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※ イラスト todo さん 
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一度目なら、今度こそはと私も思う。 

避けられなかった惨劇に。 

 

二度目なら、またもかと私は呆れる。 

避けられなかった惨劇に。 

 

三度目なら、呆れを超えて苦痛となる。 

七度目を数えるとそろそろ喜劇となる。 

 

Frederica Bernkastel 
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カケラ世界 

 

 真っ黒な世界に小さく輝く無数のカケラが浮かんでいた。その中の一つのカケラをベルンカ

ステルは手に取る。それは眩しく輝く訳でもなく、黄金色に輝く訳でもなく、ただただ他のカ

ケラと同様に輝いていた。   

 ベルンカステルはそのカケラを愛おしそうに見つめる。 

「一時はもう完全に諦めかけていたけれど、やっとこの世界にも普通の幸せが訪れたわ」 

 それは雛見沢のカケラだった。何度も何度もカケラを紡いでやっとループを突破した。こん

な世界が存在するなんて思いもしなかった。そこに至るまで色んな苦難があった。普通の幸せ

が存在しなかった世界に、やっと訪れた幸せ。やっと掴んだ未来はベルンカステルにとって特

別であっても、雛見沢の世界で生きる圭一達にとっては日常の延長でしかない。 

 だから、ベルンカステルが手に取ったカケラは特別な光を発しない。でも、それをずっと求

めてあがいてきたのだ。 

 ベルンカステルはそのカケラをカケラの海の中にそっと浮かべた。我が子を送り出すように。 

「さようなら雛見沢。この世界で学んだ事を私は絶対に忘れないわ。約束する」 

 どれくらい雛見沢のカケラにいただろうか。それは短いようでもあり、長いようでもあり。 

 ベルンカステルはしばらく雛見沢のカケラを見つめて、そして踏ん切りがついたように、ま

たカケラの世界を泳いでいった。行く先を決めているわけじゃない。また雛見沢の世界に匹敵

するくらい楽しい世界を探すために、ベルンカステルは長い旅に出る。 

「ラムダは今頃何をしてるのかしら。最後の最後に大逆転されて、さぞ悔しがってる事でしょ

うね」 

 フフッとベルンカステルは笑った。色々な記憶が蘇ってくる。惨劇を切りぬけた先で感じた

あの清々しい気持ち。「未来には色んな可能性がある」なんて陳腐な言葉だと思ってた。そんな

のは苦難を経験した事のない者が言う戯言だと。でもそれを素直に認める気持ちになれた。な

んて素晴らしいんだろうと。思わず踊り出したくなるようなあの衝動。 

 ベルンカステルは雛見沢での記憶を楽しみながら、ひたすらカケラの世界を泳いでいった。

どれくらい泳いていただろうか。ベルンカステルは休憩に紅茶を飲んでいた。 

「雛見沢では緑茶ばっかり飲んでた気がするわ。まぁ別に緑茶も好きなんだけど」 

 ティーカップを口元に運び、カップの中の紅茶を少しだけ口に入れる。口の中に広がる香り

と甘い味。 

「ふう」 

 ベルンカステルが一息ついていた時、彼女の視界に一つのカケラが映った。別に何か特別に

感じるものがあったわけでも、特徴があったわけでもない。ただ視界に入ってきただけだ。ベ

ルンカステルは何気なくそのカケラを手に取る。そして手の平からそのカケラの情報を脳に送
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り込んでみる。それは本当に何となくそうしただけだった。 

ドオオオオォォォォォォオオオオオオオン！！！ 

「な、なに！？」 

 予想外の出来事にベルンカステルは思わず紅茶をカップからこぼしそうになる。 

 ベルンカステルが見たのは物凄く大きな爆発だった。すさまじい轟音と炎が島のようなもの

を覆っている光景。 

「……何だか、嫌な予感がするわ」 

 それは……六軒島のカケラ。とある少女の絶望と希望のカケラ。 

 ベルンカステルは紅茶を全部飲み干すとそのカケラを両手で覆う。そして胸にきゅっと抱き

しめる。 

「私は奇跡の魔女ベルンカステル。可能性が存在する限り、私は奇跡を起こす事が出来る。そ

してその先に存在するはずの幸せをきっとあなたに」 

 ベルンカステルの表情はもう、雛見沢の惨劇を潜り抜けた満足感に浸った顔ではなかった。

これから待ち受けるであろう何か。それに絶対に負けないという心の力。それを信じ抜く力。

それが自分の中に存在し、そしてこれからも存在し続ける事を誓うための祈りを捧げる。 

「さて、じゃあ行きましょうか。２つ目のカケラ世界、六軒島のカケラに」 
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１９８６年１０月３日 親族会議前日 

 

 安田紗代は地下貴賓室のベッドに腰かけ、一本のワインボトルを抱えていた。床には他にも

数本のワインボトルがあり、そのどれにも膨大な量のノート片が詰め込まれていた。 

「とうとう明日……か」 

 紗代はずっと悩んでいた。本当にこんな事をしていいのか。常識で考えればもちろんいけな

い事だろう。しかし、そんな常識が今の自分にどれだけの価値があるのか。そんなものはあり

はしないのだと紗代は自分にずっと言い聞かせてきた。 

 これが自分の未来を切り開くための手段なのだと。 

 明日はずっと会えなかった戦人さんが来る。それは怖くもあり、でも嬉しくもあり。どんな

状況にでも対応できる計画は作りあげたつもりだった。だから当日の事件自体は特に問題はな

いだろう。問題なのは紗代の想定するケースで、戦人が事件自体に挑めなくなってしまった場

合だ。碑文の謎が解かれ、事件を中断せざるを得なくなったとき、紗代の恋心は宙ぶらりんに

なってしまう。 

 彼に告白したわけでもなく。 

 彼に告白して断られたわけでもなく。 

 約束が一体どうなったのかが分かるわけでもなく。 

 それは６年間の完全な否定。恋心を肯定も否定もされず、ただただ放置される余りに無情な

結末。そういう結果があり得た。それは紗代にとってとても耐えられる事ではなく。考えただ

けで背筋がぞっとする事であり。 

 本来そんな状況になったのならば、きっぱり諦めるべきなのだと思う。でも。６年間の重み

がそれを紗代に許してはくれなかった。心に巻きついていた未練が、やがて心に根を張り、癒

着して、剥がせなくなってしまった。 

 だから、紗代は自身の運命に希望を作った。それが、このメッセージボトル。 

 これを彼が読んでくれるのかどうかは問題じゃなかった。 

 読んでくれる「可能性」が存在する事。それさえあれば紗代は未練を断ち切れると思った。

いや、そう言い聞かせていた。事件の中で戦人さんが私の恋心に気付かなくても、いずれあの

メッセージボトルが彼の元まで行くかもしれない。そんな小さな希望的観測が、彼女が事件を

実行する心の支えだったのだ。 

 

 海辺に面する崖は強い風が吹いていた。明日は台風がきっと来るに違いない。 

 紗代は数本のワインボトルを抱えていた。そしてそれを海に投げ入れていく。彼女の手から

放たれたそのワインボトルは、暗い海の波間を漂いながら、少しずつ彼女の視界から消えてい

った。彼女は最後のワインボトルを手に取り、そのワインボトルの中に入れられた膨大な量の
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ノート片を見つめていた。 

「これは私の未練。そして希望」 

 彼女はこれから起こす事件の事を頭の中で想像していた。これから起こす事件で起こるであ

ろう結末。何度もシミュレーションをした。しかし、どんなに考えても、ルーレットの目が奇

跡を指し示してくれる事はなかった。おそらく、多くのケースで彼女の起こす事件は島の爆発

によって全てを猫箱に閉じ、何もかもを飲み込んでしまうだろう。 

「譲治さん。そして戦人さん。私の人生はずっと誰かが決めた人生だった。私は一度も自分で

自分の人生を選び取った事はありませんでした。碑文の謎もそう。私は碑文を解かされたんで

す。私の恋もきっと結末の決まった事なのでしょう。だから……」 

 彼女の瞳から一粒の滴がポトリと落ちた。 

「私はもう、運命に逆らわない。どのような運命が私を待ちうけていたとしても、私はそれを

受け入れます」 

 運命を受け入れる。彼女の決意は揺るがない。しかし、それは自分の人生を投げ出し、どの

ような結末が待っていても、自分にとってはもうどうでもいいという事ではない。彼女は自分

の運命を決めるルーレットに『絶対の意思』で臨んだから。紗音が幸せになるかもしれない。

あるいはベアトが幸せになるかもしれない。そうじゃなければ、あの世の黄金郷で全ての私達

が幸せになれるかも。 

 運命の袋小路に迷い込んでしまった彼女にとって、自らの運命をルーレットに託し、それに

絶対の意思で臨む事が、彼女に出来る唯一の選択だったのだ。自分の意思で自らの運命を決め

るたった一つの方法だったのだ。 

 彼女は最後のワインボトルを海に投げ入れた。ポチャンという音と共にゆっくりと暗い海の

波間を漂うワインボトル。この中の何本かが彼まで届くのなら。せめて一本でもいいから、彼

女のルーレットが彼を指し示さなかった場合は、これを読んで欲しい。その時きっと彼女の中

のベアトは抹消されてしまっているだろう。 

「私はその運命を受け入れる」 

 でも。せめてこの思いだけでも知ってほしい。六年間のこの思いを知ってほしい。それが彼

女がベアトに全てを押しつけてしまった罪。自分だけ幸せになろうと思ってしまった事への、

せめてもの償いなのだ。 

 

 ベルンカステルがカケラの世界でその様子をずっと見守っていた。 

「予想以上の状況だわ。あまりに強固な彼女の運命。あとどれだけカケラが残っていたかしら」 

 ベルンカステルが眺めていたカケラは既に１００万個を超えていた。彼女に関連するカケラ

を片っ端から覗き、彼女の運命の『奇跡』を探し出そうと思ったのだ。しかし、いくつかの分

岐はあるものの、絶対に彼女の起こす事件で惨劇が発生する。今のところ回避不能だった。 
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「雛見沢のケースでは圭一の存在がキーになっていたわ。今回もそれに相当するキーが何かあ

るはず。それを見つければ惨劇は回避できるはずだわ」 

 ベルンカステルはそう言うと、また次のカケラを覗く。繰り返し繰り返し覗く。 

 それが彼女を奇跡の魔女と言わしめた原動力なのだ。地道に時間をかけて奇跡を発見するま

でカケラを探し続ける努力。それをやり抜く意志の力。 

 ベルンカステルの心に雛見沢のみんなの笑顔が浮かぶ。 

「……長い戦いになりそう」 

 

 安田紗代が気がついた時、貴賓室には無数の死体が転がっていた。 

 起こした事件で、碑文が解かれ事件中断するケースというのは、確かに可能性としてはあり

得た。しかしこんなにもあっさりと解かれてしまうとはさすがに思っていなかった。碑文を解

いた一族が貴賓室に押し寄せてきた。そして紗代は黄金や時計の仕掛けの説明をした。 

 そして……殺し合いが始まった。 

 霧江に銃口を向けられた時、紗代は『このまま死んでもいい』と思った。こんな終わり方を

望んでいた訳じゃなかったけれど、今まで私の人生にどれだけの幸せがあっただろう。そんな

ものはありはしなかった。だから霧江に殺されて自分の人生に幕が下ろされるのも意外な結末

ではなかった。 

 発砲の瞬間のまばゆい光。放たれる弾丸。きっとこの一発の弾が私をこの肉の檻から解放し

てくれるはず。それは一種の希望であり。救いであり。悲しい人生に幕を下ろしてくれる次の

人生への案内人でもあり。 

 しかし、弾丸は紗代を殺してはくれなかった。気まぐれに入れていた空砲が肩に当たっただ

け。そして口の中を衝撃で切ってしまったくらいの怪我だった。 

 目に映るのは天井。戦人さんと私のためのミステリーのゲーム。それを今日やるはずだった。

それは確かにゲームというような生ぬるいものではないけれど、あくまでもそれは第９の晩と

いうタイムリミットを越えた時だけ。第９の晩を迎えるまでに私のミステリーの真相に至って

くれれば。もしかすると私の６年間は無駄にはならないかもしれない。そんな夢みたいな事を

紗代は事件前からずっと想像していた。約束に気付いてくれても、結局あれは子供の時の戯言

だと一蹴されてしまうかもしれない。譲治さんに、まだ戦人君の事を忘れられなかったのかと

断罪されるかもしれない。色んな事が起こり得た。でもそれは紗代の恋に確かな決着をつけて

くれる事だ。明確な区切りをつけてくれる。 

「どうしてこんな可能性に気付かなかったんだろう……」 

 紗代以外が殺人を実行してしまう可能性。それが紗代の頭の中になかったのだ。 

 例え第８の晩までは狂言を予定していたのだとしても、結局第９の晩を超えると皆殺しだ。

だから紗代は自身が殺人を実行しようとしているという自覚があった。自分は殺人者だと。 
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 でも都合がいい考え方だけれど、事件が第９の晩を迎えなければ紗代は殺人を一切実行せず

に事件を終える事ができる。殺人の計画は立てたけれど、殺人者にはならずに済むはずだった。

仮に殺人をやってしまった場合でも既にその時紗代も一族も愛する人もみんな生きてはいない。 

 ……だから。紗代は、事件を実行した結果地獄のような光景を目にする事を想像していなか

った。計画上ありえないケースだと。 

「私は……なんて馬鹿な事をしてしまったの……」 

 霧江が紗代に発砲してから、どれくらいの時間が経ったのだろう。地下貴賓室には既に彼女

も留弗夫もいないようだった。その理由はたった一つ。 

 事件が翌朝発覚する前に、屋敷のみんなを皆殺しにするため。という事は……譲治さんも戦

人さんもきっと殺される。そこに思考が至った時、紗代は駆け出していた。譲治さんと戦人さ

んだけは絶対に死なせたくない。純粋にそう思ったのだ。 

「私はなんて傲慢で浅はかなんだろう」 

 紗代は自己嫌悪に陥っていた。譲治と戦人には生きていてほしい？そもそも事件が第９の晩

を迎えると爆弾による皆殺しによって、自分が殺す予定だったんじゃないか。自分が殺すのは

良くて、他人が殺すのは駄目？ 

 なんという傲慢で自分勝手な理屈だろう。いや。そもそも、こんな事件を起こして、その先

に自分の幸せがあるのだと思ってしまった事こそが……。 

「うっ」 

 紗代の瞳には涙の粒が溜まっていた。もう既に手遅れな事態になってしまっているのかもし

れない。紗代の愛する人は既に殺されてしまっているのかもしれない。 

 様々な負の感情が紗代の心に一斉に押し寄せてきた。事件前に抱いていた希望を真っ黒な絶

望が包み込む。光を決して外に漏らす事ができないくらいビッシリと回りを包み込む。 

 やがて、紗代の心から光は一すじさえも見えなくなった。 

 

その頃、カケラ世界でベルンカステルは一つのカケラを見つけていた。 

「このカケラは……これは今までになかったカケラだわ。惨劇を回避できるカケラではないけ

れど、珍しい分岐が存在する」 

 ベルンカステルはそのカケラを眺めながら思考を研ぎ澄ます。 

惨劇を回避する。それが一番の目的だ。ただ、そのカケラが未だに見つからない。彼女が調

べた数は、既に１５０万個を越えていた。こんな事を考えたくはないけれど、もし惨劇を回避

できなかった時、このカケラは希望になり得るかもしれない。 

「紗代のカケラが全部でどれだけあるのか分からないけれど、今のところ１５０万個調べて、

たった１個しかなかったこのカケラ。このカケラは……奇跡なのかしら」 

 こんなカケラが奇跡？ふざけるんじゃないわよ。ベルンカステルはそう思った。 
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 でも。本当に絶望しか存在しない世界だったとき、このカケラに頼る事になるのかもしれな

い。ベルンカステルがそこに思考が至った時、胸に微かな痛みが走る。チクリと小さな痛みが

希望を少しずつ削り取って行く。最初に誓ったはずの彼女の心の強さを、小さな痛みは少しず

つ少しずつ削っていった。 

「大丈夫。まだカケラはあるわ」 

 

 紗代が地下貴賓室を出て、礼拝堂の裏手に出ようとしていた時だった。 

 雑木林の木陰に何かが横たわっているのが見えた。……それを遠目で見つけた時、それが人

ではない事を真っ先に願った。あれは材木か何かが転がってるだけなのだと。 

 ……しかし、それは…………右代宮譲治の死体だった。 

「……あ…………あぁ……」 

 ピシリ。 

 紗代の心を真っ黒に染めた絶望の内部に亀裂が走る。 

 彼の死体に近寄って顔を見つめる。右代宮譲治の顔は今まで一度も見た事がない表情だった。

目は上を向き口はダランと開かれ、顔の筋肉に一切力が入っていない顔。紗代にはそれが、生

前の彼の誠実さや真面目さ、力強さを全て否定するかのような表情に見えてしまった。 

 それが右代宮譲治の死亡を紗代に真実として突きつけて来るようで。それに耐えられなくな

り、紗代は譲治の死体に近寄り、譲治の顔をそっと両手で包んだ。 

「譲治さん……」 

 彼の目を閉じさせ、口も閉める。紗代は譲治の顔を少しでも生前の面影が残るように整えて

いった。その行為が紗代に譲治の死をつきつける。紗代はそれを否定するように、譲治の顔を

包み込み、顔と顔を近づけた。 

 触れた額と額。紗代の目から流れ出る涙が紗代の頬を伝ってポトリと落ちる。譲治の顔に紗

代の涙が落ち、そして地へと流れ落ちていった。 

「ごめんなさい……ごめんなさい…………！！」 

 死のう。 

 紗代の心の内部に走った亀裂が、微かに残っていた希望を打ち砕く。もう生きていたくない。

こんな人生何の意味もなかった。紗代を一番愛してくれて、ずっとそばにいてくれたのは譲治

だったじゃないか。彼こそが紗代に恋を教えてくれた人だった。そんな彼の死を目の当たりに

して、それでも戦人への想いを維持する事なんて出来る訳がなかった。 

 彼が死んでしまった瞬間、紗代の人生も同時に死んでしまったのだ。 

「譲治さん」 

 彼の死に顔を見つめれば見つめるほど、彼の事をどれだけ愛していたのかを思い知らされて。

死んで彼との結婚生活を想像してしまう自分の浅はかさにあきれ果てて。本来戦人なんか忘れ
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てしまって、譲治だけを愛するべきだったのだと、こんな時になって分かってしまって。 

 なぜ自分は恋の板挟みなんかに悩んでいたんだろう。譲治を選んでいればそれで良かった。

自分の体の事も素直に告白して、それをきっと譲治は受け入れてくれる。そんな彼の優しさと

紗代への愛を信じ、ずっと彼と生きていけたらそれでよかったのだ。 

 紗代の心臓がドクドクと鼓動を速める。 

 譲治の顔を見るだけで愛しさがこみ上げてくる。だからこそ、こんな事件を計画してしまっ

た自分が紗代は許せなかった。 

「譲治さん、少しだけ待っていてください。私も……すぐに行きます」 

 その前に。戦人さんを助けなくては。このままでは彼も霧江に殺されてしまうかもしれない。

それだけは原因を作った紗代が何とかしないといけない。彼を助けないと。自分の事は後回し

だ。 

 紗代は屋敷に残っていた使用人がいる控室や、ゲストハウスを探して回った。郷田や熊沢や

源次の死体が使用人室に転がっていた。顔に穴が開き、そこから血が床に流れ落ちて、血だま

りを作っている。 

「源次さん……熊沢さんも……！！」 

 屋敷を見て回った結果、客間に顔を粉砕された朱志香の死体が転がっていた。 

「朱志香お嬢様……」 

 みんなみんな殺されていく。紗代の過ごした右代宮家が血で染まって行く。確かに自分の運

命を呪い、右代宮家を恨んだこともある。でも、こんな事を望んでいた訳じゃなかった。でも、

それすら自分の行動が原因だ。 

「ば、戦人さんがいない……？ 彼はまだ無事なの……？」 

 ゲストハウスには真里亞の死体があった。でも戦人の死体はなかった。屋敷にもなかった。

一体彼はどこに行ってしまったのだろう。 

 屋敷の中をもう一度探し回り、薔薇庭園や裏の園芸倉庫、思いつく所は全て探した。そして

紗代はいつのまにか礼拝堂まで戻って来てしまった。 

「どこにもいない……」 

 地下貴賓室へと続く階段を紗代は下りて行った。 

「……！？」 

 地下貴賓室の方から何かゴトッという物音が聞こえた。紗代はその物音を聞いた時、霧江が

戻って来たのかと思い、そっと階段を引き返した。しばらく地下貴賓室へと続く階段の近くの

草陰に身を隠し、様子をうかがっていた。しかし、どうも霧江が上に戻って来るような気配は

感じられなかった。 

 紗代は意を決すると、もう一度地下貴賓室へと向かった。地下貴賓室の扉から部屋の中の様

子をそっと覗いてみる。部屋の真ん中に佇む人影。それは戦人だった。 
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 無数の親族の死体が転がる地下貴賓室。その部屋の真ん中で戦人は茫然と立ち尽くしていた。

彼がブツブツと独り言を発している。 

「……何だよこれ。何なんだよ……！！」 

 ここまで戦人が来たということは、譲治の死体は見たのだろう。いや、屋敷で殺された人達

の事も確認して来たのかもしれない。 

 久しぶりに六軒島を訪れてみたら、その日に一族が殺し合いを始めてしまっていて。親族の

死体が当たり前のように転がっていて。本当にこれが現実なんだろうかと、疑ってしまいたく

なるような光景。今自分は夢を見ているだけで、目を覚ますといつもの自分の部屋のベッドに

いるんじゃないかと思いたくなるような現実。 

 その原因を作ったのが紗代だという事。その罪の意識が、部屋の中にいる戦人へ声をかける

事を躊躇させる。声をかけた瞬間罵倒されるんじゃないか。そんな思いで紗代はいっぱいにな

っていた。 

「だ、誰だ！？」 

 紗代が現実から逃避し、脳内の思考に意識をやっていた時、そんな戦人の声が聞こえた。 

「しゃ、紗音ちゃん……？」 

「戦人さん……」 

 戦人は一瞬身構えたが、紗代だと分かると警戒心を解き紗代の元へと近付いていった。戦人

は地下貴賓室を見渡し、一族の死体を眺めながら紗代に尋ねた。 

「一体こりゃあどういう事だ……？ 紗音ちゃん何か知ってる？」 

「戦人さん、話はあとです。今はとりあえず私についてきてください。ここは危険です」 

「危険って……」 

 戦人が何かを言いかけていたが、紗代はそれに構わず、戦人の手を取って地下貴賓室の奥に

ある扉から地下道へと走った。 

「あっ、おいちょっと！」 

 紗代があまりに強く引っ張るため、戦人は体勢を崩して転びそうになる。薄暗い地下道に響

く二人の足音。紗代は考える。一族が碑文を解いて地下貴賓室に来た時に、この地下道が九羽

鳥庵にまで続いている事を説明してしまった。だから、霧江達は最終的に九羽鳥庵へ向かうは

ずだ。もしそこに私達が逃げてしまうとそこで殺される可能性が高い。ならば、逃げる場所は

潜水艦基地の方がいいだろう。 

「この先を進むと、昔日本軍が使っていた潜水艦基地があります。そこなら安全でしょう。戦

人さんそこまで一緒に付いてきてください」 

「お、おう」 

 戦人は本当は今すぐにでも事情を聞きたかった。今六軒島で何が起こっているのか。紗代は

何かを知っているのか。これから俺達はどうなるのか。しかし、紗代の顔があまりに真剣で、
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そして鬼気迫る様子だったため、とりあえずはその欲求を飲み込む。今は走ろう。 

 紗代が戦人の手を引き地下道を走る。不思議な感覚だった。久しぶりに会った戦人。そして

再会してからまださほど言葉を交わしたわけでもなかった。しかし、こうして戦人の手を握っ

ていると昔の記憶が蘇って来る。ミステリー小説の話をいっぱいした事。紗代が決心さえすれ

ば迎えに来てくれる事。楽しかった頃の記憶。 

 それと同時に、先ほど見た譲治の死体の事も。 

 確かに彼の事は好きだった。でもそれは譲治が殺され、自分の気持ちを知った今はあまり楽

しい事ではなかった。でも死なせたくない。生きて欲しい。 

 

 カケラ世界でベルンカステルはずっとカケラを調べていた。既に２５０万個を超えている。 

「残りのカケラが約７万個……か。さすがに厳しいわね」 

 ベルンカステルに疲労の色が見えてきた。ベルンカステルは懐に入れた一つのカケラを見つ

める。それは決して奇跡のカケラではない。しかし、ベルンカステルは大切に持っていた。 

「一度目なら、今度こそはと私も思う。避けられなかった惨劇に。二度目なら、またもかと私

は呆れる。避けられなかった惨劇に。三度目なら、呆れを超えて苦痛となる。七度目を数える

とそろそろ喜劇となる。かつて私はそう言ったわ」 

 もう７度目どころの話ではない。２５０万回目だ。それでもベルンカステルが諦めなかった

のは、そして『これは喜劇だ』とも思わなかったのは、雛見沢の経験があったからこそだ。絶

対に奇跡は存在する。諦めて『どうせもうこの世界は駄目だ』と思ってしまった時、それは本

当の出来ごとになるのだとベルンカステルは知っていた。だから、最後の最後まであきらめな

い。 

「絶対にあるわ。絶対に。ふざけるんじゃないわよ。ふざけるな。……ふざけるなッ！！」 

 それはもう絶叫だった。 

 かつて雛見沢で経験した１００年繰り返した惨劇。神社で腹を引き裂かれて殺害され続ける

人生。ベルンカステルの精神は次第に運命を受け入れてしまった。これはもう抗う事ができな

いものなのだと。 

 しかし、同時に思ったのだ。自分の人生が運命によって決定される理不尽はおかしいと。誰

にだって幸せになる権利がある。ないなんておかしい。だから、ベルンカステルは雛見沢の惨

劇を回避できた時に思った。 

 運命によって不幸が理不尽に決定されるなんて絶対に許せない。それは私にとっての絶対悪

であり明確な敵だと。 

ベルンカステルが周囲のカケラを見渡す。そして手の平を前に突き出し、魔力を込め始める。

ベルンカステルの手の平から赤い光が漏れる。その光はやがて周囲のカケラに伝染していった。 

「今安田紗代に関するカケラは２５７万８９１７個存在するわ」 



13 

 

 残りは７万８９１７個。ベルンカステルのカケラ紡ぎのタイムリミット。２５０万個探して

存在しなかった奇跡が、残りたった７万８９１７個の中に存在するとは思えない。でも、もし

かすると。 

「あるわ。絶対ある。無いなんて私が許さないわ！！」 

 最初に訪れたカケラが雛見沢ではなく、六軒島のカケラだったなら、ベルンカステルの心は

とっくに折れていただろう。探しても探しても見つからないカケラ。それはやがて希望を失い、

諦めへ繋がって行く。ベルンカステルの心を支えていたのは……やはり雛見沢での経験だった

のだ。 

「圭一……」 

 懐かしい名前。ベルンカステルに希望をくれた人。 

 ベルンカステルは心に再び火を入れる。冷めた心で見つかる奇跡なんて存在しないと言われ

たじゃないか。冷めるな。諦めるな。絶望を受け入れるな。 

 カケラ世界で小さく光る数々のカケラ。この中にきっと奇跡がある。もしなかったのならカ

ケラとカケラを組み合わせるという方法もある。まだやれることはいっぱいある。ベルンカス

テルは自分にそう言い聞かせ、作業を再開するのだった……。 

 

 潜水艦基地にたどり着いた戦人は周囲を見渡し、自分たち以外誰もいない事を確認すると紗

代に事情を聞いた。 

「それで紗音ちゃん、何か事情知ってるか？ 地下貴賓室にも死体がいっぱいあったし、来る

時礼拝堂の裏手で譲治アニキが殺されてたし……一体今何が起こってるんだ？」 

 紗代は戦人の目を見つめる。戦人はそんなつもりはなかったのかもしれない。しかし紗代に

は戦人の目が自分を明確に責めているように感じた。もちろん責められるべきなのは自分だと

いう事も分かってる。 

「……一族の皆さんが碑文の謎を解かれました。地下貴賓室に積まれていた黄金は彼らのもの

となりました。しかし……その後彼らは黄金の分配で揉め始め、絵羽さんが故意か事故か、私

の目には事故のように見えましたが、銃が暴発し、弾丸が夏妃奥さまに命中。それをきっかけ

に殺し合いが発生してしまいました」 

 この後に及んでなんて自分は卑怯なんだろう。まるで事件のキッカケは自分ではなく、一族

にあるような説明をしてしまっている。そもそも紗代が事件を計画しなかったら、碑文が解か

れる事もなかったはずなのだ。 

「そ、そんな事って……」 

「今は留弗夫さんと霧江さんが六軒島にいる在島者全員を皆殺しにしているようです」 

 紗代の告白に戦人が黙り込む。 

 その様子を紗代は見つめる。戦人には自分の計画を話すべきだ。でも、自分が事件に込めた
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メッセージまでは語りたくなかった。それは紗代が語るべき事ではなかったから。６年間ずっ

と放置された気持ちを自分で語って気付いてもらうなんて、そんなの悲しすぎるじゃないか。 

だから、紗代は自分の事件計画の真相については隠しながら話を始めた。 

「今日の親族会議に向けて私はある計画を立てていました……」 

 紗代が語り始める。今日殺人事件を起こそうとしていた事。最終的に碑文の謎が解かれなけ

れば島を爆発させ、皆殺しにしようとしていた事。そして、事件開始の合図として魔女の手紙

を真里亞に託した事。その魔女の手紙がキッカケとなり碑文が解かれ、その結果として今の状

況が存在する事。 

 紗代は淡々と語り続けた。自分の恋心は隠して。本当は碑文殺人の謎を戦人に解いて欲しか

った事も隠して。表面だけをなぞる様に語り続けた。 

 どれくらい時間が経ったのだろう。気がつけば辺りは明るくなっていた。５日の朝を迎えた

のだ。 

「…………そうだったのか。で、紗音ちゃんの計画は実際は実行に移される事なく中止。今親

父達がみんなを殺して回って……」 

 説明を終えてから、ずっと戦人は黙り込んでいた。そして紗代も同じように黙り込んでいた。

お互い何を話せばいいのかわからなかったのだ。時折、会話をする。久しぶりに六軒島に戻っ

て来て、紗代を見てビックリした事だとか。昔遊んだ事だとか。 

 そんなふうに二人の時間は過ぎていった。 

 

 時刻が５日の２３時を回る。 

「戦人さん。おそらく地下貴賓室を最後に通る人間が爆弾のスイッチを起動状態にするはずで

す。５日の２４時を迎えた時点で、六軒島は大爆発を引き起こします。おそらく跡形もなくな

るでしょう。その爆発から逃れるには、九羽鳥庵まで逃げるか、ここの潜水艦基地にいるしか

ありません」 

「全ての証拠を吹っ飛ばして殺人を隠すつもりか……親父達は」 

「そもそも、今の時点で誰が生き残っているのか私にも分かりません。私が把握しているのは、

あくまでも私が地下貴賓室で霧江さんに撃たれて気を失った、というだけです」 

「じゃあ、今一体島はどうなってるんだ……！？ 確認するべきじゃないか？」 

 戦人が腰を上げ、屋敷の方へ戻ろうとするそぶりを見せる。 

「もうじき２４時を迎えます！ 爆発に巻き込まれますよ！！」 

「でもよ……！！」 

「駄目です！！ 行っては駄目です！！ それに、戦人さんがいない事を不審に思って今頃探

し回ってる可能性もあります！！」 

 紗代は戦人を必死に引きとめた。彼だけは生きて欲しかったから。譲治を殺され、そのうえ
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戦人まで殺されてしまったら、もう紗代は地獄に落ちるしかない。いや、事件を計画した時点

で地獄に落とされてもしかたなかったのだ。 

 死んでほしくない。 

 それが紗代が今生きている理由なのだ。戦人の事がなかったら、とっくに自分の命を絶って

いた。 

 紗代の必死の説得で戦人は屋敷に向かうのを諦めた。 

 時刻が２４時に近付いて行く。 

 六軒島に右代宮家が存在するのはもう１時間もない。死神の大鎌が振り下ろされたその瞬間、

紗代の過ごした右代宮家、そして戦人の祖父の家は跡形もなく吹き飛んでしまうだろう。 

「戦人さん耳を押さえてください！ 耳がやられますよ！！」 

「おう、分かった！」 

 ドオオオォオオオオオオォォォォォォオオオオオオオン！！ 

 振り下ろされた死神の大鎌があらゆる命を刈り取って行く。そして轟音が鳴り響いた。そし

て大きな揺れ。まるで巨大地震が発生したかのよう。この潜水艦基地まで続く地下道が崩れ落

ち、岩と土で埋まって行く。あらゆるものを消し去って行く。ここで生きていた親族のみんな

さえも消し去って行く。 

 それが……安田紗代の起こした事件の結果だった。 

 

「…………」 

 ベルンカステルが無言で最後のカケラを投げ捨てる。 

 ２５７万８９１７個目の……最後のカケラ。そのカケラにも安田紗代を救う分岐は存在しな

かった。 

 確定惨劇世界。 

 神の意志によってこの少女に奇跡が存在する事を許さない絶対運命の世界。 

 あらゆる努力を無効にし、あらゆる希望を絶望に突き落とし、努力を平気で踏みにじり、残

った世界に悲しみだけを残していく世界。 

 まるでそれが神の意志によって決められているかの如く、安田紗代の運命に、奇跡は……存

在しなかったのだ…………。 

「…………」 

 ベルンカステルは言葉を発しない。それは諦めたからではない。何か手段が無いのか、必死

に思考を巡らせていたからだ。カケラを組み合わせるという手法が雛見沢の世界では有効だっ

た。惨劇の先に行けるルートを切り開くための色々な条件。それを一つずつ一つずつ組み合わ

せ、存在しないカケラを生み出す。 

 ……しかし。 
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 その手法さえも今回は有効ではなかった。それは組み合わせるべきカケラ全てが絶望に染ま

っていたから。条件なんか存在しないのだ。ただただそこに避けられない惨劇が存在するだけ。 

「…………」 

 ベルンカステルの懐から一つのカケラがポトリと落ちる。 

「……こんなもの…………ッ！！」 

 このカケラは奇跡じゃない。まるで奇跡であるかのように詐称する欺瞞のカケラだ。しかし、

今ベルンカステルに叶える事ができるのは、このカケラを紡ぐ事だけだった。 

「存在する奇跡なら探し出す事ができる。でも存在しない奇跡を生み出す事は……できないわ。

奇跡が存在しない時、私に一体何ができるというの」 

 ベルンカステルは欺瞞のカケラを手に取り、そのカケラ世界へと入って行った。彼女の最後

の願いを知るために。そして、このカケラを紡ぐために。 

 

 紗代と戦人はボートで六軒島を脱出していた。紗代は島に残ると言ったものの、戦人がそれ

を聞き入れず無理やり乗せたのだ。 

「紗音ちゃん、とりあえずは六軒島を離れて近くの陸に上がろう。そしてとりあえずは警察に

連絡だ。その後は……紗音ちゃんはとりあえずは福音の家に戻るのか？」 

 紗代は戦人の言葉に「うん」とか「ええ」とか生返事をしながら、隠し持ってきた一本のイ

ンゴッドを見つめていた。 

「紗音ちゃん？」 

 本来なら戦人に事件に挑んでもらって、その結果として約束を思い出してもらう予定だった。

その事件は碑文が解かれてしまった事で中断している。だから、戦人が約束を思い出す事があ

るとすれば、自力で思い出さなければならない。しかし、彼の言葉を聞く限りでは、この後紗

代を福音の家に送り届けるつもりらしかった。そこで、紗代と戦人はお別れするのだろう。「大

変な事が起きちまったけど気をしっかりな！」とでも言い残して、紗代の元から離れていくの

だ。 

 紗代は空を見上げる。それは空を見たかったからそうしたのではなかった。礼拝堂の裏で死

亡した譲治の事を想うため。 

 そう。そもそも今戦人が約束を思い出したところで、紗代はこの先の人生を生きていくつも

りは毛頭なかった。自分の犯した罪があまりに重すぎる。そしてあまりにもこの先希望が無さ

過ぎる。 

 ……もう死なせてください。 

 譲治が殺されてしまった事が紗代の中であまりにも重くて。 

 重すぎて。 

 その重圧で全身の骨が折れてしまいそうだった。 



17 

 

 そして、結局紗代の人生には『恋』なんてなかったのだと言われた気がした。いや、恋以前

の問題だったのかもしれない。お前なんか生まれてはいけなかったのだと言われた気がした。

そんな紗代の人生をこの先も引き延ばして一体何になる。 

 ……これ以上苦しめないでください。 

 最後に戦人が生きている事だけでも知れて良かった。自分はもうこの先は生きていけないけ

れど。あなたは幸せな人生を送ってほしい。本当はずっと分かってたんです。あの約束に深い

意味なんて無い事くらい。 

 自分の人生がまともな人生だったのなら、失恋したなぁくらいの軽い傷で済んだのかもしれ

ません。 

 でも。私の人生には何一つ楽しい事がなくて。やっと見つけた私の生きる意味が恋なんだと

思ってしまったんです。 

 ありがとう。私に数年ではあっても生きる意味を与えてくれて。 

 ありがとう。 

 本当にありがとう。戦人さん。 

「しゃ、紗音ちゃん？」 

 紗代の様子が変だと気付いた戦人が声をかける。紗代は戦人を見つめていた。 

「ありがとう……うそつき…さよなら…そして……ごめんね」 

 紗代はインゴッドを抱いて海の中へと飛び込んで行った。自分の人生を終わらせるために。 

 最後に感じた感情が戦人への感謝の気持ちだった事が紗代は嬉しかった。それは絶望に染まって

死んでいく訳ではなかったから。少しでもよかった。楽しい気分で死にたかった。 

「しゃ、紗音ちゃんッ！！」 

 戦人が海へ飛び込むのが紗代の視界に映る。でも紗代を助ける事はできないだろう。紗代は確実

に死ぬために、黄金のインゴッドを重りとして自分に括りつけていた。 

 戦人の手が紗代を掴もうと水中でもがく。しかし、無情にも二人の体の距離は開いていった。 

「戦人さん。ごめんなさい」 

 紗代の体が海の底へと沈んで行く。それはまるで今までの人生からの解放のようだった。悲

しい事はいっぱいあったけれど、それも今日でおしまい。次の人生では、人並みの幸せが存在

する事を願う。紗代が目を開け水面を見つめた。 

 ……その時視界に入ってきたのは…………水面に浮かぶメッセージボトルだった。 

「……あ…………あ……」 

 事件前に自分の未練と希望を封じ込めたメッセージボトル。完全に忘れていた。 

 紗代の中に最悪の想像がよぎる。 

「そんな……ッ！！」 

 本来あのメッセージボトルは事件が中断され、紗代の恋心が宙ぶらりんになってしまう恐怖
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から作ったものだ。第８の晩までは狂言を予定していた。だから戦人が仮にあれを奇跡的に読

む機会があるとすれば、紗代の想定ではそれは誰も死なない状態で事件が終わるケースだった。

だからこそ、紗代の恋心を知って欲しいと思ったのだ。 

 しかし。今の状況は想定していたものと全然違う。 

 紗代の計画していた事件は中断され、本来ならば全員が生還するはずだった。しかし一族に

よる殺し合いが発生してしまった。そして今自分は死のうとしている。もし戦人がこの先あの

メッセージボトルを読む事があったとしたら。そしてあのメッセージボトルの意味に気付いて

しまったら、一体どうなってしまうだろう。 

 あのメッセージボトルは戦人の罪を断罪する意味もある。 

 実際に起きてしまった親族会議中の惨劇。それが全部戦人のせいなのだと思ってしまわない

か。あのメッセージボトルによって彼を傷つけ、下手すると殺してしまわないか。 

 そんな事を願って書いたメッセージボトルじゃなかった。 

 ただ紗代の恋心を封じ込めただけ。 

 紗代の希望を託したメッセージボトルは……最後の瞬間に戦人を殺す凶器へと変わってしま

っていた。 

「……神様…………そこまで私が憎いのですか！！ どうしてッ！ どうしてッ！！！！！！」 

 どうかあのメッセージボトルを戦人さんが絶対に読みませんように。お願いです。あのメッ

セージボトルだけは読まないでください。お願いです……どうか…………どうかっ！！ 

 紗代の願いは水中で泡となって吐き出される。それが一体誰に伝わったのか。 

 いや。その願いを受け取った一人の魔女がいた。 

 

 奇跡の魔女ベルンカステルは紗代の最後をずっと見守っていた。とうとう発見できなかった

奇跡。 

 惨劇が絶対に避けられない世界。そんな世界で奇跡の魔女が受け取った安田紗代の最後の願

いは、皮肉にもカケラ探しの時に見つけた唯一のカケラすら否定するものだった。 

「紗代……あなたはそれを願うのね……」 

 ベルンカステルが見つけたカケラ。２５７万８９１７個の中にたった一つだけ存在したカケ

ラとは、彼女が海に流したメッセージボトルが拾われるカケラだった。２５７万８９１６の確

率で彼女の投げたメッセージボトルは全てが海の中に沈む。戦人がそれを読む事もない。 

 ただ、たった一つだけ。メッセージボトルが拾われるカケラが存在した。 

 安田紗代という人物が込めた願いを届ける事ができるカケラ。しかし、それだけは絶対に叶

えないでくれと安田紗代は死の間際に絶叫した。 

 ベルンカステルの表情が苦痛に歪む。 

「……私はどうしたらいいの…………」 
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 ベルンカステルが思考の世界に潜る。 

 ベルンカステルの思考世界には２５７万８９１７のカケラの断片が浮かんでいた。彼女はそ

れを見渡し、彼女の人生を再び見つめる。 

 紗代が戦人と楽しそうにミステリーの話をしているカケラ。 

 紗代が戦人が早く迎えに来ないかとワクワクしているカケラ。 

 もちろん数多くの苦痛のカケラもある。でもこんなにも楽しかったカケラもあるのだ。 

「彼女の運命は客観的に見て不幸だったわ。それは彼女が死ぬ瞬間までそうだった。そんな彼

女のお墓に何も添えずに立ち去るのと、一輪の花を添えて立ち去るのはどちらが……」 

 本当にこれでいいのか。紗代の想いを知る事なく戦人が生きていく世界でいいのか。 

せめて彼女の想いだけは伝えるべきじゃないのか。それが彼女の意志に反する事なのだとし

ても。 

「確かにあなたのメッセージボトルは戦人を殺す可能性があるわ。でも、その先に存在するも

のもきっとある。あなたの人生が絶望だけで終わっていいわけがない。誰にだって幸せになる

権利がある。難しいのはその享受。私は諦めないわ」 

 紗代の意志に反するのだとしても、奇跡の魔女はそのカケラの奇跡を叶えるべきだと思った。

だから、奇跡の魔女はカケラに奇跡の魔法を込める。 

「ただ……メッセージボトルが拾われるカケラはたった一つしかない。この一回のチャンスで

戦人は真相に至るかしら。これは……賭けになるわ。戦人。私が叶えた奇跡を無駄にしたら…

…承知しないわよ」 

 本来海の底に沈むはずだったメッセージボトル。奇跡の魔女により奇跡の魔法をかけられた

それは、微かな光を宿しながら、ゆっくりと六軒島を離れていった。奇跡の魔女の想いを込め

て。 
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忘却の深遠 

 

 気が付くと、ヱリカは真っ暗な空間で気絶していた。意識が朦朧とし、頭がひどく痛かった。 

「あいたたたた……えぇと。私は何をしていたんでしたっけ」 

 ヱリカは自身の記憶を辿る。 

 確か、さっきまで第６のゲームをやっていたはずだ。そこでベアトリーチェとロジックエラ

ー密室を巡って戦った。そして、ヱリカは密室トリックが解けずに敗北。 

「……あぁ、そうでした。私はあの後、我が主に忘却の深遠に捨てられて……」 

 ヱリカは自分の置かれた状況を把握する。周囲を見渡すと何やら壊れた机や冷蔵庫、そして

ボロボロの人形やら、様々なゴミが無秩序に散乱していた。 

 ヱリカは自分がこれらのゴミと同じ扱いを受けたのだと理解した。 

「我が主も随分と短気な事で。まぁこういう扱いをされたところで私は我が主の事が大好きな

んですけども」 

 ヱリカは自分の主であるベルンカステルのこの仕打ちに対して、実は全く怒りを感じていな

かった。むしろ以前と変わらない愛情を感じている。ヱリカが思う事があるとすれば、それは

怒りではなく、寂しさだった。 

「もう我が主には会えないのでしょうか。もっとお役に立ちたかったんですが」 

 ヱリカは周囲を見渡し、腰かける椅子が無いか探し始めた。何しろこれだけ乱雑に色々な物

が散らかっているのだ。椅子くらいありそうなものだった。 

「あ、ちょうどいいのがあるじゃないですか」 

 壊れた机の奥の方にまだ使えそうな椅子を見つける。椅子というよりはソファーのような感

じに近く、背もたれの部分が随分とふかふかしていた。 

「これは素敵な椅子です！ まるで乱歩先生の人間椅子に出てきた椅子みたいじゃないですか」 

 乱歩の人間椅子とは、あるソファーのような大きな椅子の内部に人間が１人隠れていて、椅

子の皮一枚隔てて、座った人間の感触を楽しむという、一種の変態趣味の人間の話だ。 

「まさか、誰か入ってるんじゃないでしょうね。私のこの感触を楽しむつもりじゃ……」 

 コンコン。 

 ヱリカは椅子の側面をノックしてみる。特に反応はない。 

「まぁ忘却の深遠に捨てられている椅子の内部に誰かいたら、それはそれで面白いミステリー

になりそうな気はしますよ」 

 ヱリカも実際に誰か入っていると本気で疑っていた訳ではない。そういうおふざけをしなが

ら、自分の置かれた状況、これからどうするべきかを脳内整理していたのだ。 

「まぁ、ここから脱出するだとかしないだとか、そういったものは今緊急を要しません。とり

わけ重要なのは、第６のゲームの最後に戦人さん達が語った赤字です」 
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 忘却の深遠に捨てられたヱリカが真っ先にした事は、第６のゲームを振り返る事だった。最

後の最後に大きなヒントを戦人が提示した。 

「私を含めても１７人しか存在しない」 

 改めて赤で言えるかどうか確認してみたが、やはり赤で発言可能だった。 

「これは……ベアトリーチェさんのゲームは何だかんだでミステリーの常識的枠内に収まって

ると思ってましたけど、どうも特殊なトリックを使っているようですね。１７人ですか……。

こちらも試してみましょうか。私は六軒島の１８人目の人間です」 

 こちらも赤で発言可能。 

「なるほどです」 

 ヱリカの脳内に２つの仮説が浮かぶ。ヱリカは脳内でその２つの仮説の整合性を確認してい

く。それはまるでパズルを解いていくように。あるいは数学の数式を解いていくように。極め

て作業的に謎を分解していく。 

「人格カウントという事ですか」 

 忘却の深遠に捨てられ第６のゲームを振り返りながら、ヱリカは自身の思考の海へと深く深

く潜って行く。極めてロジカルな世界の入り口に立ち、ゴールへと突き進む。この感覚がヱリ

カは大好きだった。簡単に解ける謎よりも、むしろ難解な謎の方をヱリカは好む。思考世界で

あらゆる可能性を検討し、整合性を確認して仮説を捨て、また仮説を立てての繰り返し。それ

こそがどんな時でも道を切り開く手段なのだと確信していたからだ。 

「以前我が主のお話を聞きました。なんでも、出口の存在しない迷路で、でたらめにタイプラ

イターを叩き続けたとかなんとか。でたらめに叩くのがそもそもおかしいんじゃないですか？」 

 ヱリカに言わせれば、それはミステリーの世界に何の武器も持たずに入ってしまったような

ものだった。 

 考える。 

 たったそれだけの事が強力な武器になるのだ。推理とは特殊能力ではない。むしろ根性論の

方が近い。どんなに解けない謎があっても諦めずに立ち向かう心が大事なのだ。でたらめにタ

イプライターを叩くのではなく、あらゆる情報を生理整頓し、仮説を複数立て、提示された謎

に風穴を開ける。それこそが、ミステリーの世界を生き抜くための武器なのだ。 

「まぁそれはそれとして」 

 ヱリカはとりあえずはベルンカステルの事を頭の隅に追いやる。 

「今はゲーム盤の謎の方が大事です。カウントの違いという概念があるのならば、問題になっ

てくるのが、ベアトリーチェさんの採用しているカウント方法の属性概念です。おそらく１７

人の方は体のカウントでしょう。それなら、私がカウントした１８人というのは名前でしょう

か。名前の属性……属性？」 

 ヱリカの脳内に一つの仮説が思い浮かぶ。 
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「……！！ まさか……！！ ベアトリーチェさんのゲーム盤の犯人というのは……！！」 

 ヱリカの脳内に快楽物質が充満する。 

「そういう事ですか……！！ これは実に楽しいミステリーじゃありませんか！！ 私は最近

思っていたんですよ。フーダニットというのはあまり刺激がなくなってしまって、暴いてもつ

まらないなぁと。誰が犯人でもいいような気さえしてましたよ正直。でも、ベアトリーチェさ

んのゲーム盤の犯人が私の推測通りなら、これは素晴らしいミステリーじゃないですか。久々

に興奮してきましたよ」 

 ヱリカはミステリーに挑む際の前提をもう一度確認する。ミステリーの世界で暴くべき謎は

基本的に３つだ。 

フーダニット。誰が犯人か。 

 ハウダニット。どのようにして実行したのか。 

 ホワイダニット。なぜ事件を起こしたのか。 

「ふむ。基本的にこの３つの謎を解くのがミステリーではありますが、ホワイダニットという

のは最近あまり重視されていない気がします。動機というのは犯人が自ら語ってしまうケース

が多いのではないでしょうか。そもそもですよ、私は動機推理というのはあまり好きじゃない

んです」 

 ヱリカは元々動機の推理もしっかりやるタイプだった。しかし、とある推理小説を読んでか

らというもの、考えるのがバカバカしくなってしまったのだ。 

「虚無への供物。これはアンチミステリーの代表作と言われていますが、まぁトリックや犯人

についても言いたい事はあるのですが、動機がですね……読んでもよく分からないんです

よ！！ 宗教みたいな事を犯人が語り出してですね、よく意味の分からない事をブツブツ語り

出すんです。何でしょうねあのアホらしさというのは」 

 元々犯人が自白するケースが多い上に、アホらしい動機を語られては、さすがのミステリー

好きのヱリカと言えども、眉をひそめざるをえなかったのだ。 

 しかし、どうも今回はそういう類のものではないらしい。ヱリカの直感がそう告げる。 

 犯人についてはおおよその見当がついた。トリックについては第５のゲームで真相に至った

戦人が語った内容から推測がついている。５日の朝の時点でゲストハウスの犠牲者が本当に死

んではいなかったのならば、それを目撃した人物が虚偽の申告をしていた事になる。疑うべき

は証言の方だったという事だ。 

「フーダニットとハウダニットについて仮説が立ちました。残るはホワイダニットですが……」 

 ヱリカは第５のゲームの記憶を辿った。当初ヱリカが構築した夏妃犯人説。この説にベアト

リーチェサイドが追い込まれ、その後戦人が反論をすることになった。ヱリカの記憶では、戦

人はドラノールと議論を交わす直前に、ベアトリーチェと短い会話をしている。ヱリカはそれ

をしっかり聞いていた。 
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「そなたの約束などもう二度と信じぬぞ。確かベアトリーチェさんはそう言っていたはずです」 

 約束。何かがひっかかる。 

「そろそろ解禁しましょうか。私の基本推理法であり、ミステリーの出題者を真っ二つに切り

裂く武器。連鎖考察思考法を」 

 連鎖考察思考法。ヱリカが本来推理をする際に使うのはこの推理法だ。これは本来王道ミス

テリーに挑む場合に使用する思考法であり、ベアトリーチェのゲーム盤では使用していなかっ

た。それはベアトリーチェのゲーム盤がファンタジーである事を否定していなかったからだ。

そのため、ヱリカのこの基本推理法が通用しない可能性があった。 

 更に言うならば、この推理法は出題者が伏線を配置しているという大前提が無いと何の役に

も立たない。つまり、ベアトリーチェという魔女に対して『信頼』を置かなければならなかっ

たのだ。だからヱリカは使用しなかった。 

「ただ、フーダニットとハウダニットに見当がついた今なら、ベアトリーチェさんのゲーム盤

の骨格はミステリーであるのが分かります。そのミステリーの上に、幻想を上書きしているの

が彼女のゲームでしょう。それならば、連鎖考察思考法はおそらく通用するでしょう」 

 ヱリカは過去のゲームの記憶を辿る。キーワードは約束だ。 

「連鎖対象を３名に広げます。紗音、嘉音、ベアトリーチェ。この３名と約束を繋ぐ伏線は…

…第３のゲームですか」 

 約束と繋がる連鎖対象。それは紗音の語った過去の戦人のセリフだ。 

『白馬にまたがって迎えに来るぜ、シーユーアゲイン』 

「ふむ。紗音さんとの約束。……紗音さんは譲治さんと恋仲だったはずです。……その彼女が

戦人さんとの約束を……いや？ 碑文殺人と碑文の謎……連鎖密室、そして南條殺し。あー、

ベアトリーチェさん無駄に複雑に作っちゃってまぁ。こんなゲームを戦人さんが解けるわけな

いでしょう。彼はアンチファンタジーで挑んでいたんですから」 

 ヱリカの脳内に一つの仮説が立つ。その仮説の内容にヱリカは戸惑った。それは、今までの

自分の推理が重大な要素をスルーしてしまっていた事に気付いたから。 

「これは……やられたかもしれませんね。ベアトリーチェさんのゲームというのは、動機、言

いかえるならば『心』を論理的パズル的数学的な思考で解かなければならない作りになってる

わけですか。心というのは本来曖昧ですし、ミステリーの出題としては不向きでしょう。しか

し、ベアトリーチェさんのゲーム盤はそれが綺麗に謎として配置されています。それも、論理

によって導かれるように作られている。へぇ。こんなミステリーっていうのもあるんですね」 

 それは新鮮な驚きだった。今までミステリーでヱリカが暴いてきたのは犯人とトリックの比

率が圧倒的に多い。この２つさえ解けばもう終わりとすら思っていた。 

 しかし、ベアトリーチェのゲーム盤で一番重要な謎というのは、実は犯人でもトリックでも

なく、動機だったのだ。 
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 ヱリカがそこに至った時、とても新鮮な感覚がした。 

 楽しい。 

 素直にそう感じた。 

「こんな楽しいミステリーを戦人さんだけに出題するなんて、ちょっともったいなくないです

か？」 

 その時だった。ヱリカの座っている椅子の背もたれの部分から何か違和感を感じた。何だか

温度が上がって熱くなっている気がする。 

「ん？ ……！！」 

 ヱリカは思考を中断し自分が座っている椅子に注目する。そして一つの仮説を構築した瞬間、

ヱリカは椅子から飛び退いた。 

「まっ、まさかっ！！」 

 飛び退いた椅子の後ろ部分から、何やらジーっという音が聞こえる。どうも椅子の後ろが開

いていく音のようだった。そしてその椅子の内部から山羊がのっそりと出てきた。 

「ぎぃやああああああああああああ！！」 

 ヱリカの絶叫が忘却の深遠に響き渡る。まさかのまさかだった。ヱリカが思考を掘り下げて

いくために座っていた椅子の内部に一匹の山羊の頭をした従者が入っていたのだ。先ほどヱリ

カがコンコンと椅子を叩いた時、本当に中には人がいたのだ。いや、山羊がいたのだ……。 

 山羊の従者は、キョロキョロと周りを見渡し何かに満足したのか、やがて、ジッとヱリカを

見つめた。そしてゆっくりゆっくりと山羊の従者はヱリカの方に向かって来る。ヱリカはとい

うと、まさか本当に中に何者かが入っているとは思わず、ショックで呆然としていた。 

「……あ、あんた一体何なんですか！！ 椅子の中で私の体の感触をずっと楽しんでたんでし

ょう！！ この変態山羊！！」 

 山羊はヱリカの罵倒を気にする様子もない。 

「私は『赤い部屋』の方が好きなんだがな」 

 山羊の従者がポツリと言葉を発する。どうやら普通に会話が可能な山羊のようだった。 

「へぇ。私は『鏡地獄』が一番好きなんですけ……いや、そうじゃないですよ！！ 何者なの

かって聞いてるんです！！」 

 ヱリカの真向かいまで到達すると、山羊の従者は右手を胸に当て深々と頭を下げた。 

「私は観劇の階層の名もなき山羊。そして、この物語、いや、この世界の真相について推理し

ている者だ」 

 ヱリカが山羊の話した言葉の『観劇の階層』という部分に反応する。 

「観劇の階層？ それは……いわゆるフェザリーヌ卿と同じような階層というか、立場、とい

う事ですか？」 

「いや、そうではない。彼女も所詮はこの物語世界の住人にすぎない。私はその物語世界のさ
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らに外から来た」 

 ヱリカは最初、どこぞの有象無象が自分と同じように忘却の深遠に捨てられたのだと思った。

適当にあしらって推理を再開したいと思っていたのだが、山羊の従者の語った事があまりにも

予想外すぎて、ヱリカは今の状況をよく理解できなくなっていた。 

「ええと……それって、もう私にとっては見当がつかないというか、神様と同じようなものじ

ゃないですか？」 

 山羊の従者はヱリカのセリフに何故か悲しげな表情を浮かべる。 

「そんな大げさな存在ではないよ。最初に言ったように私は観劇の階層から来た。つまり、こ

の物語をずっと観劇していただけの何の力もないただの山羊だ」 

 ヱリカが話を聞いている分には、そんなに危険な存在には思えなかった。ヱリカにとって自

分がいる世界は物語の世界ではない。しかし、物語を観劇する存在というのは、フェザリーヌ

卿も含めて、下層の世界を物語世界として認識している。この山羊のいる階層からみて、ヱリ

カのいる世界というのは、物語の世界に見えるのだろう。 

「君は今、ベアトリーチェのゲーム盤の犯人、トリック、動機に見当がついたといった所か」 

「……！！ あんた、ずっと聞いてたんですか」 

「私は君のようにロジカルに謎を分解して行く探偵が好きだ。ミステリーは伏線と論理性から

仮説を組み、解いて行くものだからな。ミステリーは数式であれ。これが私の考え方だ」 

「へぇ。観劇の階層でこの世界の謎を推理していたとおっしゃいましたが、どの程度の実力な

んだかちょっと興味がわいてきましたよ」 

「君は紗音嘉音ベアトリーチェが同一人物だと思っているだろう？」 

「ええ。おっしゃる通りです」 

「その推理はクリアするべき部分が２つ存在する。１つは探偵の主観でどういう認識をされて

いるのか。主観を保証された探偵に紗音嘉音ベアトリーチェが同時観測されていてはならない」 

「すでに確認済みです」 

「もう一つ。彼らが同一人物なのならば、なぜその変装が誰にもバレないのか。この２つ目の

謎については、君のいる階層からでは解けないはずだ」 

「……いえ？ 既に仮説を一つ組んでいますが？」 

 山羊の挑発的な言動にヱリカの探偵としてのプライドに火が付く。確かにその問題について

はヱリカは悩んでいた部分ではあった。紗音や嘉音が変装をして別人になっているという考え

方は王道ではあるが、その説を採用すると朱志香の存在がネックになってしまうのだ。 

「君のいるこの階層から同一人物トリックをミステリー的に解く場合、朱志香の存在が重要に

なってくる。仮に紗音や嘉音が変装をしていたとしよう。この場合、朱志香は嘉音が好きであ

りつつ、紗音と譲治の恋を応援している訳だから、朱志香は嘉音と紗音を別人と認識している

と推測できる。つまり、朱志香に口裏合わせが通用しないわけだから、必然的に何故紗音と嘉
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音は完璧な変装ができるのか、という論点に行きつく」 

「だから、仮説は既に立ってんですよッ！！」 

 ヱリカが山羊の従者のまどろっこしい説明にイラッと来る。 

「全ての人物は右代宮金蔵を見間違わない。いかなる変装であったとしても、右代宮金蔵を見

間違わない！ そして、彼らは異なる人物を嘉音と誤認することは絶対にない！ この２つの

赤字発言を根拠に誤認の禁止ルールを構築した、そんな所だろう」 

「……！！」 

 山羊の従者はヱリカの組んでいた仮説を完璧に言い当てていた。そう。ヱリカは同一人物ト

リックに対して『ゲーム盤にこういうルールがあるんじゃないか？』という視点で見ていたの

だ。 

「ベアトリーチェのゲーム盤は、ミステリーかファンタジーかは明らかにしてはいないが、こ

の仮説は結局、同一人物トリックを『そういう特殊ルールがあるから』という理由で説明して

いる。それは結局『紗音と嘉音の変装は魔法である』と言っているにすぎない」 

「……くっ、じゃああんたはそれ以外の解法が構築できたとでも言うつもりですか？ できや

しないんですよッ！！ 私が思いつかなかったんですから、これ以外にないんですッ！！」 

 ヱリカは完全に頭に血が上っていた。 

 忘却の深遠に捨てられ、ゲーム盤の謎を再検討していたヱリカ。自分が座っていた椅子の内

部から山羊が出て来て、自分は観劇の階層から来たと言う。冷静に考えれば非常におかしな状

況だった。推理をぶつけ合うどころの話じゃなかったはずなのだ。 

 しかし、ヱリカはこの山羊の従者が卓越した推理力を持っている事が驚きだった。自分が構

築した推理をあっさりと言い当ててしまう。それどころか、それ以外の解法を持っているかの

ようにも見えた。 

「君はこの仮説を組み上げるのに、どのくらいかかった？」 

 山羊の従者がヱリカに尋ねる。ヱリカは山羊の従者がまた挑発をしてくるつもりかと思い、

自信満々にこう答えるのだった。 

「そうですね、同一人物なんじゃないか、という推理が組み上がってからの計算になりますが、

まぁ２、３分でしょうか」 

「私はその仮説を組み上げるのに３年かかった」 

 山羊の従者はヱリカに素直にそう告げる。ヱリカはそれを聞き、この山羊の従者が別にヱリ

カを挑発したかった訳ではないのだと察する。 

 そもそも。わざわざ観劇の階層から来るくらいだ。単にヱリカと議論をしたかった訳ではあ

るまい。そこに思考が至った時、ヱリカはやっと本来最初に聞くべきだった事を口にした。 

「あなたは、この世界に何をしに来たんですか？ 私と推理対決したかったわけでもないでし

ょうに」 
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 山羊は少し悲しそうな顔をしながら、ゆっくりと語り始めた。 

「もし君がこの世界の謎に挑むような機会がこの先あったなら、君に解いて欲しい謎があって

ね。私は結局その謎が解けなかったのだ」 

「まずこの世界の謎、というのはベアトリーチェさんのゲーム盤の事……ではないのでしょ

う？ あなたの口ぶりから察するに。それは私が認識可能な世界なんですか？」 

「いや、認識できない階層も含まれる。しかし、この世界にはフェザリーヌ卿がいる。彼女な

らそういうカケラを見つけそうな気がする。この世界の謎、というのはベアトリーチェのゲー

ム盤も含めた大きな世界の事だ」 

「へぇ。ベアトリーチェさんのゲーム盤以外にも謎があるのなら、それは私としては是非挑み

たいものですけども」 

 山羊の従者は、ヱリカならそう答えるのだろう、と予測していた。きっとこの探偵なら、謎

を前にした時に、まず第一に『楽しそうな謎だ』と感じるのだろうなと。 

謎に挑む際に、苦しいと感じるのか、楽しいと感じるのかは人それぞれだろう。 

しかし、山羊の従者は楽しいと感じながら挑む人間の方が優れた推理を構築すると感じてい

た。難解な謎が存在し、その謎がどうしても解けなかった時。恐らくその差が明暗を分けるの

だろう。 

「大きく分けて、この世界の謎は４つ存在する。まずベアトリーチェのゲーム盤の謎。そして

８６年の現実世界で、ベアトリーチェが事件を起こす動機と計画の謎。３つ目が、８６年に事

件を起こしたベアトリーチェがどういう結果を得たのか、という謎。そして、最後に、この世

界が紡がれる理由の謎だ」 

「ふーむ。私は今は一つ目の謎、つまりは、ベアトリーチェさんのゲーム盤の謎に対して仮説

が立っただけの状態って事ですか」 

「その全ての謎の真相に至るのはあくまでも前提だ。問題はその先にある」 

 ヱリカは山羊の従者が語る４つの謎についてざっと思考を巡らせていた。ベアトリーチェの

ゲーム盤の謎自体は恐らく解けるだろうという目算がある。伏線配置をベアトリーチェがキッ

チリやっているのが分かってきたからだ。問題は２つ目以降の謎だ。 

 基本的にヱリカの推理というのは妄想が一切絡まない。極めてパズル的な思考に基づいてい

る。論理性や伏線からパズル的に導いていくのがヱリカの推理であり、何の根拠もなく結論を

出しているのではないのだ。つまり、２つ目以降の謎というのは、ヱリカにとっては伏線が存

在するのか、という点が重要になってくる。 

 そもそも解けるように作られた謎なのかどうか、という点だ。それらの謎を解くだけでもか

なり難しそうな印象をヱリカは受けた。これは実際挑んでみない事には分からない。しかし、

山羊の従者は問題はその先だと語る。 

「一応聞いておきますけど、あなたはそれらの謎は解いたわけですか？」 
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「解いたというよりは仮説を立てたという方が正しい。正解を当ててるのかどうかは不明だ」 

「へぇ。それで、その先というのは？」 

「それらの謎に答えを持った時、ある一人の魔女の謎が提示される」 

「一人の魔女？」 

「君の主、ベルンカステル卿だ。あらゆる謎を解きこの世界の真相を理解した先にあるのが、

ベルンカステル卿の謎なのだ」 

「……何ですって？ 我が主の……謎？」 

 山羊の従者から出た言葉は予想外のものだった。 

 忘却の深遠に捨てられたヱリカではあったが、別にヱリカはベルンカステルの事を嫌いな訳

ではない。今でも愛情を感じている。だからこそ、忘却の深遠で意識を取り戻した時、寂しい

と感じたのだ。 

「ベルンカステル卿の謎というのは出題として明確に提示される謎ではない。真相に至った者

の中の一部の人間だけが見つけるような、そういう謎だ。私はその謎の存在に気づきはした。

そして、おおよその彼女の行動原理も理解した。しかし……彼女が抱えていたものに対する解

法を見つけられなかったのだ」 

 山羊の従者から出る言葉はどこか寂しげで、ベルンカステルに対して一定の好意を持ってい

るのが見てとれた。ヱリカは山羊の従者の目的をやっと察した。 

「なるほどです。私にそれを解いて欲しい、と」 

「解いて欲しいというよりは、彼女が本当に叶えたかった願いを叶えて欲しい、という事だ。

おそらく、そこに至る道を見つける事ができるのはこの世界に君しかいないと思う」 

「我が主が本当に叶えたかった願い……」 

 ヱリカの心臓がドクンと大きく脈打った。この世界の謎の先に存在するというベルンカステ

ルの謎。そして、彼女が本当に叶えたかった願い。 

「面白いじゃないですか。その依頼、この探偵古戸ヱリカがしかと承りました。素晴らしいじ

ゃないですか。全ての謎の最深奥に、我が主の心が隠されてるんですね。こんなに楽しそうで、

挑みがいのある謎は大歓迎です。まぁ、私にこの世界の謎に挑む機会が訪れる事があれば、あ

なたの言葉を思い出し、謎に挑む事をお約束します」 

「そうか。それを聞いてちょっと希望が出てきた気がするよ」 

 忘却の深遠で出会ったヱリカと観劇の階層の山羊。出会いは変だったが、思わぬ縁がここに

結ばれ、未だに誰も至らない場所への道の存在が判明した。きっとそこに、未だ見ぬ世界が存

在するのだろう。 

「そろそろ君の元にベルンカステル卿のお迎えの猫が来るはずだ。私もそろそろ自分の場所に

戻るとするよ」 

「我が主の猫？ 心当たりはありませんが、あなたがそう言うのならそうなのでしょう。まぁ
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もう会う事もないでしょうが、お元気で」 

 ヱリカの言葉にニコッと笑うと、山羊の従者は再び、椅子の内部に入っていった。 

「なんでそこに戻るんですかあなたは！！」 

 山羊の従者が器用に中からチャックを閉める。 

「いやいや！！ 帰るってそこに帰るんですか！！」  

 ヱリカが椅子の後部に付いているチャックを下ろし、椅子の中を覗き見る。しかし、椅子の

内部はただ空間が存在するだけで、そこに山羊の従者はいなかった。 

「何でもアリですか。観劇の階層っていうのは」 

 ヱリカが呆れて頭を手で押さえる。しかし、何だかヱリカは楽しい気分だった。これから自

分のやるべき事が見えてきたからだ。 

 チリンチリン。 

「ん？ これは鈴の音……これが先ほど言っていた我が主のお迎えの猫でしょうか」 

 遠くの方にぼんやりとした光が見える。ヱリカの方に向かって来るその光が小さな猫の姿を

映し出していた。 

「本当にお迎えが来た、という事は、あの方の言葉もまぁ全部本当の事なのでしょうねぇ。観

劇の階層の名もなき山羊。あなたの願いは同時に私の願いでもある気がしますよ。だから私は

あなたのために願いを叶えるのではなく、純粋に私の願いとして、それを叶えようと思います。

……というか、私まだ推理の途中だったんですが！！ どこまで推理したのか分からなくなっ

ちゃったじゃないですか！！」 

 ヱリカの絶叫が忘却の深遠に響き渡る。しかし、その声は楽しげな雰囲気が含まれていたの

だった。 
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９８年世界 

 

  １９８６年１０月５日２４時。突如として六軒島で起こった大爆発は、後に六軒島爆発事故

として世間で知られるようになる。あまりの大規模な爆発によって、島は全ての事件の手がか

りを消し去ってしまった。そのため、島で何が起こったのか、その真相を知る唯一の手掛かり

は九羽鳥庵で発見された右代宮絵羽の証言だけだった。 

 しかし、絵羽は誰にもその真相を語ろうとしなかった。やがて、六軒島の事件の真相は絵羽

の遺産を巡る陰謀説が主流になっていった。しかし、ある時を境にそれは一変する。ワインボ

トルのノート片だ。島の近海の漁師により拾われたそのワインボトルのノート片には、島で死

んだとされる右代宮真里亞の名前で１０月４日５日の物語が綴られていた。世間はこれが六軒

島の真相なんじゃないかと騒ぎたてた。しかし、後に警察により、六軒島の近海で回収された

別のワインボトルが存在する事が分かる。警察が回収した物語と漁師の拾った物語。その２つ

は異なる物語だった。事件前日から始まり、全員死亡するという部分は共通しているものの、

その過程の物語が全く異なっていたのだ。 

 そのワインボトルのノート片は、魔女復活の儀式に巻き込まれ、次々と一族が殺されていく

様子が描かれている。後に魔女伝説殺人事件と称され、その真相は未だに解明されていない。  

 一本だけワインボトルが発見されたのなら、その内容が六軒島爆発事故の真相だと信じる事

が出来たかもしれない。しかし、それが複数存在する事によって、お互いがお互いを否定して

しまい、ワインボトルのノート片で綴られた物語は、その信憑性を失ってしまっていた。 

 後にそのワインボトルのノート片の物語を真似て、様々な物語が紡がれる事になる。偽書と

呼ばれるそれは、六軒島から流れ着いた新たなノート片だという名目で世間に発表される。や

がて多くの偽書から、六軒島の事件は絵羽による陰謀説から、魔女復活の儀式のためのオカル

ト的な要素を帯びてくるようになる。六軒島はしだいに魔女の島と呼ばれるようになったのだ。 

 そのワインボトルのノート片を巡る物語。後に六軒島の事件を収束させてしまった一人の作

家がいた。八城十八。推理作家として有名だった彼女はネット上で伊藤幾九郎という名前で偽

書を書いていた事が判明。六軒島の事件の真相を綴っているという絵羽の日記を公開するとい

うイベント開催する。しかし、八城十八は突如として、その内容を非公開とし、パーティーを

中断する。彼女の最新の偽書が発表され、彼女の偽書をずっと読んでいた人々をまるで馬鹿に

するようなメッセージに世間は憤慨。六軒島の事件の事を、事件と何の関係もない一作家がこ

こまで商売道具にして好き勝手に物語を綴っていいのかという批判が爆発する。 

 その結果、六軒島の事件を、おもしろおかしく騒ぎ立てるのはもうやめようという空気が世

間に広がった。八城十八のこの行為によって、真相を探ろうとする行為自体が急速にしぼんで

いく。 

 こうして六軒島の事件の真相は猫箱に閉じられた。八城十八がなぜあのような物語を綴った
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のか。どうしてあのような行為を行ったのか。それは世間には永遠に謎のまま残った。 

 

 縁寿は自室のＰＣで伊藤幾九郎の偽書「Alliance」を読んでいた。ビルから飛び降りたが奇

跡的に助かった縁寿という人物が登場するエピソード。噂で自分が登場するエピソードがネッ

トで公開されているという話を聞きつけ、縁寿はそれを確かめようと物語を読んでいた。まる

で実際にあった話かのように、物語の中で自分は六軒島の事件の真相を探ろうとしていた。 

「なにこれ……なんで私が登場してるのよ……何なのこの伊藤幾九郎って人……ふざけてるわ」 

 縁寿は当然憤慨した。親族を物語の中で殺して行くだけでも許せないのに、今度は縁寿まで

登場させている。 

「私がこれを読んでどう思うとか考えないのかしら」  

 怒りをあらわにしつつも、縁寿はその偽書を読み進めていった。それは、一つの物語として

もとても長い物語だった。３日に分けて、計１０時間ほどかけて縁寿はその物語を読み終わっ

た。 

「……何これ」 

 それはとても不思議な体験だった。当初自分が感じていた怒りの感情は物語を半分も読み終

えた頃にはすっかり消えてしまっていた。縁寿は六軒島の事件以来孤独だった。心を許せる人

物はいなかった。それ故に、孤独な縁寿にとって読書は一つの趣味だった。縁寿は一人でいる

事が多いために、多くの時間を思考に費やした。その孤独な長い時間が、六軒島の事件の事を

縁寿に大きなトラウマとして思い起こさせた。六軒島の事件の事が頭から離れた事なんてない。

もしかしたら、誰か一人でも生きてるんじゃないのかと思った事なんて何度でもある。でも多

くの孤独の時間を思考に費やしても、結局そんな都合のいい希望を縁寿が信じる事はできなか

った。 

 家族が縁寿の元に帰ってこないのならば、せめて六軒島で起こった真実が知りたい。次第に

縁寿がそう思うようになったのは当然の事だった。 

 縁寿は自分が涙を零していた事に気付き、手で涙を拭うと、部屋を出て、バルコニーに向か

った。夜の冷たい風が縁寿の髪を撫でる。縁寿はバクバクと鼓動を速めている心臓を落ち着か

せるため、大きく深呼吸をした。そしてグズッと鼻をすすった。それでも縁寿の瞳から涙が途

切れる事はなかった。 

「私は……間違っていたのかな。真実が知りたい。そう思う事は間違いだったのかな」 

 あの伊藤幾九郎の偽書を読み終え、縁寿はまるで頭をハンマーで殴られたかのような衝撃を

受けた。途中何度も読むのが辛くなり、読むのをやめようと思った。でも、結局縁寿は最後ま

で読んでしまった。 

「幸せのカケラを見つける魔法……かぁ」 

 物語の中の縁寿は真里亞の魔法の思想を理解し、真里亞にさくたろうを蘇らせてあげた。そ
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して、戦人に戦意を取り戻させるために自分の思いをぶつけた。あのシーンは自分の気持ちそ

のものだった。六軒島の事件以来自分が言いたかった言葉そのものだった。 

「なんであの偽書の作者は私の気持ちがあんなに分かるのよ……あれはふざけて書ける文章じ

ゃないわ。明確に私に向けられたメッセージだった。それくらい私にも分かるわ」 

 あの偽書は縁寿が読むために作られた偽書なのだと縁寿は感じた。真実を求めるよりも、今

の生活の中で自分が幸せだと感じられるカケラを見つけて欲しい。そういうメッセージが込め

られているのだと感じた。でも、それは縁寿にとって簡単に受け入れられる事ではなかった。

家族が帰って来ないのならば、せめて真実だけでも知りたい。それを願って何が悪いのだろう。

真実を知る事が出来れば縁寿の心の整理も、今よりは出来るかもしれない。 

 

「あなたが受け入れられる真実だったらね」 

 

 ベルンカステルが上空で縁寿の様子を見ながらそう言った。 

「物語世界の縁寿も結構頑固者だけど、こっちの現実世界の縁寿もずいぶん頑固みたいね。私

がこの世界で叶える奇跡は一つだけ。ワインボトルのノート片を戦人が読み、真相に至る事。

それ以外の奇跡はあなたが自分の努力で叶えるしかないわ」 

 ベルンカステルはそう言うと笑みをこぼしながら虚空に消えた。 

 奇跡の魔女ベルンカステル。彼女が叶えた奇跡によってワインボトルは二本が人の目に触れ

る事となった。彼女が叶えた奇跡がどのような結果を生むのか。それは魔女にも分からない。

全てはニンゲンの強固な意志が未来を紡ぐ。魔女の奇跡はその手助けをするだけのものでしか

ない。しかし、そこには思いが込められていた。魔女だから知る事の出来る無数の未来のカケ

ラ。その中で至って欲しい未来のカケラという物が明確に存在する。ベルンカステルはその思

いが故に奇跡を叶えてくれたのだ。それを無駄にするか有効に活かすか。それはもう魔女が関

知する事ではない。 

 

 世に伝わったワインボトルのノート片の内容はネットを通じて拡散された。その内容を目に

した一人の人物。八城十八。ある日路上で瀕死の状態で倒れていた十八を幾子は助けた。記憶

喪失のその男性は自身の記憶はおろか、名前すらも分からなくなっていた。幾子にとって、そ

の男性がどのような事故に巻き込まれたのか、あるいは事件に巻き込まれたのか、それは知る

よしもなかった。彼女は彼に十八という名前を与え、一緒に暮らす事になった。 

 十八は幾子が「なかなかに面白いものですよ」と最近夢中になっていたワインボトルのノー

ト片という物語をＰＣで読ませてもらっていた。読み進める内に彼の脳にまるで針が刺される

かのような痛みが走る。 

「ぐっ……！」 
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 彼の脳内に彼の知らない記憶が一斉にあふれてきた。それは洪水のように脳内いっぱいに溢

れ、彼の過去の記憶、親族の顔、家族の顔、そしてあの日、１０月４日５日の記憶が一斉に溢

れてきた。 

 物語の最後の締めくくりの一文を読む。 

『これを読んだあなた、どうか真相を暴いてください。それだけが私の望みです』 

 十八がそれを読んだ時、ボートから一人の女性が海へ飛び下りていく映像が頭いっぱいに広

がっていく。 

『ありがとう……うそつき…さよなら…そして……ごめんね。』 

 最後に言われた言葉。十八はこのミステリーの物語のトリックや犯人の意味、そしてあの時

の彼女の最後の言葉。その意味が一つに繋がった。 

「わ……私は…な…なんて事を……」 

 既にあの事件から数年が経っている。十八は自分の中のもう一人の自分が何をしてしまった

のか知る。頭が割れるように痛い。それは記憶が一斉に溢れてきたからではない。取り返しの

つかない罪を犯してしまった事をたった今知ってしまったから。 

 あの日突如として起こった六軒島での黄金を巡る殺し合い。ゲストハウスを抜け出した戦人

は霧江の死体を目撃する。その後、礼拝堂裏手に怪しい地下階段を見つけ、地下貴賓室へと迷

い込む。そこで紗代と会い、地下道へと逃れた。途中無数の親族の死体を見た。何が何だか分

からなかった。何で殺し合いが発生してるのか分からなかった。戦人はせめて生き残ってる自

分たちだけでも島から脱出しようとボートで逃げた。しかし、その後の記憶は曖昧だ。島を脱

出した前後の事がよく思い出せない。でも、さっき一瞬フラッシュバックした光景はあの時の

真実なんじゃないのか。 

 ワインボトルのノート片が語る殺人事件の物語。そして、事件に込められた嘘という強烈な

メッセージ。彼女は六年前の約束を戦人に思い出してほしくて事件を起こしたのだ。あの時も

し自分が約束を思い出していたならば。彼女は救えたかもしれない。とりかえしのつかない自

分の罪。それが今十八の目の前に突きつけられる。 

 十八の目から涙が溢れる。ポトリポトリと落ちる彼の涙は、ゆっくりと地面に落ち、カーペ

ットにしみ込んでいった。 

「あの時……彼女の真実に気付いていたならば……いや、せめて事件の出題がこのメッセージ

ボトルのようにされていたならば……私はもっと早く…手遅れになる前に彼女を救えたかもし

れない……それが、こんな形で気付くなんて！」 

 海に飛び込む彼女の姿がフラッシュバックする。 

「クソッ！ ちくしょおおおおおぉぉぉぉぉぉ！」 

 十八の拳が机にドンと振り下ろされる。 

 過ち。それは言ってしまえば取り返しの付く内は過ちではないのだ。取り返しがつかなくな
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って、それは初めて過ちとなる。あの日の六軒島で紗代は自らの運命をルーレットに託すべく、

事件を起こそうとしていた。ルーレットの目は奇跡を指し示したかに見えた。しかし、彼女の

ルーレットの目は、一族の黄金を巡る殺し合いというイレギュラーによって失敗に終わった。

あの六軒島で戦人が彼女の真相に到達するための事件の出題はされなかった。だから、彼が彼

女の気持ちに気付く事は出来なかったと言えるかもしれない。 

 これは絶対の運命だった。そう思えば楽かもしれない。全て運命だったのだと。しかし、彼

女のメッセージボトルから戦人の６年前の罪が事件の起点になってしまっている事は明白だっ

た。過去の自分の罪が事件を引き起こしてしまった事。彼女の気持ちにずっと気付けなかった

事。彼女が自殺をする瞬間まで何も分かってなかった自分の無能。あの時彼女の真相に至って

いたならばという後悔。 

 それは……もう。取り返しが付く段階ではないのだ。 

 悲劇は起こった。 

 そして今更そんな真実に気付いてしまった。そんな自分の罪にどう向き合えばいいのか。そ

んな事は不可能だ。向き合える訳が無い。 

 十八の心臓がまるでギュッと鷲掴みにされたように絞られる。その苦痛は彼の全身を覆い尽

くし、彼の精神さえも覆うだろう。それはゆっくりと確実に彼の中で根ざし、決して閉じる事

の出来ない傷を作る。それは、生きる事すら彼に苦痛を与える。何でお前だけ生きてるの？と

声が聞こえてくる。お前も死ぬべきなんじゃないの？と。償う事すら出来なくなった取り返し

のつかない罪。償い。所詮それは自己満足だ。起きた悲劇から自分を救うための自己満足。 

「…………！」 

 その日、彼は自動車に飛び込み自殺を図った。 

 

 仕事部屋の一室で幾子は紅茶を飲みながら窓の外の景色を眺めていた。 

「十八が車椅子生活になってかなり経ちましたね。そろそろ彼の記憶と向き合うべき時期なの

かもしれません」 

 十八の自殺未遂は運よく彼の一命を取り留める結果となり、あれからかなりの月日が流れて

いた。十八の話から幾子は彼が右代宮戦人だったのだと知った。そして、実際の六軒島の真相

も知った。 

「まさか、実際の六軒島の事件の真相があのようなものだったとは。世間で語られている殺人

事件の物語など、まるで探偵小説の如き娯楽小説にさえ見える」 

 幾子は実際の六軒島の事件の真相。そして、十八の語った彼の記憶やメッセージボトルの内

容をずっと考えていた。十八が何に絶望したのか。何に気付いたのか。それは幾子にも分かる。

そして、紗代が事件にどのような思いを込めていたのかも幾子には一定の結論が出つつあった。 

「魂が満たぬ者の決闘の物語。それが六軒島の事件の根底にあるものでしょうね」 
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 十八の中にいる戦人の後悔の気持ち。幾子はそれに決着を付けてあげなくてはいけないと感

じていた。 

「そしてそれは、私だからこそできる物なのかもしれません」 

 幾子は偽書を書こうと思っていた。十八の中にある戦人の後悔の気持ち。これは物語の中で

決着を付けてあげなくてはいけない。幾子はそう思ったのだ。実際の六軒島ではただの殺戮が

起こった。でももし、事件の出題がされていたならば。きっと彼は彼女の真相に至ってくれた

に違いない。 

「戦人の後悔の気持ちを晴らしてあげなくてはいけない。もしかすると、そうすることによっ

て彼の心に安定が戻るかもしれない。そしてそれは同時に彼女への供養ともなるでしょう」 

 夕食時、幾子は十八に語った。 

「十八、私はあなたの中にいる右代宮戦人を眠らせてあげるべきだと思うのです」 

 十八が幾子の言葉に反応する。 

「幾子、それはどういう……」 

「偽書を書こうと思うのです」 

「偽書……ですか？」 

「私は彼女の事を魔女として描こうと思うのです。十八、あなたの中の戦人は実際の六軒島で

彼女の作った殺人事件の物語には触れられなかった。それが一番の後悔だと思うのです。もし、

あの時出題がされていたならば。そのように思う事もあるでしょう。しかし、起きてしまった

悲劇を無かった事にする事はできません。私達が出来る事は、彼女とあなたの中の戦人を物語

の中で戦わせてあげる事だと……そう思うのです」 

 幾子の言葉を聞いて十八は想像した。もし、あの日の六軒島で自分にミステリーの出題がさ

れていたならば。その光景を想像した。真相に至るチャンスが与えられていたならば。その可

能性は十八の心に微かな温もりを与えた。 

「幾子、彼女を魔女として描くっていうのは……？」 

 十八の言葉を聞いて幾子は静かに口を開いた。 

「物語の目的は真実を描く事ではありません。彼女とあなたの中の戦人に結末を与えてあげる

事です。彼女の魔女としての物語を通じて私は心を描きたいのです」 

「心……ですか」 

「私は彼女の事を一貫して魔女として描こうと思います。そしてミステリーだという保証もな

い物語を書こうと思います。この物語は心を探る物語なのです。私と十八の綴る物語は心を理

解しないと絶対に解けません。しかし、もし真相に到達する者がいるのならば……きっとその

者はこの物語を愛ある解釈で真剣に苦悩しながら考えてくれたに違いない。そのような思考を

経て真相に至った者に悪意は芽生えないでしょう。魔女の正体を知った時彼女の事をどう思う

のか。私は一人の女性として彼女の物語を魔女として描きたい。そして十八の中の戦人の無念
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の気持ちも、きっとその物語の中で終わりを迎えると信じています」 

 幾子の言葉を十八は静かに聞いていた。自分の中にある戦人の後悔の気持ち。それに決着を

付けてあげるには幾子の言うような方法しかないのかもしれない。物語を作る事で自分の中の

戦人がどうなるのかは分からない。でも、今はそれがとても大切な行為なんだと思えた。 

「十八、基本的なプロットは十八が作ってください。私はそれを私なりの解釈で物語に昇華し

ます。もしかすると、十八にとってとても辛い表現などが出てくるかもしれません。しかし、

一番最初の物語の読者として十八にはそれを受け止めて欲しいのです」 

 幾子はそう言うと分厚い原稿の束を出した。 

「Turn of the golden witch」 

「幾子……これは？」 

「十八の話を元に私も色々と考えました。私達が作る偽書の骨格となる物語だと考えてくださ

い。私が何を描きたいのか。それがこの原稿から伝わると思います。十八の意見を元に書きな

おしをしようとは思っているのですが、この物語をまずは読んでみてください」 

 

 幾子と十八が紡ぐ偽書はこうして始まった。彼らの紡ぐ偽書はネット海に放流され多くの人

の目に触れる事になる。彼らの偽書により六軒島の事件は絵羽の陰謀説から魔女による殺人事

件の物語へと変遷していった。彼らの紡ぐ偽書には戦人の後悔の気持ちが込められている。し

かし、メッセージとして十八が込めたのはそれだけではなかった。 

 右代宮縁寿。 

 戦人の記憶を取り戻した十八にとって、唯一の戦人の家族である彼女の事は、ずっと彼を悩

ませていた。出版社に彼女からの面会の申し入れがあった。しかし、十八はそれを断ったのだ。

彼女に会う事によって、自分は戦人に戻ってしまうのではないか。十八というニンゲンはその

瞬間にこの世から消えてしまうのではないのか。 

 そう怯えたのだ。 

 だからと言って、六軒島の悲しい事件以来、ずっと孤独に暮らしている彼女を無視し続ける

事は許される事ではない。自分には戦人の記憶があるのだ。それを決して受け入れる事は出来

ないけども、記憶がある以上彼女に会う事は義務なのではないのか。 

 その葛藤で十八は苦しんだ。 

「彼女にメッセージを送ればいいのではないでしょうか」 

 幾子は十八のその葛藤にそう言った。 

「十八、私は彼女が六軒島の真実を知るべきではないと思います。六軒島の事件の真相は未だ

世間で明らかになってはいません。そして、それはこれから未来においても明かされる事は決

してないでしょう。しかし、家族を失った彼女にとって、せめて真実だけでも知りたいと願う

のは当然の事。私達は彼女に、真実を知らずに幸せに生きる方法を伝えなければなりません。
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それは、十八、あなたの義務なのではないですか？」 

「そうですね。右代宮一族の最後の一人。縁寿には幸せになってほしい。悲しい事件で死んで

いったみんなの分も幸せになってほしい。私もそう思います」 

「しかし……十八、それは容易ではありませんよ」 

 幾子の言葉を聞いて十八は前々から考えていた事を言った。 

「幸せのカケラを見つける白い魔法。今度の話にはそれを入れようと思います」 

「へぇ。幸せのカケラを見つける魔法ですか」 

「ええ。後でプロットや骨格を説明します。縁寿にとってこの物語は辛い物語になるでしょう。

でも、この物語から何かを感じ取ってほしい」 

 

 六軒島の事件の真相を巡る世間の熱狂と、ネットの海で生み出される新たな偽書。それは六

軒島の名を魔女の島として世界中に広めた。一方で遺産を巡る陰謀説もまだ大きな勢力として

残っており、世間の真相を求める動きは一層加速しているようだった。 

 仕事部屋で十八は Dawn of the golden witch を読んでいた。前回の偽書で彼の中の戦人の後

悔の気持ちをありったけぶつけた。幾子の描く物語はプロットの骨格を作った十八自身さえも

打ちのめす物語だった。ベアトが死亡し、手遅れになって真相に至ってしまった戦人の後悔と

絶叫。それは十八がかつて感じた気持ちそのものだった。 

 心臓が締め付けられるような悲しみが胸の奥から湧き上がってくる。その様子を幾子はずっ

と見守っていた。彼の後悔の気持ちは逃げてはいけないものなのだと。それを目の前に突きつ

けられる内容だった。 

 しかし、やっとここでスタートラインに立ったのだ。その次に描かれる物語こそが、真相に

至った十八が紗代に伝えたい気持ちそのものなのだ。十八がどのような真相に至ったのか。何

を理解したのか。その上で死んでしまった紗代に何を伝えたいのか。それがDawn of the golden 

witch には込められている。 

「あなたと一緒になりたくて生み出した物語……か」 

 結婚シーンでのベアトのセリフを読みあげながら十八は不思議な安息を感じていた。自分が

紗代に伝えたかった気持ちが全て込められたエピソードだと胸を張って言えると思った。 

 この物語の本当の意味に気付くことは、最初に幾子が語っていたように、とても難しい事だ

ろう。ミステリーなのかファンタジーなのか、それさえも保証されない物語。確かに十八達が

紡いできた物語はそういう物語だった。ベアトリーチェが何を考えているのかを知る事さえ困

難な物語だろう。 

 でも。本当に愛ある解釈でこの物語を読んでくれたなら。きっと真相に到達する者は現れる

に違いない。途方も無い奇跡のような確率に自分の運命を託した紗代。そして自分たちが紡い

できた物語。人の気持ちを知る事はそれだけ難解な事なのだ。それでも、十八は気付いた。手
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遅れになってしまったけれど、十八は気付いたのだ。そして彼女の真実に至ったのだ。それを

十八は二度と手放さない。 

 

 幾子は偽書『Dawn』を書き終えた事で次の偽書の内容を考えていた。Dawn によってベア

トリーチェと戦人の物語は終わった。なので、次の偽書はいわゆる解答編になる予定だった。

まぁ、解答と言っても、幾子は答えをそのまま書くつもりはなかったのだが。 

 机に向かっていても一向に筆が進まないのもあり、幾子は居間で紅茶を飲みながらワイドシ

ョーを見ていた。芸能人の誰々が不倫をどうこう、こんなものが今流行してる云々、幾子にと

ってあまり興味のない話題だった。 

「世間の話題というのはいつ見てもつまらないものですね」 

 十八は次の偽書の原案を作成するのに手間取っているようで、昨夜遅くまで起きていた。そ

のため、もうすぐ昼になろうというのに、未だに寝ているようだった。 

「まぁ、実質 Dawn で目的は終わってしまった訳ですからね。答え合わせの偽書など、実質的

に娯楽的な意味合いしかありません。十八が天国の彼女に読んでもらう必要もない物語です」 

 幾子が思索をしながらぼーっと紅茶を飲んでいると、いつの間にかワイドショーは六軒島事

件の話題に変わっていた。 

『このように右代宮留弗夫氏の商売は詐欺まがいの可能性が強く……』 

「最近どうも世間の興味が絵羽犯人説から移り変わっている気がしますね」 

 幾子はずっと思っていた。そもそも六軒島で何があったのかというのは今の時点でもう確認

不能なのだ。証拠が島の爆発で吹き飛んでしまっている以上、証言に頼るしかない。しかし生

存者の絵羽は既に死亡している。 

 つまりはもう世間的には確認不能になってしまっている事件なのだ。それにもかかわらず、

絵羽が犯人かもしれない、留弗夫が犯人かもしれないと電波を通してお茶の間に流す行為はあ

まりにも卑劣ではないのか。もし犯人でなく、無実なら一体どう責任を取るのか。 

 取りはしないのだ。やりっぱなし。 

「どうも、次の偽書は単純に答え合わせだけをやればいい、という事ではなくなったようです

ね。右代宮縁寿を……彼女を守らなければ」 

 留弗夫一家犯人説は、絵羽犯人説に飽きてしまった世間の格好の標的だったようで、ここ最

近急速に世間の支持を集めているようだった。それは同時に残された遺族である右代宮縁寿を

追い詰めていく事でもある。 

 確かに六軒島の事件の真相は確認不能かもしれない。 

 それは同時に縁寿の家族が犯人ではないという事を立証できないという意味でもある。 

「そもそも、犯人は彼女の両親ですからね。しかし、その罪は縁寿さんには関係がありません。

彼女が、いや十八の妹が幸せに生きていける世界を……やはり守らなければ」 
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 以前の偽書にも確かに縁寿に対するメッセージ性は込めてはいた。しかし、メインの目的は

あくまでも十八の中にいる戦人と、六軒島で入水して死亡してしまった紗代の決着が目的だ。

縁寿の事を偽書の中でメインテーマとして描いたわけではなかった。 

 そして次回の偽書は答え合わせがメインになる予定だったため、この偽書でも縁寿について

大きく取り扱う予定は無かったのだ。 

「少々予定を変更しますか。……しかしこれは結構難題ですよ」 

 幾子が思考世界に潜る。意識を思考のみに回し雑音を完全にシャットアウトする。この状態

になると幾子は声をかけても反応しなくなる。いつも何かを書こうとする時には幾子はいつも

こうしていた。小説というのは文字で作られるものだ。何を表現すれば読者にメッセージを伝

えられるのか。それを幾子は一番重視しているのだ。 

「私は十八からの情報とメッセージボトルの内容から真相を理解したつもりでいます。理解し

たからこそ、私は十八に対して過剰に優しくしないようにしてきたつもりです。特に安田紗代

という人物の事については」 

 それは幾子なりの思いやりだった。８６年の六軒島で何が起こり、十八がメッセージボトル

を読んで何に気付いたのか。それを理解した時、幾子は十八に対して優しくするのは危険だと

感じたのだ。 

 例えば、「紗代さんはきっと天国で十八の事を許してくれてると思いますよ」のような安易な

慰めかたをした場合、逆効果でむしろ十八の病状が悪化するのではないかと思った。それくら

い十八の感じていた罪の意識は重かったのだ。表面的な優しさ、温かさを全て拒絶し、もうい

っそ自分の命を絶ってしまおうとすら十八は思っていた。それくらい根の深い問題だったのだ。 

 だから幾子は最初に『Turn』を書いた時、ベアトリーチェを攻撃的に描いた。戦人を罵倒し、

馬鹿にするような描写をメインに据えたのだ。彼の感じる罪を根拠もなく許すのでは駄目だ。

彼の罪はキッチリ断罪し、お前はそれだけの酷い事をやったのだと付きつける。おそらくその

先にしか十八を救える可能性はないのだと。 

 そういう意味では十八の後悔の物語は『Dawn』で着地点を見つけたように思う。 

「今回の縁寿さんの一件は十八のケースと似ています。彼女に対して表面的なメッセージはあ

まり効果がないでしょう。日々マスコミや世間から犯人の娘と罵倒される彼女に、優しさは効

果を持たないでしょう。優しくしようがしまいが世間は彼女を罵倒するのをやめません。……

ふうむ。これは……参りましたね」 

 打つ手が見つからない。深く深く思考を掘り下げても彼女の未来を守る方法が……分からな

かったのだ。 

「やはりこの問題は十八と一緒に考えましょう。あまりにも問題の根が深すぎます」 

 幾子が思考世界から現実世界に戻って来る。目の前には冷めた紅茶がテーブルの上に置かれ

ており、ＴＶのワイドショーは既に終わって、ドラマが始まっていた。 
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 幾子が時計を見るとちょうど昼の１２時を指していた。 

 そろそろ昼食の時間だなと幾子が考えていると、居間のドアがガチャッと開き、キッチリと

身支度を済ませた十八が入って来た。幾子がニコリと十八に微笑みかける。 

「幾子さん、すみませんこんな時間に起きてしまって。おおよその原案がやっと出来上がりそ

うだったので、昨夜ずっとその作業をやっていまして」 

「そうですか。十八、今考えていたのですが、次回の偽書は縁寿さんに対する何らかのメッセ

ージ性を込めないと、少々まずい事になるかもしれません」 

「……最近話題になっている留弗夫一家犯人説ですか……」 

「ええそうです。結論自体はもう分かっています。六軒島の事件の犯人は留弗夫と霧江でしょ

う？ 事実としては縁寿さんの両親が犯人ですから、結局彼女は真実を知らずにこの先の未来

を生きていくべきなんです」 

 縁寿と六軒島の事件。これはいくつかの決着のあり方があるだろう。 

 一つは何らかの形で真相を縁寿が知り、それをキッチリ受け止めたうえで未来を生きる。し

かしこれは縁寿が真実に耐えられず自殺する可能性があるので駄目だ。 

 ２つ目は真実を知らずに未来を生きていく事。これは、今世間の注目がこれだけ集まってい

る六軒島事件に対して縁寿がある意味で真実から目をそらす必要がある。ただでさえ「六軒島

の真実が絵羽による陰謀だったのなら、私の両親は無実だ」という希望を持っている縁寿に対

して、「真相を追うな」というメッセージは受け入れがたいだろう。第一そんな事が可能な方法

も無い。 

「幾子さん、それについてなんですが、今度の偽書に六軒島の惨劇をそのまんま描いてしまお

うと思うんです」 

「十八それは……」 

 幾子は十八の意図を考える。六軒島の真相をそのまんま描く。縁寿にとっては辛い真相では

あるが、重要になって来るのが「その真相を誰が描いているのか」という問題だ。 

 十八の偽書というのは伊藤幾九郎名義で表向きは幾子が書いている事になっている。当然縁

寿にとって伊藤幾九朗の偽書で描かれるものはフィクションとして認識される。例え六軒島の

真相をそのまま描いたとしても。 

「幾子さんもおおよそ私と同じ事を考えてると思うんですが、結局縁寿は六軒島の真相を否定

しなければなりません。私の両親は犯人ではないと。そう彼女に思ってもらうためには、縁寿

には『そもそも両親が犯人だったらお前はそれを受け止められるのか？』という部分に気付い

てもらうしかないと思うんです」 

「なるほど、希望があるからこそ真相を求めるわけですから、希望なんかない真相だった場合

のリスクを認識させる、という事ですか」 

 幾子に十八の考えがだいたい掴めてきた。 
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 つまり、今度の偽書では惨劇を描き、縁寿に対して都合の悪い解釈を伝える。もちろん偽書

作家伊藤幾九朗のフィクションとしてだ。そして、その後に縁寿に対して都合のいい解釈を伝

える。この両方の解釈を伝えた時に、縁寿には真実の意味というのが理解できるはずなのだ。 

 幾子は冷めた紅茶を一口飲み、十八に語りかける。 

「都合の悪い真実を受け入れはしないでしょうね彼女は。両親が犯人なわけがないと。しかし、

きっと彼女は都合のいい解釈すらも否定するんじゃないですか？ 縁寿さんはきっと『絵羽が

犯人だった』という真相のみが欲しいんでしょう。そこに至っとき」 

「ええ。縁寿は自分が求めていたものが、真相ではなく、自分にとって都合のいい幻想だった

のだと気付いてくれるはずです。そこに至った時、本当の真実の価値なんて重要じゃなくなる

はずです」 

「そこに至ってもらうのは……まぁ私の文章力次第という事になるのでしょうね……これまた

一難去ってまた一難がやってきたものです」 

「幾子さんすみません負担をかけて」 

「気にする事はありません。今のは言ってみただけですし、十八の事を一難だなんて思ってま

せんよ。それが証拠に、私は今回の件で一つ楽しみにしている仕掛けがあるんです」 

「仕掛けですか？」 

「ええ。仕掛けです。私達の偽書というのは特定の人物へのメッセージがメインではあります

が、偽書としてネットに流している以上、何の関係もない一般人も目にしているわけです。そ

ういった人達に対する仕掛けです」 

「……それは興味がありますね」 

「まず単純に、次回の偽書で六軒島の真相を描くとしましょう。これを一般人は信用できると

思いますか？ 一般の人達は、私が書いたフィクションだと思っているのですよ？」 

 伊藤幾九朗の偽書はその執筆者が幾子であるために、その内容を六軒島の真相だとは信用で

きないという前提が存在する。一般人が偽書を読んだ時に基本的には「これは想像で書いてる

だけだ」という反応をするはずなのだ。 

「しかしですよ十八。私は実は偽書の中に六軒島の猫箱の中身を推理するための伏線はキッチ

リ配置しているんです。ですから、ミステリー小説としては、実は六軒島の真相については特

定可能なんです」 

 そう。幾子が仕掛けたのは六軒島の猫箱の中身を事件関係者でもない人物が描いているのに、

それを真実だと認識できるのかどうか、という仕掛けだったのだ。 

「……ええと、幾子さんそれはどういう意図でやっているものなんですか？」 

「これはですね、要は六軒島の猫箱の中身を知るには事件関係者ではない私を『信頼』しない

といけないという仕掛けなんです。伏線を探して六軒島の猫箱の中身を推理できた読者がいて

もですよ、前提として私は事件関係者じゃありませんから、そんな伏線なんかに意味はないん
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です。しかし、こんな長い物語の中に散りばめたわずかな手掛かりを拾って推理を組み立てる

ような人間は、私を信頼してくれるかもしれません。私は作者と読者の間に、信頼関係は成立

可能なのか。それが知りたいんです」 

 仮に信頼関係が成立し、一般読者が六軒島の真相を知ったのだとしても、その真相に情報的

な信頼性はない。あくまでも「伊藤幾九郎がそう書いているんだから信じる」という事でしか

ない。 

「これはミステリー作家としての私の夢なんです」 

 ずっと十八と一緒に紡いで来た偽書。幾子は当初からずっとある事を決めていた。とても難

解で解ける人はまずいないだろう物語にはするものの、一般的な推理小説よりも、過剰に伏線

や手掛かりを配置すると。 

 最終的に幾子は偽書にミステリーとしての事件のトリックすら書くつもりはなかった。あく

までも過剰な伏線を配置し続けるだけ。そこまでして、得たかったものは、読者が自分の書い

たミステリーに全力で挑む信頼が欲しかったのだ。 

「まぁそんな人物は現れないかもしれませんけどね。ふふ。いいんです。これは私が偽書の中

でやっている娯楽ですから」 

 伊藤幾九郎が偽書の中に真相をそのまま描く。そして幾子は偽書の中で「さぁ、事件関係者

でもない私の描く真相をあなたは信頼できますか？」と語りかけて来る。 

 十八は幾子の話を聞いて「楽しい」と思った。 

「幾子さんそれは……なんだか夢がありますね」 

「でしょう？」 

「それを聞いてしまうと、私は一般人として伊藤幾九朗の偽書に挑んでみたかったと思います

よ」 

「まぁ、十八がいなかったら私は偽書なんて書いてませんから、それは無理な話ですよ」 

 そう言って二人は笑った。 

 十八と幾子の描くベアトリーチェと戦人の物語は、こうして縁寿に向けた物語という要素を

加え、またネットの海へと流されていくことになるのだった。 
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フェザリーヌの書斎 

 

 第８のゲームを終えたヱリカはフェザリーヌに呼び出され、彼女の書斎に来ていた。やたら

と本棚が天井近くまで積み上がっていて、目がくらむような量の本が納められていた。ジャン

ルはというと、ざっとヱリカが見た感じでは普通の文学から学術的専門書に至るまで、さまざ

まなジャンルがあるようだった。 

「ミステリー小説の棚はどこでしょうか」 

 ヱリカがキョロキョロしていると、書斎の奥からフェザリーヌの声が聞こえてきた。 

「来たか。奥の執筆用の机にいるので、こっちまで来るがよい」 

 ヱリカは忘却の深遠でベルンカステルの迎えの猫に連れられて第８のゲームへと向かった。

ゲームは無事に終わりを告げ、ヱリカの駒としての役も終わり、あとはじっくり推理の続きを

やろうかと思っていたのだ。そんな矢先、フェザリーヌによって呼び出されたのだった。 

 ヱリカが本棚と本棚の間の細い道を進んで行くと、書物が机に積み重ねられ、細工の細かい

煌びやかな椅子に座ったフェザリーヌの姿が見えてくる。 

「ご機嫌麗しゅうフェザリーヌ卿」 

 ヱリカはフェザリーヌの前で一礼する。 

「あまり畏まらなくてよい。さっそくだが、そなたにちょっと聞きたい事があってな」 

「はぁ」 

「そなたはベアトリーチェのゲーム盤の真相には至ったのか？」 

 ヱリカは何を聞かれるのだろうと不思議に思っていたのだが、フェザリーヌが口にしたのは

意外な言葉だった。 

「ベアトリーチェさんのゲーム盤の真相……ですか？ 忘却の深遠でもう一度推理のし直しを

してたのですが、いい所で色々とありまして。中途半端になっていたように思います」 

「ふむ。実はな、私はそなたの事をずっと観劇していたのだ。忘却の深遠に捨てられ何をして

いるのかと思ってな。そこで、そなたと出会った人物の事も見ていた」 

「あ、そうだったんですか？」 

 フェザリーヌは執筆机の奥の棚から何やらゴソゴソと取り出し、ヱリカの前にそれを並べた。

それは８つのカケラのようだった。 

「そなたにこれをプレゼントしようと思って呼んだのだ」 

「……こ、これは？ 一体何のカケラなのですか？」 

「これは観劇の階層のカケラだ」 

「……観劇の階層の……」 

 ヱリカは『観劇の階層』という言葉に反応する。忘却の深遠で出会った山羊の従者との契約。

もしこの先この世界の謎に挑む事があったなら、という言葉を思い出す。 
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「そなたはどうもゲーム盤に駒として配置されていた時より、普段の方が推理力は高いようだ

な。私はそこに非常に興味を持ったのだ。この世界は基本的に閉ざされた世界だ。だから私に

も干渉のしようのない部分は存在する。しかし、そなたはこの閉ざされた完結した世界の理を

崩さずに、この世界に風穴を開けそうな気がする」 

 ヱリカは観劇の階層のカケラの一つを手に取る。不思議な感じがした。 

「それはそなたが本来は認識できない階層を含めた、いわゆる壮大なミステリーのカケラだ。

ベアトリーチェのゲーム盤など、そのカケラでは謎の一部に過ぎぬ。……どうであるか。ヱリ

カ、そなたはそのカケラに挑んでみたくはないか？ 純粋な『探偵』として」 

 フェザリーヌの言葉を聞き、ヱリカの頬がニヤリとつり上がる。 

「まさかこんなにも早くこんな機会が訪れるとは！！ フェザリーヌ卿、この探偵古戸ヱリカ、

是非この８つのカケラに挑んでみたいです！！ いや挑ませてください！！」 

「そなたならそう言うと思っておった。よい、そのカケラはそなたにくれてやる。持っていく

がよい」 

「ありがとうございます！」 

 フェザリーヌはヱリカの反応に満足したのか、嬉しそうにヱリカをずっと見つめていた。 

「ところでヱリカよ。最近カケラ世界に以前には無かったカケラが出て来ているようなのだ。

私にもどういう事なのかよく分からぬのだが」 

「新しいカケラが生まれる、というのはカケラ世界にはあり得る事なのですか？」 

「カケラ世界の事は未だに未知なのだ。……以前は無かったカケラが急に生まれるには何か条

件があるのではあろうが。例えばこれだ」 

 フェザリーヌが奥の棚からもう一つのカケラを出す。 

「これは Poison というカケラだ。以前はこれは無かったはずなのだ」 

「へぇ」 

「まぁよい。そなたに与えた８つのカケラは私に返しに来る必要はない。全部そなたのものだ」 

 ヱリカはフェザリーヌが最後に語った新しいカケラの事を頭の隅に置き、８つのカケラを持

ってベルンカステルの元へと帰っていった。 

 ……それは可能性。この閉ざされた確定惨劇世界に風穴を開けるための可能性だ。 

 紡がれ続ける物語世界は新しい設定が加わる事で推理を潰される事がある。しかし、閉ざさ

れた世界にはもうそれがない。つまりは、この確定惨劇世界を打ち破る可能性を見つけたのな

ら、それはもう否定できないという事だ。 

 

 ヱリカは戻るとさっそく８つのカケラを鑑賞し始めた。ヱリカの予想を上回り、そのカケラ

は非常に長い物語だった。ヱリカは一度カケラを鑑賞するのを中断し、シャワーを浴びて全身

スッキリさせた。脳を推理モードに切り替える。 
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 長い時間をかけ、とりあえずは一通りの鑑賞を終えた。 

「一通りカケラを見終わった訳ですが、まず一言言わせてください。長いです。全てのカケラ

を見終わるのに１００時間近くかかりましたよ。この長さはミステリーとして異常です長すぎ

ます。そして、カケラに仕込まれている謎の数が尋常じゃない。ベアトリーチェさんのゲーム

盤の謎なんて、本当にフェザリーヌ卿がおっしゃる通り、ほんの一部だったのですね」 

 カケラの最後を見てヱリカは思った。これは典型的ミステリーにおける、「探偵がすべての手

掛かりを手にした状態」で終わっている物語だと。通常ここから探偵の独演会が始まる訳だが、

このカケラは、その手前で終わらせている。 

「つまりは……解けるもんなら解いてみろ、手掛かりは全て提示した。これはお前と俺のガチ

ンコ勝負だ、という出題者の挑戦状だという事です。手掛かりを提示しておいて、まさかこの

探偵古戸ヱリカに真相特定が不可能だと思っているのですか。あっはっはっは。これはこれは。

とても自信がおありのようで。実に結構！ グッドです！！ 全力で殺しに行きますから覚悟

してくださいね。どこのどなたか存じませんが、このカケラを紡いだ観劇の階層の執筆者さん」 

 ヱリカは山羊の従者の依頼を受けた時、あまり深刻に受け止めた訳ではなかった。難解な謎

に挑めるのなら楽しそうだな、くらいの感覚。しかし、実際にフェザリーヌに貰ったカケラを

見終わり、その物語のあまりに挑発的な終わり方に衝撃を受けたのだ。  

 ヱリカの探偵としてのプライドに火がつく。ここまで挑発されて解けませんでしたなんて死

んでも言いたくない。ヱリカの感情は嫌悪ではなく、むしろ怒りだった。 

 それは出題者に対する怒りではない。「解けないだろ？」という雰囲気を醸し出すその物語に、

自分がなめられたと感じた事への怒りだった。 

「いやぁ久々ですよ。出題者をここまでぶっ殺したくなったのは。首を洗ってまっていてくだ

さい。全ての謎を片っ端から暴いて行きますから」 

 こうしてヱリカと観劇の階層の執筆者との戦いが始まった。 
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六軒島 

 

 十八と幾子は物語を完結させた。その完結編の内容と絵羽の日記披露パーティの一件によっ

て、六軒島の事件は急速にしぼんでいった。全ての真相を猫箱に閉じ真実を知る者はもはや十

八と幾子だけと言えるだろう。 

 しかし、幾子はこう言った。 

「私達が紡いだ物語。あの物語は読んでくれる読者に対して真実の保証がありません。表向き

八城十八というのは私の事なのですから、六軒島の事件と何の関係もない私が紡いだ物語など

信用するに値しない駄文です」 

 幾子はそこで一旦区切ると空を見上げ言った。 

「しかし、それこそが信じるという事なのです。真実が保障されない物語を愛ある解釈で読ん

でくれた者ならば、六軒島の真実に到達する事は可能なのです。それは、彼らには何の保証も

ない真実かもしれません。でも、元々私達が生きている世界に絶対の真実などありはしないの

です。それでも他人を信用する。それが、気持ちを知るという事なのです」 

「そうですね……」 

 十八は自分のプロットをあそこまでの物語に作りあげてくれた幾子に感謝していた。物語を

通して自分の中の戦人の気持ちにも一定の結論が出たように思う。今日はそのけじめの日だっ

た。 

 六軒島には強い風が吹いていた。久々に訪れた六軒島は懐かしい匂いがした。幾子と一緒に

崖の近くまで行く。そこから見える景色は爆発事故によって地形そのものを変えてしまってい

た。かつての屋敷があった位置には何もない。 

「風が吹いて来ましたね」 

 幾子が静かにそう言った。幾子は持っていた原稿の束を十八に手渡した。そのずっしりと重

い原稿の束を、アルミ缶の中に入れ火を付けた。 

 それは Dawn of the golden witch だった。 

 十八は燃える原稿の束を見つめながら、あの日の六軒島の事を思い返していた。 

「私は……真相に至ったよ」 

 十八のその小さな声は風にさらわれ消えて行った。 

 

 二人の遥か上空、六軒島の上空に一人の魔女がいた。 

「戦人。ついに至ったのね」 

 奇跡の魔女ベルンカステルは二人の様子を見守っていた。入水時の紗代の願いに反してまで

紡いだ２５７万８９１７分の１のカケラ。たった一度のチャンスしか存在しなかった。そのた

った一度で十八は、いや。彼の中の戦人は真相に…………至ったのだ。 
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 ベルンカステルはフフッと笑うと、手のひらを前に突き出し、一つのカケラを出した。その

カケラは黄金に光り、六軒島を次第に覆っていった。 

「あなた達が紡いだ最後の物語。そこで私が学んだ魔法を今度は私が使ってあげるわ」 

 十八の周りを黄金の光が覆う。それは次第に光を強め、周囲を黄金に染め、消し去っていっ

た。その空間に新たな物が形作られていく。そこは六軒島の右代宮家のお屋敷のホールだった。

そこに黄金の魔女はいた。 

「ベアト……」 

 戦人はゆっくりとベアトに近付いていった。その様子を見てベアトは笑った。 

「戦人……そなたはついに…妾のゲーム盤の真相に至ったのだな……」 

「あぁ。遅くなっちまった。でも俺はついに……お前のゲーム盤の真相に……そこに込められ

たお前の真実に……至ったぜ」 

 ベアトは戦人の言葉を聞いて一粒の涙をこぼした。そして、ベアトの体はゆっくりゆっくり

と薄くなっていった。 

「戦人……そなたが妾のゲーム盤の真相に至ってしまった以上、妾はもう魔女でいる事はでき

ぬ」 

 それは最初から覚悟していた事だったのだろう。戦人が真相に至った時自分は消えるのだと。

でも戦人は真実に至ってくれたのだ。 

 ベアトの体が黄金の飛沫になり、少しずつその姿が消えていった。 

「ベアト……言っただろ。俺はお前のゲーム盤の真実に到達したんだと」 

 ベアトは戦人が言ってる意味が分からなかった。戦人が真相に至った以上自分が消える運命

を変えることなど出来ないはず。しかし、戦人は優しい表情をベアトに向けながら言った。 

 

「ベアトを魔女と認める」 

 

 戦人がその言葉を口にした瞬間黄金の粒がベアトの中心で弾け、彼女の全身を覆った。そし

てベアトは元通りの魔女の姿に戻った。 

「こ……これは」 

 ベアトは驚愕していた。戦人が真実に至ったとき自分は消えるのだと、そう諦めていた。 

「妾は……魔女のままでいられるのか……魔女のまま戦人と……」 

 魔女の瞳から涙がこぼれる。それと同時に戦人はベアトを抱きしめた。力いっぱい。もう二

度と真実を失わないように。 

「ベアト、俺はもう二度と真実を失わない。だから、だから……あの日の俺をどうか……許し

てくれ……」 

 戦人の目から涙がこぼれる。あの日の自分の罪を、そして後悔の気持ちをやっと報告できた。
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戦人の腕の中のベアトの温もりを決して離さないように強く抱きしめる。 

「戦人もういいのだ。そなたは十分苦しんだではないか。妾はそれを知っている。かつて妾は

言ったな。思い出さない事が罪なのだと。そなたは思い出した。そして妾のための物語を紡い

でくれたな」 

「ああ」 

「妾とそなたの物語は今完結したのだ。ありがとう……戦人」 

 ベアトは戦人をギュッと抱きしめる。 

 六軒島のホールにはいつの間にかみんないた。従妹達に親達に使用人のみんな。みんなが優

しく二人を見守りながら拍手をしていた。その温かな拍手の中で戦人とベアトはお互いを抱き

しめていた。二度と離さないように。 

 

 縁寿は自室で伊藤幾九郎の最後の偽書を読んでいた。その物語は今までの物語とは違い、明

らかに縁寿を主題にした物語だった。ずっと伊藤幾九郎の偽書を追っていた縁寿にとって、彼

女の偽書はもう目を背ける事の出来ない物語だった。 

「ふーっ」 

 縁寿は自室の天井を見上げ、大きく息を吐いた。そしてＰＣ画面に映る文字をぼーっと眺め

る。読み終えたその偽書の感傷に浸り、胸がいっぱいになる。 

「魔法……か」 

 縁寿は伊藤幾九郎が描く物語の意味をずっと考えていた。 

「伊藤幾九郎は、なぜあんな物語を紡いだのかしら。まるで私のために書いてくれたような…

…」 

 縁寿の目に涙が少しずつ溜まっていく。 

 縁寿にとって彼女の偽書はただの偽書ではなかった。それは彼女の偽書でずっと描かれてい

た「魔法」という思想が、縁寿の心にある変化を与えたから。 

 家族を突然理不尽に奪われた縁寿にとって、六軒島事件の真相は何よりも重要だった。私の

家族は一体どうなったのか。本当に死んでしまったのか。もしそうなら、どういう原因で死ん

だのか。事故なのか、それとも……殺人…なのか。それを縁寿はずっと考えていた。 

 世間に広がる絵羽の陰謀説や、留弗夫一家犯人説。縁寿を取り巻く悪意の解釈が、真相を知

りたいという欲求を増大させていった。 

 私の家族は犯人なんかじゃない。ただの被害者。悪いのは全部絵羽伯母さんで、私の家族は

世間で言われてるような悪人じゃない。縁寿がそう思うようになったのは、ある意味で当然だ

ったのだ。常に世間の好奇心と悪意に囲まれ、お前の家族が犯人なんだろうと罵倒される日々。 

 縁寿にとって六軒島の真相は、縁寿を救ってくれるかもしれない希望となっていたのだ。 

 それが希望ではなく、絶望だという可能性もあるはずなのに。 
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「さくたろうの復活のエピソード。あれってやっぱそういう事だよね。魔法は……悲しみを知

るからこそ、それを包み込むために使うもの。悲しみを優しさで包み込む思いやりの魔法」 

 さくたろうは本当は楼座の手作りではなかったのだろう。それを真里亞に伝え、代わりのさ

くたろうを渡す事は、真里亞にとっての「母親からもらった大切な手作りの思い出のぬいぐる

み」という根本自体を破壊する事になる。 

 だから、物語の中の縁寿は、真実を告げずに「魔法で蘇らせた」という嘘を吐いた。 

 しかし、それこそが魔法なのだと伊藤幾九郎は語る。 

 それは、悲しい真実を包み込むのが魔法だという事だ。あの物語で描かれる魔法というのは、

悲しみから人を守るためにある。大切な人を守るため、幸せにするために、悲しい真実を知っ

ている人間が、真実を知りながらも魔法で包みこんであげる。 

「だとするなら、最後にお兄ちゃんが紡いでくれたゲーム盤は、魔法……だという事だわ」 

 それは六軒島の真実はとても悲しいものなのだという事。 

「あはは……」 

 縁寿は笑いながら泣いていた。涙が止まらない。 

「今まで私は何をしてきたんだろう。知る必要のない真実を追い続け、世間の好奇心を受け止

めて……私にとって大切な事はそんな事じゃなかったんだ……」 

 そう。どんなに六軒島の真相を考えようと、察しようと、それは結局推測でしかない。だか

ら、六軒島の事件の真相が悲しいものだったとしても、それは真実と確定したわけではない。

そして、それはこれから未来においても永遠にそうなのだ。六軒島の事件の真相を知るための

証拠は全て爆発で吹き飛んでしまった。だから、結局のところ六軒島の事件の真相は真実自体

に意味があるのではなく、明かされない真実をどう受け止めるのか、という事でしかないのだ。 

 可能性を無限に想像することが許されるのならば、六軒島の事件をただの事故だと思う事も

許されるのだ。爆発事故の瞬間まで親族は全員幸せに過ごしていたのだと。 

「そうよ。それでいいじゃない。六軒島の事件の真相なんて、私の未来に何の関係もないじゃ

ない。悲しい真実だったと勝手に思い込んでこの先生きて行くなんて……いや」 

 真実を魔女幻想で覆い尽くし、悲しい六軒島事件の真実を魔法で包んだ伊藤幾九郎。彼女は

一体何者なんだろう。 

「もしかして、親族の誰かが生き残ってたの……かな。それで私のためにずっと物語を綴って

くれてたのかな」 

 それは縁寿はずっと思っていた事だった。屋敷の内部情報になぜあんなに詳しいのか。描か

れる人物像も全員かなり正確だった。無関係の人物が書けるような内容ではない。 

「もしかしてお父さんかお母さん、お兄ちゃん……と伊藤幾九郎は知り合いなのかも」 

 縁寿はやっと自分の未来の幸せを考える事が出来るようになった。 

 死んでしまったみんなの分も、精一杯幸せに生きて行こうと。六軒島の事件はただの事故で、
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みんな幸せに過ごしていただけ。悲しみで心を埋める必要なんて全然ないのだ。 

 そしてそれを可能にしてくれたのは、魔法を使ってくれた伊藤幾九郎のおかげ。 

「いつか、伊藤幾九郎先生に会ってみたいな」 

 縁寿はこの時ある一つの心配事があった。それはとても嫌な想像だったために、一瞬考えな

いようにしようとは思ったものの、無視できる事ではない気がした。 

「私は魔法で守ってもらったわ。でも、魔法を使う人は、悲しみを知ってる人だという事にな

る。八城十八先生は右代宮家の人間ではないわ。だから、彼女が想像であの物語を綴っていた

のなら何も心配はいらないけど、もし、本当に誰か生き残っていたのなら、その人は私と違っ

て確定した真実を知ってると言う事になるわ」 

 それは魔法が存在する余地が無くなる、という事だ。 

「悲しい真実を知っている親族の誰かが本当にいるのだとしたら、多分……自分自身に魔法を

かける事はできない……わ。真実の前に幻想は無力だもの」 

 縁寿は自分に魔法をかけてくれた人の事を心配したのだ。私を救ってくれたのだとしても、

自分自身が苦しんだままなのなら、それは意味がないんじゃないのか、と。 

「真実を知りながらも、魔法をかける事ってできないのかしら」 

 確定した真実を知りつつも幻想に包み込む魔法というものが本当に存在するのならば、もし

かすると縁寿にもできる事があるのかもしれない。 

「魔法には寄り代が必要よね。ヒントは伊藤先生の物語に描かれていたわ。多分遠い未来の事

になるでしょうけど。一生かけてでも、私はその魔法の寄り代を作ってみせる。もし、本当に

私に魔法をかけてくれた人が、親族の誰かなのだとしたら、その人を救うために」 

 縁寿は笑っていた。久々に心から笑えた気がする。 

 与えられるだけの人生はこれで終わりだ。今度は自分が与える側になるのだと。それは縁寿

にとっての生きる目的にもなる。 

「ふふ。想像でここまで考えるというのも何だか変な感じ」 

 

 それから数十年後。 

 作家になった縁寿はついにその魔法の寄り代を完成させる。 

「懐かしい。そうよ、こうだったわ。あそこにベアトリーチェの肖像画があって、あそこにい

つも熊沢さんがいて」 

 福音の家のホールを右代宮家のホールと同じように作り変えたのだ。 

 縁寿はホールの真ん中でベアトリーチェの肖像画を見つめていた。魔法を自分にかけてくれ

た魔女。それは一見殺人事件の物語ではあるけれど、本当の悲しい真実を包み込んでくれてい

た魔女。 

「ありがとうベアトリーチェ。私を守ってくれていて。でもお願い。もし私の懸念が当たって
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いた場合、今度はその人に魔法をかけてあげてほしいの」 

 真実を知りつつも、それに魔法をかける事は可能なのか。 

「魔法の種類がちょっと違うよね。この場合反魂の魔法かしら」 

 反魂の魔法。悲しい真実を知っている人間に有効な魔法とは、それはやはり温かで楽しかっ

た思い出なのだろう。最後のゲームの前半で綴られたような温かな親族の物語。 

 真実は残酷だ。心を悲しみだけで覆うほどのその悪意に魔法をかける事は、縁寿がかかった

魔法と同種では不可能だろう。 

 真実を知っている人間は結局真実を受け止めるしかない。逃げる事はできない。だとするな

らば、その悲しみを上回るほどの幸せな思い出で心を覆えばいいんじゃないのか。 

「何か安直だったかしら。でも、今だからこそ分かる気がする。やっぱり楽しかった過去の思

い出は心を温めてくれるもの。きっとそう」 

 縁寿が作った反魂の魔法の寄り代。そこに立っているだけで縁寿は不思議な感じがした。今

にも親族の誰かが「おー、縁寿ちゃん！」と声をかけてきそうな気がしてくる。 

「私の魔法、伝わるかな」 

 きっと伝わる。縁寿はそう信じて生きてきた。縁寿を救ってくれた人を、今度は縁寿が救うた

めに。 

 福音の家のホールには思い出という魔法が充満していた。それは悲しみを受け止めてなお、優

しさで全てを包み込む真実の魔法。決して幻想ではない、真実の魔法。悲しみと幸せの狭間で

本当に大切にするべきものは何なのか。それがきっと伝わるはずだと縁寿は思った。 

 魔法を他人にかけるのはたやすい。本当に難しいのは自分自身に魔法をかける事なのだ。自

分でかけられないのなら、私がかけてあげる。縁寿はそう思った。 

 長かった辛く悲しい日々に終止符を打ってくれた黄金の魔法。それは悲しみの上に成り立つ

幻想の魔法ではあるけれど、そのおかげで今の縁寿があるのだ。 

「愛がなければ、悲しみがなければ、怒りがなければ、魔法は……視えない……か」 

 縁寿はホールを見渡し、うん、と頷くとバッグを取り、表に待たせていたタクシーへと向か

った。 

「急がなくっちゃ。受賞式が始まっちゃうわ」 

 縁寿の魔法。それは魔法で救われた者が使うある意味で重い魔法だ。だからこそ、その魔法

に込められた想いは深く、そして温かい。やがてそれが誰かを包み込んでくれる事を信じて、

縁寿はホールを後にした。 

「行ってくるがよい縁寿。あとは妾に全てまかせよ。きっと戦人を魔法で包み込んでやろうぞ」 

 そんなベアトリーチェの言葉が縁寿には聞えた気がした。 
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真相の果てに存在したものとは 

 

 どのくらいの時間が経っただろう。ヱリカは８つの観劇の階層のカケラを繰り返し繰り返し

鑑賞し、推理をレポートとして書き続けていた。それがようやく終わった。 

「……ふぅ。ちょっと大口叩いた割に物凄く苦労してしまったのがなんとも悔しくてしょうが

ないんですが……一応仮説は組み上がりました。そして、観劇の階層の山羊さんが語っていた、

我が主の謎、というのも理解しました」 

 まずはベアトリーチェのゲーム盤の真相の特定。これについては比較的順調に終える事がで

きた。問題は８６年の事件日に安田紗代がどのような計画を立てていて、実際の六軒島ではど

ういう結果になったのか、という部分だった。 

「動機の問題は少々推理が不安定といいますか、そもそも推理というのは推測にすぎません。

伏線や論理性を駆使して解答を推測しているだけです。この時点で正解を当てているのかどう

かが判断できないのに、動機の問題というのは、この組み上げた動機の仮説の上に更に２つ３

つと仮説を積み上げていく必要があるんです。怖いですよこれは。なんて危ない積み木遊びな

んでしょう」 

 そのような危なっかしい推理を積み重ねた結果、ヱリカは最終的に八城十八という人物の偽

書執筆動機を特定した。少なくともヱリカは特定したと感じていた。 

「死んでしまった安田紗代さんへの謝罪の物語。それがこの世界の一応の真相、という事なの

でしょう」 

 本来あの観劇の階層のカケラに挑む場合は、十八の偽書執筆動機を特定すればそれで終わり

だった。実際ヱリカは観劇の階層の山羊の従者との出会いがなければ、それに満足して推理を

終えていただろう。しかし、あらゆる真相を理解した先に、確かにあの山羊の従者が言うよう

に、ベルンカステルについて不可解な点が浮かび上がってきたのだ。 

「安田紗代さんの運命は大変お気の毒だと思います。そして、事件後に真相に至った十八さん

の苦悩もお察しします。そこはいいのですが、非常に気になるのが、安田紗代さんが事件前に

投棄しているメッセージボトルの存在です。真相から逆算すると、十八さんが真相に至ったの

はメッセージボトルを読んだからこそです。これが仮に海に沈んでいたら、この物語は成立し

ませんよ？」 

 そこに至った時、ヱリカはピーンと来た。 

 メッセージボトルが拾われるという奇跡。 

 そしてベルンカステル、というそもそもの名前の由来だ。 

「ベルンカステルワイン、というものがドイツ地方にあります。我が主の名前はそこからおそ

らく来ているのでしょう。奇跡、ワインボトル……メッセージボトルの奇跡は我が主が叶えた

ものだったのでしょうか。私は、あのメッセージボトルが拾われるカケラは結構多かったんだ
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ろうなぁ、くらいの感覚でしたが、実際はそうではなかったのでしょうか」 

 第７のゲームでベルンカステルはこういうセリフを語っている。 

『２５７万８９１７分の２５７万８９１６の確率で。あなたはクレルとしての世界に生き、逃

れ得ぬ運命に翻弄され、気の毒な最期を遂げる。そして、２５７万８９１７分の１の確率で右

代宮理御として生き。今夜、霧江に殺されるの。…………つまりあなたの、いいえ、あなたた

ちの運命は、２５７万８９１７分の２５７万８９１７の確率で、…………つまり如何なる奇跡

も許されない絶対の運命で、逃れ得ぬ袋小路に、運命の牢獄に囚われてるということなのよ！』 

 このベルンカステルのセリフを見れば、安田紗代の起こした事件には奇跡が存在しないのが

分かる。 

「少々不思議に思っていたんですが、我が主はゲーム盤上でこのような発言をしています。私

は見ていて『おやっ？』と思ったのですが、確か『奇跡なんて所詮はファンタジー！』とおっ

しゃっていました。奇跡の魔女が自分の存在そのものを否定するかのような発言をしています。

これらの事を総合的に考えると、一つの仮説が構築可能です」 

 ヱリカは８つのカケラを机の上でコロコロ転がしながら、大きく深呼吸をした。 

 ヱリカの胸がズキッと痛む。 

「我が主は……本当は助けたかったのでしょうか。安田紗代さんを。惨劇が発生しないカケラ

を紡ごうと……そうでないと確認しているカケラの数があまりに異常です。これだけ探して見

つからなかったからこそ、我が主は最終的にメッセージボトルの奇跡を……」 

 『私はその解法を見つける事が出来なかったのだ』 

 観劇の階層の山羊の従者の言葉が蘇る。あの山羊の従者は何とか８６年に惨劇が発生しない

方法を考え続けていたのだろう。しかし、彼はそれを見つけられなかった。だからこそ、わざ

わざ観劇の階層から下層に降り、その解法を見つけてくれそうな人物に接触した。 

「……それが我が主の……悪役を演じていたとはそういう事ですか」 

 ヱリカは目を閉じる。そして自らが組み立てた仮説を頼りにベルンカステルが経験したであ

ろう、避けられない惨劇の当日の彼女の心を追う。 

「第３の禁止推理法を解禁します。この推理法は危険なので封印指定にしていましたが、今回

ばかりはそんな事は言ってられません」 

 ヱリカが手を前に突き出す。そして自分の心の枷を一つずつ外していく。ヱリカの意識世界

の中に厳重に封印されている禁止推理法を使うために。 

「マインドダイブ。封印解除」 

 禁止推理法マインドダイブとは、主にミステリーの世界での事件背景や犯人の動機の理解度

を上げるために使用する補助的な推理法だ。推理の基本は基本推理法である連鎖考察思考法で

あり、推理の大枠はこれによって構築する。しかし……心が絡む推理対象は論理で導けるもの

ではない。そんな推理対象が存在する場合に使用するのがこのマインドダイブであり、連鎖考
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察思考法によって構築された根拠を元にして対象の心を疑似的にヱリカの内部に再現する推理

法である。再現された対象の主観視点で事件を追って行き、その時に対象が何を感じたのかを

ヱリカの心で直接感じ取る事が可能になる。 

 しかしこの推理法は対象の心をそのまま再現してしまうため、仮に対象が悪意に染まった凶

悪犯罪者のような場合、ヱリカ自身の心が汚染される可能性がある。犯人を捕まえるべき立場

の探偵が殺人者になりました、なんていうのは洒落にならないので、そういった理由でヱリカ

は封印指定にしていた。よっぽど緊急の事態が起こらない限りは使用しないと。 

「我が主から見た８６年の事件日へ……深く……深く……もっとです」 

 ヱリカの意識が外界から遮断される。ヱリカの意識世界へと潜る。それはとても長い旅のよ

うだった。ヱリカの内部で８６年の惨劇が再現される。そして安田紗代が計画していた事件を

経験し、それを見ているベルンカステルの心をヱリカ自身で感じ取る。 

 それは論理で導いた動機と計画の推理とは全然感じ方が違う世界であり。 

 悲しみだけが存在するあまりに無慈悲な世界であり。 

 惨劇を避ける方法が存在せず、自らの存在意義すら否定される世界であり。 

 気が付くと、ヱリカは泣いていた。ポトリポトリと涙がヱリカの頬を伝い、地面へと落ちて

いく。ヱリカの内部に再現された『助けたい』という強い衝動。そしてそんな思いすら無慈悲

に否定する確定惨劇世界。 

「ふーっ、これ以上は危険です。ダイブ中止です」 

 ヱリカは涙を拭うと大きく深呼吸し、古戸ヱリカという人格を自身の中に定着させる。やは

り、禁止指定していただけあり、ヱリカの心に大きな負担がかかってしまったようだ。 

「成果はありましたが、やはりこの推理法はあまり使いたくないですね。グスッ」 

 鼻水が出そうになり、鼻から息をグッと吸い込む。 

「私の構築した推理が正しいという前提が必要になりますが、やはり我が主は助けたかったの

でしょう」 

 推理というのはある程度まで解明してしまうと、連鎖的に解けていく傾向が強いため、推理

の後半ほど仮説構築スピードは速くなっていく。そのため、出題を見た時点で解答を思いつく、

というケースも結構多いのだ。 

 しかし、このベルンカステルに関する問題、つまりは８６年の惨劇を回避できる手段はある

のかという問題は、かなり難問だった。 

「我が主が安田紗代さんに関するカケラを全て確認し終えているのがあまりにも致命傷すぎま

す。そこを押さえられてしまうと仮説がほとんど消えてしまいます。例えば、そもそも８６年

に恋が並立しないカケラを紡げばいいのではないか。このようなケースも既に調べてしまった

カケラに含まれるのでしょうし」 

 ヱリカはしばらく８６年の惨劇を回避する仮説を組もうと色々思索していたが、結局良い案
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が出ることはなかった。 

「これはアイデア待ちでしょうかねぇ。こういう状態に突入してしまうとしばらく仮説が組め

なくなるので、さすがの私も今すぐ解法を構築するのは無理ですね」 

 ミステリーの出題に対して解法が分からないケースというのは当然ある。どんな問題も瞬時

に解けてしまう探偵など存在しない。もし存在するとしたら、それはファンタジーの世界にい

る探偵だろう。 

 こういった状態になるとヱリカはアイデアが降って来るのを待つしかなくなる。伏線や論理

性から導けるような出題ではない場合、これはもう解法を思いつくかどうかという、言わば発

想勝負になってしまうのだ。 

「しばらくは無理ですねこれは。まぁでもそれ以外については解いてしまったのではないでし

ょうか。あのカケラを紡いだ観劇の階層の執筆者さんがどういう人物なのかが非常に気になり

ますが、まぁ心臓を完璧に止めたと思います」 

 ヱリカはベルンカステルについての謎は解けなかったものの、この世界の謎のほとんどは解

いてしまったと感じていた。書きあげたレポートをざっと読み返してみる。 

「ふふ。良い出来です」 

 心地よい疲労感に包まれるヱリカ。ヱリカは推理小説を読み終わった時、満足感と、ちょっ

とした寂しさをいつも感じていた。結局推理小説を読むというのは、出題者と戦っているわけ

ではない。出題者が本を書き、読者がそれを読む。どちらも一方通行なのだ。ヱリカはいつも

ミステリーを読み終わって、この本の作者と色々話してみたいだとか、戦ってみたかっただと

か、そういうコミュニケーションをとってみたいとずっと思っていた。 

 しかしそういった願望が叶った事はない。 

「よく考えると今回は叶うんじゃないですか？ 何だかんだでこの世界の謎のメインというの

は、ベアトリーチェさんのゲーム盤の謎です。それなら出題者であるベアトリーチェさんが黄

金郷にいらっしゃるんですから、答え合わせができるんじゃないでしょうか」 

 とりあえずはベルンカステルについての謎は棚上げにする。もちろんこの問題については放

置するわけではなく常に可能性を模索はしてみるものの、今すぐどうこうという訳にはいかな

い。しかし解いてしまった方の謎に関しては、ヱリカは答え合わせがしたいと感じていた。 

 連鎖密室。南條殺し。在島人数の赤字。同一人物トリック。 

 多くの難題があった。時間をかけて仮説を構築し、ヱリカの主観では真相を特定したと感じ

た。だからこそ、それを確かめたい。 

 それは探偵としての純粋な願いだった。 

「我が主にお願いして、黄金郷に連れて行ってもらいましょうかねぇ。黄金郷は扉が閉まって

しまいましたので、入れるのかどうか疑問なんですが、まぁ我が主に頼めばなんとかなるのか

もしれませんし」 
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 そんな事を考えているとヱリカは何だか楽しくなってきた。観劇の階層のカケラはベアトリ

ーチェのゲーム盤以外の出題も存在する。しかし、何だかんだで一番挑んでいて楽しかったと

感じたのは、ベアトリーチェのゲーム盤の謎だったのだ。 

「そういえば、ここ最近ずっとカケラに挑んでいたので、我が主の顔を全然見てませんね。ま

ずは我が主を探しますか」 

 ヱリカはそう言うと、いそいそと黄金郷に出かける準備を始めるのだった。 
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黄金郷  

 

 黄金郷の庭園には黄金色の薔薇が咲き誇り、訪れた者を歓迎するかのように黄金蝶が舞い踊

っていた。右代宮家の薔薇庭園もそれは見事なものだったが、黄金郷の薔薇庭園はそれを圧倒

していた。 

「着いたわよヱリカ。私といえども黄金郷はベアトの許可がないと入れないのよ。よかったわ

ね。快く迎え入れてくれて。あんた最後のゲームで無茶苦茶やったんだから嫌われても仕方な

かったのに」 

 ベルンカステルが風になびく髪の毛を押さえながらヱリカにそう語りかける。 

「無茶苦茶やったのは我が主も同じだと思うんですが……」 

 薔薇庭園の中央の東屋にベアトリーチェと戦人はいた。何やらベアトリーチェが大笑いし、

戦人は悔しそうにしている。 

「おお！ ベルンカステル卿にヱリカ！ よくぞ参った！！ 第８のゲームが終わってそれほ

ど経ってはいないというのに、何だか本当に久々に顔を見た気がするぞっ」 

「よぉヱリカ久しぶりだなぁ。あいにくここじゃ殺人事件なんか起きないけど、まぁ今日は探

偵としてじゃなく、客人として存分にもてなすからゆっくりしていってくれよ」 

 ベアトリーチェと戦人は久々に黄金郷を訪れた客人とあって、随分と嬉しそうに笑っていた。

東屋のテーブルには二人分の紅茶とチェス盤が。 

「今戦人とチェスをやっていたのだ。しかし、こう毎日チェスばかりしていては飽きるという

もの。平和なのは良いのだが、黄金郷って暇でなぁ。なぁヱリカ、何か面白い事でも起きない

かなぁ」 

 人は苦しい時には平和を望むが、いざ平和が訪れると刺激を欲するものだ。 

 ヱリカはベアトリーチェの言葉を聞いて複雑な心境になる。８つの観劇の階層のカケラをフ

ェザリーヌに貰い、全力でそのカケラに挑んだヱリカ。結果としてヱリカは真相に至ったよう

に感じていた。 

 今のベアトリーチェのこの黄金郷の幸せは、簡単に実現できたものではないのだ。だから、

ヱリカはそれを思うと、ベアトリーチェの言葉にひっかかりを感じたのだ。 

「ふぅ、冷静にです冷静に。今日は言い争いをしに来たのではないのですから」 

 ヱリカは自分にそう言い聞かせる。 

 そう。今日はベアトリーチェのゲーム盤の謎の答え合わせに来たのだ。 

 一応推理をまとめたレポートも持ってきている。 

「それで今日はどのような要件なのだ？」 

 東屋にベルンカステルとヱリカが招かれロノウェが２人分の紅茶を運んで来た。ベルンカス

テルはその紅茶に梅干しをポチャンと入れ、一口飲み、ベアトリーチェの質問に答えた。 
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「今日は私じゃなくてヱリカがあんたに用事があって来たのよ」 

「ほう、ヱリカが妾に用事とな？」 

 ベアトリーチェがヱリカの方に視線を向ける。ヱリカはベアトリーチェの目を真っすぐに見

つめていた。 

「実はですね、私、ベアトリーチェさんのゲーム盤にずっと再挑戦していたんです。まぁラム

ダデルタ卿と戦人さんのゲームも含みますから全６ゲームですか。とりあえずは私が思う仮説

を組み終わったので、今日はベアトリーチェさんと答え合わせをしに来たんです」 

 黄金の薔薇庭園に一陣の風が吹く。ベアトリーチェは髪を押さえながら驚きの表情を見せて

いた。 

「なんと、そなた妾のゲームに挑んでいたのか。あれは元々戦人のために作ったゲームなのだ。

だから……戦人が真相に至った時点でゲーム盤の役目は終わったと思っていたのだが……ヱリ

カは妾のゲーム盤の真相に至ったのか？」 

「それを確認しに来たんです。私の主観ではかなり自信はありますよ。犯人、トリック、そし

て動機。この３つは暴いたと思います」 

 ヱリカの言葉にベアトリーチェは驚愕の表情を見せた。トリックについてはベアトリーチェ

は解かれる事を元々想定していた。しかし、犯人と動機については奇跡でも起きない限りは解

けないように作ったつもりだったのだ。伏線提示も最低限しかしていない。徹底的にあのゲー

ム盤に挑む者を煙に巻いたつもりだった。 

「動機まで……そなたは特定したと……言うのか？」 

「ええ」 

 ベアトリーチェとヱリカはしばらく無言で視線を交わしていた。そしてベアトリーチェが目

を閉じ、何かを考え込む。 

 戦人はベアトリーチェのその様子を見て「やれやれ」と何故か笑っていた。 

「よし！ ヱリカ！！ 妾もちょうど退屈をしていたところだ。妾は難解なゲームを作ったつ

もりでいる。そう簡単には解かれないように複雑にしたつもりだ。しかし、そなたは解いたつ

もりだと言う。魔女と探偵がミステリーを語るのに口先だけでトリックがどうこう、犯人どう

こうなど無粋の極みであるわ！！ ヱリカ、そなたのために新しいゲーム盤を開こうぞ！！」 

 それはヱリカにとって予想外の展開だった。ヱリカは書きあげた推理レポートを読んでもら

って、ここは正解、ここは不正解、みたいな、そういったものを想像していた。しかし、よく

考えるとベアトリーチェという魔女がそういったちまちまとした事をやるとも思えなかった。 

「新しい……ゲーム盤ですか？」 

 ヱリカが戸惑いながら聞き返す。 

「そうだ！ 新しいゲーム盤である！！」 

 ヱリカの表情がしだいに戸惑いから喜びに変わっていった。 



59 

 

「妾は元々戦人に対して用意していたトリックはもっとあったのだ。しかし、戦人の奴が第２

のゲームで完全に心が折れてしまったのでな……第３のゲームから大幅に難易度を実は落とし

てしまったのだ。その影響で結局使用しなかった仕掛けもあったりして、実は心残りに思って

いたのだ」 

 ベアトリーチェは久々に面白い事が出来そうだと張り切っていた。黄金郷での幸せはもちろ

ん楽しいものだったが、刺激に欠ける毎日をここ最近ずっと過ごしていたのだ。久々にゲーム

盤を開く事はベアトリーチェにとって非常に嬉しい事だった。 

「それは是非挑戦したいものです。ベアトリーチェさんが私のために開いてくれる新しいゲー

ム盤、何だかワクワクします」 

「そうであろう！ そなたには解けないかもしれんぞ！」 

 ベアトリーチェのその言葉にヱリカの眉がピクッと反応する。 

「いや、結構簡単に解いてしまうんじゃないですかねぇ」 

 ベアトリーチェとヱリカは戦う前から既に火花を散らしているようだった。 

「なぁヱリカ、今回は一つ妾から提案があるのだが、新システムを入れようと思うのだ」 

「新システム……ですか？」 

「元々妾のゲームは戦人に対するものだった。妾の目的がその……まぁアレなので戦人に対し

て妾はこのゲーム盤はミステリーですよ、なんて宣言していないのだ。それは今回もそうなの

だが。ただ、妾は前から思っていたのだが、ミステリーとファンタジーに関係なく、そもそも

物語を紡ぐ際には１つだけ絶対に守らなくてはいけないルールがあると思うのだ」 

「確かにその辺に関しては私も思う所はありますよ。出題側と探偵側にそれぞれ守るべきルー

ルがあるように思います」 

「その辺の詳細は語ってしまうとゲーム盤の謎の出題にも関わるので言えないが……まぁ結論

だけ言うとだな、ジャッジを入れようと思うのだ」 

「……ジャッジ？」 

 ヱリカはベアトリーチェの言葉の意味を考える。 

「今まで基本妾のゲームは、『妾と戦人』という２人でやるゲームだった。この構造はそもそも

色々と問題があるのだ。出題サイドと探偵サイドにそれぞれ問題行為を規制する手段が無い、

という意味で。今回のように、純粋に新しいゲームで楽しもうと言うような場合、その辺はキ

ッチリルール化しないと目も当てられない事態になりかねん。よって今回は妾とヱリカの２人

だけではなく、３人目として中立の立場のジャッジを入れる」 

 ベアトリーチェの提案は実はヱリカも前々から感じていた事だった。 

 ヱリカは推理をする際に基本的に伏線を探す。そして論理から導ける数学的発想の推理を構

築する。このような推理スタイルのため、ヱリカはいつも感じていた。出題サイドはちゃんと

伏線を提示しているんだろうか？と。 
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 この問題はかなり闇が深い。例えば、ある出題があるとする。出題サイドはそれを解けるよ

うに伏線を配置したつもりでいた。しかし、探偵がその出題に挑む際に、伏線と論理性から解

法を構築しても、答えが分散する状態になってしまう。この場合もう探偵サイドからは答えを

導く手段が存在しなくなる。勘で当てるしかないのだ。 

 勘で正解を当てるというのは、『正解を当てた』とは言わない。ミステリーの世界で正解を当

てるというのは、論理によって導く事を言う。 

 このように結果的に出題サイドが伏線配置をミスするケースが存在する。この場合、出題側

は答えを導く方法が無いのに、まるでその出題が解ける問題であるかのように語りそのまま答

えを提示せずに逃亡する事が可能になる。 

 ミステリーとしての出題側と探偵側の戦いとして、こんなにアンフェアな事はない。 

 これは逆も同じだ。出題サイドは出題が解けるように伏線を配置する。そして、それが間違

いなく解けるようになっていたとする。しかし探偵サイドが自身の推理不足を棚に上げて「伏

線提示不足！！」と声高に声をあげてしまうような場合、これを解決するには出題側が答えを

提示するしかないという、元も子もない結果になる。 

 この問題についてベアトリーチェはずっと解決法が無いままゲームをやっていたのだ。もし

探偵サイドがそのように「伏線から答えが導けない！！ 出題ミスだ！！」と叫んだ時に、第

３者のジャッジが「出題側は解けるように伏線を配置している」と断じてくれたなら。あるい

は、出題側が伏線配置ミスをしてしまった場合に「伏線提示不足！！」と警告を発してくれた

なら。本当の意味でフェアな戦いができるんじゃないのか。  

 ベアトリーチェとヱリカはずっとそう思っていたのだ。 

「ベアトリーチェさんは……本当にミステリーが好きなんですね」 

「いや、妾はファンタジーが好きだ。ミステリーなぞ好きではない」 

 そういってベアトリーチェとヱリカは笑った。お互いにとって非常に理想の提案だったのだ。

第３者であるジャッジを入れる事によるゲーム盤のフェアネスの構築をする。 

 二人の話を聞いていた戦人が不満げな顔をしながら口を挟んだ。 

「おいおい、ズルイぜヱリカだけ！ 俺の時にもそのシステム欲しかったぜ……」 

「戦人は駄目だ！ そなたとは根本的な部分ではミステリーの勝負をしてたわけではないのだ

からな！ 理不尽な出題をする必要があったのだ」 

「それは……まぁそうだな。なるほど、フェアプレイなゲーム盤か」 

 戦人は自分とヱリカの立場の違いを考え、ベアトの言葉に納得したようだった。 

 二人の話を静かに聞いていたベルンカステルが、紅茶に入った梅干しを口の中に入れコロコ

ロと転がしながらベアトリーチェとヱリカの様子を見守る。そしてふふっと小さく笑った。 

「それでベアト、そのジャッジっていうのは誰がやるのかしら？」 

 ベルンカステルのもっともな質問にベアトリーチェが困ったような表情を浮かべる。 
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「アイデア自体はずっとあったのだ。ジャッジシステムを入れたいと。しかし……まぁ妾には

そんな事が出来そうな知り合いはいなくてなぁ。ベルンカステル卿はミステリーには……」 

 ベアトリーチェが全部言い終わる前にベルンカステルが答える。 

「全然詳しくないわよ。第８のゲームの時に戦人に出題したのは、単にカケラ世界で色んなミ

ステリーの情報を集めただけで、私自体はミステリーはほとんど読まないわ」 

「……ふぅむ。それなら……」 

 話を聞いていた戦人が薔薇庭園の隅の方を指さしてベアトリーチェに語りかける。 

「そういうのってラムダデルタなら友達にいそうな気がするけどな。ちょっと聞いてみたらど

うだ？」 

 戦人の言葉を聞いてベルンカステルはぎょっとした。 

「えっ、ラムダ来てるの？」 

「来ておるぞ。何でも新しいカケラ世界がまだ存在しないとか何とかブツブツ言いながら先ほ

ど遊びに来たのだ。今は真里亞と何やら話をしていたようだが」 

 そんな事を話しているとタイミングよくラムダデルタが東屋へ歩いてきた。 

「あら、ベルンじゃないの！ どうしたの今日は。珍しいじゃないベルンが人の多い所にわざ

わざ来るなんて」 

「失礼ね、人を引きこもりみたいに。今日はヱリカの付き添いみたいなもんよ。そうそうラム

ダ、ベアトがヱリカのために新しいゲーム盤を開いてくれるみたいなのよ。それで、ちょっと

新しい試みをやろうと思っているようなの」 

 ベルンカステルはラムダデルタに今までのやり取りをかいつまんで伝える。新しくジャッジ

というシステムを入れる事でゲーム盤のフェアネスを構築する事、ただ、そういう事が出来そ

うな人物に心当たりが無い事。 

 それを聞くとラムダデルタはあっさりと言った。 

「知り合いにいるわよ。そういうのを専門にやってる子が」 

「専門……あんたホント顔が広いわね……」 

「やぁね。ただ知り合いが多いだけよ。確かドラノールの所にいる子がそうだったわ。待って

なさい。何だか面白そうだし連れて来てあげる」 

 ラムダデルタはそう言うと転移魔法で天界大法院第七管区へと向かった。 

「ベルンカステル卿、第七管区というと……」 

「あぁ、ベアト余計な心配はいらないわ。ドラノールは異端審問官だから魔女狩りをやってい

るけど、ラムダが言っていたのは確か異端審問官ではないわ」 

「ほう、確かドラノールは一等大司教だったはず。なら司教とかそういう、ドラノールよりも

位の低い人物であるか」 

「いや、確かその子は教皇だったはずよ」 
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「きょきょきょ、教皇となッ！！ そんなに偉い人物が妾のゲーム盤のジャッジを」 

「ドラノールもそうだけど、現場へ向かう仕事が無い時って天界の仕事は書類関係の作成や処

理が山ほどあって大変みたいなのよ。だから、むしろ喜んで引き受けてくれるんじゃないのか

しら」 

「そ、そうだといいのだが……」 

 ベアトリーチェはドラノールよりも偉い人物が来ると聞いて完全に腰が引けていた。 

 

 しばらくしてラムダデルタと一緒にやってきたのは全身を銀色の煌びやかな鎧で覆った銀髪

の女性だった。鎧の細部に金の装飾が施されており、全身から発するオーラはその人物の威厳

を表しているようだった。 

「こんにちはベアトリーチェさん。私は天界大法院第七管区の教皇、ジャッジクリスティと申

します」 

 天界大法院第七管区の教皇は、ドラノールのような異端審問官とは違い、主に人間と魔女の

決闘を取り持つ仕事をしている。ルールによる公正な判断能力が要求されるため、必要とされ

る資質は圧倒的な知識量であり、そのため長年第七管区の教皇を務める人物は完全に実力と才

能のみで選ばれてきた。若い教皇の時期もあれば年配の時期もある。 

 クリスティはそういう意味では年齢的には若い部類だろう。 

「そ、その……妾のゲームのジャッジができる人材をラムダデルタ卿に聞いてみたら、知り合

いにいるというので頼んでみたのだが、まさか教皇の地位の方が来るとは思わず、なんと言っ

てよいのか……」 

 ベアトリーチェは完全に面食らっていた。しかしクリスティはベアトリーチェの様子を見て

楽しそうに笑った。 

「ふふっ、ちょうど書類仕事が嫌になって仮病を使って早退しようと思っていたところです。

むしろ私が感謝したいくらいですよ」 

 ジャッジクリスティは随分と気さくな人物のようだった。 

「ベアトリーチェさんのゲーム盤の事は私もずっとカケラを通して見ていたんです。何しろあ

なたのゲームは色々と興味深いですし、私の今後の仕事にも活かせそうですしね。教皇の仕事

は日々勉強ですから」 

「うむ。ではこの際クリスティ殿に頼んでよいか？ 妾が新しいゲーム盤を出題する。ヱリカ

はそれに探偵として挑む。この妾とヱリカのゲームに公正なジャッジを下して欲しい」 

「お引き受けします。裁定は私の独断になりますが、公正を欠くジャッジはそもそも私の教皇

としての信頼性に直結しますのでご心配はいりません」 

 出題者魔女ベアトリーチェ。探偵古戸ヱリカ。ジャッジクリスティ教皇。この３名の人物が

揃う事で、ベアトリーチェの新しいゲームがいよいよ始まろうとしていた。 
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 ヱリカが本当にベアトリーチェのゲーム盤の真相に至ったのかどうか。 

 その確認のためのゲーム盤。ベアトリーチェがかつてのゲームのように、出題の謎にメッセ

ージを込める。そしてヱリカは謎を解く事でそのメッセージを受け取る。 

 そんなまるで信頼関係を前提にするかのような温かで楽しいゲーム盤。 

 そしてこのゲーム盤こそが、この確定惨劇世界に風穴を開けるためのゲーム盤。 
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Magic of the golden witch 

 

 右代宮金蔵はずっと何かを書き続けていた。時折金蔵は目から涙を落とし、その落ちた涙が

便箋にしみ込んで行く。数行書いては筆を止め、紙をゴミ箱に捨て、また新しい紙に書き始め

る。その繰り返し。 

「……言葉とは何とこう不便なのか。自分の心の内にあるこの想いを形にする事ができぬ」 

 金蔵が書いていたのは……謝罪の手紙だった。 

 自分が犯した罪の重さは十分理解している。しかし、謝りたい人物は既に死亡している。結

局安田紗代に謝罪するというのは、彼女に自分の気持ちをぶつけているにすぎない。検討違い

な人物に。いくら血が繋がっていようとも、謝りたかったベアトリーチェと安田紗代は別人な

のだ。だから、本来安田紗代に謝るべきだったのは、かつての自分の罪ではなく、その呪われ

た血から紡がれる苦悩の人生だったのだ。 

 金蔵はやっとそこに気付いた。 

 しかし、日々右代宮家で働いている彼女に自分の気持ちを伝えるのも迷惑なのではないのか。

だから金蔵は手紙を書こうと思った。書いたところでこれを渡せる日が来るのかどうかは分か

らない。結局渡さないのかもしれない。 

 しかし、今は形にして残しておきたかった。 

「お館様。そろそろ一族の皆さんが六軒島に着く時間です。郷田にもてなしの準備をするよう

に言っておりますが、お館様も何か口にされますか？」 

 源次は金蔵の様子をずっと見守りながら、筆が止まった頃合いを見てそう言った。金蔵はチ

ラリと源次を見て、また便箋に目を向ける。 

「いや、何もいらぬ。どうせあ奴らは私の遺産の分配の事しか頭にないのだろう。そのような

下劣な輩と会う気もせぬ。私は会わぬからな。他の使用人にもそう伝えろ」 

「はい。お館様。では何かありましたらお呼びください。私は迎えの準備がありますので失礼

します」 

 源次はきっと今回の親族会議でも金蔵は一度も顔を見せないのだろうと思っていた。金蔵の

関心が一族になく、亡きベアトリーチェにある事が見て取れたからだ。しかし、最近は紗代の

事にも関心があるように見える。 

 きっとそれはいい事なのだろう。源次はそう思う事にしたのだった。 

 

 ゲストハウスの２階では紗音と嘉音が部屋の準備をしていた。譲治や戦人等の子供組は全員

が一つの部屋に集まって夜遅くまで騒ぐに違いなかった。 

 嘉音が手際よくベッドを整えて行く。そして紗音はぼーっとどこかを見つめていた。 

「姉さん駄目だよ。ちゃんと仕事しないと」 
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 嘉音が振り向くと、紗音は手を止めて窓の外を見つめていた。その先にあるのは、船着き場。

今日は戦人が６年ぶりに帰ってくるのだ。 

「戦人さん６年ぶりに帰って来るんだね。今頃になって……」 

 紗音は嘉音が自分を咎めるような表情をしていたのを見て、慌てて言った。 

「嘉音君違うよ？ 未練とかそういうのは一切ないの。今は私は譲治さんだけ。ただ……本当

に神様は意地悪だなぁと思っただけ」 

「本当に？」 

「本当だよ。譲治さんに誓う」 

 嘉音はその言葉を聞いて一応の納得はしたようだった。 

「嘉音君は朱志香お嬢様とは」 

 紗音がそう言いかけた瞬間嘉音がそれを遮った。まるで聞きたくない雑音を遮るように。 

「その話はやめてくれ姉さん。公平であろうとしている姉さんの気持ちは嬉しいよ。でも僕は

そもそも朱志香お嬢様とどうにかなろうとなんか思っていないし、そもそも僕はそういう事が

可能なように出来ていない」 

「嘉音君……また前のゲームの時みたいに、私が嘉音君に恋愛をする資格を……」 

「それも結局は根本的解決になっていない事は姉さんも分かってるじゃないか。僕は姉さんや

ベアトリーチェ様とは根本的に違うんだ！！」 

 嘉音はついに声を荒げて紗音に食ってかかる。 

「そ、それは……」 

 紗音はその先の言葉をぐっと飲み込む。それはずっと嘉音を悩ませていた根本的な問題だっ

たから。紗音がどうする事もできない問題。気休めは時に毒にもなる。これ以上言葉を続ける

のは嘉音を言葉で殴っているのと同じだと紗音は思ったのだ。 

 その様子を嘉音が見て少し怒ったような表情を浮かべる。 

「そもそも僕が参加できないからって、姉さんの勝ちが決まった訳じゃないよ。ベアトリーチ

ェ様がいる。姉さんは結局自分の幸せは自分で勝ちとらないといけない。それなら僕は姉さん

を全力で応援したいんだ」 

 それは嘉音の本心から出た言葉だった。生まれた時から紗音を支える目的を持たされた嘉音

は、既にそれを受け入れていた。その目的を放棄したいと思った事などない。自分の未来が決

して明るいものではないのならば、その権利を是非紗音に掴んでほしかったのだ。 

 

 

 魔女の喫茶室でヱリカは完全に真顔になっていた。 

「今こういうのを見るとですよ、意味が手に取るように分かるだけに、逆にきっついですよこ

れは！！」 
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 ベアトリーチェはヱリカの態度が気に入らなかったのか、貧乏ゆすりをカタカタさせながら

非常に不機嫌になっていた。 

「ジャッジ！！ 探偵のこの態度は良いのか！！ 完全に出題側を馬鹿にしておるぞ！！」 

 ジャッジクリスティはゲーム開始前の和やかな雰囲気とはうってかわって、厳粛な空気を漂

わせていた。そしてベアトリーチェとヱリカをチラリと見る。 

「探偵サイド、古戸ヱリカに警告ッ！！ 出題側を馬鹿にすることを禁止します！！」 

 ヱリカはいきなりの警告に面食らう。しかも赤字で警告を出された。 

「い、いや馬鹿にしたんじゃないんですよ！！ 本心で純粋にキッツイんですってこれ！！」 

 ベアトリーチェもまさかいきなり警告をクリスティが出すとは思っておらず、慌てて口を挟

む。 

「い、いや今のは何だ、本気で言った訳ではないのだ！ ちょっとした戯れだったのだが……

というか疑問なのだが、警告を受けるとどうなるのだ？」 

「警告を出すのは基本的に問題行為を禁止するためですから、その該当行為を今後禁止します。

あまりにフェアプレイを害する行為を行ったと判断した場合は無条件でその場でゲームの進行

を停止、該当行為を行った者の強制敗北を命じます」 

 クリスティは本気で言っているようだった。ベアトリーチェはクリスティの説明を聞き、な

にやらふむふむと頷いている。 

「なるほど、かなり強制力のあるジャッジが可能という訳か。これは新鮮で面白いぞ！」 

 ベアトリーチェはそう言って笑っているが、いきなり警告を出されたヱリカはたまったもん

じゃない。 

「いや、今のは弁明させてください！ さすがにこれで負けとか嫌ですよ私！！ 私はベアト

リーチェさんの動機は理解したつもりなんです！！ だから、こういうシーンっていうのは第

６のゲームで見た時はちんぷんかんぷんでしたけど、今見ると意味がハッキリ分かりすぎて、

そういう意味でキッツイ、いや、ベアトリーチェさんの謎は凄い！ と言いたかったんです！！」 

 ヱリカが必死にクリスティに弁明をする。そしてベアトリーチェに必死に目で合図を送って

いた。 

「む？ あ、そう！ そうであるぞ！ ヱリカはそういう意味で言ったのだ。妾を今のは褒め

たのだ！！」 

 クリスティは両者の弁明を聞き裁定を下す。 

「両者の合意があったと判断し、今の警告は撤回します。今後このような発言は全てスルーし、

警告の対象から外しますが、よろしいですか？」 

 ヱリカとベアトリーチェがコクコクと素早く頷く。 

「さ、先が思いやられます……」 

 ヱリカはどっと疲れて大きなため息を吐いた。 
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「ヱリカ」 

「なんですかベアトリーチェさん」 

「今回のゲームはヱリカが妾のゲームの真相に至ったのかどうかを確認するためのゲームであ

る」 

 ベアトリーチェの突然の赤字発言だった。 

 ヱリカはベアトリーチェのその言葉の意味を考える。８つのカケラに挑む前のヱリカだった

ならば、その言葉の意味は分からなかっただろう。しかし今のヱリカには何となくベアトリー

チェの意図が分かった。 

 ベアトリーチェのゲーム盤は謎が階層構造になっている側面がある。犯人やトリックを暴く

事は動機を紐解くためのものであり、そして動機を理解する事は８６年の事件を紐解くための

ものであり。そしてベアトリーチェの魔女幻想そのものが黄金の真実としての魔法であり。 

「ベアトリーチェさんが設定する『ここを理解できていれば、真相に至っていると言える』と

いう部分を……私が考えないといけないという事ですか」 

 ベアトリーチェはヱリカの言葉ににんまりと笑みを浮かべる。 

「そういう事だ。フーダニット、ハウダニット、ホワイダニット、もしくはそれ以外の謎。妾

のゲームを理解するというのはどういう事なのか。それを妾はじっくり鑑賞させてもらうぞ」 

「分かりました。私も全力で推理する事をお約束します。ベアトリーチェさんも全力でどうぞ」 

 二人のやりとりをクリスティが見守る。そしてゲーム再開を宣言するのだった。 

 

 

 船着き場から右代宮家の一族がぞろぞろと館へと向かっていた。 

 戦人にとっては６年ぶりの右代宮家だ。再会した久しぶりの従姉妹達は戦人の記憶の中にあ

る彼らよりも随分と成長しているように見えた。いつまでも過去の記憶のままではないのだ。 

「真里亞もすっかり大きくなったなぁ」 

「うー！ 真里亞大きくなったー！！」 

 戦人と真里亞は道中で完全に打ち解けたようで、初めは警戒していた真里亞も、今ではすっ

かり戦人に懐いたようだった。 

 船着き場まで迎えに来てくれた郷田は戦人とは初対面だった。この６年の間に新しく入った

使用人も結構多いのだろう。 

「なぁ朱志香。新しい使用人はまだ結構いるのか？」 

「そうだなぁ。親族会議中のシフトに入っていない使用人もいるけど、今回シフトに入ってて

戦人と初対面なのは嘉音君かなぁ。紗音は戦人は覚えてるだろ？」 

「おお！ 紗音ちゃんか！ 覚えてる覚えてる！ 懐かしいぜ！！」 

 戦人達が船着き場からしばらく歩いていると、しだいに右代宮家の薔薇庭園が見えてきた。
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手入れが行きとどいているからか、一同の目には自分達を歓迎するかのように咲き誇る薔薇の

群れに目を奪われていた。 

「はぁ～、やっぱ綺麗だなぁ」 

 戦人が感嘆の声をあげる。 

 右代宮家の薔薇庭園は使用人が定期的に手入れをしている。蔵臼の仕事の関係の人物が右代

宮家を訪れる事もあるため、客人を迎える庭は常に綺麗で美しくしているように、という指示

が夏妃から下されているのだ。 

 戦人がキョロキョロと辺りを見回していると、庭園の東屋に紗音と見覚えのない女の子が一

人いるようだった。戦人達の姿に気が付くと紗音は連れの女の子を連れて戦人の元へと向かっ

てきた。 

「なぁ、朱志香。さっき言ってた嘉音君っていうのは男の子だろ。あれは……使用人は紗音ち

ゃんだろうけど、もう一人の子は？」 

「あぁ、あれは……」 

 そんな話をしていると紗音が戦人の前に来て挨拶をする。 

「お久しぶりです戦人さん。譲治さんも。紗音です」 

「おー！ やっぱり紗音ちゃんか！ いやぁ見違えたなぁ！！……それで、隣の子は……？」 

「ええと、この方はですね、どうもこの近海を航行していたプレジャーボートから転落したよ

うでして。右代宮家にぐったりして辿りついたんです。体も衰弱しているようですし、しばら

く右代宮家にお客様として迎えるようにと夏妃奥さまが」 

 紗音の隣にいる人物は洋風のドレスのようなものを着て、頭に薔薇の髪飾りをしていた。青

い髪を二つに分け、胸元には大きな蝶の形をしたリボンが結ばれている。 

「初めましてこんにちは。古戸ヱリカと申します。右代宮家の方々には突然の事でご迷惑でし

ょうけども、どうも台風も来るようですし、しばらくお世話になります」 

 ヱリカは一族に丁寧に挨拶をする。突然の部外者の訪問に右代宮家の一族は特に気にする様

子もないようで、それを見てヱリカは安心したのだった。 

 一通りの挨拶も終わり一同は紗音の先導で屋敷の中へと向かった。そして庭にはヱリカだけ

がポツンと残る。 

「毎回毎回溺れかけながら右代宮家にたどり着くのはどうにかならないんですかねぇ」 

 私は右代宮家を見上げた。孤島にポツンと建つ洋館。普通に考えれば不便で仕方ないのでし

ょうけど、まぁ変人は何を考えているのかよく分かりませんからね。殺人事件でも起きそうな

気がしますし、こういう雰囲気は私は大好きですよ。 

 それにしても紗音さんとずっといましたけど、嘉音君という使用人もいらっしゃるはずなん

ですが見かけませんね。まぁいいです。とりあえずはこの島にいる人物を把握しませんと。 
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 魔女の喫茶室でずっとゲーム盤を見ていたヱリカがストップをかける。 

「ちょっと一つ質問したいのですが、私がゲーム盤に登場するのはいいんですが、今回私自体

はゲーム盤に下りていないのに、勝手に行動しているようなんですが……これは？」 

 そう。今までヱリカは自分自身がメタ世界からゲーム盤に下りて、自分に有利になるように

行動をしていた。そういった行為もゲーム盤で魔女に挑む際の手段の一つであったはずだ。し

かし、今回ゲーム盤上に現れた『古戸ヱリカ』という人物の行動、そして彼女のセリフや主観

視点での描写を、メタ世界のこのヱリカは全く把握していなかった。 

「良い所に気がついた！ そう、今回ゲーム盤上のヱリカは妾が動かす事にする。そなたはゲ

ーム盤に下りて自分を操作する事は禁止する。そもそも今回はそなたが妾の作る物語を鑑賞し

て真相に至っているのかどうかを確認するためのもの。勝手にゲーム盤に下りてひっかき回さ

れてはかなわぬわ。第６のゲームの教訓というやつだ」 

「へぇ……まぁそれはそれで結構ですけども」 

 ジャッジが二人のやりとりを見て、今正に警告を発しようとしていたのを止めた。 

 ベアトリーチェサイドからの一方的な禁止事項の提示はフェアプレイに抵触する行為だ。当

然ジャッジとして見過ごせるわけがない。ベアトリーチェへの警告を出し、ゲーム盤上のヱリ

カを操作可能なように是正勧告をするつもりだったのだ。しかし、ヱリカ本人の合意が確認さ

れた以上、それはもうジャッジの干渉する事ではない。そして、それ以外の理由も含めると、

ここで警告を出すのはゲーム盤そのものに干渉してしまう可能性がある。 

「それともう一つヱリカに伝えておくことがある。今回のゲームはゲーム盤上の人物がこの喫

茶室にいる３名、妾とヱリカとジャッジを認識している。ゲーム盤が隔絶された世界という事

ではなく、妾達プレイヤーの事も認識して行動している」 

 ヱリカはベアトリーチェの発言に対して実はそれほど驚きはなかった。ゲーム盤上の人物が

メタ世界の人物を認識しているというのは、推理として既に考えていた可能性だったからだ。 

「分かりました。というか、わざわざ私に赤でそれを認識させたというのが既にあなたのミス

だと思うんですがね」 

「あのなヱリカ、過去のゲームと違い、今回はジャッジがいるのだぞ！ 妾とて警告を出され

た挙句途中で敗北を宣言されるなど絶対に嫌なのだ！！」 

「ジャッジシステム。素敵じゃないですか」 

 ベアトリーチェは本来これは宣言するつもりはなかった。しかし、これは伏線として提示し

ておかないと警告を貰う可能性があった。ベアトリーチェは苦悩の末、赤で宣言する事を選ん

だのだ。 

「一応私の推理としては、第４のゲームでの後半のバルコニーのシーン。あそこで仮説構築は

しています。戦人さんが自分の罪に心当たりがないと発言した後のシーンで、盤上の駒ベアト

さんと、メタ世界のプレイヤーベアトさんが会話をしているシーンがあります。ここから、私
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は元々駒はメタ世界を認識している可能性は考えていました。見逃しませんよこういう伏線は」 

「じゃ、じゃあわざわざ妾は赤で言わなくて良かったではないか！！」 

「ご愁傷様です」 

 ヱリカはベアトリーチェの悔しそうな顔を見て笑った。 

 ジャッジの存在は少なからずベアトリーチェとヱリカのゲームの進め方に影響を及ぼしてい

るようだった。 

 

 

 一同が右代宮家に到着し荷物をゲストハウスに置いた後、親達は本館の客間で何やら話をし

ているようだった。恐らく遺産問題の話し合いをしているのだろう。子供達はそれぞれが自由

に行動していた。 

 薔薇庭園がすっかり気に入った真里亞はさくたろうのぬいぐるみを連れて東屋に来ていた。 

 さくたろうのぬいぐるみ。過去に楼座により破壊された。しかし第４のゲームで縁寿の魔法

によって再び復活する。その経緯を経てベアトリーチェは以降のゲーム盤上ではさくたろうの

存在を『蘇った』と再定義し、ゲーム盤上に配置していた。 

 真里亞がさくたろうを膝元に抱え、その様子をヱリカが向かいで眺めていた。 

「さくたろうほら！ 右代宮家の薔薇庭園だよ」 

「真里亞さん、そのさくたろうという人形を随分と大切にしているようですが、何か思い入れ

のあるものなのですか？」 

「これはね、真里亞の大切な友達なの。でも昔ママにバラバラにされちゃったの……」 

 真里亞はポツポツと語り始めた。さくたろうは楼座が真里亞にプレゼントした手作りのぬい

ぐるみである事。そして過去に楼座によって引き裂かれたが、縁寿が魔法で復活させてくれた

こと。真里亞は嬉しそうにその時の事を詳しくヱリカに語った。 

「……じゃあ、そのさくたろうは魔法で蘇ったオリジナルのものだという事ですか」 

「うん。縁寿が蘇らせてくれたの」 

 ヱリカにとって楼座という人物の印象はあまりいいものではなかった。子供をヒステリック

にしかりつける傾向があり、子供の事をあまり大事には思っていない印象。いや、邪魔に思っ

ているフシすらあると感じていた。 

 そんな楼座がわざわざ手作りのぬいぐるみなんかを用意するだろうか。もしかして元々楼座

が用意していたのは、手作りではなく市販品だったのでは。 

 ヱリカは真里亞の話を聞いてそう感じた。 

「真里亞さんは、そのさくたろうのぬいぐるみが、本当に楼座さんの手作りだと思いますか？」 

 ヱリカは別に真里亞に対して真実を突き付けようと思ってそう聞いたのではなかった。真里

亞が本物だと思って大切にしているのならば、それをわざわざ壊す必要などない。ヱリカは、
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真里亞が本当に本心からそう思っているのかが知りたかったのだ。真実に本当に気付いていな

いのか。 

 ヱリカの言葉を聞いて真里亞はしばし無言になる。さくたろうの頬を両手でキュッとつねり、

横に引き延ばしたりしていた。 

「……ヱリカはどうしてそんな事を聞くの？」 

 真里亞がヱリカの目を真っすぐに見つめる。 

「真里亞さんはベアトリーチェさんとお友達なんでしょう？ 真里亞さんは魔女見習いだと。

私は魔法に関しては素人ですが、ロジックに関する事には非常に興味があるんです。真里亞さ

んはさくたろうが蘇った事で幸せを感じていますよね？」 

「うん」 

「ふむ。それは楼座さんの手作りのぬいぐるみが蘇ったからでしょうが、私は純粋に真里亞さ

んがそう思えたのか、という点が疑問なんです」 

 真里亞はヱリカから視線をそらし、薔薇庭園の方を眺めていた。無言が続く。しかしヱリカ

は真里亞をせかそうとはしなかった。 

「真里亞はね、幸せのカケラを見つける魔法が使えるの」 

「はい」 

「ママがお仕事で何日も帰ってこなくて、やっと帰って来たママを玄関までお迎えに行ったら、

熱海までの切符が出て来て。その時も真里亞はお仕事だって思ったんだよ」 

 真里亞がさくたろうを強く抱きしめ、少し苦しそうな表情を浮かべる。 

「こんな話をすると真里亞の事を馬鹿な子って思うかもしれないけど、真里亞だって分かって

る。本当はお仕事じゃなかったのかもしれないって。でも、真里亞にはどっちが真実なのか分

からない。だから、真里亞にとって大事なのは、どっちが真実なのかって事じゃないの。どち

らが真里亞にとって幸せかって事なの」 

 ヱリカは真里亞の本心に正直驚いていた。真里亞は簡単に騙されてしまう馬鹿な子なのだろ

うと正直思っていた。楼座の旅行の事も、母親が仕事だと言うからそれを信じただけの事だろ

うと。しかし、そうではなかったのだ。自分の置かれた境遇から自分自身の力で脱出する方法

を真里亞は知っていたのだ。 

「さくたろうの事も同じだよ。真里亞にとってはさくたろうが本当にママの手作りなのかどう

かっていう真実は大切じゃないの」 

 何故第６のゲームでキャンディーの魔法の真実を暴いてはいけなかったのか。それは、真里

亞が自分自身で『自分を幸せにするための解釈を選ぶ事』を不可能にしてしまうから。真里亞

は馬鹿じゃない。自分にとって都合の悪い真実も存在する事は分かっている。しかし、真実と

して確定できない事なら、真里亞にとって都合のいい真実も否定できない。それならば、真里

亞は自分の幸せのために、自分を幸せにするための選択を迷わず選ぶのだ。 
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 ヱリカは真里亞の精神的強さに驚き、そして少し切ない気持ちになった。 

 本当は本心では、さくたろうが手作りではなかったという真実の恐怖におびえているだろう

に。 

「真里亞さん。一つ推理をしてみたいと思います」 

「推理？」 

「ええ。真里亞さんにとってさくたろうは手作りなのか、そうではないのかが問題になってい

るわけです。要はそれは楼座さんの心がさくたろうという存在に宿っているのかどうかです。

そこを論点とするのならば、こういう解釈もできるのではないでしょうか」 

 ヱリカの話に興味を持った真里亞がヱリカに先を促す。 

「つまりですね。仮に楼座さんのプレゼントしたさくたろうが手作りではなかったのだとしま

しょう。市販品をプレゼントしただけだと。しかし、その市販品が楼座さんの会社から発売さ

れたものだったなら？」 

「えっ？ ママの……会社？」 

「楼座さんの会社は洋服を扱っている会社だったと思うのですが、真里亞さんへの想いを込め

て会社で製品として作ったのがそのさくたろうで、確かに市販品ですしいっぱいさくたろうは

あるのかもしれません。工場で量産されているのかもしれません。しかし、そのさくたろうに

は楼座さんから真里亞さんへの愛情が込められているんです。こういう解釈も可能ですよ？」 

 ヱリカの推理に真里亞は驚きの表情を浮かべる。そしてその表情がしだいに喜びに変わって

行った。 

「すごいヱリカ！ 真里亞そんな事考えた事もなかった！ ママの会社で……そうかもしれな

い……きっとそうだよ、うー！」 

 これで真里亞の中の可能性が広がった。さくたろうは量産品だった可能性。本当に手作りだ

った可能性。そして、楼座の会社が作った製品だった可能性。真里亞にとって幸せな解釈が増

えていく。それと比例して、真里亞自身の幸せも増えていくのだろう。 

「ヱリカはどうしてそんな解釈を思いつくの？ 真里亞本当はずっと怖かった。縁寿が蘇らせ

てくれた時は嬉しかったけど、後になって気付いたの。ベアトリーチェが蘇らせられなかった

という事は魔法じゃないってことだもん。それなら、縁寿のも魔法じゃないんじゃないかって

……」 

「私は探偵ですから常に仮説を複数持つ事を心がけています。真里亞さんも今後の人生で困難

に遭遇した時は、『考え続ける』というのを大切にしてください。どんな時も人生を切り開いて

くれるのは、考え続ける勇気なんです」 

「うー！ 約束するー！」 

「そろそろ寒くなって来ましたし戻りましょうか」 

 真里亞の中に一カケラの黄金色のピースを増やし、ヱリカと真里亞は薄暗くなってきた薔薇
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庭園を後にした。 

 その頃、ゲストハウスでは譲治と紗音が、二人の仲を朱志香と戦人に冷やかされて困ってい

る所だった。 

「いやぁ、まさか譲治のアニキと紗音ちゃんが付き合ってたとはなぁ！ ６年前はそんな雰囲

気はなかったと思うんだけど、やっぱり６年間の間に色々みんな変わっていってるなぁ」 

 譲治と紗音は共にこういうふうに話題にされるのはあまり好きではなかった。しかし、久し

ぶりに集まった従姉妹との再会だ。楽しい空気を壊したくないという思いもあり、何も言えな

いでいた。 

「は、はは……そうだね。そう言う意味ではお互い成長したのかもしれないね。戦人君は彼女

とかいないのかい？」 

 譲治は話題をそらそうと戦人の恋愛事情を尋ねたが、紗音はその譲治の何気ない言葉に内心

ではドキドキしていた。そして自己嫌悪に陥るのだった。 

 戦人の恋愛事情は朱志香も興味がある事だった。何しろこれだけ背が高くなり、見た目もそ

こそこカッコイイのだ。彼女がいると言われれば普通に納得がいく。 

「あたしも気になるぜ！ 戦人どうなんだよー！！」 

「はは、参ったぜ。矛先がこっちに向いちまった。いや、特定の彼女っていうのはいないぜ。

別に欲しくないって訳じゃねーけど、今は男友達と遊ぶ方が楽しいしな」 

「へぇ、戦人様はもてそうなのに」 

「そんな事ないぜ紗音ちゃん」 

 朱志香は紗音と譲治の恋仲を応援していた事もあり、二人の仲の進展具合はずっと気になっ

ていた。紗音に普段何気なく聞いてみても、はぐらかされるだけでいまいち要領を得ない。 

「譲治兄さんと紗音はさぁ、いずれ結婚するんだろ？」 

「そ、そんな朱志香お嬢様、結婚だなんて……」 

「またまたぁ、まぁ結婚するのかどうかは置いといて、譲治兄さんは結婚したら子供とかやっ

ぱいっぱい欲しいタイプ？」 

 それは本当に何気ない質問だった。その質問に紗音は心臓をナイフで刺されたような痛みを

感じていたが、それを表に出さないように冷静を装う。 

「そうだねぇ。いっぱい欲しいと言えばそうだけど、実は僕は元々そんなに子供にこだわって

はいないんだ。もし結婚する事があったら、二人の幸せの先に子供という存在があれば嬉しい

なってくらいで。本当に僕が欲しいのは結婚相手と幸せに暮らしていける事さ」 

「ひゅー！ 譲治のアニキはやっぱり人が出来てるなぁ。譲治のアニキと結婚する女性は幸せ

だぜ。なぁ、紗音ちゃん？」 

「もう、戦人様も朱志香お嬢様もからかわないでください……」 

 紗音が顔を真っ赤にして俯いてしまったので、朱志香と戦人はこれ以上この話をするのはや
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めたのだった。 

 従姉妹同士、そして小さいころ遊んだ紗音との時間は戦人達にとってとても楽しい時間だっ

た。たわいのない話題でも昔の記憶が蘇ってきて楽しい気分になる。 

 紗音はそんな空気にあてられ、いつの間にか自分の心の痛みの事なんか忘れていた。本当は

もっと心が痛むのだと思っていた。しかし、実際にこうして６年ぶりに会ってみると、戦人と

の事は紗音の中で過去の事になってしまったと自覚するのだった。 

 

 

「だからですよ……こういう紗音さんの恋の話はキッツイんですって！！ さっき私キッツイ

って言ったでしょう！！」 

 ヱリカの発言を実はベアトリーチェもクリスティも誤解をしていた。ヱリカの言うキッツイ

というのは『シーンが面白くない』だとか『こんな茶番を見せられても困る』という意味で言

っているのではなく、『動機を理解したからこそ、紗音の気持ちが分かってしまって精神的にき

つい』という意味で言っていた。しかし、二人はヱリカの言葉を罵倒だと受け取っていた。 

「なんだヱリカその態度は！！ 妾のゲーム盤における非常に重要なシーンであるぞ！！」 

「……？」 

 ヱリカはなぜベアトリーチェが怒っているのかが分からなかった。しばらくヱリカとベアト

リーチェは無言でにらみ合って、いや、にらんでいたのはベアトリーチェだけだったのだが。 

「と、とにかくですね。いくつか気になる描写がありました。駒の私と譲治さんが金字発言を

していますが、これは……従来ですと確かラムダデルタ卿が『ゲームマスターにしか使えない』

と発言していましたが、彼らは……」 

「あぁ、ヱリカ、彼らは今回はそういう意味合いで使っているのではない」 

 ベアトリーチェがそこで言葉を切って黙り込む。 

「それで？」 

 ヱリカが先を促すも、ベアトリーチェは先を語るつもりはないようだった。そして５分ほど

過ぎた頃だろうか。ジャッジクリスティはおもむろに剣を取り出し、それを素早く抜くとベア

トリーチェに突きつける。剣が空気を割く音が鳴り響いた。 

「ベアトリーチェに警告ッ！！ 伏線提示義務違反！！」 

 突然のクリスティの警告にベアトリーチェは面食らう。 

「なっ、妾は別にそんなつもりでは」 

 ベアトリーチェの反論を途中で遮りクリスティは有無を言わさず続きを語る。 

「あなたのゲームで過去に金字発言をしていたのはゲームマスターである戦人。そして第６の

ゲームの姉ベアトリーチェだったはず。彼らは金字発言をするだけの論理を理解していたから

こそ、その発言ができたのだと判断されています。今回金字発言をした駒のヱリカ、ならびに
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譲治両名、特に譲治に関しては金字発言をするだけの伏線提示がされていません。伏線を提示

しなさいッ！！」 

「いやいや、くっ、ジャッジシステムはもしかして妾にかなり不利なのではないか！？ まぁ

よい。ここに関してはそんなに重要な部分ではないのだ。先ほども言った通り、今回のゲーム

はゲーム盤世界の住人が妾達を認識しておる。ゲーム盤の駒達はあの世界単体で自己判断をし

ているのではないのだ。要はだな、単純にあの金字発言は、妾がヱリカと譲治の駒に言わせた

だけだ。つまりあれは妾が発言していると考えればよい」 

「へぇ。これは今までなかったケースですが……一応復唱要求をしておきます。ベアトリーチ

ェさんに復唱要求、駒ヱリカと譲治の金字発言はベアトリーチェさんが言わせたものであり、

真相を理解し、ゲームマスターの地位にいるという事ではない」 

「復唱に応じる。駒ヱリカと譲治の金字発言は妾が言わせたものであり、真相を理解し、ゲー

ムマスターの地位にいるという事ではない」 

「なるほどです」 

 ふむ。では問題となるのはベアトリーチェさんが彼らにわざわざ金字発言をさせた理由でし

ょうか。今回はジャッジがいますから、下手に伏線を提示せずに進めていくのは危険です。と

なると、これらの発言をさせる出題側の意図というのが存在することになります。 

 金字。黄金の真実とは以前のゲーム盤では『犯人側が結託してついている嘘』という意味が

ありましたが、今回はまだ事件が起こってませんからこれは違います。という事は、『真実を幻

想で包み込む思いやり』という方向の意味合いでしょうか。これは……言わばベアトリーチェ

さんのゲーム盤の根本的な重要な思想です。第８のゲーム盤も、アレ自体が言わば黄金の真実

の意味合いがあります。 

 今回のゲームは……魔法の思想が重要なゲーム……という事でしょうか。ふむ。事件がまだ

開始してませんから何とも言えませんが、一応気にとめておきますか。 

「どうしたヱリカ、そろそろ続きを始めるぞ」 

「あ、はい。どうぞどうぞ、ちょっと推理してただけですから」 

 

 

 六軒島に絵羽や留弗夫達が到着してから、彼らはずっと客間で遺産相続に関する話し合いを

していた。それも夕食の時刻になる頃には一旦中止する事になり、話し合いは夕食の後にも続

くようだった。どの兄弟もまとまった金ができるだけ早く欲しかった。そのために自分の仕事

を調整してわざわざこんな孤島にまでやってきたのだ。 

 休憩を挟んで、兄弟はそれぞれが自由に行動していた。楼座は真里亞にせがまれて、雨が降

り始めたというのに、薔薇庭園へと向かったようだった。 

 客間に残った霧江と留弗夫は何やらひそひそと言葉を交わしている。 
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 それぞれの時間を過ごし、やがて夕食の時刻となる。 

 夕食は郷田の作る肉中心のメニューのようだった。この夕食の時間がおそらく、兄弟達にと

ってやっと一息つける時間だったにちがいない。食事が終われば再び話し合いが始まるのだ。 

「うー？ みんなもう食べ終わった？ 食べ終わった？」 

 真里亞が譲治に食事が終わったのかどうかを確認する。 

「ん？ あぁ、そうだね。もうみんな食べ終わったんじゃないかな」 

 真里亞がそれを聞くと、真里亞は嬉しそうに手下げから何かを取り出した。真里亞が取りだ

したものが仄かに光る。それは……黄金色の薔薇だった。 

「みんなホラ、黄金の薔薇！ 綺麗でしょ？ 綺麗でしょ？」 

 食事が終わり談笑していた一同が真里亞の持つ黄金の薔薇に注目する。それは……確かに黄

金の薔薇だった。 

「真里亞ちゃん……それは？」 

 夏妃の問いかけに真里亞はあっけらかんと言う。 

「ベアトリーチェにもらったの！ これは真里亞のだけど、みんなにって手紙も預かってるの」 

「手紙？ ベアトリーチェ？ 一体何だねこれは」 

 蔵臼が怪訝な表情で真里亞を見つめる。そして楼座に視線を移し、楼座をギョロっと睨みつ

ける。 

「これは楼座の仕業かね？」 

「い、いや私じゃないわ。さっき薔薇庭園に行ったんだけど、私は雨が降ってたから先に戻っ

て来たのよ。真里亞この薔薇は……」 

「こっちのお手紙は、ベアトリーチェがみんなにって」 

 真里亞が取りだしたのは、右代宮家の家紋である片翼の鷲が描かれた封筒だった。よく見る

と赤黒い蝋で封がされている。 

「それは金蔵さんの……！！」 

 南條の声に一同が一斉に真里亞の持つ封筒に注目する。 

 真里亞は手紙の封を破り、中の手紙を皆に向けて読みあげていった。 

「六軒島へようこそ、右代宮家の皆様方……」 

 ヱリカは一族が集まる夕食に同席させてもらっていた。末席で食事をしながら、一同の様子

をずっと観察し、何かを考え込んでいるようだった。 

「へぇ……黄金の薔薇ですか。この展開は初めてですね」 

 ヱリカは黄金の薔薇を興味深そうに見つめる。 

 真里亞が手紙を読み終えるのを待って、ヱリカは真里亞に声をかけようと思っていた。しか

し、親族の大人達が、真里亞が読み聞かせた手紙の内容に驚き、その手紙を渡せと真里亞をも

みくちゃにし始めたのだ。 
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 結局真里亞は泣きだしてしまった。子供達はゲストハウスに行くように言われ、ヱリカは戦

人達と一緒に食堂を出て行くのだった。 

「真里亞さん真里亞さん」 

 ヱリカの顔を真里亞が泣き腫らした目で見つめてくる。 

「ヱリカ……」 

「おーよしよし。怖かったですね」 

 ヱリカと真里亞は昼間に二人で過ごした時間のおかげか、仲が良くなったようだった。真里

亞にさくたろうに関する推理を聞かせたのが、真里亞にとってはとても嬉しかったらしい。 

 ヱリカはしばらく真里亞を抱きしめて、背中をポンポンと軽く叩いていた。次第に真里亞の

機嫌も直って来たようだった。 

「真里亞さん、先ほどの黄金の薔薇をもう一度見せてくれませんか？」 

「うー、ヱリカはあの薔薇をもう一度見たい？」 

「ええ。是非もう一度拝見したいものです」 

「うー、ヱリカならいいよ。はい」 

 真里亞がヱリカに手渡した薔薇は、黄色の薔薇だった。 

「おやっ？ 先ほど食堂で見た時は確かに黄金色に見えたんですが……ふむ。これは」 

 しばらくヱリカは薔薇を観察していた。満足して真里亞に返したのだが、真里亞は薔薇の色

に特別何も感じないようで、真里亞が元々黄色い薔薇をもらっただけだったのだと結論付けた

のだった。 

 

 夜の薔薇庭園の東屋には紗音と譲治がいた。譲治はゲストハウスを途中で抜け出し、紗音も

仕事の合間に時間を作ってやって来たのだ。 

「夜の薔薇庭園はさすがに薄暗くてよく見えないね」 

「ええ、明るい時は綺麗なんですけど」 

 今頃大人達は遺産相続の話をやっているのだろう。戦人や朱志香はずっと真里亞の相手をし

ていた。歳が離れてはいるものの、久しぶりに会った従姉妹同士だ。楽しい時間を過ごしてい

るはずだ。 

「譲治さんは……本当は子供好きですよね」 

「なんだい急に」 

 紗音は本当は気付いていた。譲治は子供にはこだわっていないと言っていたけれど、本当は

いっぱい欲しいのだと。譲治と付き合い始めて、譲治の事を知っていくうちに、彼は子供が好

きなんだと知った。だから、紗音は昼間の譲治の言葉が嘘なのだとすぐに分かったのだ。 

「本当はいっぱい子供欲しい……んじゃないかと思って」 

「はは。かなわないな。まぁ欲しくないと言えば嘘になる。欲しいとは思うよ。でも昼間言っ
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たのは別に嘘じゃないよ。結局子供っていうのは優先順位としては１番じゃないんだ。僕にと

って大事なのは優先順位１位のものを手に入れる事で、２位以降のものではないんだよ」 

「譲治さん……」 

「だから、僕は基本的には君と過ごしていけたら、それだけで満足だよ。まぁ幸せをどんどん

プラスしていけるのなら、子供もいっぱい欲しいけどね」 

 おそらく譲治は本心で言っているのだろうと紗音は感じた。それは一見すると紗音にとって

聞こえのいい言葉に見えるかもしれない。しかし、紗音はそうは思っていなかった。 

 子供が欲しくないのではなく、積極的に望んではいないだけ。普通に考えれば結婚すればそ

のうち自然に妊娠して子供が出来るんだろう、というのが男の感じ方だろう。だから譲治は言

葉では積極的に望まないような事を言っても、結局それは『いずれは欲しい』という事なのだ。 

 紗音は譲治の言葉に何も返す事ができなかった。 

 結局自分は、彼の子供を産む事はできない体で。 

きっと打ち明けたら譲治は紗音を受け入れてはくれるんだろう。しかし、それは紗音にとっ

ては、譲治の優しさに甘えて、譲治の人生の中の色々な楽しみの中の一つを奪ってしまう事だ

った。譲治の子供を産んであげられない。それは紗音にとって、とても辛い事だったのだ。 

 私なんかが譲治様のような素敵な男性と結婚するなんて許されるのか。そんな考えが紗音の

頭から離れない。 

「僕が一番悲しい事があるとすれば、君と結婚出来ない未来が存在してしまった時……かな。

僕は元々恋愛が得意な訳じゃない。だから僕なりに今まで紗代を愛してきたつもりだ。付き合

い始めた頃よりも今の方が色んな蓄積が二人の間にあると思う。だから、僕はその蓄積をこの

先もずっと、死ぬまで増やしていきたい。紗代が僕と結婚してよかったと思えるように」 

「じょ、譲治さん……！！」 

 譲治は紗代から顔を反らしながらそう語った。きっと恥ずかしくて顔を見られたくないのだ

ろう。 

 譲治はポケットから何やらゴソゴソと取り出し、紗代の前にそれを出した。 

「譲治さん……これ……」 

 それは婚約指輪だった。 

「君だけいればいい。本当だ。僕と……結婚してくれるかい……？」 

 あぁ。きっとこの瞬間のために私の人生はあったのかもしれない。紗代は指輪を見つめなが

らそう感じた。悲しい事もあった。自分の出自を呪った事もあった。でも彼がこの先の人生ず

っと私のそばにいてくれるのなら、それは何て幸せな人生なんだろう。私の人生はたった今…

…報われたのかもしれない。 

 そんな想いで心をいっぱいに満たし、紗代は震える声で返事をするのだった。 

「は、はい。私もきっと譲治さんを幸せにしてみせます……！！」 
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「うん。二人で幸せになろう。紗代」 

 二人はしばらくの間見つめ合っていた。お互い断られる事は想像していなかったが、結婚と

いう人生の区切りを選択するのは大きな勇気と決断がいる。それを自分の意志で選択して初め

てそれは『選択』となる。そして決断する前と後では心のあり方が違うのだ。 

「あ、紗代見てごらん。薔薇庭園の方、ほら」 

 譲治の指さす方を紗代が見ると、薔薇庭園の中に仄かに光るものがあった。 

「あれは……真里亞ちゃんが持っていた黄金の薔薇と同じものかな」 

 紗代と譲治は二人で近くまで歩いて行った。花壇の薔薇の中に、たしかに黄金の薔薇が一輪

咲いていた。 

 それは真実の悲しみを優しさで包み込む幻想の薔薇。 

 黄金の薔薇は二人を見守るように輝きを放つ。二人が引き裂かれるその時まで……。 

 

 郷田は夕食の片づけを終え、その日の仕事を終わらせてから使用人控え室でウトウトしてい

たはずだった。郷田が意識を取り戻した時、その薄暗さに違和感を感じながら、辺りを見回す

と、そこはどうも使用人控え室ではないようだった。 

「む……？ ここはどこであるか」 

 郷田のすぐそばから金蔵の声が聞こえてきた。 

 郷田が目を凝らしながらよく見ると、どうもそこは礼拝堂のようだった。 

「何で私はここに……」 

 郷田は礼拝堂に来た覚えはなかった。 

「うん……姉さん、ここは」 

「その声は……嘉音君？」 

 どうやら複数の人間が礼拝堂にいるようだった。 

 礼拝堂の照明は何故か点いたり消えたりを繰り返し、六軒島に近付いている台風が礼拝堂の

窓ガラスを打ちつけ、カタカタと音を鳴らしていた。 

 礼拝堂にいたのは金蔵、郷田、熊沢、紗音、嘉音、源次の６名のようで、いずれも自分がな

ぜここにいるのかを把握できていない。 

 郷田は金蔵をマジマジと見つめた。他の使用人は金蔵の書斎に出入りし、金蔵には定期的に

会っていたようだが、郷田は右代宮家の使用人としては他の使用人よりも日が浅い。そのため、

金蔵を目にする機会を郷田は与えられなかったのだ。 

「なぜ私がここにいるのだ！！ 源次！！」 

 金蔵の怒声が礼拝堂に響き渡る。源次は礼拝堂の扉を何やらガタガタとやり、そして皆の所

へ戻って来た。 

「どうやら、閉じ込められたようでございます」 
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「閉じ込められただと？ この右代宮金蔵を閉じ込めおったのか！！」 

「礼拝堂の扉は中から開ける事は普通にできるのですが、何故か開きません。外に何かつっか

え棒のようなものを置いているのかもしれません」 

「この寒いのに閉じ込めるだなんて、あんまりでございます！ 一体誰が……」 

 熊沢が身震いをしながら窓から外の様子をうかがう。しかし、窓から見える景色は真っ暗な

雑木林が見えるだけだった。 

「嘉音君……これって」 

 紗音は嘉音に何かを察して語りかける。 

「うん。儀式が始まったのかもしれない」 

「そんな……まさか第一の晩に選ばれるだなんて……」 

 先ほどやっと自分の人生が報われた紗音。しかし皮肉にも自分が悪魔のルーレットの最初の

晩の犠牲者に選ばれたらしい事を悟り、紗音はその自分の運命に……絶望した。 

「こんなの……碑文が解かれたってもう関係ないじゃない……ベアトリーチェ様はずるい……」 

 気が付くと礼拝堂には黄金蝶があちこちに飛び交っていた。本来それは綺麗だと感じる存在

なのかもしれない。しかし、深夜の礼拝堂に閉じ込められ、台風のゴウゴウという音の中、そ

れはとても異様な存在に見えるのだった。 

「私は分かっておるぞ！ ベアトリーチェ！！」 

 金蔵が礼拝堂の前方に向かってそう叫ぶ。 

「フフフフ、アハハハハハ……」 

 すると礼拝堂に不気味が笑い声が響き渡る。それは……どこか聞き覚えのある声だった。黄

金蝶と不気味な笑い声が礼拝堂を包む中……それは突如として現れたのだった。 

「アハハハ、フフフフフ」 

 礼拝堂に突如として現れたのは二人の山羊の頭をした従者だった。その山羊の従者達はそれ

ぞれが手にライフルを持っていた。 

「皆殺し……皆殺し……」 

 山羊の従者がブツブツと呟く。その声は……何故か……留弗夫と霧江の声にそっくりだった。 

「待て。山羊共よ」 

 礼拝堂に女性の声が響き渡る。山羊の従者はその声を聞くとライフルを下げ、目の前の獲物

を食いちぎるのをぐっと我慢する。 

 山羊の従者の後方に数百匹の黄金蝶が集い、それはやがて人の形を作って行く。 

「ベ、ベアトリーチェ様……」 

 紗音は最初から分かっていた。これがベアトリーチェの仕業なのだという事を。思い返せば

第３のゲームの時もそうだった。第一の晩に殺され、その後碑文が解かれる。碑文が解かれる

という奇跡は紗音が何よりも望んでいた事だった。 
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 それは紗音の未来を切り開くために必要な事だったから。譲治と一緒に生きていける権利を

紗音は勝ち取ったはずだった。しかし……皮肉にも碑文が解かれたのは、紗音が死亡した後だ

ったのだ。 

 結局。どんなに自分の恋が上手くいこうと８６年の１０月４日５日の親族会議で紗音の恋は

終わりを告げる。それが今までのゲームだった。譲治にプロポーズされるのが、紗音が望める

精一杯の幸せだったのだ……。 

「妾は黄金の魔女ベアトリーチェである。そなたら６名は最初の生贄に決まった」 

 金髪碧眼のドレス姿の魔女が６人の前に姿を現す。それは……右代宮家の魔女の肖像画そっ

くりな姿をしていた。 

「ひ、ひぃぃぃぃぃ！！ そんなぁ、私達が生贄だなんて、それはあんまりでございます……」 

 熊沢もまた自分が犠牲者に選ばれるとは思っていなかったのだ。郷田は目の前で起こってい

る事が信じられず、腰を抜かしてへたりこんでいた。 

 郷田とベアトリーチェの目が合う。ベアトリーチェはしばらく郷田を見つめると、山羊に向

かって手で何かの合図を送った。 

 その瞬間。パーンという破裂音が礼拝堂に響いた。 

「がぁッ！！」 

 山羊の従者のライフルから放たれた弾丸が金蔵の頭部に命中する。金蔵は一瞬で命を絶たれ、

金蔵の体は礼拝堂の床に勢いよく倒れていった。 

「ひぃぃぃぃいいい！！」  

 郷田と熊沢の悲鳴がうるさかったのか、ベアトリーチェは今度は山羊の従者に郷田と熊沢を

殺すように命じる。 

「皆殺し……今夜中に皆殺し……」 

 山羊の従者はブツブツとそう語りながらライフルの引き金を引く。放たれた弾丸は郷田の左

胸と熊沢の側頭部に命中した。 

「うぐっ！！」 

 郷田と熊沢があまりにもあっけなく絶命した。 

「これで少しは静かになったか。妾は紗音に話がある。他の者は口を開く事を禁じる」 

 ベアトリーチェは低い声でそう淡々と語る。 

 名指しされた紗音はおずおずとベアトリーチェの前に出る。嘉音が紗音の腕を掴んで首を横

に振る。しかし、紗音は嘉音にコクリと頷いて嘉音を制した。 

「ベアトリーチェ様……なぜ私を第一の晩に選んだのですか」 

「ルーレットはランダムに決めておる。特に理由などない」 

「嘘ッ！！ ベアトリーチェ様は悪魔のルーレットで……」 

 紗音は自分が言ってはいけない事を口走りそうになっている事に気づき、その先をぐっと飲
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み込む。 

 しかし……ベアトリーチェは紗音が何を言いかけたのか、分かっているようだった。 

「紗音。そなた譲治のプロポーズを受けたな。なぜその場で返事をした？」 

「……」 

 紗音は俯いていた。 

 そう。本当はあのプロポーズの返事は親族会議が終わってからしなくてはならなかった。そ

うでないと彼女達の運命が紗音の結婚によって確定してしまうから。それは……絶対にやって

はいけない事だった。 

「妾は前からずっと思っていたのだ。そなたは辛い事から逃げ、そして幸せは自分だけが独占

しようとする。そなたは卑怯者だ。そなたの育ててきた恋は確かに実る寸前かもしれない。し

かし、それはそなたが犠牲にしてきたもの、そして捨て去ったものと引き換えに手に入れたも

のだ。自分の苦痛を肩代わりしてくれた存在に感謝の念もないのか。そなたは」 

 ベアトリーチェの声に怒気が籠る。 

「わ、私は……」 

 紗音は何かを言い返したかった。しかし言葉が出てこなかった。自分の人生が辛いものだっ

たから、あの時の幸せをどうしても逃したくなかった。それだけだった。しかし、その辛い人

生は紗音だけがそうだったのではないのだ……。だから。それはいい訳には使えない。 

「そなたは自分と譲治の恋の話になると、必ず嘉音に朱志香との恋の話を聞き、まるで自分が

公平な立場にいるかのように振る舞うな。そなたがそうする度に嘉音がどれだけの苦痛を味わ

っていたと思う」 

 ベアトリーチェの言葉に嘉音がすかさず割って入る。 

「僕は苦痛なんて感じていない！！ 姉さんの事を悪く言うのはやめろベアトリーチェ！！」 

「紗音以外口を開くなと言ったぞ」 

 その瞬間……山羊の従者が嘉音の頭部をライフルで撃ち抜いた。嘉音は……あまりにもあっ

けなく、その生命の灯を……消した。嘉音の目から光が消える。頭部から流れ落ちる血が礼拝

堂の床を赤く染めて行く。 

「か、嘉音君！！ うわああああぁぁぁぁ！！」 

 紗音は嘉音の死を目のあたりにして絶叫する。長年ずっと紗音を支えてくれていた弟のよう

な存在だった。どんな時も紗音を優先していた。そんな彼の事が愛おしくて、彼にも幸せにな

って欲しいと思ったのは真実だった。 

 だけど。それが紗音達には許されていなくて。家具は恋愛なんてできないのだと自覚して生

きて行くしかなくて。嘉音が朱志香との恋愛を諦めると言った時、紗音はほんの少し、自分の

未来の可能性が上がった気がして、そんな事を思ってしまった自分が大っきらいになった。 

「ベアトリーチェ様の言う通りです……私は……卑怯者でした……」 
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「そなたは譲治だけを愛しておる。だからプロポーズを素直に受け入れる事ができたのだ。そ

なたが昔預けた別の恋の芽を今そなたの心に戻そう。かつての恋の芽を自分の中に戻されてな

お、そなたは譲治だけを愛せるか？ あぁ？ なぁ紗音？ 愛せるのかよぉおおおおお！！」 

「そ、そんなベアトリーチェ様……それだけはお許しください！！ それだけは！！」 

 ベアトリーチェが両手を上に掲げる。そしてブツブツと何か呪文のようなものを口走る。す

ると……ベアトリーチェの心臓部分から黄金色に光る薔薇が現れた。それは温かで近寄るだけ

で楽しい気分になるような、そんな不思議な力を持った薔薇。 

「さぁ、紗音。これを今からそなたの中に戻す。背負うべきものを忘れ、自分の幸せだけを追

い求める醜い自分を、もう一度見つめ直すが良いッ！！」 

「お許しくださいベアトリーチェ様！！ それだけは！！ 私に戻さないでぇえぇええぇ

え！！」 

 紗音の絶叫が礼拝堂に響き渡る。かつての地獄の再来を予感した……悲しみの咆哮。 

 黄金の薔薇が紗音の心臓にゆっくりゆっくりと入って行った。紗音の絶叫とは裏腹に、黄金

の薔薇は温かな幸せに包み込むような、そんな感覚を紗音の肉体に宿らせていく。 

「あ……あ…！！」 

 紗音が固まる。地面に額を当てて、必死に自分の中の領域を守ろうとしていた。 

 それは紗音と譲治が二人で育んできた領域。そこに、黄金の薔薇は浸食していった。 

 紗音の脳裏に譲治ではない、もう一人の男性の顔が浮かぶ。紗音に優しく笑いかけてくれる

その男性。紗音の心に、その男性への愛が広がって行く。譲治と育んだ領域を侵食しながら。 

「やめて！！ もう……私の中に入ってこないでください……！！」 

「紗音。そなたを第一の晩の生贄から外してやっても良い。そのまま親族会議を最後まで楽し

んでみるのも一興というもの」 

 ベアトリーチェのその提案に紗音は恐怖でいっぱいになる。 

 ６年前のあの日からずっと悩み続けて。やっとかつての恋に決着をつけて。新しい恋に生き

ようと自分なりに頑張って来た。今更もうあんな地獄には戻りたくない。そして、今の自分を

譲治には絶対に見られたくない……。 

 そう思った時…………紗音はベアトリーチェに静かに……告げた。 

「殺してください……もう殺してください。そして、お願いですからこのかつての恋の芽を…

…私から取り除いてください……！！ お願いです、取り除いてくれたら……私はもう何も望

みませんから。譲治さんだけを……愛させてください……お願いです……」 

 紗音の顔は涙でぐしゃぐしゃになっていた。自分の中の絶対に犯されたくない領域。そこだ

けは、例え自分が死ぬのだとしても守り抜きたかったのだ。 

 ベアトリーチェが紗音に向かって魔力を込めた黄金蝶を解き放つ。黄金蝶は紗音の周りをゆ

らりゆらりと旋回しはじめた。すると、紗音の体が黄金色の光に包み込まれていく。 
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 紗音の体から黄金色の薔薇が……抜き取られていく。紗音の体から離れたそれは、ベアトリ

ーチェの体の中へと戻っていった。 

「何か言い残す事はあるか」 

 紗音は無言で顔を横に振る。 

 ベアトリーチェは山羊の従者に合図を送る。山羊の従者は紗音の頭部をライフルで狙う。そ

して弾丸が放たれた。 

 しかし、放たれた弾丸は紗音の前で何かに弾かれ、地面にポトリと落ちた。 

「源次……貴様……！！」 

 源次の回りを黄金色の障壁が覆っていた。 

「差し出がましいようですが、この源次一言言わせていただきます。紗音の人生は……元を正

せば右代宮家の……いえ。私の責任でございます。右代宮家に仕える使用人として紗音は立派

にやっていました。そこでやっと掴んだ幸せ。私は……」 

「不快である」 

 源次がベアトリーチェに語りかけていた途中で、ベアトリーチェは山羊の従者に再び合図を

送る。そしてベアトリーチェは山羊の従者の持つライフルに何かの魔法を込めるように、手を

かざした。 

 ドォォォォオン！！ 

 ライフルから、先ほどまでとは比べ物にならないくらいの大きな音が鳴り響く。ライフルか

ら放たれた弾丸は黄金色の光を放ち、源次の障壁をいとも容易く撃ち抜いた。 

 弾丸は源次の左胸を貫き、そして源次の後ろにいた紗音の頭部を撃ち抜いた。 

 源次がバタリと床に倒れ込む。 

 紗音は……幸せそうに笑っていた。それは……最後の瞬間に譲治への愛だけで満たされたか

らだろうか。死んでも守りたかったそれを、紗音は最後の瞬間に取り戻せたのだ……。 

 ベアトリーチェは６名の死体を眺め、ペッと唾を吐き捨てた。 

「姿を見るだけでも不愉快だ。こやつらの死体は妾自らが火葬にしてくれよう」 

 ベアトリーチェは６人の死体の真下から地獄の業火を呼び寄せる。 

 人間が燃える異様な匂いで礼拝堂は満たされていった。それがかつては人間であった事など

分からないくらい、地獄の業火は死体をしつこくしつこく焼きつくしていった。 

 残ったのは６名の黒こげ死体。 

「皆殺し……あと何人？ 皆殺し……皆殺し……証拠隠滅……」 

 留弗夫と霧江の声で、二人の山羊の従者はブツブツと語る。 

「第一の晩はこれくらいでよい。戻るぞ山羊共」 

 ベアトリーチェは紗音の死体をもう一度見つめ、そして小さく呟いた。 

「すまぬ。紗音……」 
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 六軒島が台風に飲み込まれていく。夜から深夜にかけて風が段々強くなっているようだった。 

 そんな台風に飲まれた六軒島。１０月４日から日付が５日に変わろうとしていた。 

 

 

「４日がようやく終わりましたか。いくつか非常に気になる点がありますねぇ」 

 ベアトリーチェとヱリカは紅茶を飲みながらゲーム盤の進行をずっと見守っていた。まだト

リックや犯人について推理をする段階ではないので、ベアトリーチェとしては、てっきりヱリ

カはそれほど真剣に見ないのではないか、と思っていたのだが、予想に反してヱリカは真剣に

ゲーム盤の進行を細かく確認しているようだった。 

「一つ。ベアトリーチェさんに言っておきたい事があります。まずは親族会議の４日、私はか

なり楽しませてもらいました」 

「ほう。まだ事件は……まぁ前哨戦は最後にあったものの、まだ始まっておらぬというのに。

妾はてっきりそれほど真剣には見ないのではないかと思っておったぞ」 

「そういうゲーム盤の鑑賞のしかたをするのは３流の探偵です。私はミステリーの世界では、

出題者は意味の無い描写なんか入れないと考えています。全ての描写が意図して配置されてい

るパズルのピースであるはずです。そういう意味では、このゲーム盤の核というのはだいたい

察しがつきました。ただ……それを描く理由がよく分かりませんが」 

「ミステリーの世界では、とそなたは言ったが、妾のゲーム盤はミステリーとは一言も言って

おらぬぞ」 

「あぁ、いえ。そういう細かい意味でのミステリーではなくて、大きなくくりとしては、ベア

トリーチェさんのゲーム盤はミステリーのカテゴリーに入るんです。事件が起こり謎が出題さ

れる。その真相が仮にファンタジーな理屈だったのだとしても、それはたいした意味はないん

です。私に言わせれば」 

 ヱリカはゲーム盤を鑑賞しながら、紗音や嘉音の恋愛に関する部分はそれほど重要とは思わ

なかった。ホワイダニットを既に解いたと自負しているヱリカにとって、あれはもう答えをそ

のまま語っているようなものであり、『ヱリカの推理は正解でした』と告げられたようなものだ

ったのだ。 

 しかし、それ以外に今回かなり重点を置かれて描写されていた黄金の真実に関する描写の存

在はヱリカを困惑させていた。 

「……黄金の薔薇……」 

 ふぅむ。これは……黄金というキーワードは、ベアトリーチェさんのゲーム盤ではかなり重

要だと考えます。第５のゲームで戦人さんがゲームマスターになった際に、黄金の光に包まれ

る、という描写がありました。黄金とは黄金の真実の事であり、魔法の思想に通じるものでし

ょう。 
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 黄金の真実は大きく２つの意味合いがあると思われます。一つは、ゲーム盤上で犯人と共犯

者が結託して吐いている嘘の事。これを黄金の真実と言います。 

 ベアトリーチェさんのゲーム盤ではむしろ２つ目の方が重要でしょうが、黄金の真実とは言

わば脚色された幻想の事です。表裏一体のこの思想はゲーム盤の核とも言えるでしょう。ある

事象に対する真実が存在すると仮定します。この真実が A という人物を傷つける真実である場

合、B という人物はこの真実を A に教えずに、嘘の解釈を伝えます。端的な言い方をすれば『優

しい嘘』ですか。ベアトリーチェさんのゲーム盤ではこれの事を黄金の魔法と言うわけです。 

 今回ゲーム盤上の駒の私が真里亞さんに語ったさくたろうに関する金字発言。あれが金字で

出たという事は、あれは事実としては嘘なわけです。実際は楼座さんは本当にその辺で市販品

を買っただけでしょう。しかし、あの場で重要なのは、駒の私は真里亞さんの事を思って、あ

えてあの解釈を語っている、という事です。譲治さんの金字も同じでしょう。真実としては譲

治さんは子供が欲しいんです。しかし、あえて欲しくないと発言しています。 

「今回のゲームは……魔法の思想が重要になる、というのは理解しましたが、不可解なのは夕

食時に、駒の私が真里亞さんの黄金の薔薇を確認しているという事です」 

「そなたは夕食の後にその薔薇を『黄色』だと確認しておる。ノックス第９条。観測者は自分

の判断・解釈を主張することが許される。ヱリカは黄色の薔薇を黄金色だと誤認しただけかも

しれぬぞ」 

「いえ。根本的にそういう部分に悩んでいるのではありません。私が考えているのは、なぜあ

のシーンで『黄金』というキーワードが出たのか、という点です。探偵の推理の鉄則、出題者

が意味の無い描写を入れると思うな、です」 

 ヱリカはあのシーンの黄金の薔薇に何かの意図があると考えていた。その推理を聞いたベア

トリーチェの額に冷や汗が浮かぶ。 

「おやっ？ ベアトリーチェさん汗かいてませんか？」 

「これはこの部屋が暑いから出た汗だ！！」 

「別に暑くないですけど……」 

 ベアトリーチェが落ち着かずソワソワし始める。それを気にせずにヱリカは推理を続ける。 

「薔薇、というのはベアトリーチェさんのゲーム盤の象徴だったと私は思います。今回は無か

ったようですが、毎回真里亞さんが薔薇が無いって泣き叫ぶでしょう？ あのシーンが始まる

と、いよいよ事件開始って感じでしたからね。…………譲治さんと紗音さんが夜の薔薇庭園で

見た黄金の薔薇。ここがよく分かりません。このシーンにも黄金、という意図がなにかしら込

められてはいるのでしょうが、そこがどうもよく分かりません」 

「……」 

 ベアトリーチェは無言でヱリカの推理を聞いていた。 

「あのシーンのどここかに嘘が描写されている……？ いや、あのシーン丸ごとですか？」 
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 ベアトリーチェはヱリカの推理に、さすがに無言を貫く事が出来なくなる。 

「４日の夜に薔薇庭園で紗音と譲治は会っている。そして譲治がプロポーズをしている」 

 ヱリカはベアトリーチェがすかさず赤で切り返して来た事が不思議だった。なぜこんなシー

ンの事で赤を使用する必要があるのか。あのシーンが丸ごと嘘ではないという赤の提示。 

 という事は意味があって描写しているシーンだという事だ。 

 ヱリカが横目でクリスティの様子を窺う。そう。今回はジャッジがいる関係上、謎を解くた

めの伏線配置義務がかつてのゲーム盤よりもかなり厳しくなっている。ベアトリーチェとして

は、これは……伏線の提示として入れた描写なのだとも考えられる。 

「という事はですよ……譲治はプロポーズをしたが……紗音さんは……」 

 ヱリカの脳内で別パターンの物語を想像してみる。譲治がプロポーズをする。紗音はゲーム

盤上では受けたが、実際は断る……いや、断りはしないだろう。返事を保留したとする。あと

でお返事します、とかなんとか。そうなると、あのシーンで描かれたような幸せは生まれない

はずだ。プロポーズを受けた幸せはあるだろうが、二人が結ばれ心で繋がったかのような、そ

こまでの幸せはない。それならば……あのシーンにおける黄金の意味は……。 

「なるほどです。こちらのシーンに関してはおおよそ意味が把握できました。問題は夕食時の

方です」 

「いいや！ ヱリカ！！ そなたまだ分かっておらぬかもしれんぞ！！ もう少し推理をして

みたらどうだ。そんなに簡単に結論を急ぐべきではないぞ」 

 ベアトリーチェがヱリカに早口でまくし立てる。 

「いや、いいんです。私の中で納得いったので」 

「そうであるか……」 

 ベアトリーチェは何故かしょんぼりしていた。 

「ベアトリーチェさん、黄金郷での暮らしで何だか性格丸くなってませんか？ 礼拝堂のシー

ンのベアトリーチェさんが私のかつてのイメージなんですが……」 

「まぁ日々幸せだからなぁ」 

「聞くんじゃありませんでした！！」 

 このままノロケ話を始められてはかなわない。ヱリカはベアトリーチェにゲーム盤の続きを

やるように要請するのだった。 

 

 

 親族会議５日の朝。皆がまだ寝静まっている時間帯。 

 この時間帯に本来郷田や熊沢などの使用人が朝食の準備を始める。しかし、この日の朝はど

うも様子が変だった。夏妃は親族会議の２日目という事もあり、いつもより早く起床し、厨房

の様子を確認にいった。しかし本来郷田や熊沢などの使用人が忙しくバタバタと動き回ってい
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なければいけないはずなのに、厨房には誰もいなかったのだ。 

「変ですね。寝坊しているのでしょうか」 

 しかし使用人全員が寝坊するというのも妙な話だ。 

 夏妃はとりあえず蔵臼に報告しようと蔵臼の部屋に向かう途中、何気なく客間に立ち寄った。

もしかしてここに居はしないか、と思ったからだ。 

 客間には古戸ヱリカがポツンと立っていて、何か紙のようなものを握りしめている。 

「おや、ヱリカさんもう起きてたのですか」 

 夏妃の問いかけにヱリカはニコリと笑って応える。 

「夏妃さん、客間にこのようなものが落ちていました。私は殺人事件でも起きてやしないかと

思って屋敷の探索をしていたところなんですが、どうも何かが起こったようですよ？」 

 ヱリカが不吉な言葉を発する。夏妃はそれを不快に思いながらも、特に咎める事なく、ヱリ

カの持つ紙を覗きこむ。 

 そこには赤い塗料のようなもので『礼拝堂』と書かれていた。 

「夏妃さん、これは血です。塗料ではなく」 

「何ですって？ 血……ですか？ ……何か嫌な予感がします。先ほど厨房に行ったのですが、

朝食の準備をしているはずの郷田達使用人がいませんでした。様子がおかしいと思い、今主人

に報告に行こうと思っていたのですが……」 

「夏妃さん、報告はとりあえず後にして、今は礼拝堂に行ってみましょう」 

 ヱリカの提案に夏妃はしばし考え込み、そしてやがてそれに頷く。 

「そうですね。礼拝堂は普段立ち寄りませんから、あそこで何かがあっても誰も気づかない可

能性が高いんです。確認に行きましょう。主人にはそれから報告します」 

 そう言うと夏妃は客間から急いで出ていった。 

「ヱリカさんも」 

「ええ」 

 夏妃の後ろを追いかけながら、ヱリカは静かに宣言した。 

「探偵権限を使用します」 

 探偵権限。自らが犯人になる事は出来ないが、そのかわりゲーム盤上の探偵は主観が保証さ

れる。そして死体の検分を間違わない。事件の匂いをかぎ取ったヱリカは、第５のゲームの時

のように探偵の権利を躊躇なく実行した。 

 

 礼拝堂の正面扉の前に私と夏妃さんはやってきました。客間に落ちていた『礼拝堂』と書か

れた紙。あれは……おそらく私達をここに誘導するために置かれたものだと推測します。礼拝

堂には普段誰も立ち寄らないそうですから、仮に礼拝堂で事件が起きたとしてもしばらく気付

かれない可能性がありますからね。 
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 私は正面扉のドアの取っ手を握り、扉を開こうとしましたが、扉は施錠されているようで開

きませんでした。鍵がかかっているのでしょう。 

「夏妃さん、鍵がかかっているようですが、礼拝堂の鍵はどちらに？」 

「鍵は使用人室のキーボックスに収められているはずです。私が取ってきましょう」 

「お願いします」 

 ヱリカはしばらく礼拝堂を外から観察していたが、中に入るにはどうも正面扉を通るしかな

いようだった。 

「もし中に死体があるのならば、これは面白い事態になるかもしれません。まぁ一応鍵がある

そうですから、今回はそうはならないのですかね」 

 しばらくして現場に夏妃が戻って来る。後ろから戦人、真里亞、譲治に朱志香、それと南條

先生が続いてやって来たようだった。 

「おや？ 皆さんどうしてこちらに？」 

 ヱリカは礼拝堂にやってきた一同に尋ねる。夏妃はハァハァと肩で息をしながら答えた。 

「屋敷の使用人室から礼拝堂のキーが紛失していまして。それで一度礼拝堂に戻ろうとしてい

たら、皆さんに会ったんです。事情を話すと一緒に来ると言ってきかないものですから……」 

 夏妃は嫌な予感がしていたため、できるだけ人を近付けさせたくなかったのだが、ついてこ

ようとする一同を止める手段もなく、しぶしぶ連れて来たのだった。 

「結局鍵は……なかったんですか。それじゃあ中に入れませんけども」 

「うー！ ヱリカこれ」 

 真里亞はヱリカに手下げから、なにやら封筒のようなものを取り出す。昨日夕食時に持って

いた、片翼の鷲が描かれた封筒と同じ種類のもののようだった。 

「真里亞さん、これは？」 

「昨日薔薇庭園でベアトリーチェに渡されたの。明日の朝必要になるから、それまで大切に持

ってなさいって」 

 ヱリカは封筒を受け取り、中を確認すると……中には一本の鍵が入っていた。 

「これは……礼拝堂の扉の鍵でしょうか」 

 ヱリカが鍵を扉の鍵穴に入れ捻ってみると、ガチャリという音がした。どうやらロックが解

除されたようだ。ヱリカが扉を開くと礼拝堂の中は薄暗く、照明がチカチカと点いたり消えた

りを繰り返していた。 

「皆さんはここで待っているように。私が中を確認してきます」 

 夏妃はそう言うと礼拝堂の中に入って行く。 

「夏妃さん、そういう行動は非常に危険ですよ。中に誰が潜んでいるとも限りません」 

 ヱリカはそう言うと夏妃の言葉を無視して中に入って行った。入口付近でキョロキョロと回

りを見渡す。人が潜んでいる気配はないようだった。 



90 

 

「きゃあああああああああああぁぁぁあああぁぁ！！」 

 夏妃の悲鳴が突然礼拝堂に響き渡った。 

 私は急いで夏妃さんの所に駆け寄ってみると、彼女の目の前には……焼け焦げて真っ黒にな

った６人の死体が転がっていました。 

「こ、これは……」 

 ヱリカはその死体が誰のものなのかを確認しようとしたが、何しろ黒こげの死体だ。体格で

男女をなんとなく判別するのが精いっぱいのようだった。 

「な、何事ですかな今の悲鳴は……こ、これは…………！！」 

 礼拝堂に入って来た南條が死体を見る。 

「……死体によく見ると銃創のようなものがありますな……」 

 南條がそれぞれの死体を見て回る。そうこうしている内に、戦人達が礼拝堂内に入って来た

ようだ。 

「入って来てはいけません！！ 見てはいけません！！」 

 夏妃が必死に戦人達を制し、礼拝堂の外に追い出す。何かを察した朱志香は真里亞を外に連

れ出し、中に入らないようにしていた。 

「真里亞はあたしと外で待っていような。あたしたち子供は見ちゃいけない」 

「うー、わかった。お外で待ってる」 

 戦人と譲治は夏妃の制止を振り切って中に入ってきてしまったようだ。そして６体の黒こげ

死体を見る。 

「なんだこりゃあ……！！ こんな酷いマネ、いったいどこのどいつがしやがったんだ！！」 

「これは……」 

 戦人がそう大声で喚くなか、譲治は一体の死体の手元に注目していた。それは左手の薬指に

はめられた円形のアクセサリー。黒く変色していたものの、それは昨晩譲治が紗音に贈ったも

のだった……。 

「しゃ、紗音……うわああああぁぁぁああぁぁぁあぁああ！！」 

 譲治の突然の絶叫に戦人が我に返る。戦人は譲治を連れて一旦礼拝堂の外に出た。無理もな

い。昨晩将来を誓った相手の黒こげ死体を見てしまったのだ。それも生前の面影がまったくな

い死体を。 

 南條が６体の死体を調べ終え、夏妃の元へと戻ってきた。 

「確実とは言えませんが、おそらく、この死体は金蔵さん、源次さん、熊沢さん、郷田さん、

紗音さん、嘉音さんだと思われます」 

「私も同じ意見です。その６名ですねこれは」 

 ヱリカが死体を確認して南條に同意する。 

 探偵権限により、探偵は死体の検分を間違えない。そのヱリカが確認した死体は使用人５名
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と金蔵の死体だったのだ……。 

 夏妃は南條の報告を聞き、一瞬気が遠くなりそうだった。 

 右代宮家に嫁いできてもう何十年にもなる。最初は妙な一族だと感じた事もある。特に金蔵

に関してはそうだった。いつ頃からか黒魔術のような事を始め、書斎から鼻が曲がりそうな匂

いを漂わせてくる。 

 そんな右代宮家ではあったが、さすがに殺人事件が起きるというのは度が過ぎていた。変人

一族で済む話ではないのだ。不幸中の幸いか、死体の中に蔵臼は含まれていないようだった。

自分の家族の無事をとりあえずは把握し、夏妃は自分の意識をしっかりと保つため、両頬を軽

くパンッと叩いた。 

「一度屋敷に戻ります。礼拝堂はこのままにしておきましょう。台風が過ぎてから警察に連絡

し調べてもらわないといけませんから。礼拝堂は一応施錠していきましょう」 

 いよいよ始まった魔女ベアトリーチェの悪魔のルーレット。最初に生贄に選ばれたのは金蔵、

源次、郷田、熊沢、紗音、嘉音の６名。しかし、事件はまだ終わらない。それを暗示するかの

ように、六軒島に直撃した台風は風を強めているようだった。 

 雨風がヱリカを直撃する。そんな中ヱリカは礼拝堂をじっと見つめていた。 

「礼拝堂の鍵は施錠されていました。そして、礼拝堂は扉以外からは入れません。その鍵は真

里亞さんが昨日から持っていたようですが……それがさきほど扉を開いた瞬間まで誰にも渡っ

ていないのなら……犯人は礼拝堂で殺人を実行したあと、外から扉を閉める事ができなくなる

のではないですか？ 扉を開けて私はまず中に誰かが潜んでいないか確認しました。いわゆる

引きこもり殺人、という可能性です。しかし、誰もいなかった……色々と確認するべき点はあ

りますが、これは……密室殺人ッ！！」 

 ヱリカは台風の中、楽しそうに笑みを浮かべながら、屋敷へと戻っていったのだった。 

 

 

魔女の喫茶室ではヱリカが難しい顔をしていた。 

「礼拝堂の密室殺人といえば第２のゲームの第一の晩が良く似た状況でしたが……今回探偵宣

言をした私が主観で鍵の施錠を確認しています。という事は、実は開いていました、というト

リックではないわけですか」 

 推理をするにしても、まずは色々と確認するべきものがかなりある。ヱリカはとりあえずは

推理を中断するのだった。 

「まず殺害現場は礼拝堂ですか？ それとも他の場所で殺害したのち、礼拝堂に運んだのか…

…しかしこの『運んだ』というのは犯人にとって無駄に手間が増えるだけであまり意味があり

ません」 

「犠牲者は礼拝堂に正面扉から入り、礼拝堂内で殺害された。死亡していたのは金蔵、源次、
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郷田、熊沢、紗音、嘉音の６名である」 

「ふむ。やはりそうですか。礼拝堂で殺害したのち、扉を鍵で施錠して逃亡した、と。今回施

錠されていた扉ですが、この鍵というのは過去のゲーム盤同様に１本ですか？」 

「礼拝堂の鍵は１本しか存在せず、礼拝堂の扉は礼拝堂の鍵でのみ開錠、施錠が可能だ。この

礼拝堂の鍵は４日の夕方に真里亞の手に渡って以降から、５日の朝、夏妃達による死体発見時

まで誰の手にも渡っていない」 

 予想していたとは言え、やはり基本的に第２のゲームと状況はほとんど同じ、異なるのは今

回はしっかりと施錠がされてしまっている点だ。 

「駒の私が一応確認していたようですが、礼拝堂の扉を開錠した時に、実は犯人が内部に隠れ

ていて、一同が死体を見て驚いているうちに脱出した、あるいは最終的に施錠された礼拝堂内

に未だに居る、という事は？」 

「礼拝堂の扉を５日の朝に夏妃達が開いた際に、内部では金蔵、源次、熊沢、郷田、紗音、嘉

音が死亡しており、この６名に該当しない人間は内部にはいなかった」 

 ヱリカは過去のゲーム盤を思い出す。例えば実は礼拝堂の扉がオートロックになっているの

ではないか、のような推理を戦人がしていた。しかし……ヱリカが考え込み無言になる。 

「ついでにこれも赤で断じようぞ。金蔵の書斎以外にオートロックの扉は存在しない」 

 ベアトリーチェはヱリカが悩んでいる姿を見て楽しそうに笑っていた。 

「はっはっは。ヱリカよ。礼拝堂で殺人が起こった瞬間、第２のゲームの礼拝堂の密室殺人を

連想したであろう。今回はそなたが妾のゲームの真相に至っているのかどうかを確認するため

のもの。だから基本的に似たような状況にしているのだ。ただ、今回は登場人物の中で設定を

変更している人物が存在する」 

 ヱリカの眉がピクッと反応する。 

「設定を変更している人物が……存在する？」 

「あぁ」 

 実はヱリカはゲーム盤を鑑賞しながらいくつか気になる点が存在し、それがずっと引っ掛か

っていたのだ。今回駒のヱリカが探偵権限を使用しているため、駒ヱリカの主観の真実性が存

在する。そのヱリカが主観で確認していたのが『扉の施錠』そして『６人の黒こげ死体の確認』

だ。 

 ヱリカがひっかかったのは５人の死体、ではなく、６人の死体、という部分だった。今回死

亡を赤で宣言された人物の中に紗音と嘉音の２名が含まれている。ヱリカの推理ではベアトリ

ーチェのゲーム盤では彼らは同一人物であり、探偵の主観では同時に観測されないはずだった。

嘘を混ぜる事が可能な３人称の客観描写で２人同時にいるのは問題ない。しかし、探偵が同時

観測をしたのなら、同一人物ではない、という事になる。そこにヱリカは引っ掛かったのだ。

「設定を変更している人物というのは、紗音さんと嘉音さんですか？」 
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「さぁな。妾はそこまで明かすつもりはない」 

「復唱要求を……」 

「復唱を拒否する」 

 ヱリカが全部言い終わる前にベアトリーチェはそう言い放った。しかし、ヱリカはまぁおそ

らく紗音と嘉音の設定を変えたのだろうと考えていた。彼らが同一人物であるのは過去のゲー

ムではいくつかの関連要素や動機の問題からほぼ確定と言っていい推理対象だったのだ。彼ら

が同一人物だからこそ、８６年に事件が発生するのだと言ってもいい。探偵が同時観測する事

は本来不可能なのだ。 

 犯人は礼拝堂に６名をおびき寄せるなどしたのち、礼拝堂内で６名を殺害。まぁ金蔵さんに

関してはゲーム開始前に死亡しているのでしょうから、実際に殺したのは５名でしょうか。今

回なぜ死体を燃やしているのかがよく分かりませんが……。この６名の中の紗音と嘉音につい

ては、今回のゲームでは別肉体としてそれぞれが存在している。そして、何らかの方法で礼拝

堂を施錠し、立ち去った。金蔵さんが黒こげなのはいいのですが、他の犠牲者も黒こげになっ

ているのは……金蔵さんの死体は今まではボイラー室で焼かれていたはずです。今回は……礼

拝堂内で火を放ったという事なのなら、他の犠牲者もまとめて焼いてしまった、という事にな

るのでしょうか。……礼拝堂のそういった『何かを燃やした痕跡』のような説明が一切入りま

せんでしたがこれは……。 

 ヱリカは流れと疑問点を整理しながら推理をまとめていた。 

「ふむ。大筋ではこういう流れでしょうが……ベアトリーチェさん。今回殺された６名ですが、

黒こげ死体との事ですが、直接の死因は何ですか？」 

 それをヱリカが聞いた時、ベアトリーチェの態度が明らかに変わった。 

「し、死因については今回は語るつもりはない。現場で南條が検分していた事が妾の情報提示

だ。６名は死亡している。妾の情報提示はそれのみである」 

 死因を明かさない……ヱリカは不審に感じた。確かに紗音と嘉音が死亡に絡んでいる場合、

彼らの死の定義が複雑になるという問題点は過去のゲームでもあった。しかし、今回は紗音と

嘉音の死亡が確認され６体の死体が存在するのだ。それはつまり全員が今回は肉体的に死亡し

ている事を意味する。死因を隠す意味が分からない。 

「違和感を捨て去った時、真実も同時に捨てる事になる、というのが私の信条です。とりあえ

ずは今はそれで構いません。しかし、彼ら６名の死因は重要なポイントとなっていると私は思

いましたよ」 

「……」 

 ベアトリーチェはうかつな事を口走らないようにしているのか、ヱリカの推理を聞いても無

言だった。 

 二人のやりとりをずっと聞いていたジャッジクリスティは今回特に警告を発していない。と
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いう事は、フェアネスに抵触する行為をやっている訳ではないと言う事になる。ヱリカは推理

にジャッジの動向も組み込んで考えていた。 

 しかし、実際の所クリスティはギリギリの所で警告を発するのを止めていただけだった。ジ

ャッジクリスティは、今回ゲーム開始前に出題側ベアトリーチェから解答を提示されている。

その上でジャッジをやっているため、ベアトリーチェ側の攻め方、ヱリカ側の攻め方を公平に

裁く事ができるのだ。伏線をどの時点で提示するのかは出題側に認められた権利である。何で

もかんでも警告を発していてはゲームの進行自体が不可能になる。 

 そういった総合判断の結果、ジャッジは今回スルーをした。しかし、出題側に対しては今回

はそれでいいが、探偵サイドに対しては今回言っておくべきことがあった。 

「ヱリカさん。ジャッジから今回のゲームについては制限を加えさせてもらいます」 

 ヱリカは脳内で密室トリックの解法を考えていた所だったので、ジャッジからの急な通達に

ビクッと体を震わせた。 

「せ、制限ですか？」 

 ヱリカが恐る恐る尋ねる。 

「今回のゲームは過去のベアトリーチェ対戦人のものとは違います。今回はヱリカさんが真相

に至ったと称し、ベアトリーチェさんに確認をするために開催されたゲーム盤です。ですから、

複数の推理を出題側に提示し、それを否定されたらまた次の推理を考えまた提示する、という

のは非常にアンフェアだと考えます」 

 ヱリカはジャッジに言われて初めてその点について気がついた。確かに、いくつも推理をぶ

つけるのは過去のゲームでは当たり前だった。しかし、それは出題サイドから見れば『正解を

当てるまで延々推理をぶつけてくる』という事だ。それは実質的に出題側が勝てないという事

だ。探偵サイドが負けを宣言しないかぎり、延々と推理をぶつける事が可能。 

「確かに……その点は私もアンフェアだと考えます」 

「理解が早くて私も嬉しいです。今回ヱリカさんは出題側に対して状況を確認するための復唱

要求などは今まで通りで結構ですが、結論としての推理を複数語る事を禁止します」 

 ヱリカはジャッジクリスティの通達にしばし考え込む。 

 複数の推理を作るというのは推理の過程では普通にやる行為だ。しかし、出題側がフェアに

伏線提示をし、それをジャッジが保証してくれるのならば、結論としての推理は１回で十分で

あるはずだ。それができないのならば、ベアトリーチェのゲーム盤の真相に至っているとは言

えない。ヱリカはそこまで考えると、ジャッジの通達を素直に受け入れた。 

「分かりました。それで結構です。ベアトリーチェさんも伏線提示義務が今回かなり厳しいよ

うですし、私もリスクを負うべきでしょう。いや、私にとってこれはリスクではありませんが」 

「ヱリカ。これがフェアなゲーム……という事なのだ。妾も正直今回は情報の出し方が本当に

厳しい。しかし、そなたも今回は推理を構築するのが厳しいであろう。たった一回で正解を当
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てないといけないのだからな。しかし……これは楽しいと思わぬか？」 

「正直ですね、私は今回ミステリーに対する愛情を強く感じています。ベアトリーチェさんの

出題から。そしてクリスティさんの裁定から。こんなゲームを私のために開催してくれて、本

当に私は幸せ者です」 

 それはヱリカの心からの本心だった。ミステリーは勝ち負けが明確に存在するべきだという

のがヱリカの信条だからだ。正解を当てたのならもちろん嬉しい。しかし、必死に推理したに

もかかわらず不正解だったのなら。それはとても辛く悲しい事。しかし、そういった明確な勝

ち負けが存在するのがミステリーであり、一番楽しい部分なのだと感じていた。もし不正解だ

ったのなら、その経験を二度と忘れず、次は絶対に正解を当てようと頑張る。負けは本来次に

繋がるものであり、何もマイナス要素だけではないのだ。 

 それは出題側も同じなのかもしれない。出題を解かれたくはないだろう。しかし解かれてし

まったのなら。それは悔しいが次に繋がるバトンでもあるのだ。 

「さぁ、ヱリカ。ゲーム盤を再開するぞ」 

「ええ。どうぞ、ベアトリーチェさん」 

 

 

 客間には礼拝堂で殺された犠牲者以外の人物が集まっていた。夏妃の報告に一同が驚愕の表

情を浮かべ、警察へ連絡しようという話になった。しかし、夏妃が電話をかけようとしたが外

部と電話が繋がらなかったのだ。どうも電話線を切られたのか、台風の影響で故障でもしたの

か、結局台風が通り過ぎるまで警察へは連絡できそうになかった。 

「それにしても……遺産相続の話し合いをやる親族会議で殺人が起きちまうなんて、世間やマ

スコミにとって格好のネタだな」 

 留弗夫は窓の外の台風の様子を横目で見ながら缶詰の中身を口に運び、そうポツリと洩らし

た。使用人全員が殺されてしまったので朝食が作れなくなってしまったのだ。とりあえずは朝

食は買い貯めしてある缶詰を食べ、昼食以降はまたその時考えようという事になった。米など

は普通にあるので、米を炊いて何かおかずになるものを用意できれば、とりあえずは昼食もな

んとかなるだろう、という話だった。 

「駄目よ留弗夫さん。そういう事言っちゃ」 

「でもよ霧江。親族会議が終わって、警察に連絡したらその後当然世間に知られる事になる。

俺達親族兄弟は徹底的に叩かれるぜきっと。下手すると使用人を殺したのは俺らじゃないか、

とか言われそうだ」 

 留弗夫の言葉に蔵臼も何か思う所があるようで、何かを考え込んでいるようだった。 

「困るねぇ、こういう事が起こってしまうと。私の信頼に直結する問題だ」 

「あなた……」 
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 蔵臼と夏妃は何事かずっと話しこんでいるようだ。おそらく蔵臼の仕事に関係する話だろう。 

 ヱリカは客間のテーブルの上に何かをガチャリ置いた。それは黒くずんでいて若干変形して

いる円形の輪っかだった。 

「礼拝堂の遺体から回収したのですが、本来はこれにマスターキーが付いていたのでしょうが、

鍵が見当たりません。まぁ遺体が燃やされている関係上、マスターキーも変形している可能性

があると思いますが、犯人が持ち去ったのでしょうか」 

 ヱリカの言葉を聞き客間の一同が集まって来る。絵羽はその黒ずんだ輪っかを見て少し不安

になったようだった。 

「という事は、犯人が誰であったとしても、マスターキーを今後使って犯行を重ねる可能性が

あるって事じゃないのぅ？」 

「そうやな。でも部屋にはチェーンロックも付いとる。大勢で基本的にいるようにすればええ。

もし部屋に行きたくなってもチェーンロックをすれば大丈夫やろ」 

 秀吉は自身にそう言い聞かせ、少し気分が楽になったのか、先ほどまで座っていた席に戻り、

食べかけの缶詰を再び食べ始めた。 

 ヱリカは黒ずんだ輪っかを見ながら今後の施錠方法について考える。 

「マスターキーが変形して使えなくなっている可能性というのもなかなかレアなケースじゃな

いでしょうか。基本的にこの客間に皆で集まっているのが一番ですが、仮に部屋を出たいと言

い出した者がいたとしても、部屋で内部から鍵を閉め、チェーンロックをしていれば、まぁ鍵

を開錠されてもチェーンロックが一応はある訳ですか。あまり安全とは言えませんねこれは」 

「うー、真里亞も缶詰食べるー！」 

 真里亞は最初お腹が減っていなかったらしく、何も口にしていなかったが、秀吉がパクパク

と美味しそうに食べているのを見て、自分も食べたくなったようだ。真里亞とヱリカは戦人や

譲治達がいる一角に戻り、再び食事を再開した。 

「ヱリカ、これ」 

 真里亞が手下げから何かをゴソゴソと取り出す。それは……昨日の夕食時に持っていた黄金

色の薔薇だった。 

「せっかくだからこの薔薇は飾っておこうと思うの」 

 殺人事件が起こってしまってピリピリしているのを真里亞は子供なりに敏感に感じ取ってい

るようで、真里亞は少しでも皆の気分を明るくしようと、昨日ベアトリーチェに貰ったという

黄金の薔薇を窓際の花瓶に飾ったのだった。 

「真里亞さん……あれは昨日の薔薇と同じものですか？」 

「うー、同じ」 

 ヱリカは花瓶に飾られた黄金の薔薇を見つめる。それは……昨日確認した時とは違い、やは

り黄金色に輝いていたのだった。 
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 ヱリカは真里亞の食事が終わると二人でずっと話をしていた。それは真里亞とベアトリーチ

ェの話。 

「へぇ。では右代宮家に来る時はだいたいいっつも会ってるわけですか」 

「うー、そう。真里亞は魔女見習いだから、ベアトの元で修業しないといけないの」 

 ヱリカは真里亞の話に特にイチャモンを入れる事もなく、淡々と聞いていた。それは、ヱリ

カにとっては情報収集でもあった。 

 今六軒島にはヱリカが確認した限りでは、１３人の人間が存在している。蔵臼一家３名。絵

羽一家３名。留弗夫一家３名。楼座一家２名。そして南條にヱリカで１３人。この中に犯人が

いる可能性は強いはずだ。しかし、六軒島に今親族以外の人物が存在する事は否定できない。

そうなると、そもそもこの六軒島には右代宮家の人物しかいないのか、という点が重要になっ

てくる。 

 仮に真里亞の言うようなベアトリーチェという存在が島にいるのなら、犯人はこの場の１３

名の中の誰かではなく、そのベアトリーチェだという可能性もあり得る。しかし……ヱリカは

そのベアトリーチェという人物が、そもそも右代宮家の誰かが演じていたものなのではないか、

という可能性も考えていた。 

「ふぅむ。手掛かりがどうも足りませんね」 

 そんな事を考えていると、真里亞は立ちあがり、ヱリカの膝にストンと座った。そして嬉し

そうにヱリカにニッコリ笑いかけてくる。 

「うー、ヱリカと一緒！」 

「真里亞さん……」 

 真里亞にとって昨日ヱリカと話したさくたろうに関する推理は、真里亞にとってはヱリカが

考える以上に重要な事だったのだ。真実なんか自分にとって価値はないと言葉で言うのは容易

い。しかし真実から目を反らす事はとても強靭な精神力を必要とする。真里亞にとって、さく

たろうが楼座の手作りではない可能性というのは、実はかなり高かったのだ。 

 いつも仕事から家に帰ってくるのは夜遅くだった。休日に仕事に出かける日もあった。そん

な楼座が真里亞のためにさくたろうを手作りで作る時間がそもそもあったのか。真里亞はあっ

たと思いたかった。しかし……真里亞にとってその解釈は可能性の小さい事だったのだ。だか

らこそ、自分にとって３番目の解釈が新しく加わる事は、真里亞の気持ちを以前よりもずっと

軽くしたのだ。 

 だから。真里亞は六軒島に突然現れた古戸ヱリカという探偵を……好きになったのだ。 

「うー、ヱリカぎゅってやって」 

 ヱリカは真里亞の言葉を聞いて推理を中断し、真里亞を優しくそっと抱きしめる。 

「ぎゅっ。どうです真里亞さん。こんな感じですか」 

「もっと！ うー！」 
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 真里亞の要望に応えてヱリカは真里亞を抱きしめる力を少し強くする。真里亞はヱリカの膝

の上で楽しそうに笑っていた。真里亞の手元にはさくたろうのぬいぐるみが抱えられている。 

 ヱリカは真里亞の事を考える。この子が今まで過ごして来た人生に、母親である楼座からの

愛情がどれだけあったのだろう。こんなふうに、母親に抱きしめてもらった事がそもそもある

のだろうか。むしろひっぱたかれる方が多いのではないのか。 

 抱きしめた真里亞の体を通して、ヱリカの中に真里亞の心臓の音が聞こえてくる。ドクン、

ドクンと。ヱリカはそれを自分の体で感じながら、いつの間にか真里亞に対する愛情を感じて

いた。それはヱリカにとっても不思議な感覚。ボートから転落して偶然やってきただけの島だ

った。そこで出会った一人の幼い少女。ヱリカにとってはそれほど重要な人物ではなかったは

ずなのだ。しかし、幼い年齢で自分の幸せのために、幸せのカケラを拾い続ける事は思いのほ

か辛い作業だったのだろう。その事を思うと、この年齢で精神的に高次元にまで至っているこ

の少女の事が、ヱリカは何だか愛しく感じたのだ。 

 だからヱリカはその少女を優しく抱きしめる。今までの彼女の苦労を愛しく思って。 

 六軒島に直撃した台風は朝よりも風を強くしているようで、窓ガラスがカタカタと音を鳴ら

していた。それを聞いていると寒さが体に染みいって来るようで、南條は席を立つと客間から

出て行こうとしていた。 

「すこし熱い飲み物が欲しくなってきました。お湯を沸かすくらいは出来ると思いますから、

ちょっと厨房をお借りします」 

 南條はそう言うと客間から出て行った。夏妃はしばらくして蔵臼に不用心なのではないかと

語りかける。 

「南條先生が厨房に行ったようですが、少々危険ではないですか？ もしもの事があったら」 

「そうだねぇ。私達も行こう。３人いれば襲っては来ないだろうし、皆にコーヒーでも入れよ

うじゃないか」 

 そう言って蔵臼と夏妃は、南條の後を追ったのだった。 

 しばらくして蔵臼達３人は人数分の紅茶とコーヒーを用意して戻って来た。 

 夏妃は真里亞とヱリカの元にそれを運んでくる。 

「真里亞ちゃんは紅茶の方がいいでしょう。ヱリカさんはコーヒーでいいですか？」 

「はい、ありがとうございます」 

 夏妃はヱリカと真里亞の様子を見てニコリと笑って言った。 

「あらあら。いつの間にか２人はそんなに仲良くなっていたんですね」 

 夏妃はそう言うと他の親族にも飲み物を配っていった。そして熱い飲み物で一同が体を温め

ている間、ヱリカと真里亞は相変わらずぎゅっとやっていた。しかしさすがにコーヒーを飲み

ながらこうやっていると熱くなってくる。 

 真里亞もそう感じたのか、ヱリカの膝から下り、横の椅子に座った。 
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「うー、ヱリカまた今度してくれる？」 

「ええ。いつでも歓迎しますよ。真里亞さん」 

 ヱリカと真里亞の様子を見ていた朱志香は感心したようにヱリカを見つめていた。 

「へぇ、ヱリカさんって結構優しいんだね。子供が好きなの？」 

「いえ、特別子供好きという訳でもないのですが、まぁ真里亞さんとは気が合うのでしょうね」 

「ふーん。真里亞はさぁ……まぁ色々アレだから仲良くしてくれるとあたしも嬉しいぜ」 

 そんな話をヱリカ達がしている頃、大人達は礼拝堂の殺人の話で険悪になっていた。 

「マスターキーを犯人が持ち去ったって事はよぅ？ それってそれが『マスターキー』だって

分かってるって事じゃないのぅ？ 外部の人間にそんな事は分からないでしょう？」 

「それについては否定できんね。マスターキーを持ち去っているという事は、それを今後使用

するつもりだから、とも考えられる」 

 蔵臼と絵羽の発言に楼座が不安げな表情を浮かべた。 

「じゃ、じゃあ犯人はやっぱり外部の人間じゃないんじゃないの？」 

「楼座の言う事は当たってる可能性が高いと思うぜ。そもそもこんな台風の中、島に他の人物

がいるっていうのがおかしな話だ」 

「あら。でも留弗夫さんそれは否定できないわよ。可能性としてあり得る話だわ」 

「そうかねぇ。俺は違うと思うがなぁ」 

「結局、皆でこうして固まっているしかないと私は思うね」 

 食事を軽くすませ、コーヒーで体を温めた一同は次第に冷静さを取り戻して来たようで、話

題は礼拝堂の殺人を実行した犯人の話題に移っているようだった。戦人達子供組は親達の喧騒

からは離れ、少しでも気分を沈みこませないように明るく振る舞っていたようだが、それも客

間に響いた絵羽の金切り声によって消し去られた。 

「だからッ！！ 結局犯人は内部の人間の可能性が一番高いのよッ！！」 

「よさんか絵羽。そう簡単に決めつけるもんやないで！」 

「絵羽は冷静さを欠くのが昔からの癖でねぇ。秀吉さんも苦労しているでしょう？」 

「今そんな話してないでしょッ！！」 

 親族親兄弟達の様子は次第に雲行きが怪しくなっているようだった。 

 ついに絵羽は秀吉を連れて客間から出て行こうとしていた。 

「こんな所にいるのは私は御免よ！！ 私は信頼できる家族と一緒に客室に移らせてもらう

わ！！」 

 絵羽は戦人達の元に近寄り、先ほどからずっと塞ぎこんでいた譲治もつれて行こうとする。 

「ほら譲治！！ 私達は客室で３人で過ごすの！！ 行くわよ！！」 

 絵羽が譲治の腕を掴み、強引に連れて行こうとするも、譲治はそれを振りほどいた。 

「母さん。僕は皆と一緒にいるよ。母さんの気持ちも分かる。だから母さんは父さんと一緒に
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客室にいるといいよ。僕は……従姉妹のみんなと一緒にいたい」 

 絵羽が譲治の様子を見て何かを察したのか、譲治を連れて行くのは諦めたようだった。 

「分かったわ。好きになさい。でもくれぐれも用心するのよ？」 

「わかってるよ母さん」 

 絵羽と秀吉が客間から出て行く様子をヱリカは冷静に観察していた。そして客間の人間をざ

っと見渡す。客間に１１人。そして、出て行ったのが２人。もし島にヱリカが把握している人

物しか存在しないのならば、この状態で殺人が起こるとするなら、絵羽か秀吉がどちらかを殺

害するケースくらいだろう。それも可能性は低いとヱリカは考えていた。 

「まったく絵羽にはかなわんねぇ。客間に皆で固まっているのが一番安全だというのに」 

 蔵臼が憎々しげに客室の扉をにらみつける。 

「絵羽さんも、突然の殺人事件に頭が冷静ではないのでしょう」 

「夏妃姉さんそれにしたって姉貴の行動はうかつだぜ」 

 絵羽が立ち去った後も親族兄弟達は絵羽への罵詈雑言を並べ立てるのだった……。 

 

 絵羽と秀吉は客室に鍵とチェーンロックをかけ、ベッドに座って外の様子を眺めていた。外

はまだ昼間だというのに薄暗く、窓ガラスに打ち付ける雨風と、窓ガラスがカタカタと鳴る音

が二人の不安を助長させていた。 

 しかし、それでも絵羽達は客間にいるよりは家族といた方が安全だと思っていたのだ。特に

最近は遺産問題で揉めていた。完全に兄弟達を信用できてはいないのだ。 

「あなた……譲治は大丈夫かしら」 

「譲治ももう大人や。自分の身は自分で守れるやろ。それに客間には１１人もおるんや。きっ

と大丈夫や」 

 気休めではあっても秀吉の言葉は、絵羽をいくらか安心させたようだった。 

 時折壁がギィっと音を立てては絵羽はビクッと体を震わせる。それを見て秀吉は絵羽の肩に

手を回し、自分に引き寄せた。 

「大丈夫や絵羽」 

「あなた……」 

 しばらくそうしていただろうか。絵羽がウトウトとしかけた時、何かが聞こえた気がした。

絵羽は回りをキョロキョロと確認したが、特に異常はない。 

「絵羽、どうかしたんか？」 

「い、いや、何でもないの」 

 しかし、今度は秀吉にも聞こえてきた。 

「フフフフ、ハハハハハ」 

 それはどこか聞き覚えのある笑い声。 
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 絵羽が客室のドアの方を見る。すると……ガチャリと鍵の施錠が解除される音が聞こえてく

る。絵羽はそれにギョッとし、たまらずドアに向かって叫んだ。 

「だ、誰かいるのっ！？」 

 しかしドアの方から聞こえるのは、やはり笑い声だけ。 

「フフフフ、アハハハハ。皆殺し……皆殺し……」 

 ロックを解除されたドアがギィっと開かれるが途中でチェーンロックに引っ掛かる。 

「む、チェーンロックをしておるのか。まぁそうだろうな。山羊共よ。吹き飛ばせ」 

 突然女の声が聞こえたかと思うと、次の瞬間大きな発砲音が聞こえてきた。 

 ドォン。 

 その音と共に、地面に何かが落ちる音がする。それは吹き飛ばされたチェーンロックが地面

に落ちる音だった。 

客室の絵羽の元に２匹の山羊の従者と一人の魔女が現れる。 

「皆殺し……証拠隠滅……隠滅……」 

 山羊の従者はそうブツブツと語りながらライフルを二人に向けた。 

「いやあああああああああ！！ 誰かああぁあああああ！！」 

 絵羽がたまらず恐怖で叫び声をあげたが、絵羽の叫び声が客室内でかき消される。 

「無駄だ。この客室には黄金の消音結界を張っておる。外には叫び声はおろか銃声すらも聞こ

えぬぞ」 

 絵羽と秀吉の客室には、いつの間にか多くの黄金蝶が飛び交っていた。そしてほんのりと黄

金色の結界のようなものが見える。 

 ベアトリーチェはそう語ると秀吉と絵羽をギッと睨みつける。そして二人に向かって左手を

かざし、ふっと上に振った。すると、何故か二人の体は上から何かで掴まれでもしたかのよう

に、宙に浮いていく。 

「あ、あんたっ、誰よっ」 

 絵羽が必死に声を絞り出す。 

「妾は黄金の魔女ベアトリーチェ。右代宮家の顧問錬金術師である。昨日真里亞に手紙を預け

たのだが、そなたはその手紙を読んだのであろう？」 

「あ、あんたがベアトリーチェや言うんか！ これじゃまるで……魔女や……」 

 秀吉の言葉にベアトリーチェは上機嫌で答える。 

「いかにも。最初に言ったであろう。妾は黄金の魔女ベアトリーチェである。そなたらは第２

の晩の生贄に決まった」 

 ベアトリーチェが山羊の従者に合図を送る。すると、山羊の従者のライフルから弾丸が放た

れた。その弾丸は宙に縫いつけられた秀吉の右目を貫通し、後頭部へと抜けていった。 

「がっ、あぁああっ！！」 
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 秀吉の後頭部から飛び散った脳の一部がポトリと地面に落ちる。秀吉はあまりにもあっけな

く死亡した……。 

「いやああああぁぁぁぁああ！！ あなたぁぁぁああああ！！」 

 絵羽の絶叫が客室に響き渡る。しかしその絶叫はベアトリーチェの結界によって外に漏れる

事はない……。 

「どうだ右代宮絵羽。愛する者を殺される気分は。言っておくが今のは銃の暴発だぞ？ 決し

て妾達は故意でやったのではない。あくまでも不幸な事故だ」 

「な、なにが不幸な事故よ！！ 何が暴発よ！！ 明確に殺意を持って夫を殺したくせに！！」 

「それは解釈の違いというやつだな。しかし……右代宮絵羽よ。そなたは同じ事をやったので

はないのか？ そなたは１９８６年の六軒島で黄金を発見し、その後の黄金の分配をめぐった

騒動の中、右代宮夏妃を暴発と称して殺害したであろう！！」 

 ベアトリーチェの言っている意味が理解できなかった絵羽は、ベアトリーチェにすかさず反

論する。 

「そ、そんな事やった覚えはないわよ……何の話よそれ……」 

「まぁ無理もない。そなたは覚えておらぬのだろうからな。繰り返されるこの世界の中、かつ

て自身がやった行為が無かった事になるなど当然の事。ならば妾が思い出させてやろうぞ」 

 ベアトリーチェは目を閉じ両手を上に掲げて魔力を込める。ベアトリーチェの体から赤い光

が放たれる。その赤い光が黄金蝶と黄金色のバリアを消し去っていった。 

「階層移動。第３層脚色階層から第１層自動生成階層へ」 

 ベアトリーチェがそう呟くと、客室はいつの間にか……地下貴賓室へと移ってしまっていた。 

「な、なによこれ。ここは……見覚えのない場所だわ」 

「ここは六軒島に隠された黄金の眠る場所である。この階層は妾のゲーム盤における確定事象

である。妾はこの階層から自動生成される物語を消し去ることができぬ。だから、妾はこの階

層の上にさらに２層重ね、脚色した物語を紡ぐ。真実の光景をそなたに見せてくれるわ」 

 絵羽とベアトリーチェの前には黄金の山が積まれ、そのそばでは蔵臼と夏妃、絵羽と秀吉、

留弗夫と霧江が何やら言い争いをしていた。絵羽がライフルを手に取り、夏妃と言い争いをし

ている。 

『何を言っているのよ！！ 山分けよ！！』 

『黄金の分配についてはあなた達が決めたのではないですかっ！！ それを突然反故にするな

んて！！』 

『兄さんだけで謎が解けた？ 解けなかったでしょう？ みんなで解いたのよ！！』 

 ベアトリーチェと絵羽は目の前で繰り広げられる物語を見ていた。そして、絵羽の脳裏がズ

キッと痛む。初めて見たはずなのに、なぜか絵羽はこの光景を知っている気がした。 

 やがて銃声が鳴り響いた。目の前の光景の中で、絵羽の持った銃から弾丸が発射され、夏妃
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の右目を直撃した。それは先ほど殺された客室の秀吉と全く同じ死に方だった。 

「もうよい。第１層自動生成階層から３層脚色階層へ」 

 ベアトリーチェがそう呟くと、そこは先ほどまでいた客室だった。辺りには黄金蝶が飛びか

い、黄金色の消音障壁が張られている。 

「右代宮絵羽には罪がある。そなたは８６年の惨劇の実質的なトリガーだ。自身の罪を反省す

る事なく、まるで留弗夫と霧江だけが悪いかのような、そなたの態度が妾は気に食わん。そな

たの命を以って償え」 

 ベアトリーチェはずっと絵羽を睨みつけていた。それはまるで自身の運命の鍵を握っている

人物を憎むように。それはまるで、自身の不幸の分岐点を消し去るように。 

 ベアトリーチェが山羊に合図を送る。 

 ２匹の山羊の従者は絵羽の頭部に狙いをつけ、ライフルの引き金を引いた。 

 大きな破裂音と共に、絵羽の頭部に穴が開く。鮮血が壁にべっとりと飛び散った。右代宮絵

羽は最後の瞬間、悲鳴を上げる事もなく絶命した……。それと同時に絵羽と秀吉の死体がドサ

ッと地に落ちる。 

「不愉快な夫婦だが、譲治に免じて死体は残してやろうぞ。ありがたく思え。引き上げるぞ山

羊共」 

「残りは１１人……皆殺し……皆殺し……」 

ベアトリーチェは客室を出て、扉を閉めると煙管をふっとドアに向かって振った。すると……

さきほと銃で吹き飛ばしたチェーンロックが、まるで映像を逆再生するかのように元に戻って

いった。 

「これが密室魔法というものよ」 

 ベアトリーチェはそう言うと笑いながら、闇の中に消えていった。 

 

 蔵臼と夏妃は時刻が昼に近付いた事もあり、昼食をどうしようかと話し合っていた。結局は

こういう時なので、米を炊き、おかずは残った缶詰を食べようという事になったのだが、部屋

を出て行った絵羽と秀吉に関しては部屋に昼食を持っていくべきなのか、それとも昼食は客間

で取るのかが不明だった。 

 まぁ勝手に出て行ったのだから放っておけばいいという留弗夫の意見もあったのだが、結局

は一応聞いてみようという事になり、蔵臼と共に夏妃は客室へと向かう事にしたのだ。 

「あ、夏妃さん。私も一緒に行きます。色々と気になっている事もありますし」 

「え？ ええ……それは構いませんが…………」 

 ヱリカは夏妃達と客室に向かった。皆が客間に集まっているという事もあって、右代宮家の

廊下は電気を点けていなかった。そのため、薄暗い廊下の隅に誰か潜んでやしないかと、夏妃

は内心ビクビクしていた。 
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「電気をつけましょう。台風の影響で何だか薄暗いですし、気味が悪いです」 

 夏妃はそう言うと近くにあったスイッチを入れる。すると廊下の照明が点灯し、明るく辺り

を照らした。それを確認して夏妃はいくらか安心したのだった。 

 １階の客室の一つを絵羽と秀吉は使っているはずだった。絵羽達の部屋の前につくと蔵臼が

扉の下に何かが挟まっているのを見つけた。 

「これは……また例の片翼の鷲の封筒か……」 

 蔵臼が封筒を手に取り、中身を確認するとそこにはこう書かれていた。 

『第２の晩の生贄を頂戴いたしました。ご確認ください。    黄金のベアトリーチェ』 

 ヱリカはその蔵臼の持った手紙を横から覗きこむ。 

「第２の晩……という事は……」 

 私は蔵臼さんと夏妃さんが手紙の内容に注目している間に、絵羽さんと秀吉さんのいらっし

ゃる部屋の扉を開けてみました。するとガチャリと音がして開いたのですが、チェーンロック

に引っ掛かり扉は数センチ開いた所で開かなくなってしまいました。 

「絵羽さんいらっしゃいますか！！」 

 ヱリカが大声で中に呼び掛けてみるが反応は全くなかった。ドアに耳をつけて中の音を確認

してみても、特に物音はしないようだった。 

「ふぅむ。おかしいですね。何かがあったのではないでしょうか。蔵臼さん、どうも中の様子

が変なんですが、チェーンロックがかかっていて中に入れません。番線カッターはありますか？」 

 蔵臼はヱリカ同様に中に呼び掛けてみるが、結果は同じだった。 

「これはおかしいな。倉庫に番線カッターがあったはずだ。それを取りに行こう」 

 蔵臼達はそう判断すると３人で固まって倉庫へと番線カッターを取りに行った。 

 玄関から外に出ると雨はそこまで振っていないものの、風の勢いが凄かった。 

「これはたまらんね。さっさと用事をすませよう」 

 蔵臼達は園芸倉庫から番線カッターを見つけると、再び屋敷の絵羽達の部屋の前に向かった。 

 夏妃は濡れた服や髪の毛を気にしていた。ヱリカも結構濡れてしまったようだ。 

「あとでタオルを用意しましょう。やはり台風は明日にならないと通り過ぎないでしょうね」 

 私達は持ってきた番線カッターで絵羽さん達の部屋のチェーンロックを切断し、ようやく中

に入れるようになりました。夏妃さんが扉を開け、入口からもう一度呼びかけてみますが、や

はり反応はありませんでした。 

「まさか絵羽達は……」 

 蔵臼が何かを察しながら客室の中を警戒しながら入っていく。すると、壁に何か赤い模様が

飛び散っているのが目に見えた。蔵臼はそれを見た瞬間、これは血が飛び散っているのだと察

した。散々返事がなかったのを確認しているのだ。何も起きていないわけがなかった。 

 ３人が部屋の中に入りベッドが見えて来る。そこにあったのは……絵羽と秀吉の射殺体だっ
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た。秀吉は右目から血を流し後頭部から中身が見えてしまっていた。絵羽は額に丸い穴が見え

ている。 

「絵羽……さん……」 

 夏妃は絵羽の変わり果てた姿を見て気が遠くなる。何しろ夏妃は今朝も礼拝堂で黒こげ死体

を見ているのだ。精神的にもう限界だった。 

 夏妃は一瞬体がフラリとよろけそうになり、それを蔵臼が素早く抱きとめる。 

「夏妃は……外に出ていなさい」 

「え、ええ」 

 その間ヱリカは絵羽と秀吉の死体を調べていた。見たまんま、頭部を撃ち抜かれた事が死因

であり、それ以外に特にめぼしい情報はなかった。それからヱリカはしばらく部屋の洋服棚や

ベッドの下、浴室なんかを見て回ったが特に何もなかった。 

「この部屋はこのままにしておこう。下手に触らない方がいい。警察が後日調べる際に重要な

証拠になるだろう」 

 蔵臼の判断で３人は部屋から出る。そして３人は急いで客間へと戻るのだった。 

 ヱリカは絵羽達のいた客室を振り返りながら小さく呟いた。 

「また密室ですか。鍵はかかっていなかったようですが、チェーンロックがしっかりしてあり

ました。チェーンロックの密室。しかも、内部に隠れている人物もいなかった……これは……」 

 こうして魔女べアトリーチェの悪魔のルーレットの第２の晩が終わる。絵羽達の部屋から出

た頃、六軒島に直撃した台風はついに雨も強くなってきたようで、時折大きな稲光の音がして

いたのだった。 

 

 

 魔女の喫茶室でヱリカは一つの推理を既に組み立てていた。 

「今回ジャッジがいるからとはいえ、どうもあからさますぎやしませんか」 

「何の事だ？ 妾はあからさまに何かを描写してはおらぬ」 

「ではとりあえず、駒の私が最後に確認していたものを復唱要求します。蔵臼達が絵羽達のい

る客室に入った時、客室内には絵羽と秀吉の死体以外の人間は存在しなかった」 

「復唱に応じる。蔵臼達が絵羽達のいる客室に入った時、客室内には絵羽と秀吉の死体以外の

人間は存在しなかった」 

 ヱリカはニヤリと笑う。という事は内部に犯人がまだ潜んでいて、チェーン切断後に逃げた

のではないという事だ。 

「チェーン密室というのはその密室性の高さから完全密室である可能性が極めて高いんです。

しかも今回特にチェーンを何らかの方法で外からかけるというような伏線も存在しません。純

粋に密室なんですこれは。こうなるとあなたのゲーム盤で一番疑うべきなのは、それを観測し
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た人物です。この人物が虚偽の申告をしている可能性があります。おかしいな、と思っていた

んですよ。第一の晩の時もそうでしたが、駒の私が必ず密室のキーとなる部分を確認している」 

「……」 

 ベアトリーチェはヱリカの推理を黙って聞いていた。特に焦っている様子は見られない。そ

れは、ヱリカの推理が核心をついていないからだろうか。それとも、それ以外の理由が存在す

るのだろうか。 

「第一の晩では扉の施錠を確認しています。今回の第二の晩でもチェーンロックを確認してい

る。ここで可能性が２つ存在します。一つはチェーンが描写通りかかっているケース。もう一

つはチェーンが実はかかっていないケースです」 

「ゲーム盤上で探偵宣言をした古戸ヱリカが、チェーンロックがされているのを確認している

描写が存在する」 

「分かってますよそのくらい。探偵が主観で確認しているものは真実です。探偵は虚偽の申告

をする事が許されません。過去のゲーム盤を見ると、戦人さんが第二のゲームで金蔵さんを主

観で目撃している描写が存在します。つまりですね、私は探偵の資格を失っているんじゃない

ですか？」 

 ヱリカの発言を聞き、クリスティが警告を発する。 

「ヱリカさん、それは結論としての推理ですか？」 

「いえ。今のは結論ではありません。結論を話す時は青で発言しますからご安心を。こういう

可能性を考えていますよ、という事です」 

「了承しました」 

 クリスティはヱリカの申告を聞いて警告を撤回する。 

 ヱリカの推理を聞きながらベアトリーチェは楽しそうに笑った。 

「いや、妾は正直びっくりしたぞ。そなた、第二のゲームで戦人が金蔵を目撃している部分を

解いておったのか」 

「当たり前です。あんなものは解けて当然ですから」 

「ふむ。まぁそれはそれでよい。仮にそなたの言う通りだとする。犯人は実際はチェーンなん

かかけておらず、密室ではなかったのだとしよう。そもそも。第二の晩の重要な部分はそこで

はない。客室に絵羽と秀吉が２名。客間に残りの１１名が存在する。絵羽達が出て行ってから、

蔵臼達が絵羽達に食事の件を確認しようと客間を出る瞬間まで、客間の人間は誰も部屋を出て

おらぬ。誰が殺したのだ？」 

 そう。そこに関してはヱリカは仮説が構築できていなかった。今回紗音と嘉音が第一の晩で

肉体ごと死亡している。そうなると、過去のゲーム盤で構築した、ベアトリーチェという３番

目の人物が紗音達の体を使って殺人を実行している、という解法が使えなくなってしまう。 

「……その点はまだ推理の途中です」 
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 先ほど語った『実は駒のヱリカは探偵の資格を失っているのではないのか』という推理は、

実はヱリカは推理として採用してはいなかった。第２のゲームの場合は戦人が魔女に負けを宣

言している描写が明確に存在する。だからこそ、そこを根拠に『探偵の資格の消失』という推

理が組めたのだ。 

 しかし今回駒のヱリカは探偵の資格を失うような行動をしていなかった。伏線が存在しない。 

「……ベアトリーチェさんに確認しますが、仮にこの先のゲーム盤の展開で駒の私が探偵とし

ての資格を失うような行動を取ったと仮定します。この場合、過去に駒の私が確認した描写は

どうなるのですか？ 遡って無効になったりするのですか？」 

「いや。そのような事はないぞ。仮に駒ヱリカがこの先の展開で妾に屈服宣言したとしよう。

駒ヱリカの探偵としての資格が消えるのはその時点からであり、第二の晩で確認したものが遡

って無効になったりはしない」 

「ふむ。ではやはり伏線が……」 

 ジャッジをヱリカは横目でチラリと見るが、彼女は二人の様子を静観していた。警告を出す

雰囲気もない。 

「……」 

 という事は、そもそも駒のヱリカが探偵の資格を喪失してはいないと考えられます。では、

描写通りにチェーンはかかっている？ ……そうなって来ると、第一の晩で駒の私が観測した

ものも基本的に全て真実です。となると、やはり犯人が存在しなくなります……。 

「ベアトリーチェさんに質問があります。今回の六軒島には何人の人間が存在するのですか？」 

「今回妾のゲームには１９人以上の人間は存在しない！！」 

 １９人以上という事は最大で１８人しか人間がいないという事だ。 

 第一の晩に金蔵、源次、郷田、熊沢、紗音、嘉音の６人が死亡し、この時紗音と嘉音の肉体

が死亡しているためベアトリーチェという魔女人格も同時に死亡。 

 次に第２の晩に秀吉と絵羽が死亡し２人。残りが蔵臼一家３人に、留弗夫一家３人に、楼座

一家２人、駒の私に譲治と南條で３人、客間の人間がこれで合計１１人。この客間の人間は犯

人ではない。となると、6 人+2 人+１１人で合計１９人。1 人人数が多いのは、元々ゲーム開

始時に死亡している金蔵さんをカウントに含めているためですから、金蔵さんをの分を 1 人減

らし、18 人。これでマックスです。つまり、……犯人が存在しなくなります。 

「これは……」 

 ヱリカは推理に行き詰ってしまっていた。 

 しかしヱリカは考え続ける。今回のゲームは新しいゲーム盤とはいえ、過去のゲームを理解

したのかを試すために出題されているのだ。本当に理解しているのならば解けるはず。ヱリカ

はそう思っていた。 

「ヱリカ。まだ第 2 の晩である。妾もまだ出していない伏線もある。そなた自身結論としての
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推理は 1 度しか語れぬ。ここで結論を出す必要はないのではないか」 

「……ふむ。そうですね。元々私は全ての手掛かりが揃ってから推理するのが得意なタイプで

すし。今回はとりあえずは推理を保留します。ただ、これまでのゲームを見てポイントとなっ

ているのは、駒の私の主観、だというのは間違いないと思っています。ここを崩せた時、きっ

とベアトリーチェさんのゲーム盤の全容も連鎖的に解けて行くはずです」 

「ふむ。いよいよ終盤戦だ。ジャッジ、ゲームの再開だ」 

「ベアトリーチェさんもヱリカさんも悔いがないよう。ゲーム盤を再開します」 

 

 

 一同は客間に内部から鍵をかけて閉じこもっていた。しかし、犯人がマスターキーを所持し

ている可能性があるため鍵をかける事にあまり意味はない。 

「そもそも誰が姉貴を殺したんだ？ 俺達11人はずっとここにいた。姉貴と秀吉さんは客室。

外部の人間がいるのか、それとも……」 

 留弗夫はピリピリと張り詰めた空気の客間で皆に聞こえるようにそう言った。 

「問題は、犯人はいつまで殺人を続けるのかという事じゃないかね？」 

「あ、あなた……では殺人はまだ続くというのですか？」 

「可能性が一番強いのはそうじゃないかね？ なにしろ殺している人数が多すぎる」 

 蔵臼と夏妃はこの先も続いていくかもしれない殺人を想像し、ぶるっと体を震わせるのだっ

た。 

 先ほどから雨の勢いが強くなってきたようで、強風に乗った雨が窓ガラスにザザッと打ち付

ける。そして風のゴオオオという不気味な音が客間にまで聞こえてきていた。 

「俺はずっと怪しいと思ってたんだけどよ、礼拝堂で死んでたって言うけど、本当は生きてる

んじゃないのか？ 夏妃姉さんと南條先生が確認したって言うけど、実は犯人のグルで実際は

死んでなかったんじゃないのか？」 

 留弗夫が夏妃に向かってそう叫ぶ。それを聞いて夏妃はきっぱりと断言した。 

「いいえ。ちゃんと死んでいましたし、私は犯人の仲間でもありません！ そもそも今右代宮

家で殺人が起こって一体何の得があるというのですか！ 夫の仕事にも影響しますし、下手な

事を言うと許しませんよ！！」 

 夏妃の反論を聞いていた霧江がすかさず割って入った。 

「本当にそうかしら？ 何か蔵臼さん達にとってメリットが存在したりするんじゃないの？」 

 ヱリカは大人達の言い争いを聞いていて妙だと感じた。 

「……留弗夫さんと霧江さん……気のせいでしょうか。あえて場を混乱させようとしてるよう

に見えますが」 

 既に 8 人もの犠牲者が出ているのだ。こんな時こそ一致団結するべきなのに、彼ら二人はむ
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しろそれを妨害しているようだった。 

 大人達の言い争いがヒートアップしてきた頃。急に留弗夫と霧江は不気味な笑い声を発し始

める。 

「フフフフフフ、アハハハハハ」 

 それは確かに霧江と留弗夫の声だった。しかし、どこかその声は普段の彼らとはかけ離れた

印象を周囲に与えていた。 

「な、何だね、急に笑い出したりして」 

 蔵臼が面食らって声をかけるが、留弗夫と霧江の二人は不気味に笑い続けていた。 

「ぐっ、ぐふっ」 

 留弗夫と霧江は突然顔を苦痛に歪め、口からポトリポトリと血を吐き始めた。彼らの血が地

面に落ち、客間の床を赤く染めて行く。 

「皆殺し……皆殺し……5 日の……24 時までに……」 

 留弗夫と霧江の形をしていたものが、次第にその姿を変えて行く。のっぺりとした顔から毛

がぶわっと生え始める。 

「な、何だ！！ 何が起こっている！！」 

 蔵臼がたまらず叫ぶ。 

 留弗夫と霧江は……その姿を山羊の従者に変えていた。 

 ガチャリ。 

 南條が留弗夫と霧江の様子を遠くから見守っている時、不意に何か音がした。南條が音のし

た方を向くと……そこには金髪碧眼のドレスの女が。 

「だ、誰だっ！！」 

 戦人がすかさずその女に向かって声をあげた。その声につられて客間に居た皆の視線が集ま

る。 

「妾は黄金の魔女ベアトリーチェ。右代宮家の顧問錬金術師であり、この惨劇の首謀者よ！」 

 ベアトリーチェはそう言うと煙管をふっと振った。すると 9 匹の黄金蝶が現れる。 

「もうミステリーはやめだ。ミステリーもファンタジーももはや存在しない。ただそなたらを

殺戮する。右代宮家の因縁、ここで根絶やしにしてくれようぞ！！」 

 黄金蝶が宙を飛び、山羊の従者となった留弗夫と霧江以外に止まった。 

「な、なんだ？ 体が……動かねえっ！！」 

 戦人は必死にもがくが、黄金蝶が戦人の肩に止まった瞬間身動きが取れなくなる。 

「無駄だ。妾の拘束から逃れられはせぬ」 

 ベアトリーチェは客間をざっと見渡す。 

「山羊共よ。そなたらには懐かしいこれを与えようぞ」 

 ベアトリーチェがそう言いながら煙管を再び振ると、山羊の従者の手元には 2 丁のライフル
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が現れた。山羊の従者はそれをガッシリと握りしめ、前方の蔵臼と夏妃に照準を合わせる。 

「やれ」 

 ベアトリーチェの合図と共に大きな発砲音がライフルから鳴り響く。ライフルから放たれた

弾丸は黄金の曲線を描き、蔵臼の頭部と夏妃の頭部を貫通する。そして頭部を抜けた弾丸が次

の獲物を探すように曲線を描き、続いて南條と楼座の頭部を破壊した。 

 一瞬で 4 名の頭部に風穴があく。それを戦人達は見せつけられる。 

「マ、ママッ！！」 

 真里亞が楼座に向かって叫ぶが……当然返事はなかった。 

 ベアトリーチェは 4 人の死亡を見届けると、ゆっくりゆっくりと子供達の元に近付いていっ

た。 

「て、てめぇ！！ 絶対に許さねぇ……！！」 

 戦人が今にも襲いかからんばかりの憎しみをベアトリーチェにぶつける。しかしベアトリー

チェは戦人の事を見もせずに、歩き続ける。そして……譲治の前で止まった。 

 ベアトリーチェは譲治の顔を見つめる。しかし譲治は目を合わせず、俯いたままだった。そ

れを見てベアトリーチェが一瞬苦痛の表情を見せた。 

「右代宮譲治。昨晩紗音にプロポーズをしたな」 

 ベアトリーチェのその言葉に初めて譲治が反応をする。目線をゆっくり上げ、譲治はベアト

リーチェを見つめた。 

「ああ、その通りさ。でも……彼女はもう……」 

 譲治の瞳から……一粒の涙が。 

 譲治は紗音が殺されたと知った時から、ずっと自分が宙に浮いているような、このままどこ

か風に流されていってしまいそうな、そんな精神状態になっていた。自分の未来全てが閉ざさ

れてしまったかのような感覚。昨日までは色んな夢があった。あんな事をしたい。こんな事を

したい。そんな夢があったのだ。 

 それがあまりにも突然に消えてしまって。 

 それが本当に現実の出来事なのかが分からなくなってしまった。いや、分かりたくなかった

のだ。 

「紗音は今黄金郷にいる。そこでずっとそなたを待っている。そなたを生きて六軒島から帰し

ても紗音には会えぬ。だから、妾はそなたを、いや、そなたの魂を、その肉の檻から解放して

やろう。紗音の元へそなたの魂を送る」 

 譲治はベアトリーチェの言葉を聞いて、彼女の瞳をしばらく見つめ……やがてコクリと首を

縦に振った。 

 ベアトリーチェが一匹の黄金蝶を呼び寄せる。そしてそれを譲治の心臓に向かって飛ばした。

黄金蝶はゆっくりと譲治の体内に入り、そして……譲治の鼓動を止めた。 
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 古戸ヱリカはずっとこの光景を見つめていた。 

「な、何ですかこれは……これじゃまるで……ファンタジーじゃないですか……！！」 

 私は今、探偵権限を使用しています。だから、今の私の主観にファンタジーが描写されるわ

けがないんですッ！！ もしされてしまったのなら、このゲーム盤はファンタジーだったとい

う事になるじゃないですか……！！ 

 その時だった。客間にいるベアトリーチェと山羊の従者、まだ生存している戦人や朱志香達

の動きが、まるでビデオの一時停止ボタンを押したかのように制止した。そして、客間の空間

がバキッと割れひずみが生まれる。 

 そこから現れたのは……銀色の鎧を着た、銀髪の女性だった。 

「ジャッジによる強制干渉ッ！！ ゲーム盤進行一時停止措置ッ！！」 

 クリスティがゲーム盤上客間にてそう宣言をするや否や、疾風のように空間を駆ける。そし

て今譲治を殺害したベアトリーチェを剣で一刀両断した。ベアトリーチェの姿がその瞬間パリ

ンと割れて消え去っていく。クリスティはベアトリーチェを切り捨てた勢いを全て乗せ、壁を

蹴った。クリスティの体が山羊の従者の元へ高速で飛んで行く。そしてすれ違い様に 2 匹の山

羊を切り裂いた。 

 切り裂かれた山羊の従者は、白いモヤのようなものになっていた。それがしだいに人の形を

していく。 

 ヱリカはそれをずっと見ていた。 

「あ、あれは……」 

 私は客間に……いつの間にか一人の女性がいるのに気がつきました。それは……金髪碧眼で

ブレザーを着た女性。彼女は……。 

「ジャッジによる伏線強制提示措置ッ！！ 古戸ヱリカの太文字部分の主観のみ、ジャッジの

権限において描写の真実性を保証ッ！！ ジャッジによる干渉終了。ゲーム盤再開措置！」 

 クリスティはそう宣告すると空間の裂け目に戻り、姿を消した。 

 クリスティが消えた瞬間客間に魔力の匂いが充満していく。ドレスのベアトリーチェは、ま

るで今起きた出来事が嘘のように普通に客間に存在していた。ブレザー姿の女性はいつの間に

か消えていた。 

「いててて、何だか頭が痛ぇぜ」 

 留弗夫と霧江は山羊の従者から元の姿に戻っていた。霧江も頭を押さえながらウンウン唸っ

ているものの、先ほどまでの様子とは違っていた。 

 ベアトリーチェは彼らに向けて黄金蝶を飛ばす。 

「さぁ留弗夫に霧江よ……残りの者を皆殺しにするがよい」 

 ベアトリーチェがそう語ると、留弗夫と霧江はまるでベアトリーチェに操られたかのように、

床に落ちていたライフルを取り、戦人達の方へ向かっていった。 
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 留弗夫がガチャリと引き金を引き、戦人に狙いをつける。 

「おい、親父！！ しっかりしろ！！ 操られてんじゃねーよ！！」 

 戦人の叫びはもはや留弗夫と霧江には聞こえていないようだった。 

「殺せ。全員皆殺しにするのだ」 

 ベアトリーチェが憎しみを込めた目で戦人を睨みつける。 

「そうはいきません」 

 古戸ヱリカは戦人の前に立ち、両手を広げた。 

「馬鹿が。山羊共よそいつからやれ！！」 

 留弗夫のライフルがヱリカに向けられる。しかし……ヱリカは毅然とした表情で留弗夫と霧

江を見つめていた。 

「魔法っていうのは、こうやって使うんですよッ！！」 

「……！？」 

 ベアトリーチェは目を疑う。ヱリカの胸のあたりに仄かに光る黄金色の薔薇が現れたからだ。

その黄金色の薔薇は光を発し、やがてヱリカの全身を覆っていった。その黄金の光が……やが

て爆発した。黄金色の閃光が客間を眩しく照らす。 

「ぐっ！！ こやつ探偵の癖に魔法をッ！！」 

 ヱリカの放った光はベアトリーチェを飲み込んでいった。 

 まるでそれは優しさと思いやりの……光。 

 ベアトリーチェの姿が塵になって消えてゆく。そして……魔法を使ったヱリカの姿も……消

えていた。 

 客間に残っていたのは、戦人と朱志香に真里亞、そして留弗夫と霧江の 5人だけだった……。 

「お、おい！ ヱリカはどこに行ったんだよ！！」 

 戦人が客間をキョロキョロと見まわすが……ヱリカはどこにもいなかった。 

「うー、戦人。もういいの。終わったの」 

 真里亞が戦人に諭すようにそう語る。 

 客間に真里亞が飾った黄金の薔薇は……いつのまにか消えていた。 

 

 

 魔女の喫茶室ではベアトリーチェがクリスティに抗議をしていた。 

「妾はちゃんと伏線は提示しようと思っていたのだ。それをそなたが早合点して……！！」 

 しかしクリスティはベアトリーチェの言葉を受け入れはしなかった。 

「譲治が死亡し、第 8 の晩が終わるまでは私は様子を見るつもりだったのです。それまでに伏

線提示をすれば私は何も言いません。しかし、あの時点を越えてもあなたは静観していた。だ

から、私はジャッジの権限の範囲内で強制的にゲーム盤に干渉したんです。アンフェアな行動
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は行わないように。ベアトリーチェさん」 

「うぐ……これは完全にタイミングの問題なのだが……まぁいい。過ぎた事をグチグチ言って

も始まらぬ」 

 ヱリカは二人のやりとりを無視してずっと推理を続けていた。今回のゲーム盤の展開を見て、

ヱリカは一つの仮説を立てていた。それはずっと問題になっていた駒ヱリカの主観問題である。

しかし……ヱリカは解答はまぁこれだろうというものが分かりはしたものの、それを導くため

のパズルのピースが１つ足りないと感じていたのだ。 

 推理とは計算式によって導かれるものである。それがヱリカの信条なので、結論を導くまで

の『過程』をキッチリとロジックとして説明できなければならない。 

 ヱリカは焦っていた。それは、元々ヱリカは第 8 の晩が終了した時点で特定宣言をする予定

だったからだ。第 9 の晩へゲーム盤を進行させるつもりはなかった。それはヱリカが 8 つの観

劇の階層のカケラを推理していた時に構築した、動機の推理と関係している。ベアトリーチェ

のゲーム盤は紗音達 3 名の恋の決着が目的になっていて、第 9 の晩以降の皆殺しというのは、

恋を成立させるためのリスク設定だと考えていたからだ。簡単に言えば第 8 の晩までに謎を解

けばセーフ。第 9 の晩を迎えてしまうとアウト。そう推理していたのだ。 

「ベアトリーチェさん……あなたはパズルのピースを一つ提示し忘れてやしませんか？」 

 ヱリカがベアトリーチェの目を真っすぐ見つめる。ベアトリーチェはヱリカのその真剣な表

情を見てニヤリと笑う。 

「そなたの言う通り。妾のゲーム盤は……さきほどの第 8 の晩を以って全て終わりだ。だから

……最後の伏線を今から提示する」 

「なんですって……第 8 の晩で……終わりですか？ 第 9 の晩以降は？」 

「そもそも第 9 の晩以降はシナリオを用意しておらぬ。なので続けようがない。そなたなら、

その理由も分かるのではないか？」 

「理由は既に仮説を立ててますからわかりますが……なるほど。ここで特定できなければ、そ

もそもベアトリーチェさんのゲーム盤の真相に至っているとは言えない、という事ですか」 

「いや、単純にヱリカなら第 8 の晩までで十分だと思っただけだ。戦人が相手ならこの先も普

通に続けておる」 

「ははっ、なるほどです」 

「では……最後の伏線を提示しようぞ。というのも、この伏線だけはゲーム盤上で提示する訳

にはいかないのでな。そなたの目の前に直接提示する」 

 ベアトリーチェはそう言うと煙管で円を描く。するとベアトリーチェとヱリカの間の床に黄

金蝶の群れが現れた。やがてそれは人の形を作っていく。 

 それは……右代宮金蔵の死体だった。 

「これは第一の晩の礼拝堂で夏妃達が確認した金蔵の死体だ」 
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 その金蔵の死体は、頭部を撃ち抜かれ、血を床に流していた。そしてその金蔵の顔は今朝ま

で普通に生きていたように綺麗な顔だった。 

「黒こげ死体……ではない……？」 

 ヱリカの元についに最後のパズルのピースが加わる。その瞬間ヱリカの脳内でパズルが組み

立てられていく。 

「…………」 

 金蔵さんの死体が元々黒こげになっているのは、金蔵さんが過去のゲーム盤では 85 年に死

亡しているからです。ですから、86 年の親族会議では死体の腐食を悟られないために、ボイラ

ー室で焼かれる、という手順が踏まれていました。しかし今回のゲーム盤では金蔵さんの死体

は腐食していません。頭部を撃ち抜かれて死亡しているだけ。という事は……今回のゲーム盤

では金蔵さんは生きていたという事になります。ゲーム盤が開始した時点で死亡しているわけ

ではない。 

 となると問題が一つ。金蔵さんが生存していたとなると、在島人数の赤字に問題が出ます。 

 金蔵、蔵臼、夏妃、朱志香、絵羽、秀吉、譲治、留弗夫、霧江、戦人、楼座、真里亞、源次、

熊沢、郷田、南條、紗音、嘉音、私（ヱリカ）で１９人。紗音さんと嘉音さんについては、実

際は礼拝堂には１体しか死体はなかったのではないでしょうか。６体の死体があったと駒の私

が虚偽の申告をしていた可能性があります。いや、おそらくそうでしょう。そもそも、紗音さ

ん達の肉体的問題というのは、彼らの恋の苦悩に直結している問題です。４日のシーンで紗音

さんと嘉音さんが自身の恋に悩んでいる描写が存在する訳ですから、あそこと絡めると、彼ら

は今回も同一肉体でないと変です。紗音さんと嘉音さんは元々１つの肉体の時にもカウントは

別々にしていましたから、今回も人格の方を数えて２カウントとします。これを踏まえて、全

ての人物をカウントしていくと、やはり１人多い。ベアトリーチェさんの宣言した赤字、今回

のゲーム盤には１９人以上の人間は存在しないに抵触します。という事は、この中で 1 名だけ

存在しない人物がいる。 

 ずっと問題になっていたのが駒の私の主観です。最後の客間のシーンでジャッジよる強制的

伏線提示がありました。あの部分の駒ヱリカの主観のみ真実性を保証するのならば、過去の主

観全てが虚偽であった可能性があります。 

 探偵宣言をした探偵の主観は本来真実と受け止めるしかありません。その探偵の主観を無効

にする方法……それが………存在しない人物の主観を……描く事……？ 今回のゲーム盤では

ゲーム盤上の駒達がメタ世界の私達を認識している、という赤があります。つまりは……ゲー

ム盤上の彼らは全員が結託して『古戸ヱリカ』という存在がいるかのように振る舞っていた？

駒の私の存在自体が……黄金の真実。探偵が存在しない……ゲーム盤。 

「なるほど。解けました」 

「ほう。金蔵の死体を提示しただけで、解けたと申すか。ならば遠慮はいらぬ。語ってみるが
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よい」 

 ヱリカはベアトリーチェとジャッジを相互に見つめ、軽く頷いた。 

 それは……ヱリカに許された、たった１回の推理を語る事の宣言だった。 

 クリスティが無言で頷く。 

「今回のゲーム盤は私を除くすべての人物が共同で古戸ヱリカという存在の幻想を生み出して

います。ゲーム盤上に古戸ヱリカは存在しない。駒の私が探偵宣言をして第一の晩の扉の施錠

と死体の確認、第２の晩のチェーンロックの確認をしていますが、存在しない人物が何を見よ

うが全てが無効、駒の私の主観全てが無効です。よって、第一の晩の礼拝堂はそもそも鍵がか

かっていなかった。第２の晩のチェーンロックもかかっていなかったと考えられます。犯人は

普通に礼拝堂と客室で犠牲者を殺害し、鍵をかけずに立ち去っただけです」 

「正解である。ゲーム盤の駒達の会話が一応妾の伏線でもあったのだが、彼らは一度も密室だ

った、というような話はしていなかったであろう。妾達からすればまるで密室殺人が起こって

いるように見えるが、実際はただの殺人が起きていただけだった、という訳だ」 

 ベアトリーチェはヱリカに笑いながらそう告げた。 

「……」 

 ヱリカはベアトリーチェの態度に違和感を感じた。最後の客間の殺人の時も思ったが、ゲー

ム盤のトリックや犯人に関する伏線を隠そうとしていないように見える。本来ベアトリーチェ

はこんなにも簡単に「正解だ」と告げるような魔女だっただろうか？ 

 ヱリカは妙な気分になりながらも続ける。 

「ハウダニットについては以上です。第４から８の晩までの５名の殺人は、単に犯人がマスタ

ーキーを使って客間に入って来て虐殺を始めただけの話なので割愛します。次にホワイダニッ

トの特定です」 

「存分に来るがよいぞ」 

「今回のゲーム盤の４日の紗音さん達のシーンやプロポーズのシーン、また、４日深夜の礼拝

堂での幻想バトルのシーンなどから分かりますが、元々ベアトリーチェさんのゲーム盤は殺害

が目的ではありません。紗音さんや嘉音さんは元々肉体的に一人であるため、彼らの恋は両方

が実る事はありません。その決着をつけるために起こされているのがベアトリーチェさんのゲ

ームであり、奇跡が起きて誰か１名だけ現実世界で幸せになるか、全員が黄金郷で幸せになる

か、というルーレットを実行しています。それがベアトリーチェさんのゲームの動機です」 

「正解である。……ふむ。そなたやはりホワイダニットも解いておったのだな」 

「ホワイダニットについてはベアトリーチェさんの過去のゲーム盤の方が伏線提示は多い気が

しますけども」 

「では……最後に。犯人は……誰だ？」 

 その最後の質問になって、ベアトリーチェの表情が真剣な表情に変わる。ヱリカの目を真っ
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すぐに見つめ、ヱリカの推理を受け止める覚悟を決めているようだった。 

「犯人は……」 

 犯人は第２の晩の状況を見れば明白だ。第一の晩に南條が死体を確認し、ヱリカは実際は、

あの場にはいなかった。という事は、紗音と嘉音の検視を偽っていた可能性が高い。紗音と嘉

音自体は死亡していたとしても三人目の人物が以降のゲーム盤で殺人をやっていたのなら、第

二の晩の犯人にも説明がつく。むしろその方法しか説明できない。おまけに最後の客間でヱリ

カがブレザーのベアトリーチェと思わしき人物を確認しており、ジャッジによって主観保証ま

でされている。明らかに犯人はベアトリーチェだった。人間のベアトリーチェ。 

「……」 

 思えば。今回のゲーム盤は最初からずっと黄金の真実と魔法の思想について語られてきまし

た。私が気になったのは、幻想描写の殺人で、従来ならば煉獄の七姉妹やシエスタ姉妹が殺人

を担当していたのに、今回は一貫して山羊の従者がライフルで殺害しています。しかも留弗夫

と霧江を暗喩するかのように。これは……８６年の現実世界で起こった惨劇の……暗喩。本当

の現実世界ではゲーム盤なんか開催されていません。留弗夫と霧江がただ殺戮をしていただけ。 

 最後の客間でクリスティさんが２匹の山羊を切り捨てますが、その山羊がブレザーのベアト

リーチェさんになる、というのは……それは犯人は留弗夫と霧江ではなく、魔女である、とい

う暗喩……。 

 ４日の真里亞さんと駒の私の会話のシーンでさくたろう復活に関する魔法の話がされていま

した。真里亞さんにとってさくたろうは楼座さんの手作りだったのか、それとも市販品だった

のか。駒の私は黄金の真実で『楼座の会社が作った製品がさくたろうだった可能性』を提示し

ていました。 

 今回のゲームで繰り返し繰り返し描かれた魔法の思想。 

 魔法とは……悲しみを優しさで包み込む幻想解釈です。嘘ではあっても相手を思いやる気持

ち。それがベアトリーチェさんのゲームの魔法であり、黄金の真実……。 

「ベアトリーチェさん一つ質問してもいいですか？」 

「何でも聞くがよいぞ。伏線はもうないがな！」 

「今回私のために開いてくれたこのゲーム盤。タイトルは決まっていたりしますか？」 

「なんだそんな事か。もちろんであるぞ！ そなたと新しいゲームをやると決めた時に既に付

けてある。今回のゲームは『Magic of the golden witch』だ」 

「Magic of the golden witch…………」 

 黄金の魔女の魔法。それを聞いた時、私は全てを悟りました。 

 ベアトリーチェという魔女は……一度過去のゲーム盤で魔女の姿を失っています。あの時ベ

アトリーチェさんは普通の人間の姿だったはずです。しかし、偶然戦人さんが彼女を魔女だと

認めた事で、再び魔女の姿を取り戻します。 
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ベアトリーチェさんの姿は黄金の魔法によって構成されているのでしょう。安田紗代、とい

う人物を優しさと思いやりの魔法で脚色したのが今のベアトリーチェさんだという事です。 

もし私がここで犯人の名前を告げたなら……彼女の体を構成する魔法が真実の光に照らされ

て壊れてしまうのでしょう。そしてそれは……真里亞さんに『さくたろうは実は市販品で、楼

座の手作りじゃなかったんだよ』と告げるのと同じです。 

私が………犯人の名前をここで宣言するのは……本当に………………正しいのですか？ 

ベアトリーチェさんのゲームを私は解いたつもりです。それはトリックや犯人や動機だけを

解いたのではありません。彼女の心を、私は彼女のゲーム盤を通して理解したつもりです。ベ

アトリーチェさんのゲーム盤自体が、留弗夫と霧江の殺人という悲しい真実を覆う黄金の真実

なんです。犯人は魔女ベアトリーチェだった。決して人間の犯人ではなく……。 

「どうしたヱリカ。妾は犯人の名前を聞いておる」 

 ヱリカは長い思考の末、自らの信念を貫くために…………結論を……告げた。 

「リザイン……します。犯人を……特定できませんでした……」 

 それはヱリカが喉から必死に絞り出した……結論。今までの自分の推理が正しいと信じるか

らこそ、ここで犯人の名前を告げるわけにはいかなかった。犯人の名前を宣言するという事は、

トリックが分かっても肝心の部分を理解できていないという事。ヱリカはそう判断したのだ。 

 その瞬間……ヱリカの体にほんのりと黄金色の光が。 

 ベアトリーチェはそれをずっと真剣に見つめていた。そしてヱリカの体の黄金色の光を見て、

嬉しそうに、そして少し切なそうに笑った。 

「ヱリカ……そなた…………」 

 元々妾のゲームは戦人に向けたものだった。トリックや犯人に戦人へのメッセージを込め、

妾の願いがきっと叶うと信じて何度もゲームを繰り返した。戦人は確かに真相に至った。しか

し、妾と戦人はこうして面と向かって対戦している時にお互いを理解したのではない。 

 ヱリカはハウダニットとホワイダニットを見事に解いておった。ならば、犯人が妾だという

事も容易く理解できたはずだ。ヱリカほどの頭脳があって出来ぬわけがない。 

 妾のゲームの犯人、トリック、動機、この３つにしか至っていなかったのならば、犯人の名

前を宣言したであろう。しかし……ヱリカはリザインを告げた。それは……ヱリカが魔法を理

解したからだ。妾のゲーム盤の核を理解したのだ。 

「そなたが妾のゲーム盤の真相に至っている事を保証する」 

 ヱリカはリザインを告げた時、負けを宣言したつもりだった。リザインをする事がこのゲー

ム盤の『正解』だと思った訳ではない。だから……ヱリカはベアトリーチェのその宣言に心の

底から驚いた。 

「……わ、私が真相に至っていると……」 

「ああ。妾が赤で保証したのだ。これ以上の保証はあるまい」 
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 ヱリカの胸の中に湧き出てくるこの気持ちは一体何だろう。 

 嬉しさと楽しさと、そして愛しさがごっちゃ混ぜになったような不思議な感覚。 

 クリスティはベアトリーチェとヱリカを優しく見守っていた。ゲーム盤での対決の先にこん

な結末が待っているとは彼女も思わなかったからだ。それはクリスティからすれば、まるで二

人の心が通じ合ったかのような不思議な感覚。 

 魔女が全力で出題する。探偵が全力で解く。その戦いの先にあったのは……おそらく、信頼

と、お互いの理解。そして微かな愛情だったのではないだろうか。 

 ベアトリーチェとヱリカは椅子から立ち上がり歩み寄った。ベアトリーチェがヱリカの手を

そっと握る。ヱリカもベアトリーチェの手を握り返す。 

「そなた、結構小さな手をしておるな」 

「ベアトリーチェさんだって、そんなに変わらないじゃないですか」 

「不思議な気持ちだ。戦人と戦った時はこんな……気持ちになった事はなかった。そなたは…

…本当に優秀な探偵だったのだな」 

「ベアトリーチェさんも立派な魔女でしたよ。私のためにゲーム盤を開催してくれて……本当

にありがとう」 

「気にせずとも良い。元々はただの退屈しのぎのつもりだったのだからな」 

「そうそう。私もやっと黄金の真実が使用可能になったようですし、もし真相に至る事が出来

たら、ベアトリーチェさんに言いたい事がずっとあったんです」 

「ほう」 

「ベアトリーチェさんを魔女だと認めます」 

 その瞬間ヱリカとベアトリーチェの間に黄金の粒が眩しく光り、二人を包み込んだ。 

 ヱリカとベアトリーチェは言葉を交わす事なく、自然と……お互いの体をそっと抱きしめた。

それはゲーム盤を通して培ったお互いの信頼関係から来るものだったのだろう。 

 ヱリカの体にベアトリーチェの心臓の音が伝わって来る。そしてベアトリーチェにもヱリカ

の心臓の音が。本当に不思議な感覚だった。こんなに楽しくて幸せなゲームは今後無いのかも

しれない。その寂しさを振り払うかのように、二人はずっとお互いを抱きしめていた。 
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最後の謎 

 

 ベアトリーチェがヱリカのために開いてくれた新しいゲーム盤は無事終わり、ジャッジの判

断により、結局勝敗については『引き分け』という裁定が下された。しかし、ベアトリーチェ

もヱリカもゲーム盤の余韻が残っていたからか、勝敗については特に興味は無いようだった。

それよりも大切な物を得たからだろう。 

 魔女の喫茶室にはヱリカが一人残っていた。考え事をしたいので先に黄金郷に戻って欲しい

とベアトリーチェに告げたのだ。 

「……ベアトリーチェさんはかつてのゲームでは、戦人さんに向けたメッセージを組み込んで

いました。いわゆる約束に関するメッセージです。今回ベアトリーチェさんが私に対して伝え

たかったメッセージ。それは……『もし８６年に私が事件を起こした時、探偵がいてくれたな

ら』という事でしょう」 

 現実世界の８６年の親族会議においては、戦人が６年ぶりに六軒島を訪れたとはいえ、彼は

別に探偵ではない。ベアトリーチェのゲーム盤で戦う際に、探偵としての役割を担っただけだ。 

 ヱリカはベアトリーチェがゲームに込めたメッセージをキッチリと受け取った。起きてしま

った過去は変えられないのかもしれない。どんなに惨劇を避けようとしても絶対に安田紗代は

報われないのかもしれない。だからこそ願ったのは、探偵という名の……ヒーローだったのだ

ろうか。 

「……ベアトリーチェさん、あなたのおかげでやっと。この世界の最後の謎に対する仮説が組

めそうです。この世界で１９８６年１０月４日５日に起きる惨劇を回避するための仮説。そし

て、我が主が本当に叶えたかった願い。それを実現できるかもしれない可能性です」 

 ヱリカは目を閉じ、自らの思考世界へと意識を集中させる。 

「基本推理法第２、対戦式論理構築法を使います」 

 ヱリカがそう宣言すると、思考世界の中にもう一人のヱリカが現れる。 

「仮説。１９８６年に安田紗代が惨劇から逃れるカケラは存在する」 

 ヱリカはもう一人の自分にそう投げかける。すると、すかさずもう一人のヱリカは反論した。 

『反論。我が主が２５７万８９１７のカケラを全て確認し、惨劇を回避できないと語っていま

す』 

「ふむ。まぁそこが大前提ですよね。仮説。８６年に惨劇が起きるのは８６年の時点で複数の

恋が並立する事に根本的原因があります。ならば、８６年の親族会議に至るまでに恋が並立し

ないようにすれば事件自体が８６年に起きないはずです」 

『反論。それも含めて安田紗代のカケラは２５７万８９１７個存在すると推測される。８６年

に恋が並立しない可能性は存在しない可能性がある』 

「……まぁそれが妥当でしょうね。それで回避できるくらいだったら、第７のゲームをウィル
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に解かせた時に、我が主は惨劇を回避させていたでしょうし。私が気になっているのは、フェ

ザリーヌ卿に８つの観劇の階層のカケラを貰った時の事です。Poison というカケラが新しくカ

ケラ世界に生まれた、と。カケラというのは生まれる事もあるわけです。それなら、２５７万

８９１８個目のカケラが生まれる可能性も否定できません」 

 ヱリカは考える。１９８６年の安田紗代の事件計画自体は万能ではない。イレギュラーに非

常に弱いという欠点がある。……もし。本来８６年の親族会議前後に死亡するはずの人間が生

存し、六軒島に流れ着いてしまう可能性があり得るのならば。……おそらく事件計画を止める

事は可能だ。 

「仮説。１９８６年に安田紗代が起こす事件計画全てのカケラで、私はプレジャーボートから

転落し、死亡する」 

『不明。要確認』 

「仮説。２５７万８９１７のカケラの中に古戸ヱリカの存在は関与しない」 

『不明。要確認』 

「仮説。古戸ヱリカが８６年に死亡しないカケラが存在する」 

『不明。要確認』 

「仮説。古戸ヱリカが８６年に死亡せず、六軒島に漂着するカケラが存在する」 

『不明。要確認』 

 ヱリカは可能性を探る。確かに２５７万８９１７のカケラ自体は惨劇を回避できないのだろ

う。しかし。まだまだ可能性は……あったのだ。 

「グッド。それだけ不明な要素があるのなら十分です。雛見沢のカケラを以前見て思ったんで

す。あの世界は惨劇が繰り返されます。何度も何度も。しかし、最後に我が主は惨劇を回避さ

せました。そしてそのカケラを『未来』として紡いだのです。ですから、雛見沢のカケラに可

能性は多くあったのだとしても、紡がれた未来は一つなんです。ならば。安田紗代という人物

の世界では、私の死亡が紡がれている可能性があります」 

 ヱリカが思考世界から現実世界へと意識を戻す。 

「見つけましたよ。やっと」 

 ヱリカは可能性を見つけた事に安堵したのか、しばらく休憩をしていた。 

「ヱリカ、いる～？」 

 すると突然ヱリカを呼ぶ声が聞こえてきた。魔女の喫茶室を訪れたのはラムダデルタだった。 

「おや、ラムダデルタ卿ではないですか。どうされました？」 

「いや、あんたの帰りが遅いから様子を見に来たのよ」 

 ヱリカはラムダデルタを見つめる。 

 今ヱリカは可能性を見つけはしたものの、それはまだ可能性でしかない。安田紗代の運命の

カケラに、ヱリカの生死の問題も含まれているかもしれない。だから、ヱリカはこの仮説をま
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だベルンカステルに伝えようとは思っていなかった。確認してからでも遅くはないのだ。 

「ラムダデルタ卿。もしかして……ラムダデルタ卿は我が主が本来この世界で叶えたかった事

を知ってらっしゃるのですか？」 

「……誰に聞いたのそれ」 

 ラムダデルタの表情が途端に鋭く冷たいものに変わる。 

「誰に聞いたわけでもありません。推理の結果としてそう思ったんです」 

「……へぇ。やるじゃないヱリカ。そこに気付いた人間はなかなかいないわよ」 

「２５７万８９１７全てのカケラで安田紗代さんの起こす事件は惨劇が発生する。それは理解

しています。私は……ずっと考え続けていたんです。我が主の願いを叶えたくて。そしてたっ

た今、一つ仮説を組み上げました。ラムダデルタ卿……私に……力を貸してくださいませんか？」 

 そう言うと、ヱリカはラムダデルタに深々と頭を下げた。 

「仮説を……立てた？ 仮説を立てたってあんた今言った？」 

 ラムダデルタは驚愕していた。ラムダデルタはこの世界にベルンカステルに遅れて辿りつき、

８６年の惨劇を知った。ラムダデルタは安田紗代の運命と、そして決意を知り、彼女の絶対の

意志に加護を与えた。それは８６年の事件計画が成功するという加護ではない。それはラムダ

デルタでも不可能だったのだ。 

 ラムダデルタが与えた加護は……この物語の果てに、黄金郷で安田紗代が幸せになる、とい

う加護。 

 絶対の魔女と奇跡の魔女を以ってしても、この世界で叶えられるのはそれが限界だったのだ。

「ええ。ただあくまでも仮説です。確認が必要です」 

「……ついてらっしゃい」 

 ラムダデルタは短くそう告げると、ヱリカを連れて魔女の喫茶室からどこかへ転移した。 

 ヱリカとラムダデルタは……カケラ世界に来ていた。数多くのカケラが真っ黒な世界に無数

に浮かんでいる。 

「聞かせて。あんたの組んだ仮説って？」 

「まず、２５７万８９１７の全てのカケラで、私はどのような運命を辿るのかが知りたいんで

す」 

「……え？ あんたの運命？」 

「はい」 

 ラムダデルタは意図がよく分からず、ヱリカの顔を訝しげに見つめた。 

「まぁいいわ。待ってなさい調べるから」 

 ラムダデルタはそう言うとカケラ世界に向けて空間圧縮の魔法を放った。ラムダデルタの目

の前でカケラが空間の中心点に向かって吸い込まれていく。そして、しばらくすると空間が反

動で戻っていった。 
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「１個１個調べるなんてめんどくさいからね。あんたは１９８６年の１０月４日に、プレジャ

ーボート『エターナルメイドⅡ』から転落して死亡するわ。２５７万８９１７全てのカケラで

ね」 

「なるほどです。では、私自身のカケラ全ての中で、私が生存するカケラというのは存在しま

すか？」 

「あんたのカケラ？ そっか、今調べたのは紗代のカケラだものね。待ってなさい……」 

 ラムダデルタが再び同じ作業を行う。そして……ラムダデルタが告げた。 

「……あるわね。普通にいっぱいあるわ。プレジャーボートからそもそも転落しないカケラや、

転落しても死亡しないカケラ、結構多いわよ」 

「なるほどです。では最後に、私が生存するそのカケラの中に、私が親族会議当日に六軒島に

漂着するカケラは存在しますか？」 

 ヱリカがそれを告げた時、ラムダデルタは……全てを察したかのように、とても楽しそうに

…………笑った。 

「待ってなさい！！ すぐそのカケラを見つけてあげるから！！ あんた凄いわ。そんな可能

性があったなんて……！！」 

 ラムダデルタはヱリカのカケラを丁寧に丁寧に検証し……そして……ついにそれを見つけた。 

「あった！！ ヱリカ！！ あったわ！！ あったあった！！」 

「念のために聞きますが、それは安田紗代さんの２５７万８９１７のカケラの一つではないの

ですよね？」 

「当たり前じゃない！！ 紗代のカケラではあんたは絶対死ぬんだから。……あんた…………

惨劇を自ら……止めに行く気……？」 

「私は探偵ですから、謎が出題されれば全力で暴きに行くんです。中でも安田紗代さんの動機

と事件計画の推理は私がかなりの時間を費やして推理した部分です。当然彼女の事件計画の欠

点なんかも推理済みです。確実とは断言できません。でも。絶対に止めてみせます。探偵です

から」 

 ラムダデルタを見つめるヱリカの目には、絶対の意思が宿っていた。強烈な意志を宿した目。

ラムダデルタはヱリカのその目を見て……小さく頷いた。 

「負けたわ。結局私もベルンも、出口の無い迷路の中で、いつか出口が見つかるかもしれない

と夢見ながら、デタラメにタイプライターを叩き続けていただけ。でもヱリカ……あんたは自

らの意志でタイプライターを叩き続けていた。絶対に出口があると信じて……」 

「ラムダデルタ卿……」 

「私からあんたにプレゼントをあげるわ。ちょっと場所を変えるわ。ついてきなさい」 

 再びラムダデルタはヱリカを連れて転移をした。 

 彼女達が訪れたのは……神殿のような場所だった。 
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「ラムダデルタ卿……ここは一体？」 

「ここはね。精神と記憶の神殿。いらっしゃい。中に入るわよ」 

「はぁ……」 

 神殿の中は広い空間になっており、厳粛な空気が漂っていた。広間の中央にポツンと椅子が

あり、ラムダデルタはヱリカにそこに座るように促す。 

「ヱリカ、あんたが８６年の六軒島に漂着しても、それは今のあんたではないわ。本来はプレ

ジャーボートから転落して死亡する所を、ベルンに拾われてこの世界に来たんだもの。それが

無かった事になるって事は、今までのあんたの記憶も消えるって事。それじゃあ意味ないじゃ

ない」 

 ヱリカが椅子に座ると、まるで立体映像のように、ヱリカの周囲にヱリカの過去の記憶が広

がった。 

 第５のゲームでゲーム盤に登場した時の記憶。 

 第６のゲームでベアトリーチェとロジックエラー密室を巡って戦った記憶。 

 忘却の深遠にすてられた記憶。 

「行くわよ。じっとしてるのよ」 

「は、はい」 

 ラムダデルタが空間圧縮の魔法を放つ。ヱリカを中心に広がった記憶が圧縮されていく。ヱ

リカの胸の前で強烈に圧縮されていった記憶は……やがて小さな形になって、ポトンとヱリカ

の手元に落ちる。 

 それは……黄金の薔薇の形をしたペンダントだった。 

「ラムダデルタ卿……これは？」 

「真理結晶。それを身につけとくといいわ。きっと役に立つはずよ」 

「……ありがとうございます。ラムダデルタ卿」 

「いいのいいの。結局私はこの世界じゃ役立たずだったんだから。ヱリカ……頼んだわよ」 

「ええ。任せてください」 

 こうしてヱリカは、１９８６年の惨劇を回避させるための推理を構築した。可能性が……や

っと生まれたのだ。それはまだ成功するかどうかは分からない。８６年の事件を結局止められ

ない結果もあり得る。しかし。この世界にやっと生まれた可能性なのだ。それが奇跡のカケラ

になる事を、ラムダデルタもヱリカも……願ったのだ。 
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旅立ち 

 

 ヱリカはラムダデルタに連れられて黄金郷に戻ってきていた。ベアトリーチェやベルンカス

テルが薔薇庭園の東屋でヱリカの事をずっと待っていたようだった。 

「ヱリカ、遅かったじゃない。ベアトは結構前に帰ってきたのに」 

「ええ、ラムダデルタ卿にお願いして、ちょっと調べごとをしていましたので」 

「ふぅん」 

 ベルンカステルはたいして興味無さそうに返事をすると、梅干しの入った紅茶を一口飲み、

幸せそうな表情でくつろいでいた。 

 ヱリカはベルンカステルの隣に座る。目の前のベアトリーチェの目がヱリカと合うと、何故

かベアトリーチェは目をさっとそらした。 

「……？」 

 ヱリカは不思議に思いベアトリーチェを見つめる。するとベアトリーチェは顔を少し赤く染

め、恥ずかしそうに言った。 

「そ、その……あの時は色々感極まっていたとはいえ、何だか凄く恥ずかしい事をした気がす

るぞ」 

「それはゲーム盤が終わった時に抱き合った事ですか？」 

 ヱリカの直接的な物言いにベアトリーチェは慌てる。ベルンカステルはそれを冷めた目で見

ていた。 

「ヱリカあんた……ベアトとそういう関係になったの？」 

「いえ。そういう馬鹿みたいな理由で抱き合ったんじゃないんですよ。私はベアトリーチェさ

んを信頼して謎に挑んだんです。ベアトリーチェさんも私を信頼しないと犯人名をあそこで私

に答えさせるなんてできなかったはずです。あれは……ミステリーを愛する私にとっては、と

ても高潔なものなんです。茶化すのはやめてください」 

 ヱリカが思いのほか真面目に答えたせいで、その場の空気が真面目なものに変わる。 

「ヱリカ……妾も…………同じ気持ちであるぞ」 

「そうですか」 

 ヱリカはベアトリーチェの言葉を聞いて、心から嬉しそうに……笑った。 

「ベアトリーチェさんがゲーム盤に込めたメッセージは私はキッチリ受け取ったと思ってます。

それを踏まえてベアトリーチェさんに聞きたい事があるのですが、ベアトリーチェさんは、こ

の黄金郷での生活は……どう思っているのですか？」 

 ベアトリーチェはゲーム盤に『１９８６年に事件を起こした時、探偵が居てくれたなら、違

う結果があったかもしれない』という思いを込めた。それは、この黄金郷の幸せではなく、現

実世界の幸せを望んでいたのだという事ではないのか。ヱリカはそう思ったのだ。 
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「ヱリカ、妾はもちろん今の生活に満足しておる。ただ、たまに思うのだ。妾が起こした事件

は本当にああいう結果しかあり得なかったのだろうか……と」 

 ヱリカはずっと思っていたのだ。そもそも８６年の事件計画というのは、願いとリスクとい

う解釈によって構成されている。願いとは現実世界で女として幸せになる事。そしてリスクと

は、その願いを叶えるための賭け金であり、それは第９の晩を越えた場合に発生する爆弾によ

る皆殺し、黄金郷での幸せの事だ。 

 だからヱリカは黄金郷での幸せが事件計画に置ける『第一目標』ではないために、ベアトリ

ーチェがこの黄金郷での生活を『妥協した幸せ』と思ってやしないか、と考えていたのだ。 

「確かにベアトリーチェさんが起こした事件で、あなたの本来の願いが叶う確率はかなり低か

ったでしょう。しかしですね、この黄金郷での幸せはそう簡単に実現できたものじゃないんで

す」 

 ヱリカはベルンカステルを横目でチラリと見る。ベルンカステルはヱリカを凝視していた。 

「そもそも。あなたが海に流したメッセージボトルが拾われなかったら。生き残った戦人さん

がメッセージボトルの真相に辿りつけなかったら。そして縁寿さんが作家になろうと決心しな

かったら。どれか一つでも欠けていたら、この黄金郷は実現しなかったんです。途方もない確

率で達成されているんです。この黄金郷は」 

「ヱリカ……」 

 ベアトリーチェがヱリカの目をチラリと見て、俯いた。 

「だから。この黄金郷の幸せは、私は本来ベアトリーチェさんが現実世界で叶えたかったもの

と同じ価値があると思います」 

 ベアトリーチェはしばらく目を閉じてヱリカの言葉を脳内で反芻していた。 

「……そうであるな。妾の今の幸せはやっと手に入れたもの。それを妾は忘れていたのかもし

れぬ」 

「あと一つ。ベアトリーチェさんに一つ知っておいて欲しい事があるんです」 

「この際だ。何でも言うがよい」 

「けっしてベアトリーチェさんを責めるつもりで言うわけじゃありませんのでその辺は誤解し

ないでください。ベアトリーチェさんが事件前に流したメッセージボトルで、あなたは八城十

八という人物を自殺に追い込んでいるんです。もちろんベアトリーチェさんにそんな意図はな

かったのは知っています。彼はあなたの書いたメッセージボトルを読み、真相に至り、激しい

後悔から自殺を図ります。その後彼がずっと紡いでいたのが、今あなたの横にいる戦人さんが

持ってきた物語なんです。ですから。彼の事も、少しでいいので、気にかけてあげてください」 

 ベアトリーチェはヱリカが教えた事実に真っ青になる。それは……ベアトリーチェが入水し

た時に、一番避けたかった事だからだ。自分の未練を封じ込めたメッセージボトルが最後の瞬

間に凶器に変わるなど誰が予想できただろう。 
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 八城十八の苦悩の果てに実現された黄金郷の幸せ。それはベアトリーチェにとっては……と

ても重いものだった。 

「ヱリカ……妾は…………彼にも何かするべきなのだろうな。分かった。ヱリカ、教えてくれ

て感謝する。妾はその事を絶対に忘れぬ」 

「ええ。それできっと彼も長い長い苦悩から解放されるはずです」 

 ベルンカステルが二人の会話がひと段落したのを見計らってヱリカに告げた。 

「じゃあそろそろ帰るわよ」 

「ええ。ベアトリーチェさん、楽しいゲームでした。この事は私は一生忘れません」 

「またいつでも来るがよいぞ！ 歓迎する」 

 ヱリカはベアトリーチェのその言葉に寂しげな笑顔で……応えた。 

「あ、そうそう。せっかくですから、持ってきたこれを渡しておきます」 

 そう言うとヱリカはベアトリーチェに分厚い紙の束を渡す。 

「ヱリカ、これは？」 

「私の推理をまとめたレポートです。暇潰しくらいにはなるんじゃないですか」 

「ほう。そなたの。ありがたく受け取っておくぞ」 

こうしてヱリカとベアトリーチェの再会は、彼女達にとって色んな想いを残して……終わっ

た。 

 黄金郷の扉の前でヱリカとベルンカステルはベアトリーチェと戦人に見送られ、そして……

最後にベアトリーチェとヱリカは、笑顔で別れたのだった。 

 

 ヱリカとベルンカステルは黄金郷の扉を外から二人で閉じ、黄金郷の扉の前に立っていた。

ベルンカステルはヱリカの方をじっと見つめる。 

「我が主……？ どうされました？」 

「ヱリカ、あんたメッセージボトルの件……何か知ってるの？」 

「我が主が叶えた奇跡である事は知っています」 

 ヱリカはベルンカステルの目を真っすぐに見つめる。 

「……誰に聞いたのそれ」 

「我が主もラムダデルタ卿と同じ事を言うのですね。誰にも聞いてません。私が推理の結果と

してそう思ったんです」 

「ラムダ？ 何の話……？」 

「我が主にお礼をずっと言いたかった事があるんです。私は本来は８６年に六軒島近海でプレ

ジャーボートから転落して死亡するはずの人間です。しかし、私を我が主は助けてくださいま

した。そしてこの世界に我が主に連れて来られ、楽しいミステリーをたくさん味わいました。

もう何の未練もありません。大満足です。本当にありがとうございました」 
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「いいのよそんな事。私は駒として役に立ちそうだと思って気まぐれに助けただけなんだから」 

「ラムダデルタ卿に手伝っていただいてたのは、８６年の惨劇を回避させる仮説の検証なんで

す。やっと。やっと仮説を組み上げました」 

 ベルンカステルは我が耳を疑った。仮説を……組み上げた？ 一体何の仮説を？ ８６年の

惨劇を回避させるための仮説？ それはとっくの昔にベルンカステルが諦めたものだ。絶対に

不可能。この世界で安田紗代は８６年に絶対に惨劇を避けられない。 

「我が主は、この世界でも……デタラメにタイプライターを猿のように叩いていたのではない

ですか？」 

 ヱリカが辛辣な言葉をベルンカステルに投げかける。 

「あんたに……何が分かるってのよ……」 

 ベルンカステルが冷たい目でヱリカを睨みつける。 

「あ、いえ。誤解しないでください我が主。私はずっと我が主のおそばで、今後も助けになり

たかったんです。しかし、お別れしないといけなくなりました。今後我が主がまた別のカケラ

世界を訪れた時、困難に直面しやしないかと、それだけが私は心残りで……」 

「……ラムダが手伝ったって言ったけど何を……」 

 ヱリカはベルンカステルの前に一つのカケラを出す。 

「これは安田紗代さんのカケラではありません。私のカケラです。私は８６年の親族会議の時

期にプレジャーボートから転落して死亡しますが、これは私が生存するカケラなんです。これ

をラムダデルタ卿にお願いして探していました」 

「あんたが……生存するカケラ？」 

 ベルンカステルはヱリカの意図が分からなかった。ベルンカステルがずっと検証していたの

は安田紗代のカケラだ。ヱリカのカケラなんて調べてすらいないし、興味もなかった。ヱリカ

の事はそもそも、安田紗代のカケラを調査している時に、偶然ヱリカをそのカケラの中で見つ

けて連れてきただけの事だったのだ。 

「私がボートから転落するも死亡せずに親族会議中の六軒島に漂着するカケラです」 

「……ッ！！」 

 その瞬間、ベルンカステルは全てを察した。 

 いつだっただろう。奇跡のカケラの存在を諦めてしまったのは。最初に雛見沢を旅立った時

に、あの世界の経験を絶対に忘れないと誓ったはずだった。どんな困難な世界がこの先待ちう

けていたとしても、乗り越える自信があの時はあった。しかし。六軒島のカケラで……いつの

間にか、ベルンカステルの心は擦り減っていった。そして……いつしか奇跡のカケラを探すの

をやめてしまった。 

 もう無理なんだと自分に何度も何度も言い聞かせた。この世界では惨劇は回避できないのだ

と。雛見沢とは根本的に違う世界なんだと。 
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 世界が悪い。私にはどうしようもない世界だった。どんな努力も全てが無駄な世界なんだと。

自分に繰り返し繰り返し、言い聞かせた。そして安田紗代の黄金郷での幸せを見て何かを達成

した気分になって、それを自分の言い訳にしていた。 

 しかし……目の前の少女は、とっくの昔に諦めていた奇跡を、ずっと探し続けて……ついに

可能性を見つけてしまった。 

「我が主、私が惨劇を止めてきますから」 

 ヱリカの言葉を聞いて……ベルンカステルの目に……大粒の涙が。 

 なんという少女だろう。奇跡の魔女と絶対の魔女でも無理だったこの世界の本当の奇跡を…

…この少女は実現できるかもしれない可能性を見つけてしまったのだ。 

 ヱリカはベルンカステルにカケラを渡す。 

「安田紗代さんのカケラと、この私のカケラを組み合わせ、２５７万８９１８個目のカケラを

生み出せるのは、奇跡の魔女である我が主だけです。かつての雛見沢でいくつものカケラを組

み合わせて、あの世界を救ったように、今回もカケラを……紡いでください」 

「……まかせて」 

 ベルンカステルの心に、徐々にかつて持っていたはずの熱い想いが蘇ってくる。雛見沢の惨

劇を何度も何度も繰り返し、嫌というほど最悪の結果を見せつけられ、あの時に願った『幸せ

な世界で生きて行きたい』という純粋な願い。 

 何よりも自分自身が経験した事だからこそ、絶対に惨劇を避けて安田紗代を救ってあげたい

と思ったのではなかったか。 

 ヱリカはベルンカステルの事を心配そうにずっと見つめていた。大変なのはむしろ、六軒島

に漂着してからのヱリカ自身だろうに。 

 ベルンカステルはヱリカから受け取ったカケラをじっと見つめる。 

「ヱリカは……何で私のためにこんなに尽くしてくれるの……」 

「理由は単純ですよ。命の恩人だからです。最初はそうでした。でも今はそうですね、本当は

我が主は優しい魔女なんだと知ってしまったからでしょうか」 

「カケラを紡ぐと……お別れだわ」 

「お別れは正直すごく嫌なんですが、まぁ我が主の願いを叶える事が出来るかもしれないので

すし、ベアトリーチェさんとも素敵なゲーム盤で戦えたので、思い残す事はありません」 

 ヱリカは本当にスッキリと、全ての未練を断ち切っているようだった。 

「ヱリカに……私から餞別をあげるわ。ちょっと取り出すから後ろを向いて目を閉じてて」 

「は、はい」 

 ヱリカは言われた通りにする。しばらくして……ヱリカの唇に……何かが触れた感触がした。 

「……！！」 

 ヱリカが目を開けると、すぐそばにベルンカステルの顔が。 
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「こんなのが餞別になるのかどうか分からないけれど、本当に……ありがとう、ヱリカ」 

「い、今のは！！ 我が主が私に！！」 

「それ以上言うとひっぱたくわよ」 

「……本当にこれで何の未練もありません……！！」 

「じゃあ始めるわ。カケラ紡ぎを」 

 ベルンカステルが懐から安田紗代のカケラを取り出す。そしてヱリカのカケラと一緒に宙に

浮かべた。２つのカケラは宙でゆっくりゆっくりと……融合していった。 

「では我が主、探偵古戸ヱリカ、行って参ります」 

「行ってらっしゃい。気をつけて」 

 ヱリカの体がゆっくりと……この世界から消えていく。ベルンカステルはヱリカの姿が完全

に見えなくなるまで、ずっとヱリカの姿を見つめていた。 

ヱリカの姿が完全に消えてしまって……ベルンカステルはヱリカが旅立った寂しさを……初

めて感じていた。 

「不思議。あの子がいなくて寂しいなんて、今まで感じた事なかったのに。なんだか心の一部

が失われてしまったみたいだわ」 

 ベルンカステルはヱリカがいなくなった後も、ずっとヱリカの面影を追って、宙を見つめて

いた。そして彼女の成功を心から祈った。このカケラが奇跡のカケラとなるように。 
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福音の家 

 

 寿ゆかりに会い、今まで話せなかった事を全部話し、十八はそれで何かが変わるのではない

かと感じていた。十八は偽書を完結させたものの、確かに一種の達成感と感慨深さはあったも

のの、それによって十八が過去の出来事に決着をつけたわけではなかったのだ。だから、寿ゆ

かりに会う事は、十八にとっては一種の賭けのようなものでもあった。 

 彼女と会う事で何かが変わるのではないかという期待。そして、彼女に会う事で十八という

存在が消えてしまうかもしれない恐怖。 

 結局、寿ゆかりとの出会いは十八に何の変化ももたらさなかったのだ。しかし、十八はそれ

を残念に思う事もなく、結局自分の中の戦人の記憶と、この先もずっと付き合っていく運命な

のだろうなと、改めて思ったのだった。 

 十八と幾子は、ゆかりに誘われて福音の家を訪れていた。福音の家の外観を見た時、十八は

何だか温かな雰囲気を感じた。ほんのりと窓から漏れる室内の明かりが、中の子供達のにぎや

かさを暗示しているようで、少し和やかな気分になる。 

「立派な建物ですね、十八」 

「ええ。何だか……明るく、そして楽しそうな雰囲気があります」 

「ゆかりさんの努力のたまものなのでしょうね。これは」 

 十八達が到着したのをゆかりが見つけ、二人の元へ駆け寄って来る。 

「本日はわざわざ遠い所からありがとうございます。十八先生、幾子先生」 

「本日はお招きに預かりました。これ少ないですが、施設の子供達に」 

 そう言って十八は封筒をゆかりに手渡す。 

「けっしてそのような意味でお招きしたわけではないのに……本当に申し訳ございません」 

「気にしないでください。子供は宝です。何かの役に立てば私も嬉しいのです」 

 ３人はゆかりの案内で福音の家に入っていった。 

 かつて右代宮家が支援していた福音の家。十八は知識としては知っていた。紗音達使用人は、

この福音の家出身のはずだ。右代宮家に関わる施設に来る事で十八は微妙な違和感を感じてい

た。それは……施設の立派さだとか、ゆかりが復活させた事だとか、そういった部分に感じる

ことはあっても、それ以外の感慨深さのようなものはなかったのだ。 

「さぁ、子供達が待ってますよ」 

 ゆかりが広間へと通じる扉を開ける。そこで十八が目にしたのは……右代宮家のお屋敷のホ

ールだった。 

「こ、これは……！！」  

 十八は記憶の中の右代宮家と同じ光景が目の前に広がっている事に驚愕する。 

 そして……十八は…………自覚した。 
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 右代宮家のホールを再現した福音の家の広間は、確かに懐かしいと感じるものだった。自分

の中の右代宮戦人が『懐かしい』と叫んでいる。しかし……肝心の十八自身は……やはり何も

感じなかったのだ。 

「……これは………右代宮家の再現ホールですか？」 

「私の記憶の中にあるものを再現しました。細部が間違っているかもしれませんが」 

「……いいえ、これは確かに……あの日の右代宮家のホールです…………」 

 強烈な違和感だった。十八の中で『懐かしい』という気持ちと『懐かしいと思えない』とい

う気持ちが同居していた。十八はずっと戦人の記憶と戦ってきた。それを受け入れようと努力

もしてきた。 

 しかし……結局十八は戦人を受け入れられなかった。他人の記憶としか思えなかった。そし

て……この右代宮家のホールを見ても、結局十八にとってここは、あくまでも戦人の祖父の家

なのであって、十八にとっては完全に他人の家だった。 

 幾子が十八の様子を変に思い、車椅子の後ろから語りかけて来る。 

「十八どうかしましたか？」 

「ここは……右代宮戦人が帰るべき場所なのだと思います。私ではなく」 

「十八……やはり、無理でしたか？」 

「ええ。やはり、どんなにあがいても、私は……右代宮戦人ではないんです」 

 十八の中でやっと何かが吹っ切れた。このホールは寿ゆかりの愛が詰まっている。彼女の魔

法が発動している。その魔法は十八の中の戦人を優しく包み込み、そして……十八の体から戦

人を分離していった。 

 十八が感じたもの。そして彼の中の戦人が感じたものは、完全に真逆だったのだ。十八はど

こまで行っても八城十八なのであって、右代宮戦人なのではなかった。それを十八がハッキリ

と自覚したのだ。 

「さようなら、右代宮戦人。君は……君が帰るべき場所へ帰るべきだ。私には私の居場所があ

る。私は君ではないし、君も私ではない。お別れだ」 

 幾子は十八の言葉を静かに聞いていた。幾子の目には、十八がただホールの真ん中にいるだ

けにしか見えなかったが、きっと十八の中で何かが変わったのだろうと感じたのだ。 

 

 十八と幾子はしばらく福音の家でゆかりと談笑し、そしてお別れした。 

帰りの車の中で幾子は十八のすっきりした顔を見て、少し安心した。 

「来てよかったですね、十八」 

「ええ。あのホールはゆかりさんの魔法が発動していました。さすがの私の中の戦人も、あの

魔法には抵抗できなかったようです。凄い人です。ゆかりさんは」 

「私達が書いてきた物語も、無駄じゃなかったという事ですか」 
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「私達の偽書はあくまでもキッカケでしょう。あれはゆかりさん自身の力だと思います」 

「……そうですね。子供達の幸せそうな顔を見れば、それも納得できるというものです」 

 十八はその日の夜、初めて何の恐怖もなく眠りにつく事ができた。もう翌朝目覚めると、自

分が他人になっているかもしれない、などと思わなくて良いのだ。 

 そしてその夜の十八の夢の中。十八は白いモヤがかかった場所にいた。ここは一体どこだろ

うとキョロキョロと辺りを見回すが、特に目印になるようなものはなかった。 

「……」 

 十八がしばらくモヤの中に立ち尽くしていると、前方からコツコツと足音が聞こえてきた。

十八が目を凝らすと……十八の目の前に歩いてきたのは金髪碧眼のドレスの女性だった。 

「……そなたが八城十八であるか」 

「ベアト……リーチェ……？」 

 十八の目の前にベアトリーチェが立っていた。彼女は十八を少し悲しそうな目で見つめる。 

「そなたに……謝りたくてな。そなた、妾が海に流したメッセージボトルの謎を……解いたで

あろう？」 

 十八はただただ呆然としていた。目の前にベアトリーチェがいる。それが信じられない気持

でいっぱいだったのだ。 

「妾は……あれを自分へのケジメとして海に投げた。けっしてそなたを……自殺に追い込もう

と思って投げたのではない」 

 ベアトリーチェが悲しげな表情でポツポツと語る。 

「すまなかった。十八……」 

 その言葉を聞いて、十八の目から……ポトリポトリと涙が流れ落ちる。何か言いたい事があ

るはずなのに、言葉が出てこなかった。 

 ベアトリーチェは十八を自分の胸の中に……抱きしめる。そして十八の頭を……優しく、赤

ん坊をあやすように……撫でた。 

「そなたは八城十八。戦人ではない。だから、そなたは妾に対して何の罪も背負っておらぬ。

妾がそれを保証する。だからそなたはもう、十八として、この先の人生を生きて欲しい。それ

が妾の……願いだ」 

 あぁ。本当に欲しかったのは、これだったのかもしれない。戦人ではなく、本当は十八自身

がその言葉をベアトリーチェから貰いたかったのだ。やっと分かった。それこそが十八が求め

ていたものだったのだ。 

「うっ、ぐっ、うわあああぁぁぁぁあああ！！！」 

 十八はベアトリーチェの胸の中で、あらん限りの大声で泣き続けた。そしてベアトリーチェ

は十八を優しくずっと抱きしめていた。 

「妾は黄金郷で幸せに暮らしておる。そなたも、現実世界で幸せに暮らせ」 
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 ベアトリーチェのぬくもりが、十八の心を溶かしていく。 

 例え戦人の罪だったのだとしても、同じ体でその記憶を体験した十八にとっては他人事では

なかったのだ。ベアトリーチェの言葉は十八の心の深い部分に染み渡り、長年凍っていた十八

の心を、溶かしていった。 

 

 翌朝十八が目覚めると、十八の顔を幾子がじっと見つめていた。 

「うわあっ！」 

 十八が仰天して声をあげる。 

「あぁ。十八を起こしに来たのですが、なにやら泣いていたようだったので、何か悲しい夢で

も見たのかと思って、十八の顔を見ながら考え事をしていたんです」 

「ビックリさせないでくださいよ幾子さん……夢の中でベアトリーチェに会いまして。そのせ

いだと思います」 

「ほう！ ベアトリーチェに……！！ その話はあとでじっくりと聞かせてほしいのですが、

十八やっと完成しましたよ。偽書の続きが」 

「続き、ですか？」 

「私達の偽書は戦人とベアトリーチェの入水で終わっていたでしょう。あれで終わりというの

は恋愛物語として失格ですからね、昨日の福音の家の出来事を物語にして、それを偽書の結末

にしてみました。まぁ、あれで安田紗代さんへ捧げる物語には……なったと思いますよ」 

「やっと完成したんですね……」 

「ええ」 

「幾子さん……今度私達自身の事について色々話したい事があるので、時間を作ってくれます

か？」 

「それはいいですが、何かの新作の原案でもできたのですか？」 

「いえ、仕事の話ではなく、私と幾子さんの事です」 

 十八のその言葉を聞いて、幾子は……目を閉じ小さく笑った。 

 やっと。十八の中で六軒島事件が結末を迎えたのだと思った。 

偽書の本文は幾子が執筆をしていた。だから、ベアトリーチェを描く時、幾子は彼女の心を

自分の内部に一度再現して、幾子が感じた言葉を、ベアトリーチェのセリフとして書いていた。

だから、ベアトリーチェの言葉には幾子の想いもこもっていたのだ。 

いつか十八の中で六軒島事件が終わりを迎えると信じて、ずっと紡いできた。 

その目的がやっと達成されたのだ。幾子は十八のさっぱりした表情を見て、頑張って良かっ

たと心から思った。そして嬉しさを噛みしめ、十八にこう返したのだった。 

「それは私へのプロポーズですか？」 

「それをここで言うと情緒もへったくれもないじゃないですか！ そういう話は寝起きで適当
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にやるもんじゃないんです！！」 

「じゃあ、そういう話をするときは事前に言ってくださいね。おめかししますから」 

「は、はぁ……」 

 十八と幾子が紡いできた物語は、最後に幸せな結末を追記して……終わった。十八の中にい

た右代宮戦人は、もう十八の中にはいない。これから十八と幾子は、右代宮家とは何の関係も

無く、交わる事もなく、自分達自身の人生を生きて行くのだ。それが彼らにとって、一番幸せ

な事に違いない。 
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ワールドブレイク 

 

 六軒島の海岸は台風の影響で、まだ昼だというのに薄暗く、そして強風が海岸沿いの雑木林

を吹き抜けていた。その海岸に……打ち上げられた一人の少女がいた。 

「おえぇぇええええ！！ ゲホッ！！ ゲホッ！！」  

 古戸ヱリカは大きく咳き込み、飲んでしまった海水を吐き出していた。 

「気持ち悪いです……ここはどこでしょう。私は……確かボートから転落して……」 

 ヱリカが自身の記憶を整理していたとき、ヱリカの胸の黄金色の薔薇のペンダントが仄かに

光を発する。そしてヱリカを包み込んでいった。 

 それはラムダデルタがヱリカに渡した真理結晶。ヱリカの記憶が詰まった絶対の意志の加護

の力だった。 

「……なるほど。１９８６年１０月４日の……お昼頃でしょうか。バッチリじゃないですか」 

 ヱリカはキョロキョロと辺りを見回し、右代宮家の屋敷を探す。 

「だいたいあの辺じゃないでしょうか」 

 とりあえずは目的地の方角の検討を付け、ヱリカはしばらく空を見上げていた。そして、ヱ

リカは大声で笑い始めた……。 

「あっはっは！！ ついに来ましたこの瞬間が！！ 私はこの１９８６年の親族会議中の右代

宮家へは、２つの目的があってどうしても来たかったんです。一つは惨劇を回避させる事です。

これは最優先事項ですが、もう一つ実は私には目的がありまして」 

 ヱリカは空に向かって語りかける。 

「観劇の階層のカケラを紡いだ執筆者さん。聞こえていますかね。今から非常に重要なお話を

しますから聞き逃さないようにしてください。あなたの紡いだ８つのカケラの壮大なミステリ

ーの物語は、世界構造についての種明かしがされていません。ですから、基本的に２つの可能

性があるわけです。一つは世界構造がミステリー的解釈によって成立しているケース。もう一

つがファンタジー的な解釈によって成立しているケースです」 

 ヱリカは空に向かって淡々と自身の推理を語りかける。邪悪な笑顔で。 

「ミステリー的な世界構造を採用している場合、８６年の惨劇は確定事項であり回避なんかで

きません。つまりですね、今私がいるここ、８６年の世界は『創作世界的な場所』であり、本

当の現実世界の８６年ではない可能性です。これは悔しいですが下層世界の住人である私には

判別できません。しかし、ファンタジー的な世界構造を採用しているのならば、私がこれから

惨劇を止められれば、回避させることが可能です。これ意味分かりますか？」 

 ヱリカが核心に触れて行く。 

「この世界の惨劇を回避させるにはファンタジー的世界構造を採用する必要があり、そして惨

劇を回避されるという事は、あなたの紡いだ８つのカケラが全て無効になるという事なんです。
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この世界の物語の起点は８６年の惨劇であり、これが起こってしまうからこそ、この先の長い

長い物語があるわけです。ですから？ 私が今から惨劇を止めると、あなたの物語を……いや。

あなたの心臓をッ！！ 破壊する事になるんですッ！！ グッチャグッチャに！！ もしそれ

が嫌なのならば、この世界はミステリーだと断言すればいいんです。ただしッ！！ その場合

は私の推理が全て的中してる事になりますから？ あなたと私の勝負は私の勝ち、という事に

なりますよ？」 

 ヱリカは心から楽しそうに笑っていた。それはまるで、この瞬間のためにずっと頑張って来

たかのように。 

「この世界はファンタジーですか？ ミステリーですか？ お好きな方を選んで結構ですよ？ 

惨劇を回避され、物語世界を破壊されるもよし、勝負の負けを認めるもよし。……私にあの物

語に挑まれてしまったのが、あなたの敗因です」 

 ヱリカは言いたい事を全部言ってスッキリしたのか、当初の目的を思い出したように、右代

宮家のお屋敷へとゆっくりと歩いて行った。 

 

 右代宮家の食堂にヱリカは立っていた。食堂には見慣れた右代宮一族がずらっと並ぶ。ドア

の付近に紗音が立っていた。 

 ヱリカは紗音を横目でチラリと見る。そして今一度食堂の全員を見渡して高らかに宣言した。 

「右代宮家の皆様方！！ はじめましてこんにちは！！ 探偵ッ！！ 古戸ヱリカと申しま

す！！ 我こそは来訪者ッ、この世界を破壊する探偵ですッ！！」 
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２５７万８９１８個目のカケラ 

 

 ベルンカステルの手元には２５７万８９１８個目のカケラが光り輝き、ベルンカステルがそ

のカケラを楽しそうに眺めていた。 

「ヱリカ……あなた、やっぱり自分自身の目的もあったんじゃない。まぁそれはそれとして。

どういう方法で惨劇を止めるのかしらと思って見てたら、これは……ちょっと反則なんじゃな

いのかしら。誰も思いつかないわよこんなの。確かに紗代の計画はイレギュラーに弱いのかも

しれないけれど、だからってこんな……」 

 カケラの中でベルンカステルが見ていたのは、１９８６年の１０月６日の朝の様子だった。

ヱリカと紗音が何故かぎゅっと抱き合っていて、紗音はどこか迷惑そうな顔をしていた。 

「でもこれが、考えるって事なのかしら」 

 ヱリカは８６年の親族会議中の六軒島に流れ着き、見事に惨劇を回避させていた。いや、紗

代の計画自体を断念させたという方が正しい。 

 結局安田紗代に必要だったのは時間だったのだ。正しい判断ができる時間が足りなかった。

あまりにも絶妙なタイミングが重なってしまい、紗代は自分の運命を事件というルーレットに

託してしまった。しかしヱリカは事件実行を不可能にしてしまったのだ。結果安田紗代は８６

年の事件計画を急きょ中断した。 

「紗代。私とヱリカができるのはここまでよ。惨劇は回避された。でもね、あなたの人生がこ

れからどうなるのかなんて分からないわ。だからあなたは、この先の人生を自分で掴み取って

行くの。譲治が好きなのか。戦人が好きなのか。それもルーレットじゃなく、あなた自身が決

めなさい。その先に、きっと。あなたの幸せがあるわ」 

 ベルンカステルはそう言うと、かつての雛見沢のカケラと同じように、六軒島の奇跡のカケ

ラを、カケラ世界にそっと浮かべた。 

「長い物語だったわ。奇跡なんかないんだって諦めてしまったあの時の私は……やっぱり弱か

ったんだわ。私も……ミステリー小説を読んでみようかしら」 

 考える事が最大の武器になるなんてベルンカステルは思ってもいなかった。しかし、それを

見事に見せてくれた探偵がいた。惨劇を回避させるどころか、世界を破壊するとまで宣言した。

考える事は大切な事なのだ。そしてそれは心に依存している。 

 もう駄目だ。 

 そう思ってしまった瞬間、奇跡のカケラは消えてしまうのだ。 

「……」 

 ベルンカステルはカケラ世界を見つめながら雛見沢の事を考えていた。 

 それは惨劇を回避させた後に行ったカケラの事。お子様ランチの旗のカケラ。あの世界はバ

バ抜きの中のババを押し付けずに終わるべき世界だった。だから、ババをあの世界でひいてし
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まった人物を救いに行ったのだ。ベルンカステルは鷹野三四という人物が両親と死に別れない

カケラを紡いだ。その時に、やっと「終わった」と思えた。 

 だから、このまま六軒島のカケラを去る事に若干の抵抗があったのだ。 

「やっぱり、紗代の人生がどうなったのか……見届けたいわ」 

 それを見届けて、この世界とはお別れしよう。自分のやったことは結局無意味になってるか

もしれない。でも意味があったかもしれない。それを見届けるのが、実はベルンカステルは怖

かったのだ。 

 雛見沢の世界は幸せなカケラになったと言えた。しかし、この六軒島のカケラ世界では結局

86 年の惨劇を回避させただけで、紗代が結局どうなったのかが分からない。87 年にまた同じ

ような事件を再計画してるかもしれない。あるいは譲治と戦人どっちとも結ばれず、自殺をし

てしまってるかもしれない。いろんな可能性があり得た。 

 でも。 

 幸せになってるかもしれない。 

 この世界で惨劇を回避させる手段はもうベルンカステルにはない。だから、惨劇を回避させ

た世界でも紗代が不幸になるのならば、もうベルンカステルには本当の意味で、してあげられ

る事がなくなってしまう。 

 ２５７万８９１７個のカケラを漁っていた時に感じた感覚が、ベルンカステルにはどうして

も忘れられなかった。この世界の根っこに存在する明らかな悪意があった。 

『この世界では安田紗代を絶対に幸せになんかさせない』という神の意志のような絶対的運命

があった。 

「私はそれを本当に……打ち破ったのかしら…………」 

 自信がない。それが正直なベルンカステルの気持ちだった。今自分はぬか喜びしてるだけな

のではないのか。そんな不安がベルンカステルの心から払拭できなかった。 

「…………」 

 ベルンカステルはしばらく目を閉じ、自分の心を落ち着かせようと深呼吸をした。そして、

そっと自分の心に火を灯す。 

 目を開けたベルンカステルは決意が鈍らぬようにハッキリと声を出して言った。 

「見届けるわ。紗代、あなたの人生がどうなったのかを」 

 ベルンカステルはカケラ世界に浮かべた２５７万８９１８個目のカケラを再び手元に戻し、

そのカケラの中に……入って行った。 

 きっと彼女が幸せになっていると信じて。 

 惨劇を回避させた意味はあったのだと信じたくて。 

 そして、雛見沢で１００年繰り返した地獄のような日々は、自分にとって意味があったのだ

と信じたくて。 
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TEA PARTY 

 

 東京のとある喫茶店にベルンカステルはいた。１９９８年の東京。六軒島の惨劇の１２年後

の世界。店内は広々としていて、テーブル席も多くあり、ゆったりとした紅茶の専門店だ。 

「お客様、ご注文はお決まりでしょうか」 

 店員の問いかけにベルンカステルはメニューの中の一つを指さす。 

「これをお願いするわ。あと梅干しを一つ入れてちょうだい」 

「う、梅干しでございますか？ ええと、サイドメニューに一応うめぼしはあるのですが、そ

れを入れた状態でお持ちしてよろしいですか？」 

 店員が戸惑った様子でそう聞き返す。 

「ええ。それでいいわ」 

「か、かしこまりました……」 

 店員が戸惑った様子で下がっていくのをベルンカステルはまるで意に介さず平然としていた。

しばらくして喫茶店に一人の女性が入ってきた。その女性は店員に「待ち合わせ」だと告げて

キョロキョロすると、やがてベルンカステルを見つけるや否や顔を赤く染め、目に涙を浮かべ

た。 

「わ、わがあるじぃ～！！！」 

 古戸ヱリカはベルンカステルをがばっと抱きしめると鼻水を垂らしながら号泣していた。 

「ちょっと、アンタきったないわね！ 離れなさいよ！！」 

「でも、我が主にまた会えるなんて……！！」 

「あのね、今の私は古手梨花よ。ベルンカステルではないの」 

「あぁ、魔女のままではこの世界に下りられないのですか」 

「そういうこと。ちなみに私は今２７歳なんだけど、あんた私より年上じゃない……？」 

「そそそ、そんなことはないですよ？」 

 ヱリカは動揺を隠せないのか目線をベルンカステルから反らして、鳴らない口笛をヒューヒ

ューいわせていた。 

 ヱリカがとりあえず落ち着きを取り戻し、ベルンカステルの真向かいに座る。 

「ビックリしましたよ。急に我が主から電話がかかってくるもんですから」 

「元気そうねヱリカ。アンタ今何をやっているの？」 

「探偵事務所を開いて探偵をやっているのですが、まぁ暇な時も多いので兼業として作家もや

っていますね」 

「なんだか予想通りというか、何の意外性もないわね」 

 ベルンカステルはヱリカとしばらく談笑し、やがて本題に入った。 

「それで頼んでおいた件だけど」 
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「ええ。もうすぐ 2 人で来ると思いますよ。ええと、我が主の事は……」 

「アンタの後輩の友達、ということにしておいてちょうだい。どうやら私の方が年下みたいだ

しね？」 

「わ、私の方が年下ですからぁー！！」 

「今私が２７なのよ。仮にアンタが２６だとすると、８６年の惨劇時には１４だったって事に

なるじゃない。さすがに１４には見えないわよ。アンタもう３０超えてるんじゃないの？」 

「超えてません！！ 超えてませんからぁー！！」 

 ヱリカか涙目になって反論するのを見て、ベルンカステルは楽しそうに笑う。 

 そしてしばらくして店内に一組のカップルが入ってきた。歳はもう３０を超えているであろ

うそのカップルが、ベルンカステルとヱリカ達のいるテーブルに向かってくる。 

「久しぶりヱリカ。そして隣の方は……」 

「紗代さん久しぶりです。そして譲治さんも。こちらの方は私のせんぱ（ギュッ）あいたっ！ 

こ、後輩の古手梨花さんといいます。二人に会いたいというもんですから」 

 ベルンカステルはテーブルの前に立つ紗代と、右代宮譲治の二人を見つめた。二人は手を繋

いでいて一目で仲が良いのが分かった。そして二人の左手の薬指に同じデザインの指輪がはま

っていた。それを見て、ベルンカステルはもう目的を達した気持ちになった。 

「紗代、あなたが選んだのは譲治だったのね。そして、今はもう譲治と結婚している、と」 

 ベルンカステルから唐突にそんなことを言われた紗代はビックリして譲治と目を見合わせて

いた。本来はここでヱリカが何らかのフォローをするべきだったのだろう。しかし、ヱリカは

一切口を挟まなかった。どんな思いでベルンカステルが今ここにいるのか分かっていたから。 

「二人ともテーブルに座って」 

 ベルンカステルにそう促されると紗代と譲治はベルンカステルの真向かいに座り、ヱリカは

ベルンカステルの隣に移動した。 

「はじめまして。私は古手梨花と……いえ。奇跡の魔女ベルンカステルという者。私は一人の

少女がどういう未来を掴んだのかを見届けにきたわ」 

 紗代はそのベルンカステルの言葉を聞いて何かを考え込んでいた。譲治もベルンカステルの

この挨拶にどう反応していいのか分からず言葉が出てこない。そしてヱリカは相変わらず一切

のフォローをしなかった。 

 やがて紗代が口を開いた。 

「旧姓安田紗代、今は譲治さんと結婚して右代宮紗代といいます」 

 紗代もベルンカステルに対して多くを語らない。ベルンカステルは紗代の手をキュッと握り、

優しい顔で尋ねた。 

「紗代。あなたが苦難の末に掴んだ今の未来は、あなたにとって幸せなものだった？ 私はそ

れを確かめにやってきたのよ」 
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 本来ならば、あなたは何者なんですか、だとか、色々と聞くべき事が紗代にはあったはずだ

った。しかし紗代はそんなことは一切尋ねなかった。 

「ええ。私は……右代宮紗代は今とても幸せです」 

 紗代はそう短く告げ、心から幸せそうに笑った。 

「そう。私がやったことは無駄じゃなかったのね」 

 ベルンカステルがそうポツリと呟くと、隣のヱリカがベルンカステルの手にそっと自分の手

を乗せた。 

 紗代が惨劇を回避したあと、どういう決断をしたのか、そしてなぜ戦人ではなく譲治を選ん

だのか、ベルンカステルはそういった事を聞こうとは思わなかった。ただ、彼女の幸せを確認

できただけで十分だった。 

「いつまでもお幸せに」 

 一度は惨劇を回避させること自体を断念した。本当は助けたかったはずなのに、無理だと知

ったあの時に封印した気持ち。何度も何度も雛見沢の惨劇を繰り返し、精神が壊れ、やがて魔

女という存在になり、こんな理不尽を絶対に許すものかと誓った。自分にとって絶対に許すこ

とができないものがあって、でもそれに対抗する手段がなかった。あまりの悔しさに人知れず

涙を流した事もあった。 

 ふざけるなと地面を叩きつけた。 

 やってられるかと自暴自棄にもなった。 

 でも。一人の探偵の力を借りて、あり得なかったはずの未来を切り開く事ができた。 

 ベルンカステルが古手梨花として繰り返した１００年があったからこそ、今の未来があるの

だと思えた。 

 何も無駄じゃなかった。 

「我が主……」 

 ヱリカがベルンカステルの顔を驚いた顔で見つめる。 

 それは今まで一度も見たことがなかった、心から笑っているベルンカステルの表情だった。 

 その笑顔が本当に紗代と譲治の幸せを喜んでいるのだと伝わったから。紗代と譲治はただ一

言こう伝えた。 

「ありがとう。ベルンカステルさん」 

 

 二人と別れ、ベルンカステルとヱリカは喫茶店に二人残っていた。 

「さて。思い残した事も確認できたし、どうやら次の世界が見つかったみたいだから、私もそ

ろそろこの世界とはお別れをするわ」 

 ヱリカはベルンカステルのたどり着いたこの場所の意味を噛みしめ、頑張って良かったと感

じていた。 
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「我が主、また暇な時はいつでも来てくださいね。私待ってますから」 

 ヱリカのちょっと寂しそうな顔を見て、ベルンカステルは楽しそうにふふっと笑った。 

「そのうちね。新しい世界でそれなりに決着がついたらきっと来るわ」 

「ずっと待ってます」 
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誰だって幸せになる権利がある。 

難しいのはその享受。 

誰だって幸せになる権利がある。 

難しいのはその履行。 

誰だって幸せになる権利がある。 

難しいのはその妥協。 

この世界の奇跡のカケラへと導いてくれた少女に心からの愛情を。               

そして苦難の末に幸せを手にした少女に心からの祝福を。                                                                                   

Frederica Bernkastel                

 

 

 

 


