
アカイイト新章・神の化身の少女

番外編・疑念と信頼と

１．それぞれの対面

　あの経観塚での出来事から、１週間が過ぎていた。

　経観塚から帰ってきた梢子は、ある用件の為に烏月を会う約束をして、烏月の自宅・・・千羽家の

屋敷へとやって来ていた。

　別に帰ってからすぐに烏月と会っても良かったのだが、烏月と梢子のスケジュールの都合でどう

しても互いの予定が合わなかったので、結果的に１週間も待たされる事になってしまったのだ。

　

　まだ夏休みという事もあって日差しがとても強く、真夏の太陽の灼熱の光が、情け容赦無く梢子

の体に降り注ぐ。

　その灼熱の光が、梢子の体から情け容赦無く体力と水分を奪っていく。

　梢子は烏月の屋敷の門の前で、先程自動販売機で買ってきたスポーツドリンクのペッドボトルを

口に含み、顔から流れる汗をタオルで拭う。

　

　そして梢子は意を決した表情で、門の前のインターホンを鳴らした。

　インターホンのマイクから、使用人の女性の声が聞こえる。

　「・・・はい、どちら様でしょうか？」

　「今日、千羽烏月と面会の約束をした、小山内梢子と言う者なんですが・・・」

　「はい、確かに伺っております。小山内様、お待ちしておりました。すぐに迎えの者をそちらに向

かわせますので、少しの間お待ち頂けますか？」

　「はい、分かりました。」

　「この暑い中、本当にお疲れ様でした。烏月様も小山内様が来るのを楽しみにしておられていま

すよ？今日はどうぞ遠慮せずに、ゆっくりしていって下さいませ。」　

　

　それから２分程過ぎた後・・・鈍い音を立てながら、梢子の目の前の門が開く。

　梢子の目の前に現れたのは千羽家の使用人の、メイド服を着た２０代の女性だった。

　とても穏やかな笑顔で、彼女は梢子を出迎える。

　「小山内様、ようこそおいで下さいました。さあ、どうぞこちらへ。」

　「はい、失礼します。」

　

　使用人に案内されて、梢子は千羽家の屋敷へと足を踏み入れる。

　そして時を同じくして、経観塚の羽様では・・・

　「貴方たちはここで待っていなさい。」

　「し、しかし・・・葛様・・・たった１人で行かれるなど・・・」

　「大勢で押しかけると、遥さんと渚さんに迷惑を掛けてしまいます。」



　ヘリコプターで遥と渚の自宅までやって来た葛が、部下を下がらせてインターホンを鳴らした。

　葛の手にあるのは、遥と渚の為に用意した菓子折り。

　意を決した表情で、葛は玄関をじっ・・・と見据えている。

　しばらくして玄関の扉が開く。そこに現れたのは私服姿の遥だった。

　「お初にお目にかかります、星崎遥さん。鬼切りの頭を務めています、若杉葛と申します。」

　「な・・・馬鹿な・・・！！」

　

　自分の目の前にいる葛を見て、遥は驚きを隠せなかった。

　

　「信じられないな・・・こんな子供が、現在の鬼切りの頭だと言うのか・・・！？」

　「遥さん・・・先日お電話でもお話させて頂きましたが、此度の千羽党の遥さんへの悪質行為に対

して、頭として謝罪をさせて頂きたく・・・」

　「・・・取り敢えず上がれよ。こんな所で立ち話も何だからな。」

　「はい、では失礼させて頂きます。」

　「渚～、鬼切りの頭が来たぞ～。お茶を用意してくれ～。」

　遥に案内されて、葛はとても真剣な表情で家の中へと入っていった。

２．千羽党との因果

　「お久しぶりです。烏月さん。」

　「よく来てくれたね、梢子さん。今日は遠慮せずにゆっくりしていって構わないよ。」

　使用人の女性に案内された梢子は、応接室で烏月とその母親と対面していた。

　実は梢子はここに来るのが初めてではなく、烏月との鍛錬の為に何回かここを訪れた事があった。

　屋敷の者たちの誰もが、来る度に梢子の事を歓迎して、精一杯もてなしてくれる。

　と言っても、烏月の祖父だけは梢子に対して全然愛想が無くて、梢子がどれだけ元気良く挨拶

しても無表情で「うむ。」と言うだけで、梢子は彼だけはいつも苦手にしているのだが。

　今日も通りがかりに彼と出くわしたのだが、相変わらず梢子に対しての態度はとても無愛想だっ

た。

　

　梢子はいつもここに来る度に思うのだが、この屋敷は本当に周囲の建物から完全に浮いている。

　馬鹿でかい敷地に馬鹿でかい建物、使用人の女性も沢山いるし、何よりも烏月の祖父のような

堅物が世帯主なだけあって、雰囲気自体が凄く厳格だ。

　以前、汀が梢子に

　『あんなに息苦しい場所で、あんなに平気な顔をしていられるズッキー（烏月）は凄いよ』

　と愚痴っていた事があるのだが、梢子も汀の言葉を完全に否定は出来なかった。

　何だかこの屋敷だけが、完全に周囲とは別の世界のようだ。

　「梢子ちゃん。今日は本当によく来てくれたわね。外はとても暑かったでしょう？」

　烏月の母親がとても優しい微笑みを見せながら、梢子と烏月にお茶と羊羹を差し出す。



　もう４０歳を過ぎているはずなのに、若作りが上手いのか、烏月の母親はとても綺麗な女性だ。

　

　「わざわざすみません。頂きます。」

　「別に遠慮なんかしなくてもいいのよ？梢子ちゃんは烏月ちゃんの大切なお友達なんだから。」

　「はぁ・・・。」

　「今日は遠慮せすにゆっくりしていってね。お昼ご飯もご馳走してあげるから。」

　厳格で無表情な烏月の祖父とはとても対照的で、烏月の母親はとても優しくて温かい女性だ。

　何だか自分の目の前に柚明がもう１人いるような感覚を、梢子は感じていた。

　

　「それで梢子さん。私にどうしても直接会って聞きたい事があるって、この間電話で話していたけ

ど・・・」

　「・・・はい。」

　「一体どうしたんだい？珍しくそんなに真剣な顔をして。」

　とても真剣な表情で、梢子は烏月をじっ・・・と見据える。

　そんな梢子の表情に、烏月は戸惑いを隠せなかった。

　梢子はお茶を一口飲んで、深く溜め息をついて・・・意を決して本題に入った。

　「烏月さん。」

　「何だい？」

　「・・・経観塚で、星崎遥に会いました。」

　

　梢子の言葉を聞いた烏月が、とても複雑な表情になる。

　烏月の母親も先程とは一転して、何とも暗い表情になる。

　遥の名前を出しただけで、この反応。梢子にはもう、それだけで充分だった。

　あの時の戦いで、馬瓏琉は遥に言っていた。

　『天照の血を引くお前達を、鬼切り部の連中が放っておくはずが無い』と。

　遥は話したがらなかったので梢子は敢えて深入りはしなかったものの、彼女が過去に千羽党と、

何らかの深い因縁があった事は明らかだ。

　「・・・そうか・・・遥さんに会ったのか・・・。そう言えばこの間葛様が、急に経観塚に行くとおっしゃ

られていたけど・・・まさか・・・」

　「烏月さん、一体遥と千羽党との間に何があったんですか！？」

　「・・・・・。」

　「遥は多くを語ってくれませんでしたけど、彼女は鬼切り部という組織全体に対して明らかに嫌悪

感を抱いていました！！それに・・・」

　梢子は遥と共闘して馬瓏琉と戦った際に、疑問に思った事があった。

　遥が過去に、千羽党と深い関わりがあったという確固たる証拠・・・それを烏月に暴露した。

　「どうして遥が千羽妙見流を使えるんですか！？魂削りを詠唱無しで使いましたし、しかも究極

奥義である鬼切りまで！！」

　「・・・・・。」

　「それに馬瓏琉が遥に言っていました！！天照の子孫である遥を、鬼切り部の人達が放ってお

くはずが無いって！！それを聞いた遥の、あの苦虫を噛み締めたような表情・・・！！」



　「・・・・・。」

　「烏月さん！！千羽党は一体、遥に何をしたんですか！？」

　梢子は烏月をじっ・・・と見据える。烏月の一挙一動を見逃さない。

　そんな梢子の真剣な表情を見て、烏月は観念したかのように、ふうっ・・・・と溜め息を付き・・・

　「・・・分かった。全てを話すよ。私達千羽党が遥さんにしてしまった、取り返しのつかない過ち

を・・・。」

　「烏月さん・・・」

　

　決意に満ちた表情で、千羽党と遥の因縁・・・それを全て梢子に打ち明ける事にした。

　

　「梢子さんは、遥さんがファルソック経観塚支部に裏切られたという事は知っているかい？」

　「はい。遥の活躍ぶりに嫉妬した先輩たちに、銃で撃たれたって遥が・・・」

　「・・・その手引きをしたのは、他でも無い私の祖父なんだよ。」

　「何ですって！？」

　全く予想もしなかった烏月の言葉に、梢子は驚きを隠せなかった。

　何故、千羽党が遥の命を奪おうとしたのか。その理由が全く見当たらない。

　馬瓏琉が言うように、遥が特別に濃い『神の血』をその身に宿しているからなのか。

　だが、だからと言ってそれが何だというのだ。『神の血』を宿していようが、遥は経観塚を守る善良

な警備員だ。経観塚の誰からも慕われている、男勝りではあるがとても親しみやすい少女なのだ。

　そんな彼女が何故、千羽党に命を狙われなければならなかったのか。

　「以前から遥さんの事を快く思っていなかった、ファルソック経観塚支部の心無い者たちを、私の

祖父がそそのかしてね・・・遥さんが強盗に撃たれて殉職した事に見せかけて、遥さんの抹殺を企

てろと。」

　「そんな・・・どうして千羽党が遥を・・・！？遥が一体何をしたって言うんですか！？」

　「彼女は別に、何もやましい事はしていないよ。」

　「じゃあ、どうして！？」

　「・・・遥さんが『神の血』を宿しているから・・・危険因子である以上抹殺しなければならないと、私

の祖父が・・・」

　「・・・ちょっと待って下さい・・・たったそれだけの理由でですか！？」

　梢子に問い詰められた烏月は、深く溜め息を付き・・・はっきりとした口調で答えた。

　「そう・・・たったそれだけの理由でだよ。」

　

　

３．葛の謝罪

　応接室に通された葛は、遥と向かい合って椅子に腰掛けていた。

　烏月の屋敷と違ってとても質素な家だが、毎日渚が綺麗に掃除をしている為なのか、新築同様

の清々しさに満ち溢れている。

　応接室の壁には、鞘に収められた遥のアポロンが立てかけられている。



　

　「しかし、わざわざこんな何も無い田舎まで、頭のお前が直々に訪れるとはな。」

　「・・・先日、烏月さんから遥さんの事に関して報告を受けました。」

　「そうか・・・それで、全てを聞かされたのか？」

　「・・・はい。」

　とても申し訳無さそうな表情で、葛は突然立ち上がって、遥に深々と頭を下げた。

　「遥さん。今回の千羽党の、遥さんへの悪質行為・・・千羽党党首の暴走が招いた事とはいえ、

全ては頭である私の監督不届行によって引き起こされた事です。頭として深くお詫びさせて頂きま

す。部下の非礼、本当に申し訳ありませんでした！！」

　「・・・事情は姉さんから全て聞いたわ。」

　そこへ現れた渚が、紅茶とクッキーを葛と遥に差し出した。

　とても香ばしい香りが、淹れたての紅茶から溢れ出てくる。

　

　「だけど私としては、無関係の葛ちゃんじゃなくて千羽党の人達に謝って欲しいんだけど。」

　「そうですね、渚さんの言う事は確かに正論です。ですが誠に申し訳無い事なのですが、最近に

なって千羽党の管轄内に強大な力を持った三匹の鬼が現れ、その対応の為に人員を割く訳には

いかなくなってしまって・・・」

　「・・・それで、手が離せない千羽党の人達の代わりに、葛ちゃんが来たという事なのね？」

　「私は頭である以上、部下の非礼に対して無関係を装う訳にはいきませんから。」

　「・・・鬼の脅威から人々を守る為の剣・・・以前、梢子さんが鬼切り部の事を、そう例えていたけ

ど・・・」

　渚は怒りを堪えながら、頭を下げ続ける葛を睨みつけていた。

　あまりに理不尽。あまりに身勝手。あまりに傲慢。

　遥が千羽党に命を狙われた理由・・・『神の血』を宿しているから殺されそうになったと言う事・・・

それを事前に遥から聞かされていた渚は、心の底から憤りを感じていた。

　「そんな人達が、何の罪も無い姉さんを殺そうとした挙句に、その謝罪を無関係の葛ちゃんに押

し付けるなんて・・・一体どれだけいい加減で傲慢な組織なのよ！？」

　「はい、反論の余地はありません。今回の件は全て我々に落ち度があります。」

　「私は葛ちゃんにじゃなくて、千羽党の人達に謝ってほしいって言ってるのよ！！」

　葛とてそれが出来る物なら、とっくに烏月の祖父を無理矢理ここまで連れてきて、土下座させて

いる。

　だが、最近になって暴れ回っている３匹の鬼・・・その脅威から人々を守らなければならない現状

では、それはどうしても無理なのだ。

　渚もそれは、頭の中では分かっていた。だがそれでも大好きな姉が、理不尽な理由で殺されそう

になった事への怒りの方が上回ってしまっていた。　

　葛は本来ならば烏月の祖父を謹慎処分にでもしたい所なのだが、今の現状においてただでさえ

人手不足の千羽党の戦力を無駄に削るわけにもいかず、取り敢えず厳重戒告のみに留めて処分

保留という事にしており、烏月の祖父にもそれは伝えている。

　その時、遥の携帯電話の着信音が鳴った。



　発信先を見た遥は苦笑いをしながら、深い溜め息を付く。　

　「全く、タイミングがいいんだか悪いんだか・・・久しぶりだな、梢子。」

　『遥・・・今、ちょっと時間ある？』

　「構わないが、手短に済ませてくれないか？今、私と渚の家に葛が来ているんだ。」

　『そう・・・葛が・・・遥と渚に謝罪に来たのね？』

　「・・・烏月から話を聞いたのか？」

　『ええ。たった今、烏月さんから全て聞かされたわ。千羽党が遥と渚・・・そして京介を殺そうとしたっ

て事を。』

　

　梢子の声が少し震えているのを、遥は敏感に感じ取っていた。

　烏月から明かされた真実・・・それを知らされた梢子は、電話越しにでも動揺を隠せないでいた。

　

　「梢子。頼むから烏月だけは責めないでやってくれよ。」

　『・・・分かってる。遥と渚を千羽党から救ってくれたのは、烏月さんなんでしょう？』

　「ああ。烏月がいなければ私も渚も、今頃この世にはいなかっただろうな。」

　『遥。貴方もお願いだから、葛の事を責めないであげてほしいんだけど・・・』

　「分かっている。葛はこの件に関しては無関係なんだろう？」

　『うん・・・。』

　「で・・・話というのはそれだけか？」

　『・・・うん・・・。』

　「そうか・・・なら、そろそろ切るぞ？一応接客の最中だからな。」

　『うん・・・落ち着いたらまた電話するわね。遥。』

　「ああ。じゃあな。」

　通話を切った後、遥は改めて葛に向き直った。

　渚が淹れた紅茶を飲みながら、葛は神妙な表情でうつむいている。

　

　「葛。聞いての通りだ。私はお前の事をこれ以上責めるつもりは無い。だからそんな泣きそうな顔

をするな。」

　「ですが私は・・・頭として、お２人に対して申し訳が無くて・・・」

　

　遥の言葉は嬉しかったが、それでも葛は鬼切り部の頭として、千羽党が遥と渚を殺そうとした事

に関して、深い責任を感じていた。

　何の罪も無い、２人で静かに暮らしていた遥と渚・・・その幸せを『神の血を宿しているから』という

理不尽な理由で壊してしまったのだから。

　だが、その時だ。

　「・・・どうして・・・どうしてなの・・・！？」

　「え？」

　

　渚が葛の事を、とても悲しみに満ちた表情で見つめていた。

　てっきり自分に対して怒っていると思っていたのに、その渚の表情に葛は戸惑いを隠せない。

　

　「どうして葛ちゃんみたいな子供が、鬼切りの頭なの！？」

　「渚・・・さん・・・？」

　「葛ちゃんはまだ子供なのに・・・まだ遊びたい年頃のはずなのに・・・どうして！？」



　渚のこの問いに、遥はハッとなる。

　遥も、それは先程から疑問に思っていた事だ。

　何故、葛のような子供が鬼切り部の頭という、とてつもない重役に就いているのか。

　こんな子供が、鬼切り部の・・・いや、この日本の命運を一手に握っているなど。

　

　「私もそれは気になっていた。何故お前のような子供が頭を任されているんだ？」

　それだけ葛は優秀なのかもしれないが、それでも葛の他に頭となるべき者など、幾らでもいるだ

ろう。

　間違ってもこんな子供が、鬼切りの頭なんかになるべきじゃない。

　遥は心の底から、そう思っていたのだが・・・。

　「・・・遥さんと渚さんは、『コドク』を知っていますか？」

　「・・・『コドク』？」

　聞き慣れない言葉にきょとんとする渚だが、遥には心当たりがあった。

　「コドクというのは、呪術の触媒によく使われる猛毒の一種だ。」

　「姉さん、知っているの？」

　「ああ。富岡や柚明ほど専門的ではないが、私にも多少は術の心得があってな。」

　「ふ～ん、そうなの・・・で、『コドク』って何なの？」

　「無数の毒虫を同じ壷の中に入れて殺し合いをさせて、最後に生き残った虫を材料にして作ら

れた猛毒・・・それがコドクだ。」

　「・・・なんて・・・おぞましい・・・」

　「だからこそ強力なんだ。コドクを触媒にして施術された術というのはな。」

　

　最後まで生き残った毒虫には、無数の毒虫の強力な怨念、生への執着が込められている。

　その怨念を利用するからこそ、コドクは呪術の触媒として凶悪な威力を発揮するのだ。

　あまりに非道で人徳に外れた行為であり、あの京介でさえも忌み嫌っていた程の代物なのだが。

　「だが、それが葛が頭になった事と、一体何の関係が・・・まさか！！」

　

　先程まで穏やかだった遥の表情が、途端に厳しくなった。

　遥の脳裏に浮かんだ、到底受け入れられない結論・・・それは・・・

　

　「頭の候補者同士によるバトルロイヤル・・・殺し合い・・・！？」

　「・・・はい。そして生き残った私が、新たな頭になったんです。」

　「馬鹿な・・・何という非道な・・・そんな非人道的な行為が許されるのか！？」

　

　あまりの事に、渚が両手を口に当てて息を呑む。

　そして遥の体も震えていた。信じられない、信じたくない事実に愕然としていた。

　そんな遥と渚を、葛は悲しみに満ちた瞳で見つめていた・・・。

　　



４．明かされた真相

　今から１年前・・・青城女学院の剣道部が卯奈坂で合宿を行う以前の事だ。

　慢性的な人手不足に悩む千羽党は、１人の陰陽師の青年を仲間として迎え入れた。

　その青年の名は、富岡京介。

　彼は性格には少し問題はあったものの、それでも正義感が強くて非常に優秀な術者であり、仲

間と共に戦場を駆け抜け、周囲から絶大な信頼を得ていた。

　

　だがある日・・・京介はある鬼との壮絶な戦闘の最中、自らの血を少量だが鬼に吸われてしまう。

　その鬼は何故か突然拒絶反応を起こし、その隙を付かれて京介によって止めを刺された。

　その光景を目撃した烏月の祖父は、京介の身に『神の血』が流れている事を確信する。

　『神の血』はあまりに強力で神聖な代物であるが故に、資格無き者が取り込めば体が拒絶反応を

起こしてしまい、最悪の場合は死に至る。

　だが内に秘めたその力は、桂や柚明の『贄の血』や、梢子やナミの『安姫の血』よりも強大な代

物・・・まさに諸刃の剣と言ってもいい程の危険な代物なのだ。

　

　もし『神の血』を取り込む資格を持った悪意のある鬼が、京介の血を奪うような事になってしまっ

たら・・・

　それを危惧した烏月の祖父は葛に相談する事無く、独断で京介の抹殺を計画する。

　甘ちゃんの葛に相談しよう物なら、間違いなく猛反対されてしまうだろうからだ。

　

　そして烏月の祖父は適当な罪状を京介に被せ、京介を抹殺しようとした。

　だが京介の必死の抵抗に遭い、後一歩と言う所まで追い詰めながら逃がしてしまう。

　正義感が強くて誠実な青年で、仲間から慕われていた京介だったが、信じていた仲間に裏切ら

れた絶望感から心が闇に堕ちてしまい、後に馬瓏琉のきまぐれによって命を救われ、彼を崇拝す

る事になる。

　それから半年後・・・烏月の祖父はたまたま読んでいたスポーツ新聞において、このような記事を

見つけた。

　『ファルソック経観塚支部に所属する天才少女・星崎遥、史上最年少でフェンシングの日本代表

候補に選ばれる！！』

　『卯良島で事故死した伝説の女剣士・星崎栞の血を引くサラブレッド！！』

　

　烏月の祖父は、真っ先に『卯良島で事故死した』という記事に着目した。

　もしかしたら星崎栞・・・遥と渚の母親は、その身に特別な血を宿しているが故に、瑠璃宮の門へ

の生贄に捧げられたのではないかと。

　ならば、その忘れ形見である遥と渚もまた、その身に特別な血を宿しているのではないかと。

　そして調べを進める内に、烏月の祖父はこの２人が、あの太陽神天照の子孫である事を知る事

になる。

　

　間違いなく、この２人は『神の血』を宿している・・・それを確信した烏月の祖父は、遥がファルソッ

ク経観塚支部の一部の者達に快く思われていない事さえも突き止め、彼らを金で買収して遥の抹



殺を依頼する。

　遥の抹殺に千羽党を動かせば、間違いなく葛の目に止まって不審がられてしまう。だから烏月の

祖父は、外部の人間に遥の抹殺を依頼したのだ。

　そして烏月の祖父は抹殺を依頼した者たちから、遥が死んだという報告を受けた。これは実際に

テレビのニュースでも『行方不明になった』という形で流れる事になる。

　この機を逃すまいと、烏月の祖父は渚の抹殺をも企て、程なくして渚の死亡報告も受けた。

　葛に知られる事無く、全てが上手くいった・・・この時ばかりは烏月の祖父もそう思っていた。

　だが実は、遥はたまたま私用で経観塚を訪れていた烏月によって命を救われ、渚の抹殺を依頼

された者も烏月によって叩きのめされ、それによって嘘の情報が烏月の祖父にもたらされたのであ

る。

　深手を負ったものの一命を取り留めた遥は烏月によって保護され、傷が癒えた後に烏月から千

羽妙見流の手ほどきを受ける事になる。

　元々梢子にも匹敵する天才的な剣の資質を秘めていた遥は、あっという間に千羽妙見流を自分

の物にしてしまい、フェンシングと組み合わせた独自の戦闘スタイルを編み出す事になる。

　さらに『神の血』の力の使い方もマスターし、魂削りや鬼切りを詠唱無しで使う事まで出来るように

なってしまった。

　烏月は遥の事を葛に相談する事も考えたが、遥と渚の生存が明るみに出る事で再び祖父に狙

われる事になるのを危惧し、遥を極秘に保護する事を決意する。

　遥もまた、自分が渚の前に現れる事によって渚の命が再び狙われる事になるのを恐れ、機が訪

れるその時まで烏月の元で身を隠す事になった。

　

　だが、それから半年後・・・烏月の祖父に遥の事がバレてしまい、遥は烏月の祖父から命を狙わ

れる事になってしまう。

　遥は必死で抵抗し・・・烏月が必死に守ってくれたお陰で、どうにか逃げ延びた。

　それから経観塚まで必死に逃げ延びた遥は京介と出会い、互いの目的の為に手を組む事にな

るのである。

　

５．膨らむ疑念

　遥との通話を終えた梢子は、未だに体の震えが収まらないようだった。

　烏月から聞かされた、遥と千羽党・・・いや、烏月の祖父との深い因縁。

　以前、遥と戦った時に、遥が梢子に語った復讐相手。

　その中に千羽党が含まれていなかったのは、自分と渚の命を助けてくれた烏月に、遥が恩義を

感じていたからなのだろう。

　

　だが、あまりに理不尽。あまりに身勝手。あまりに傲慢。

　京介が元千羽党の術者だったという事も驚きだが、それ以上に烏月の祖父に対して、梢子は憤

りを隠せなかった。　

　京介は千羽党にいた頃は、非常に正義感が強い好青年だったと烏月は言っていた。その頃の

京介の事を梢子は知らない。



　だが経観塚で柚明と戦った時の京介の表情は、どこか怒りと憎しみに満ちているように梢子は感

じ取っていた。

　無理も無いだろう。信じていた仲間に裏切られた事で、この世界に絶望してしまったのだから。

　京介が馬瓏琉をあれだけ崇拝し、自分の命を触媒にしてまで蘇らせたのも、梢子は何となく理解

出来るような気がした。

　きっと京介にとって、馬瓏琉だけが唯一の心の拠所だったのだろう。

　信じていた仲間に裏切られる・・・それが一体どれだけ辛い事か。

　梢子とて、もし仮に万が一、それこそ何かの間違いで、桂や柚明に裏切られるような事になって

しまったら、どうなるか・・・。

　「・・・烏月さん。私、経観塚で渚が京介に狙われている事を知った時・・・千羽党じゃなくて守天

党に渚の保護を依頼したんです。」

　「梢子さん・・・」

　「地理的に考えたら、千羽党に頼んだ方が良かったのでしょうけど・・・でも、今思えば守天党に

頼んで正解だったと私は思います。」

　「・・・そうだね。梢子さんの言う通りだよ。結果的にはね。」

　実際に千羽党に頼んでいたら、渚は今頃どうなっていたか。

　烏月の祖父によって、その命を奪われる事になっていたかも知れない。

　想像しただけでも、梢子はゾッとした。

　

　確かに梢子が言うように、地理的に考えれば沖縄を本拠地とする守天党ではなく、経観塚からよ

り近い千羽党に渚の保護を頼むべきだったはずだ。

　だが梢子は、心の底では千羽党・・・いや、烏月の祖父に対して、上手く言葉では表現出来ない

のだが、何となく不信感を抱いていたのだ。

　もっと曖昧な言い方をすれば、直感・・・インスピレーションという奴だろうか。　

　何となく・・・そう、本当に何となくなのだが、千羽党に預けたら大変な事になるのではないかと、

そんな考えが梢子の頭をよぎったのだ。

　梢子は烏月の祖父から、『何となく信用出来ないオーラ』を敏感に感じ取っていたから。

　

　だから梢子は、わざわざ遠く離れた守天党に渚の保護を依頼したのだ。

　そして結果的に、梢子のその直感は見事なまでに的中していた事になる。

　「・・・梢子さん。実はね・・・私の祖父が命を狙っていたのは、京介さんたちだけじゃ無いんだ。」

　「・・・え？」

　一瞬、烏月が何を言っているのか理解出来なかった梢子。

　だが烏月の言葉を聞いた母が急に青ざめて、慌てて烏月を制した。

　その話だけは、絶対に梢子にするべきではない・・・烏月の母はそんな表情をしている。

　「烏月ちゃん！！その話は梢子ちゃんには話すべきじゃ・・・！！」

　「いえ、この際だから梢子さんには知っておいて貰いたいんですよ。お母様。」

　「だけど・・・それを話したら梢子ちゃんは・・・！！」

　「私は梢子さんには、コソコソと隠し事はしたくありませんから。」

　「・・・でも・・・！！」



　とても悲しそうな表情で、梢子を見つめる烏月の母。

　自分だけが蚊帳の外で、何が何だか分からないといった感じの梢子だったが、烏月は意を決し

た表情で梢子に語った。

　「・・・梢子さん。私の祖父はね・・・桂さんと柚明さんも抹殺しようとした事があったんだ。」

　「な・・・！？」

　「贄の血が悪意ある鬼に奪われてしまえば、多くの犠牲が出るからという理由でね。結局は柚明

さんにバレて未遂に終わったんだけど・・・」

　その言葉を聞いた梢子の頭の中で、何かがプツリと切れた。

　「・・・ないで・・・！！」

　「・・・え？」

　「ふざけないでっ！！」

　もう我慢の限界だった。

　怒りの表情で梢子は立ち上がり、部屋を出て行こうとする。

　桂と柚明は、梢子の大切な人。

　その２人の命を、烏月の祖父はあまりにも理不尽な理由で奪おうとしたのだ。

　何の罪も無い、静かで幸せな生活を送っている桂と柚明の命を。

　しかも柚明に至っては、１０年間主を封じ続けてくれた功労者だというのに。

　それを、恩を仇で返すような真似をしたのだ。それが梢子には許せなかった。

　

　『贄の血』が宿っているから、何だというのだ。

　『神の血』が宿っているから、何だというのだ。

　そんな下らない理由で、軽々しく人の命を奪おうとしていいはずが無い。

　

　「梢子さん！！」

　「・・・・・っ！！」

　

　烏月の制止を振り切り、梢子は部屋を飛び出していった・・・。

　

６．鬼切り部の明日

　葛の壮絶な過去を知った遥は、あまりの非道さに驚きを隠せなかった。

　若杉の血筋として生まれたが故に、強制的に他の候補者たち・・・自分の血縁者・・・との殺し合

いをさせられ、死に物狂いで生き残った末に、鬼切りの頭という重役を架せられる事になってしまっ

たのだ。

　こんな幼い子供に、そのような過酷な運命を強いる・・・これを理不尽だと言わずに何と言えばい

いのだろうか。

　

　若杉グループの思惑は分からなくもない。巨大な組織の頂点を統べる者は、誰よりも優れた能力

を持っていなければならない。そして組織が巨大であればあるほど、派閥争いや権力争いによる



内部崩壊の危険性も高くなる。それを防ぐ為に必要なのは、圧倒的な指導力とカリスマ性だ。

　それ故に、過酷な試練を乗り越えた者をトップに据えようと考えるのは、組織としては決して間違っ

てはいない。

　だが葛が『コドク』と例えた候補者同士による殺し合いというのは、幾ら何でもあまりにも極端過ぎ

るのではないか。

　「・・・葛。お前は望んで頭になった訳では無いのかもしれない。周囲にもてはやされて、無理矢

理頭にさせられたのかもしれない。」

　「遥さん・・・？」

　「だがそれでも、今の頭は紛れも無くお前なのだろう？お前が今の若杉の、そして鬼切り部という

組織のトップなのだろう？」

　

　遥は葛をじっ・・・と見据えながら、はっきりと葛に告げた。

　「だったらこれからはお前の代から、候補者同士による殺し合いで跡継ぎを決めるなんて馬鹿な

真似は、もう止めにするんだ。こんな非人道的で馬鹿げた事が許されていいはずが無い。今のお

前には、それを決定できるだけの『力』があるのだろう？」

　

　そう、遥の言う通り、今の葛は鬼切り部という組織の最高権力者だ。

　候補者同士による殺し合いで跡継ぎを決める事を金輪際行わせない事くらい、今の葛の権限な

ら充分に可能だろう。葛にはそれだけの『力』があるのだ。

　だがそれでも組織というのは簡単な物ではない。何でも葛の思い通りになるというわけでもない。

　どれだけ葛が優秀だろうと、それに付き従うのはコンピューターでは無い。心を持った人間なの

だから。

　心を持った人間である以上、千羽党の党首のように、葛の意志に反する者たちが出ても決して

おかしくは無いのだ。

　まして葛は鬼切りの頭とはいえ、まだ子供なのだから。心の中では気に入らないと思っている者

だっているだろう。

　

　「・・・私の『力』なんてのは、そんなに絶対的な物じゃないんですよ。遥さん。今回の一件で、私

はそれを思い知らされました。」

　「葛・・・。」

　「桂おねーさんも柚明おねーさんも、遥さんも渚さんも、私の力不足のせいで、千羽党に命を狙

われる事になってしまいましたから。私の目の届かない所で、誰も彼もが勝手な真似をして、何の

罪も無い無関係の人たちまで巻き込んで・・・私の力が足りなかったばかりに・・・」

　「・・・確かに、今のお前は頭として力不足なのかもしれない。だがそれでも、今のお前は１人では

ないだろう。沢山の仲間がいるだろう。」

　「・・・え？」

　全く予想もしなかった遥の言葉に、あっけに取られる葛。

　遥はとても穏やかな表情で、葛をじっ・・・と見据えている。

　

　「いくら頭だからといって、何もかも１人で背負い込む必要は無いんだ。今のお前が頭として力不

足だというのなら、足りない分を皆で助け合っていけばいい。確かに千羽党の党首のように、お前

に反感を抱いて勝手な真似をする奴もいるかもしれないが、それでも心の底からお前を慕う奴だっ

ているんじゃないのか？」



　「・・・遥さん・・・」

　「お前１人の力で鬼切り部を統率するのではなく、これからの鬼切り部の明日を、信じ合える仲間

と共に切り開いていく・・・それでいいんじゃないのか？」

　１人の力では、やれる事に限界がある。

　だが皆で助け合えば、出来る事がどんどん広がっていく。

　だから自分１人だけで全てを背負い込むのではなく、もっと仲間を頼ればいい。もっと助け合っ

ていけばいい。

　遥は葛に、そう諭しているのだ。

　遥の目には葛が鬼切りの頭として、今回の一件に必要以上に責任を感じ、何でも１人で背負い

込もうとしているように映っていたのだ。

　だが、これは葛１人だけの問題では無い。鬼切り部という組織全体が胸の内に刻み込まなけれ

ばならない問題であって、葛が１人だけで背負い込むべき問題では無いのだ。

　「・・・たはは・・・何をやってるんでしょうね、私は・・・遥さんと渚さんに怒られに来たというのに、逆

に励まされるなんて・・・」

　

　葛の瞳には、うっすらと涙が。

　無理も無いだろう。遥と渚に激しく罵倒される事を覚悟でここに来たはずなのに、逆にこの２人に

励まされる事になってしまったのだから。

　いや、千羽党に理不尽な理由で命を狙われたのだから、本来ならこの２人に罵倒されるような事

になっても、葛は何一つ文句を言えないだろう。

　だからこそ葛は、遥と渚に対して心の底から、申し訳無いという気持ちで一杯になったのだ。

　「遥さん・・・渚さん・・・本当にごめんなさい・・・本当に・・・ううう・・・！！」

　千羽党によって幸せを奪われた遥と渚・・・この２人に逆に励まされ、優しくされてしまった事で、

葛は涙が止まらなくなってしまった。

　どれだけ頭として気丈に振舞っていようとも、やはり葛は年頃の女の子なのだ。

　そんな葛を、渚がぎゅっと抱き締める。

　「うわあああああああああああああああああああん！！」

　渚の胸に顔をうずめ、葛は泣いた。ひたすら泣いた。

７．強く平和を望むが故に

　「そうか・・・まさか三上と谷原までもが手傷を負わされるとは・・・私の予想以上に厄介な鬼のよう

だな。その３姉妹の小娘どもは・・・。」

　『・・・申し訳ありません。師父殿。返す言葉もございません。』

　「構わぬ。任務ご苦労だったな。私の方から相馬党に援軍を要請しておくから、お前たちはもう

戻れ。あの野咲美羽ならば、仕損じる事はあるまい。」

　『はっ、了解しました！！』

　



　通話を切った烏月の祖父は、溜め息をついて携帯電話を懐にしまい込む。

　とても厳しい表情で、腕組みしながら考え込む烏月の祖父。

　「・・・東条と三上と谷原・・・あの３人でさえ仕留められぬとは・・・」

　

　だがその時、突然部屋の扉が勢い良く開いた。

　そこに立っていたのは怒りの表情で自分を睨みつけている梢子と、そんな彼女を追いかけてき

た烏月だった。

　途端に烏月の祖父は、とても不機嫌そうな表情になる。

　「何事だ？騒々しい。」

　「烏月さんから話を聞きました！！貴方が遥と渚と京介と・・・それに桂と姉さ・・・柚明さんまで殺

そうとしたというのは本当なんですか！？」

　「・・・いきなりノックもせずに部屋に入ってきて、何を言い出すかと思えば・・・」

　

　烏月の祖父は梢子の怒気に怯む事無く、厳しい目付きで梢子を睨み返す。

　そして梢子もまた、そんな彼の鋭い眼力に全く怯まない。

　

　「・・・確かにお前が言うように、星崎遥と星崎渚、富岡京介・・・それに羽藤桂と羽藤柚明・・・私が

この５人の抹殺を企てていたというのは、紛れも無い事実だ。」

　「・・・っ！！それは葛からの命令ですか！？それとも・・・」

　「無論、私の独断だ。あの甘ちゃんの葛様に相談しようものなら、間違いなく猛反対されるであろ

うからな。」

　「どうして・・・どうしてそんな事を！！」

　「理由は烏月から聞かされたであろう？納得が行かぬか？」

　「当たり前でしょう！？あんな理不尽な理由で、あの５人が殺されていいはずが無いじゃないで

すか！！」

　遥と渚、京介は『神の血』を宿しているから。

　桂と柚明は『贄の血』を宿しているから。

　彼女たちの血が邪悪な鬼に渡ってしまえば、間違いなく人々の脅威となる・・・だからそうなる前

に殺してしまわなければならない・・・梢子もそれは頭の中では理解していた。

　だが理解は出来ても、やはり納得が行かないのだ。

　無理も無いだろう。この５人には全く落ち度は無いのだ。

　しかも桂と柚明・・・梢子の大切な想い人の命まで危険に晒したのだから。

　　

　「貴方は・・・！！貴方は人の命を何だと思ってるんですか！？」

　「それは私のセリフだ。この愚か者が。」

　「何ですって！？」

　「あの５人の命と、この国に住む大勢の人々の命・・・天秤にかけるとするならば、後者の方が遥

かに重いに決まっておろうが。」

　「命というのは、そんなに簡単な物じゃないでしょう！？」

　

　この国の平和の為に誰かを犠牲にしようなんて、そんなの絶対に間違っている。

　まして何の落ち度も無い、この５人の命を。

　そもそも今回の経観塚での一件に関しては、結果的には千羽党が全ての元凶だと言ってもいい

のだ。



　烏月の祖父が、千羽党の為に必死に働いてきた京介を裏切るような事をしなければ、京介も馬

瓏琉復活を企てようなどとは考えなかっただろう。

　そして烏月の祖父が、何の罪も無い遥と渚の命を狙うような事をしなければ、遥と渚が半年間も

離れ離れになって、遥がファルソックへの復讐を考えるような事も無かったはずなのだ。

　

　「・・・以前、東条にも言ったが・・・情に流されて大義を見失うようでは、真の鬼切りは務まらぬ。危

険な存在である以上、抹殺せねばならんのだ。」

　

　それが、鬼の脅威から人々を守る為に、鬼切り部が背負わなければならない信念と覚悟・・・葛か

ら２度に渡って厳重戒告を受けた今でも、烏月の祖父はその持論を崩すつもりは無かった。

　もし、『贄の血』や『神の血』が邪悪な鬼に渡るような事になってしまえば、どうなるか。

　強大な力を得たその鬼は、間違いなく人々の脅威となり、多くの命が消える事になるだろう。

　烏月の祖父は梢子と違い、もっと全体的な視野で物事を考えているのだ。

　

　梢子とて、それは頭の中では理解していた。

　烏月の祖父が、千羽党の党首としてより多くの人々を守る為に、最大限の尽力を尽くしているの

だという事を。

　結果的に烏月の祖父の行いによって、今回の経観塚での騒動が起こったわけだが、それでも烏

月の祖父の行為は、ある意味では正しいのだろう。

　だが、それでも。

　「・・・貴方は、とても傲慢な人なんですね。とても可哀想な程に。」

　「・・・何だと？」

　

　予想外の梢子の言葉に、烏月の祖父は苛立ちを隠せなかった。

　「危険な存在だからとか、天秤にかけるとか・・・貴方はそうやって、貴方が言う危険な人たちの本

質を知ろうともせず、分かり合おうともせず、心の底から信じ合う事も出来ない。」

　「そんな物は、所詮は子供の戯言・・・甘ちゃんの言い分だ。」

　「そうやって人の心を大切に出来ない貴方に、鬼の脅威から人々を守る為とか、そんな事を言う

資格があるんですか！？」

　「何度も言わせるな。情に流されて大義を・・・」

　「貴方のそんな悲しい考えが、より多くの憎しみを生んでいるという事に、貴方はどうして気が付

かないんですか！？」

　　

　梢子は烏月の祖父を相手に、１歩も引かない。

　どれだけ甘ちゃんだと言われようとも、どれだけ愚かだと言われようとも。

　何の迷いも無い真っ直ぐな瞳で、じっ・・・と烏月の祖父を見据える。

　

　どれ位、２人は睨み合っていただろうか。

　烏月の祖父は梢子から視線を逸らし、どこか遠い目で窓の景色を眺めながら、深く溜め息を付

いた。

　

　「・・・その真っ直ぐな心・・・お前は本当に明良によく似ているな。」

　「・・・明良？」

　「烏月の兄だ。もうこの世にはおらぬがな。」



　「この世にはいないって、どういう・・・」

　　

　梢子には烏月の祖父が一瞬、悲しげな表情をしたように見えた。

　

　「明良も真弓と同様、天才剣士などと騒がれておったが・・・奴のあの甘さが、あのような惨劇を引

き起こす事になったのだ。」

　「・・・お爺さん・・・」

　「・・・よもやこの私が、お前のような小娘にこんな事を話す羽目になるとはな。」

　烏月の祖父は携帯電話を取り出し、アドレス張を開いた。

　　

　「まあよい。今はお前との討論に付き合っている暇など無いのだ。早々にこの場から立ち去れ。」

　「でも・・・」

　「行け。」

　「・・・・・。」

　これ以上話す事など何も無いと言わんばかりに、烏月の祖父は梢子を無視して電話を掛ける。

　梢子は邪魔をするのはまずいと思い、烏月の祖父に一礼して、静かに部屋を去って行った。

　その様子を、一瞥しながら見届けた烏月の祖父。

　「・・・ああいう所も、明良そっくりだな・・・どこまでも実直で、誠実な娘だ。」

　『あの・・・もしもし？何を言ってるのか理解出来ないんですけど・・・』

　「何でもない。こちらの話だ。それより野咲美羽。お前に頼みたい事があるのだが・・・」

　

８．別れ際に

　それから昼になり・・・烏月と母に見送られて、梢子は玄関まで帰り支度を始めていた。

　烏月の母から『お昼ご飯だけでも食べていって欲しいと』言われたのだが、とてもじゃないが今の

梢子はそんな気分にはなれなかった。

　無理も無いだろう。烏月の祖父と、あれだけの大喧嘩をしたのだから。

　

　「・・・烏月さん。以前、烏月さんが私を千羽党に誘ってくれた時・・・私は正直言って、かなり迷っ

たんです。私のこの力を、人々を守る為に役立てるというのも悪くないんじゃないかって・・・。」

　「梢子さん・・・。」

　「だけど桂の家に遊びに行った時に姉さんに相談したら、とても真剣な表情で猛反対されたんで

す。いつも私の意志を尊重してくれる姉さんにしては、珍しい事だと思っていたんですが・・・今な

ら私を引き止めた姉さんの気持ちが、私にも分かる気がします。」

　自分と桂が千羽党に命を狙われた事があるから・・・という事もあるだろうが、それ以上に烏月の

祖父に影響されて、梢子が冷酷な殺人マシーンに成り下がってしまうのではないかと・・・柚明はそ

う危惧したのだろう。

　それに『安姫の血』をその身に宿す梢子も、もしかしたら烏月の祖父の抹殺対象になってしまう

かもしれないのだ。

　これまで『安姫の血』をその身に宿す梢子とナミが、烏月の祖父に命を狙われなかったのは、梢

子が葛の従姉だからなのだろうか。



　

　「だから私は、千羽党に入ってほしいという烏月さんの誘い・・・丁重にお断りさせて頂きます。今

日、あの人と話をして・・・その答えがはっきりしました。」

　梢子はとてもじゃないが、あの烏月の祖父の下で働きたいとは思えなかった。

　烏月の祖父の思念思想に反感を抱いたというのもあるが、何よりも桂と柚明の命を狙った張本人

でもあるのだから。

　

　「・・・そうか・・・残念だよ。貴方が入ってくれれば、これ程頼もしい戦力は無いと思っていたんだ

けど・・・」

　「ごめんなさい、烏月さん。誘ってくれたのは嬉しいんですが・・・」

　「いや、いいんだ。梢子さんの意志に任せると言ったのは私の方なんだし。」

　「はい・・・それじゃあ、烏月さん。また今度・・・」

　梢子が玄関の扉を開けて、外に出ようとした時。

　

　「・・・梢子ちゃん、ちょっと待って！！」

　慌てて烏月の母が梢子を呼び止めた。

　とても悲しそうな表情で、梢子の事を見つめている。

　

　「あのね・・・今日は私たちのせいで梢子ちゃんに不快な思いをさせてしまって、本当に御免なさ

いね。」

　「いえ、いいんですよ。そんなに気になさらないで下さい。」

　「だけど梢子ちゃん・・・こんな事を私が言うのはおごましいかもしれないけれど・・・お願いだから

烏月ちゃんとは、これからも仲良くしてあげて欲しいの。」

　「・・・おばさん・・・」

　「誤解の無い様に言っておくけど・・・ううん、見苦しい言い訳だと思われるかもしれないけど・・・

桂ちゃんと柚明ちゃんの命が私の父に狙われた時だって、烏月ちゃんは２人の事を守ってくれた

のよ？だから・・・」

　「・・・分かっています。分かっていますから。だからそんな顔をしないで下さい。」

　烏月の母に心配させまいと、梢子は穏やかな笑顔でそう諭した。

　梢子も烏月という人物の事を、ちゃんと分かっているのだ。

　だから烏月の母が心配するような、烏月と絶交しようなどという考えは、梢子は微塵も持ち合わせ

てはいなかった。

　「・・・ありがとう、梢子ちゃん・・・そして、御免なさい・・・。」

　「じゃあ、私はこれで・・・。」

　「ええ・・・またいつでも遊びに来て頂戴ね。歓迎するから。」

　「はい。それでは、また・・・。」

　２人に軽く手を振り、梢子は烏月の屋敷を後にする。

　そんな梢子の後姿を、烏月と母は神妙な表情で見送ったのだった。

　

　そして時を同じくして・・・経観塚の羽様では、葛が渚と遥に見送られてヘリコプターまでやって

来ていた。



　とても心配そうな表情で、部下たちが葛を出迎える。

　葛は威風堂々とした態度で、何の迷いも無い力強い表情で、遥と渚に向き直った。

　「遥さん、渚さん・・・今日は本当にご迷惑をお掛けしました。それにあんなに情けない醜態を、お

２人に晒してしまいましたし・・・。」

　「気にするな。誰にだって泣きたい時くらいあるだろう。」

　「ですが、お２人のお陰で、私は頭としての進むべき道が見えたような気がします。」

　「そうか・・・それなら、お前の事を出迎えた甲斐があったと言う物だ。」

　「はい、そう言って頂けて何よりです。」

　

　遥と渚に謝罪を受け入れてもらえて、葛は心の底からホッとしていた。

　正直な話、遥に殺されても文句は言えない・・・それ位の覚悟で経観塚を訪れたのだから。

　それでも遥と渚に励まされ、葛は心の中のモヤモヤが一気に晴れたような気がした。

　烏月の祖父の度重なる独断行為によって、桂や柚明・・・そして遥、渚、京介が理不尽な理由で

命を狙われる羽目になってしまった。その事で葛は、頭としての自分の力の無さに自信を無くしか

けていたのだ。

　

　だが、遥は葛に言った。お前には信頼出来る仲間がいるはずだと。

　お前１人だけで全てを背負い込むのではなく、仲間と共に鬼切り部の未来を掴み取れと。

　それはまさに、これまでの葛に一番足りなかった事だ。

　

　「では遥さん、渚さん・・・今日はこれにて失礼させて頂きます。」

　「葛、お前も元気でな。暇があれば、また遊びに来いよ？」

　「そうですね、桂おねーさんたちが再びここに来る時にでも、一緒に・・・」

　「ああ。その時は歓迎するよ。」

　「・・・それではお２人とも、お元気で。」

　葛を乗せたヘリコプターが、上空へと飛翔する。

　その様子を遥と渚は地上から、神妙な表情で見送ったのだった。
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