
アカイイト・アナザーストーリー

★勇敢さと無謀さ

１．取り戻した温もり

　ノゾミが主の分霊を倒し、白花が柚明とオハシラサマを交代し・・・１０年という長い歳月を経て、

桂の元に柚明が帰ってきた。 

　その翌日の夕方・・・まだ夏休みの最中で慌てて自宅に戻る必要は無いという事で、桂は折角の

機会なので、皆と一緒に経観塚のお祭りを楽しむ事にした。 

　そして折角のお祭りだという事で・・・服装もそれなりの物にした方がいいのでは、という柚明の提

言によって・・・ 

　「えへへ・・・何だか恥ずかしいな・・・この格好・・・」 

　「とても良く似合ってるわよ。桂ちゃん。」 

　柚明の着付けによって、桂は笑子が屋敷に遺した着物に着替えさせられていた。 

　その姿はとても可憐で美しく、まるで一輪の花のようだ。 

　とても恥ずかしそうに、桂は穏やかな微笑みを見せる柚明をじっ・・・と見つめる。 

　１０年ぶりに自分の元に帰ってきてくれた、大切な従姉の事を。 

　「うん。凄く綺麗だよ。桂さん。」 

　「桂おねーさん、ブラボーですっ！！」 

　「何だか昔の笑子さんの姿が目に浮かぶよ。」 

　柚明と手を繋いで屋敷から出てきた桂の着物姿に、烏月と葛とサクヤが一斉に賞賛の声を送っ

た。 

　そして柚明もまた、オハシラサマだった時と全く同じ着物姿。 

　２人の青と白を基調とした着物姿からは、どことなく神聖な雰囲気が漂っている。 

　「さてと・・・アンタたち、忘れ物は無いね？グズグズしてると祭りが始まっちまうよ？」 

　「うん。それじゃあ皆、行こっか。」 

　運転席に座ったサクヤが車のエンジンを起動させ、助手席に烏月が座り、後部座席には桂と柚

明、葛が座る。 

　桂は相変わらず、柚明と手を繋いだまま。 

　柚明が今、確かにここにいる・・・柚明が帰ってきたんだという感触、そして柚明の温もりを、桂は

心の底から噛み締めていた。 

　「綺麗な景色だね。柚明お姉ちゃん。」 

　「ええ、そうね・・・。」 

　羽様の綺麗な夕景を、サクヤが運転する車の中から堪能する桂。 



　その夕焼けの光が、桂の隣に座る柚明の姿を美しく照らし出している。 

　元の人間に戻った柚明は、もう太陽の光に悩まされる心配は無い。 

　柚明は正真正銘、夜の世界から昼の世界へと戻ってきたのだ。 

　夕焼けの光がむしろ温かくて心地良いとさえ感じさせられる事が、自分が桂の元に帰って来れた

のだという事を、柚明にはっきりと認識させる。 

　桂も柚明も大切な人の温もりを、１０年ぶりにその手に取り戻したのだ。 

　そしてこの温もりを、もう二度と手放さない・・・ずっといつまでも一緒にいると・・・桂も柚明もそれ

を心に誓っていた。 

　そんな桂と柚明の事を祝福するかのように、沈みかけている夕陽が・・・そして白花が宿る槐の木

が、２人を遠くから温かく見守っていた・・・。 

２．祭りの最中に

　祭りの舞台となる経観塚の商店街では、既に多くの人で賑わっていた。 

　道路には沢山の屋台が並び、神輿を担ぐ屈強な男性たちがわっしょいわっしょいと派手に叫び

ながら、颯爽と走り去っていく。 

　ここから少し離れた所にある神社では、巫女たちが今日執り行う予定の神事の為の準備で、大

忙しになっている。 

　柚明の話だと、今年の作物の豊作を神に感謝し、来年の作物の豊作を神に願う儀式なのだそう

だ。 

　そして今日の夜遅くには、沢山の花火が打ち上げられる事になっている。 

　経観塚の祭りは全国的にそれなりに有名であり、観光客も多数訪れており、さかき旅館の予約も

今日から明日までは満席だった。 

　それに、こういった祭り事にはトラブルが付き物だという事で、多くの警察官や警備員たちが街の

治安維持の為に目を光らせている。 

　サクヤの車を臨時駐車場に止めて、商店街に辿り着いた桂たちだったが。 

　「それじゃあ桂、柚明。アタシらはここから別行動を取るから、今日は姉妹水入らずで２人きりで

楽しんできなよ。」 

　「・・・え？・・・えええ！？」 

　いきなりのサクヤの仰天発言に、桂は唖然としてしまった・・・。 

　皆で祭りを楽しみに来たはずが、いつの間にか桂と柚明、サクヤと烏月と葛の２つのグループに

分かれてしまっていたのだ。 

　有無を言わせず、２人から距離を取る３人。 

　サクヤはとてもニヤニヤしながら、桂と柚明にはっきりと告げた。 

　「折角の２人のラブラブデートを邪魔したら悪いからねぇ。外野のアタシらはさっさと退散させても

らうよ。」 

　「デ、デートって・・・サクヤさん！？」 

　「取り敢えず１０時にここに集合って事でいいね？それじゃあ烏月、葛。行くよ。」 



　「ちょ・・・」 

　桂が反論する暇も与えずに、サクヤたちはさっさとその場を離れてしまった・・・。 

　手を繋いだまま、取り残された事に呆然と立ちつくしている桂と柚明。 

　柚明と２人きり（厳密にはノゾミもいるので３人だが）になってしまった事で、桂は思わず顔を赤く

してしまう。 

　「・・・桂ちゃん。」 

　「柚明お姉ちゃん・・・？」 

　そんな桂に柚明がそっ・・・と寄り添い、桂の右腕に両腕を絡めてきた。 

　柚明の体の柔らかくて温かい感触が、とても心地良い。 

　柚明の鼓動が、柚明の息吹が、桂に伝わってくる。 

　それこそが、柚明が元の人間として桂の元に戻ってきたという証。 

　「・・・行きましょうか。」 

　とても穏やかな笑顔で、柚明は桂にそう告げた。 

　桂もまた、いきなり柚明と２人きりになってしまった事に戸惑いながらも・・・　 

　「・・・そうだね。行こっか。」 

　少し恥ずかしそうにしながらも可愛らしい笑顔で、柚明と共に歩き出したのだった。 

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

　それから桂と柚明は沢山の屋台を回り、金魚すくいや水玉ヨーヨー、射撃ゲーム、輪投げなどの

祭りの定番とも言える遊戯を存分に楽しみ（いずれも結果は散々だったが）・・・次は神社に足を運

んで巫女の儀式でも見に行く事にしたのだが。 

　「桂ちゃん、ちょっとお手洗いに言ってくるから、そこで待っててくれる？」 

　「あ、うん。」 

　ウンコをしたくなった柚明が、慌てて近くのコンビニまでトイレを借りに向かったのだった。 

　こうしてトイレに行きたくなる・・・これもまた、柚明が元の人間に戻ったという証。 

　その事実、そしてその喜びを、桂も柚明も心の底から噛み締めていた。 

　柚明がトイレから戻ってくるのをコンビニの入り口で待っている間、りんご飴を美味しそうに舐めて

いる桂。 

　だがその時・・・事件が起こった。 

　「嫌ですっ！！離して下さいっ！！」 

　コンビニのすぐ近くで女の子の悲痛の叫び声が聞こえたのだ。　 

　慌てて桂はりんご飴を手に、声がした方へと走っていく。 

　そこで桂が目撃したのは・・・３人の男たちにナンパされて囲まれて、怯えた表情をしている１人の

少女の姿だった。 

　男たちはいずれも屈強な体付きをしており、相当ガラが悪そうな者たちだ。 



　この経観塚という田舎にはあまりにも不相応な、派手な服を着た者たち・・・どうやら彼等は観光

客のようだ。 

　「き・・・君たち・・・」 

　「あぁん！？何だてめぇは！？何か文句あんのかコラァ！？」 

　「がっ・・・！？」 

　彼らを注意しようとした通行人の男性に因縁を付け、思い切り腹にナイフを刺す男。 

　男性は腹を押さえてうずくまり、苦しそうな表情で呻き声をあげる。 

　そんな彼らを見た他の通行人は悲鳴をあげ、慌ててその場から逃げ出したり、警察や救急車を

呼んだりと大騒ぎになる。 

　「誰か・・・誰か助けて・・・！！」 

　少女が泣きそうな表情で、必死に通行人たちに助けを求める。 

　だが通行人の誰もが、男たちに完全に威圧されて少女を助けようとはしなかった。 

　無理も無いだろう。少女を助けようとした男性が、こうして目の前で刺されてしまったのだから。 

　自分も同じ目に遭わされる事を、彼等は恐れているのだ。 

　そんな惨状を目の当たりにして、絶望に心を支配される少女。　 

　「なあなあ、別にお嬢ちゃんを取って食おうって訳じゃねえんだよ。ちょっと付き合ってくれって

言ってるだけじゃねえか。」 

　「ひ・・・ひいっ・・・！！」 

　「俺らはこの辺の地理には詳しくねえから、一緒に来て案内してくれるだけでいいんだよ。美味い

もん食わしてやるからよ。」 

　「い、嫌・・・嫌あっ・・・！！」 

　怯えた表情を見せる少女。 

　腹を押さえてうずくまる男性。 

　男たちに怯えて、少女たちを助けられない通行人たち。 

　その惨状を見て桂は黙っていられずに、思わず飛び出してしまっていた。 

　「貴方たち！！この人は嫌がってるでしょ！？」 

　「あぁ！？何だてめぇは！？」 

　考えるよりも先に、体が勝手に動いてしまっていた。 

　男たちに対する勝算も、この状況を上手く切り抜けられる打算も、持ち合わせてはいない。 

　それでも桂はとっさに少女を庇うように、いつの間にか男たちの前に立ちはだかっていたのだ。 

　目の前で少女が絡まれている所を、とても黙って見ている事など出来なかったから。 

　いきなり現れた桂に、呆然とする少女。 

　どうやらかなり酒が入っているようで、男たちからはとても酒臭い臭いがした。 

　男たちの鋭い視線と威圧感を前に、桂は身体を震わせる。 

　とても怖い。とても恐ろしい。少女を庇った事で彼らからどんな目に遭わせられるか・・・それを想

像するだけで、桂の心が折れそうになる。 

　だがそれでも桂は他の通行人と違って、決して逃げ出そうとはしなかった。 



　恐怖に震えながらも強い意志を秘めた瞳で、男たちを睨みつける。 

　「こんなにもか弱い女の子に、３人がかりで因縁を付けるなんて・・・男として恥ずかしいとは思わ

ないの！？」 

　震えながらも、しかしはっきりとした口調で、桂は男たちにそう告げた。 

　だが桂のこの態度が、男たちの逆鱗に触れる事になってしまう。 

　「んだよてめぇ・・・赤の他人の癖に俺らに説教かよ・・・生意気な真似してんじゃねえぞコ

ラァ！！」 

　「ぶっ・・・！！」 

　男の拳が、桂の頬に直撃した。 

　受け身を取り損ねて、そのまま地面に倒れ伏してしまう桂。 

　舗装されたアスファルトの硬い盤面が、情け容赦なく桂の全身に衝撃を与える。 

　「がはっ・・・！！」 

　「お前よぉ・・・弱ぇ癖にでしゃばってんじゃねえぞコラ。あ？」 

　そんな桂の胸倉を掴み、無理矢理起き上がらせる男。 

　男はその鋭い眼光で桂を睨みつけるが、それでも桂は心だけは決して折れない。 

　「・・・げて・・・」 

　怯えている少女に対し、必死にそう呼びかける桂。 

　「ひっ・・・！！」 

　「逃げて・・・早く・・・逃げて・・・」 

　「ひ、ひあああっ！！」 

　泣きそうな表情で、その場から逃げ出す少女。 

　どうにか少女を助ける事は出来た・・・それを見届けた桂が、安堵の表情を見せる。 

　だがその安堵の表情は、すぐに苦悶の表情へと変わった。 

　「何だお前、弱ぇ癖にいい子ちゃんぶりやがってよぉ・・・俺はてめぇみてえな奴が一番むかつく

んだよオラぁっ！！」 

　「がはっ・・・！！あがっ・・・！！」 

　桂の胸倉を左手で掴んだまま、右手で何度も桂の顔を殴る男。 

　男に何度も殴られ、桂の可愛らしい顔がどんどん傷だらけになっていく。 

　他の２人は口笛を吹いて、その様子をとても楽しそうに笑いながら眺めている。 

　かなり酒が入っているせいか、男たちは全く歯止めが効かなくなってしまっているようだ。 

　「むかつくんだよお前！！むかつくんだよお前！！むかつくんだよお前！！むかつくんだよお

前！！むかつくんだよお前ぇぇぇぇぇぇぇっ！！」 

　「あぐ・・・がはっ・・・！！」 

　男に殴る、蹴るの暴行を受けるものの、それでも胸倉を掴まれているせいで、桂はその場に倒れ



る事すら許されなかった。 

　男たちに対して何も出来ない自分の無力さに、歯がゆさを感じる桂。 

　主を巡っての今回の一件でもそうだ。 

　さかき旅館でノゾミとミカゲに襲われた時、柚明と烏月に守られてばかりで何も出来なかった桂。 

　ノゾミと主の分霊の戦いの最中にも、苦しんでいるノゾミを助けてあげる事が出来なかった桂。 

　柚明が・・・烏月が・・・ノゾミが・・・皆が自分を守るために傷ついたというのに、桂に出来た事と言

えば柚明とノゾミに『贄の血』を分け与えた事だけ・・・それ以外は何の取り柄も無い、何の力も無い、

ただの足手まといの無力な存在でしか無かったのだ。 

　そして今この場でもまた、桂は何も出来ない。 

　主やノゾミ、ミカゲより遥かに劣る、ただの一般人に対してさえも。 

　そう・・・こうして今回もまた・・・ 

　「・・・桂さん！！」 

　「な・・何だてめぇ・・・がはあっ！！」 

　「このおっ！！よくも桂さんを！！」 

　「ぐはっ！！」 

　「・・・せやっ！！」 

　「おげっ！！」 

　こうして烏月に助けられる事になるなんて。 

　「う・・・づき・・・さん・・・」 

　「桂さん！！しっかりするんだ！！桂さん！！」 

　「げほっ・・・げほっ・・・！！」 

　またしても自分の力では何も出来ずに、ただ烏月に守られるだけだった。 

　烏月の足元で、烏月にコテンパンにされてその場に倒れ伏している男たち。 

　とても心配そうな表情で、自分の事を抱き止める烏月。 

　それが桂には悔しかった。自分の力の無さがとても悔しかった。 

３．勇敢さと無謀さ

　結局、烏月に叩きのめされた男たちは、通行人からの通報を受けた警察官によって連行され、

桂と男性への傷害の容疑で逮捕される事になった。 

　手錠を掛けられ、パトカーへと連れて行かれる男たち。それに続いて先程男たちに腹を刺された

男性も、救急車で大急ぎで病院へと運ばれる。 

　救急隊員の話だと急所は外れており、傷の縫合措置は必要だが命に別状は無いとの事だった。

　それを聞かされ、安堵の表情を浮かべる桂。 

　そして事後処理の為に残った警察官が、後で救急車をもう１台手配して桂も病院に連れて行くと

言ってくれたが、そこへウンコを終えた柚明が騒ぎを聞きつけて、慌てて桂の元へと駆けつけてき

た。 

　何発も殴られてすっかり腫れ上がっている桂の顔を見て、柚明は青ざめた表情になる。 



　「桂ちゃん！！桂ちゃんっ！！」 

　「ゆめい・・・おねえちゃん・・・私・・・」 

　「・・・私がお手洗いに行っている間に、まさかこんな事になるなんて・・・！！」 

　「あ・・・ぐ・・・」 

　「ちょっと待っててね！！お姉ちゃんがすぐに桂ちゃんを治してあげるからね！！」 

　柚明の両手からあふれ出す青白い光が、瞬く間に桂の体を包み込んだ。 

　腫れ上がってしまった桂の顔が、元の可愛らしい綺麗な顔へと戻っていく。 

　桂の全身の痛みが、あっという間に消え失せていく。 

　そのあまりの非現実的で幻想的な光景を見て、周囲の野次馬たちも警察官も、一斉に驚きの声

を上げた。 

　だが今の柚明には、そんな事を気にしていられる余裕など無い。 

　「烏月さん！！一体桂ちゃんに何があったの！？」 

　「私にも何が何だか・・・サクヤさんと葛様がトイレに行っている間、騒ぎを聞きつけたのでここに

来てみたのですが・・・見ての通りの有り様で・・・」 

　「・・・そんな・・・一体どうしてそんな事に・・・！！」 

　すっかり傷が癒えた桂を、ぎゅっと抱き締める柚明。 

　１０年という長い歳月を経て、ようやく桂をこの手に取り戻したというのに・・・どうしてこんな事に

なってしまったのか。 

　どうして贄の血筋の者たちは、こうも悲壮な業を背負わされてしまうのか・・・。 

　「・・・あ・・・あの・・・」 

　その時、先程桂に助けられた少女が、少しためらいながら柚明たちの元にやって来た。 

　事情を知らない柚明と烏月に、何が起こったのかを嘘偽り無く丁寧に説明する。 

　男たちにナンパされていた自分を助けようとした男性が、ナイフで刺されてしまった事。 

　そんな自分を、桂が身体を張って助けようとしてくれた事。 

　そして桂の態度に男たちが逆ギレし、桂に暴力を振るった事・・・。 

　「桂ちゃん、何を考えてるの！？幾ら何でも無茶し過ぎよ！！」 

　話の一部始終を聞いた柚明が、泣きそうな表情で桂を厳しく叱責した。 

　凶器を手にした、酒に酔った凶暴な男たちに対して、何の打算も無く丸腰で立ち向かおうなどと。

　今回はたまたま烏月がいてくれたお陰で桂は助かったものの、もし烏月がいてくれなかったら桂

は今頃どうなっていたか。 

　事実、少女を助けようとした男性が命に別状は無かったとはいえ、こうして男に刺されているのだ。

　もし、桂も男に刺されていたら・・・それを思うと柚明はゾッとした。 

　だからこそ、柚明は桂の無謀な行為を厳しく責めているのだ。 

　それは、桂の事を大切に想っているからこそ。 

　「ごめんね、柚明お姉ちゃん・・・でも私・・・この人が絡まれてる所を、どうしても見ていられなく

て・・・」 

　「だったら警察を呼ぶとか、大声で助けを求めるとか、他に方法があったはずでしょう！？何の力

も持たない桂ちゃんがでしゃばる必要なんか、無かったはずなのに！！」 



　桂は先日、柚明に対して 

　『柚明お姉ちゃんは無茶し過ぎだよ！！』 

　と文句を言っていたのだが、今の柚明は 

　『桂ちゃんも私の事を言えないでしょう！？』 

　と桂に言い返してやりたい気分だった。 

　柚明に叱責された桂も、さすがに今回は無茶をし過ぎたと反省したようだ。 

　それでも桂は、目の前で助けを求めている少女の事を、どうしても黙って見ていられなかったの

だ。 

　この少女は、桂と同じだから。 

　何の力も持たない無力な存在で、自分１人の力では何も出来ない、とても儚い少女。 

　だからこそ桂は、どうしてもこの少女の事を助けてあげたかったのだ。どうしても黙って見ている

事など出来なかったのだ。 

　だが・・・。 

　「・・・柚明さんの言う通りだ。自分の身を守る術（すべ）さえも持ち合わせていないのに、あんな凶

暴な男たちの前に立ちはだかろうなんて正気の沙汰じゃない。今回はたまたま私が通りかかった

から良かったものを・・・」 

　「烏月さん・・・」 

　そんな桂の無茶な行為に対して、烏月もまた苦言を呈していた。 

　「桂さん。こんな話を知っているかい？百獣の王ライオンはね、ただ闇雲に獲物を襲うような真似

はしない。確実に仕留められると確信した時にしか、獲物を襲わない物なんだ。」 

　「え・・・？」 

　「要するに勇敢さと無謀さは別物だという事なんだよ。今回の桂さんの行為は勇敢なんかじゃな

い。ただの無謀だよ。とても褒められた行為じゃない。」 

　勇敢さと無謀さは、その意味合いが全く違う。 

　何の打算も無く闇雲に突っ走るなど、ただの無謀。烏月はそれを桂に諭しているのだ。 

　そしてその無謀な行為によって、こうして桂は深手を負ってしまい、柚明の事を心配させる羽目

になってしまった。 

　それに・・・もし烏月がいてくれなければ、桂は冗談抜きで本当に死んでいたかもしれないのだ。 

　「・・・私・・・私・・・！！」 

　柚明の身体にしがみついて、桂は身体を震わせていた。 

　悔しい。凄く悔しい。 

　自分の力の無さが、自分の弱さが、今の桂にはとても悔しかった。 

　皆に守られてばかりで自分１人では何も出来ない、どうしようも無い程の自分の弱さが。 

　そしてその弱さのせいで桂は中学時代に酷いいじめに遭い、そんな桂の為に無理をした真弓は

過労と病気が重なって死んでしまったのだ。 



　私の弱さが、お母さんを殺した。 

　私の弱さが、主との戦いで皆の枷になってしまった。 

　守られてばかりなのは、もう嫌だ。 

　今度は私が、誰かを守れるようになりたいから。 

　だから私は・・・ 

　「強くなりたい・・・私・・・強くなりたい・・・っ！！」 

　「桂ちゃん・・・。」 

　「私は・・・強くならなきゃ駄目なの・・・！！」 

　強い意志を秘めた瞳で、桂は自らの想いを口にしたのだった。 

４．転換の時

　それから経観塚からマンションに帰ってきた桂は、柚明と同居する事になり・・・それから５日後に

設けられた学校の登校日。 

　「ほら、はとちゃん。勇気を出して。」 

　「う、うん・・・」 

　陽子と凛に付き添われて、桂はクラスメイトと談笑している少女の下に歩み寄った。 

　普段は自分からは滅多に話しかけない、特に親しくもないその少女は・・・１年生にして剣道部の

エースと呼ばれている、全国クラスの剣道の達人・・・松本美咲。 

　強い決意と覚悟を秘めた瞳で、桂は彼女をじっ・・・と見据える。 

　「ね、ねえ・・・美咲ちゃん・・・」 

　「・・・あら？珍しいわね。羽藤さんの方から私に話しかけてくれるなんて。」 

　「う、うん・・・」 

　そんな桂のあまりの真剣な表情に美咲は少し戸惑ったものの、すぐに穏やかな笑顔になって桂

の事をじっ・・・と見つめていた。 

　「それで、どうしたの？私に何か用？」 

　『桂さんには常にノゾミがついているから余計な心配だと思うけど、それでもノゾミだって桂さんを

四六時中守れるわけじゃない。だから桂さんも、いざという時に自分の身を自分で守れるように、

何か武術を学んでおいたほうがいいと思うんだ。』 

　祭りの最中に起こった、あの事件の後・・・烏月が桂に語ったこの言葉が、今も桂の頭の中を駆け

巡っていた。 

　烏月に言われるまでもなく、それは桂が心の底から強く思っている事。 

　強くなりたい・・・強くならなければいけないのだと。 

　私がもっと強ければ、お母さんは死なずに済んだはずなんだ・・・と。 

　私の弱さが、お母さんを殺してしまったんだ・・・と。 

　その想いは経観塚での一件をきっかけに、さらに強くなっていた。 



　「あ・・・あのね、美咲ちゃん・・・」 

　「なあに？」 

　守られてばかりじゃ嫌だから。大切な人たちを今度こそ悲しませたくないから。 

　１０年ぶりに取り戻した幸せ・・・それをこの手にしっかりと掴んで離さない為に。 

　そして大切な人たちを、今度は自分の手で守れるようにする為に。 

　「私・・・剣道部に入りたいの。」 

　その為の第１歩、新たなる道へと・・・桂はしっかりと歩み始めたのだった。 
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