
アカイイト新章・神の化身の少女

第２話「動乱の経観塚」

１．帰還

　「この経観塚に戻るのも、随分と久しぶりだな・・・。」

　１人の少女が電車から降り、経観塚駅のホームで夜空を眺めていた。

　腰にくくりつけられた鞘の中に収められているのは、細身の剣。

　その凛とした、まるで隙の無い仕草からも、彼女が只者では無い事が伺える。

　「な・・・君は・・・！？」

　彼女から切符を渡された秋田は、驚きの表情を隠せない。

　「秋田さん、お久しぶりです。星崎遥（ほしざき　はるか）です。」

　半年前に行方不明になった、渚の双子の姉・・・星崎遥。それが彼女の正体だった。

　地元の警備会社に勤めていたのだが、半年前に住民からの通報を受けて強盗事件の現場に駆

けつけた際に、突然行方が分からなくなり、これまで全くの音信不通になっていたのだが・・・。

　「生きて・・・生きていたのか・・・！！この半年間一体どこに行っていたんだね！？」

　「それは・・・ちょっと話すと長くなるんですが・・・」

　「・・・そうか、君にも色々と事情があったんだろうが・・・だが君がいなくなった半年もの間、渚さん

は随分と寂しい思いをしてきたんだぞ！？君の携帯電話も繋がらなかったそうじゃないか！！」

　

　秋田の言葉を聞いて、苦虫を噛み締めたような表情になる遥。

　何か深い事情があったのだろうか。だが遥はそれを秋田に語る事は無かったし、秋田も敢えて

深入りしようとはしなかった。

　とにかく無事で良かった・・・秋田の表情がそう語っていた。

　

　「ちょっと複雑な事情があって、番号を変えていたので・・・」

　「・・・まあ、どんな事情があったのかは知らないし、私も深入りするつもりは無いが・・・君がこうし

て無事に経観塚に帰ってきただけでも何よりだ。だが羽様行きのバスは、たった今最終便が出た

ばかりでね。」

　「ええ、だから今日はさかき旅館で一泊するつもりです。羽様へ行くのは明日の朝にしますよ。」

　

　それだけ言い残し、遥はさかき旅館へと向かっていく。

　そしてさかき旅館でもまた、遥の顔を見た女将が大慌てで駆けつけてきた。

　遥があらかじめ電話で予約を入れておいたので、遥が今日この時間帯に来る事は女将も事前に

知っていたのだが、それでも実際にその顔を見て、はやる気持ちを抑えきれなくなったのだ。

　

　「あらあらまあまあ、遥さん・・・！！本当に無事に帰ってくるなんて・・・！！」



　「女将さん、お久しぶりです。随分と心配を掛けてしまったようで・・・。」

　「そりゃそうよ！！だって半年間も行方不明だったんだから！！それより、おなか空いてるで

しょ！？もうすぐ晩御飯が出来るから、食堂で待っててくれる！？ああ、それよりも渚さんにはもう

連絡を入れたの！？」

　「さっき羽様の自宅に電話してみたんですが、留守みたいなんです。携帯の方も電波が悪いみ

たいで、繋がらなくて・・・まあ、もうこんな時間ですし、電話を入れるのは明日の朝にしますよ。」

　「そうだったの・・・とにかくこんな所で立ち話も何だから、早く上がって頂戴！！」

　「はい、失礼します。」

　女将に案内されて、食堂へと向かう遥。

　他の従業員も遥の姿を見て、一様に驚きを隠せなかった。

　経観塚の警備会社に勤務していたが、ある強盗事件の現場に駆けつけた際に行方不明となり、

半年間も姿をくらませていた遥。その遥がこうして無事に戻ってきたのだから、驚くのも無理も無い

だろう。

　「そうそう、羽様で思い出したんだけど・・・実はあの小山内梢子さんが今、羽様にいるのよ。」

　「・・・ああ、あの鳴海夏夜の親族の・・・そう言えばこの間、新聞で記事になってましたね。」

　「ええ。全国の大学からスカウトが殺到しているんですって。昨日ここに泊まっていったんだけど、

本当に凄いわ、あの子。」　

　「そうですか・・・しかし、その小山内梢子が何故あんな田舎に？」

　「あのね、羽様に昔住んでいた屋敷があるっていう、羽藤さんっていう子がいるんだけどね。彼女

と一緒にご神木を見に来たそうなのよ。」

　「槐のご神木・・・一体何故あんな所に・・・」

　「・・・あ、晩御飯が出来たみたいね。ちょっと待っててね。すぐに持ってくるから。」

　ご神木は、渚の家のすぐ近くだ。

　それを思い出した遥は、何だかとても気になって仕方が無かった。

　別に自分と梢子に接点があるわけではないし、特に知り合いでも無いし、因縁があるわけでも無

いのだが。

　だが、羽様へのバスの最終便が出てしまった以上は、今日はさかき旅館で寝泊りするしか無い。

　だから焦っても仕方が無い。取り敢えず羽様に行くのは明日の朝になってからだ。　　

　

　遥の脳裏に今も焼きついて離れない、半年前に自分に襲い掛かった悲劇。

　それを思い出し、とても厳しい表情で歯軋りする遥。

　あの事件のせいで、自分と渚は半年間も離れ離れになってしまった。

　遥も相当苦しんだし、渚も相当寂しい思いをしただろう。

　

　だが、それでも遥は経観塚に帰ってきた。今度こそ渚を守る為に。今度こそ渚との幸せの日々を

掴み取る為に。

　そしてその幸せの日々を掴む為に、遥にはこの経観塚で成さねばならない事がある。

　それは両親を殺し、自分と渚の人生を無茶苦茶にした『あの男』への復讐だ。　

　「渚、もうお前に寂しい思いはさせない。だから待っていてくれ。もうすぐお前の下に帰るから。」

　

　窓の景色・・・羽様の方角を眺めながら、遥は苦々しい表情でそう呟いた。　

　　



２．紅蓮の山神

　久しぶりに桂たちの前に姿を見せた主は、２年前と比べると随分と衰えたように見えた。

　何しろ白花によって、柚明とは比較にならないほどの速さで力を削り取られているのだ。

　それでも力が衰えたとはいえ、さすがは神と言うべきか。その神々しさ、威風堂々とした態度、誇

り高き姿は、２年前と何も変わっていなかった。

　だが、突然目の前に現れた主に、桂は戸惑いを隠せなかった。

　今は白花によってご神木に封じられている主が、何故こうして自分の目の前にいるのか。

　もしかして封印が破られたのか・・・桂は不安になって柚明にしがみつくが、白花は穏やかな表情

で桂を諭した。

　「心配無いよ。桂。あれは主が作った映像のような物だから。」

　「・・・え？映像？」

　「主が桂とゆーねぇに、どうしても直接言っておきたい事があるって言うからさ。」

　確かによく目を凝らしてみると、主の身体が若干透けているようにも見える。一種のホログラムの

ような物なのだろう。主の本体は未だにご神木の中で眠り続けているのだ。

　

　「この小僧、まるで潰しがいの無いクズ同然だった貴様とは比較にならん。随分と私の事を楽しま

せてくれているぞ？クックック・・・」

　「そんな事をわざわざ言う為に、こんな脆弱な分霊を・・・いえ、分霊と言うにもあまりにも弱すぎま

すが・・・一体私と桂ちゃんに言いたい事とは何なのですか？」

　「フン・・・相変わらず生真面目でつまらん女だ。」

　「・・・主・・・あなたという人は・・・！！」

　「その前に貴様が今現在、私に向けている疑念を当ててやろうか？」

　

　自分を厳しい目で睨む柚明を一瞥しながら、主は断言した。

　柚明が今、主に抱いている疑念・・・それをビンポイントでドンピシャリと。

　「大いなる王とやらが私の事で、魍魎を使役する陰陽師が私の手先なのではないか・・・そう言い

たいのであろう？」

　「な・・・！？」

　あまりにもドンピシャリだったため、柚明は驚きを隠せなかった。

　そんな柚明の態度を見た主は、何ともつまらなさそうに溜め息を付く。　　

　「随分とみくびられた物だ。私は一切関与しておらぬし、何も知らぬよ。」

　「・・・では、そう言い切る根拠はあるのですか？」

　「ノゾミが私から離別し、ミカゲが羽藤桂に殺された今となっては、今の私には手先と呼べる者は

いないのだからな。」

　そう、ノゾミとミカゲを失った今の主は、ひとりぼっちの神。助けてくれる者が誰もいないのだ。

　しかも、そのノゾミによって自分の分霊を倒され、自分の計画を台無しにされたのだから、主にとっ

てこれ程皮肉な話は無い。



　「では、大いなる王とは何者なのですか？」

　「少なくとも私の記憶には無い。そのような名前で呼ばれていた者などな。」

　「つまり、昼間に渚ちゃんを襲ったあの魍魎は、あなたとは無関係だという事なのですか？」

　「そもそも何故この私が、わざわざそのような小娘を襲わねばならんのだ。」

　

　主にしてみれば、全く身に覚えの無い濡れ衣を柚明に着せられたのだ。あまり良い気分だとは

言えないだろう。

　だから主は、早急に柚明の誤解を解いておきたかったのだ。

　主にも一応は、神としてのプライドがあるのだから。

　「そういう事だ。私は今回の件には何も関わっていない。信じる信じないは貴様の勝手だがな。」

　「では、私と桂ちゃんにどうしても言っておきたい事とは？」

　「話というのは２つだ。１つは今貴様に話した事・・・もう１つは、私以外の者に貴様等の贄の血を

奪われるのは許さんという事だ。」

　

　主は桂と柚明の贄の血を、喉から手が出る程欲しがっているのだ。

　その贄の血を自分以外の者に奪われるのは、主にとっては確かに面白くないだろう。

　だから主は桂と柚明に、随分と回りくどい言い方で「死ぬな」と言っているのだが・・・。

　「主・・・もしかしてあなたは、私と柚明お姉ちゃんを守ってくれるの？」

　

　主の意思を敏感に感じ取った桂のこの言葉が、逆に主を不機嫌にさせてしまった。

　「自惚れるな小娘が。貴様らを私が守るだと？それこそ勘違いも甚（はなは）だしいわ！！」

　「でも・・・」

　「貴様と羽藤柚明の贄の血を頂くのはこの私・・・ただそれだけの事だ。そこの小娘がその身に宿

す、安姫とやらの血もまとめてな。」

　「でも主、あなたは・・・」

　「貴様等はいずれ必ず、この私が殺してやる。それだけは忘れるなよ。小娘。」

　とても威圧感のある目で主は桂を睨むのだが、それでも桂は１歩も引かない。

　桂は経観塚や卯奈坂での出来事を乗り越え、柚明との特訓や剣道部での修練を積み重ね、精

神的な強さを身につけたのだ。

　今の桂は２年前のような、自分１人の力では何も出来ない泣き虫ではないのだ。

　　

　「そういう事だ。理解したか？ならば貴様等はさっさとここから立ち去れ。」

　主が梢子たちにそう告げた、その時だ。

　「おっと、それはちょっと困るなぁ。」

　

　１人のスーツ姿の青年が、ニヤニヤしながら梢子たちの前に現れた。

　そして、青年の手には１本の杖が。

　いきなり現れた正体不明の青年に唖然とする梢子たち。

　だが主は彼を見て、とても厳しい表情になった。



　「・・・あの時の陰陽師か・・・いい加減しつこい男だ。」

　「当たり前だよ。これまで血眼になって探していた物を、今こうしてようやく見つけ出す事が出来た

んだからね。僕はとても執念深くて、しつこいんだよ。」

　「一体何が目的だ？贄の血か？それとも安姫の血か？そもそも貴様が崇拝する『大いなる王』と

は一体何者なのだ？」

　だが青年は一瞬あっけに取られた表情を見せ、高笑いした。

　「・・・くくく・・・くくく・・・はーーーーーーーっはっはっはっは！！」

　「貴様・・・何を笑っている！？」

　「贄の血？安姫の血？君はまだそんなチンケな物にこだわっているのかい？」

　「・・・何だと！？」

　「ああ、やるよ。そんなに欲しければくれてやるよ。贄の血も安姫の血も、今の僕にとっては別に

必要無い物なんでね。」

　青年が不敵な笑みを浮かべ、得意げに指差した先にあったのは・・・

　「僕が必要としているのは君だよ。星崎渚君。」

　「・・・え！？」

　

　梢子たちの視線が渚に集中する。

　いきなり名指しされて、戸惑いの表情を見せる渚。

　「え！？え！？・・・えええ！？」

　「神の力をその身に宿す者・・・星崎渚。君がその身に宿す『神の血』に比べれば、たかが贄の血

ごとき、河原の小石程度の価値しか無いんだよ。」

　

　男は手にした杖を天に掲げ、高々と告げた。

　「来たれ我が式神・・・ガルガンドラ！！」

　その瞬間、男の目の前に強大な『力』が収束される。

　やがてその『力』は、一体の屈強な魔獣の姿へと具現化していく。

　その荒々しい姿は、まるで血に飢えた闘牛のようだ。

　梢子たちはガルガンドラと呼ばれたその魔獣を見て、驚きの表情を見せる。

　「おっと、自己紹介がまだだったね。僕の名は富岡京介。さっき主君が言っていたが陰陽師だよ。

見ての通り式神系の術は僕の得意とする分野でね。」

　「じゃあ・・・渚を魍魎に襲わせたのは・・・！！」

　「魍魎・・・？ああ、君たちはそう呼んでいるのか。そうだよ梢子君。あれを召喚したのは僕だ。僕

はあいつらをゴブリンと呼んでいるんだがね。」

　ガルガンドラは禍々しい瞳で、梢子たちを睨みつける。

　まさに血に飢えた闘牛・・・梢子たちの事を格好のエサだと思っているようだ。

　その凄まじい殺気に怯えたのか、一斉に無数のホタルたちがその場を離れていく。　

　「梢子君。僕は君たちにはこれっぽっちも興味は無いし、無駄な殺生もしたくないんだ。大人しく



渚君を僕に引渡してくれれば、君たちに危害を加えない事を約束するよ。」

　「そんなの、はいそうですかって素直に従えるわけが無いでしょう！？」

　天照を正眼に構え、梢子はガルガンドラを迎え撃つ。

　梢子の瞳には一片の迷いも感じられない。目の前の猛獣が放つ威圧感にも決して怯まない。

　

　「君はもう少し利口だと思っていたんだけどね・・・。あくまでも僕に歯向かおうと言うのかい？」

　「渚には指１本触れさせないわ！！」

　「ほう・・・どうやら痛い目を見なければ分からないようだね！！梢子君！！」

　

　早く奴らを食わせろと、ガルガンドラが京介に目配りする。

　満足そうな表情で京介は頷き、ガルガンドラに命じた。

　「ガルガンドラ！！梢子君を捻り潰せ！！」

　主の許しを得た血に飢えた猛獣は、狂乱の表情で梢子に突撃した。

３．霊剣・天照

　自分に向かってくる凶悪な魔獣を目の前にしても、不思議と梢子は落ち着いていた。

　それ所か梢子は直感的に、『別に恐れる程の相手では無い』と感じ取ってさえいた。

　１年前の卯良島での出来事を乗り越えた梢子。

　根方と馬瓏琉を破った梢子。

　だからこそ梢子は、ガルガンドラの力量を冷静に判断する事が出来た。

　目の前の化け物は根方さんや馬瓏琉に比べれば、遥かに劣る相手でしか無いと。

　決して傲慢などではなく、客観的に判断した上で『勝てる』と確信したのだ。

　自分に向かって物凄い形相で突っ込んでくるガルガンドラ。

　その動きを先読みし、最小限の動きでガルガンドラの突進を避ける。

　梢子の身体に流れる安姫の血が、大切な人を守りたいという梢子の想いが、一年前に卯奈坂で

桂と交わした『アカイイト』の絆が、天照の力を覚醒させる。

　「・・・はあっ！！」

　梢子の想いに応え、青く白く美しく輝く天照。

　ガラ空きになったガルガンドラの胴体に一撃を加える。

　天照の神聖な力をまともに受け、ガルガンドラは悲鳴を上げる。

　

　「何だと！？」

　予想外の戦況に驚きを隠せない京介。

　その光景はまさに、闘牛士に翻弄される闘牛のようだった。

　

　「馬鹿な・・・一体何なんだその木刀は！？ただの木刀では無いのか！？」

　「姉さん、桂と渚を頼みます！！」



　体勢を崩したガルガンドラに、梢子はさらに追撃を加える。

　

　「でやあああああああああああっ！！」

　梢子を手強い相手だと判断したガルガンドラは、一旦間合いを離して梢子の斬撃を避ける。

　ガルガンドラの口が開き、そこから強力な『力』が収束される。

　そして口から放たれた、強力なエネルギー弾。

　だが梢子は一瞬でエネルギー弾の弾道と射出タイミングを分析し、最小限の動きでエネルギー

弾を的確に避ける。

　

　そして再チャージの時間を与えずに、梢子は再びガルガンドラに斬りかかる。

　安姫の血による驚異的な身体能力から繰り出される、まさに『飛車』の如き梢子の太刀筋。

　一部の専門家に『鳴海夏夜を超えた』と賞賛された梢子にとって、今の間合いはまさに一足。

　エネルギー弾を放った事で動きが硬直したガルガンドラは、その梢子の斬撃を避ける事が出来

ず、直撃を受ける。

　桂の鬼払いと同様にご神木を材料に作り出された天照は、白花の分霊とも言うべき存在だ。それ

故に強い霊力を誇り、人ならざる者に対して圧倒的な強さを誇り、ノゾミのような実体を持たない鬼

にさえも強い威力を発揮する。

　そして戦いには相性という物があり、得手不得手がある。

　式神であるガルガンドラにとって天照を持つ梢子は、まさに天敵と呼ぶに相応しい相手だった。

　

　「グオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ！！」

　

　天照の直撃をまともに受けたガルガンドラは、苦しみの形相で間合いを離し、怒りの形相で梢子

を睨む。

　梢子はガルガンドラの威圧に全く怯む事なく、天照を正眼に構え、落ち着いた表情でガルガンド

ラを見据える。

　予想外の梢子の実力、そして天照の力に驚きを隠せない京介は、ガルガンドラに作戦変更を命

じた。

　「ガルガンドラ！！梢子君はもういい！！渚君さえ連れ出せばそれでいい！！」

　「グオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ！！」

　そう、目的はあくまでも渚の身柄の確保であって、何も梢子の撃破にこだわる必要は無いのだ。

　京介の命令を受けたガルガンドラは、柚明に守られた渚に突進する。

　自分に向かってくる魔獣を見て怯える渚。

　だが京介は梢子だけではなく、柚明の力をも見誤っていた。

　「それだけはさせません！！」

　柚明の周囲に展開される、無数の月光蝶。

　それが超高速の弾丸となって、まさに流星の如き威力でもって、ガルガンドラに直撃する。

　その威力と術のキレは、柚明がオハシラサマだった時よりもさらに洗練されていた。　

　

　「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア！！」



　さすがに今の一撃は相当効いたようだ。

　『力』の結晶体であるガルガンドラの身体が崩れていく。

　とても苦しそうな表情で柚明を睨むガルガンドラ。

　柚明は威風堂々とした態度で、怯む事無くガルガンドラを睨み返す。

　「まさか、柚明君の力がこれ程とは・・・！！」

　「もしかしてあなたは、この私が梢子ちゃんより弱いとでも思いましたか？」

　「くそっ、ガルガンドラ！！もういい！！還れ！！」

　京介の言葉と同時にガルガンドラが消え去っていく。

　柚明に消滅させられる前に、ガルガンドラを撤退させたのだ。

　そして今の状況では渚を奪うのは無理だと判断した京介は、一時撤退を決断した。

　

　「来たれ我が式神・・・ヴァリカルマンダ！！」

　上空から突然一匹の怪鳥が、京介の下に急降下する。

　「まさか君たちがここまでやるとはね・・・悔しいが素直に認めるよ。僕は君たちの力を見誤ってい

たようだ。」

　

　京介が怪鳥の背中に飛び乗ると、怪鳥は京介を乗せて上空へと飛翔する。

　

　「だが、僕はまだ諦めないよ！！渚君は必ず僕が頂く！！『大いなる王』の復活の為にね！！」

　それだけ言い残し、とても悔しそうな表情で、京介はその場を去っていった。

４．保護の要請

　京介の襲撃をどうにか凌ぎ、渚を守り切った梢子たちだったが、狙われた張本人である渚の表

情は暗かった。

　無理も無いだろう。いきなり自分が『神の血』を宿していると言われ、『大いなる王』の復活の為と

称して連れ去られそうになり、凶悪な魔獣にまで襲われたのだ。

　

　そして事情はどうあれ、梢子たちを危険な目に遭わせてしまった。

　自分が襲われた事よりも、むしろ渚にはそっちの方がショックのようだった。　

　「・・・あの人の目的は・・・私なんですね・・・。」

　「渚・・・」

　「私が『神の血』を宿すとか、『大いなる王』の復活だとか・・・もう意味が分からないですけど・・・」

　それでも強い意志を秘めた瞳で、渚は梢子を見つめる。

　こんな事態になっても決して取り乱さない・・・何という芯の強い心の持ち主なのか。

　「梢子さん、桂さん、柚明さん、ノゾミさん・・・。今日は私の家じゃなくて、桂さんと柚明さんが昔住

んでいたっていう屋敷に泊まって下さい。」

　「渚、いきなり何を・・・」



　「だって、これ以上私と一緒にいると、皆さんまで危険な目に巻き込んでしまいますから。あの人

の目的はあくまでも私だけみたいですし、その方が・・・」

　「駄目よ渚！！この状況でそんな事が出来るはずがないでしょう！？」

　梢子は渚の提案を一蹴した。

　今こうして渚が狙われているというのに、渚１人を置いてけぼりにして危険な目に晒すなど、梢子

たちに出来るはずがなかった。

　「梢子さん、こんな状況だからですよ！！これ以上私の近くにいると、皆さんに迷惑が・・・！！」

　「じゃあ逆に聞くけど、渚は私たちみたいに、自分の身を自分で守れるの！？」

　「・・・そ、それは・・・」

　渚は２年前の桂と同じで、神の血を宿しているとはいえ、戦う術を全く身につけていなかった。

　今の状況で渚を１人にして、再び京介に襲われるような事になれば、まず確実に捕まってしまう

だろう。それを梢子は危惧しているのだ。

　「渚、私たちの事なら気にしなくていいから。」

　「でも・・・皆さんにこれ以上迷惑を掛ける訳には！！」

　「だから、今からその道のプロに相談してみるから。」

　「・・・え？」

　「自慢じゃないけどね、私にはそういった仕事をしている知り合いがいるの。今から電話してみる

からちょっと待っててね。」

　梢子は携帯電話を取り出し、その知り合いに電話を掛ける。

　不安げな表情で、渚は梢子をじっ・・・と見つめている。

　「もう夜遅くだけど、こんな時間でも大丈夫かしら・・・あ、もしもし、コハクさんですか？」

　「おお、随分と久しいな。梢子。お主の声が聞けて嬉しいぞ。」

　鬼切り部守天党の鬼切り役・コハク。またの名を『鬼切りの鬼』。

　８００年もの長い時を生き、様々な歴史や伝承に通じている少女。

　確かに彼女になら、今回の一件を相談するにはうってつけだろう。

　同じ長い時を生きる鬼という点では、１７００年もの時を生き抜いたサクヤに相談するという選択肢

もあったが、彼女は所詮はフリーライター・・・いわゆる一般人だ。やはりこういう事は、その道のプ

ロであるコハクに相談するべきだと梢子は判断したのだ。

　「あの、こんな夜分に申し訳無いんですけど・・・ちょっと緊急事態で、コハクさんに相談したい事

があるんです。今、時間は大丈夫ですか？」

　「クックック・・・わしとお主は共に戦場を駆け抜けた仲だ。今更わしに対して、そのような下らぬ遠

慮などいらんよ。」

　お主、今何時だと思っておるのだ・・・そう怒られる事を覚悟していた梢子だったが、それは杞憂

に終わったようでホッとした。

　「それで、わしに相談したい事とは何だ？遠慮せずに言うてみよ。」

　「実は私たちは今、経観塚にいるんですけど、そこで星崎渚という名前の少女が・・・」



　梢子はコハクに全てを話した。

　

　経観塚で魍魎に襲われていた渚を助け出し、その渚が富岡京介と名乗る男に連れ去られそうに

なった事。

　渚が『神の血』を宿していて、『大いなる王』の復活の為に渚が必要だと言われた事。

　神の血に比べれば、桂と柚明の『贄の血』や自分の『安姫の血』が、河原の小石程度の価値しか

無いと言われた事。

　京介が強力な力を持った陰陽師で、式神を使役して襲い掛かって来た事。

　今回はどうにか退けたが、京介がまだ諦めていない事。

　

　「・・・ふうむ・・・神の血・・・大いなる王ねぇ・・・。」

　「コハクさん、心当たりはありますか？」

　「大いなる王は知らんが、神の血には心当たりがある・・・確証は持てぬが、わしの推測に間違い

が無ければ・・・その渚とやらは神々の家系の末裔なのであろう。」

　「神々の家系の末裔！？じゃあ渚は神様って事なんですか！？」

　「それは半分は正解で、半分は間違いだな。ただ単に先祖が神々だというだけの話であって・・・

そうだな、人間と神の混血だと言えば分かりやすいか？」

　「渚が・・・人間と神の混血・・・！？」

　「まあ実際にこの目で見てみないと確証は持てぬが、恐らくはな。」

　渚が人間と神の混血・・・それを聞いた梢子は驚きを隠せなかった。

　そして、何故渚が狙われているのか・・・これではっきりした。

　神々の家系に連なる渚の血なら、確かに贄の血や安姫の血よりも強力な力を有しているのかもし

れないし、その血が何らかの儀式に用いられてもおかしくは無いだろう。

　そして梢子は尚更の事、渚をこのまま１人にしておく訳にはいかなくなった。

　

　「コハクさん、本当に身勝手なお願いで申し訳無いんですけど、渚の保護を守天党に頼めませ

んか？私たちだけでは手に余る問題のようですし、かといって警察に頼る訳にも・・・」

　「クックック・・・梢子よ、今更遠慮などいらぬと先程申したばかりであろう。たかが娘１人を保護す

る位、別にどうという事は無い。後で正武に話をつけておこう。」

　「良かった・・・コハクさん、ありがとうございます。」

　「汀と同年代の娘だからな。奴とも色々と話も合う事だろう。」

　どうにか守天党に渚の保護を頼む事が出来て、梢子はホッとした。

　ただの学生でしか無い梢子とは違い、鬼切り部である守天党は『その道のプロ』だ。それに息苦

しくて堅苦しいとか汀が梢子に言っていた千羽党と違い、守天党は大らかで過ごしやすい家風だ

と聞いている。

　同年代の少女である汀もいる事だし、渚も肩身の狭い思いをする事は無いだろう。

　「あの、コハクさん・・・それでこの件に関しての謝礼についてなんですが・・・」

　「いらんいらん、そんな物はいらんよ。お主には《剣》の一件で随分と世話になった事だし、何より

も汀の命の恩人だ。それに、わしも個人的にその娘に興味があるしな。」

　「でも・・・」

　「そうだな・・・ならば、後でお主の血をよこせ。」

　「・・・はぁ・・・そんな事でいいのなら・・・て言うか、本当にそんな事でいいんですか？」

　「なぁに、死なない程度の量にしておいてやるから安心しろ。クックック・・・」



　

　一体どれだけ吸うつもりなんだろう・・・梢子はちょっとだけ不安になった。

　「ただし、１つだけお主らに・・・特にノゾミに忠告しておく事がある。」

　「ノゾミに？それは一体何なんですか？」

　「間違っても興味本位で渚の血を吸おうなどと考えるなよ。最悪の場合は死ぬ事になる。」　

　「一体、どういう事なんですか？」

　「《剣》を持つのに資格がいるように、神々の家系の血をその身に取り込むにも、それなりの器で

なければならぬのだよ。」

　「・・・分かりました。ノゾミにそういう風に伝えておきます。」

　「では、今から正武に話をつけてくる。折り返しまた電話するから、お主らはしばし待っておれ。」

　……その後、守天党の党首・守天正武から電話があり、明後日の夕方にはコハクをそちらに送る

から、それまで経観塚で観光でもしていろ・・・との事だった。

　電話を切り、桂たちに事情を説明する梢子。

　「じゃあ、今回の旅行は明々後日まで延期ね。」

　「そうですね・・・私は平気ですけど、姉さんたちは予定とか大丈夫ですか？」

　「私たちなら大丈夫よ。桂ちゃんは夏休みだし、私も次のテレビ出演は２週間後だから。」

　「そうですか・・・ならいいんですけど・・・」

　「そうねぇ・・・この際だから、梢子ちゃんに経観塚を色々と案内しましょうか。折角ここまで来たん

だから、私たちの屋敷を見るだけじゃつまらないものね。」

　つまり、渚の護衛を兼ねての観光という訳だ。

　さすがの京介も、まさか人目の付く所で式神を呼び出してまで襲うような、そんな馬鹿な真似はし

ないだろう・・・柚明はそう判断したのだ。

　柚明は敢えて目立つ所に渚と共に身を置く事で、京介の魔の手から渚を守るつもりなのだ。

　……というのは実は建前で、ただ単に梢子に経観塚を案内したいだけ・・・というのが柚明の本

音なのだが。　

　「そういうわけだから・・・渚。明々後日まで渚の家に厄介になるけど・・・」

　「いえ、梢子さん、とんでもないです！！私なんかの家でよければ、いくらでも泊まっていって下

さい！！」

　梢子たちは旅行の日程を延ばしてまで、自分の事を守ってくれるというのだ。渚も自分の家に泊

まるのが迷惑だとはとても言えるはずが無いし、そんな事はかけらも思っていなかった。

　渚にとって梢子たちは、心の底から信頼出来る友人なのだから。

　

　そして梢子は白花と主に向き直り、強い意志を秘めた瞳ではっきりと告げた。

　「主。白花。そういう訳だから、私たちはこのまま経観塚を去るわけにはいかなくなったわ。」

　「・・・私の預かり知らぬ事だ。貴様等の好きにするがいい。」

　「ああもう、何でこんな事になるのかなぁ・・・。」

　右手で髪をクシャクシャさせて、溜め息を付く白花。

　取り敢えず京介の目的が梢子たちではなかった事に関してはホッとしているのだが、それでも渚

を守る以上は、危険に身を置いている事に変わりは無い。



　それに白花は先程の梢子の戦いぶりを見て、そう簡単にやられる事は無いと思ってはいるのだ

が、だからといって１００％大丈夫だという保証も無いのだ。

　

　「まあ、ゆーねぇもいる事だし、大丈夫だとは思うけどなぁ、でも大丈夫かなぁ・・・」

　「だが小山内梢子よ。これだけは覚えておけ。」

　「・・・え？」

　頭を抱える白花を尻目に、主は力強い瞳で梢子を見据え、はっきりと告げた。

　

　「貴様等があのような愚物如きに殺されるのは、この私が許さん。」

　「主・・・」

　「貴様らを殺し、贄の血と安姫の血を頂くのはこの私だ。それだけは忘れるなよ。いいな？」

５．邂逅

　翌日の朝、遥は旅館のチェックアウトを済ませ、経観塚駅のバス停で羽様行きのバスが来るのを

待っていた。

　次のバスが来るまでには、まだ少し時間がかかる。

　バスが来るのを待っている間に、遥は携帯電話で何度も渚の自宅と携帯電話に電話を掛けてみ

たのだが、一向に繋がらない。

　自宅は昨日と同じく留守のようで、携帯電話も何度も掛けている内に着信拒否の番号に指定さ

れてしまったようだ。

　事情があって携帯電話の番号を変えていたので、振り込め詐欺か何かだと勘違いされたのかも

しれないが、今この場においては番号を変えたのが仇となってしまったようだ。

　まさかこの電話が、半年間行方不明になっていた双子の姉からの電話だとも知らずに・・・。

　「・・・まあ、知らない奴から携帯に電話が掛かって来た場合の対応としては、至極当然と言うべき

かもしれないがな・・・。」

　遥とて、いきなり身に覚えの無い番号から携帯に電話が掛かって来た場合は、同じような対応を

するかもしれないし、防犯上の観点から考えれば別におかしい事では無い。

　

　「・・・これ以上私の方から掛けても無駄か・・・」

　仕方が無いのでバスが来るまでの間、先程コンビニで買ってきたスポーツ新聞でも読んで、暇を

潰す事にした。

　その新聞でそれなりに大きな記事になっていた、梢子に関する話題。

　女将の話ではその梢子が今、羽様にいるらしい。

　自分がこれから向かおうとしている羽様に。渚が住んでいる羽様に。

　「これ程の有名人が、何故あんな何も無い田舎などに・・・」

　別に渚と梢子に接点があるわけでは無いだろうが、それでも遥は言いようの無い不安を隠し切れ

ない。



　だが考え事をしている内に、羽様行きのバスがやってきたようだ。

　ようやく渚の元に帰れる・・・遥は財布から小銭を取り出し、バスの扉が開くのを待つ。

　「父さん・・・母さん・・・私は帰ってきたよ・・・渚の待つ経観塚に・・・」

　バスの扉が開く。

　「・・・渚の力を借りて、この私の手で、必ず『あの男』を・・・父さんと母さんの仇を・・・！！」

　「ねえ渚。今改めて思うんだけど、羽様で暮らすのって凄く不便じゃない？だって経観塚駅まで

こんなに遠いし・・・。」

　「・・・な！？」

　梢子たちがバスから降りてきた。

　そして梢子たちに同行している、自分が今から会いに行こうとしていた、双子の妹の渚。

　予想外の出来事に遥は驚きを隠せない。

　梢子が羽様にいるという事に関しては、遥は女将から事前に聞かされていたのだが、何故よりに

もよって渚と同行しているのか。

　

　「小山内・・・梢子・・・！？」

　「・・・もう、百子ったら、どれだけ私の事を自慢・・・って・・・」

　梢子もまた、目の前にいる渚と瓜二つの遥に驚きを隠せない。

　瓜二つと言っても、渚が可愛らしいという印象を受けるのに対して遥からは凛々しさを感じるので、

全く判別出来ないと言う訳でも無いのだが、それでも遥の素顔は紛れも無く渚と瓜二つだった。

　「似ている・・・渚と同じ顔・・・！？」

　だが決定的に違うのは、遥が腰に掛けている細身の剣。

　そして何か武術でも習っているのか、渚と違って遥から感じられる力強さ、凛とした態度。

　「梢子さん、一体どうなさ・・・れ・・・！？」

　

　バスから降りた渚もまた、遥の姿を見て驚きを隠せない。

　目の前にいるのは、紛れも無く・・・

　「姉・・・さん・・・！？」

　

　紛れも無く、半年前に行方不明になった双子の姉・・・・星崎遥だった。

　梢子はきょとんとした表情で、目の前の遥を見つめている。

　「じゃあ渚、やっぱりこの人が渚が以前話してた双子のお姉さん？確かフェンシングの達人だと

か言ってたけど・・・」

　腰に掛けている細身の剣、そして渚と瓜二つの顔。

　紛れも無く本物の、渚の姉のようだ。

　そう判断した梢子は、とってもフレンドリーな態度で遥に話しかけるのだが・・・　

　「どうやら間違いないようね。あなたが星崎遥でしょ？」



　「・・・ああ、その通りだ。」

　「渚からあなたの話は聞いてるわよ。でも半年間も渚をほったらかして、一体今まで何をしていた

のよ？何で連絡の１つもよこさないのよ？」

　「・・・話すと長くなるが・・・色々と事情があって、携帯の番号を変えていたんだ。先程から渚の携

帯に何度も掛けていたんだが、着信拒否にされてしまってね。」

　「番号を変えていたって・・・じゃあ、渚の携帯に何度も掛かって来た電話って・・・まさか・・・」

　「それは恐らく私だろう。」

　それを聞いた梢子は、何だかとても申し訳無さそうな表情になった。

　知らない番号からの電話には迂闊に出るな・・・渚にそう提言したのは、実は梢子なのだ。　

　「ご、ごめんなさい・・・私、そんな事も知らないで、渚に電話に出るなとか言って・・・」

　「いや、いいんだ。見知らぬ番号からの着信だ。着信拒否にされても文句は言えまい。」

　「でも、渚の事を半年間もほったらかしにするなんて・・・一体どんな事情があったのか、説明くら

いはしてもらいたいものね。」

　「・・・先程も言ったが、話すと長くなる。」

　「なら、あそこの喫茶店でお茶でも飲みながら話を・・・」

　そう言いかけた梢子だったが、突然桂と柚明が２人の間に割って入った。

　とても厳しい表情で、２人は遥を睨んでいる。

　いきなりの事に梢子は戸惑いを隠せない。

　「ちょっと、桂、姉さん、いきなり何を・・・」

　「梢子ちゃん！！この人、多分昨日の陰陽師の仲間だよ！！」

　「・・・え？」

　

　桂の言葉に、梢子は戸惑いを隠せない。

　

　「この人の鞄の中から感じるの！！昨日渚ちゃんを襲った魍魎の気配が！！」

　「何ですって！？」

　

　驚く梢子だが、遥はもっと驚いていた。

　「陰陽師・・・富岡の事か！？渚が襲われたとはどういう事だ！？」

　「言葉通りの意味だよ！！渚ちゃんは昨日、魍魎に・・・あの人はゴブリンって呼んでたけど、式

神に襲われたの！！」

　「何だと！？」

　「しかも昨日の夜、あの人は牛みたいな式神まで呼び出して、梢子ちゃんを・・・！！」

　「牛みたいな式神・・・ガルガンドラの事か・・・！！」

　「そう、確かそんな名前！！」

　

　それだけ聞いた遥は、苦虫を噛み締めたような表情になった。

　そして鞄の中から数枚の護符を取り出して梢子たちに見せる。

　「・・・確かに私は今、事情があって富岡に手を貸しているが・・・」

　「そうだよ！！私はその護符から魍魎の気配を感じたの！！」

　「そうか、お前たちには『視えて』いるのだな・・・」



　鬼の気配を『視る』力・・・これも桂が柚明から学んだ、贄の血の基本的な使い方の１つだった。

　「このゴブリンの召喚符は富岡に持たされた物だ。色々と便利に使えるから、何かあった時の為

に何枚か持っておけと言われてな。」

　

　それだけ聞けば充分だった。

　桂は鬼払いを抜いて、遥に突きつける。

　どんな事情があるかは知らないが京介に手を貸している以上は、黙って渚を遥に引き渡す訳に

はいかなくなった。　

　遥は自分に向けられた鬼払いにも全く動じる事無く、真っ直ぐと桂を見据えている。

　鬼払いを目の前に突きつけられても直立不動のまま、まるで余裕の態度を崩さない、遥の凛とし

た態度。

　

　「だが、富岡め・・・私がいない間に、何を早まった事を！！」

　「事情はよく分からないけど、あなたがあの人に手を貸しているというのなら、このまま渚ちゃんを

渡すわけにはいかない！！」

　「聞いてくれ、娘・・・いや、お前の名は何と言うのだ？」

　「桂だよ！！羽藤桂！！」

　「・・・羽藤桂・・・そうか、お前が天才剣士だとか騒がれている、あの・・・」

　遥は桂の名前も、新聞の記事で小さく載っていたのを思い出した。

　剣道を始めてから２年しか経っていないのに、剣道の強豪校において副将の座を任され、全国

大会には出場出来なかったものの、県大会では大活躍したという天才少女。

　梢子と違って本当に新聞の片隅での小さな記事だったのだが、遥は「剣道を初めてから２年」と

いう言葉に強い印象を覚えていた。

　

　「・・・成る程な。構えを見ただけで分かる。お前は確かに素晴らしい資質を持っているようだ。」

　「な・・・いきなり何を・・・！？」

　「羽藤桂。私は今、深い事情があって富岡に手を貸しているが、それでも決して渚に酷い事はし

ないと約束する。私の目的の為には渚の力が・・・神の血の力が必要なんだ。だから大人しく渚を

私に引き渡してくれないか？」

　「何言ってるの！？渚ちゃんはあの陰陽師に酷い事をされたんだよ！？」

　「それに関しては素直に謝ろう。富岡を抑えられなかった私の責任だ。」

　「そうだよ！！その富岡さんがいるから、大人しく渡せないって言ってるの！！」

　「・・・そうか・・・ならば不本意だが・・・力づくで渚を貰い受けるまでだ！！」

　遥が細身の剣に手を掛ける。

　その瞬間、桂の目の前に迫る一筋の閃光。

　とっさに桂の身体が勝手に反応していた。

　いつの間にか桂の鬼払いが遥の剣を受け止めていた。　

　「うわっ！！」

　「・・・ほう、今のはよく受けたな。」

　「な・・・何て速い斬撃なの・・・！？」

　斬撃の速さだけなら、夏夜や烏月にも匹敵するかもしれない。それ程の一撃だったのだ。



　

　「だが、これはどうだ！？」

　さらに遥の高速の斬撃が桂に襲い掛かる。

　桂に襲い掛かる、一筋の閃光。

　だが梢子がとっさに桂を庇い、天照で遥の剣を受け止めた。

　「なっ・・・！？」

　「姉さん！！桂と渚を頼みます！！」

　「今の一撃を受け止めたか・・・やるな・・・！！」

　「遥、一体何のつもりなの！？」

　「言葉通りの意味だ！！私は力づくでも渚を貰い受ける！！」　

　

　遥の瞳に一片の迷いも無かった。

　６．再会と別離と

　

　圧倒的な速さで繰り出される遥の剣。

　まさに無数の閃光が、次々と梢子に襲い掛かる。

　梢子は遥の斬撃を辛うじて受け止め続けるが、中々反撃の糸口を掴めない。

　これまで梢子が体験した事の無い、遥が繰り出す独特の剣術、独特の動きを前に、梢子は戸惑

いを隠し切れなかった。

　斬撃の 1つ 1つが非常に速くて正確無比。しかも身のこなしも非常に素早く、一瞬で間合いを離
したかと思えば、一瞬で間合いを詰めてくる。

　汀が使いこなす守天応身流は『円』の動きを主とする武術だが、遥の動きはそれとは対極の『線』

の動きだ。

　「何て速くて正確な剣さばきなの・・・！？これが『フェンシング』・・・！！」

　「実際に見るのは初めてか！？まあ無理もあるまい！！お前が習っている剣道とは違い、日本

ではあまり馴染みの無い武術だからな！！」

　「くっ・・・このおっ！！」

　

　梢子は一瞬の隙を突いて斬撃を繰り出すが、独特のステップで遥はそれを的確に避ける。

　斬撃が当たったかと思った瞬間には、遥は既に間合いを離している。

　

　梢子の天照は人ならざる者に対しては強力な力を発揮するが、人間である遥が相手では、その

威力を最大限に発揮出来ない。

　戦いには相性という物があり、得手不得手があるのだ。

　天照の力をあてに出来ない梢子は、純粋な剣術でもって遥を倒すしか無いのだが、梢子は完全

に遥が繰り出すフェンシングの前に押されていた。

　昨日梢子を襲ったガルガンドラは、ただ単に突進するしか能の無い単純馬鹿で、動きを至極読

みやすい相手だったが為に梢子は圧倒する事が出来たのだが、遥はそこまで甘い相手では無い

のだ。



　的確にフェイントを織り交ぜ、高速かつ正確無比の斬撃を次々と繰り出してくる。

　しかも『競技』としての、決められた『ルール』に縛られた剣術ではなく、警備会社に務める警備員

としての、敵を倒すための実戦向きの剣術として昇華されているのだ。

　「さすがの天照も人間が相手じゃ、ただの木刀か・・・！！」

　「・・・ほう、その木刀にも銘があったか。ならば私の剣の名もお前に教えておいてやる！！」

　梢子と遥の剣がぶつかり合い、鍔迫り合いの状態になる。

　「我が剣（たましい）の名は、アポロン！！」

　「・・・アポロン！？まさかギリシャ神話の・・・」

　「そうだ、太陽神の名だ！！」

　梢子の天照と遥のアポロンが何度もぶつかり合う。

　常人の目にはまともに捉えきれない、２人の超高速の斬撃のやり取り。

　だが梢子は完全に押されていた。

　夏のインターハイを圧倒的な強さで制した梢子だったが、世界はとても広くて、まだまだ上には

上がいるという事を、梢子は改めて痛感させられた。

　　

　「強い・・・！！まさかこれ程の相手だなんて・・・！！」

　「私は渚を照らす太陽になる・・・その想いを剣に込め、私はこの剣にそう名付けたのだ！！」

　「だけど、私は負けるわけにはいかない！！」

　

　桂が言っていたように、遥が京介に手を貸している以上は、むざむざと渚を引き渡すわけにはい

かなくなったのだ。

　たとえ遥が、渚の双子の姉であるとしてもだ。

　「そう言えば、お前の剣の名は天照だと言ったな！？名前の由来は日本神話の太陽神か！？」

　「そうよ！！私は桂と姉さんを照らす太陽になりたいって思ったから！！」

　「成る程な！！もしかしたら私たちは、似た者同士なのかもしれないなあっ！！」

　「うあっ・・・！！」

　遥の斬撃で体勢を崩した梢子に、さらに襲い掛かる閃光。

　梢子はとっさにバックステップで避け、天照を正眼に構える。

　遥も一旦間合いを離し、梢子の出方を伺う。

　互いの一挙一動に集中する２人。

　２人の間に緊張感が走り、周囲の空気が張りつめる。

　

　だが２人の緊迫した戦いに、思わぬ形で横槍が入った。

　「おい見ろよ！！女の子同士で喧嘩か！？」

　「誰か、警察呼んで！！警察呼んでーーーー！！」

　「あの女の子、もしかして半年前に行方不明になった警備会社の・・・！！」

　いつの間にか集まってきた野次馬たちが、騒ぎ始めたのだ。

　それを見た遥は舌打ちし、アポロンを鞘に収める。



　「・・・さすがにこの状況はまずいな。まあいいだろう、今日の所はここで引いておいてやる。だが

渚はいずれ近い内に、この私が必ず貰い受ける。」

　「待ちなさい！！遥！！」

　「小山内梢子よ。これだけは覚えておけ。先程も言ったが、私は渚に酷い扱いをするつもりは微

塵も無い。そしてお前たちは余計な事にこれ以上首を突っ込むな。いいな？」

　「遥！！」

　「渚・・・近い内にまた会いに行くからな。では、さらばだ！！」

　

　遥はそれだけ言い残し、野次馬を振り切って物凄い速度で走り去って行った。

　それを見届けた梢子は溜め息をついて、構えていた天照を鞘に収める。

　だが、２人の壮絶な戦いを呆然と見つめる事しか出来なかった渚は、その場に崩れ落ちて涙を

流していた。

　「姉さん・・・どうしてなの・・・！？姉さん・・・！！」

　「渚！？」

　「どうして姉さんが、あの人の仲間なんかに・・・どうして姉さんが桂さんと梢子さんに、あんな酷い

事をするの・・・！？どうして・・・！？」

　半年振りに再会した双子の姉が、昨日自分を襲った京介に手を貸しているという事が分かり、さ

らに自分の身柄の引渡しを拒んだ桂と梢子に、いきなり襲い掛かったのだ。

　自分の姉が、大切な友人に酷い事をしたという事に、渚はショックを隠し切れなかった。

　桂と梢子に対して、申し訳無いという気持ちで一杯だった。　

　そして・・・ようやく会えたと思った姉が、また自分の前からいなくなってしまった。　

　　　

　「姉さん・・・どうして・・・！？どうしてなの・・・！？」

　「渚・・・」

　「姉さん・・・姉さん・・・！！」

　この経観塚で今、確実に何かが起こっている。

　『神の血』を身体に宿す渚を巡って、この経観塚で何かが起ころうとしている。

　『大いなる王』の復活の為に、渚の『神の血』が狙われている。

　　

　そして、渚を付け狙う京介に、何故か手を貸す遥・・・一体何が目的なのか。

　『神の血』を巡り、『大いなる王』を巡り、この経観塚は動乱の渦に飲まれようとしている。

　もう何が何だか分からなかった。

　渚は泣いた。ひたすら泣いた。

　そんな渚に対して梢子は掛けるべき慰めの言葉が見つからず、泣き止まない渚を見つめながら、

呆然と立ち尽くす事しか出来なかった。
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