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★究極の選択

１．究極の選択・その１

　牛斬りの儀式まで残り２日と迫った夜・・・馬瓏琉は根方からの突然の呼び出しを受け、根方の自

宅の庭までやって来た。 

　白装束を身に纏った根方は、何だかとても鬼気迫ったような表情を馬瓏琉に見せている。 

　その根方の何だかよく分からない気迫に、戸惑いを隠せない馬瓏琉。 

　今、ここにいるのは根方と馬瓏琉の２人だけ・・・完全に２人きりの世界という奴だ。 

　上空にある月からの明るい光が、根方と馬瓏琉を温かく包み込んでいる。 

　「・・・俺に何か用かよ？根方。」 

　努めて平静を装い、馬瓏琉は根方に用件を聞き出した。 

　そんな馬瓏琉を、根方はじっ・・・と見据えている。 

　「・・・馬瓏琉。私はこれまでの５０年近い人生の中で、数多くの女子（おなご）との出会いと別れを

繰り返してきた。」 

　「それがどうかしたのかよ？そんな物は別に珍しい事じゃねえだろうが。」 

　「そして私は、その中の１人と結ばれ・・・保己と維己という２人の娘を儲けた。」 

　「そんな事は分かり切ってるんだよ。俺を呼び出しておいて何を言い出すかと思えば・・・」 

　何をしょーもない事を言っているのか。こんな下らない事の為に、わざわざ卯奈坂から俺を呼び

出したのか。 

　そんな事を馬瓏琉は考えていたのだが・・・根方は馬瓏琉の顔をまじまじと見つめて、突然顔を

赤らめてしまった・・・。 

　「・・・だが、なんか違った。」 

　「・・・は？」 

　「これまでに出会った数多くの女子（おなご）たちも・・・妻も保己も維己も、鳴海夏夜も・・・私の心

を真にときめかせるには至らなかった・・・だが・・・」 

　物凄い熱い眼差しで、根方は馬瓏琉を見つめている。 

　何だか嫌な予感がして、思わず根方から距離を取ろうとした馬瓏琉だったが、根方は烏月の縮

地法にも劣らない神速の体捌きによって馬瓏琉との距離をあっという間に詰め、馬瓏琉の両肩を

がっちりと掴んだ。 

　物凄い表情の根方を見て、馬瓏琉の背筋に悪寒が走る。 

　「ひ、ひいっ・・・！？」 

　「だが！！・・・私は貴様とこうして接している内に・・・いつの日からか私は、貴様という存在に心

奪われた！！この気持ち、まさしく愛だあっ！！」 



　「・・・はああああああああああああああああああ！？」 

　アッーーーーーーーーーーーーーーーー！！ 

　「そうだ・・・私が真に好きになったのは貴様だ・・・私は貴様を愛しているのだぁっ！！」 

　「・・・いやいやいや！！根方ちょっと待て！！俺は男だ！！そしててめぇも男だ！！」 

　「そう・・・男が男を好きになる・・・そんな事があっても良いと、貴様は思わないか！？」 

　「思わねぇ！！思わねぇよ！！大体俺にそんな趣味はねえんだよ！！」 

　「私は大いに良い事だと思っている！！」 

　駄目だこいつ。早く何とかしないと。 

　「私は最早、貴様無しでは生きていられないのだ！！今ここで私は、貴様への永遠の愛をここに

宣言するっ！！」 

　「ふざけるな！！だから今言っただろうが！！俺にそんな気持ち悪い趣味はねえんだよ！！」 

　根方を無理矢理振りほどき、馬瓏琉は慌てて根方から間合いを離した。 

　先程感じた悪寒の正体を知り、馬瓏琉は焦りを隠せない。 

　というか、何でまたこんな事になってしまったのだろうか。 

　男同士での恋愛って。腐女子が描く同人誌じゃあるまいし。 

　キラ×アスランとか、刹那×ブシドーとか、『そういう同人誌』を馬瓏琉はいくつか読んだ事があるの

だが、まさか馬瓏琉自身が『そういう対象』になってしまうとは。 

　「・・・気持ち悪い趣味だと・・・？」 

　馬瓏琉の言葉を聞いた根方が、突然不機嫌そうになった。 

　そして腰から刀を抜き、怒りの形相で馬瓏琉の喉元に突きつける。 

　その凄まじい怒気を敏感に感じ取り、馬瓏琉の全身から冷や汗が出る。 

　「私の求愛が受け入れられぬというのであれば・・・貴様を殺して私も死ぬぅ！！」 

　「ええええええええええええええええええええええ！？」 

　「選ぶがいい！！今ここで私と恋人同士になるか！！それとも今ここで私に海石瑠られる

か！！」 

　結ばれるか殺されるか・・・まさに究極の選択。 

　というかどっちを選んでも、その先に待ち受けるのは地獄絵図。 

　馬瓏琉の頭の中で、根方とのアッーーーーー！！な光景が浮かび上がる。 

　ぞぞぞぞぞぞぞぞ。 

　馬瓏琉の全身に凄まじい悪寒が走った・・・。 

　「ざけんじゃねえぞコラァ！！てめぇと恋人同士になるなんざ、まっぴら御免・・・」 

　「・・・根方クロウ流・・・」 

　「なりますなります！！貴方様の恋人にならせて頂きますっ（泣）！！」 

　「海石・・・！！」 

　馬瓏琉が求愛を受け入れたのと、馬瓏琉の首筋に迫った根方の刀が寸前で止まったのが、ほ

ぼ同時。 



　根方の刀が寸前で止まった馬瓏琉の首筋から、ツツーッ・・・と血が流れている。 

　あともう少し遅かったら、根方の刀は馬瓏琉の首を確実に刎ねていただろう。 

　その光景を想像し、なんかもう泣きそうな表情になる馬瓏琉。 

　「・・・あれ・・・嬉しいはずなのに・・・涙が出て・・・」 

　「・・・・・（汗）」 

　顔を赤らめながら、潤んだ瞳で馬瓏琉を見つめている根方。 

　自分の想いが報われた事で、嬉し涙が溢れ出てしまったのだ。 

　そしてこれからは大切な人である馬瓏琉と、ずーっとずーーーっと一緒にいようと・・・根方はそれ

を心に誓っていた。 

　だが。 

　（・・・馬鹿が・・・誰がてめぇなんざと一緒に添い遂げたりするかよ・・・） 

　物凄く軽蔑に満ちた瞳で、馬瓏琉は根方を睨みつけている。 

　そう・・・馬瓏琉は根方に殺されるのを防ぐ為に、敢えて根方との求愛を受け入れる振りをしてい

るに過ぎない。 

　あそこで根方の求愛を受け入れなければ、馬瓏琉は確実に根方に殺されていた。根方の求愛

を受け入れたのは、単にそれを防ぐ為だけに過ぎないのだ。 

　（《剣》を手に入れ、瑠璃宮の門を開きさえすれば、てめぇは最早用済みだ・・・俺が真なる海神の

王となった瞬間に、てめぇを八つ裂きにして殺してやる・・・！！） 

　馬瓏琉がそんな事を企んでいた、その時だ。 

　「・・・馬瓏琉・・・今日は泊まっていけるのであろう？」 

　物凄く顔を赤らめて、とても恥ずかしそうな表情の根方を見て、馬瓏琉は慌てて間合いを離した。

 

　今はまだ恋人の振りをしておいてやる・・・だが、あくまでも『振り』であって、アッーーー！！にま

で走るつもりなど微塵も無いのだ。 

　というか、実際にそんな事になったら怖いんですけど。 

　「きょ、今日は卯奈坂まで行って、儀式の為の下準備とか色々としないといけないからなぁ！！根

方維己も探さないといけないし、儀式が終わるまでは忙しいから、その・・・」 

　「・・・そうか・・・そういう事情なのであれば、致し方あるまい・・・」 

　（よし、これで根方とアッーーー！！になる最悪の事態だけは、何とか避けられたか・・・） 

　「そ、そういう事だから、俺はそろそろ行くぜ。早くしないと踏み石が埋まっちまうからなぁ。」 

　「うむ。貴様が帰るのを心待ちにしているぞ。」 

　「そ、そうか。それじゃあな。」 

　自分に背を向けた馬瓏琉を見て、根方は何だか物凄く寂しそうな表情になった。 

　胸が苦しい。心が痛い。大切な人が傍にいないというだけで、こんなにも寂しくなる物なのか。 

　妻や保美と離縁してから、どれ位経っただろうか。その間根方の傍にいて（注：利用して）くれて

いたのは、いつもいつも馬瓏琉だけだったのだ。 



　だからこそ根方は、知らず知らずの内に馬瓏琉に惹かれてしまったのかもしれない・・・。 

　「・・・馬瓏琉。」 

　顔を赤らめながら、根方は馬瓏琉に寂しそうに呟いた。 

　「・・・ずっと・・・ずっと一緒だよ・・・？」 

　「・・・・・（汗）」 

　馬瓏琉は慌ててその場から逃げ出したのだった・・・ 

２．究極の選択・その２

　「・・・で、さっき儀式の為の下準備とか色々済ませて来たんだが・・・儀式をより完璧に遂行する

為の案を、俺なりに色々と考えたんだがな・・・」 

　翌日の昼間、いよいよ明日に迫った儀式の打ち合わせの為に根方の家を訪れていた馬瓏琉は、

話の流れの中で携帯電話で撮った画像を根方に見せていた。 

　携帯電話の液晶画面に映っていたのは・・・商店街で梢子と手を繋いで、嬉しそうに買い物袋を

手にしている桂の可愛らしい姿。 

　「根方維己ではなく、こいつを生贄に捧げた方がいいんじゃねえのか・・・と思うんだが。」 

　「何者なのだ？このツインテールの娘は。」 

　「羽藤桂・・・その身に特別に濃い『贄の血』を宿す、羽藤一族の末裔だ。」 

　「贄の血・・・羽藤一族・・・父が遺した書物に、確か記録が残されていたが・・・。」 

　「その血に宿す力の濃さだけなら、根方維己の『安姫の血』よりも羽藤桂の『贄の血』の方が格段

に上だ。だから根方維己よりも羽藤桂を生贄に捧げるべきだと、俺はお前に提案してるんだよ。」 

　携帯電話を閉じて、胸ポケットの中にしまう馬瓏琉。 

　お守りの中からノゾミが気配を隠しているせいで、馬瓏琉は桂の『贄の血』の気配を感じ取る事ま

では出来なかった。 

　だが商店街で偶然出会った桂に 

　「この白い髪をした女の子（ナミ）の身元って分かりませんか？」 

　と問われた際、桂は連絡先として自分の携帯電話の番号を教え、さらに「羽藤桂です」とはっきり

と名乗ったのだ。 

　そう・・・桂が名乗った羽藤という名字から、馬瓏琉は桂が贄の血筋の末裔だという事を、瞬時に

悟ってしまったのだ。 

　「大体羽藤桂を生贄にしてしまえば、お前も自分の愛娘である根方維己を、わざわざ自分の手

で殺す必要は無くなるだろうが。根方維己を殺す事にためらいはあっても、赤の他人である羽藤

桂ならお前も躊躇なく殺せるだろ？」 

　これでもお前に気を遣ってやってるんだぜ・・・？馬瓏琉はそんな事を考えていたのだが。 



　「・・・すっげえ！！さすがは私の大好きな馬瓏琉だ！！こんな完璧な案を提案するなんて、貴

様は本当に最高だっぜ！！」 

　「・・・・・（汗）」 

　なんか物凄くオーバーリアクションで、根方は喜びを爆発させていた・・・。 

　利用するにも骨の折れる奴だぜ・・・馬瓏琉は深く溜め息をついた。 

　昨日のドタバタ劇のせいで、（形の上だけは）根方の恋人になる羽目になってしまったが、瑠璃

宮の門さえ開いてしまえば、そんな馬鹿げた関係も終わりだ・・・馬瓏琉はそんな事を考えていた

のだが。 

　「・・・まぁ、それはいいんだが・・・あの小娘、俺の事をいきなり『Ｖ系のお兄さん』などと抜かしや

がってな・・・」 

　この馬瓏琉の何気ない一言で、根方はいきなり物凄い形相になって立ち上がった・・・。 

　「・・・何だと！？」 

　全身から凄まじい剣気を爆発させ、根方は物凄く憤りを顕わにしていた。 

　歯をギリギリと食いしばり、拳をわなわなと震わせ、怒りに満ちた視線を咲森寺がある方角に向け

ている。 

　「・・・その小娘・・・私の大好きな馬瓏琉の事を、そんな風に馬鹿にしやがったのか！？」 

　「・・・は？」 

　「許さねえ・・・許さねえぞ羽藤桂・・・！！私の大好きな馬瓏琉の事を、Ｖ系のお兄さんなどと愚

弄するとは・・・！！何という侮辱にまみれた言動だ！！万死に値する！！」 

　いきなり刀を取り出して、根方は怒りの形相で腰に収め、愛しの馬瓏琉にはっきりと宣言した。 

　「今からちょっと咲森寺に行って、羽藤桂を海石瑠ってくる！！」 

　「・・・はあ！？」 

　ずんずんと、根方は玄関に向かって歩き出す。 

　「ざけんじゃねえぞ、あの小娘が・・・ちょっと『贄の血』を宿してるからって、調子こいてんじゃねえ

ぞコラァ・・・！！」 

　「・・・いやいやいや、待てって根方！！俺が今言った事を忘れたのか！？羽藤桂を『生贄に捧

げないといけない』んだよ！！儀式の前に殺しちまったら意味がねえだろうが！！」 

　「・・・何だと？」 

　「生贄の意味、ちゃんと分かってるのかよ！？辞書を引いてみろ！！ウィキペディアで検索して

みろ！！」 

　生贄というのは、文字通り『生きた状態で捧げて』こそ意味がある。 

　いかに強力な『贄の血』をその身に宿しているとはいえ、死んだ状態で瑠璃宮の門に捧げた所

で何の意味も無いのだ。 

　考えてもみてほしい。例えば 

　『貴方へのプレゼントです』 



　と言われて、消費期限が１０年過ぎた生卵を貰った所で、果たして嬉しいと思えるだろうか。 

　死んだ生贄を神に捧げるというのは、つまりはそういう事なのだ。 

　このままでは瑠璃宮の門を開くどころか、クロウクルウの逆鱗に触れて儀式そのものに障害を発

生させ、自分の計画が破綻するなんて事にもなりかねない。 

　それを防ぐ為に、馬瓏琉は慌てて根方を止めようとしたのだが・・・ 

　「・・・馬瓏琉。私はこんなにも貴様の事を想っているというのに、私が貴様の為に行おうという行

為を、貴様は妨害しようというのかぁっ！？」 

　アッーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！ 

　「いやいやいや、だから俺の事を想うのなら羽藤桂を殺すのはやめろって！！」 

　「ふざけるなぁっ！！その小娘は貴様の事を『Ｖ系』などと馬鹿にしたのだぞ！？それがどれだ

け許されざる行為なのかという事を、思い知らさねばならんだろうがぁっ！！」 

　駄目だこいつ。早く何とかしないと。 

　「そ、そんな細かい事をいちいち気にするなって！！」 

　「・・・細かい事だと・・・！？気にするなだと・・・！？貴様を侮辱した羽藤桂に制裁を加えてやら

ねばならんだろうがぁっ！！それなのに何故貴様は、そんなにも羽藤桂の事を庇い続けるの

だぁっ！？」 

　根方は刀を抜いて、馬瓏琉の喉元に突き付けた。 

　鬼のような物凄い形相で、根方は馬瓏琉を睨みつけている。 

　その凄まじい威圧感に気圧されて、馬瓏琉は全身が震え上がっていた・・・。 

　「ひ、ひいっ・・・！？」 

　「馬瓏琉・・・まさか貴様、羽藤桂に浮気をしているのではあるまいな・・・？」 

　「はあ！？何でこの流れからそんな妄想に行き着くんだよ！？」 

　「さもなくば、貴様が羽藤桂の事を散々庇う意味が無いであろうが！？」 

　「いや、だから羽藤桂を生かしておかないと、儀式に障害が・・・」 

　「またそのような屁理屈を・・・そんなにも羽藤桂の事が大事なのかぁっ！？」 

　ヤンデレの根方に死ぬほど愛されて眠れない馬瓏琉ぎゃーーーーーーーっ！！ 

　「そうか・・・貴様がそんなにも羽藤桂の事を想うのであれば、致し方あるまい・・・今ここで貴様を

殺して、私も死ぬぅ！！」 

　「はああああああああああああああああああああ！？」 

　「貴様が私の事を真に想うのであれば、羽藤桂を殺すのにためらう必要など、全く無いはずであ

ろうが！！」 

　「いや、だから『今』殺すのはまずいんだって、さっきから・・・」 

　「うるさい！！黙れぇっ！！」 

　「ひいっ！？」 

　鬼神の如き一喝で馬瓏琉を黙らせ・・・根方は鬼のようなジト目で馬瓏琉を睨みつけた。 

　「選ぶがいい！！羽藤桂を海石瑠るか！！それとも今ここで貴様が海石瑠られるか！！」 



　「ひいいいいいいいいいいいいいいいいいいいっ（泣）！？」 

　殺されるか殺されるか・・・まさに究極の選択。 

　どちらを選んだとしても、馬瓏琉にとっては地獄絵図。 

　というか、馬瓏琉の何気ない一言から、まさかこんな展開になってしまうとは。 

　予想にもしなかった出来事に、馬瓏琉は焦りを隠せない。 

　「さあ！！貴様はどっちを選ぶのだ！？」 

　「だから根方、羽藤桂を『今』殺すのはまずいってさっきから・・・」 

　「海石・・・！！」 

　「行ってらっしゃいませ！！ご主人様ぁっ（泣）！！」 

　根方の刀が、馬瓏琉の首筋ギリギリの所で止まった。 

　馬瓏琉があとほんの少しだけ桂の殺害をためらっていたら、今頃は馬瓏琉の首は容赦無く飛ん

でいただろう・・・。 

　それを想像し、思わずその場にへたれこんでしまう馬瓏琉。 

　「・・・ふしゅ～～～～っ！！」 

　意味が分からない溜め息を付いて、根方は刀を収めて玄関へと向かっていった。 

　「・・・行ってくる。」 

　「お、おう・・・（泣）。」 

　その様子を馬瓏琉は、情け無い表情で見送る事しか出来なかった・・・。 

３．究極の選択・その３

　「・・・はあっ・・・はあっ・・・はあっ・・・！！」 

　その日の夜・・・ズタボロになった根方が、何やら大きな包みを抱えて卯良島へと戻ってきた。 

　予想もしていなかった異様な光景に、馬瓏琉は驚きを隠せない。 

　「お、おい根方・・・意外と遅かったじゃねえか・・・どうしたんだよ・・・」 

　「・・・羽藤桂を・・・海石瑠ろうとしたのだが・・・羽藤柚明と名乗った小娘の妨害にあって・・・この

ザマだ・・・」 

　「・・・・・（汗）」 

　「小娘の分際で恐ろしい術者であった・・・私の邪魔をしようとするから海石瑠ろうとしたのだが、

逆に蝶られた上に『あれ』られてしまってな・・・結局羽藤桂を海石瑠る事が出来なかった・・・！！」 

　「・・・いや、蝶られたとか『あれ』られたとか、意味が分からねえんだけど・・・」 

　根方は息を切らしながら、大きな包みを地面に落としてその場に座り込む。 

　まさか、あの根方を退ける程の術者がいたとは・・・馬瓏琉は驚きを隠せなかった。 

　負けるとまでは言わないが、互角・・・夷の王と名乗る馬瓏琉といえども、根方が相手だと相当厳

しい戦いになるというのに。 



　「・・・ところで根方・・・その大きな包みは一体何なんだ・・・？」 

　馬瓏琉がさっきから気になっていた、根方が抱えてきた大きな包み。 

　その包みの外装を、根方はゆっくりと剥がしていく。 

　「ああ、羽藤桂との別れ際に、藤原望と名乗る小娘が私に差し入れてくれたのだ。」 

　「そうかよ・・・で、一体何が入ってるんだ・・・？」 

　「うむ。これだ。」 

　外装を全て剥がすと・・・そこに現れたのは、ノゾミが根方の為に真心を込めて召還した、一匹の

巨大な蛇の亡骸だった・・・。 

　予想もしなかった展開に、馬瓏琉は驚きを隠せない。 

　というか一体何でこんな物を、そもそもどういう状況下で根方が譲り受けたのか・・・。 

　「な・・・何だこれ・・・」 

　「焼いて食うと美味いそうだ。」 

　「・・・・・（汗）」 

　根方は早速、刀と包丁を巧みに使って赤蛇を捌き、それを焚き火でじっくりと焼いていく。 

　蛇の肉からは、何だかとても香ばしい匂いがした。 

　そう言えば今頃はとっくに夕食を食べている時間帯だ。何だか馬瓏琉は急におなかが空いてき

た。 

　「だが・・・だからといって・・・こんな得体の知れない物を食う気には・・・」 

　「出来上がったぞ。馬瓏琉。」 

　「お、おう？」 

　とても穏やかな笑顔で根方は蛇の肉を皿に盛り付け、それを馬瓏琉に手渡す。 

　確かにいい香りはするのだが・・・それでも馬瓏琉は素直に食べる気にはなれなかった。 

　無理も無いだろう。得体の知れない蛇の肉を、そんなに簡単に食べられるはずが無いだろう。 

　それとは対照的に根方はとても美味しそうに、蛇の肉を次々と口の中に放り込んでいた・・・。 

　「んぐ・・・んぐ・・・んぐ・・・意外といけるな。これ。」 

　「そ・・・そうなのか・・・？」 

　「どうした馬瓏琉？食べないのか？食べてみるがいい。美味いぞ。」 

　「そ・・・そうかよ・・・」 

　そこまで言うのであれば、試しに一口だけ食べてみようか・・・馬瓏琉がそんな事を考え始めた、

その時だ。 

　「・・・ふおおおおおおお・・・！！」 

　「・・・え？」 

　「ふんぬらばああああああああああああああああああああ！！」 

　根方が突然全裸になった（汗） 

　鍛え抜かれた屈強な肉体、そして根方のちんちんがむき出しになっている。 

　いきなりの出来事に仰天する馬瓏琉を、根方は物凄い勢いで抱き締め・・・押し倒す。 



　「あの・・・ちょっと、根方・・・？」 

　「・・・馬瓏琉・・・体が熱い・・・疼きが治まらぬ・・・はぁ・・・はぁ・・・」 

　「・・・は？」 

　「み・な・ぎ・っ・て・きたあああああああああああああああああああ！！」 

　もぞもぞ、もぞもぞ。 

　「ちょ、根方！！やめろ！！やめろって！！」 

　「貴様が欲しい・・・今すぐ欲しいのだ！！」 

　「ひ、ひいっ・・・！？」 

　「今すぐに私と契りを結ぶのだ！！さあ！！」 

　アッーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！ 

　「ひいいいいいいいいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　「はぁ、はぁ、はぁ・・・！！」 

　「やめろーーーーーーーー！！俺にそんな趣味はねえーーーーーーーーーーーー！！」 

　「馬瓏琉・・・この私と・・・恋人同士になったのだから・・・ハァハァ・・・だから遠慮する必要は・・・

無かろうが・・・ハァハァ・・・」 

　どうやらノゾミが根方に渡した贈り物には、凄まじいまでの滋養強壮の効力が秘められていたよう

だ。 

　いや、むしろ滋養強壮の効果が高すぎて、根方の性欲が一気に爆発してしまったようだ・・・。 

　何ともヘビィな贈り物である。蛇なだけに。 

　「ちゅっ。」 

　「ひいいいいいいいいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　「・・・馬瓏琉・・・選ぶがいい・・・ここを責められるか、ここを責められるか・・・ここを責められる

か・・・」 

　犯られるか犯られるか犯られるか。 

　どちらを選んでも、馬瓏琉にとっては地獄絵図。というか選択の余地無し。 

　「ぺろっ。」 

　「あああああああああああああああああっ（泣）！！」 

　「・・・あ、今の表情、最高。」 

　「あああああああああああああああああっ（泣）！！」 

　「よし、では今度あああって言ったら、貴様と唇を重ねるからな。」 

　「あああああああああああああああああっ（泣）！！」 

　「ん・・・」 

　根方は馬瓏琉の（以下キモ過ぎて描けません） 

　「・・・あああああああああああああああああああああああああああああああっ（泣）！！」 
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