
アカイイト・アナザーストーリー

★絶望を乗り越えて

１．壊れた心

　白花に取り憑いた主の分霊との戦いの末に、柚明は主と相打ちになり、消滅寸前まで追い詰め

られた。 

　だが桂は諦めなかった。自らの血を与える事で、必死に柚明を助けようとした。 

　「あなたの命を、繋いでみせる！！」 

　桂の血が柚明に流れる。桂の命が柚明に流れる。 

　桂の想いが、柚明の命を繋ぎ止める。 

　だが、これまで柚明に大量の血を与え続け、さらにノゾミとミカゲにも血を吸われていた桂の体内

の血液量は、生命維持に必要な量を既に満たしていなかった。 

　柚明の身体の上に倒れる桂。 

　「桂ちゃん！！私ならもう大丈夫！！大丈夫だから！！」 

　回復した柚明は慌てて起き上がって桂を抱き起こしたのだが、桂の身体に触れて顔色を変えた。

  身体があまりにも冷たいのだ。桂の顔からは既に精気が失せていたのだ。 

　「桂ちゃんの身体・・・凄く冷たいわ・・・！！」 

　「そうかな・・・でも、柚明お姉ちゃんが温かいから・・・いいや・・・。」 

　「桂ちゃん！！早く傷を塞がないと！！」 

　「あはは・・・こんな時に傷の事を忘れるなんて・・・私って・・・本当に・・・ドジだよね・・・」 

　慌てて月光蝶で桂の傷を癒す柚明だったが、柚明の力では傷を癒す以上の事は出来ない。 

　もう桂は助からなかった。 

　「私ね・・・今日、何だか凄くいい夢を見られそうな気がするの・・・。」 

　「桂ちゃん！！」 

　「今度のお祭り・・・何着ていこうかなあ・・・。柚明お姉ちゃんも・・・一緒に・・・行こう・・・ね・・・」 

　「桂ちゃん・・・桂ちゃん！！」 

　桂は安らかな眠りについた。 

　もう二度と目覚める事の無い、深い眠りへと。 

　柚明の心を絶望が支配した。 

　私が桂ちゃんの血を沢山飲んだから、桂ちゃんは死んだ・・・！！ 

　私が桂ちゃんを殺した・・・私が桂ちゃんを殺した・・・私が桂ちゃんを殺した・・・！！ 

　のしかかる絶望。のしかかる自責の念。　 



　「ううう・・・うあああああああああああああああああああああ！！」 

　「柚明！！」 

　そこへ、ようやくサクヤが駆けつけてきたのだが、目の前の惨状を見て顔色を変えた。 

　気を失っている白花。柚明が抱きかかえている桂の死体。そして絶望に心を支配され、絶叫する

柚明。 

　「あああ・・・ああああ・・・・ああああああああああああああ！！」 

　「柚明！！一体何があったんだ！？説明しろ！！」 

　「私が！！私が桂ちゃんを殺した！！私が！！」 

　「何だって・・・！？柚明、気をしっかり持つんだ！！一体どういう事なのか説明してくれ！！」 

　「桂ちゃんが・・・私を助けるために血を飲ませて・・・それで・・・桂ちゃんの血が・・・足りなくなっ

て・・・！！」 

　「くっ・・・何て事だ・・・アタシはまた間に合わなかったのか！！」 

　サクヤは瞬時に状況を理解した。 

　桂は主と相打ちになった柚明の命を助けるために自らの血を分け与え、大量出血で死んでしまっ

たのだ。 

　カグヤ、笑子、真弓、正樹、そして桂。 

　サクヤはまたしても、目の前の大切な人を死なせてしまった。 

　「ううう・・・ううあああ・・・ああああああああああ・・・！！」 

　無数の月光蝶が、柚明に向かって飛んで・・・ 

　……柚明に向かって！？ 

　「この馬鹿がっ！！」 

　サクヤは慌てて柚明をその場から突き飛ばした。 

　誰もいなくなった空間を、無数の月光蝶が直撃する。 

　「死んで何になるっていうんだい！？アンタが死ねば桂が喜ぶとでも思っているのかい！？自惚

れてんじゃないよ！！」 

　「嫌・・・死なせて・・・私を桂ちゃんの所に行かせて・・・」 

　「ふざけんじゃないよ！！桂は命を懸けてアンタの命を繋いでくれたんだろう！？だったらアンタ

には生きる義務があるはずだ！！」 

　「嫌・・・嫌・・・死なせて・・・私を殺して・・・」 

　「柚明！！」 

　サクヤは柚明の胸ぐらを掴み、平手打ちした。 

　だが柚明の顔からは、既に精気が失せていた。 

　オハシラサマとして彼女がこれまでサクヤたちに見せていた神々しさは、今の彼女にはもう無い。 

　今の柚明にあるのはただ１つ・・・絶望。　 

　「柚明・・・アンタ、いい加減に・・・！！」 

　「サクヤさん、ちょっと大事な話があるんだけど。」 



　意識を取り戻した白花が、決意に満ちた表情でサクヤに話しかけた。 

　「こんな言い方をしたらサクヤさんは怒るかもしれないけどさ、今のゆーねぇはとてもじゃないけど、

オハシラサマとして使い物にならないよ。」 

　「白花・・・」 

　「だから、僕がオハシラサマになる。ゆーねぇには羽藤柚明として、元の生活に戻ってもらう。」 

　「な・・・！？」 

　ご神木に触れ、オハシラサマ継承の儀式に取り掛かる白花。 

　白花の身体が、徐々にご神木と一体化していく。 

　そして柚明の身体が、元の人間に戻っていく。 

　「ちゃんと資格はあるんだよ。僕にはゆーねぇ以上に濃い贄の血が宿ってるし、力の使い方だっ

て明良さんから手ほどきを受けている。ゆーねぇがオハシラサマになった時よりも、遥かに条件は

いいんだ。」 

　「白花・・・アンタ・・・！！」 

　「だからサクヤさん、ゆーねぇの事を頼むよ。今のゆーねぇはもう一人ぼっちだから・・・支えになっ

てくれる人が、サクヤさんが必要なんだ。」 

　それだけ言い残して、白花の身体は完全にご神木の中へと融けていった。 

　取り残された柚明は光を失った瞳で、虚ろな表情で、誰に語るでもなくブツブツと呟く。 

　「白花ちゃんもいなくなった・・・白花ちゃんが私のせいで犠牲になった・・・私は桂ちゃんを殺し

て、白花ちゃんに重い枷を背負わせた・・・」 

　「柚明！！気をしっかり持つんだよ！！柚明！！」 

　「私のせいで桂ちゃんは死んだ・・・私のせいで白花ちゃんは犠牲になった・・・」 

　「柚明！！アンタのせいじゃない！！アンタのせいじゃないんだ！！」 

　「あはは、あはははは、あはははははは・・・死ねばいいのよ・・・私なんて死ねばいいのよ・・・」 

　「柚明！！」 

　「だから殺して・・・私を殺して・・・お願いだから殺して・・・殺して・・・殺して・・・殺・・・して・・・」 

　柚明が白花に取り憑いていた主の分霊を倒し、さらに白花がオハシラサマを継いだ事で、主を

封じる結界はこれまでより遥かに強力な物になった。 

　そしてノゾミとミカゲも柚明に倒され、主の復活を企む者は、もういない。 

　だが、そのための代償として失った物は、あまりにも大きかった。 

　桂が柚明を助けるために死んでしまった。 

　そして・・・ 

　柚明が壊れた。 

２．絶望

　柚明を連れて桂の地元に帰ってきたサクヤは、すぐに桂の葬式の準備に取り掛かった。 

　葬儀屋には桂のクラスメイトが大勢集まってきた。皆、桂の遺体を見てすすり泣き、悲しんだ。 



　特に一番の仲良しだった陽子と凛は号泣し、サクヤもなだめるのに随分と苦労した物だ。 

　桂の亡骸が眠る棺には、桂が大好きだった和菓子が大量に詰め込まれた。 

　だが桂の傍らで車椅子に座っている柚明は、桂のクラスメイトから何を言われても、何を聞かれて

も、どんな励ましの言葉を受けても、無表情で無言のままだった。 

　柚明は生きてはいる。だが今の状況を果たして『生きている』と言えるのか。 

　まるで死んでしまったかのような柚明の表情。いや、既に柚明の心は死んでいるのかもしれない。

 

　その後、柚明を自分と同居させるための手続きをするために、役場を訪れたサクヤだったが、そ

の手続きがとにかく大変だった。 

　何しろ国から死亡認定を受けていた上に、さらに本人認証をしようにも、本来取るべき１０年分の

年を取っていないのだ。 

　そのため日本全国で「現代の浦島太郎だ！！」と大騒ぎになった物だ。 

　柚明の元には多くの報道陣が殺到し、柚明は毎日凄まじい質問攻めに遭っていた。 

　だが柚明は何を聞かれても答えない。何を聞かれても反応しない。 

　それでも報道陣は連日、柚明の元に詰め掛けた。 

　テレビでは連日特番が組まれ、ある事無い事報じられた。 

　実は１０年前からタイムスリップしてきたのではないかとか、実は宇宙人に連れ去られていたので

はないかとか。 

　好奇の目。人々が柚明に向けるのは哀れみでも励ましでもなく、ただそれだけだった。 

　今の柚明の苦しみを知りもしないくせに。知ろうともしないくせに。 

　それでもサクヤは連日の報道に怒りを感じながらも、柚明に気を遣って穏便に記者に対応して

いた。 

　記者の質問に対し、自分が答えられる範囲内なら、柚明の代わりに答えたりもした。 

　だがある日、ある記者の心無い質問に、サクヤは堪え切れずに怒りを爆発させた。 

　「柚明さん、あなたの従妹の羽藤桂さんを、あなたが殺したのではないかという疑いが持たれて

いるのですが・・・」 

　「・・・あ・・あああ・・・あああああああああああああ！！」 

　「やはり関係あるんですね！？一体羽藤桂さんの身に何があったんですか！？」 

　「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！！」 

　経観塚を離れて以来ずっと無言、無表情だった柚明が、絶叫した。 

　「柚明さん、あぁあぁ言ってないで答えて下さいよ！！」 

　「いい加減にしなよ！！」　 

　サクヤは質問をした記者の胸ぐらを掴み、物凄い形相で睨み返す。 

　それでもその記者は怯まなかった。記者としての強い信念を秘めた瞳でサクヤを睨み返した。 

　「アンタ！！何も知りもしないくせに、柚明の傷をほじくりかえすような真似をするんじゃない

よ！！」 

　「何も知らないから真実を追い求めているんですよ！！物事の真実を国民に伝えるのが記者の

使命でしょうが！！あなたもルポライターなら分かるでしょう！？」 

　「今の柚明の状態を見て分からないのかい！？まともに答えられるような状況じゃないんだ



よ！！」 

　「もしかしたら殺人容疑を隠すための演技かもしれないじゃないですか！！」 

　「演技だと！？ふざけんじゃないよ！！柚明が今、どれだけ苦しんでいると思っているんだ！？

それを演技だなんて、心にも無い事を！！」 

　「ぐっ・・・いい加減僕を離して下さいよ・・・あなたを傷害の容疑で警察に通報してもいいんです

よ！？」 

　記者にそう言われたサクヤは、舌打ちして記者を離す。 

　そして怒りの形相で記者たちを家から追い出そうとする。 

　「いい加減出て行っておくれ！！今何時だと思っているんだ！？柚明はもう疲れているんだ

よ！！」 

　「待って下さいよ！！もう少しだけ話を！！」 

　「ここはアタシの家だ！！世帯主のアタシが出て行けと言ってるんだ！！何なら今すぐ警察を呼

んでやろうか！？」 

　サクヤにそう言われた記者たちは、渋々サクヤの家から出て行った。 

　記者がいなくなって、ようやく柚明は落ち着きを取り戻した。またいつものように無言、無表情に

戻る。 

　いつもと違うのは、柚明の瞳から流れる涙。 

　それでも記者たちは、サクヤの家の周辺の張り込みをやめようとしない。 

　意地でも柚明から桂の死の真相を聞き出すつもりらしい。 

　この様子だと、明日の朝にでもまた押しかけてくるだろう。 

　「柚明、さっきは大声出して悪かったね・・・。」 

　「・・・・・。」 

　「ごめんよ、怖かったかい？ほら、涙を拭いてやるから・・・。」 

　「・・・・・。」 

　もう駄目だ。もうここにはいられない。 

　これ以上ここにいては、柚明を苦しめるだけだ。いつまでたっても柚明は立ち直れないだろう。 

　思い立ったサクヤは、決断した。 

　「柚明・・・帰ろう。」 

　「・・・・・。」 

　「アタシと一緒に経観塚の屋敷に帰ろう。もうあんな連中、相手にしていられないよ・・・。」 

　「・・・・・。」 

　思い立ったら即実行。 

　サクヤは柚明を車に乗せて、追いかけてくる記者たちを巧みに振り切り、経観塚へと向かっていっ

た。 

３．強襲

　サクヤが柚明と共に経観塚の屋敷で暮らし始めてから、１年が過ぎた。 



　さすがにローカル線を乗り継がないと行けないような僻地なだけあって、記者たちも今の２人の

居場所を突き止める事は出来なかったようだ。 

　あれから記者たちは姿を見せない。サクヤと柚明は誰にも邪魔をされない、静かな日々を過ごし

ていた。 

　だが、それでも柚明は立ち直れない。桂を失った悲しみ、桂を死なせてしまった自責の念に押し

潰され、その心は深い闇に包まれていた。 

　相変わらず車椅子に乗ったまま、無言、無表情のままだ。 

　毎晩、白花がご神木から抜け出して柚明の介護を手伝ってくれるのだが、それでも柚明は一向

に回復の兆しを見せない。 

　柚明はあれから１年たった今も、一言も言葉を発していないのだ。 

　羽織袴姿の白花は、オハシラサマとしての神々しさに満ち溢れていた。 

　かつての柚明がそうであったように。 

　だが今の柚明には、優しくも気高かったあの頃の面影は、もう無い。 

　それでもサクヤは必死に柚明を介護した。 

　いつか必ず、柚明が立ち直ってくれると信じて。 

　いつか必ず、柚明があの優しい笑顔を自分に向けてくれると信じて。 

　ある晴れた日の昼間。サクヤは柚明を乗せた車椅子を押して、ご神木までやってきた。 

　今は白花がオハシラサマとなって主を封じている、かつて柚明がその役目を担っていた場所に。 

　ご神木に咲く花の量・・・花に還った主の削られた力の量は、柚明がオハシラサマになった時の

数十倍にまで膨れ上がっていた。 

　白花が「僕はゆーねぇより遥かに条件はいい」と言っていたのも、あなたち嘘では無かったらしい。

 

　「この様子なら、白花は本当にすぐに主を還しちまうかもしれないね。それこそ数年も経たない内

に・・・。」 

　「・・・・・。」 

　「柚明。焦らなくていいんだ。焦らなくていいんだよ。ゆっくりと自分の気持ちを整理していけばい

いんだ。」 

　「・・・・・。」 

　「何年、いや、何十年かかったって構わない。アタシがずっと柚明のそばにいるから。アタシが柚

明を守ってやるから。」 

　「・・・・・。」 

　「アタシはもう、目の前で大切な人を失うのは嫌なんだよ。あんな思いをするのはもう沢山だ・・・。」

  「・・・・・。」 

　「だから柚明、生きてくれ。アタシの前から消えないでおくれ・・・。」 

　「・・・・・。」 

　必死に柚明を励ますサクヤだが、柚明は応えない。 

　いや、サクヤの声が届いているのかどうかさえ怪しい状態だ。 

　相変わらず無言、無表情で、ご神木をボーッと見つめている。 

　かつて自分がその中にいたご神木。それを見つめる柚明は何を思い、何を考えているのか。 

　ふと、サクヤは突然、自分たちへの凄まじい敵意を感じた。 



　強烈な邪気。普通の人間が出せるような代物では無い。 

　それを敏感に感じたのか、柚明は身体を震わせる。 

　サクヤの目の前に現れたのは、一人の隻眼の男。 

　ニヤニヤしながら車椅子に座る柚明を睨みつけている。 

　「ようやく見つけたぞ。贄を血を引く娘・・・羽藤柚明よ。」 

　「誰だい、アンタは！？」 

　「我が名は夷の王・馬瓏琉。瑠璃宮の門を開く生贄にするために、その娘を頂きに来た。」 

　「瑠璃宮の門だって！？」 

　「この槐の木が放つ神気のせいで、その娘の贄の血の気配を中々感じ取れなくてな。探すのに

随分と苦労したぜ。」 

　瑠璃宮の門。サクヤはその正体を知っていた。 

　海神クロウクルウが封じられている、開けてはならない禁断の門。 

　その封じを解くと宣言した目の前の男を見て、サクヤは顔色を変えた。 

　とっさに上着を脱ぎ捨て、臨戦態勢に入る。 

　「冗談じゃない・・・柚明をあんな物騒な物の生贄になんかさせてたまるか！！」 

　「ほう、出来損ないとはいえ、さすがは観月の民・・・。大したプレッシャーだ。」 

　「柚明はアタシが守る！！死なせてたまるもんか！！」 

　「あの門を開くために、根方一族をそそのかして生贄を沢山ぶちこんだんだが、中々開かなくて

なぁ。だが羽藤桂より多少は薄いとはいえ、あれだけ濃い贄の血の持ち主とあれば門を開くのに

は充分だろう。」 

　「そんな事はさせる物か！！アタシは柚明を守るんだ！！」 

　「来たれ我が矛・・・龍戟よ！！」 

　馬瓏琉が生み出した矛がサクヤに襲い掛かる。 

　とっさにサクヤは柚明をお姫様抱っこして、それを横っ飛びで避けた。 

　観月の民としての常人離れした跳躍力で、サクヤは一足で馬瓏琉から間合いを離す。 

　「柚明、悪いけど少しだけアンタの血を貰うよ。」 

　「・・・・・。」 

　サクヤは柚明の首筋に噛み付き、血をすする。 

　そして柚明をご神木にもたれさせ、馬瓏琉へと向かっていった。 

　柚明の贄の血を飲んだ事で、向上したサクヤの戦闘能力。 

　だがそれでも馬瓏琉は余裕の表情を崩さない。 

　サクヤの一撃を馬瓏琉は難なく龍戟で受け止めた。 

　馬瓏琉の強さは、かつて柚明が戦った主の分霊とは格が違った。 

　さすがに主の本体には及ばないものの、それでも夷の王を名乗るだけの事はある。 

　「どうしたどうしたぁ！？贄の血を飲んでもその程度なのかよ！？」 

　「くっ・・・この男・・・強い・・・！！」 

　「ま、もっと大量に飲めば俺と互角に渡り合えたかもしれねえけどなぁ。でもそんな事は出来ねえ

よなぁ！？」 

　馬瓏琉の斬撃が少しずつサクヤを追い詰める。 



　サクヤは防戦一方で反撃の糸口を掴めなかった。 

　「あまり大量に吸うと死んじまうからなぁ！！かつての羽藤桂のようになぁ！！フハハハハ！！」 

　「黙れ！！黙れーーーーーー！！」 

　そこへ馬瓏琉に襲い掛かる人影。 

　「千羽妙見流奥義、魂削り！！」 

　「何っ！？」 

　慌てて馬瓏琉はそれを避ける。 

　そこにいたのは刀を持った、身体を具現化させた白花だった。 

　だが、かつて柚明がその身をもって思い知ったように、昼間での具現化は相当力を消耗してしま

う。 

　白花の姿は半透明で、とても苦しそうだった。 

　あの時の柚明は、桂の血を飲む事で長時間肉体を維持出来た。だが今の白花には力を与えて

くれる者がいない。 

　「これ以上・・・サクヤさんと・・・ゆーねぇを・・・・傷つけさせは・・・！！」 

　「おいおい、こんな真っ昼間からそんな無茶をしていいのかよ？ハシラはハシラらしく、大人しく

木の中でおねんねしてなあ！！」 

　「ぐはっ！！」 

　馬瓏琉の一撃を受けて白花はご神木に叩きつけられた。 

　その姿が、その存在が、どんどん薄くなっていく。 

　「駄目だ、これ以上力を消耗したら主の封印が綻びる・・・サクヤさん、僕はご神木に戻るから、悪

いけど後は頼むよ・・・！！」 

　「白花！！」 

　それだけ言い残して、白花はご神木へと戻っていく。 

　だがそれでも馬瓏琉は容赦しない。 

　「おいおい、隙だらけだぜ！？浅間サクヤぁ！！」 

　一瞬の隙を突いてサクヤに一撃を加え、地面に這いつくばらせた。 

　そして右足でサクヤの顔を踏みつける。まるで主人が奴隷に対して行うような、無様な光景だっ

た。 

　「あぐっ！！」 

　「出来損ないのお前ごときにこれっぽっちも興味はねえんだよ。俺が欲しいのは羽藤柚明だけ

だ。」 

　「やるもんか・・・お前なんかに柚明をやるもんか・・・！！」 

　それでもサクヤは、必死に馬瓏琉の右足首を掴んだ。 

　馬瓏琉から柚明を守るために、サクヤはもがいた。ただひたすらもがいた。 

　こんな事をしても無駄かもしれない。だがサクヤはひたすらもがいた。 

　もう自分の目の前で、大切な人を失いたくない。あんなつらい思いをするのはもう沢山だから。 



　そして、いつの間にかサクヤが柚明に対して芽生えていた、淡い想い。 

　「柚明は・・・アタシの大切な人なんだ・・・ああ、そうさ・・・アタシは柚明の事が好きなんだよ！！」 

　「何っ！？・・・ぐあっ！！」 

　サクヤの右手に力がこもる。馬瓏琉の右足首を締め付ける。 

　馬瓏琉の右足首に衝撃が走る。肉が軋み、骨が締め付けられる。激痛に馬瓏琉の顔がゆがん

だ。 

　「てめえ、まだこんな力が・・・！？」 

　「だから柚明はお前なんかにやらない・・・お前なんかに渡さない・・・！！」 

　「ぐあああああっ！！このぉ、往生際が悪いんだよ！！離しやがれ！！」 

　「離すもんか！！絶対に離すもんか！！」 

　「離せって言ってんだろうがあ！！」 

　馬瓏琉が龍激を構える。三叉の刃がサクヤの心臓に狙いをつける。 

　死を覚悟したサクヤは、とっさに柚明の名前を叫んだ。何度も、何度も。 

　「柚明・・・柚明・・・柚明・・・柚明・・・柚明・・・柚明・・・！！」 

　龍戟がサクヤに襲い掛かる。 

　「柚明ーーーーーーーーーーーーー！！」 

　とっさに目を閉じるサクヤ。 

　その瞬間、馬瓏琉は無数の月光蝶に弾き飛ばされた。 

　「何だと！？ぐあああああっ！？」 

　ご神木に叩きつけられる馬瓏琉。唖然とするサクヤ。 

　２人の瞳に写っていたのは・・・ 

　「サクヤさんから離れなさい！！」 

　毅然とした態度で、涙を流しながら、馬瓏琉を睨む柚明だった。 

４．闇を貫く一筋の光

　「柚明・・・ああ・・・柚明・・・」 

　サクヤの前に立っていたのは、紛れもなく柚明だった。 

　昔のような、オハシラサマとしての神々しさを兼ね備えた柚明だった。 

　「サクヤさん・・・あなたの声が・・・届きました・・・！！」 

　「柚明・・・アンタ・・・！！」 



　「いいえ・・・届いていたのに・・・私はサクヤさんの声に応えようとしなかった・・・私はサクヤさんの

優しさに甘えてばかりで、桂ちゃんの死から・・・現実から目を背けて、逃げてばかりいた・・・！！」 

　「柚明・・・本当に・・・本当に・・・心配をかけさせるんじゃないよ・・・この馬鹿・・・！！」 

　「ごめんなさい、サクヤさん。そして・・・ありがとう。」 

　柚明は涙を拭い、立ち上がった馬瓏琉を厳しい目つきで睨んだ。 

　「私はもう、大丈夫ですから・・・！！」 

　「くっ・・・この・・・！！」 

　「確かに桂ちゃんは死んだ。私のせいで死んだ。だけど私は今になってやっと気付いた。桂ちゃ

んの私への想いは、今も私の心の中に宿っているという事を。」 

　「羽藤柚明・・・てめえは生きてさえいればそれでいいんだよ！！余計な真似をするなぁ！！」 

　「そして今の私には、私の事を想ってくれている人がいる。私の事を心の底から好きだと言ってく

れた人がいる。」 

　ご神木から舞い落ちる無数の花びら。それらが柚明の力で無数の月光蝶へと姿を変える。 

　その数は、軽く数百匹は超えているだろう。 

　柚明が主の分霊を倒した技。だがその威力は、あの時とは比べ物にならなかった。 

　白花が柚明に力を貸しているというのもあるが、それだけではない。 

　１年前の柚明は、桂さえ無事なら自分はどうなってもいいという、「死ぬ覚悟」で戦っていた。 

　だが今は違う。サクヤと共に生き続けるという、「生きる覚悟」で戦っているのだ。 

　桂の為に死ぬのではない。桂の為に生きる。昔と今の柚明の「覚悟の差」。それが力の差となっ

て現れているのだ。 

　「何だと！？」 

　「その人の想いに応えるためにも、死んでいった桂ちゃんの分まで、私は生きる。」 

　無数の月光蝶が一斉に馬瓏琉に襲い掛かる。 

　「ぐあああああああああああああああっ！！」 

　「言っておきますが、この私に１年間のブランクなど関係ありませんよ。」 

　「くっ・・・このおっ！！」 

　馬瓏琉はとっさに柚明から間合いを離した。そしてサクヤを睨みつける。 

　どうにかして観月の民であるサクヤの血を飲めば、柚明を圧倒できる。そんな目だった。 

　そんな事はさせまいと、柚明は馬瓏琉の前に立ちはだかる。 

　「浅間サクヤぁ！！てめえの血をよこせぇ！！」 

　「それだけはさせません！！サクヤさんは私が守ります！！」 

　柚明もまた、自らの身体を青く輝かせ、まさに蝶の化身となって馬瓏琉を正面から迎え撃つ。 

　あの時と同じ光景。だがあの時と違うのは、柚明の「生きる覚悟」。 

　「そして、私も死なない！！桂ちゃんの為にも、サクヤさんの為にも、私はまだ死ぬわけにはいか

ない！！」 

　ぶつかり合う２人。凄まじい衝撃がサクヤを襲う。サクヤはとっさに目を閉じる。 



　しばらくしてサクヤが目を開けると、そこにいたのは馬瓏琉の亡骸・・・そして、満身創痍の柚明だっ

た。 

　柚明は、馬瓏琉に勝ったのだ。 

　「サクヤさん・・・終わりました・・・」 

　「柚明！！」 

　今にも倒れそうな柚明をサクヤは慌てて抱き止める。 

　柚明もまた、サクヤの身体を抱き締めた。 

　「よかった・・・柚明・・・本当によかった・・・！！」 

　「サクヤさん・・・心配かけてしまってごめんなさい・・・」 

　「ああ、全くだよ・・・アンタは昔から、いつも無茶ばかりするから・・・！！」 

　「それで、サクヤさん・・・私がこんな事を言うのは身勝手かもしれませんが・・・」 

　柚明はサクヤの瞳をじっ・・・と見つめた。 

　これまでのような虚ろな瞳ではなく、光が戻った美しく澄んだ瞳で。 

　その瞳に、思わずサクヤは引き込まれそうになってしまった。 

　「こんな私でよければ・・・サクヤさんの想いに応えさせて頂けませんか？」 

　「・・・はははっ、何を言ってるんだよ。アンタを好きだって言い出したのはアタシの方なんだよ？

身勝手も何もあるものかい。」 

　「ふふっ・・・それもそうですね・・・。」 

　「柚明・・・本当にいいのかい？アタシのそばにいてくれるのかい？」 

　「だって、サクヤさんは私の事を好きって言ってくれたんですから。だからちゃんと責任を取って

下さいよ？」 

　「ああ、分かったよ、アンタの面倒はアタシが一生見てやるさ。アタシがアンタを幸せにしてやる

さ。」 

　「じゃあ私は、サクヤさんの為に美味しいご飯を毎日作ってあげますね。」 

　「あはははは！！こりゃ１本取られたね！！」 

　「ふふふふふ・・・。」 

　これではまるで、サクヤが夫で柚明が嫁だ。 

　何だか笑いが止まらなくて、笑い合う２人。 

　存分に笑い終えた後、サクヤは柚明を抱き締め、耳元で呟いた。 

　「柚明、いつまでもアタシのそばにいておくれよ・・・。」 

　「サクヤさん・・・不束者ですが、よろしくお願いします・・・！！」 

　互いの想いを確かめ合うかのように、ご神木と白花に見守られながら、２人はそっと唇を重ねた。 
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