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★幻想と現実と

１．幸せの影で

　あの経観塚での出来事を経て、柚明は白花とオハシラサマを交代して、桂と共に幸せの日々を

取り戻す事が出来た。 

　桂の為に食器を洗って、桂の為にお風呂を沸かして、桂の為に服を洗濯して、桂の為に布団を

干して、桂の為に部屋を掃除をして、桂の為にご飯を作る・・・ ただひたすらに桂の為に尽くす

日々は刺激の無い毎日ではあったが、それでも・・・いや、だからこそ・・・今の柚明は幸せの絶頂

だった。 

　１０年間もの長い間、離れ離れになっていた桂との幸せの日々を、柚明はようやく取り戻す事が

出来たのだから。 

　「柚明お姉ちゃん、ただいま～。」 

　「桂ちゃん、お帰りなさい。お腹空いたでしょ？もうすぐ晩御飯が出来るから、ちょっと待ってて

ね。」 

　今日は夏休みの期間中に設けられた登校日・・・久しぶりに学校に出かけた桂は、とても疲れ

切った・・・それでも充実した表情を見せていた。 

　席に座ってテレビを観ながら、夕食が出来るのを可愛らしい笑顔で待つ桂。 

　そんな桂の為に、柚明は鼻歌を交えながらチャーハンを作る。 

　柚明が巧みに使いこなすＩＨヒーターの上で、フライパンの中で炒められているご飯から、中華料

理特有の香ばしい匂いが漂う。 

　当初は慣れ親しんだガスコンロではなく、火が出ないＩＨヒータで料理を作る事に戸惑いを隠せ

なかった柚明だったが、今では完璧に使い方をマスターしていた。 

　「はい、どうぞ召し上がれ。」 

　「頂きま～す。」 

　今日の夕食はチャーハンと春巻き、サラダ。 

　自分の手作りの料理を、桂はとても嬉しそうな表情で食べてくれる。 

　その様子を、とても幸せそうな笑顔で見つめる柚明。 

　桂が自分の料理をとても美味しそうに食べてくれる・・・桂が自分の料理を食べて喜んでくれ

る・・・桂が自分を必要としてくれている・・・ 

　それが柚明には、何物にも代えられない幸せだった。 

　「そう言えば桂ちゃん。剣道部に入る事は出来たの？」 

　「うん。私のクラスメイトで松本美咲ちゃんっていう剣道部の女の子がいるんだけどね、彼女に頼

んだら快くＯＫして貰えたよ。うちは初心者でも全然大歓迎だからって。」 



　帰宅した桂が疲れ切った・・・それでも充実した表情をしていたのは、剣道部の練習でクタクタに

なっていたからなのだ。 

　「それで私、美咲ちゃんに『凄い資質を持ってる』って褒められちゃった。えへへ。」 

　「そうなの。やっぱり叔母さんの娘だからかしら？」 

　「うん。美咲ちゃんも同じような事を言ってたよ。私の資質は血筋による物じゃないかって。」 

　そんな何気ない幸せの一時を柚明が味わっていた時・・・ 

　『・・・あ、たった今速報が入りました。先日○○市で、干からびた変死体が見つかった事件につ

いてなんですが・・・』 

　テレビで流れているニュースの速報を見て、柚明は突然顔色を変えた。 

　『たった今入った情報によりますと、同じ○○市においてまた１人、干からびた変死体が商店街

の路地裏で見つかったとの事です。警察は現在身元の確認を・・・』 

　「うわ・・・○○市って、うちのすぐ近くだよね・・・って、柚明お姉ちゃん？」 

　「・・・・・。」 

　何故か柚明の心の奥底に沸き起こる『罪悪感』。 

　全く心当たりが無いのに、柚明はこのニュースを見て、何故か胸が締め付けられるような苦しみ

を感じてしまう。 

　「柚明お姉ちゃん、どうしたの？顔色が悪いよ？」 

　「・・・う、ううん、何でも無いわ。気にしないで、桂ちゃん。」 

　「そお？」 

　とても可愛らしい笑顔で自分を見つめる桂を、じっ・・・と見つめる柚明。 

　それだけで、たったそれだけの事で、柚明の心は癒される。 

　今の柚明には桂が全て。桂さえいれば、他にはもう何もいらないのだ。 

　そう・・・桂さえ傍にいてくれれば・・・ただそれだけで・・・ 

　「チャンネル・・・変えましょうか。」 

　「うん。」 

　テレビのリモコンで、柚明はチャンネルを適当にいじくり回してみる。 

　だがしかし、平日の夕方という時間帯の為か、どのチャンネルもニュース番組ばかりだ。 

　そのニュース番組のどれもが、先程の事件の事を大々的に報じている。 

　柚明は何故か焦りの表情で、今度は教育テレビに切り替えた。 

　流れていたのは、子供向けの教育番組・・・柚明はそれに切り替えてテレビのリモコンを置いた。 

　「・・・て言うか柚明お姉ちゃん・・・こんなの見てて面白い？」 

　思い切り子供向けの番組で、どう考えても柚明が見て面白いと思えるような番組では無いのだ。 

　自分でチャンネルを変えておきながら、柚明は番組には全く興味を示さずに、黙々とチャーハン

を口に運ぶ。 

　だがその瞬間、警告音と共に画面に流れたテロップ。 



　『○○市で発生した奇妙な殺人事件において、また１人犠牲者が・・・』 

　柚明は何故か慌てて、テレビの電源を落とした。 

　「・・・つまらないわね。」 

　「だよね～。」 

　「この時間帯は、あまり面白い番組はやってないわね。私がオハシラサマになる前は、この時間

はアニメとかよくやってたんだけど・・・」 

　「最近のアニメは、ほとんどが深夜番組ばかりだよ？」 

　「そうなの・・・これも時代の流れなのかしら？」 

　時代の流れ・・・柚明が樹の中にいた１０年もの間に、本当に世の中はめまぐるしく変わっていた。

　ガスコンロがＩＨヒーターになっていたし、ブラウン管テレビが液晶ハイビジョンＴＶになっていたし、

スーパーファミコンがXbox360になっていたし、地上デジタル放送も始まっていたし・・・。 

　先程桂が言っていたが、アニメが深夜に放送される事が当たり前になった事も、柚明がオハシラ

サマになる前は考えられなかった事なのだ。 

　柚明は世間から『現代の浦島太郎』などと騒がれているが、柚明は冗談抜きで本当に、浦島太

郎の気分を味わっていた。 

　１０年ぶりに外の世界に戻ってみたら、まるで別世界のように近代化が進んでいたのだから。 

　だがそれでも、柚明は桂さえ傍にいてくれれば、それだけでいい。 

　例え柚明の周囲がどれだけめまぐるしく変化しようとも、桂が柚明の傍にいて、可愛らしい笑顔を

見せてくれるのであれば・・・ 

　そう・・・それだけで柚明は満足なのだ。 

　「ごちそうさまでした～。」 

　「はい、お粗末様でした。」 

　食事が終わった後は、桂が『贄の血』の使い方を勉強する時間だ。 

　自分の身を自分で守れるようにする為に。 

　後片付けを終えた柚明が、桂の正面の席に座り、桂の事をじっ・・・と見据える。 

　柚明の指導を受けて、桂は月光蝶を召喚して動かしてみる。 

　「桂ちゃんは５匹だけなら、月光蝶を自在に操れるようになったみたいね。」 

　「出すだけなら２０匹は余裕だよ。さすがに自由に操るのは５匹が限界だけど・・・」 

　「焦らなくてもいいからね。ゆっくりと自分のペースでステップアップしていけばいいから。」 

　「うん。」 

　月光蝶を一生懸命動かす桂を、柚明はとても穏やかな微笑みで見つめていた・・・。 

２．幻想と現実の狭間で

　夏休みが終わり、今日から二学期。 

　これまで桂は柚明との失った時間を取り戻すかのように、夏休みの期間中は出来るだけ柚明の



傍にいるようにしたのだが、今日から学校なのだ。さすがに学校をサボってまで四六時中、柚明の

傍にいる訳にはいかない。 

　桂が学校に出かけている間、柚明は部屋を掃除し、布団を干し、洗濯をし、買い物に出かけ、食

事の準備をする。 

　これらの行動は全て桂の為。桂に喜んで貰いたいから。 

　今の柚明にとって、ただそれだけが全てなのだ。 

　「ただいま～。」 

　「桂ちゃん、お帰りなさい。」 

　今日は始業式で剣道部の練習も休みなので、学校は午前中までだ。 

　桂は寄り道せずに、真っ直ぐ家に帰ってきた。 

　それは出来るだけ柚明の傍にいて、柚明と一緒の時間を少しでも長く過ごしたいから。 

　昼食を食べた後、Xbox360で遊ぶ桂。 

　このXbox360も、柚明が昔遊んでいたスーパーファミコンやプレイステーションに比べると、随分

と物凄いゲーム機になったものだ。 

　とてつもなく進化した演出もそうだが、何よりも桂が言うには『オンライン対戦』という物が可能で、

何と自宅に居ながら世界中のプレイヤーと一緒にゲームを遊ぶ事が可能だとの事だ。 

　しかも『ボイスチャット』という機能も備わっており、何とゲームを遊びながら他のプレイヤーと会話

をする事さえも出来るそうだ。 

　この１０年間もの間に、ゲーム機も物凄い進化を遂げた物だと・・・桂が遊んでいる様子を見なが

ら、柚明がそんな事を考えていた、その時・・・。 

　ピンポーン 

　玄関の呼び鈴が鳴ったので、柚明は慌てて応対に出る。 

　防犯カメラのモニターを確認すると、そこに映っていたのは烏月だった。 

　玄関のドアを開けて、柚明は烏月を出迎える。 

　「あら、烏月さんお久しぶり。今日はどうしたの？」 

　「突然お邪魔して申し訳ありません。ちょっと柚明さんに大事なお話がありまして・・・」 

　「大事な話？私に？」 

　「はい。それで長くなりそうなので、出来れば部屋に上がらせて頂きたいのですが・・・」 

　烏月は何だかとても深刻そうな表情をしている。余程の用件なのだろう。 

　もしかしてこの近辺で、鬼でも出たのだろうか。 

　だとしたら先日からこの辺りで発生している、干からびた変死体が次々と見つかっている事件も、

その鬼が関わっているのだろうか。 

　気になったので、柚明は烏月から詳しい話を聞いてみる事にした。 

　桂を守る為には、少しでも鬼に関しての情報があった方がいい。 

　「・・・分かったわ。上がりなさいな。」 

　「はい、では失礼させて頂きます。」 

　「桂ちゃん、烏月さんが来たわよ～。」 



　柚明に案内されて烏月は席に座り、お茶を作っている柚明が戻ってくるのを、じっ・・・と待ち続け

る。 

　そんな烏月の隣で、桂が一生懸命ゲームを遊んでいる。 

　「御免ね烏月さん、今オンライン対戦をやってる最中だから、途中で抜けられなくて・・・」 

　「ああ、いいんだ桂さん。気にしないで遊んでくれて構わないよ。」 

　「私が途中で抜けると、他のプレイヤーさんに迷惑がかかっちゃうから・・・あと５分くらいで終わる

から、ちょっと待っててね。」 

　オンライン対戦は確かに１人で遊ぶ時とは別の面白さがあるが、相手はＣＰＵではなく人間なの

だ。 

　それ故に途中で止める事など出来ないし、ゲームの内容によっては途中で抜けてしまうと、他の

プレイヤーに迷惑をかけてしまう事になりかねない。 

　今、桂が遊んでいるのはオンライン対戦のチームバトル・・・まさに『途中で抜けたら迷惑になる

ゲーム』の典型例だ。 

　「・・・ああ、存分に楽しみなよ。桂さん。」 

　「烏月さん、本当にごめ・・・うわわっ！！やられちゃった！！」 

　「・・・ああそうさ、最後まで楽しんでほしい・・・せめて・・・夢の最後の時まで・・・」 

　「え？烏月さん何か言った？」 

　その時、柚明が３人分のお茶を持って部屋に入ってきた。 

　「烏月さん、お茶が出来たわよ。」 

　「わざわざすみません。頂きます。」 

　「それで、今日は突然どうしたの？私に話があるって言ってたけど・・・」 

　「・・・・・。」 

　苦虫を噛み締めたような表情で、烏月は桂と柚明をじっ・・・と見つめる。 

　とても楽しそうな表情で、オンライン対戦に興じる桂。 

　そして、そんな桂の傍で幸せそうな笑顔を見せている柚明。 

　どこの家庭にもある、ありふれた幸せの光景。 

　桂と柚明が１０年という長い歳月の果てに取り戻した、穏やかな日々。 

　だが、烏月は知っている。 

　この幸せが、柚明が創り出した偽りの物であるという事を・・・。 

　「・・・柚明さん。」 

　「なあに？」 

　「偽りの幻想の世界に浸るのは、もうやめて下さい。」 

　「・・・え？」 

　烏月は今日の新聞を広げ、ある記事を柚明に見せる。 

　それは先日からこの辺りで発生している、干からびた変死体が次々と見つかっている事件に関

する記事だ。 

　今では新聞の一面に、でかでかと掲載される程の騒ぎにまでなっている。 



　「私も最近になって知ったのですが・・・この事件の犯人は貴方なんですよ。」 

　一瞬、烏月が何を言っているのか理解出来なかった柚明。 

　だが烏月は柚明をからかっている様子は無い。とても真剣な表情で柚明を見据えている。 

　「そこの彼女・・・『もう１人の桂さん』とでも言うべきなのでしょうか・・・彼女の肉体を維持する為に、

貴方はこの近辺の人々から生命エネルギーを吸い取っていたんですよ。」 

　「・・・ちょ、ちょっと待って・・・烏月さん、一体何を言っているの？」 

　柚明の心の奥底に潜む『罪悪感』。 

　それが烏月の言葉で、どんどん膨らんでいく。 

　烏月は悲しみの表情で、動揺する柚明に追い討ちをかけるかのように、はっきりと告げた。 

　「柚明さん、思い出して下さい。桂さんは経観塚で死んだんですよ。主と相打ちになった貴方を

助ける為に血を分け与えて、血が足りなくなって・・・。」 

　「・・・・・！？」 

　「だけど貴方はその現実を受け入れられずに、無自覚の内に『もう１人の桂さん』を創り出した・・・

そしてその為に貴方は膨大な力を消費してしま い、それを取り戻して彼女の肉体を維持する為に、

沢山の人々の生命エネルギーを吸い取っていたんですよ。貴方自身でさえもその事に気付かず

に、それこそ無 意識の内に・・・」 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　『桂ちゃん、どこなの？・・・どこにいるの？』 

　人気の無い夜中に、ひたすら桂を探して街を徘徊する柚明。 

　『桂ちゃん・・・私を１人にしないで・・・お願いだから・・・』 

　（サクヤさんは桂ちゃんが死んだって言うけど、そんなはずは無い。） 

　（桂ちゃんはドジだから、きっとどこかで迷子になっているのよ。そうに違いないわ。） 

　（ううん、もしかしたら桂ちゃんは誰かにナンパでもされてるのかもしれない。） 

　（だから私が守ってあげなきゃ・・・。）　 

　柚明は桂が死んだという事実を受け入れられずに、心の奥底でそう思い込んでいた。 

　それは、心が耐えられない程の精神的な苦痛を受けた人間が発動させる、一種の防衛本能のよ

うな物だ。 

　そう・・・１０年前に柚明を失った桂がその苦しみに耐えられずに、自ら柚明に関する記憶を閉ざ

してしまった時と同じように・・・ 

　心因性記憶障害・・・今の柚明もまた、１０年前の桂と同じ症状を発症させていた。 

　『桂ちゃん・・・ねえ、桂ちゃん・・・』 

　『ゆ・・・め・・・い・・・』 

　柚明の背後で、懐かしい声がした。 

　振り向くと、そこにいたのは・・・ 

　『・・・桂ちゃん・・・！！』 



　『ゆめい・・・おねえちゃん・・・』 

　とても可愛らしい笑顔を自分に見せている桂。 

　だが、何故か桂は衣服を全く纏っておらず、全裸で柚明の前に立っていた。 

　たまりかねて、柚明は桂をぎゅっと抱き締める。 

　とても温かくて、フニフニした身体・・・紛れも無く本物の桂の感触、桂の匂いだ。 

　『もう、桂ちゃんったら・・・心配・・・したんだから・・・ね・・・？』 

　『柚明お姉ちゃん・・・おなか空いた・・・』 

　『そう・・・ちょっと・・・待ってて・・・ね・・・今から・・・美味しいご飯・・・を・・・』 

　その瞬間、柚明の身体に凄まじい疲労がどっ・・・と襲い掛かった。 

　そして桂の身体が、どんどん半透明になっていく。 

　『柚明お姉ちゃん・・・おなか空いたよぅ・・・。』 

　『桂ちゃん・・・待ってて・・・私が・・・ご飯を・・・』 

　そのまま地面に倒れ伏してしまった柚明。 

　そこへ、柚明を探しに出ていたサクヤが駆けつけた。 

　『柚明！！』 

　『桂ちゃん・・・』 

　『・・・なん・・・だと・・・！？』 

　『ああ・・・桂ちゃん・・・』 

　目の前にいる半透明の全裸の桂を見て、サクヤは驚きを隠せない。 

　桂は経観塚で、柚明を守って死んだはずなのに。 

　空腹に喘ぎながら、桂はサクヤを見つめている。 

　『アンタ・・・一体誰だ・・・柚明に何をしたんだ！？』 

　サクヤは柚明と違って、桂が死んだという現実をしっかりと受け止めていた。　　 

　『このおっ！！柚明から離れろぉっ！！』 

　だがその瞬間、サクヤの身体を無数の月光蝶が包み込んだ。 

　サクヤの身体から、急激に力が失われていく。 

　不死の肉体が、どんどん干からびていく。 

　だがそれは不快な物ではなく、まるで夢の中に導かれるような、とても心地良い感覚。 

　『な・・・が・・・！？』 

　どんどん干からびていくサクヤとは対照的に、半透明だった桂の姿が鮮明になっていく。桂の身

体に力が漲ってくる。 

　『ゆ・・・め・・・』 

　その場に倒れるサクヤ。 



　死の間際にサクヤが見たのは、意識を失った柚明を抱きかかえて自宅に戻る、『桂の形をした何

か』の姿だった。 

　柚明を守り切れなかった事を悔いながら、サクヤはとても安らかに死んでいった・・・。 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　柚明の心の奥底で、蘇る記憶。 

　その瞬間、先程までゲームを楽しんでいた桂の身体が、瞬く間に半透明になっていった。 

　それは『桂が死んだ』という事実を、柚明が認識してしまったから。　 

　「柚明さん。貴方は今、無から命を創り出すという、とても恐ろしい行為をしているんですよ。今の

貴方は核兵器さえも遥かに凌駕する、恐ろしく強大な力を振るっているんですよ。」 

　「・・・あ・・・あ・・・あ・・・！！」 

　「そしてそれによって、貴方のせいで多くの罪も無い人々が犠牲になっているんですよ。」 

　柚明が感じていた『罪悪感』の正体・・・それを柚明ははっきりと認識した。 

　目の前で半透明になっている桂・・・彼女の身体を維持する為に、柚明は無意識の内に沢山の

人々の命を・・・サクヤの命さえも奪ってしまっていたのだ。 

　それを柚明は自覚した。自覚してしまった。 

　「だから柚明さん。とても残酷な事を言いますが・・・『幻想』の世界に浸るのはやめて、『現実』の

世界に戻って下さい。桂さんが死んだという事実を素直に受け入れて下さい。」 

　「い・・・嫌・・・！！」 

　「それが出来ないというのであれば・・・不本意ですが、私が今この場で貴方を殺します。」 

　このまま柚明を放置しておけば、より多くの人々の命が危険に晒される事になる。 

　だから烏月は、柚明を斬らなければならない。 

　鬼切り役として、力無き人々を守る為に。 

　だがその瞬間、半透明になった桂が慌てて柚明に抱きついた。 

　とても泣きそうな表情で、柚明の身体に必死にしがみつく。 

　「嫌！！柚明お姉ちゃん、私を消さないで！！」 

　烏月もまた、柚明に迫る。 

　柚明を苦しませる事になると分かっていても・・・多くの人々の命を守る為に。 

　「柚明さん、彼女は『幻想』だ！！『現実』の世界に帰ってくるんだ！！」 

　「柚明お姉ちゃん！！私が『現実』だよ！！烏月さんの言う事こそが『幻想』だよ！！」 

　「柚明さん！！」 

　「柚明お姉ちゃん！！」 

　どちらが『現実』で、どちらが『幻想』なのか・・・そんな事は柚明には分かり切っていた。 

　今この場にいる桂こそが、自分が生み出した『幻想』なのだと。 

　桂が死んだ苦しみから抜け出したくて、無自覚の内に創り出してしまった『人形』なのだと。 

　だがそんな事は、もう柚明にはどうでも良かった。 

　「私は・・・！！」 



　桂の身体を抱き締めて、柚明は自らの想いを烏月に向かって吐き捨てた。 

　「・・・桂ちゃんさえ傍にいてくれれば、それだけでいいのよ！！」 

　そう・・・どちらが『現実』だろうが、どちらが『幻想』だろうが関係ない。 

　桂と共に幸せに暮らせる世界・・・それこそが柚明が望む全てなのだから。 

　それが叶わないというのであれば・・・桂と一緒にいられないというのなら・・・ 

　こんな世界はもう、いらない。 

　「私の目の前にいる桂ちゃんが『幻想』だというのなら、私は桂ちゃんと一緒に『幻想』の世界で

生き続けるわ・・・！！」 

　「・・・柚明さん・・・！！」 

　「だから烏月さん・・・桂ちゃんを殺すというのなら、私も一緒に殺して！！」 

　涙まじりに柚明が烏月にそう叫んだ、その瞬間。 

　「・・・地震・・・？」 

　床の揺れを敏感に感じ、怪訝に思う烏月。 

　だが、最初は小さな揺れだったのが、徐々に大きな揺れとなり・・・ 

　「・・・こ、これは・・・うわあああっ！！」 

　絶叫する烏月。 

　その瞬間、とても大きな爆発音が鳴り響き、柚明の視界が真っ白な世界に包まれ・・・ 

　柚明は桂をぎゅっと抱き締めたまま、意識を失ってしまった・・・。 

３．終末の時

　目覚まし時計のアラームが、けたたましく鳴り響く。 

　意識を取り戻した柚明が最初に見たのは・・・自分と一緒の布団の中で横になり、とても可愛らし

い笑顔を自分に見せている桂だった。 

　「柚明お姉ちゃん、おはよ。良く眠れた？」 

　「え？・・・ええ。」 

　何故か柚明の身体に、とても力が漲っている。 

　あれから一体何が起きたのかよく分からないが、今が朝の７時だという事だけは、どうにか時計を

見て把握出来た。 

　布団をどかして身体を起こすと・・・何故か桂も柚明も全裸だった・・・。 

　「・・・ねえ、柚明お姉ちゃん・・・。」 

　顔を紅潮させながら、桂はとても恥ずかしそうに柚明に語る。 



　「昨夜は私の事を、沢山愛してくれてありがとう。」 

　「・・・桂ちゃん・・・」 

　「私、柚明お姉ちゃんの事・・・もっともっと好きになっちゃった。」 

　どうやら柚明は昨夜、桂と『そういう行為』をしていたらしい。 

　一体いつの間に桂と『そんな事』をしたのか、柚明はよく覚えていないのだが・・・。 

　そう言えば烏月の姿が見えないが、一体どうしたのか。 

　「今日は学校も部活もお休みだから、一日中柚明お姉ちゃんの傍にいてあげるね。」 

　「ねえ、桂ちゃん・・・烏月さんはどうしたの？ここに来ていたはずだけど・・・」 

　「うん、烏月さんなら昨日の夜に帰ったよ。もう二度と私達に干渉するつもりは無いからって。」 

　「・・・そうなの・・・」 

　何だかよく分からないが、自分が気絶している間に全てが解決していたらしい。 

　柚明は、全裸の桂をじっ・・・と見つめている。 

　「よいしょっと・・・うわわっ！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　「ゆ、柚明おね・・・んんっ・・・」 

　起き上がろうとした桂を柚明は無理矢理押し倒し、唇を重ねた。 

　そして桂の口の中に、自らの舌をねじ込ませる。 

　ぐちゅぐちゅ。ちゅっちゅっ。 

　桂の口の中を貪るように、柚明は自らの舌を桂の舌に絡ませ、吸い取り、舐め回す。 

　幻想なんかじゃない、桂は確かにここにいるのだと・・・それを自らの愛撫で確かめるかのように。 

ただひたすらに柚明は、まるで獣のように桂を求めた。 

　「・・・っ！！」 

　「ゆ・・・柚明お姉ちゃん・・・？」 

　「はぁ・・・はぁっ・・・！！」 

　ようやく桂の口から離れた柚明の唇は、桂と自らの唾液が混ざり合って、ベトベトになってい

た・・・。 

　今まで一度もやった事の無い激しいキスをしたせいか、柚明の息が上がっている。 

　「ど・・・どうしたの？柚明お姉ちゃんったら・・・」 

　「・・・桂ちゃんは・・・桂ちゃんは、確かにここにいるのよね？」 

　「・・・はあ？いきなり何を訳の分からない事を・・・」 

　「今ここにいる桂ちゃんは、『幻想』の存在なんかじゃないのよね？」 

　桂の胸に顔をうずめる柚明。 

　確かに温かい。確かに桂の匂いがする。確かに桂の感触がそこにある。 

　これは『幻想』なんかじゃない・・・いや、『幻想』か『現実』かなど、もはや柚明にはどうでもいい事

だった。 

　何故なら・・・今こうして桂が、とても可愛らしい笑顔で柚明の傍にいてくれているのだから。 

　柚明が言いたい事を即座に悟った桂は、柚明を安心させる為に、柚明の頭を優しく撫でてあげ



た。 

　とても可愛らしい、とても無邪気な笑顔で。 

　「柚明お姉ちゃん、烏月さんが言っていた事なんて嘘っぱちだよ。私が『現実』で、烏月さんの戯

言が『幻想』なの。」 

　「そうね・・・そうよね・・・そうに決まってるわ・・・」 

　「だから柚明お姉ちゃん、ずっと私の傍にいてね？ずっといつまでも、柚明お姉ちゃんの傍にい

させてね？」 

　「当たり前よ。桂ちゃんが嫌だって言っても、離してあげないんだから・・・。」 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　「篠田君！！現場の状況はどうなってる！？」 

　朝のニュース番組の司会を務めている初老の男性が、ヘリコプターに乗って実況中継をしてい

る青年に呼びかけた。 

　とても緊迫した表情で、青年は桂のマンションが『あった場所』の様子を伝えている。 

　そこにあったのは・・・まさに天を突き破ろうかという、超巨大な槐の木だった・・・。 

　『はい、昨日の昼頃に突然現れた巨大な槐の木は、昨日から何も変わる事は無く、今も溢れん

ばかりの満開の花を咲かせています！！』 

　「近辺住民の避難状況は！？」 

　『残念ながらあのマンションの住民は、未だに全員が行方不明になっている状態です！！』 

　この番組を放送している局のヘリコプターだけではなく、他の局のヘリコプターも一斉に巨大な

槐の木の周辺を飛び回り、その様子を全国の視聴者に送り続けている。 

　カメラを通じてテレビに映ったのは・・・巨大な槐の木の周辺に転がっている、無数の干からびた

変死体の山・・・。 

　周辺の住民はパニックになり、交通機関もストップし、街の機能は完全にマヒしてしまっている。 

　『出来るだけ槐の木に近づいて、お茶の間の皆さんに詳しい状況を知ら・・・！？』 

　「篠田君！！どうした！？篠田君！？」 

　青年、カメラマン、パイロット・・・ヘリコプターに乗っていた３人が、一斉に干からびていく。 

　そのまま槐の木に向かって墜落していくヘリコプター。 

　ヘリコプターが槐の木に激突し、大爆発を起こす。 

　そのまま炎上するヘリコプターだったが、槐の木は全くの無傷・・・炎さえも寄せ付けず、まるで何

かに守られているかのように微動だにしなかった。 

　そして他の局のヘリコプターも、次々と墜落していく。 

　その度に、槐の木に花が咲き乱れていく。 

　その様子が全国の視聴者に一斉に報じられ・・・瞬く間に日本中で大騒動になっていた。 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　「はい、どうぞ召し上がれ。」 

　「いただきま～す。」 



　柚明が作った朝食を、とても美味しそうに食べる桂。 

　とても幸せそうな笑顔で、柚明は桂の可愛らしい笑顔を見つめていた。 

　「やっぱり柚明お姉ちゃんの作る料理は最高だよ。」 

　「そう・・・そう言って貰えて私も嬉しいわ。」 

　そんな他愛の無い話をしながら、桂と柚明はテレビのニュースを観る。 

　ニュースで報じられていたのは・・・緊急記者会見を開いた総理大臣が、アメリカの一部の州で認

められている同性結婚を、日本でも認める事にした・・・という内容だった。 

　国会でも特に反対意見は出ずに、すんなりと条例の改定が決まったのだという。 

　「・・・柚明お姉ちゃん。」 

　「なあに？」 

　「結婚しよ？」 

　いきなりの桂の爆弾発言に、あっけに取られてしまった柚明・・・。 

　とても可愛らしい笑顔で、桂は柚明を見つめている。 

　「だって、ニュースでやってるじゃない。日本でも同性結婚が出来るようになったって。」 

　「それは・・・そうなんだけど・・・桂ちゃん、いきなり結婚だなんて・・・」 

　「私は柚明お姉ちゃんといつまでも一緒にいたいの。いいでしょ？」 

　「桂ちゃん・・・」 

　柚明は少し考えて・・・とても穏やかな笑顔で桂に告げた。 

　「・・・分かったわ。結婚しましょう、桂ちゃん。」 

　「うん！！」 

　「明日になったら、早速役場に行って婚姻届を出しにいかないとね。」 

　「えへへ、私達が日本での同性結婚第１号になって、テレビで話題になるといいよね。」 

　桂と結婚する世界・・・桂がずっといつまでも一緒にいてくれる世界・・・ 

　これが『幻想』なのか『現実』なのか、今の柚明には分からない。 

　だが『幻想』でも『現実』でも、どちらでも構わない。そんな事はもうどうだっていい。 

　今こうして、自分の前に桂がいる・・・今の柚明にとっては、それだけが全てなのだから。 

　「ごちそうさまでした～。」 

　「はい、お粗末様でした。」 

　食事が終わった後、自分と桂が使った食器を洗剤で洗う柚明。 

　その傍らで、桂がとても楽しそうにテレビ番組を観ている。 

　桂の為に尽くす日々。桂と共に暮らす日々。 

　これから先、例え何があろうとも、この幸せの一時を誰にも邪魔などさせはしない・・・柚明はそれ

を心に誓っていた。 

　烏月が言うように、例えこの世界が『幻想』だったとしても。 

　もう誰にも、邪魔などさせはしない・・・。 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



　その後、自衛隊によるミサイルと爆弾での、槐の木への攻撃ミッションが行われた。 

　だが、それでも槐の木には傷１つ付かず・・・それどころか２５機もの戦闘機と３８機もの戦車が、

攻撃開始から僅か３０秒で全て大破・・・攻撃任務に当たっていた隊員全員が死亡した。 

　これは世界中の軍事力を結集させたとしても、槐の木の破壊は不可能だという事を意味する。 

　これを受けて政府はこれ以上の抵抗は無駄だと判断し、槐の木に対してこれ以上攻撃は行わな

いと発表。賛否両論が沸き起こったが、政府が公式権限でもって攻撃中止命令を下した以上、自

衛隊による槐の木に対しての攻撃は、二度と行われる事が無くなった。 

　ただ、槐の木から半径３０ｋｍ以上離れた地域では、槐の木による被害が全く出ていない事も判

明し、政府は『槐の木に近づきさえしなければ、現 状では大丈夫なのではないか』と判断。槐の木

から半径４０ｋｍ圏内の住人全員に避難命令を下し、さらに半径３５ｋｍ圏内を立ち入り禁止とした。

　近づけば殺すが、近づきさえしなければ何もしない・・・これは桂と柚明の『私達の邪魔をしない

で』というメッセージなのだろうか。 

　いずれにしても、桂と柚明の幸せの日々を邪魔出来る者は、もはや世界中のどこにも存在しなく

なったのだ。 

　誰もいなくなった、ゴーストタウンと化した街。 

　その中で一際目立つ巨大な槐の木が、沢山の満開の花を咲かせていた・・・。 
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