふと、話の中心であった彩霞のことを思い出し、彩霞を見る。彩霞は視線を床に向け、姿勢を正し

たまま座っている。その向こうで、梨淑と晴燕も一言も喋らずに座っているが、二人の表情はまったく異

なっている。この場を心から楽しんでいるかのような笑みを浮かべる晴燕とは対照に、梨淑は冷やかな空

気を纏い、もはや先代たちすら視界にいれていない。目を閉じ、一切身動きすることはなかった。

　「・・・・・・お前たち、話をする気がないのなら姫を休ませてはどうだ」

　ふいにそれまで一言も発していない茶景徳が、影蔡らの話に割って入った。李絳も景徳を振り返る。同

時に安堵した。

　「面倒なことは先に済ませると言って、帰ってきたその日に話を聞くと決めたのはお前たちだろう。話

も聞かず、ただ絳たちをからかうのは止めろ。姫を放っておくのか？」

　李絳を絳と呼ぶ、李絳にとってまさに “救いの神”である彼は、この中で唯一の常識人である。それ故一

番の苦労人だが、李絳を助けてくれるのは彼だけである。

　この部屋に入る前、移動の最中に聞いた話では、始めは景徳だけが長春に連れて来られたらしい。つま

り、彩霞と再会を果たすのは彼と長春だけのはずだったのだ。

　だが、どこから聞き入れたのか他の面々もこうして集まってしまった。いまだに彼らの情報網は健在で

あり、長春の行動など特に耳に入りやすいらしい。聞けば彩霞のことも気付いていたらしく、矢神の里に

探りを入れたこともあるらしい。

　結局、矢神の主人につっぱねられ、彩霞が望んでいないこともあり、見守る方へと腰を据えたのだが、彼

らの我慢もとうに限界が来ていたのだった。

　「・・・・・・一体、何をしに来たのだ」
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　景徳が溜息混じりに言うと、影蔡が目を細めた。

　「おや、抜け駆けしようとした貴方がよくそんなことを言えますね。やっと小姫が戻ってくる、という状

況で私たちに何も知らせないとはどういう了見です。――ああ、そこの野蛮人にも言っているのですよ」

　一息に告げた影蔡は長春を睨んだ。だが長春は相変わらず飄々としていた。

　「今回は景徳だけは外せなかったからな。だいたい、知らせなくても勝手に来るだろうが」

　「何です、その言い草は。ここにいる誰よりも役に立つのは、この私でしょう。大人しく小姫のことは私

に任せていればいいのですよ。ああ、それとも貴方の頭ではそんなことも理解できないのですか。そうで

すね。私としたことが、貴方の頭の愚かさを失念しておりました」

　「・・・・・・その件については説明しただろう。それより、話を進めないか」

　言葉の応酬が本格的に始まる前に、景徳が溜息をついた。これに頷いたのは丞である。

　「そうだな。今更な気もするが、聞いておかねば。――彩霞。話しを」

　彩霞は呼びかけられて一瞬身体を強張らせた。視線を上げることができずに、膝の上に置いた拳を固く

握りしめる。

　――彼らには、話さなければ。

　父の代で急速に傾き始めた藍家のことを、そして何より、祖父の死について。祖父の友人である彼らに

は黙っておくことはできない。

　彩霞は短い時間逡巡して、最後に顔を上げた。そして、昔の記憶を必死に手繰り寄せた。

　「当主、という権力を実際に握っていたのは父様・・・・・・当主の妻でした」

　李絳に語ったよりも詳しく、彩霞は語っていく。

　「女は、自分の娘を次代当主にさせるため――いえ、自らが当主になるためかもしれません。・・・・・・

当主の子供たちに等しく継ぐ権利があると告げ、次代当主を巡って争うように仕向けました。自分が愛人

を進めたものの、予想外とも言うべき娘ができてしまった。その時から女にとっては愛人も子供も、その

多くが邪魔になったのです」

　増えすぎた子、力を求める人間に、女は頭を抱えるようになったために争いの種を蒔いたのだった。そ

して、彼女の狂った歯車が多くの人間の歯車を狂わせた。

　「争いはやがて激化して、異母兄弟が互いを陥れるようになりました。・・・・・・本当に長い間、誰が

異母兄弟なのかも分からなくなるくらい長い間、それは続きました」

　藍家では愛人もその子供の存在も公だった。だが、その中でも何かしらの思惑を持つ人間が存在し、互

いの情報を隠していた者も多かった。

　それ故、彩霞にも当主の子が何人いたかも分からない。藍家に出入りしている子供すべてがそうなのか

と思ったこともあった。そして、その子らが本当に当主の子供かも分からなかった。

　「当然それに大人の思惑も加わって、さらに何人も死にました。・・・・・・長春様たちはご存知であっ

たと思いますが、これはすべて水面下で行われていたことです。彼らは他家に知られないよう必死に内情

を隠し、表面では穏やかな日々を作り上げていた」

　他家の頂点である長春らに知られているとは知らずに、彼らは平然としていた。
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　――なんて愚かな一族だ。

　彩霞は話を続けながら、藍家の惨状を思い出す。それは、語ったよりも酷い状況を彩霞に見せていた。

　白昼堂々刀――人を傷付ける道具を手にして、己よりも幼い子供を追い詰める子供。弱い者を傷付けて

楽しむ。彼らにとっては軽いことに思えたのかもしれない。だがそれは、相手を傷付けるだけの行為でし

かない。

　手で、足で。暴力を振るい続けた彼らは、それだけで物足りず刀を持ち出した。彼らにとって憧れでも

あっただろう刀を手にして、だが彼らはそれがどんな悲劇を生むのか知らなかった。

　一面に広がる濃厚な赤。黒にも見えるそれと動かなくなった相手に、ようやく悲劇を体感する。そして、

さらなる悲劇に彼らを踏み込ませる――。

　彩霞は、湧きおこる怒りと悲しみを抑えつけるように息を吐いた。握りしめた拳の感覚が自分のいる場

所を教えてくれる。もう一度息をついて彩霞は口を開く。

　「そして、藍家はあの日、紅家を――色家を視野に捉えたのです」

　長い間歪み続けた一族は、滅んだあの日にとうとう色家を相手に行動を起こすことを決めた。それは、彩

霞に最後の一押しをさせることになった。

　隣から息を呑む気配が伝わってきた。李絳と李遊は、彩霞を見て固まっていた。李遊はさすがにすぐに

落ち着きを取り戻していたが、李絳ははっきりと聞いたことで顔をしかめている。

　先代たちは、やはり何も反応を示さない。梨淑と晴燕も動じず、ただ黙している。丞に関しては別のこ

とで厳しい表情をしているが、その理由も彩霞は分かっている。

　「やけに飛ばしたな、彩霞。肝心なところが抜けているぞ」

　丞が鋭い視線を彩霞に向ける。それを受けた彩霞の瞳がかすかに揺らぐのを彼らは見逃さなかった。

　――話さなければ。

　そう決めたばかりだというのに、省略した。簡潔にまとめただけの過去を話しただけにすぎない。

　彩霞が躊躇っていると、丞が先を促した。

　「彩霞。何故、夏崔は死んだ。本当に賊の仕業なのか。お前は傍にいなかったのか」

　あの日を迎える十年程前、彩霞の祖父である藍夏崔は永い眠りについた。

　藍家及び色家には賊の襲撃を受けたと報告が上がり、それとともに夏崔の訃報が届けられた。それは色

家に衝撃と動揺を走らせた。そして同時に、さらに藍家への不信感を抱かせた。

　「あの時は、紅家もそう易々と藍家の中には入り込めなかった。長春もいたというのに、外からの侵入に

何も気付かない訳があるまい」

　そう。あの時、紅家はまだ藍家とともにいた。紅家が藍家から離れたのは、そのさらに六年後だ。

　「すぐ中の異変には気付いたが、梨淑と晴燕を送っても門前払い。ようやく中に入れたはいいが既に事

は終わっていた。当主に関しては奥に引き籠ったまま顔を見せない。おまけに、梨淑らの報告は夏崔の死

だけではなかった。だいたい予想はついているが――」

　長春が丞の言葉に続ける。途中で言葉を切ると、彩霞を見た。
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　「あの時、本当は何があった。お前は一体、何をした？」

　彩霞は答えない。いや、答えられない。声が出ない。

　――怖い。

　その感情が、彩霞を躊躇わせていた。

　その時、影蔡が自身の手に打ち付けるように扇子を振り下ろした。にこりと微笑み、口を開いた。

　「まぁまぁ、落ち着いてください。それでは小姫を責めているようではないですか。まったく、相変わら

ず貴方方は口が悪いですねぇ・・・・・・」

　影蔡は、長春と丞に冷やかな視線を送り溜息をついた。そして、彩霞に視線を戻す。彩霞と目が合い、柔

らかく微笑む。丞がそんな影蔡の横顔を見て不機嫌に言った。

　「・・・・・・そういうお前が一番、口が悪いだろう。性格と口の悪さに関してお前の右に出る者はいな

い。そのうち、彩霞も寄って来なくなるぞ」

　それには、彩霞以外の誰もが同意した。

　「私ほど小姫に優しい人間はそういませんでしょう？　貴方方こそ、自らを改めたほうがいいのでは？

　小姫が貴方方を見習ってしまったらどうするのです。――そうです、小姫。やはり私のところへ連れて

いくことにしましょう。近くに口喧しいのが一人いることに変わりませんが、もう一人の野蛮人のところ

になど置いておけません。やはり、そうしましょう」

　彩霞に向かって首を傾げているが、それは彼の中で既に決定事項になったらしい。彩霞は、話の主旨が

変わったこととその内容に困惑していた。

　口喧しい、などと言われた丞は顔をしかめつつも、影蔡の提案を聞き、反論しなかった。それもそのはず

で、彼らの黄家と紫家はともに西の地を治める一族の筆頭なのだ。したがって、影蔡の元に彩霞が来ると

いうことは彼の元にいるも同然なのである。一方、長春以下他の面々はそれぞれ反応を見せた。

　李絳は、影蔡の言葉から既に彩霞の居場所について一悶着あったことを知る。そして、別の可能性に気

付く。長春意外とも知り合いなのならば、どの家に預けられてもおかしくはないのだ。もとより、先代た

ちがそれを望んでいるのだから。

　――ってことは、奴らがここに来ることがなくなる・・・・・・？

　彩霞が他家に預けられること前提での閃きに、李絳は一瞬舞い上がり、次いで肩を落とした。彩霞のこ

とよりも自分の望みに重きを置いてしまう自分に呆れる。同時に、彼らに対する感情が、彼らには一生敵

わないということを李絳に思い知らせた。自己嫌悪に李絳の思考が揺れている一方で、煌淋が眉を寄せて

影蔡を見た。

　「それについてはもう結論が出ただろう。だいたい、お前のところに置いておく方がよっぽど悪影響を

及ぼすと思うのだが・・・・・・」

　「貴方の元へ置くのもどうかと思いますが。溺愛し、甘やかすばかりで駄目な人間になってしまったら

どうするのです。それとも、小姫を綾霞姫の代わりにするおつもりか」

　影蔡は笑みを浮かべたまま煌淋を見るが、その目は笑っていない。

　「誰が代わりになどするものか。彩霞は碧家の血を継いでいるのだぞ。彩霞を引き取る権利は、私にこ

そあるというものだ」
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　「彩霞は綾霞には似ていないだろう。どちらかというと中身は夏崔似だからな。綾霞は相当な天然が入っ

ていたな」

　「そうですねぇ。あそこまでいくと可愛いらしいを通り越して、いっそ――ああ、いえ。実に可愛らしい

お方でした」

　「・・・・・・いいか、私の妹は、少しおっちょこちょいなだけだ！」

　煌淋の話を無視して長春が笑う。長春の言葉に影蔡は、残念そうな視線を煌淋に向ける。煌淋は、その

言葉に怒りを乗せ叫ぶ。しかし、彼らはそれをものともせずに笑みを浮かべたままである。

　「これは失礼。そうでしたか。妹バ――妹思いの兄が三人もいると、計らずもあんなに可愛らしくお育

ちになるのですね。見習いたくもありませんね」

　最後はもはや皮肉でもない。

　「それは同感だな」

　長春がくっと笑うと、影蔡は話の矛先を長春に向けた。いつの間にか再び扇子が広げられている。

　「かく言う貴方も、悪い影響を与えるだけの存在でしょう」

　「ほぉ。それはどういう意味だ？」

　「人を人とも思わないその性格。これまでどれほどの人間が、貴方の存在に脅かされてきたか。そんな

人間の元に小姫を置いておけません。小姫が貴方の悪名を継いでしまったらどうするのです」

　「人を人とも思わないのはお前の得意とするところだろう。俺は別に他人を脅かしたことなどないが？」

　長春の言葉を受けて、影蔡は溜息をついた。ちらりと梨淑を見る。

　「貴方という人間を見てきて真っ当に育った息梨になら、千歩譲って小姫を任せられますが――失礼、貴

方のような人間がいたから、真っ当に育ったと言うべきですね」

　「それは俺を褒めているのか？」

　「ああ、貴方は嫌味さえ通じない低脳な男でしたね。――ああやはり、小姫は私の元に連れていくのが一

番のようですね。では、先程の決定はなかったことに」

　「それは駄目だ！」

　影蔡が告げると、煌淋が慌てた。

　李絳は勝手気ままに進んでいく――逸れていく話に一応耳を傾けていたが、そこで彼らの会話を追うの

は止めた。

　――よくあそこまで、自分を正当に思えるな。

　呆れるよりも、辟易してしまう。そして、いつまでこの状況は続くのかと溜息をつき、おそらく一番の元

凶であろう彩霞を見た。

　何を考えているのか、よくわからないものの、じっと先代たちを見つめている。李絳が小さく呼びかけ

れば、こちらを向き小さく首を傾げた。

　「お前、一体あの人たちに何したんだよ。なんであんなに執着されてんの？」

　どうにも気になって、率直に尋ねてみる。しかし、彩霞から明確な答えは返ってこない。少し考えて首

を振った。

　「じゃあなんであんな過保護・・・・・・つーか溺愛？　してんの？　過保護にも程があ、る――」
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　言いかけた李絳の顔の前を、細長い何かが飛んでいく。彩霞との間を通り抜けたそれは、後ろの襖に当

たり、そのまま畳に落ちた。

　李絳はその正体を確認して、恐る恐るその持ち主を振り返る。

　「そこの愚絳。それ以上、小姫に近寄れば扇子ごときでは済まなくなりますよ」

　影蔡が、底冷えのする瞳を李絳に向けている。

　「・・・・・・って、めぇ」

　「影蔡！　彩霞に当たったらどうするのだ！」

　李絳がかっとなって叫ぼうとした声は、あっけなく煌淋に消された。

　「私がそんな失敗をするとでも？　――おい、今すぐ小姫から離れなければ貴様を今後、愚絳と名付ける

ぞ。小姫に手を出すなど愚かな男よの」

　影蔡は煌淋を睨み、次いで李絳も睨む。李絳は今度こそ叫ぶ。

　「もう呼んでんじゃねぇかよ！　だいたい、手なんて出してねー！」

　「相変わらず品の無い・・・・・・。まるでどこかの低脳お気楽男と変わらないではないか」

　「俺をそこのじじいと一緒にするな！」

　李絳は心の底から拒絶するように叫んだ。拒絶された長春は李絳を見て面白そうに笑っている。

　「大声を上げるしか能がないのならば、愚絳で十分のようですね。むしろ、名から一字取ってやったこと

は感謝するがよい。ほれ、そこの愚絳。私の扇をここへ」

　あくまでも自分中心に話を進めていく影蔡に、李絳は扇を拾い、せめてもの抵抗にそれを投げつけた。し

かし、影蔡は簡単に受け止めてしまう。そして、馬鹿にしたように李絳を見返した。

　「人様の物を乱暴に扱うとは・・・・・・。――よろしい。貴様には今後一切彩霞に近寄ることを禁ず

る。ああ、やはり小姫をこんなところに置いてはおけません」

　「あんたんとこの方がよっぽど置いておけねぇよ！」

　「・・・・・・ほぉ」

　一段と低くなった声音に、李絳は怯まずにまっすぐ影蔡を見返した。睨み合っている彼らに口を挟んだ

のは景徳だった。

　「・・・・・・影蔡、いい加減にしないか」

　「何故私に言うのです、景徳」

　――子供か！

　李絳は内心で突っ込んで、景徳の介入に安堵した。

　「絳が不憫だ。お前たちがちょっかいを出すから、絳だって反発せざるをえないんだろう」

　「主に影蔡と長春だけだろう。私は関係ない」

　丞が納得いかないと口を開く。煌淋も頷いている。景徳は、彼らを見回して、深い溜息をついた。

　「・・・・・・これでは一向に話が進まないだろう。結局いつもと変わらないではないか。・・・・・・

まったく、夏崔は厄介なものを押し付けていってくれたものだ」

　「それは小姫のことですか、景徳」

　影蔡の纏う空気がまた一段と冷たくなる。むっとしたように睨む影蔡に、景徳は再び溜息をついた。
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　「姫だったならば喜んで迎える。私が言っているのはお前たちだ」

　はっきりと告げられた言葉に、影蔡の空気が少しばかり和らぐ。だが、不本意だとばかりに景徳を見つ

めている。

　「だいたい、姫はもう自分で考えられるし動けるのだぞ。私たちの姫は成長しているのだ。・・・・・・

まぁ悪影響がどうのと決着をつけたいのならば答えをやろう。――お前たち全員、悪影響になりかねん」

　誰もが一番思っていたことを、景徳ははっきりと告げてくれる。しかし、彼らが大人しく受け入れるこ

とはない。すぐに反論したのは影蔡である。

　「私のどこが悪影響になるというのです。言ってごらんなさい、景徳」

　「お前と長春は似ているが、お前の方がなお性質が悪い。からかうだけの長春に対して、お前は近寄って

くる人間を傷付けて楽しんでいるだけだろう」

　「酷い言い草ですね。私はただ、助言しているだけです」

　影蔡はにっこりと微笑む。

　「何が助言だ。助言を求めに来た者に助言ではなく、毒舌を披露しているだけだろう。――無駄話は終

わりだ。早く姫を休ませてあげねば」

　景徳は呆れるように言って、その話を切り上げる。影蔡を始め、先代たちは素直に言葉を受け入れた。

　「それもそうですね。今日中に片付けて、明日からは本題に入れるようにしなくては。小姫を口説くた

めにやってきたのですから」

　「そうだな。今は話を戻すことが先決だ。その後で、やはり碧家が一番だと言わせてやろう」

　「私のところが一番無難だ」

　「紅家に住むのは既に決定事項だ」

　「老いぼれどもは黙ってなさい」

　ぴしゃりと影蔡が言い放つ。そして、先代たちに次の言葉を紡がせるよりも早く彩霞に向き直った。

　「さぁ、小姫。話を再開させましょう――」
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　救えるかもしれないと、そう思っていた。あの日までは―――。

　「・・・・・・お祖父様。やはり、お休みになっていて下さい。病み上がりなんですよ」

　藍家が滅ぶ十年まえのその日、夏崔と彩霞は藍家の中の異変を感じ取っていた。異常の中で暮らすのは

慣れていたが、今夜の様子は何かが違った。

　彩霞は、何故か不安が心の底に溜まり、落ち着かなかった。

　「完全に回復するまでは休まれた方がいいです。私が様子を見てきますから、お祖父様は離れへ・・・・・・」

　「もうすっかり元通りだ。稽古だってこなせていただろう？　お前は心配しすぎだよ。その心配性なと

ころは丞に似たのだな。安心しなさい。周辺を見回ったら戻ろう」

　「・・・・・・はい」

　彩霞は、夏崔とともにいつも暮らしている離れへと向かっていた。

　藍家には離れがいくつも存在している。その中でも、一部の人間、または当主しか知らない小さな離れ

がいくつかあり、単純に一の離れ、二の離れと数字をつけて呼んでいた。

　彩霞が言っているのは、数ある中の――と言っても、現在は三つまでに減っている――一の離れのこと

である。

　この数日、夏崔は高熱で寝込んでいた。疲れが溜まっていたところに風邪を引いてしまい、身体を動か

せるようになるまで一週間はかかっていた。ここ二、三日はとくに調子がいいらしいのだが、全快とは言

えなかった。いつものような運動をすれば、やはりいつも以上に疲れるようで、無理をする度に医者に怒

られている。

　今日とて怒られたばかりというのに、こうして出てきてしまっている。

　彩霞が、やはり戻るべきだと言おうとしたところで、夏崔の歩みが止まる。木々の間から、離れが見えて

いた。

　近くに人がいないか探っていると、夏崔が確認するように視線を投げてきたので、彩霞は首を振った。夏

崔が頷く。

　庭に出て、縁側から離れの中に上がっていく。そこはいつもと変わらない離れのままだった。

　「もうそろそろこっちに戻ろうか」

　「お祖父様が全快して体力が戻るまでは駄目です。弱っているところを襲撃されたらどうするのですか」

　この時、藍家では何が起こってもおかしくはなかった。紅家の手前、事を荒立てる者はいないものの、他

者を陥れる人間が多くいた。誰もが力を欲し、他者に媚びて地位を得る者、他者を騙し地位を略奪する者

など、より当主に近い場所へと歩を進ませていた。

　そのため、彩霞たちは夏崔が体調を崩している間身を潜ませざるをえなかった。

　離れの中を歩き回り、夏崔は最後に反対側の庭を望める部屋の一つに入った。障子をわずかに開けて外

を窺う。
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　庭の向こうには、ほとんど使われていない建物が背を向けている。この離れの近辺は、当主の住む建物

から一番離れている上、藍家の入り口からも遠いので、人も寄りつかないのだ。ほとんどが書物の保管と

して使われている。

　「やはり何かおかしい」

　夏崔が訝しげに呟くのを聞きながら、彩霞は辺りに意識を傾ける。

　――やはり近くに人の気配はしない。

　彩霞は原因もよく分からない漠然とした異変に眉を寄せる。ここ最近は特に何も起こらなかっただけに、

この状況がより不審に感じた。

　「今夜はほとんどの人間が向こうに集まっているのだったな」

　「はい。いつもの馬鹿騒ぎです」

　向こうとは建物が密集していて、敷地の中でも里に近い方だ。彩霞たちがいるこの離れからは南側に位

置し、一番離れている。こちらで大声を上げても誰も気付かないだろう。

　「まったく、この状況で宴会とは藍家も堕ちたものだ」

　「・・・・・・・・・・・・」

　眉を寄せて溜息をついた夏崔に、彩霞は気遣わしげに見つめる。それに気付いた夏崔が苦笑した。

　「そんな顔をするな。藍の名など人の命に比べれば、取るに足りないものだ」

　「・・・・・・はい」

　「それより、あちらに人は？」

　夏崔が北側に視線を向ける。ここからは見えないが、そちらには当主の愛人や子供たちの住む屋敷があ

る。そこにもやや距離がある。

　「恐らくほとんど外出していないはずです」

　「そうか・・・・・・」

　「私が少し様子を見て参ります。何もないことを確認して戻ってきます。お祖父様は一の離れに戻って

ください」

　彩霞は夏崔の危惧を取り払うようにそう提案した。夏崔の視線に彩霞が頷けば、夏崔もまた頷いた。

　「私はここにいよう。無事を確認したら戻ってきなさい」

　たとえ悪意を持つ人間でも、その命をみすみす奪われるのは無視できない夏崔らしい言葉だった。彩霞

はそれに頷いて、離れを後にした。

　――誰もいないな。気配もない。

　彩霞は周りに危険がないことを確認しながら進んでいた。何よりも夏崔の安全を確かめるために、まず

離れの周りを見回って、彩霞は方向を変えた。

　――ひとまずは、平気か。すぐに済ませよう。

　できるだけ足音を立てずに、気配を押し殺して進む。目的の場所まで、ひたすら進む。やがて、建物の影

が見えると彩霞は、まず離れたところから様子を窺った。ここには当主の愛人とその子供たちの一部が暮

らしている。母親となる女性数名と、その比較的幼い子供たちである。
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　彼女らにも一応悪意というものが存在する。彩霞からしてみれば愛人になる女は皆、何かしらの野心を

抱いているのだが、ここにいる女は子供が幼いからか、今のところ行動を起こしたことはない。

　ただ、彼女らの考えは容易に知ることができた。高位の者に対する態度があからさますぎるのだ。

　ふらふらと一族の様子を覗いては、状況を把握している彩霞は、彼女もまた力を欲しているのだと気付

いた。そのためには他者をも巻き込むのだと見せつけられた。別の愛人らは、他者の力を借りて子供の異

母兄弟にあたる者たちを陥れている。

　――まぁ、私を生んだあの女が一番性質が悪いだろうな。

　彩霞は自嘲気味に溜息をつき、そこで何かがおかしいことに気付く。建物の外側限界まで近づく。一瞬

息を呑み次の瞬間、彩霞は音を立てるのを気にせずに、一番手近な戸を開けた。そして、広がる光景に愕然

とし、次いで咳き込んだ。

　縁側にしゃがみ込んで、しばらくしてから口元を覆う手を離した。

　「っふざけるな・・・・・・！」

　低く呟き、部屋の中に足を踏み入れる。廊下に抜け、他の部屋も確かめていく。そして、最後の部屋を確

認して踵を返す。足早に廊下を進んで別の建物へと移動するため外に出た。

　向かう先は彼女らを世話していた使用人が住んでいる場所だ。もはや生存の可能性も低かったが、確認

しなければならない。

　しかし、彩霞は不意に足を止めた。

　――誰か、いる・・・・・・？

　人の気配に敏感な彩霞が、かすかな空気の乱れに気付いた。次いで、同じ方向からあからさまな視線が

突き刺さる。今出てきた建物の奥からだ。

　彩霞は振り返ると睨むようにそちらを見て、すぐに駆け出した。同じように駆け出した人影を追いかけ

る。人影が向かっているのは東側にある建物だった。

　東側には、当主の妻がいる。つまり彩霞の生みの親である。

　――やはり、あの女の仕業か。

　現在、この藍家で一番力を持っているのは当主の妻である。藍家に内部争いをするようけしかけた張本

人だ。当然、自身も邪魔者を排除すべく動いている。

　彩霞は小さく舌打ちして、さらに走る速度を上げていき――急停止した。そして、来た道を振り返った。

ざわざわと背筋を這い上がるそれは、単なる気のせいかもしれない。だが、この時彩霞はそれを気のせい

で済ますことはできなかった。

　「っ、お祖父様・・・・・・・・・！」

　嫌な予感が、寒気が、身体を縛り付けた。

　――急げ。もっとだ。もっと、速く！　急げ！

　もうそこに離れが見えている。人の気配が近くにあるのも気にせずに、彩霞は離れまで駆ける。

　「お祖父様！　返事をしてください、お祖父様！」

　呼びかけても返事はない。半分開いている戸から顔を覗かせることもない。
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　「どこにいるのです、お祖父様！　お願いです。返事をしてください！」

　周りの気配が最悪の状況を語っていた。それでも、彩霞は懸命に呼び掛けながら離れまでの距離を詰

めた。

　「お祖父様！」

　そして、彩霞はそのままの勢いで縁側に乗り込み、開いている戸から半ば崩れるように部屋の中へと

入った。

　しかし、そこには祖父は立っていなかった。代わりに、横たわる者がいる。すぐにその姿を確認して、彩

霞はその者の元まで這っていく。

　見間違えようもない祖父の姿に愕然とする。身動きしない祖父に彩霞はすがりついた。

　「お祖父様っ、お祖父様！」

　夏崔の下の畳みは黒く染まっている。

　「・・・・・・嘘だ！　こんなのっ、・・・・・・嘘だと言って下さい、お祖父様・・・・・・っ！」

　彩霞は目を閉じている夏崔に必死に呼びかけた。

　「返事を…っ、返事をしてください！　お祖父様―――――！」

　「――結局、私はすべてが遅かったことに気付きました」

　彩霞はぽつぽつと長春らにあの日の出来事を語る。

　「祖父さえいれば、藍家を立て直せるかもしれない。彼らを正しい方向へ修正できるかもしれない。そ

のためならば、私は祖父が踏み切れないことも背負うつもりでした」

　「踏み切れないことって、まさか・・・・・・」

　李絳が隣で呟けば、彩霞は頷いた。

　「私を生んだ女を始めとした、一族を混乱させた者を一掃することだ」

　「でも、もう遅かったんだろ？　それこそ、祖父さんが当主になる前からって」

　これにも彩霞は頷いた。だが、ろくに説明せずに正面を向いてしまう。

　「当時、お祖父様の元には影なる者がおりました。当主のみに仕える精鋭の諜報、武芸者集団――影の者

たちが」

　「そういえば、夏崔の元に残った者もいたな」

　「だが、ほんの数人だろう。対抗できるほどではない」

　長春が思い出したように呟けば、煌淋が眉を寄せる。李絳と李遊は話が読めずに顔を見合わせている。

李絳が躊躇いがちに口を開いた。

　「藍家にそんなのがあるなんて、聞いたことないですけど・・・・・・」

　これに応えたのは意外にも影蔡だった。

　「藍家当主お抱えの精鋭部隊で、その存在は秘匿されていましたからね。知っていたのは当主以外では

当主の妻と数名の側付きだけでしょうね」

　影蔡はひとつ溜息をついて彩霞を見た。先を促すと彩霞は頷いた。
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　「・・・・・・お祖父様を殺したのは、その影たちでした。それも側にいた味方ともいうべき影たちです」

　李絳が息を呑む気配がする。彩霞の瞳がわずかに翳る。

　「兆候はあったものの裏切られたことと祖父が亡くなったことで、私は、それまでの認識がまったく誤っ

ていたのだと気付きました」

　救えるかもしれないと、その考えは間違っていた。

　「もう、とうに正せないほどの時間が流れていたのだと・・・・・・すべてが、遅いのだと思い知らされ

ました。そして、お祖父様が踏み切れなかったのも、そのためだったのだと気付かされました」

　それが、李絳の問いの答え。祖父が亡くなってから彩霞は己の間違いに気付いたのだ。

　「歪んだ一角を削ぎ落としても状況は変わらない。もう既に遅いのだと気付いていたから、お祖父様は

守ることに徹していたのだと・・・・・・」

　それはある意味、踏み切れなかったとも言えるだろう。だが、夏崔は本当に心の底から彼らを想ってい

た。たとえ、道を踏み外していても彼らは祖父が守り続けてきた藍家そのものなのだ。

　――でも、私は。

　彩霞はそこまで考えて小さく息をついた。今は話を進めなければならない。彩霞は李絳が心配そうに見

ているのにも気付かず、言葉を続けた。

　「あの日――いえ、当主が入れ替わった日から彼らを動かしていたのは当主の妻でした。あの日も当然、

彼らは女の指示で行動を起こしました。・・・・・・紅家が不審に思っていることに気付いたこともあった

のでしょう。紅家に危機感を与えるために――紅家を藍家から遠ざけるために、あの女は他家にもはっき

り分かるような行動を起こしたのです」

　祖父を――藍家の先代当主の命を奪うという行動を。

　「体調が芳しくなかったとはいえ、もともと祖父は長春様と並ぶ実力を有していました。影もまた、精鋭

の名に恥じない実力を有していましたが、祖父に致命傷を与えられるほどではありませんでした。――で

も、祖父は死にました」

　夢だと思った。夢だと思いたかった。だが、残酷にも時は動き続ける。

　「離れの周りにいた影たちを片付けた後に気付きました。・・・・・・祖父は、ろくに抵抗もなく彼らに

命を捧げたのだと。祖父は――祖父は、刀さえ抜いていなかったのです」

　彩霞の言葉はその場の空気を張り詰めさせた。この時李絳は、彩霞の瞳に何も浮かんでいないことに息

を呑んだ。

　「理由は、わかりません。・・・・・・いえ、わかる気もしますが、私には理解できません」

　「理解できない・・・・・・？」

　隣で李絳が小さく呟くが彩霞は何も答えない。一度目を閉じ、息をつくと再び口を開いた。だが、それ

は丞によって遮られた。

　「彩霞。あの時の報告には、当主の妻も命を落としたとあった。そして、賊の死体もあったと。賊は影だ

な。――妻の方もお前が？」

　「はい」

　濁すこともせず彩霞ははっきりと告げた。後悔していないと言うかのように眼差しに揺るぎがない。
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　『間抜けな人』

　女の言葉が脳裏に浮かぶ。祖父を侮蔑したその言葉と女の笑みに、彩霞は限界に達した。結局、彩霞は

影だけでなく女も手にかけていた。

　「許せませんでした。祖父を奪った彼らを、あの女を――。・・・・・・もはや私の中にあったのは、彼

らに対する――藍家に対する憎しみだけでした。最後の夜も、私はただ憎しみだけを胸に藍家を滅ぼした

んです」

　彩霞は、過去を思い出しているのか虚ろな瞳で手元を見つめながら言葉を紡いでいく。

　「・・・・・・やっと、分かった気がします。祖父が彼らを想う気持ちを、私は知りません。大切だった

と思い込むだけで、本当は、私の中にその感情は存在しなかったのだと今は思います」

　大切に思うということが何を示すのか、どんな感情をもたらすのか、彩霞にはわからない。過去を思い

出すことでやっと、自らの心がどこにあったのか認識できたのかもしれない。

　「救いたいと思っていたのも、祖父の意志を辿っていただけで私自身の意志ではなかった。それはただ

の偽善にすぎなかった。自己満足にすぎなかった」

　彩霞はかすかな吐息を零した。李絳には笑ったようにも見えた。

　「でも、選択肢を一つに絞った時、それは不思議と心を落ち着かせました。ただ怒りに、憎しみに心を預

け、すべてを終わらせる。それがとても心地よかった。――結局のところ私は、彼らに復讐したかっただ

けなのです」

　彩霞の言葉は空気中を漂うかのようで、李絳には理解できなかった。ただ、何か言い知れぬ不安が李絳

の心を包む。

　「最後の日が迫る中、私はずっと疑問に思っていたことがあります。――何故、祖父は死を受け入れたの

か。・・・・・・他にもありましたが一番疑問に思ったのはそれでした。最後のあの日まで、私は答えを探

し続けました。でも、祖父の心は祖父だけのもので・・・・・・結局、私は勝手な答えを作り出した」

　一瞬、ほんの一瞬、彩霞の声が揺らいだ。

　――やめろ。

　李絳は知らず拳を握りしめた。それ以上、話を聞きたくなかった。だが、彩霞はぼうっとした様子で言

葉を続けていく。

　「勝手な、本当に勝手な、思い込みにすぎない答えです。・・・・・・でも、それを否定できない自分が

いて・・・・・・否定できないことに気付いた日から、それは私の心の中に居座り続けた。駄目、なんで

す。信じたい・・・・・・のに、私は、祖父を疑い続けた。祖父が、本当は、私を・・・・・・私のことを、

――――！」

　耐えきれなかった。それ以上、彩霞の言葉を聞いていられなかった。

　――もういい。

　李絳はそう感じた瞬間、隣にいる彩霞の手を引き立ち上がっていた。引き寄せられるように立ち上がっ

た彩霞を、肩に担ぎ上げる。

　彩霞が突然の出来事に驚いて声にならない悲鳴を上げているが、李絳は気にしない。そして、そのまま

長春らに背を向けて、断りもせずそこから立ち去ったのだった。
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　「・・・・・・・・・・・・あの小僧」

　後ろ手に乱暴に襖を閉じた李絳の足音が完全に消えた後、李遊は低く呟かれた言葉に身を震わせた。

　隠しもせず悪態をついたのは紫影蔡である。影蔡は冷めた表情で李絳と彩霞が消えた方を見つめていた。

　「近寄るなと忠告したばかりだというのに、まったく聞いていなかったようだ。一体、どうしてくれま

しょうか・・・・・・」

　「まぁ、彩霞を止めたのは褒めてやらんでもない。あの子は色々と思い詰めすぎだ」

　丞が眉を寄せながらもそんなことを言うと、景徳が溜息をついた。

　「・・・・・・後ろめたいのだろう、いまだに」

　「・・・・・・・・・私たちの方が、あの子に謝らなければいけないというのにな」

　煌淋が呟いた言葉に、影蔡が頷いた。場の空気が重くなる。

　「藍家で生きる運命を背負わせたのは、私たちですからね」

　後悔したような言葉に、異を唱えたのは長春だった。

　「あの時、あれを引き取っていたとて状況は変わるまい。既に藍家は、夏崔でも抑えていけるのか怪し

かったからな。――そもそも、あれが夏崔の支えになるように、あれにも夏崔が支えになっていたからな。

引き離す方が良くなかっただろう」

　どうやら、彩霞を藍家から離そうとしていたらしい。愛しい孫がこの先、苦痛に苛まれないよう、夏崔は

一番確実であろう彼らに頼んだのだ。

　「しかし、あれはいつになったら夏崔の言葉を素直に受け入れるのだ？　それとも、自虐趣味でもある

のか？」

　先程の話を思い出したのか、会話が元に戻った。だが、長春の呆れたような面白がるような言葉に、皆が

溜息をつく。影蔡だけは冷やかに長春を睨んでいるが、長春は何を思いついたのかにやりと笑った。

　「――よし、あれに李絳をくれてやろう」

　その発言に、誰もが耳を疑った。そんな中すかさず反応したのは影蔡だった。

　「なっ・・・・・・何を言うのです、長春！　あれを小姫の相手にするつもりですか!?」

　丁寧なのは上辺だけだ。その声音には困惑と怒りが混じっている。

　「あれにやるくらいなら、小姫には私がより相応しい相手を」

　「お前ら、何を言っている！　彩霞は私の孫だ！　やっぱり碧家に連れていくぞ。絶対に嫁がせるも

のか！」

　「・・・・・・貴方よもや小姫に一生独り身でいさせる気ですか」

　「なっ、そんなことをしたら彩霞がより孤独に感じてしまうだろうが！」

　煌淋や丞も加わって、さらに話が広がってしまう。やがて、影蔡が溜息をついた。
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　「ああ、やはり私が、小姫により相応しい相手を探すべきですね。貴方方に任せていたら、小姫が変な男

に捕まってしまうに違いありません」

　「お前に選ばせたら絶対に自分似の男を選ぶだけだろう！　第一、まだ彩霞が嫁に行く必要はない！」

　「・・・・・・その前に、お前たちは本人の意思を尊重してやるべきだろう」

　煌淋が慌てたように影蔡の言葉に反対してところで、呆れたような溜息とともに落ち着いた声音が割っ

て入った。景徳である。

　李遊は静止が入ったことに安堵しつつもまだこの話が続く気がして、窺うように父を見た。視線はまず、

面白がっている師を捉え、次いで父を捉えた。その瞬間、李絳は見てはいけないものを見てしまったかの

ように父から目を逸らす。

　――あーあ、どうすんだよ、李絳・・・・・・。

　李遊が眉を寄せて小さく溜息をつくと、とうとう父が動いた。

　「いい加減にして下さいませんか。彼女の意思を確認せず事を進めて嫌われるのは貴方方ですよ」

　嫌われるの一言に彼らの口が一斉に閉じられる。梨淑の声はどこまでも冷たく響いていた。

　「今日はこれで終わり、ということでよろしいですか？　ならばこれ以上、貴方方の戯言に付き合うつ

もりはないのでさっさとお引き取りを。――ああ、姫のことですが何一つ口出しせずにいていただきたい。

彼女がこれからをどうするか。それを決めるまで彼女には紅家に留まっていただきます。第一、当主の間

でまだ何一つ話をしていませんので貴方方に口出しする権利はありません。・・・・・・よもや、本来当主

が見えるはずの機会を潰しておいてこれ以上言わせるおつもりですか？　ご理解いただけたのならばさっ

さと帰って姫により良くなるよう取り計らって欲しいものです。でなければ、貴方方の姫が一生不遇を買

うことになりますよ。――では、私たちはこれで」

　梨淑は口も挟ませずに一方的に話を終わらせた。行きますよ、と李遊と晴燕を促してその場を後にした。

　一方、残された面々は微妙な表情で固まっていた。影蔡が溜息をついた。

　「息梨は年々、隙を見せなくなりますね」

　一番話をややこしくしているであろう彼はあっけらかんとしている。他の男たちも梨淑の言葉を受け入

れて静かになったと言うより、何か別のことに気を取られている節があった。

　景徳はそんな反省も見せない彼らに、これからも苦労させられるであろう梨淑や李遊たちが不憫に見え

てならなかった。

　少し時は戻り――李絳は彩霞を担いだまま屋敷の中を移動していた。やがて、どこかの部屋に入ると李

絳は彩霞を降ろした。

　「李絳・・・・・・？」

　散々呼びかけても返答のなかった彼を見上げると、彩霞は首を傾げた。李絳の視線を追って左を見ると、

物置き場のような部屋に連れて来られたのだと理解した。だが、李絳の表情は何かしらの驚きを含んでい

て、彩霞にさらに首を傾げさせた。
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　もう一度、大小様々な箱が積み上げられている部屋の中を見渡して、李絳を見ると言葉が降ってきた。

　「俺の部屋が・・・・・・」

　どうやら物置部屋ではなく、李絳が普段から使っている部屋らしい。彩霞が不思議に思っていると、李

絳が深い溜息をついた。

　――なんでこんなことに・・・・・・。

　李絳は頭を抱えそうになりつつも、現状を思い出す。今は優先しなければならないことがあった。李絳

は、もう一度溜息をついて彩霞を見た。

　「お前・・・・・・」

　かなり不機嫌なその視線に彩霞が怯むように固まる。李絳はもう遠慮するのは止めた。

　「・・・・・・なんでそんなに自分を追い詰めるわけ。あの状態で思いもしないこと口にして、否定され

て、お前はそれで納得できんのかよ。――できねぇだろ、お前は。どうせまた勝手な理由つけてじじいた

ちの言葉まで否定すんだよな」

　問うているようで、確信を持ったその言葉は彩霞の心に突き刺さった。

　「なぁ、お前だってわかってんだろ。お前のしてること全部、自分を追い詰めることだって・・・・・・。

――それで？　それで、満足か？」

　李絳は、彩霞が身を引きそうになったのを、腕を掴んで止める。

　彩霞はおそらく会話を望んでいないだろうが、李絳は言葉を止めるつもりはなかった。

　「自分で自分を追い込んで、あげく他人に自分を責めさせて、お前は自分勝手な願いに他人を巻き込もう

とした。その願いに相手が傷付こうとも、お前はそれをやめようとはしない。・・・・・・お前のことを心

配する人たちがどう思うか気付いてて、お前はそれを利用するんだ。――は、最低だな。利用するだけ利

用して、自分は不幸だと・・・・・・愛されていないんだと一人殻に閉じこもるのか」

　薄く笑って李絳は低く言った。彩霞は李絳の言葉に身体を強張らせた。

　『愛されていないんだ』

　耳を打ったその言葉は、彩霞に眩暈のような感覚を覚えさせる。同時に心臓が一度大きく脈打って、停

止したかのように鳴りを潜めた。

　李絳は彩霞の瞳が暗く翳ったのを、眉をしかめて見つめていた。彩霞は放心しているようで、少し顔をう

つむかせたまま固まっている。李絳は少しだけ罪悪感にかられ、溜息をついた。努めて優しく話しかけた。

　「・・・・・・なぁ、もう自分を偽るの止めろ。愛されていなかったって思っただけであんなに苦しそう

だったのに、それでも、それを信じるのか？　大切に思えないってのもそうだ。お前が他人を大切に思え

ないなら、じじいたちのことはどうなる？　じじいたちのことはそれこそ、祖父さんと同じくらい大切な

存在なんじゃないのか？　そういうの全部拒絶してたら、お前の中に残るのは孤独だけになっちまうぞ」

　彩霞の反応はない。李絳はそれでも懸命に言葉を続けた。
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　「本当はずっと、怖かったんだろ。愛されていないことを認めるのが。だったら認めなきゃいい。勝手

な考えだってお前言っただろ。っていうか、それもお前の考えじゃないだろ、どう考えても。・・・・・・

なぁ、お前はどう思ってんだよ？　お前自身は何を思って、何を見てきた？　祖父さんとの生活が、祖父さ

んの言葉が、お前の想いがすべて、なんじゃないのか？」

　彩霞の心に自分の言葉が届いているのかは分からない。でも、李絳にはこうして彼女と話をする術しか

なかった。話をしなければ、彼女のことはわからないままだろう。

　「なぁ、お前自身の言葉で話してみろよ。聞くことしかできないかもしれない。でも、聞くから――お前

の話最後までちゃんと聞くから、お前自身が思ってること言ってみろ」

　李絳は彩霞の頬を包みこみ顔を上げさせると、目を合わせた。

　「藍家の真実とか、祖父さんの気持ちとかじゃない。俺は “ただの彩霞”の言葉が聞きたいんだ」

　李絳の言葉と真っ直ぐな眼差しに、彩霞は身体から力が抜けるのを感じた。膝から崩れるように座り込

むと、李絳が彩霞を支えながら自らも膝をついた。

　李絳は足の間に蹲った彩霞を力強く抱きしめた。彩霞が身を任せたまま、やがてぽつぽつと話し始めた。

　彩霞がまず語ったのは、祖父が亡くなったすぐ後のことだった。

　「て、がみが、残っていたんだ・・・・・・」

　一の離れの祖父が療養していた部屋で、彩霞はそれを見つけた。

　一番始めに綴られていたのは、謝罪だった。

すまない、彩霞。

お前を育てると決めた日から、私はお前を手放しはしないと誓った。だが、その誓いに背かなければなら

ない日が来てしまったようだ。

彩霞、すぐにここから逃げなさい。

母親から、藍家から、そして、私というすべての過去を捨てて逃げなさい。

私はここから離れることはできない。だが、お前にはここにこだわる理由もない。それにこれ以上、お前

が誰かを傷付ける必要はない。

だから、彩霞、今すぐここから出ていきなさい。

長春のところでもいい。今までのことをすべて話し、そして後のことすべて任せてしまいなさい。

責任を押し付けるのは忍びないが、奴らにはこれまで面倒ばかりかけられていたから、これでおあいこだ。

だがあの男なら、彼らなら、上手くやってくれるだろう。

彩霞、私はお前に会えて幸せだ。妻と息子が傍にいた頃のように、とても幸せだった。

だが彩霞、お前にとって私という存在は、最もあってはいけなかったのかもしれない。

　「何故、祖父が命を投げ出したのか、ずっと考えていた答えがそこにはあった。でも・・・・・・でも、

納得できなかった」
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　本当はもっと別の理由であってほしかった。だが、それ以上語られない思いが、その手紙が、無情にも彩

霞をさらに追い詰めることになったのだ。

　「わ、私のせいで、祖父が死んだのだと、思い知らされた気がした。やっぱり、すべての原因は私なのだ

と、全部、私のせいなんだと・・・・・・」

　彩霞が、ゆっくりと言葉を紡いでいくのを、李絳は溜息で遮った。

　「どう考えても、お前のため、だろ？　お前のせいじゃない、お前のためなんだって。お前の祖父さんは

そこまでしてでも、お前を守りたかったんだ。お前に・・・・・・生きてほしかったんだ」

　どうしてこんな捻くれてるんだ、と李絳は思わないでもない。

　「お前に会えて幸せだって言ってるだろ。信じろよ、その言葉を。それとも、お前の祖父さんはそんな簡

単に嘘をつく人間だったのか？」

　これには、彩霞がややあって首を振った。李絳はそれに安堵して先を促した。

　「まだ続き、あるんだろ？　言ってみろ」

　彩霞は、少しの間躊躇ってから再び口を開いた。

彩霞、これから藍家はさらに荒れるだろう。私はお前にそれを見てほしくない。お前まで藍家に囚われる

ことはないんだ。

私は何よりも、誰よりも、お前に幸せになってほしい。自分を、大切にしてほしい。大切な人間を、たくさ

ん作ってほしい。

まずは、自分を大切にすることから始めなさい。

長春、煌淋、影蔡、丞、景徳。彼らはきっと力を貸してくれる。ああ、だが時には自分の意見も言うのだ

ぞ。お前のことになると奴らは見境なくなるからな。まぁ、景徳がいれば何とかなるか。

彩霞、お前はお前が思うよりも多くの人間に愛されている。彼らはお前が傷付けば、同じように傷付くだ

ろう。もちろん、私もだ。

だから彩霞、自分を大切にしなさい。そして、幸せになりなさい。

いろんな場所を見て歩いて、ここにいたいと思える場所を、心が温かくなる場所を探しなさい。

たくさん笑いなさい。怒るのでも泣くのでもいい。

とにかく、自分の居場所と、傍にいたいと思える人を、大切な人を、たくさん作りなさい。

いつだって幸せはどこにでも転がっている。命あることが他の何にも代えられない幸せだが、それに気付

ける者や感じられる者は少ないだろう。そして、それを肯定できる人間もそうはいまい。

人は、必ずしも何かを求めてしまう生き物だ。それは生きているからこそ、なのだろうな。

彩霞。私は、他の誰が不幸になろうともお前にだけは、幸せになってほしい。お前と、お前を取り巻くであ

ろう環境だけは、他の何を犠牲にしても残っていてほしい。できれば、そこに長春たちもいるといいがな。
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お前は自らを犠牲にして、私たちを守ってくれた。そんなお前に、私はこんなことでしか返せない

が・・・・・・。

行きなさい、彩霞。未来を信じて前に進みなさい。

生きて、幸せになりなさい。そして、忘れないでくれ。

私は彩霞、お前を愛している――。

　ゆっくりと今度は最後まで語ったであろう彩霞に、李絳は小さく笑っていた。

　「・・・・・・なんだよ、ほとんどお前のことじゃねぇか。俺には、お前への壮大な愛の告白にしか聞こ

えないぞ、その手紙。いや、誰が聞いてもそう思うだろ」

　「・・・・・・・・・・・・」

　李絳が呆れたような溜息をつくと返ってきたのは、肯定ではないけれど何か含みのある沈黙だった。

　「なんだよ？」

　「・・・・・・い、言われたんだ。お祖父様は、私をう、恨んでたはずだって・・・・・・。あの女が、

私がいなければお祖父様は無事でいられたんだって、私が、生まれてこなければ、お祖父様も、藍家も、全

部、そのままでいられたのにって・・・・・・っ」

　彩霞は李絳の肩に顔を埋めたまま、苦しそうに告げた。一方で、李絳は内心で舌打ちしていた。

　――とんでもない女だな。

　夏崔は、彩霞が自らを犠牲にして自分たちを守った、と言っていたが、もしかしてそれは、夏崔たちを守

るために彩霞が母親の言葉に従っていたということだろうか。だとしたら、彩霞はその間ずっとそんなこ

とを言われ続けてきたことになる。

　李絳は、少し迷って訊いた。

　「なぁ、彩霞。お前、母親の下にいたのか・・・・・・？」

　それに返ってきたのはやはり肯定だった。

　「・・・・・・汚いことだって、人を傷付けることだってやった。人を殺めもした。私はずっと、平気で

いろんなものを壊してきた。ただ、自分の世界を守るためだけに・・・・・・！」

　唯一の彩霞の居場所だった祖父を失うことが、彩霞にとって何よりの痛みだった。

　「そのためなら、私は祖父が望まないことだってやってきた。・・・・・・違う、な。全部、祖父は望ん

でいなかった。女の望みは邪魔な者を消すことで、それは、祖父にとって大切な藍家の人間を消すことと

変わらないのだから・・・・・・」

　彩霞はふっと自嘲するように笑った。

　「結局、私は・・・・・・私のしたことは、多くの人間を傷付けただけだった。ただ自分の世界を――自

分を守るためだけに刀を手に取った。・・・・・・何も、思わなかった。理不尽に命を奪った人たちのこと

など、何も思わなかった。ただ身の内に感じていたのは、また祖父を、自分を、守れたことに対する安堵

と、満足感だけだった」

　彩霞の瞳から涙が零れ落ちる。

　――やっと、分かった気がする。
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　あの女でも、他の人間でもない。あの藍家で、最も狂っていたのは彩霞だったのだ。機械仕掛けのよう

なあの一族は、彩霞という歯車を組み込んでしまったがために、より急速に壊れ始めたのだ。

　それから、彩霞はさらに彼らを狂わせることになる。祖父と女が亡くなったことで、藍家を縛り付けて

いた最後の枷が外れてしまったのだ。彼らが牽制し合っていたために大人しくしていた人間が、とうとう

動き始めたのだ。

　「私に残ったのは怒りと憎しみだけだった。あの女を殺しても、それは消えなかった。手紙のことも、あ

の状況では受け入れることなんてできなかった。何より、女の言葉や自分がしてきたことが、自分の最低

な行いが・・・・・・っ最低な自分が、愛されていたなんて信じられなかった・・・・・・！」

　彩霞は嗚咽を呑み込むように、言葉を止めてはまた話し出す。

　――嫌われる、かな。

　母親に従うと決めた時、そう思った。同時に、恨まれるだろうなとも思った。それでも、彩霞の人生に祖

父の存在は必要だった。

　傍にいられなくてもどこかで無事に、幸せに過ごしてくれさえすれば、彩霞は何だってやれる気がした。

どんなに暗い人生でも生きていられた。

　祖父は彩霞にしてやれることがないと言ったが、本当は彩霞が祖父に何かを返さなければならなかった。

それこそ、彩霞の一生を祖父のために使うつもりだったのに――。

　「おい、彩霞！」

　突然耳を打った声に彩霞は我に返る。李絳の怪訝そうな声に、自分はどこまで話していたのかとぼうっ

とした頭で顔を上げた。

　「・・・・・・ったく、いきなり黙るなよな。つーか、それで最後か？」

　李絳の問いかけに、彩霞は意味が分からずただ見返す。と、李絳が溜息をついた。

　「ま、いいや。――なぁ、お前はずっと祖父さんと一緒だったんだろ？　だったらさ、祖父さんとほとん

ど顔を合わせることのない女の言葉なんて信じるなよ。お前とお前の母親、どっちが祖父さんのことよく

知ってるのかなんて考える必要もない」

　お前だろ、と李絳は真剣な表情で言う。そして、呆れたように彩霞を見た。

　「だいたいな、よりによってなんで嫌いな人間の方信じるんだよ。他人の言う悪いことはな、全部聞き流

しとけ。・・・・・・まぁ俺の場合は、良いことでも半分は聞き流すけどな。奴らに関わると、ろくなこと

ないし」

　半分は愚痴である。李絳はすぐにはっとして、気を取り直すように息を吐いた。彩霞を見て笑みを浮か

べると、李絳は彩霞の目元を拭った。

　「な、お前はさ、祖父さんとどんなふうに過ごしてきたんだ？　お前にとっての祖父さんはどんな人だっ

た？　お前は、祖父さんの傍で何を思った？　ぐるぐる考えた後の気持ちじゃなくて、昔の、祖父さんの傍

にいた時に感じたことを、俺は聞きたい」

　思いのほか優しい声を、彩霞は不思議なものを見ているような気持ちで聞いていた。頬に添えられた李

絳の手が温かくて、知らず涙がその手を伝っていく。止まったはずのそれは、今度こそ止まらずに流れて

いく。彩霞は嗚咽混じりに口を開いた。
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　「・・・・・・っ、名を」

　ああ、と李絳が相槌を打って彩霞を強く抱き締めた。辛抱強く彩霞の言葉を待つ。彩霞はそんな李絳の

行動にも泣けてきて、だがどうにかそれを抑え込んだ。

　「っ、名を、くれたんだ。名もなかった私に、お祖父様は、名をくれたんだ」

　李絳は自分で聞いておきながらその事実に驚愕する。上手く隠したつもりだが、彩霞には伝わっていた

らしい。躊躇いつつも事情を話してくれた。

　「・・・・・・生まれてから数年は、隔離されて育ったんだ。その時のことは――その後もだけど、引き

取られてからしばらくのことは、ほとんど覚えてないんだ」

　李絳は隔離という言葉に愕然とした。それはつまり閉じ込められていたということか。嘘だろ、という

彼の戸惑いに彩霞は小さく息を吐いた。

　「何度も何度も繰り返される言葉に、しばらくしてやっとそれが自分の名だとわかった。自覚して、始め

て心が動いた気がした。その時はたぶん、嬉しくて少し恥ずかしかったのだろうけど、そういうのを伝え

る方法も、その感情の名前もわからなかった」

　思えば、自我というものが芽生えたのも引き取られてからだ。とても遅い成長だった。それでも、夏崔は

一つ一つ丁寧にものを教えてくれた。小さな彩霞の容量を得ない話も邪険にせず、聞いて、応えてくれた。

　「そのうち長春様たちも加わって、周りがさらに賑やかになった。私は、最初はひたすら長春様たちから

逃げていたけど・・・・・・でも結局、よく分からないうちに捕まって、一緒にいるうちに慣れていた」

　ああやっぱり、と李絳は溜息をついた。逃げていたというのは意外だな、と李絳が思っていると、彩霞が

小さく笑った。

　「おかしいかもしれないけど、私はお祖父様たちに会って、初めて人になれたんだと思う。いつだって応

えてくれるお祖父様たちとの暮らしは、自分を作る暮らしでもあった」

　名もない子供がいつの間にか名を与えられ、心を知り、人を知る。

　「人の感情は、自分の感情にもなる。人の言葉が、自分の言葉にもなる。人の想いが、行動が、すべてが

自分の肥やしになった。真似ただけにも思えるけど、私はそうやっていろんなことを知っていった」

　彩霞はそこで言葉を止めると、自分を落ち着かせるように息をついた。だが、続けた言葉はかすかに震

えていた。

　「すごく、すごく幸せだった。何よりも大切で失いたくない、そんな時間だった。会えなくなってから

も、その時間を思い出すだけで、心が、温かくなった。愛していたんだ、お祖父様たちを――初めて私を見

てくれた、初めて、私を、愛してくれた、お祖父様たちを・・・・・・っ、愛していたんだ」

　李絳は彩霞の言葉にふっと笑った。

　「結局のとこ、分かってんじゃねぇか」

　彼らとともにいた頃の彩霞の気持ちが、彼らを思い出す度温かくなる心が彩霞の想い、彩霞のすべてな

のだと。

　「祖父さんは、本当にお前を愛してたんだ。じゃなきゃ、お前だって祖父さんを本当に愛せなかったと思

う。お前みたいなへそ曲がり本気で相手しないと心だって開かないだろ」
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　そんなにおかしな性格をしているだろうか。彩霞は少しだけむっとした。しかし、突然頬に触れた李絳の

手に驚いて、そのまま顔を上げさせられる。彩霞は、自然に李絳の真剣な眼差しを見上げることになった。

　「手紙にだって幸せだって書いてあったんだろ。それをお前が信じないでどうするんだよ。つーか、そ

んなかなり親馬鹿っぽい手紙、疑える方がおかしいだろ」

　最後は本当に呆れたように言って、李絳は溜息をついた。そして、何故だかすぐに眉をよせて複雑そう

な表情になった。

　「・・・・・・人の心なんて、その人にしか分からないと思う。下手したら自分でも分からないこともあ

るかもしんないけど、他人の心なんて自分以上に分からないだろ。――でも、俺はお前の祖父さんの心は

本物だと思う。だってお前が愛されてると思ったんだから。お前が幸せだと思えたんだから。――大丈夫、

お前はちゃんと愛されてるよ」

　その瞬間、どこか落ち着かなかった彩霞の心が、まるで椅子に腰かけるようにどこかに納まった気が

した。

　愛されてる、と李絳が重ねて呟くのを聞きながら、彩霞は視界が歪んでいくのをただそのままにして

いた。

　――ああ、そうか。私は、誰かに言ってもらいたかったんだ。

　頑なに否定してきた言葉を、祖父を知らない誰かに言って欲しかったのだ。彩霞は、今更ながらに自分

が否定し続けてきた理由に思い至った。

　確実な言葉が欲しかったのだ。祖父を知らない人間が祖父の行動を、想いをどう受け止めるのか。彩霞

はその答えが欲しかったのだ。

　そして、その言葉を想いもよらない――いや、少し期待していたのだろう。李絳が答えをくれた。

　李絳はほとんど祖父を知らないだけで、まったく知らないというわけではない。だが、それでも彩霞に

は十分だった。祖父の人柄、言動――そのほとんどを彩霞以上に知らない誰かに、確実な答えとして言葉

にしてほしかったのだ。

　彩霞が涙を流し始めれば、李絳はふっと笑った。

　「・・・・・・お前ね、まだ泣くの？」

　呆れたような、だが優しい声だった。泣き虫だな、と呟くと同時に李絳は彩霞を抱き寄せる。だが、今度

は李絳が彩霞の肩に額を押し付けるように身を屈めている。

　「・・・・・・な、彩霞。人ってさ、複雑なもんだと思うんだ。強かったり弱かったり、愛しいと思えば

憎いと思うこともある。矛盾ばっかりで、推し量れるようなものじゃないと思う。誰一人同じ人間がいな

いように、思いも人それぞれだろ？」

　少し落ち込んでいるような声音に彩霞は不思議に思った。尋ねるべきか声をかけるべきか迷って、だが

上手く喋れそうにもなく、気の利いた言葉も見つからない。結局、小さく頷くことしかできない。

　「でも、人は一人で生きているわけじゃないから、少なからず譲歩してかなきゃいけない。そんな複雑な

中でみんな生きてるのに “力”ってのもあって、そのせいで必ずと言っていいほど争いが起こる。色家って

のは一番それが起こりやすい場所だ」
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　李絳のその切ない声のせいなのか、何故だか彩霞も無性に切なくなる。

　「いくら結束が固いって言っても、紅家だって色家で一つの土地を治めてる。小さくても大きくても、争

いは争いだ。そもそも、大きさなんて量れないと思うけどな。――そうやって人と人が反発してるのは明

らかだけど、それに対する周りの反応は、まぁ、いろいろだ。そういうの全部、その人間の心にそうさせ

る、思わせる何かがあるからだと思う。でも、やっぱりそれもどこかで妥協しなきゃならなくなる。終わ

らせるために」

　李絳はそこで言葉を止めると、大きく息を吐き出した。彩霞を抱く腕がさらに強く彩霞を引き寄せた。

　「・・・・・・でも、でもさ？　それって立場が大きければ大きいほど、責任があればあるほど、難しく

なると思うんだ。――全部の言葉を聞き入れるのは無理だ。でもだからと言って、一つにも選べない。時

には、まったく違う答えを迫られる。・・・・・・色家ってさ、一番厄介だと思う。守るものが多すぎて、

得る力も大きすぎて・・・・・・。当主とかその周りの人間は、今までだっていつも選択を強いられてき

た。たぶん、これからもだけど、いろんなことを決断してかなきゃいけない。たとえ、非難されようとも、

ただ守るために。・・・・・・そのためなら、何かを諦めることもあるだろうな」

　李絳は苦笑していたが、辛そうである。彩霞は少しだけ身じろぎしてから、息をついて口を開いた。

　「・・・・・・李絳は、その立場にはなりたくないのか・・・・・・？」

　小さくだが問えば、李絳は否定した。

　「いや、そうじゃない。一応、俺も当主の息子だし、父上たちを見てればその重要さもよく分かる。まぁ、

俺が言いたいのは、そうだな・・・・・・理解はしても納得できないこともあるってことだ」

　彩霞はその言葉に小さく息を呑んだ。戸惑いながら訊いた。

　「・・・・・・そ、れは、李絳が梨淑様たちに・・・・・・？」

　「そ。俺は跡継ぎでもないし、常に何か仕事をしてるわけじゃないけど、父上たちの力になりたいとは思

う。支えたいって思う。だけどいくら身内でも――父上たちが決断したことでも、どうしても納得いかな

いことだってある。家族だって、やっぱり全部を受け入れることはできないと思うんだ」

　覇気のない李絳の声音に、彩霞は少しだけ不安になる。

　「・・・・・・悲しいのか？」

　家族に理解されないことが、家族を理解できないことが。彩霞が躊躇いがちに聞くと、李絳は溜息をつ

いた。そして顔を上げるが、今度は彩霞の肩に顔を乗せると苦笑した。

　「ちげぇよ。あながち間違ってないかもだけど。・・・・・・俺は、さ。家族がとかじゃなくて、誰一人

自分を理解してくれる、できる人間がいないのが、悲しいんだと思う。それってさ、結局、人は孤独なん

だって思い知らされるみたいだろ。そう思って、なんでか悲しくなった。人それぞれだってわかってんの

に、悲しくてしょうがねぇんだ。――まぁ、だからこそ、人を大切にしようって思ったんだけど」

　「・・・・・・それは、理解しようということか？」

　「俺は別に理解してほしいわけでも、理解したいわけでもない。いや、場合によりけりだけど。まぁ、

どっちにしても難しいことだと思うんだ。全部が全部、理解できることなんてなくて。予想はできても人

の心なんて複雑すぎて、思ってたのと違うこと、違う理由とかが返ってくる。それでも俺は、相手の気持ち

を――心を、大切にしようと思うんだ」
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　「ここ、ろ・・・・・・？」

　彩霞がぽつりと呟くと、李絳が顔を上げた。彩霞と目を合わせて笑った。

　「そう。笑ったり泣いたり、傷付いたり幸せになったり・・・・・・。そう感じられることは人それぞれ

だろ？　俺はそうやってその人間が見たり聞いたり感じたこと全部、信じてやりたいんだ。たとえ理解で

きなくても、否定せずに信じたい――大切にしたいんだ」

　彩霞には、李絳の言葉も声も想いも、すべてが温かく感じた。再び目元に熱が集まる。李絳が、それを

拭ってくれるが止まらない。その手は頬に留まり、李絳が真剣な表情で彩霞を見ていた。

　「矛盾してるかもだけど、人はそうやっていろいろ折り合いをつけなきゃ生きてけないと思う。そうい

う風に共生しているんだ。そういう風に、人同士が繋がってるんだ。――お前は、祖父さんのこと大切に

思ってるんだろ？　だったら祖父さんを信じてやれ。変に勘繰って、言葉も否定しちまったら、お前には

何が残る？　それって思い出すらも否定してるのと変わらないんじゃないのか？　そんなの、お前にとっ

ても不本意だろ。だったら信じてやれ。愛してる、っていう祖父さんの言葉だけは疑うな。お前がお前で

あるためにも、お前が大切に思う人間は信じろ」

　な、と李絳が優しく彩霞に笑いかけると、彩霞はそれを受け入れるかのように目を閉じ、李絳に縋りつい

た。首筋に顔を埋めるようにしがみついたまま、肩を震わせる。李絳は苦笑して、彩霞の身体を抱え直す

ように抱き締めた。

　「俺は、お前を信じるって決めた。それに逃がさないって決めた。だからって馬鹿げた望みは叶えない

し、お前がしたことも許せないと思う。でも、俺はお前の味方でいる。・・・・・・俺だって自分がいって

ること、よくわかんねぇよ。いいから聞いてろ」

　言っている事がおかしい、と彩霞が嗚咽混じりに呟けば、李絳が眉間にしわを寄せる。そして、気を取り

直したように告げた。

　「お前が何も信じられなくても、誰もがお前を拒絶しても俺はお前の味方だ。お前の傍にいる。いろん

なものを見せてやる。願いだって聞いてやる。――あ、でも死にたいってのは、なしな。・・・・・・うー

ん、じゃこうしよう。俺はお前の、一番の味方で敵だ」

　うん、と李絳はひとり満足気に笑う。しかし、また別のことを思いついたように続けた。

　「彩霞。俺はお前の傍にいる。絶対に勝手にいなくなったりしない。お前を一人にしない。たとえお前

のためでも、俺はお前を残して死んだりしない。約束する」

　はっきりと力強く告げられた言葉に、彩霞は息を呑んだ。李絳は気付くこともなく、話し続ける。

　「お前のために祖父さんがしたこととはいえ、お前は少しは祖父さんを責めていいと思う。愛してるっ

て言っておきながらお前を残してったことに、お前だってちょっとは怒ってるだろ。祖父さんの選択も分

からないでもないけど、やっぱり大切な人間がいなくなるのだって悲しいんだ。だから、お前は怒ってい

いんだ」

　何故、死を選ぶ前に話をしてくれなかったのか。何故、彩霞を頼ってくれなかったのか。二人なら、また

違う未来を選べたかもしれないのに――。

　「・・・・・・まぁでも、お前の祖父さん生きてたら絶対お前だけ逃がして、代わりにお前が取った道に

進みそうだけどな」
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　李絳が、彩霞の意を読み取って苦笑する。それに釣られたのか彩霞も笑うかのように小さく息をついて

いる。李絳は、少し身体を離すと彩霞の顔を覗き込んだ。

　「――なぁ、彩霞。お前はこれからどうしたい？」

　唐突にそんなことを聞かれ、彩霞は意味が分からず李絳を見返した。ぼうっとしたままの頭で必死にそ

の意図を探る。しかし、そうこうしているうちに李絳が答えを告げた。

　「まだ、死にたいと思うのか？　でもお前は死なずに生きてる。祖父さんの言葉を守ってのことかもしれ

ないけど、今お前は生きてる。今のお前は何を思う？　死にたいのか、生きたいのか、お前の望みは何だ？」

　「・・・・・・死、というのは、叶えてくれないんじゃ、なかったのか」

　彩霞が大きく息を吐いてからそう訊くと、李絳はそうだったな、と笑う。

　「じゃ、生きるの前提で。罪とかそういうのは俺も一緒に背負ってやる。――ちげぇな。俺たち色家も

罪を背負わなきゃいけないんだ。ずっと積み重ねてきたものが限界を超えたっていうんなら、お前の言う

ように色家にも原因がある。だからその罪は、俺たちもずっと背負っていくべきなんだ。お前一人の責任

じゃないんだ。お前に一族を葬らせたのは、藍家と他の色家の過去なんだ」

　それでも、その決断をしたのは彩霞だ。償うことのできない罪を犯したのは彩霞自身だ。

　『どんな人間であっても、無闇に命を奪うことだけは絶対にしてはいけない』

　祖父の言葉を彩霞はことごとく破り続けてきた。祖父が亡くなる前もその後も。

　逃げなさいと言われても、今更だと思った。彩霞はとうの昔に決めていた。初めて人の命を奪った時か

ら――いや、もっと以前から決めていたのだ。

　――たとえ誰に非難されようとも罵られようとも、自分の世界だけは守ろう。

　それが自身の安らぎに繋がると信じて、彩霞は祖父を失うその瞬間まで生きてきた。そう、すべては自

身のために。

　そんな彩霞に許される道など存在しなかった。彩霞自身、それを望まなかった。だから彩霞は最後まで、

罪を犯し続けることを選んだのだ。

　彩霞が心の中でぐだぐだと考えていると、李絳は何となくそれを察したのか溜息をついた。

　「・・・・・・どこまでも後ろ向きな奴だな。死にたいとか思ってても、お前結局生きてんだぞ。考える

なら先のこと考えろよ」

　少し的外れではあるが、李絳は呆れたように彩霞を見ている。

　――別に、もう死にたいとは思ってない。

　彩霞は訂正しようとしたが、何故か李絳の言葉に屈したような気がして気に入らず、止めた。

　なんだよ、と彩霞の表情に何かを感じた李絳が眉を寄せる。彩霞が答えないのですぐに飽きたようだっ

た。李絳の表情が複雑そうに、だが真剣なものに変わる。

　「俺は、お前はもう、他の何かを求めてもいいと思う。今までずっと祖父さんを、周りの人間を守るため

に、お前は自分を犠牲にしてきたんだろ？　――お前はそう思ってないかもだけど、祖父さんの手紙にも

そうあったし、矢神の人たちだってじじいたちだって、お前のおかげで今があるんだって思ってるよ。そ

れがたとえ自分のためでもさ、お前はたくさんの幸せを犠牲にしてきたんだと思う」
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　夏崔との穏やかな日常を過ごす一方で、闇の中にも身を置いた。様々なことに表裏があるように、光と

闇を持つことは自然なことなのかもしれない。だが、彩霞のそれは、人の命を守るために人の命を奪うと

いう最も残酷で矛盾したものだったのだろう。

　李絳はそんな毎日を送らなければならないことを想像して、顔をしかめる。気が狂ってしまいそうな日々

がどれほどのものなのか、李絳には漠然としか分からない。

　「自分を責める日がたくさんあったと思う。お前、心を殺すことはしないって言ってた。それに、お前の

性格考えればお前が、母親の言うこと聞くたびに苦しんでたんだって分かる。その後だって、ずるずる引

きずって自己嫌悪して、本当は自分なんかが幸せを願っちゃいけないんだとか思ってたんだろ。――なぁ、

もういいだろ？」

　李絳の声が優しく彩霞に降りかかる。うつむこうと彩霞の両手が、頬を包む李絳の手を離そうとするが

李絳は先程から気にしていない。涙で濡れるのも気にせず、李絳は彩霞と目を合わせた。

　「今まで失くしたもの、今度は取り返す番だ。過去を背負う分、今を背負えばいい。痛みを背負う分、喜

びを背負えばいい。忘れられない記憶を背負う分、幸せな記憶を作ればいい。――なぁ、お前は何を望む？

　何を見たい？　どこへ行きたい？　お前がいたいと思う場所は？　彩霞、言ってみろ」

　視界が歪んで李絳の顔がほとんど分からない。嗚咽が、堪えられずに零れていく。時にはしゃくりを上

げるかのように肩を震わせる彩霞の言葉を、李絳はひたすら待った。聞き逃さないよう、耳を澄ませる。

　やがて、彩霞はゆっくりと小さく言葉を紡ぎ始めた。

　「・・・・・・っ、・・・・・・った、い・・・・・・、っ生き、たい」

　少しだけ呼吸が落ち着いてくると、はっきりと言葉が聞き取れた。

　「ここに、いたい・・・・・・っ、ちょ、しゅんさま、たちの、っそばにいたい、話を、したい・・・・・・

昔、みたいに・・・・・・っ」

　彩霞の心の叫びに、李絳の心が揺れる。それはおそらく、彩霞が唯一、心の底に押し込めてきた本当の願

い。望めない、と諦めて、彩霞はいつか来る彼らとの永遠の別れを待ち続けた。

　藍家が滅んで五十年、彩霞は矢神の里で過ごしていた。だが、彩霞の心は藍家にいた頃のままだったの

だろう。祖父の最期を祖父の友人たちに伝えるまで、彩霞の心は本当の意味で先に進めなかったのかもし

れない。

　彼らに生きるということを教えられ、彼らの傍で育ってきた。離れ離れになっても、彼らは常に彼女の

心の中にいた。そして、いつかすべてが終わり、彼らと再会する時を願っていた。おそらく、その日のため

に、彼らとの接触を絶ったのだろう。

　――だとしら、彩霞はこれでやっと、藍家から解放されたのか。

　完全な解放だとは言えないけれど、少なくとも彼女の時は動き始める。簡単には望めなかった願いを、今

度こそ望むことができる。

　「許されない、ことを、した。・・・・・・でも、それでも・・・・・・っ、あの人たちの、傍にいた

い・・・・・・！　また、失いたくない・・・・・・！」

　「・・・・・・うん」

　李絳は相槌を打ちながら、彩霞を抱き締めてあやすように背中を叩く。
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　「あんなやり方しか、できなかった。あんなこと、望んでないって、わか、ってたのに、私の、我が儘

を・・・・・・っ、我が儘で、すごく、傷付けた」

　「どっちかってーと、お前が傷付いてることに傷付いてると思うけどな」

　「・・・・・・っ、ほ、本当に、願っても、いいのなら、傍で、まも、りたい・・・・・・。今度は、傷付

けないやり方で、あの人たちの、役に立ちたい・・・・・・！」

　ここまできても守りたいかよ、と李絳がぼそっと呆れたように呟く。彩霞が何かを言い返そうとするが、

李絳は溜息で遮った。

　「お前、少しは守られることにも慣れるべきだぞ。てか、この状況じゃ確実にそっちだろ。だいたい、傷

付けたとか言ってるとまた怒られるぞ」

　李絳は影蔡らを思い出したのか、ふっと笑った。

　「――願ってもいいんだ。お前はここにいて、いいんだ。いくらだって望んでいい。これから、もっと大

切なものが増える。たくさんのことを知って、見て、少しずつ前に進めばいい」

　優しく温かい声が耳元に降ってくる。さらに涙が溢れて、止まらない。

　「守りたいものだって増える。今度は俺も一緒にそれを守ってやる。なんだって一人より二人だ。一緒

に、お前が守りたいもの守ってやる。――もし、お前がまた不安になったらいつだって、何度だって言って

やる。生きてていいんだ、ここにいていいんだってな」

　ついでに怒るけどな、と溜息混じりに李絳が呟く。そして、力強く言葉を続けた。

　「それでもまだ、うだうだ考えるようなら、理由だって作ってやる。ここにいなきゃなんない理由も、じ

じいたちの傍にいなきゃなんない理由も、何だって理由づけてやる。とりあえず、じじいたちの方は、お前

がいた方がとばっちり受けずに済みそうだな。あとは、お前放っとくと危なっかしいからな。だから、目

の届く場所にいろ。――よし、ひとまずはこれでいいか」

　一人勝手に頷いている李絳に、彩霞は笑いそうになって、けれど笑えずに息を吐いた。嗚咽が零れるば

かりで、話もできそうにない。だが、心だけは確かに何かを感じている。

　この感情は何なのだろうか。悲しいのか、切ないのか、嬉しいのか、おかしいのか。泣けて、笑えて、温

かくなって。いつかの記憶を呼び覚ます。

　『彩霞』

　今はもう会えない人とともに過ごしたあの日々に、よく似ていた。思えば、こんなに心を揺さぶる感情

を覚えたのは、もう遠い過去以来。あの時の自身は気付いていなくとも、今の彩霞ならこう感じていたの

だと分かる。

　――生きている。

　人を知り、人の心を知り、自らの心を育て、人になれたあの幼い日々。それは祖父を失った時に、半分以

上が壊れかけてしまった。だが、今、再び彩霞の心を揺さぶった。

　「なぁ、彩霞。もういいんだ。お前はもう、今を見ていいんだ。幸せを望んだっていいんだ。祖父さん

だってそう望んでる。祖父さんだけじゃない、みんなそう願ってる。彩霞、お前はここにいていいんだ。

――生きていていいんだ」

　李絳は最後にもう一度、念を押すように告げた。
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　その言葉を聞いた途端、彩霞は何故か人に戻れた気がした。そして、彩霞の思考に彷徨っていた祖父の

言葉が、心にすとんと落ちた気がした。

　『彩霞、私はお前を愛している』

　手紙に書かれていた祖父の言葉。それは、祖父が息を引き取る間際に口にした言葉と同じだった。彩霞

の必死の呼びかけに、目を覚ました夏崔は息も絶え絶えにそう告げた。夏崔の目は彩霞を捉えることはな

かったが、その言葉を残した後で謝罪とともに息を引き取ったのだった。

　――お祖父様。

　大切な祖父の心を信じきれなかった自分は、なんて愚かなのだろうか。彩霞は、後悔していた。信じき

れなかった自分に、そして、甘えるばかりで一度も返せなかったことを。伝えたくても伝えられなかった

言葉が、二度と伝えられなくなったことを――。

　彩霞は、届くことのない言葉を、それでも思わずにはいられなかった。

　――お祖父様、私も、愛しています。

　彩霞は、自身を包み込む温かさに身を任せて泣き続けた。

　「・・・・・・子供かよ」

　李絳の腕の中で、彩霞が寝息を立てている。泣き疲れて寝てしまう子供のそれと同じではないか、と李

絳は溜息をついた。

　だいぶ長い時間、李絳は彩霞を抱き締めていた。もう、外は暗くなり始めている。

　李絳は、彩霞を自分に寄りかからせるように支えると、彩霞の顔を覗き込んだ。先程まで泣いていたせ

いか、顔全体がほのかに赤く見える。何故かふいに切なくなり、李絳は彩霞の肩を強く抱いた。彩霞と話

をしたことで、彼女に対する認識がより明確になった。

　――本当に、祖父さんが大切だったんだな。

　李絳が思っていた以上に、彼女の祖父は、彼女を愛情深く育てたのだろう。手紙だけでなく、彼女自身が

それを語っていた。

　――ちゃんと話してみたかったな。

　李絳の記憶には、彩霞の祖父――藍夏崔の姿がほとんどない。他家の現当主と先代たちとの交流はあっ

たが、藍家は先代だけでなくほとんどの人間と面識がないと言っていい。それを思えば、李絳が生まれる

よりも以前から、藍家は他家との交流が疎遠になっていたのかもしれない。

　彩霞や長春らの会話から、藍夏崔という人がどんなに大きな存在だったか分かる。その人となりも、や

はりよくできた人物なのだろう。そして、おそらく長春たち以上の親馬鹿なのだろう。

　李絳は彩霞の幼い頃を思って小さく笑った。会ったこともあるらしいが、いまいち今の彩霞と記憶の中

の子供が結び付かないので、ひとまず忘れることにする。

　きっと、夏崔が見守るのと同じように、彼女は祖父の傍を離れなかったのだろう。李絳は容易にその様

子が想像できた。そして、おかしく思うと同時に、悲しくなった。

　「・・・・・・幸せな時間、か」

　彩霞にとってそれは、とてもあっという間の出来事だったのだろう。
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　彩霞が彩霞でいられるように作られた出会いは、幸せを運ぶと同時に、非道な運命を彩霞に背負わせる

ことにもなった。そして、それを知った夏崔や長春たちも複雑だったに違いない。

　李絳は、自身の嫌な思考に溜息をついた。だが、ふと思い至る。

　――もしかして、ずっと前から・・・・・・？

　李絳は浮かんだ思考に愕然として彩霞を見た。起きる気配のない彼女の寝顔は驚くほど安らかだ。李絳

はそれを見つめながら、嘘だろ、と呟いた。

　彼女は自身が生まれたことに嘆いていた。祖父を陥れた人間よりも、藍家を狂わせた人間よりも、彼女

は自分自身を許せなかったのだろう。そして、彼女は自身が生まれたことでさらに狂い始めた藍家を、自

身の手で滅ぼすという選択をして、生まれたことに対する責任を取ろうとした。それは、ほかの誰でもな

い祖父や長春たちへの責任――償いだったのかもしれない。そうしてすべてを終わらせて、彼女はさらに

葬った人々に対する責任をも果たそうとした。

　しかし、李絳はそれ考えが間違っていたのではないかと思った。

　何故、死を望むのかと訊いたとき、彼女は答えなかった。だから李絳は、勝手に考えた理由を答えにして

しまっていた。

　――罪の意識で？　償いのため？　狂いたくなかったから？

　すべてを終わらせるという選択を選んだが故に、彼女はそう考えて死を願ったのだと思っていた。だが、

違っていた。

　彼女は死にたかったのだ。祖父に彩霞を選ばせてしまったことと長春たちに彩霞という子供の存在を認

識させてしまったことを、なかったことにするために死にたかったのだ。おそらくそれは、祖父が亡くな

るよりも、もっとずっと前から思っていたのだろう。それこそ、母親の下で動くことになってから――。

　李絳は、彩霞の死を願う理由に思い至り、同時に彼女が自ら命を絶てない理由に気付いた。

　――祖父さんのことを、言葉を、守ってたのか！

　李絳は、これにも愕然とした。

　幼い頃の彩霞は祖父に愛されていると信じていた。だから彩霞は、自分が死ねば祖父が傷付くことが分

かっていた。だからこそ、彼女は自らを母親の駒にすることはできても、自らを傷付けることはできなかっ

たのだ。

　その上、彼女は祖父の言葉を守っていたのだ。生きなさい、という祖父の言葉を懸命に守ってきたのだ。

　恐らく彼女は自身を生かしている正体に気付いていないのだろう。意識的に、であれば彼女は、逃げろ

という言葉通り、藍家から離れていたはずだ。気付いていたとしても、彼女は祖父の大切な藍家を見過ご

せなかったのだろう。そして、彼女は祖父の言いつけを破って藍家に残ったのだ。

　「・・・・・・なんだよ。結局、祖父さんのことが一番大事なんじゃねぇか」

　李絳は小さく呟くと息を吐いた。自身だけが大事だと言った彼女の言葉が違ったことに、少なからず安

堵する。だが、またも浮かび上がる不安に顔をしかめた。

　――いや、違うだろ。それってある意味、怖ぇぞ。

　彼女の思考が、果たして他人の心に縋りついているように見えた。
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　大切な人間の意思に従って生きる彼女は、まるでそうしなければ生きられないとでも言うかのようだ。

　もしかして、これが藍家の本質なのだろうか。そういえば彼女がそんな話をしていたな、とやっとその

意味に気付き、ぞっとした。

　――それって、正気って言える・・・・・・のか・・・・・・？

　李絳は彩霞を見つめて、改めて自身とはまったく違う人間なのだと、藍の血を受け継いでいるのだと思っ

た。だが正直、彼女こそ異常に見えた。

　狂っていく一族の中で、ただ一人心を保ち続けた。そしてそれが、祖父の心に従っているからなのだと

思うと、より異常に見えた。

　他者の心で自らの心を縛り、生き続けてきた彼女の中に、自身だけの心は存在するのだろうか。李絳は

そう思うが、はっとする。

　――いや、こいつは大丈夫か。

　彼女は、もう自らの意思で生きたいと望んでいる。その上、彼女を支える祖父はもういない。それでも

彼女はこうしてここにいる。抑える者がいなくなった一族は壊れてしまったけれど、彼女は壊れていない。

それは彼女と祖父の絆が本物だった、ということなのかもしれなかった。

　李絳は、安堵してふと不思議に思った。彼女は一体、祖父と長春たちのこと以外に、何を支えとしている

のだろうか。彼女を、自らの足で立たせているものは、一体何なのだろうか。

　そう考えて、けれど答えは得られないだろうな、と溜息をついた。

　――絶対、自覚してねぇな。

　それでも、いつか分かるだろうか。彼女とともにいれば、いつか分かるだろうか。そう思って、李絳は小

さく笑った。いつかを願えることが、こんなにも安堵することだとは思わなかった。

　彩霞に会ってから、何となく自分の中で何かが変わった気がする。李絳がそう思うように、彼女もそう

であればいいと思った。少しずつ、ゆっくりで構わない。迷ったって悩んだっていい。そうやって、良い

方向に変わっていけたらと思う。

　そのために、いろんなものを彼女に見せてやろう。聞かせてやろう。そうやって、李絳は自分ができる

ことを精一杯するだけだ。それが、今の自分にできることだから。

　そう決心して、李絳は彩霞を別の部屋で休ませるために立ち上がったのだった。
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　『――父上、彩霞の父親ってどんな人ですか？』

　李絳はその日、半年前に交わした父との会話を思い出していた。

　「どうした、急に」

　紅家に帰り着いた数日後、梨淑は息子から唐突に問われた内容に少なからず驚いていた。李絳からそん

なことを聞かれるとは思いもしなかった。李絳は藍家の当主に良くない印象しか抱いていないと思ってい

たからだ。

　「彩霞が父親を嫌ってるようには見えなかった気がして、そんなに酷い人でもなかったのかなと」

　父様、と彼女はそう呼んでいた。その声音に嫌悪は感じられなかったのだ。

　梨淑は息子の言葉に目を細めた。手にしていた紙束を机の上に置き、そうだなと息をついた。

　「・・・・・・優しい、男だったな。優しすぎるぐらい、優しい男だった。上に立つ者には向かない、た

だ平穏を愛する男だったな。・・・・・・私には、あの男は眩しすぎたぐらいだ」

　梨淑の表情が、わずかに切なさに歪む。李絳は祖父を避けて父に尋ねたことに少しだけ後悔した。

　「えっと・・・・・・、父上たちは、そのやっぱり・・・・・・」

　「ああ。お前たちぐらいになる頃には会うこともなくなったが、それ以前はよく共にいた。晴燕や他の

当主たちも知っているぞ」

　躊躇いがちに李絳が問うと、梨淑は溜息混じりに答えた。

　「あの男が姫の母親に出会ったのは、やはり私たちと会わなくなる少し前だった」

　「え、それじゃあ・・・・・・、彩霞の父親はその人に会ったから・・・・・・？」

　おかしな話だがな、と梨淑は苦笑した。

　「私たちには、彼女に出会ったことが彼を変えたように思えてならなかった」

　優しく、守りたいものを明確に思い描くことができた彼が、人が変わったようにただ一人に執着し始め

た。始めはただ恋をしている人のそれで、おかしくなどなかった。

　「美しい人だった。近くで見たわけではないが、綺麗で聡明そうな女性だった。だが、私たちにはどこか

異様に見えた」

　「異様・・・・・・？」

　「ああ。その時はただ気のせいだと思って流していたな。どこが、とはっきり言えるわけではないが、気

のせいではなかったのだと気付いたのは最後に彼と会った時――いや、それが彼との最後だと知らされた

時だった。その時、私は初めて父が言った藍家の本質の意味を悟った」

　梨淑の表情が、さらに悲しいものへと変わる。眉を寄せて深い溜息をついた。

　「彼女と会話を交わすようになってすぐ、彼は私たちのもとへ来なくなった。その時、既に藍家の人々の

交流は減っていて、こちらから会いに行くことはできなかった」

　「もしかしてそれって、彩霞の祖父さんが決めた、んですか」

　李絳の問いに梨淑は頷いた。
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　「巻き込むことがないように、だろう。父たちも従っていたから、私たちもそれが必要なのだと納得し

た。――それからすぐ、夏崔様から彼が二度と顔を出さないことを告げられたと同時に、藍家の状況を初

めて知らされた」

　そして、さらに自分たちが守られていた状況に気付いた。夏崔が決めた約束事はすべて、梨淑たちを――

他家を守るためのものだったのだ。ただ漠然と受け入れていたことの本当の理由に、そして、彼が顔を出

さなくなった理由に愕然としたのを覚えている。

　「藍家が滅んだ時、私は後悔した。彼は恐らく、自身の意思で藍家に留まることを――二度と私たちに会

わないことを決意したのだろう。そう思って、彼女に近づかせたことを後悔した。・・・・・・お前、聞い

たのだろう。姫に、彼の最期を」

　真っ直ぐ向けられた父の視線に、李絳はぎくりとした。何故だか、少しだけ気まずい。

　「いや、あの、・・・・・・彩霞は、自ら命を絶ったって・・・・・・」

　李絳は、梨淑の目を見ないまま彩霞の言葉を繰り返した。彩霞に父親のことを尋ねたことを責められる

ような気がしたのだ。

　――いや、でも不可抗力ってやつで・・・・・・、俺のせいじゃないぞ。

　心の中で否定するが、たいして効果もない。だが、李絳は彩霞に父に最初にした質問をしただけなのだ。

それは、思いもよらないことを知ることになったのだけれど。

　「……まったく、夏崔様に育てられたのだから考えずとも分かるだろうが」

　李絳の耳に聞こえてきたのは、やはり呆れた溜息だった。うっ、と李絳は言葉を詰まらせる。しかし、梨

淑は気にせず李絳に呆れた視線を向けていた。

　「相変わらず配慮がなってないな。――彼女の言葉は本当だ。後で分かったことだが、彼の傷は他の人

間とは違っていた。おまけにその表情もな」

　「へ？　・・・・・・表情？」

　思わず間抜けにも見える言葉を返してしまい、李絳はすぐに後悔した。父の視線が冷たい。

　「・・・・・・彼の表情は穏やかだった。痛みを感じて死んだとは思えないほど。笑っているとかはない

が、明らかに他の人間とは違っていたな」

　そのおかげで、梨淑は彼が最後まで、自身のやり方で大切なものを守り続けていたのだと思えたのかも

しれない。梨淑は自嘲気味に小さく笑った。本当のことは分からないが、そうであってほしいと思った。

　一方、李絳は彩霞がほとんど知らないと言いつつ彼の最期を話したことに、首を傾げている。もしかし

て、父親と最後に何か話をしたのだろうか。李絳は不思議に感じ、いつか聞いてみようと決めた。

　「さて、この話はもういいだろう。姫のことだが、お前、気をつけていてやるんだな」

　「・・・・・・は？」

　李絳は突然言われた言葉に、意味が分からず首を傾げた。梨淑は息子のその様子に溜息をつきながら、つ

い先日の彩霞の言葉を思い出していた。

　『私の願いを聞き入れずに生かしてくれて、ありがとうございます。・・・・・・祖父や長春様たちだけで

なく、梨淑様と晴燕様にも会えて、良かった。貴方方に会えたからこそ、今私はここにいます。・・・・・・

本当に、ありがとうございます。これからは、ちゃんと自分の足で前に進もうと思います』
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　彼女の口から出た言葉に、梨淑は驚いた。そして、とても嬉しく思った。

　ほとんどの感情を欠落したような人形のようだった彼女が、温かみのある声で穏やかな笑みを浮かべな

がら、未来を語ってくれた。

　それがどんなに嬉しかったことか。梨淑は、改めて彼女を見守ることを心に決めたのだった。

　しかし、少しだけ危惧していることもあった。

　「・・・・・・あの子はまだ歩き始めたばかりだ。どんなに多くのものを見てきたとしても、それはほと

んどが藍家の闇の部分だろう。この五十年も、矢神の里にいたとはいえ、彼女の心は矢神の里を見ていな

かった。彼女が見ていたのは、望んだのは、藍の一族とそれとともに終わること。・・・・・・彼女の心は

結局、過去に囚われていたにすぎない」

　もしくは、藍家に囚われていたのかもしれない。そんな彼女の心が一気に現在を吸収してしまったら、そ

れこそ、何か良くないことが起こってしまうのではないだろうか。そんな気がしてならなかった。

　「やっと彼女の意思で過去から歩み始めた今、あまり事を急いてはいけない気がする。彼女は強い。だ

が、彼女もただの人間だ。増してや人の弱さを顕著に表していた藍家の血を引いている」

　「でも、彩霞は力とか、そういうのに固執してないと思うんですけど・・・・・・」

　「私とてその可能性はあまり考えていない。・・・・・・彼女が継いでいるとしたら、夏崔様や父親の方

に近いだろうな」

　梨淑が、嫌なものを吐き出すかのように溜息をついた。その表情もどこか厳しい。李絳は、父の言葉に

首を傾げ、尋ねようとしたところではっとした。

　――そうだ、あいつは死を望んでた。

　夏崔が彩霞のとっての自身の存在をよく思わなかったように、彩霞は祖父や長春たちに自身の存在を知

らせてしまったことを悔いていた。ならば彩霞が弱さに、闇に、溺れてしまったら――。

　「いいか、李絳。彼女はほとんど外の世界を知らないはずだ。ゆっくりでいい。焦らせずにゆっくり、

様々なことを知っていけるように配慮しろ。十分気をつけてやれ」

　言っていることはもっともであるが、李絳は何となく腑に落ちない。それが顔に出ていたのか、梨淑が

呆れたような眼差しになった。

　「・・・・・・なんだその顔は。私は、お前が一番暇そうだから、お前に頼んでいるんだぞ。父がいれば

平気かとも思ったが、あの男は折に触れ姿を消すからな。そうなるとお前が一番、融通が利く」

　頼んでいるという物腰でもない。その上、自身の父を “あの男”呼ばわりである。そして、さらには息子

に対して酷い言い様だ。

　李絳が言い返せずに辟易していると、梨淑は冷たくあしらった。

　「私の話は以上だ」

　有無を言わせずに李絳を執務室から追い出したのだった。

　「・・・・・・今思い出しても、腹が立つ・・・・・・」

　どうして、ああいう大人ばかりなのだろうか、と李絳は溜息をつく。
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　李絳は、彩霞が住んでいる離れとはまったく逆の場所にある物置場の影に隠れて寝転がり、空を見上げ

ていた。下は芝が広がり、周りにある木々がいい具合に日陰を作っている。ここは、彩霞が来てから李絳

の新たな昼寝場所になった。

　いい天気に、いい風邪が吹いているというのに、気分は優れない。それもこれも、すべてはろくでもない

大人達のせいだ、と李絳は勝手に決めつけていた。

　彩霞と出会ってから、李絳は自身にとてつもない危険が降りかかっていることを実感していた。

　――ああ、俺の平穏な日常が・・・・・・！

　李絳は自身の腕枕で頭を抱え込むと、その場をごろごろと左右に転がった。

　目下、李絳を悩ませている原因は、やはり長春を始めとした彩霞に纏わりつく者たちである。彼らは彩

霞をとても大切にしており、暇を見つけては彼女に会いに来る。ここ半年は、月に一度は誰かしら顔を出

している。

　――隠居してんだから、そりゃ暇だろ！　つーか、気軽に遊びに来るって距離じゃねぇし！

　当主を退いて比較的自由になっている彼らは、事あるごとに紅家に遊びに来る。――そう。それは、李

絳が危惧していたかつての集まりが再び――な状況になったことを告げていた。

　彼らは――主に影蔡だが――李絳が彩霞の傍にいると、それはそれは不愉快のようで、些細なことから

周りを巻き込むような嫌がらせを持ってくる。そして、それはいつの頃からか、李絳が昼寝している場所

にわざわざやってきて、彩霞の事に関する、李絳にとって癪に障る言葉を落としていくようになった。

　『よく分からない』

　『おかしな男』

　『少し、苦手です』

　などといった彩霞の李絳に対する言葉を、彼らは一言二言も多く残していくのだ。いつだかは『あまり、

近寄りたくないです』などと、かなり気に入らない言葉だった。

　しかし、実際に彩霞と過ごしていると、彼女が本当にそんなことを思ったのかと思うほど、穏やかな笑み

を見せてくれることがある。それがさらに李絳を混乱させ、李絳は彼らの思い通りにいかせるものかと思

いつつも、結局は振り回されているのである。

　そしてそのために、李絳は父の言葉を実行できているのかできていないのか、分からなくなった。とい

うより、忘れていた。

　――くそっ。

　李絳が内心で悪態をついた時、李絳の思考に割って入る者がいた。

　「今度はこんなとこで油売ってたんだねぇ、李絳」

　蘇芳である。李絳は驚きはしなかったものの、嫌そうに溜息をついた。

　「・・・・・・離れにいるとじじいに起こされんだよ」

　「長春様、今日いないけど？」

　「はぁ!?」

　「どこに行かれたのかは知らないけど、当分の間留守にするってさ」
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　なんていうすれ違いだ。李絳は、突拍子のない祖父の行動に腹が立った。自分勝手にもほどがある。李

絳は溜息をついた。

　「当分ってどのくらい」

　「知らないよ。行き先も告げずに消えちゃったらしいからね」

　「・・・・・・相変わらず自分勝手だな」

　「彩姫なら知ってるかもよ？」

　「・・・・・・・・・・・・」

　それはそうだろう。李絳は蘇芳の言葉に返さないものの、そう思っていた。

　――奴らは彩霞に心配かけないようにしてるからな。

　おもしろおかしく過ごしている彼らは、そこだけは必ず配慮しているのだ。

　――ああ、でもじじいはよくわかんねぇな・・・・・・。

　李絳は一人だけ例外を思い出して呆れたように溜息をついた。

　「それにしても、彩姫よく笑うようになったよね」

　蘇芳は言いながら座り込み、壁に寄りかかった。恰好のさぼり場所だね、と苦笑する。李絳は、寝転がっ

たまま再び空を見上げた。

　「・・・・・・よく、ね。まぁ、確かに作り笑顔浮かべてた時とは大違いだけどな」

　彩霞はこの半年で、表情がよく変わるようになった。それでも、まだだいたいは無表情に近いのだが、か

なりの進歩である。

　李絳はふっと笑うと口を閉じた。蘇芳も空を見上げたまま何も言わない。緩やかな風が二人を通り過ぎ

ていく。ふいに口を開いたのは蘇芳だった。

　「・・・・・・彩姫はさ、結局のところ、一番藍家に囚われていたのかもしれないね。それこそ、他の誰

よりも、藍の血を色濃く受け継いでいたのかもね」

　死を望みはしたが生き続け、力を得ようとしたわけでもない。ただ、彼女は自身の心と祖父の心、そし

て、長春らの心をひたすらに守っていたのだ。そしてそれは、色家をも守ったのだ。

　「・・・・・・そうかもな。歴代当主が背負ってきたことを、背負いきれずに積み重なってしまったこと

を、あいつは全部自分の手で摘み取ったんだ」

　歪んだ一角を排除する。それを、彩霞が完全な形で成し遂げたのだ。当主が担うべき役割を、誰もでき

なかったことを、彼女が背負ったのだ。しかし、それは彼女の心に大きな歪みを作り出した。

　一番残酷で、一番純粋な心から生まれた藍家の結末は、彼女に苦しみと安堵をもたらしたのだ。

　「祖父さんを奪った藍家への復讐。・・・・・・あいつはそんなこと言ってたけど、誰よりも近くで藍家

の人間を見てきたんだ。一族が変わっていくのを目の当たりにして、憎しみだけが浮かぶなんて、あいつ

の性格的にはないと思う」

　「・・・・・・大切な人のために、大切な人たちの命を奪わなければならない状況、か。考えただけで

ぞっとするよ。・・・・・・でも、彩姫はそれを選ばなきゃいけなかったんだね。それ以上、大切な人たち

が、また別の大切な人たちを傷付けないように」

　「ああ・・・・・・」
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　祖父を失ったように、長春たちを失うことを想像したのだろうか。どうであれ、それは耐えられないこ

とだろう。祖父を奪ったのは、長春たちを奪おうとしていたのは、他でもない身内なのだから。

　「怖かっただろうな。いつ、矛先がこっちに向くのか。毎日、毎日、様子を窺って、でも、矛先が向かな

かったうちは手を出せなかった」

　再び、沈黙が落ちる。

　蘇芳は、李絳が深く考え込んでいることをいいことに、自身も思考に耽る。

　――一番の闇を背負う一族、か・・・・・・。

　正直、いまだに信じ難いことではある。おそらく、より多くの時を彼らとともに過ごしてきた先代たち

や当代たち以外は、皆同じ気持ちだろう。彩霞から直接話を聞いた李絳でさえ、納得しきれていないよう

だった。

　――まぁでも、そのほうがいいのかもしれないな。彩姫にとっても、僕らにとっても。

　ほとんど深く考え込まないだけあって、蘇芳の思考はとてもあっさりとしている。この時もそれでよし

として、蘇芳は李絳を見た。

　李絳は先程とは違い、目を閉じている。しばらくそのままだろうな、と諦めて、蘇芳は再び景色に目を戻

した。天気の良さと、気持ちのいい風邪を堪能してしばらく、蘇芳はふと疑問に思った。

　李絳に視線を戻す。李絳は同じ格好のまま動いていない。蘇芳が、やはり寝ているのではないかと疑問

に思った時、突然李絳が目を開けた。そして、どこか落ち込んだような表情で、空を見つめたまま、口を開

いた。

　「・・・・・・なぁ、実際のところ、俺たちがあいつにしてやれることなんてあるのか・・・・・・？」

　蘇芳は、唐突なその問いに、そういえば梨淑とそんな話をしたと李絳が言っていたことを思い出した。蘇

芳は、李絳の思考に苦笑した。

　「うーん・・・・・・、長春様たちに比べたら、些細なことしかしてあげられないかもね。まぁでも、僕

らはそのままでいればいいんじゃないかな？」

　「そのまま・・・・・・？」

　「いや、違うな。僕らだって、彩姫と出会う前と後では違う。彩姫に出会って、彩姫を知って、藍家を

知って・・・・・・。考え方とか生き方に触れて、僕ら自身、考えさせられる。そうやって、僕らだって変

わっていく。――僕らが彩姫を支えるというより、彩姫に僕らが支えてもらってるのかもしれないね。実

際、彼女にはいろいろ学ばされたから」

　蘇芳の言葉に、李絳は確かに、と苦笑した。だが、蘇芳は彩霞と出会って何を思ったのだろうか。そう考

えていると、蘇芳が覚ったように笑った。

　「幸せの意味・・・・・・幸せの在り処かな。――本当は、生きているだけで幸せだと思わなきゃいけな

いのかもしれない。でも、人は生きている限り別の幸せを求めてしまう」

　どこまでも貪欲な生き物。それが人間というものだ。

　「藍家はその中でも特別、その思いが強かったのかもしれないね。彼らは侵してはいけない境界も越えて

しまった。ただ純粋に求めてしまったから――求めすぎてしまったから、彼らは本当の幸せさえ、見失っ

てしまった」
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　何が幸せなのか分からなくなったとも言えるかもしれない。物事には必ずと言っていいほど、度が過ぎ

れば思いもよらない事態を招く。藍家は正しくそうなってしまったのだ。

　「僕は別にそれがいけないことだとは思わないけど、彩姫はそんな純粋な願いを見続けていたからこそ、

ただ幸せだけを望むことができなかったのかもしれない」

　闇に手を染めることで、自身の心の均衡を保っていたのかもしれない。藍の血に溺れることがないよう

に、すべてを壊してしまわないように――。

　「人が幸せを望むのは当たり前になっていて、誰だって幸せを望めるんだ。ただ人は、自分の望む幸

せが何なのか、よく考えなきゃいけない。よく考えて自分の幸せを、常に見直していかなきゃいけな

い。・・・・・・彩姫を見ていると、そう思うかな」

　大切な人たちがいる。そんな人たちとともにいる今が、幸せそのもので、守りたいと思う。その幸せが

続くように、自分たちは今を生きているのだ。

　李絳は、そうだな、とゆっくりと流れていく雲を見つめながら呟いた。蘇芳が、李絳を見て笑った。

　「僕らは、何ができるとか考えずに、ただ傍にいればいいんじゃないかな。僕らが変わっていくのと同じ

で、彩姫だって変わっていく。・・・・・・李絳が長春様たちに勝てることないかもだけど、僕らには今の

彩姫しか知らないっていう強みがある」

　「勝てないって言うな！　ただでさえ、いろいろ負けてると思うのにっ」

　「えーだってさ」

　「言わなくていい！」

　蘇芳が腕を組んでさらに追い打ちをかけようとする前に、李絳が拒絶するように叫ぶ。そして、強引に

話の続きを促した。

　「知らないから、何だよ!?」

　蘇芳は、やつ当たりするかのような李絳に溜息をついた。気を取り直して、李絳から視線を外した。

　「知らないっていうのは時に残酷で、時にひどく優しい。人が何気ない一言で相手を傷付けるのは、相手

が何を抱えているのか知らないからだ。――でも、知らないからこそできることもある」

　あの藍家の姫に対してはその方がより効果が得られるかもしれない。

　「僕らは、藍家の過去を言葉でしか知らない。たとえより詳しく聞いたとしても、僕らには知りえないこ

とだ。彩姫が感じてきたことや、見てきたことも含めて、今まで話してたことだって、僕らの想像でしかな

い。結局のところ僕らには、彩姫の過去に干渉できない。――でも、今なら？」

　それは李絳に問うているようで、自身に問うているようにも聞こえた。

　「僕らはきっと、いろいろなことを見ていない分、知らない分、彩姫とぶつかり合えるんだ。彩姫の今ま

でを気遣って、どんなことが彩姫の未来に繋がるか考える必要なんてない。ただ単純に、自分たちの生活

に彩姫を強引にでも巻き込めばいい」

　蘇芳の言葉に、李絳は思わず吹き出した。蘇芳が清々しく笑った。

　「ね？　知らない方がいろいろと強引に運びやすいんだよ。――遠慮せずにぶつかる。それって僕らだ

けの強みだと思わない？」

　「まさしく、ものは言い様、だな」
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　まぁでも、それが一番やりやすいけどな。李絳はくくっと笑って身体を起こした。後ろ手に身体を支

える。

　「確かにあいつにはその方がいいかもな。うだうだ考えてばかりじゃ、何にもなんねぇし。――結局、俺

たちはそのままでいいのか。・・・・・・うん、それでいいや」

　納得したように頷いて、李絳は立ち上がった。身体を伸ばしてほぐすと、空を仰いだ。

　「・・・・・・俺はさ、この毎日が当然だと思ってた。でも、過去が今に繋がってるように、今が未来に

繋がってるんだ。だから俺は、大切にしようと思ったんだ」

　李絳は、言いながら笑った。そして、自身が一番感じたことを満足気に告げたのだった。

　「え、彩姫のとこ行くの？　稽古は？」

　「行くけど、どうせあいつ暇だろ。興味あるみたいだし、連れてくる。ついでにじじいがいつ戻るのか聞

いとくか・・・・・・」

　蘇芳が何故か驚いたように訊いてきたので、李絳は不思議に思いながらも答えた。

　庭の方に戻ってきた李絳たちは、武道場を右手に立ち止まっている。彩霞のいる離れは逆方向にある。

　「ふぅん・・・・・・。じゃぁ、僕先に道場行ってるから、ちゃんと彩姫連れてくるんだよ？」

　李絳は蘇芳の言い方に顔をしかめた。なんだか李絳を小さな子供に見ているかのような口ぶりだ。蘇芳

は李絳の怪訝そうな視線も意に介さず、踵を返した。

　「じゃ、後でね」

　李絳はしばらくその背を見送って、首を傾げながらも離れに向かって歩き始めた。

　――なんで、あんなに機嫌がいいんだ？

　いつになく満面の笑顔で去って行った蘇芳に、李絳はその理由に気付かない。この先に何が待っている

のか李絳は知らないのである。

　実は、長春と入れ違いに紅家に客が到着した。蘇芳だけでなく、紅家の誰もが既にこの事実を知ってい

る。さらには、そのために彼らは誰一人として彩霞のいる離れには近寄らないのだが、やはりこれも李絳

は気付いていない。

　「ったく、何だよ蘇芳の奴。いつもなら進んでついてくるくせに・・・・・・」

　ぶつぶつと、呟きながら離れの中に入る。一番奥が彩霞の自室になっている。

　「じじいがいないってことは、当分平和に過ごせるってことか。――ん？」

　彩霞の部屋のすぐ傍まで来た時、李絳は一番嬉しい事実に気付いた。

　「つーことは、俺はわざわざ移動して昼寝しなくてもいい・・・・・・」

　言いながら、李絳は部屋の襖に手をかけた。そして、目の前に現れた光景に固まる。

　「・・・・・・・・・・・・ぎゃあああああ――――――――！」

　理解できず、たっぷり時間を要し、理解して、その瞬間、李絳は情けない悲鳴とともにその場を逃げ出し

ていた。
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　「・・・・・・何です、今のは」

　突然、悲壮感漂う悲鳴を残していった李絳に彩霞が呆然としていると、彩霞のもとを訪れていた客――

紫影蔡が低く言葉を発した。

　彩霞が困ったように首を傾げると、影蔡は口元で開いていた扇越しに溜息をついた。

　「まったく……声もかけずに入ってきた上に、人の顔を見るなり逃げ出すとは、相変わらずいい度胸で

すね」

　彩霞は、李絳と彼らの攻防を知らないので、やはり首を傾げることしかできない。まさか自身を巡って

攻防が繰り広げられているなんて思いもしないのだ。

　彩霞は先程の李絳の反応を思い出して、おかしくなって小さく笑った。

　ここに来てから半年、毎月のように影蔡たちの誰かしらが、こうして彩霞を尋ねてきてくれる。先程の

李絳は、そのたびによく見られる光景になった。不思議なのは、ああして李絳が彼らの訪問を知らないこ

とがあることだ。

　――誰も、教えないのだろうか・・・・・・。

　そもそも、彼らが来ているというのに、彼らに会いに来る人は少ない。どうしてなのだろうか。

　――まぁ、少しだけ悪戯好きではあるが・・・・・・。

　そう考えて、ふとそう訊いた時の李絳の反応を思い出す。何故かかなり怪訝そうに視線を返されたのだ。

　『きっと、畏れ多くて近寄れないんだよ』

　とは、蘇芳だ。

　『あいつらがいる時はいつもだぞ。特に、俺らぐらいの奴らはな』

　と、それは李絳である。

　そういえば、尋ねてくる人間がいるとしてもそれは梨淑や晴燕の周りにいる人々ばかりだった。

　「ところで、あの馬鹿・・・・・・長春はどこへ行ったのです？」

　彩霞は、ふいに思考を遮られて訊き返しそうになるが、すぐに理解した。

　「たぶん、矢神の里に・・・・・・。悸暎に手紙を書け、と言われたのでそうだと思います。連れてきて

やると言っていましたが・・・・・・」

　「あの男なら来ないでしょうね。隠居しているわけでもあるまいし。――ああ、だから手紙、です

か。・・・・・・もういつでも会いに行けるでしょう」

　最後の言葉は彩霞に向けられている。だが、彩霞は苦笑した。

　「・・・・・・はい。いつか、きっと。今はまだ、行けませんが」

　影蔡は、そう言って庭に視線を移した彩霞を見て、目を細めた。

　『今はまだ、言うべきではないでしょう。良いことがすべて良い方向へ繋がるわけではないのですから』

　先日の自身の言葉を思い出していた。――長春、影蔡、茶景徳、碧煌淋、黄丞。彼らだけで交わした会話

は、やはりまだ彩霞に告げるべきではない。
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　影蔡は、今もなお物事を悲観的に捉えている彩霞の姿に嘆息した。

　影蔡らの間で交わされた会話。それは、彩霞の彩霞たる由来。彩霞の名、彩霞がここにいられる本当の

始まりの話だ。

　彩霞の名は、彼女の祖母、綾霞と――父の名から付けられたものだ。彼女の祖父、夏崔は彼女に名を付け

る際にそれを踏まえた上で、“彩霞”という名を付けたのだ。

　彼女の父、つまり夏崔の息子の名は、“彩人”という。夏崔にとって、妻とともに最も大切な息子だった。

　彼は、優しすぎるほど優しい人間だった。穏やかな、けれど意思のはっきりした子供だった。当主の息

子たちで遊んでいた影蔡にしては、唯一と言っていいほどまともに会話を交わすことが多かった。

　――彼らに関しては、謝ることもできませんね・・・・・・。

　それは、影蔡だけでなく長春らも思っていることだ。

　結局、自分たちは彼らに、目の前の少女に、何もできなかった。彼らが彼らの運命に巻き込まれていく姿

を、見ていることしかできなかった。

　――いけない。

　影蔡はその思考に苦笑して振り切るように息をついた。そして、自身に言い聞かせるためにも言葉にし

て、彩霞に告げた。

　「小姫、そう悲観的に捉えるものではありませんよ」

　そう。何事も後ろ向きになってはいけない。自分にも、彩霞にも、彼らが与えてくれた今があるのだ

から。

　――まったく、あの親子は本当に似ている。

　彩霞を救ったのは、夏崔ではない。おそらく、この事実は影蔡たちごく少数の者しか知らない。夏崔に

彩霞を託したのは他でもない、彼女の父だったのだ。

　彼がその時ばかりは正気を保っていたのだと知ったのは、やはり夏崔が彩霞を連れてきた時だ。

　「はい・・・・・・？」

　影蔡たちはその日、紅家を訪れていた。定期的なそれは、この時を境に紅家にばかり集中することに

なる。

　その日は珍しく、藍の里にある紅家の離れに人払いをした状態で迎え入れられた。そこから人目のつか

ない庭に出て、何をするのかと訝しく思った時、藍家の当主――藍夏崔が小さな子供を抱いて現れた。

　夏崔の話に、信じられないといったように訊き返したのは影蔡だった。

　夏崔が庭に置かれた丸太のような椅子の一つに腰を下ろすと、地に立たされた子供が、その後ろに隠れ

るように移動する。夏崔は苦笑して影蔡らを見渡した。

　「言った通りだ。私は、彩人が助けたこの子を育てる。・・・・・・それと、近いうちに当主を降りるこ

とになった」
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　再び告げられた言葉に、長春以外の全員が息を呑み、絶句した。いち早く反応したのは影蔡だった。

　「待ちなさい！　その子供が彩人と、あの女の子供？　そんな話、今まで聞いたこともありません。だい

たい、当主を退く？　藍家をどうするのです！」

　「・・・・・・影蔡、落ち着け」

　怒鳴る影蔡を止めたのは景徳だった。彼は、長春に首根っこを掴まれて抗うように手足を動かしている

子供を見てから、夏崔に視線を向けた。夏崔が頷いて、口を開く。

　「半年前、彩人が慌てた様子で、私のところに駆け込んできた。珍しく顔を見せたと思ったら、ぐったり

したこの子を腕に抱えていた。・・・・・・自分と彼女の子だと言って、今すぐにでもこの子を藍家から連

れ出してくれと頼んできた」

　久々に見た息子の顔は焦りと心配に歪められていた。かすかに涙を浮かべて、ごめん、と繰り返し謝罪

を口にしていた。

　「関わらないと約束したお前たちの力を借りてでも、この子を外に連れ出してほしい。彼女の手が届か

ない場所に逃がしてほしい。このままでは、この子は殺される。・・・・・・そう言って、必死に助けを求

めてきた」

　痛々しそうに、夏崔の表情が曇る。

　「だが、この子は連れ出せないほど衰弱していた。・・・・・・本当に、今にも、息絶えそうで・・・・・・

殺されるという言葉を、まず信じた。そして、彩人の言葉どおりこの子を逃がそうと決めた。だが、医者か

らとりあえず治療しなければ動かせないと言われた。抱えていけばいいと思ったが、それでも疲れは溜ま

る。やむを得ず、少しでも回復するのを待つことになった」

　しかし、回復したはずのその子供は今ここにいる。既に話を聞いているのだろう長春以外の誰もが、不

審に思った。夏崔が深い溜息とともに告げた。

　「数日して、彼女が乗り込んできた」

　「――まさか」

　その一言で、嫌でも察してしまう。夏崔が申し訳なさそうに頷いた

　「この子は渡さない。だから当主を降りる。・・・・・・すまない」

　そして、真剣な表情で影蔡らに向き直る。

　「影が不穏な動きをしていることは、お前たちも知っていると思う。既に一部は彼女のもとへ渡ってい

る。藍家が暴走しないよう協力してくれているお前たちを、これ以上巻き込むわけにはいかない。この子

が藍家にいれば、彼女の矛先はまだお前たちに向けられることはない。この子は彼女にとって言わば鍵の

ような存在だ」

　「待て、夏崔。その子供を、人質にするつもりか」

　丞が不機嫌にそう訊けば、夏崔は悲しそうに笑った。

　「・・・・・・そう、なるかもしれないな。だが、私はこの子を犠牲にするつもりはない」

　しかしすぐに強く真剣な表情に戻った。

　「何より、彩人がこの子の未来を選んだ。ならば私も、この子の未来を選ぶ。彩人が必死に助け出したこ

の子を、彼女の駒にはさせない」
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　決意した彼の心は、もう動かない。

　「この子にだけは幸せになってほしい。人に愛されて人を愛する、そんな子になってほしい。たとえ藍

家が滅んでも、この子だけは未来を生きてほしい。――そう願った彩人のためにも、この子を決して、犠牲

にはさせない」

　　決して彩人の想いを無駄にはさせない。夏崔はそう言って子供を抱き上げると膝に乗せる。

　「この子自身にも強くなってほしい。藍家の運命など、ものともしないくらい強い子に、それでいて、彩

人のように優しい子に育ってほしい。・・・・・・迷惑をかけてばかりで申し訳ないと思う。だが、できる

ことならお前たちとともに、この子を育てたい。この子に、お前たちとの未来を残したい。――協力、して

くれるか・・・・・・？」

　この時、影蔡たちは子供の未来に夏崔自身が入っていないことに気付いた。夏崔だけでなく彼の息子も

同様で、本当に彼らが何よりも子供を生かすことを選んだのだと気付かされた。

　だが、彼らはそれらを口にすることなく、夏崔の言葉を受け入れたのだった。

　「まったく、今更巻き込めないなどと馬鹿げたことを言ってどうなるのです。馬鹿ですか、貴方は？　あ

あ、馬鹿でしたね。・・・・・・親子揃って大馬鹿者です」

　「お前、それはさすがに言い過ぎだぞ。まぁ、馬鹿だがな」

　「待て、それだとこの子も馬鹿だということになるぞ」

　影蔡が口を開くと、丞が呆れたように影蔡を見て溜息をついた。しかし、その言葉は同意している。煌

淋が子供を見ながらそう言うと、影蔡がにっこりと笑った。

　「私が育てるのですから、馬鹿になどなりようもないでしょう？　・・・・・・そういえば、綾霞の血も

引いているのでしたね。間抜け――失礼、少しぼうっとしすぎるところが似ていないといいですねぇ」

　「お前・・・・・・そこまではっきり言っておいて、どうして言い直すことができるんだ！　言い直すな

ら最初から言うな！　お前はいちいち一言多い！　私の妹を侮辱するな！」

　「おい、どうして話がお前だけになっている！　私、じゃなく私たちだろう！」

　突然始まった言い争いに、夏崔の膝の上で固まっていた子供がさらに縮こまる。景徳は、昔から変わら

ない悪友たちに溜息をついて、夏崔を見た。

　「夏崔、この子の名は？　まだ聞いていなかった」

　「彩霞だ。彩人と綾霞の文字を取って、彩霞。いい名だろう」

　「待ちなさい、長春！　何故貴方が答えるのです！　しかもその勝ち誇った言い草はなんですか！　夏

崔、説明しなさい！」

　何故か夏崔よりも先に答えた長春に、すかさず影蔡が噛みつく。長春が、挑発するように意地の悪い笑

みを影蔡に向けるのを見た夏崔が、大きく溜息をついた。景徳も、再び始まる意味のない争いに、がくりと

肩を落としたのだった。

　「――影蔡様・・・・・・？」

　「・・・・・・ああ、いえ。昔のしょうもない話を思い出しまして」
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　影蔡がふいに我に返ると、彩霞が心配そうに影蔡を見つめていた。安心させるように、にこりと笑みを

浮かべる。

　彩霞はいつか、あの事実を受け入れてくれるだろうか。少なくとも先日の会話で、父親を拒絶している

だけではないと知ることができた。ならばこの少女が様々なことを受け入れられるようになるまで、そん

なに時間はかからないだろう。

　影蔡が、そう納得して息をつくと、彩霞が唐突に口を開いた。

　「あの・・・・・・ありがとうございます」

　影蔡が何を突然、といったように首を傾げると、彩霞は笑った。悲しいような嬉しいような笑みだった。

　「梨淑様が教えて下さいました。藍家の、最期を・・・・・・」

　「ああ、その事ですか。・・・・・・私たちには、そんなことしかしてやれることがなかったのですよ」

　「――いいえ」

　影蔡が自嘲気味に呟くと、彩霞が間を置かずに否定した。

　「藍家にとって、影蔡様たち自ら弔っていただいく以上の喜びはありません。――火はいろいろなもの

を浄化する。祖父が言ったように、貴方方は火で藍家をすべて燃やしてくれた。藍家の運命を、藍家に囚

われた人々の心を、貴方方は救ってくれたのです」

　彩霞は、自身の心を落ち着かせるように息を吐いた。やっと、彼らは解放された。そう思って涙が出そ

うになったのだ。

　「ずっと、彼らは解放されたわけではないのではないか、と思っていました。滅んでもなお、彼らは別の

人間に――一族以外の人間に、救いを求めているのではないかと、そう思っていました」

　藍家に生まれ、藍家に狂わされ、藍家に殺された。彼らを手にかけたのは彩霞だが、彩霞も一族の人間

だ。それはつまり、藍家に殺されたと同義である。

　「・・・・・・でも、やっと彼らは眠ることができるのだと・・・・・・やっと、忌まわしき運命から解

放されたのだと、そう思います。他でもない、影蔡様たちが弔って下さったのですから、一族の人間も、歴

代当主たちも、祖父も救われると思います。だから・・・・・・」

　ありがとうございます、と彩霞は微笑みを浮かべて告げた。影蔡は、そんな彩霞をしばらく見つめてふ

と笑った。

　「もしかして、全員にわざわざ言っているのですか？　・・・・・・やはり貴女はいい子ですねぇ」

　影蔡の言葉に彩霞は苦笑した。影蔡は、小さく息をついた。

　――まったく、この家族はどうしようもないですね。

　強く、優しい。彼女の祖父と父がそうあったように、彼女もそんな心を持っている。彼らが願った未来

のままに、少女は今を生きている。

　――だが、私たちは結局、この子にすべてを押し付けてしまった。

　夏崔や彩人も含め、自分たちはこの少女を独りにしてしまった。もっとも背負わせてはならないものを、

すべて押し付けてしまったのだ。

　――幸せになってほしい。

　これまでの時間を埋めてしまうくらい、この少女には幸せになってほしい。



14–14

　何もしてやれなかった。だが、これからはこの子を守ろう。決して、死なせなどしない――。

　影蔡が、自身の思考に耽っていると、不思議そうに見ていた彩霞がふと口を開いた。

　「・・・・・・影蔡様、私、影蔡様たちに会えて、本当に幸せです」

　影蔡は、一瞬耳を疑い、理解した途端彩霞を見つめた。彩霞が穏やかな笑みを見せる。

　「影蔡様たちに会えなかったら、今の私はありません。影蔡様たちに会えて、始めて人になれた気がしま

す。・・・・・・影蔡様たちがいなかったら、私はすべてを終わらせた時、命を絶っていたと思います」

　彼らがいなかったら、自分はその道を選んでいたはずだ。もしくは、狂っていただろう。梨淑たちにだっ

て、手をかけたかもしれない。

　「生きていたくない、という思いは確かにありました。でも、私は自分で命を絶つことはできなかった」

　彩霞の視線が、降りる。それは自身の手のひらに向けられていた。

　「すべてが終わった時私の頭に浮かんだのは、お祖父様の言葉と影蔡様たちの顔でした。その瞬間、手に

ある刀を見て、それを自分に向けられないことに気付きました。――だから、私の命があるのは影蔡様た

ちのおかげなんです」

　一度固く拳を握った彩霞は、顔を上げると笑う。

　「もう一度でいい。もう一度、あの人たちに会いたい。受け入れてもらえなくても、もう一度だけ会いた

い。――結局、私の心にあった一番の願いはそれだったのかもしれません。だから、今すごく幸せなんで

す。生きて貴方方に会えた上に、貴方方は変わらず私に笑いかけてくれる。それに勝る幸せなど、私には

考えられません」

　彩霞の話を、影蔡は相槌も打たずに聞いていた。ただ息を呑み、彩霞の顔を見つめていた。

　「生きていて、良かった。そう思えるのは、やっぱり、お祖父様や影蔡様たちがいたからです。・・・・・・

自分のしたことを、忘れることはできません。でも、それでも、私は今を生きたい。影蔡様たちの傍で、こ

れからを生きていきたいんです」

　ふわりとこれまでになく柔らかく笑う彩霞に、影蔡は夢でも見ているのか、と自身を疑った。涙が出そ

うになって、目を細める。

　――夏崔、彩人・・・・・・。貴方方は馬鹿です。大馬鹿です。

　目の前の少女の言葉を、彼らは一度でも聞いたことがあるだろうか。答えは分かっていても、そう思わ

ずにはいられなかった。

　――生まれたことを悔やんでいた彩霞自身が、生きることを望んでいるのですよ。こんな幸せにありつ

けない貴方方は、本当に大馬鹿者です。

　影蔡が、自身を落ち着かせるように大きく息を吐いた時、彩霞がなおも言葉を続けた。

　「今まで、私は藍家での日々を思うばかりで、いろいろなものを否定してきました。・・・・・・だから、

今度は大切にしようと思います。たくさんの人に、出会えたことやこれから出会えるだろう、幸せを。今

を生きる幸せを。そして、―――――」

　彩霞が本当に幸せそうに笑う。影蔡は彼女が最後に告げたことに、安堵して、頷いたのだった。
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　――李絳といい彩姫といい、飽きないなぁ。

　蘇芳は、李絳と別れるとまっすぐ武道場に向かった。李絳がぐるぐると考え事をしている間に、目的地

に着いてしまう。

　武道場には既に男たちが数人集まっていて、各々自由に身体を動かしていた。蘇芳はその中に歴たちの

姿を見つけて、彼らの傍の壁際に腰を下ろした。歴がすぐに傍にくる。

　「何だよ、なんかいいことあったんか？」

　蘇芳がいつもより機嫌がいいことに気付いたのか、そう訊いてくる。歴の表情も面白そうである。蘇芳

が、苦笑だけ返すと、歴は首を傾げるが、秀に呼ばれてそこを離れた。

　蘇芳は、弓道場とほぼ一体になっている広い道場の中を見渡した。その光景はいつだって変わらない。

　――当然な毎日、か。

　李絳との会話を思い出して、小さく息をついた。

　李絳が言うように、確かに自分たちにとってはこれが日常だった。それを思って、蘇芳は本当に彼女に

は学ばされるな、と小さく笑った。

　きっと、彼女の苦難はこれからも続くのだろう。李絳が梨淑に言われたように、まだ安心はできない。だ

が、未来はそう暗いものばかりではないはずだ。それどころか、本当に明るい未来が待っているだろう、と

蘇芳は思う。彼女の周りにいる人々が、そう語っている気がした。

　――うん。やっぱり、最強すぎでしょ。あの人脈は。

　今まで、あの先代たちに勝てる人間はいないのだと思っていた。だが、ここにきて思わぬ事態に遭遇

した。

　蘇芳は、彩霞に会いに紅家に通っている先代たちの姿に、笑みを零さずにはいられなかった。もうこう

なれば彼女こそ最強だ。その事実がおかしくてしょうがない。

　「いやー、これからも飽きないよねぇ」

　今度は言葉にして同じことを繰り返した。歴がすかさず振り向いた。

　「やっぱり面白いこと考えてるな。一体なんだよ？」

　「だから、なんでもないって。でも、強いて言うなら李絳の周り？」

　「・・・・・・お前な、少しは労わってやれ」

　蘇芳の笑みに、秀が呆れたように溜息をついた。だが、その言葉には諦めのようなものが混じっている。

しかし、秀が告げなかった部分を、晶があっさり言ってしまう。

　「先代様たち相手にしてるんだから、労わったってどうにもならないよねぇ。李絳の場合」

　「あれはもう天災の域だからなー」

　「そうも言ってらんないでしょ。絶対、僕らも巻き込まれることになるよ？」

　「・・・・・・それはそれで、面白そうだな」

　蘇芳の言葉に、歴が意外にもにやりと笑った。
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　「間近で李絳が苛められる様子を見れる上に、先代たちに近寄ることができる。一石二鳥だ！」

　いや、親指を立てられても。蘇芳は完全に面白がっている歴に苦笑した。そして、向こう側に見える外

に視線を向けた。

　――続くといいな。

　こんなことを思うのも、彩霞に会えたからだろうか。蘇芳は小さく笑った。そんな蘇芳に、歴たちが釣

られて外を見た。しかし、そこで突然、彼らの耳に馴染みのある悲鳴が聞こえてきた。

　「お？」

　「蘇芳、てめええええぇ―――――――！」

　「いやー、今日も平和だねぇ」

　歴が入口を振り返った後、程なくして、そんな叫び声とともに、凄まじい速さで足音が近づいてくる。だ

が、蘇芳は構わずに外を見ている。

　『大切にしようと思ったんだ』

　李絳の言葉を思い出し、嬉しそうに呟いた。

　「うん。やっぱり、僕もそう思う」

　秀は唐突な蘇芳の言葉に、問うように視線を向ける。蘇芳はそれを受けて、また笑った。

　「うん。続けばいいなって。こんな毎日が」

　秀は一瞬驚いたように蘇芳を見たが、同意するように小さく笑った。歴や晶も、笑っている。

　――そう、僕らだって同じ気持ちだ。僕らだって、何よりも大切にしたい。

　大切な人々を守るためにも、未来に繋げるためにも、大切にしよう。

　　　　新たな一日が始まる、この幸せを―――。


