
アカイイト新章・神の化身の少女

前章「絶望の果ての光」

１．死闘・・・京介ＶＳ柚明

　羽様の屋敷の近くにあるご神木・・・そこで渚を巡って、梢子と遥が死闘を繰り広げている頃。

　京介もまた、柚明を相手に壮絶な戦いを繰り広げていた。

　柚明が放つ無数の月光蝶を、京介は障壁を張って受け止める。

　一流の術者同士の洗練された術と術のぶつかり合いは、梢子と遥の肉弾戦とは一味違った『美

しさ』があった。

　

　「桂ちゃんの力を見誤った事・・・それがあなたの最大のミスですよ。富岡さん。」 

　「何という威力だ・・・この僕が押されているだと・・・！？」

　柚明を相手に苦戦を強いられている京介。

　京介はこれでも日本中でも有数の実力を誇る術者なのだが、柚明の実力はそんな京介さえも上

回っていた。

　まがりなりにも、１０年間も主の封印という大役を務めていただけの事はある。

　柚明の凄まじい猛攻の前に、京介は完全に防戦一方だった。

　「舐めるなよ柚明君・・・僕はこんな所で負ける訳にはいかないんだ！！」

　「な・・・！？」

　「この僕に救いの光を与えて下さった、『大いなる王』の為にもぉっ！！」

　それでも京介は諦めない。渾身の力でもって、柚明の月光蝶を全て弾き飛ばした。

　そして杖を上空に掲げ、無数の氷の刃を召還する。

　「行けよ！！氷のアーゼ！！」

　「この程度で・・・舞い上がれぇっ！！」

　全方位から襲い掛かる、氷の刃によるオールレンジ攻撃。

　柚明は無数の月光蝶を周囲に舞い上がらせ、それがまさしく柚明を守る旋風（つむじ）となって、

氷の刃から柚明を守る。

　「ええい、さすがは元ハシラなだけの事はある・・・攻撃も防御も隙が無い・・・！！」

　「富岡さん・・・貴方が言う『大いなる王』とは、一体何者なのですか！？」

　

　柚明が京介から敏感に感じ取った、深い絶望と悲しみ。

　それに京介は、己の欲望や野心の為に『大いなる王』とやらを蘇らせようとしているのではなく、

心の底から『大いなる王』とやらを崇拝し、大切に想っているようだ。

　己の野心と欲望の為に渚を狙おうというのであれば、京介がここまで覚悟と決意を秘めた表情を

するはずが無い。



　「そんな物・・・いちいち君に答える義理は無いなぁっ！！」

　京介の杖から放たれた無数の光弾が、一斉に柚明に襲い掛かる。

　『大いなる王』への強い想い、そしてこの世界への絶望が込められた、京介の渾身の術。

　その強い気迫を前にして、柚明は一瞬気圧されてしまった。　

　柚明が張った障壁が、ギシギシと悲鳴を上げる。

　「くっ・・・この威力は・・・・っ！！」

　「柚明君・・・僕と君は似た者同士なんだよ！！」

　「いきなり何を・・・！！」

　「君が桂君の幸せの為なら自分の人生さえも犠牲に出来るように、僕も『大いなる王』がお望みな

らば、どんな事だって出来るんだ！！それこそ１２年前の君と同じように、あのお方の幸せの為に

なるというのであれば、僕は自分の命さえも惜しくは無いんだよ！！」

　

　決してハッタリなどではなく、京介は本気で心の底からその覚悟を持っているのだ。

　『大いなる王』の為に全てを捧げると。『大いなる王』の幸せの為なら、死ぬ事さえも怖く無いと。

　それはまさしく、１２年前の柚明と同じ・・・桂の幸せの為に自ら喜んで犠牲になった、柚明のあの

時の桂への自己犠牲愛と同じだ。

　信じていた仲間に裏切られ、この世界に絶望し、何もかも失ってしまった京介を、『大いなる王』

は絶望の淵から救ってくれた。

　だからこそ今の京介にとって、『大いなる王』だけが全て・・・彼を蘇らせる事だけが、今の京介の

人生の目的なのだ。

　そう・・・その為なら京介は、他の全てなど知った事では無いと・・・それこそ自分自身の命を捧げ

る事になっても構わないと、本気でそう思っているのだ。

　「この身！！この魂！！全ては『大いなる王』の為にぃっ！！」

　京介は歯軋りしながら、１年前の出来事を思い出す。

　自分を奈落の底へと突き落とすきっかけとなった・・・あの悪夢のような出来事を・・・。

　

２．期待の新鋭

　昼間は多くの人々で賑わい活気に溢れる自然公園も、人々が寝静まる夜になれば、一転して安

らかな静寂に包まれる。

　だが人々にとって安息を得る時間である夜は、同時に人ならざる者たちの活動が活発になる時

間帯でもある。

　１００％とは言わないが、邪なる鬼どもが人々を襲うのは、大体夕方から深夜に掛けての時間帯

が多い。

　そういった者たちから秘密裏に人々を守る為に、鬼切り部という組織は存在しているのだ。

　「グシャアアアアアアアアッ！！」

　東条が放った渾身の斬撃が、鬼が召還した無数の亡霊たちを一斉に還していく。

　月の光と静寂に包まれた自然公園で、東条と鬼の女との壮絶な戦いが繰り広げられていた。



　だが鬼が無尽蔵に召還する式神たちの圧倒的な物量の前に、さしもの東条も苦戦を強いられて

いた。

　どうやらこの鬼は、相当な実力を持つ術者のようだ。

　「たかが人間の分際で、中々やりおるではないか。」

　「くそっ、これでは切りが無い・・・何とかしてあの鬼の召喚術を止めないと・・・！！」

　「これ程の使い手ならば、貴様の血もさぞかし美味であろうのう。」

　「せめて三上と谷原のサポートがあれば・・・だが、弱音など吐いてはいられない・・・ここは僕が何

とかしないと・・・！！」

　「フン・・・無駄なあがきを！！貴様如きが私に敵うものか！！」

　鬼が無数のコウモリを召喚した、その時だ。

　

　「来たれーーーーーーーっ！！ヴァリカルマンダーーーーーーっ！！」

　「何っ！？」

　東条の背後から声がしたかと思った瞬間、一体の巨大な怪鳥が無数のコウモリに向かって衝撃

波を放った。

　その圧倒的な「破壊力」によって、微小な力しか持たないコウモリたちが、次々と塵と化していく。

　まるで小さなさざなみが、巨大な波に飲み込まれてしまったかのように。

　「なん・・・だと・・・！？」

　「富岡！！来てくれたのか！！」

　

　東条が振り向くと、そこにいたのは最近になって千羽党に加入した青年・・・富岡京介。

　超一流の腕を誇る陰陽師で、千羽党の中には彼の事を、柚明に匹敵する実力と才能を誇る術

者だと絶賛する者さえもいる程だ。

　とても力強い真っ直ぐな瞳で、京介は鬼を見据えている。

　「ヴァリカルマンダ！！東条君を援護しろ！！」

　「キエェェェェェェェェェェェッ！！」

　怪鳥が放った衝撃波が、鬼に襲い掛かる。

　鬼は障壁を張って受け止めるが、そのあまりの威力に完全に押されていた。

　「馬鹿な・・・これ程の力を持つ式神を、自在に行使出来るだけの術者など・・・！！」

　「・・・オンワカ・シリベイ・シリメイ・ソワカ！！オンワカ・シリベイ・シリメイ・ソワカ！！」

　「な・・・！？」

　「この機は逃さんぞ！！女ぁっ！！」

　東条の渾身の力を秘めた一撃が、完全に隙だらけの鬼に襲い掛かる。

　「千羽妙見流奥義・・・鬼切りぃっ！！」

　「馬鹿なぁっ！！この私が人間如きにぃぃぃぃぃぃぃっ！！」

　青白い光に包まれた東条の刀が、鬼の体を切り裂いた。

　驚愕の表情で、どうっ・・・と地面に倒れる鬼。即死だった。



　溜め息をついて、東条は刀を鞘に納める。

　「随分と苦戦していたようだけど、怪我は無いかい？何なら僕が今から治してあげても・・・」

　「いや、君のお陰で全くの無傷だよ。ありがとう、富岡。」

　穏やかな笑顔で、京介を見据える東条。

　そこへ、東条とは別行動を取っていた三上と谷原も合流してきた。

　「東条さん、俺らの方も無事に片付きました。富岡さんのお陰で一般人への被害もゼロですよ。」

　「そうか。烏月君が不在の中、２人共よくやってくれた。これで任務完了だな。」

　「俺らだって、いつまでも烏月に頼りっぱなしじゃいられませんからね。これでもあいつより年上な

んですから。」

　「ははは、それもそうだな。それじゃあそろそろ戻るとしようか。」

　「了解！！」

　軽い雑談をしながら、屋敷へと戻る東条たち。

　その輪の中で京介が、とても楽しそうな笑顔を見せている。

　１ヶ月前・・・烏月にスカウトされて、京介は千羽党に加入した。

　慢性的な人手不足に悩んでいた千羽党にとって、優秀な術者である京介は非常に大きな戦力

であり、そしてこれまで京介は周囲の期待以上の凄まじい活躍を見せている。

　性格的には多少の問題はあるものの、それでも彼の人柄は千羽党のメンバーの好感を得ており、

またこれまでの実績から彼の信頼は絶大な物になっていた。

　京介の加入によって、千羽党の戦力はバランスの取れた強大な物になっており、この事から京

介は千羽党の救世主だと言ってもいいのかもしれない。

　

　京介自身もまた、自分の能力を買ってくれた千羽党に恩義を感じており、また千羽党で働いて

いる内に多くの信頼出来る仲間を得る事が出来た。

　別に命を賭けてまで千羽党の為に働こうとは思わないが、それでも自分の能力を活かせる場所

である事に変わりは無いし、また即戦力として雇われた京介は、給料も一般のサラリーマンより

ずっと恵まれた金額を貰っている。

　今の京介にとって、千羽党は本当に無くてはならない居場所なのだ。

　だがこの後、理不尽な理由で千羽党に裏切られる事になるなど・・・今の京介には知る由も無

かった・・・。

３．神の血の力

　人目に付かない裏の世界で暗躍する組織だと言っても、基本的に鬼切り部にも他の一般企業と

同じように、党の者たちにはちゃんとした休日が設けられている。

　ゲームセンターに行ったり自然公園でのんびりしたり、久しぶりの休日を存分に満喫した京介は、

充実した笑顔で千羽党が用意したマンションへと向かっていた。

　既に日は沈み、しかも今日は月の光が完全に遮られる新月だ。それ故に街灯の光が普段以上

に明るく感じられ、漆黒の夜の闇に包まれた街は不気味な程までに静まり返っている。

　数時間前のあの活気が、夢や幻だったのではないかと思える程までに。



　そして・・・鬼の活動が活発になるのは、決まってこういう不気味に静まり返った漆黒の夜である

事が多かったりする訳で・・・

　「これは・・・鬼が近くにいる・・・！！しかもこの邪悪な気配は・・・！！」

　人目に付かない近くの路地裏から、京介は鬼の気配を敏感に感じ取った。しかも相当強大な力

を持っているようだ。

　やれやれ、今日は休日なんだけどな・・・そんな呑気な事を考えながら、京介は全速力で鬼の気

配を追っていく。

　そして路地裏に辿り着いた京介が目撃したのは、１人の少女が鬼の女に押し倒されて、右手で

胸を優しく愛撫されながら、その柔らかい唇に噛み付かれて血を吸われている光景だった。

　少女は怯えた表情で、京介に助けを求めている。

　「いやいや、こいつは驚いたよ。まさか百合というのが人間だけじゃなくて、鬼の中でも流行って

いたなんてね。」

　「んーっ！！んーっ！！」

　「・・・あら、このわたくしが鬼である事を見抜くとは・・・鬼気は完全に断っているつもりなのです

が・・・相当な実力の持ち主のようですわね。」

　

　鬼の女が少女の口にふーっ・・・と優しく息を吹きかけると、少女はプツリと糸が切れてしまったか

のように意識を失ってしまった。

　そのまま鬼の女は立ち上がり、溜め息を付きながら京介を睨み付ける。

　最高のご馳走を口にしている最中に、京介の邪魔が入ったのだ。鬼の女は何とも不機嫌そうな

表情をしていた。

　「人間の生き血というのはですね・・・その者が心の底から恐怖と快感に震えている状態で摂取し

てこそ、最高の味と力を得る事が出来るのですのよ？それが処女の乙女ならば尚更の事。」

　「何という事だ・・・まさか百合な上に変態プレイまで好む鬼だとは・・・」

　「貴方は、そんなわたくしの至福の瞬間の邪魔をした・・・その大罪、万死に値しますわ！！」

　鬼の女は刀を抜いて、京介との間合いを一瞬で詰める。

　辛うじて障壁を張って受け止める京介だったが、そのまま鬼の女は怒涛の連続攻撃を繰り出して

くる。

　そのあまりの威力に、障壁がギシギシと悲鳴を上げる。

　「ほほほほほ！！この程度の障壁でいつまで持ちこたえられますかしら！？」

　「くっ・・・中々やるじゃないか・・・！！」

　「たかが人間如きの分際で、このわたくしに楯突こうなどと！！」

　「切り札ならある！！氷のアーゼ！！」

　京介によって召喚された無数の氷の刃が、背後から鬼の女に襲い掛かった。

　「同時に２つの術を！？ええいっ！！」

　

　まるで忍者のような俊敏な動きで、鬼の女は無数の氷の刃を空中にジャンプして華麗に避けて、

その驚異的な跳躍力でもって瞬時に京介の背後に回り込む。



　

　「死になさいな！！」

　「やなこった！！」

　

　京介が放った光弾と、鬼の女の刀がぶつかり合い・・・次の瞬間、鬼の女の刀が弾き飛ばされた。

　だが、それでも鬼の女は怯まない。

　「まだまだですわぁっ！！」

　「こいつ・・・！！」　

　斬りかかった勢いで、鬼の女は京介に抱き着いて首筋に噛み付き・・・その生き血を啜って少し

でも力に変えようとするのだが・・・次の瞬間。

　「・・・っ！？」

　

　突然京介から離れた鬼の女が、驚愕の表情になり・・・そして・・・

　「・・・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！！」

　

　まるで毒でも盛られたかのように、喉を押さえながらいきなり絶叫し始めた。

　とても苦しそうな表情で、鬼の女は体を痙攣させている。

　京介の血に対して、拒絶反応を起こしたのだ。

　「・・・１つ言い忘れていたんだけどさ・・・」

　「な・・・！？」

　「僕の身体に流れる『神の血』は・・・取り込むのに資格がいるんだよぉっ！！」

　「がはあっ！！」

　この隙を逃さなかった京介の無数の光弾が、一斉に鬼の女に襲い掛かり・・・そのまま壁に叩き

付けられた鬼の女は、どうっ・・・と地面に倒れ、そのまま体をピクピクと震わせながら絶命してし

まった。

　溜め息をついて、鬼の女に噛み付かれた首筋を治癒の術で癒す京介。

　暖かい光に包まれて、傷口がどんどん塞がっていく。

　「全く・・・こんな強力な力を持った鬼と、よりにもよって休みの日に戦う羽目になるとは・・・まあそ

んな事はどうでもいいんだけど・・・彼女は大丈夫だろうな・・・？」

　意識を失っている少女に駆け寄り、京介は少女の額にそっ・・・と右手を当てる。

　とても安らかな表情で、少女は規則的な寝息を立てながら眠りについていた。

　先程、鬼の女に優しく吹きかけられた息は、一種の催眠ガスに似た効力を持っていたようだが、

いずれにしても命に別状は無さそうだ。

　

　「・・・命に別状無し、身体のどこにも異常は無し・・・暗示や催眠術を掛けられた形跡も無し・・・何

の問題も無いな。取り敢えず救急車でも呼んでおくか。」

　携帯電話を取り出し、１１９番通報をする京介。　

　呼び鈴が鳴るよりも早く、救急隊員が電話に出た。



　

　「・・・あ、もしもし、青城の商店街で女子高生らしき少女が倒れていたんですけど・・・はい・・・は

い、１００円ショップの隣にある路地裏で・・・はい・・・５分位で来てくれるんですね？分かりまし

た・・・はい・・・はい・・・」

　とても穏やかな笑顔で、京介は電話に応対する。

　１人の少女のかけがえの無い命を、どうにか守り抜く事が出来た・・・京介の表情はその事に対す

る充実感に溢れていた。

　この充実感があるからこそ、鬼切り部という仕事にはやりがいがある。

　勝利の美酒という物は、何度味わっても美味い物なのだ。

　「・・・・・。」

　だが・・・そんな京介の事を、烏月の祖父が物陰からとても厳しい目付きで睨み付けていた。

　たまたま私用で外出していた所へ、偶然にも京介と鬼の女との戦いを目撃してしまったのだが、

京介の血を吸った鬼の女が突然拒絶反応を起こした事で、烏月の祖父は１つの確信を得たのだ。

　

　「・・・富岡京介・・・よもやその身に『神の血』を宿していようとは・・・！！」

　『神の血』は、神々の血筋を受け継ぐ者たちがその身に宿す高潔な血であり、強力な『聖なる力』

が込められている。

　それ故に身体に取り込むには一定の資格が必要で、先程の鬼の女のように資格無き者が取り込

めば、拒絶反応を起こして最悪の場合は死に至る。

　だが『神の血』に秘められた力は、桂や柚明の『贄の血』、梢子やナミの『安姫の血』よりも強大な

代物であり、資格所有者が取り込めば強力な力を得る事が出来るのだ。

　

　もし・・・悪意を持った鬼が京介の『神の血』を取り込み・・・その鬼が『神の血』を取り込む資格を

持っていたら・・・

　その鬼は瞬く間に強大な力を得て、間違い無く人々の脅威になってしまう事だろう。

　その『最悪の事態』を想定した烏月の祖父は何の迷いも無く、京介を危険因子だと判断した。

　

　「あの男の存在は危険過ぎる・・・早急に抹殺せねば・・・！！」

　この１ヶ月間、千羽党の為に尽くしてくれた京介さえも、烏月の祖父は抹殺対象としたのだ。

　だが京介１人の命と、その他大勢の命・・・天秤に掛けなければならないとするならば、後者の方

が遥かに重いに決まっている。

　だからこそ烏月の祖父は、人々の命を『確実に』守る為に、京介の抹殺を決断したのだ。

　それは鬼切り部千羽党の党首としての、強い信念と決意故に。

　それが・・・より多くの怒りと憎しみの連鎖を生み出してしまうという事も知らずに・・・

　

　

４．裏切りと冤罪

　京介の活躍で助け出された少女に関しては、翌日の朝の新聞で『変態女に襲われた所を、地元

在住の富岡京介さん（２２）が助けてくれた』という形で、小さな記事で取り上げられていた。



　少女は見ず知らずの女に唇を奪われたという事でさすがにショックを受けているそうだが、それ

でも入院先の病院で元気な姿を見せているのだという。

　自分が助けた少女が無事でいてくれたという事で、京介の心は充足感に満ち溢れていた。

　ちなみに京介が倒した鬼の女の遺体に関しては、救急車が来るまでの間にヴァリカルマンダに

運ばせて極秘に処分したので、表向きには『変態女は現在も行方不明で捜索中』という形で新聞

に掲載されている。

　その余韻を今も実感し、今日の夜にでも病院まで少女のお見舞いに行ってやろうかと考えてい

た京介だったが、今回の件に関して話があるという事で、その日の朝に烏月の祖父に呼び出され

ていた。

　「党首殿、先日の事件について僕に話とは、一体何なのでしょうか？」

　

　烏月の祖父の部屋で礼儀正しく正座しながら、京介は自分の雇い主をじっ・・・と見据えている。

　だがそこで京介が見た物は、とても厳しい表情で自分を睨み付けている烏月の祖父の姿だった。

　予想もしなかった烏月の祖父の怒りの形相に、京介は戸惑いを隠せない。

　別に任務に失敗したわけでも無いし、これまでに烏月の祖父の怒りを買うような事をした覚えな

ど、全く身に覚えが無い。

　一体党首殿は、何をそんなに怒っているのか・・・何が何だか意味が分からない京介に、烏月の

祖父は驚くべき事を口にした。

　「富岡よ・・・お前が昨日の夜に鬼に襲われた所を助けたという娘・・・その鬼の手引きをしたのは、

他でも無いお前自身だという報告を受けたのだが・・・」

　「・・・はい？」

　

　京介は一瞬、烏月の祖父が何を言っているのか理解出来なかった。

　全く身に覚えが無い。そんな事は断じてありえない。

　まして鬼切り部千羽党に所属する自分が、どうしてその鬼に加担するような真似をしなければな

らないのか。

　だが烏月の祖父は、とても厳しい表情で京介の事を睨み付けている。

　

　「ちょ・・・ちょっと待って下さい党首殿！！僕はそんな事は断じてしていませんよ！！」

　「その鬼に限った話では無い！！貴様が千羽党に加入したこの１ヶ月もの間、この近辺を荒らし

回っていた鬼どもは、全て貴様が手引きをしたというではないか！！」

　烏月の祖父は右手に持っていたいくつかの証拠資料を、乱暴に京介に叩き付けた。

　そこに記されていたのは、京介がニヤニヤしながら鬼と金銭のやり取りをしているいくつかの画像

や、詳細な日時や状況が記された資料など。

　勿論、これらは烏月の祖父が昨日の夜に極秘に作らせた、若杉グループのプロ顔負けの最新

の技術力によって精巧に作られた、偽の証拠資料だ。

　元々は鬼を始末してからの後始末の際に、鬼の存在が人々の目に触れさせないようにする為と、

党の人間が殺人犯として立件される事が無いように、証拠隠滅や情報操作の為に利用されている

技術だ。

　それをこんな形で使う事になるとは、烏月の祖父も思いもしなかったようだが。

　だが京介には全く身に覚えが無い。あり得ない証拠資料を提示された事で、京介の表情は青ざ

めていた。



　「党首殿！！一体何なんですかこれは！？」

　「見ての通り、貴様が忌まわしき鬼どもと取引をしているという、確固たる証拠資料だ！！」

　「あり得ませんよ！！冤罪ですよ！！訳が分かりませんよ！！」

　「これだけの逃れられない証拠資料を提示されて、貴様はまだシラを切るつもりなのかぁっ！？」

　烏月の祖父は立ち上がり、京介に対して銃を突きつけた。

　いきなりの出来事、そして身に覚えの無い冤罪・・・京介は一体何がどうなっているのか、全然意

味が分からなかった。

　

　「鬼の脅威から人々を守る為に存在している、我ら鬼切り部千羽党・・・よもやその中に、鬼と繋

がっている者がいようとはな・・・！！」

　「党首殿！！待って下さい！！僕はそんな事は・・・！！」

　「裏切り者の言葉など、聞く耳持たぬわぁっ！！」

　パァン！！

　けたたましい銃声が、屋敷の敷地内に鳴り響く。

　放たれた銃弾は京介がとっさに張った障壁に阻まれ、畳の上に転がり落ちていた。

　「ええい、往生際の悪い奴め！！」

　「くそっ・・・来たれ！！ヴァリカルマンダぁっ！！」

　「追え！！あの裏切り者を逃がすな！！どんな手段を使ってでも抹殺するのだぁっ！！」

　ヴァリカルマンダに乗って、上空へと飛翔する京介。

　これ以上ここにいたら、烏月の祖父に殺される・・・そして自分に向けられた冤罪を晴らす事は不

可能・・・京介はとっさにそう判断し、この場から逃げ出す事を選択したのだ。

　何故だ、何故こんな事になってしまったのだと・・・どうして自分と鬼が繋がっていたなどという、全

く身に覚えの無い容疑を掛けられる事になってしまったのだと・・・京介の心を絶望と悲しみが支配

していた。

　

　そんな京介の後ろ姿を汚物を見るかのような瞳で見届けた後、烏月の祖父は部屋の前で待機し

ていた使用人の女性に、コソコソと現金１０万円を手渡した。

　そして小さな微笑みを浮かべている使用人の女性に、そっ・・・と耳打ちする。

　

　「よくやってくれたな。実に見事な偽装であった。」

　「勿体無いお言葉・・・」

　「この事はくれぐれも内密にな。お前と私だけの秘密にしておくのだぞ。」

　「承知致しております。」

　

　受け取った現金１０万円を懐にしまい、使用人の女性は何事も無かったかのようにその場を立ち

去っていく。

　誰もいなくなった廊下で、烏月の祖父は京介が飛び去っていった上空を見つめながら、ボソリと

呟いた。

　「まさかあの男が、その身に『神の血』を宿していようとは・・・だが奴を殺す大義名分は作った。こ

れで奴を始末するのに、堂々と鬼切り部を動かす事が出来るという物・・・。」



５．王との邂逅

　その後、京介は烏月の祖父の陰謀により『鬼と繋がっていた裏切り者』という汚名を着せられ、全

国の鬼切り部に命を狙われる羽目になってしまった。

　どこに逃げても毎日のように、全国の鬼切り部に『裏切り者』という名目で追われる日々・・・安ら

げる場所などどこにも無い。今の京介に出来るのは、ただひたすら鬼切り部から逃げ続ける事だけ

だった。

　また、若杉グループの力によって銀行口座とクレジットカードまで止められてしまい、手元に僅か

に残っていた現金も逃亡生活の末に底を尽き・・・深夜にゴブリンなどの小型の式神に密かに盗ま

せる事で、何とか辛うじて現金や食料、生活必需品を確保する日々。

　別に好き好んで犯罪行為を犯している訳ではない。千羽党に追われる身になったお陰で収入

が断たれて定職にも就けず、銀行口座とクレジットカードまで止められてしまった今の京介には、

他人の物を盗む事でしか生きる術が無かったのだ。

　そんな事を続けている内に、いつしか京介は窃盗の常習犯として、警察にまで追われる羽目に

なってしまった。

　千羽党の為にこれまで力を尽くして来たと言うのに、どうしてその千羽党に追われる事になってし

まったのか。

　一体何故、鬼に加担していた裏切り者などという、全く身に覚えの無い冤罪の容疑を掛けられて

しまったのか。

　あの証拠資料だって、誰かが精巧に偽装した物に決まっている。自分の事を気に入らないと

思っている千羽党の誰かが、自分の事を陥れようとしているに違いないと・・・京介はそれを確信し

ていた。

　まさかそれが、京介が『神の血』を宿しているからという、たったそれだけの理由だけで、雇い主

の烏月の祖父の企みによって引き起こされた物だとも知らずに・・・。

　「剣鬼を追ってここまで来たんだけど・・・まさかこんな所で別の獲物に出くわすなんてね。」

　「くっ・・・まさかこんな田舎にまで鬼切り部が・・・！！」

　「鬼切り部守天党が鬼切り・喜屋武汀・・・推して参る！！」

　「来たれガルガンドラ！！迎え撃て！！」

　千羽党に追われるようになってから、1ヶ月・・・咲森寺の近くにある砂浜において、京介は汀と死

闘を繰り広げていた。

　汀は京介の巧みな召喚術の前に、防戦一方だ。

　まがりなりにも、元千羽党の術者なだけの事はある。

　「ぐっ・・・まさかこれ程までの使い手だなんて・・・うちのオバァといい勝負かもしれない

わ・・・！！」

　「こんな所で殺されてたまるか！！僕は・・・！！」

　「はんっ！！鬼と繋がっていた裏切り者のくせに、よくもまあそんな事が言えたもんだよ！！」

　「裏切り者だと・・・！？ふざけるなぁっ！！」



　無数の氷の刃が、一斉に汀を取り囲んだ。

　怒りと絶望に満ちた瞳で、京介は汀を睨みつけている。

　その京介の鬼のような形相に、汀は一瞬ゾッとした。

　「んな・・・！？」

　「何が裏切り者だぁっ！！僕を裏切ったのはそっちの方じゃないかぁっ！！」

　２人が戦っている砂浜の近くの道路を、青城女学院の剣道部員を乗せたバスが、咲森寺に向

かって通り過ぎて行く・・・。

　「富岡京介！！両手を挙げて大人しくしろ！！」

　「くそっ・・・！！」

　「お前を窃盗の容疑で逮捕する！！無駄な抵抗は止めろ！！」

　

　どうにか汀を追い払った後・・・深夜の卯奈坂の商店街で、京介は２人組の警察官に拳銃を突き

つけられていた。

　どうして・・・どうしてこんな事に・・・絶望と悲しみに心を支配される京介。

　鬼の脅威から人々を守る為に、そして自分の能力を買ってくれた千羽党の為に、京介は１カ月

近くもの間、何度も鬼との死闘を繰り広げてきたというのに。

　それなのにどうして、その千羽党に命を狙われる事になってしまったのか。

　どうして、犯罪者として扱われる事になってしまったのか。

　「もう逃げられんぞ、この犯罪者め・・・！！大人しくお縄につくんだな！！」

　

　（犯罪者・・・！？どうしてそんな事を言われないといけないんだ・・・！？）

　「全く、手間を掛けさせやがって・・・貴様のような奴は人間のクズだな！！」

　（ふざけるな・・・！！僕はこれまで人々を守る為に命懸けで戦ってきたんだぞ・・・！！）

　　

　千羽党の術者として、力無き人々を守る為に必死に戦ってきた。

　決して深手では無いが、手傷を負った事だって一度や二度ではない。

　その結果が、これなのか。

　人々を守る為に命懸けで戦った結果が、これなのか。

　「冗談じゃない・・・何で僕が・・・！！」

　「動くなよ！！動けば容赦なく発砲する！！」

　「何で僕がこんな目に遭わないといけないんだよ・・・！！」

　「何でって、馬鹿かお前は！？貴様が今まで犯してきた罪から考えれば、当然の報いだろう

が！！」

　当然の報い・・・人々を守る為に命懸けで戦ってきたというのに、その果てに裏切り者の汚名を着

せられ、犯罪者扱いされる事が当然の報いだというのか。

　ふざけるな・・・ふざけるな・・・ふ・ざ・け・る・な・・・！！

　京介の心を包み込む、深い深い負の感情。

　今の京介に、かつての鬼切り部としての優しくて誠実な面影は、最早どこにも無い。

　まさしく、鬼のような形相。怒りと憎しみ、絶望と悲しみに支配された表情。



　

　もう何もかも、どうでもいい。

　人々を守る為に必死に戦ってきたというのに、裏切り者として命を狙われ、犯罪者として扱われる

というのであれば。

　こんな下らない世界なんか、もういらない。

　

　「こんな世界なんか・・・こんな世界なんか、滅んでしまえばいいんだぁぁぁぁぁぁっ！！」

　次の瞬間。

　「がっ・・・！？」

　警察官の１人が、いきなり長身の男に殴り倒された。

　派手な音を立てながら、警察官の体が壁に叩きつけられる。

　

　「な・・・何だ・・・あが・・・っ！？」

　

　慌ててもう１人の警察官が銃を向けるが、男はその警察官の顔を右手で掴み、持ち上げ、その

驚異的な握力でもって握り締めた。

　ギシギシと、警察官の顔が悲鳴を上げている。

　「あ・・・があああああああああああああああああああ！！」

　

　頭蓋骨が押し潰されるような凄まじい激痛に、悲痛な叫び声を上げる警察官。

　何が何だか訳が分からずに、京介は腰を抜かしてしまっていた。

　

　「てめぇら、さっきから邪魔なんだよ。てめぇらが道を塞いでるせいで、俺の大好物のレックスコー

ヒーが買えねぇじゃねえかよ。あぁん？」

　「ぶっ・・・！？」　

　男は何食わぬ表情で持ち上げていた警察官の顔を壁に叩きつけ、腰を抜かしている京介の隣

を通り過ぎ、財布から１５０円を取り出して自動販売機に投入した。

　ガラガラと派手な音を立てながら、黄色い絵柄のペッドボトルが自動販売機から転がり落ちて来

る。

　男はこのクソ暑い真夏だというのに全身を黒いコートに身を包み、よく見ると左目に金属製の眼

帯を付けている、奇妙な隻眼の男だった。

　「あ・・・あ・・・あ・・・！！」

　「・・・んだよてめぇ・・・何見てやがる・・・？」

　「そ、その凄まじい強さ・・・お前は鬼切り部なのか！？」

　「・・・はぁ？」

　「お、お前も僕の事を、裏切り者だとかで殺しに来たのか・・・！？」

　よろめきながらも立ち上がり、京介はガルガンドラとヴァリカルマンダを召喚した。

　それを見た馬瓏琉は、面白おかしそうに口笛を吹いた。

　「面白ぇな。お前、俺と同じ陰陽師かよ。しかも相当な使い手のようだな。」



　「陰陽師って・・・やっぱり鬼切り部の一員なんだな！？さっきの守天党の女の仲間なのか！？」

　

　むしろ鬼切り部は隻眼の男にとって敵対勢力に相当するのだが、京介に興味を持った隻眼の男

は、面白半分にからかってみたいと思った。

　ニヤニヤしながら隻眼の男は右手に矛を召喚し、京介に突きつける。

　「・・・だったらどうするよ？」

　「殺してやる！！僕を裏切ったお前らなんか殺してやる！！」

　「面白れぇ・・・やれるもんならやってみろよ。」

　「ガルガンドラ！！ヴァリカルマンダ！！あの男を殺してしまえぇっ！！」

　絶望と悲しみの形相で、京介は隻眼の男に戦いを挑み・・・そして・・・。

６．絶望の果ての光

　「ネットの巨大掲示板を見るとよ・・・レックスコーヒーの事を『甘過ぎる』とか『練乳を入れるな』とか、

随分と酷評している奴らが大勢いるんだが・・・」

　「はあっ・・・はあっ・・・はあっ・・・！！」

　「最近の若者の味覚はどうなってやがるんだろうなぁ？この甘さこそが王者の風味だって事が、

何で分からねぇんだろうなぁ？」

　「はあっ・・・はあっ・・・はあっ・・・！！」

　自動販売機の近くのベンチに腰掛けて偉そうな態度で足を組みながら、隻眼の男はニヤニヤし

ながら、自分に敗北して片膝を付いている京介を睨み付けていた。

　そして隻眼の男のコートは、京介の攻撃によって傷だらけになってしまっている。

　強がってはいるが、それでも隻眼の男も京介の攻撃でダメージを受けているのだ。

　「別に恥じるこたぁねぇよ。この俺に邪眼を使わせた事・・・誇りに思いやがれ。」

　「くそっ・・・くそぉっ！！」

　京介はボロボロになりながらも、その瞳は闘志を失ってはいなかった。

　そして強い闘志の中から感じられる、深い絶望と悲しみ。そしてこの世界への怒りと憎しみ。

　そんな京介を見て、隻眼の男は理屈抜きに京介に感心し・・・京介に強い興味が沸いてきた。

　京介が鬼切り部と敵対しているらしいという事もあるが、それよりも隻眼の男が興味を持ったのは、

京介から感じ取った強く深い負の感情だ。

　ただの人間が一体何をどうしたら、こんなにも凄まじい鬼の形相をする事が出来るのか。　

　「で・・・お前、鬼切り部となんかあったのかよ？」

　「・・・な・・・何・・・！？」

　「さっき言ってたじゃねぇか。僕の事を殺しにきたのかってよ。」

　「ふ、ふざけるなぁっ！！おおおおお前は鬼切り部じゃないってのかぁっ！？」

　「あぁ？俺をあんなクソみたいな組織と一緒にすんなタコ。殺すぞ。」

　レックスコーヒーをグビグビと一気飲みして、隻眼の男はふぅ～～～っ・・・と大きな溜め息を付く。

　



　「俺はお前に『鬼切り部だったらどうするよ？』って聞いただけであって、別に鬼切り部の一員だ

なんて一言も言ってねぇんだがなぁ。むしろ俺にとって鬼切り部は敵なんだが・・・。」

　「じゃ、じゃあ何で僕に戦いを挑んだりしたんだ！？」

　「そりゃあお前、決まってんだろうが。お前に興味が沸いたんだよ。」

　「な・・・興味が沸いたって・・・」

　「お前、中々面白ぇ奴だなぁ。何でそんなにも鬼のような形相をしてやがるんだ？あ？」

　

　予想外の出来事に、京介はあっけに取られてしまっている。

　目の前の隻眼の男が鬼切り部の刺客だと思っていたのだが、この男は逆に鬼切り部が敵だと言

い切ったのだ。

　そして隻眼の男は、自分に興味が沸いたと・・・面白い奴だと。

　先程まで自分を殺そうとしていた男を相手に、変な先入観を持たない図抜けたこの態度。

　器が大きいと言うべきなのか・・・それとも傲慢で馬鹿だと言うべきなのか・・・。

　「・・・で、もう１度聞くぞ。お前、鬼切り部と何があった？」

　「・・・・・。」

　「お前はどうやら鬼切り部に追われているようだが・・・さっきも言った通り、俺はその鬼切り部と敵

対している立場でなぁ。だからお前に何かあったのか、話だけなら聞いてやらなくもねぇぞ？」

　「・・・僕を・・・助けてくれるって言うのか・・・！？」

　「それはお前の話の内容次第だ。お前を助ける事が俺の野望達成に繋がるってんなら、お前に

合力してやらなくもないぜ？」

　「・・・・・。」

　目の前の男に対して疑心暗鬼になりかけた京介だったが、それでもこの男に話だけでもしてみ

たいと思った。

　そもそもこの男が京介を殺そうと思えば、先程の戦いで充分に殺す事が出来たはずだ。

　それにこの男は、鬼切り部に敵対する立場だと・・・京介にそう言い切った。

　それが嘘か真実かは分からないが、鬼切り部の立場なら真っ先に京介を殺す事を最優先したは

ずだ。だがこの男はそれをせずに、戦いで打ち負かした京介を『面白い奴だ』という理由で敢えて

生かしたのだ。

　京介は烏月の祖父の陰謀により、全国の鬼切り部に『鬼と繋がっていた裏切り者』の烙印を押さ

れてしまったのだから。実際に今日の昼頃に、京介は汀に命を狙われたのだ。

　「・・・僕は・・・つい最近まで・・・アンタが敵対している千羽党の術者だったんだ・・・。」

　「お前、本当に面白ぇ奴だなぁ。それが何で命を狙われる立場になっちまったんだよ？」

　「そんなの、逆に僕が教えて貰いたい位なんだよ！！」

　「・・・はぁ？」

　京介は、隻眼の男に全てを話した。

　自分が烏月にスカウトされて千羽党に入り、１カ月近くもの間、人々を守る為に必死に戦ってきた

のだという事。

　だがある日突然、党首である烏月の祖父に呼び出されて、捏造された証拠資料を突きつけられ

て『鬼と繋がっている裏切り者』だと罵（ののし）られた事。

　それで千羽党どころか全国の鬼切り部に命を狙われる羽目になってしまい、銀行口座もクレジッ

トカードも止められてしまい、僅かに残っていた現金も底を尽き、これまで警察に追われながらも幾



多もの盗みを働いて、何とか食べ繋いでいたという事。

　そして・・・今日の昼に守天党に所属する女を追い払ったばかりだという事。

　「・・・で・・・お前は鬼切り部の連中をどうしたいんだよ？」

　「滅ぼしてやりたいさ！！これまで必死に働いてきた僕を陥れて裏切った、あの愚かな偽善者ど

もを！！・・・いいや、鬼切り部だけじゃない・・・こんなクソみたいな世界なんか、全て滅んでしまえ

ばいいんだぁっ！！」

　「そうか・・・奇遇だなぁ・・・俺もこのクソみたいな世界を滅ぼしてやりてぇと思っていた所だ。この

間も俺は千羽烏月とかいう小娘と戦ったんだが・・・」

　「烏月君と・・・それで、結果は・・・」

　「引き分けだよ。あの小娘、俺の思った以上に手強い奴だった。」

　「引き分けかよぉっ！！あんな奴、むごたらしく殺してやれば良かったんだぁっ！！」

　京介の言葉に、驚きを隠せない隻眼の男。

　理不尽な裏切りに遭ったとはいえ、かつての仲間に対してここまで言える、図抜けたその態度。

　隻眼の男は、ますます京介の事が気に入ったようだ。

　この男はある意味、人間どころか鬼さえも超越した領域にいる。それを隻眼の男は確信した。

　「ぷっ・・・ぶはははははは！！お前面白ぇよ！！本当に面白ぇよ！！」

　「な・・・何だよ・・・笑い事じゃ・・・」

　「いいぜ、お前の事が気に入った！！お前、俺と一緒に来いよ！！」

　「・・・へ？」

　「お前、この世界を滅ぼしたいとか言ってたよなぁ！！だったら俺と目指す道は同じだ！！」

　

　隻眼の男は立ち上がり、残っていたレックスコーヒーを一気に飲み干し、ペッドボトルを無造作に

投げ捨てて立ち上がった。

　

　「小僧！！俺と一緒にこの腐った世界を滅ぼそうぜ！！」

　物凄く爽やかな笑顔で、隻眼の男はとんでもない事を言い切った・・・。

　そして、あっけに取られた京介に対し、そっ・・・と右手を差し出す。　

　「《剣》を手に入れ、瑠璃宮の門を開き、腐った人間どもに鉄槌を食らわせてやるんだよ！！その

為にはお前の力が必要だ！！」

　「つ・・・《剣》！？瑠璃宮の門！？」

　「我が名は夷の王・馬瓏琉！！今日からお前は俺の部下だ！！俺について来い！！俺がお前

にこの世界の終焉を見せてやる！！」

　「んな・・・！？」

　「お前の力を俺に貸せ！！お前が真に仕えるべきなのは鬼切り部のカスどもじゃねえ！！夷の

王たるこの俺だ！！俺とお前の出会いは運命だったんだよ！！」

　

　理不尽な理由で鬼切り部に裏切られ、警察にも犯罪者として扱われ、何もかも失ってしまった自

分を、馬瓏琉と名乗るこの男は理屈抜きで真っ直ぐに、『お前の力が必要だ』と言ってくれた。それ

が京介には何よりも嬉しかった。

　それに馬瓏琉は、京介の話を最後まで真剣に聞いてくれて、最後まで自分の事を馬鹿にするよ

うな事は無く、それどころか変な先入観を持たずに共感までしてくれた。

　自分が目指す道は京介と同じなのだと。だから自分の傍にいろと。



　ついさっき会ったばかりの、しかも先程まで自分を殺そうとしていた京介に対して、王としての威

風堂々とした態度で。

　おまけに『俺と一緒に世界を滅ぼそうぜ』などと・・・しかもその滅ぼす手段というのが、《剣》の力

で瑠璃宮の門を開放するなどという、あまりにも馬鹿げた行為だ。

　やっぱりこの人は、馬鹿なのかもしれない。

　だが、だからこそ器が大きいと言うべきなのか。

　人の話を聞こうともせず、変な先入観で自分を迫害した鬼切り部の連中と違い、この人は人の話

を最後まで真剣に聞いてくれて、理屈抜きで自分を必要としてくれた。　

　俺とお前の出会いは運命だ・・・確かにその通りかもしれない。

　この人こそが、自分が仕えるべき真の主なのだと・・・京介はそれを確信したのだ。

　「馬瓏琉・・・いいや、『大いなる王』よ。」

　

　京介は立ち上がり、馬瓏琉に対して跪く。

　「あぁ！？俺は夷の王だ！！俺に変なあだ名を付けてんじゃねぇ！！」

　「いいや、貴方は夷の王だなんて小さい器に収まる人じゃない・・・全ての頂点に君臨すべきお

方・・・『大いなる王』だ。」　

　「・・・まあいい。別に悪くはねぇなぁ。好きに呼びやがれ。」

　「大いなる王よ・・・我が名は富岡京介。今日この時より貴方を唯一の主とし、全身全霊をもって貴

方の為に尽くす事を誓います。」

　「おうよ。世界を滅ぼした暁には、真っ先にお前に真の理想郷を見せてやるからよ。楽しみにして

やがれ。」

　馬瓏琉の手を借りて、京介は立ち上がる。

　新たな主を見据える京介の表情は、とても清々しさに満ち溢れていた。

　鬼の脅威から人々を守る為に命懸けで戦ってきたというのに、千羽党の為に必死に尽くしてきた

というのに、そんな自分を千羽党は裏切り者だと迫害した。

　その事で京介は絶望したが・・・そんな京介を馬瓏琉は必要だと言ってくれて、救いの光を与え

てくれたのだ。

　だからこんなクソみたいな世界なんか、馬瓏琉と一緒に滅ぼしてしまえばいい。

　もしかしたら馬瓏琉は、自分の事を使い捨ての駒として利用しているだけなのかもしれないが、

それでも別に構わない。

　この腐れ切った世界を滅ぼす事・・・それが京介の今の望みであり、馬瓏琉はそれを叶えてくれ

るというのだから。

　その為にこの人の為に精一杯尽くしてやろうと・・・京介はその決意を顕わにしていた。

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

　それから京介は馬瓏琉と共に卯良島に向かい、根方と一緒に儀式についての打ち合わせを済

ませた上で、《剣》に関しては馬瓏琉に、生贄に関しては根方に全て任せる事にして、京介は儀式

の下準備などを進める為に、数日間馬瓏琉の元を離れる事になった。

　だが・・・数日後に全ての準備を整えた上で、意気揚々と卯良島に戻ってきた京介が目撃した物

は・・・首を飛ばされて無造作に墓を立てられ、土の中に埋められていた馬瓏琉の遺体だった。



　一体誰が王を・・・！！怒りに打ち震える京介だったが、幸いな事に馬瓏琉が死んでからそんな

に時間が経っておらず、また魂は未だに肉体を離れてはいなかった。

　人は死んだ時にこの世に未練があると、成仏出来ずにこの世を彷徨う幽霊になると言われてい

るが・・・まさしく馬瓏琉はその一歩手前だったのだ。

　

　それに頭は強い力で潰されてしまっているが、身体の方は大した損傷は無い。

　この状態なら自分の『力』で死体の腐敗を抑えれば、大掛かりな蘇生の術を行う事で馬瓏琉を生

き返らせる事が出来る・・・だがその為には生半端では無い程の強力な触媒が必要だ。

　京介の身体に流れる『神の血』や、馬瓏琉が探していた《剣》に匹敵する程の、相当強力な力を

秘めた触媒が。

　

　そこで京介はすぐに馬瓏琉に施術を施して遺体を保存し、強力な触媒を探す為の旅に出る事を

決意する。

　その旅の果てに京介は遥と運命的な出会いを果たし・・・遥と渚がその身に特別に濃い『神の

血』を宿している事を突き止める。

　そして２人は互いの利益の為に手を組み・・・渚を手に入れる為に経観塚を訪れる事になるので

ある・・・。

　

７．生きる証

　「そうさ・・・僕は渚君と遥君の『神の血』の力で、『大いなる王』を必ず蘇らせる！！例え僕の全て

を犠牲にしてでもぉっ！！」

　京介が放つ無数の光弾が、柚明を徐々に追い詰めていた。

　あまりの威力、そして京介の凄まじい気迫と信念によって、柚明が展開した障壁に亀裂が入る。

　京介の、まるでこの世界の全てに絶望してしまったかのような、鬼のような形相。

　一体何をどうしたら、普通の人間がここまでの形相になってしまうのか。柚明は心の底から驚きを

隠せなかった。

　

　「富岡さん・・・貴方は一体・・・！！」

　「その為に僕は君を倒す！！君が僕の障害になるというのであればぁっ！！」

　「くっ・・・障壁がっ・・・！！」

　派手な音を立てて、柚明の障壁が粉々に破壊される。　

　とっさに無数の光弾を避ける柚明だったが、京介のあまりの気迫故に全て避け切れる事は出来

ずに、光弾の１つが柚明の左肩に直撃した。

　「がはっ・・・！！」

　

　左肩に響く激痛。それでも体勢を崩されながらも、どうにか倒れずに持ちこたえる。　

　「ぐっ・・・私はまだ・・・！！」

　「中々しぶとい・・・ここまでやっても倒れないとは・・・ならば！！」



　京介の杖の先端から、蒼白の光の刃が出現した。

　それはさながら、全てを切り裂くビームサーベルの如く。

　やはりギリギリの所で、柚明の実力は京介を上回っている。このまま持久戦になってしまえば柚

明に立て直されて、戦況は不利になってしまうだろう。

　だから、勝機を逃さない・・・柚明が劣勢のこの状況で、一気に畳み掛けるしか無いのだ。

　

　「接近戦で君を、確実に殺す！！」

　「富岡さん・・・っ！！」

　「うおおおおおおおおおおおおっ！！」

　光の刃を手に、柚明に襲い掛かる京介。

　柚明もまた、とっさに月光蝶を収束させて京介の光の刃を受け止める。

　バチバチと、２人の周囲に蒼白の火花が走る。

　だが柚明は京介の気迫の前に、完全に押されていた。

　

　「僕は『大いなる王』の幸せの為なら、自分の命さえも惜しくはない！！」

　「大切な人の為に・・・全てを捧げる人生・・・！！」

　「そうさ！！僕は『大いなる王』の幸せの為に全てを捧げる！！１２年前の君が、桂君の幸せの

為に全てを主君に捧げたように！！」

　「そう・・・かつては私もそうでした・・・！！桂ちゃんの為に私は全てを主に捧げた！！」

　

　１２年前のあの日・・・桂を守る為に、柚明は自ら望んでオハシラサマになった。

　それで桂が幸せになるなら、自分はどうなっても構わないと・・・それこそ死ぬ事になっても構わな

いと・・・あの時の柚明は本気でそう思っていた。

　自分がいなくなったら桂はどうなるか・・・それを少しも考えようともせずに。

　

　「例え僕の全てを犠牲にしてでも、僕は『大いなる王』を蘇らせる！！」

　「あの時の私は、それが桂ちゃんの為になるんだと、本気でそう思い込んでいた！！」

　「それが今の僕の『覚悟』・・・そして何物にも代えられない、『生きる証』だぁっ！！」

　「だけど今は違う！！そうじゃない自分がいる！！」

　そう・・・今の柚明は、あの時の柚明とは違う。

　大切な人の為に全てを捧げる人生・・・確かに言葉だけなら、今の柚明もそれは変わらない。

　だが今の柚明にとっては、『全てを捧げる』という意味合いが昔とは違うのだ。

　「私はもう、無駄に命を散らしたりはしない！！私の命は私１人だけの物じゃないから！！」

　「な・・・！？」

　「あの頃の私は、その事を全く理解していなかった！！私の愚かな過ちのせいで、桂ちゃんを１

０年間も苦しめる事になってしまった！！」

　月光蝶を解除。

　京介の光の刃が、柚明の左肩に襲い掛かる。

　それを柚明はギリギリの所で直撃を避ける。柚明の左肩からほとばしる鮮血。

　勢い余って柚明に突進する形になってしまった京介の身体を、柚明はぎゅっと抱き締める。

　そこへ柚明の全身が、青く白く美しく光り輝く。背中から蝶の羽根が生える。

　その美しくも神々しい姿は、まさに蝶の化身だ。

　　



　「くっ・・・何だこれは・・・振りほどけない・・・！？」

　「だから私は生きる！！桂ちゃんの為に犠牲になるんじゃない！！桂ちゃんの為に、私はこれか

らも生き続ける！！」

　柚明と京介の周囲を、無数の月光蝶が包み込んだ。

　「それが今の私の『覚悟』・・・そして何物にも代えられない、『生きる証』よ！！」

　「ぐああああああああああああああああああっ！！」

　凄まじい苦痛に絶叫する京介。柚明の『力』の奔流が、一斉に京介に襲い掛かる。

　やがて柚明の体を包み込んでいた青白いオーラと蝶の羽根は消え失せ・・・柚明の支えを失っ

た京介の体が、どうっ・・・と地面に倒れ込んだ。

　「はあっ・・・はあっ・・・はあっ・・・！！」

　左肩を自分の『力』で癒しながら、柚明は息を切らしながらも凛とした態度で、倒れている京介を

見据えている。

　強敵だった。京介は間違いなく柚明をギリギリの所まで追い詰めていた。柚明が知っている者た

ちの中でも、間違いなく上位に相当する戦闘能力の持ち主だ。

　実力的には柚明が上回っていたが、それでも『気迫』は京介の方が上回っていた。

　だがそれでも柚明と京介の『覚悟』の差が、この戦いの勝敗を分けたのだ。

　

　大切な人の為なら、死んでもいいという京介の『覚悟』。

　大切な人の為に、これからも生き続けるんだという柚明の『覚悟』。

　自分の人生を捨てている京介と違い、柚明は桂の為に絶対に幸せを掴まなければならないとい

う、強い信念を持っていた。それが柚明の勝利という結果に繋がったのだ。

　「な・・・何故だ、柚明君・・・何故君は、僕を殺さなかった・・・！？」

　「富岡さん・・・」

　「情けをかけるつもりなのか！？君は僕の事を侮辱しているのか！？」

　敵に情けをかけられるなど、京介にとって最大の屈辱だ。

　だが柚明は京介に情けをかけたつもりは無い。むしろこれ程までの強い気迫と信念を柚明にぶ

つけてきた京介に対して、心からの敬意を払っていた。

　それに今の京介は、まるで昔の柚明の姿を映し出しているかのようだ。

　桂の為に自らを犠牲にしようとしていた、あの頃の柚明と同じように・・・目の前の京介もまた、『大

いなる王』の為に自らを犠牲にしようとしている。

　「生き続けて下さい。富岡さん。貴方が大切にしているという『大いなる王』の為に。」

　「・・・なん・・・だと・・・！？」

　だからその間違いは、正さなければならない。

　京介には、かつての自分と同じ過ちを犯して欲しくないから。

　「私は生き続けます。生きて桂ちゃんと一緒に幸せを掴み取ります。それが桂ちゃんの幸せに繋

がるのだし、何よりも私が死ねば桂ちゃんが悲しみますから。」



　「何を・・・何を馬鹿な事を・・・！！」

　「だから富岡さん。貴方も生き続けて下さい。『大いなる王』の復活を許す訳にはいかない・・・だ

けどそれでも貴方は生きて、幸せを掴んで下さい。」

　死ぬ覚悟ではなく、生きる覚悟を持てと・・・柚明は京介にそれを伝えたかったのだ。

　だがそれでも、柚明の言葉は京介には決して届かない。

　柚明は、京介の壮絶な過去を知らないから。

　京介が味わった、信じていた者に裏切られた苦しみ・・・それを柚明は知らないから。

　

　「ク・・・ククク・・・柚明君・・・君ともっと早く出会えていれば・・・僕もこんな事にはならなかったかも

しれないな・・・」

　「富岡さん・・・」

　「だけどさ・・・もう何もかも手遅れなんだよ・・・僕には君にとっての桂君のような、心の支えになっ

てくれる奴なんかいない・・・あの忌々しい千羽党の連中が、僕を裏切るから！！」

　「な・・・富岡さん、貴方は何を言って・・・！？」

　その時、遥に敗北した梢子の悲痛の叫びが響き渡った。

　慌てて柚明が振り向くと、梢子が泣きながら天照を構え、そして渚が遥に寄り添っている。

　「富岡！！聞いての通りだ！！これ以上の戦いは無意味だ！！撤退するぞ！！」 

　「ううっ・・・ぬぐっ・・・！！」 

　「・・・フン、情けない奴だ。あれだけ大口を叩いておきながら、羽藤柚明に敗れたのか。」 

　「う、うるさいな！！試合には負けたが勝負には勝ったという奴だよ！！ヴァリカルマンダ！！ガ

ルガンドラ！！」 

　そう・・・柚明には敗北したが、それでも柚明の足止めには成功したのだ。遥が渚の身柄を確保し

た以上は、京介にとってこの戦いは勝利だと言える。

　ヴァリカルマンダに自分を、ガルガンドラに遥と渚を運ばせる。

　「柚明君・・・もし君が理不尽な理由で桂君に裏切られたら、その時は君だったらどうする？さっき

僕に言った言葉を、同じように言う事が出来るのかい？」

　泣き崩れる梢子を介抱する柚明を、京介は上空から絶望と悲しみに満ちた瞳で見つめていた。

　「出来るわけが無いさ！！君だってそんな事になれば心が絶望に染まり、間違いなく全てを滅ぼ

してやりたいって思うだろうさ！！君だって僕と同じ、心を持った人間なんだから！！」

　千羽党が自分を裏切った、あの日の出来事を思い出す。

　もしあの時、自分の傍に柚明がいてくれたら・・・京介は心の底からそう思う。

　柚明ならきっと、変な先入観を持たずに京介を守ってくれただろうから。

　そう・・・もっと早く、京介が柚明と知り合う事が出来ていたら・・・

　きっと京介は馬瓏琉と知り合う事も無く、違う道を歩んでいた事だろう。

　だが京介が柚明に言っていたように、もう何もかも手遅れなのだ。

　烏月の祖父の陰謀のせいで、京介は全国の鬼切り部はおろか、警察にまで追われる身になって

しまい・・・絶望と悲しみによって心が闇に染まってしまったのだから。　



　「そうさ・・・僕は何としてでも『大いなる王』を蘇らせる・・・！！柚明君が言うような『生きる覚悟』な

んかじゃない・・・！！例えこの身を犠牲にしてでも、僕はこの使命を完遂する！！」

　決意に満ちた瞳で、京介ははっきりと宣言した。

　「それが僕の・・・『生きる証』だ！！」
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