
アカイイト・アナザーストーリー

★憎しみの果てに

１．汚れた世界

　ピンポーン。 

　烏月は柚明の住む・・・かつて柚明が桂と一緒に住んでいたマンションの呼び鈴を鳴らした。 

　「柚明さん、私です。烏月です。」 

　「・・・・・。」 

　だが、柚明からの返事は無い。 

　返事は無いが部屋の明かりはついているし、何よりも烏月は部屋の中から柚明の気配を感じ取っ

ていた。 

　だから烏月は返事が無くても、構わずに話を続ける。 

　「こんな夜分遅くに申し訳ありませんが、先日お電話でお話した件について、詳しい話をさせて

貰いに来たんですけど・・・。」 

　「・・・・・。」 

　「あの、柚明さん、いるんですよね？そこにいるのは分かって・・・」 

　ドアが開く。 

　そこから現れたのは、とても憔悴し切った表情をした柚明だった。 

　かつて柚明が自分たちに見せていた、オハシラサマとしての優しくも神々しい姿・・・それが今の

柚明からは微塵も感じられない。 

　そう、まるでこの世界の全てに絶望してしまったかのような・・・。 

　「・・・ごめんなさいね、烏月さん。また性懲りも無くマスコミの人かと思って・・・」 

　「いえ、いいんですよ。こんな夜中に来た私も悪いんですし。」 

　「それで？烏月さん、昨日電話で言っていた、私に大事なお話というのは？」 

　「ああ、ちょっと長くなりそうなので、出来れば部屋に上がらせて頂きたいのですが・・・」 

　「・・・分かったわ。上がりなさいな。」 

　「はい。柚明さん、失礼します。」 

　烏月は柚明が借りている、かつて桂も一緒に住んでいた部屋の中に入る。 

　だが烏月は部屋の中にあった物を見て、驚きを隠せなかった。 

　それは・・・未だに腐敗せずに、それ所から身体に傷１つ無い綺麗な状態で、とても安らかな表

情で眠っているかのような、とても死んでいるようには見えない、布団の中でパジャマ姿で寝かさ

れている桂の亡骸だった。 

　そして枕元に置いてあるのは、粉々になった桂の携帯電話とお守り。 

　「こ・・・これは・・・！！」 



　「烏月さん、お茶が出来たわよ。」 

　「柚明さん、これは一体どういう事なんですか！？」 

　「どういう事なのかって、何が？」 

　「何がって・・・どうして桂さんの亡骸を埋葬しないんですか！？」 

　埋葬・・・この言葉を聞いた途端に、柚明の表情が強張っていく。 

　「埋葬？・・・どうして私がそんな事をしないといけないの？」 

　柚明の怒気が強まっていく。 

　あの優しさに満ち溢れていた柚明からは想像出来ないような、絶望と憎しみに満ちた、とても恐

ろしい柚明の表情。 

　烏月はそんな柚明を見て、一瞬背筋が凍った。　 

　「ねえ烏月さん、埋葬するってどういう事なの？烏月さんまでそんなおかしな事を言うの？」 

　「柚明さん、私は死者の亡骸はきちんと丁重に弔うべきだと・・・！！」 

　「・・・烏月さんも私から桂ちゃんを奪うつもりなの！？ねえ！？」 

　「ゆ・・・柚明さん・・・」 

　「大体、桂ちゃんの亡骸は私が引き取ったのよ！？だから桂ちゃんをどうしようが私の勝手でしょ

う！？それなのに皆、誰も彼も、桂ちゃんを火葬すべきだとか土葬すべきだとか！！私の気持ち

を何も考えないで勝手な事ばかり！！」 

　「・・・柚明さん・・・」 

　桂の腐敗が全く進んでいないのは、柚明の『力』で腐敗を抑えているからだろう。 

　烏月にはそれが『視えて』いた。　 

　傍目には、桂が本当に安らかな表情で眠っているかのように見える。 

　だが現実として、桂は死んでいるのだ。 

　「・・・そんな事よりも烏月さん。私に話というのは？」 

　「あ・・・ああ、そうですね・・・実は葛様からの要望で、千羽党で柚明さんを術者として雇おうかと

いう話が出ているんですよ。そこで千羽党の党首である私の祖父に、一度お会いして頂きたいの

ですが・・・」 

　「千羽党に・・・？烏月さん、私に鬼切りになれという事なの・・・？」 

　「もちろん強制はしません。あくまでも柚明さんさえ良ければの話ですが・・・給料や勤務時間な

どの条件面は、後で私の祖父と話し合って頂きたいのですが、柚明さんなら即戦力で使えますの

で、一般企業よりもずっといい条件を提示して貰えるかと・・・」 

　「・・・ねえ、烏月さん・・・鬼切りって、鬼の脅威から人々を守る事が仕事なのよね？」 

　予想もしなかった柚明の質問に、烏月は一瞬戸惑った。 

　「・・・いや、そんなの、今更言うまでも無いじゃないですか。」 

　「・・・ふふ・・・ふふふ・・・あははははは・・・あははははははははは！！」 

　「ゆ・・・柚明さん・・・？」 

　「ねえ、烏月さん・・・どうしてこの私が、あんなろくでもない連中を守らないといけないの？」 

　柚明はオハシラサマから元の人間に戻り、桂やノゾミとの幸せの日々を手に入れた。 

　だが、その幸せも長くは続かなかった。 



　桂とノゾミが飲酒運転の車にひき逃げされ、死んでしまったのだ。 

　桂の身体は無残な状態となり、依代であるお守りを粉々にされたノゾミも消滅してしまった。 

　その後、犯人は逮捕されたが、その犯人の男は全く悪びれる様子も無く、完全に開き直っている

のだという。 

　それを警察から聞かされた柚明の心は、憎しみと絶望に支配されていた。 

　「柚明さん、何も人間全てがそんな・・・」 

　電話の着信音が鳴る。 

　「烏月さん、ちょっとごめんなさいね・・・はいもしもし、羽藤ですけど・・・また貴方たちなんです

か！？私はその件に関しては・・・！！」 

　電話に応対している柚明の語気が、どんどん強くなっていく。 

　とても不機嫌そうな表情で、怒りと憎しみに満ちた表情で、柚明は電話の相手を容赦無く罵倒す

る。 

　仕舞いには物凄い形相で怒鳴り散らし、柚明は電話を切った。 

　「はあ・・・はあ・・・はあ・・・」 

　「ゆ・・・柚明さん・・・？」 

　「・・・今の電話ね・・・週刊誌の人なの・・・。私や桂ちゃんの事を色々と、ある事ない事書かれ

ちゃってね・・・ほら見て烏月さん・・・この週刊誌の記事・・・」 

　柚明が烏月に見せたのは数冊の週刊誌の、桂や柚明に関する記事。 

　いずれも違う出版社の物だが、どれもこれも柚明の心を逆撫でするような・・・真実の記事もある

かもしれないが、事実無根の記事までもが多数書かれている。 

　「一体何を考えているのかしらね・・・こんな夜遅くに電話で取材だなんて・・・」 

　「柚明さん、こういう事はあまり気にし過ぎない方が・・・」 

　「それに烏月さん・・・もしかして貴方ほどの人が、全く気が付いていないの？」 

　「・・・え？」 

　「私のマンションの周りにはね・・・今もカメラを持ったマスコミの人達が沢山隠れてるのよ？」 

　「・・・な！？」 

　烏月は不覚にも、そんな気配に全く気が付かなかった。 

　柚明のスキャンダルの証拠を撮ろうかと・・・虎視眈々とその隙を伺っているのだ。 

　今の柚明の気持ちを知りもしなくせに。知ろうともしないくせに。 

　「ねえ、烏月さん・・・どうしてこの私が、あんなろくでもない連中を守らないといけないの？」 

　「・・・柚明さん・・・」 

　「・・・烏月さん、私、もうそろそろ休みたいの・・・帰って頂けないかしら？」 

　「あ・・・ああ、そうですね・・・こんな夜分遅くにすいませんでした。」 

　烏月は携帯用のメモに自分の携帯電話の番号を書いて、柚明に手渡した。 

　「取り敢えず今回の話はまた後日、日を改めてさせて頂きます。柚明さんが前向きに考えて下さっ

ているのなら、その番号にいつでも連絡して下さい。」 



　「・・・烏月さんの番号なのね？」 

　「はい、私の携帯の番号です。電話に出られない時も留守電になっていますから。だから２４時

間いつでも大丈夫です。」 

　「・・・ええ、分かったわ。」 

　「では今日はこれで失礼させて頂きます。それでは。」 

　烏月がマンションから出た途端に、沢山のマスコミに囲まれる烏月。 

　柚明とどんな話をしたのかとか、今の柚明の様子はどうなのかとか、色々としつこく聞いてくる。 

　だがそんな彼等の表情は柚明を哀れむ物ではなく、好奇の表情。 

　桂とノゾミを失い、絶望と憎しみの心に支配された柚明の気持ちを何も知りもせず、何も知ろうと

もせず、柚明の事を雑誌や新聞の部数を伸ばす為の、ネタの対象としか見ていない・・・そんな表

情をしていた。 

　「くっ・・・これでは柚明さんが怒るのも当たり前だ・・・！！」 

　追いかけてくる沢山のマスコミを無理矢理振り切り、走り去っていく烏月。 

　そんな烏月の様子を窓から見届けた後、柚明はお風呂に入り、パジャマに着替え、部屋の電気

を落とし、桂の亡骸が眠る布団の中に入り込む。 

　「・・・桂ちゃんの身体・・・凄く冷たいわ・・・」 

　それは、桂が死んでいるから。 

　見た目には生きているように見えるが、柚明の『力』で腐敗を防いではいるが、実際には死んで

いるのだから。 

　「ねえ、烏月さん・・・どうしてこの私が、あんなろくでもない連中を守らないといけないの？」 

　柚明のマンションの周りでは、今も沢山の記者たちがカメラを持って、張り込みを続けていた。 

　「桂ちゃん・・・ノゾミちゃん・・・」 

　桂の亡骸にしがみつき、柚明は涙を流しながら震えていた。 

２．絶望と憎しみと

　周りの視線が痛い。 

　柚明が外に出る度に、周囲の人間の誰もが、柚明の事を好奇の目で見る。 

　『現代の浦島太郎』として大々的に報じられ、柚明は全国的な有名人になってしまったのだが、

それ故に今の柚明はマスコミの格好の「ネタの標的」にされてしまい、ある事無い事を記事にされ

るようになってしまった。 

　そして毎日毎日、柚明の下に殺到するテレビの出演依頼や、マスコミの取材依頼。 

　そのどれもが柚明の意志とは反した、柚明の事を単に視聴率や部数を稼ぐ為の、ネタ程度にし

か扱わないような代物だった。 



　周囲の誰もが、柚明の悲しみを知ろうとしない。 

　周囲の誰もが、柚明の事を好奇の目で見る。 

　周囲の誰もが、柚明の絶望に同情を見せない。 

　中には１０年間年を取らずに若いままの柚明に嫉妬し、罵声を浴びせる者までいる始末だ。 

　今の柚明の悲しみを知りもしないくせに。知ろうともしないくせに。 

　そして、そんな柚明を心から支えてくれる人が、今の柚明にはいないのだ。 

　桂とノゾミが死に、白花は自分の代わりにオハシラサマになってしまった。 

　そして唯一の心の支えとなるべき存在であるサクヤは、桂が死ぬ前日に取引先の出版社からの

依頼を受け、仕事で暫くの間、沖縄に滞在する事になってしまった。 

　今の柚明は一人ぼっちなのだ。心の支えとなるべき者が誰もいないのだ。 

　柚明は疲れていた。絶望を覚えていた。 

　「私がオハシラサマになったのは・・・こんな連中を守る為なんかじゃない・・・」 

　夜中に近所迷惑を顧みずに、爆音を響かせながら爆走する暴走族。 

　ゴミやタバコを平気でポイ捨てしたり、飼っている犬のフンをそのまま放置したり、ゲーム感覚で

万引きしようとしたり、恐喝したり・・・ 

　柚明が暮らしていた経観塚では見られなかった、あまりにも自分勝手でマナーを全く守れない人

達。 

　柚明が２６年間の人生の大半を過ごした、経観塚という清浄な世界とは違う、柚明がこれまで経

験した事の無い、都会という汚れ切った世界。 

　「私がオハシラサマになったのは、桂ちゃんを守る為よ・・・！！こんな連中を守る為なんかじゃな

い・・・！！」 

　桂を守る為に、桂に幸せになって欲しくて、柚明は自ら犠牲になってオハシラサマとなった。 

　だが、柚明がオハシラサマになってまで守り抜いた桂は、もうこの世にいないのだ。 

　それも鬼に襲われたのではなく、飲酒運転の車によるひき逃げによって。 

　ひき逃げせずにすぐに救命措置をとっていれば、桂は死なずに済んだかもしれないのに。 

　「柚明さん、ちょっとお話を伺いたいんですが、よろしいでしょうか！？」 

　「柚明さんが１０年間何を体験してきたのか、いい加減教えて下さいよ～」 

　帰宅した柚明に殺到するマスコミ。 

　「柚明さん、○○テレビの者なんですけど、ちょっと出てほしい番組があるんですが・・・」 

　「柚明さん、○○新聞の者なんですけど、ちょっと取材の依頼を・・・」 

　柚明が拒絶しているのに、嫌だと言っているのに、しつこく電話を掛けてくるテレビ局や新聞社。 

　「ねえ、烏月さん・・・こんな連中を、こんなろくでもない人達を、この私に守れというの・・・！？こ

んな人達を守る為に、私に千羽党に加われと言うの・・・！？」 

　２４時間体制で、柚明のマンションの張り込みをやめようとしないマスコミ。 

　柚明のスキャンダルの証拠を撮る為に、２４時間体制で柚明を尾行するマスコミ。 



　「何なのよ・・・！？この汚れた世界は・・・！？」 

　毎日毎日、必ずといっていいほど報道される、数多くの凶悪事件。 

　あまりにも純真無拓で、しかも経観塚という清浄な世界に慣れすぎてしまった柚明には、この都

会という世界があまりにも汚れているようにしか見えなかった。 

　柚明がオハシラサマになったのは、桂を守る為。 

　間違っても、世界を救う為などという大義名分があったわけではない。 

　桂の為に、ただ桂の為だけに、柚明はオハシラサマになったのだ。 

　だが、その桂はもう、この世にいない。 

　柚明の心を支えてくれる桂は、もうこの世にいないのだ。 

　「こんな世界を・・・こんな世界を守る為に、私はオハシラサマになったわけじゃ・・・！！」 

　その時、ドアの呼び鈴が鳴った。 

　「ごめんくださ～い、宅急便ですけど～。」 

　こんな夜中に宅急便・・・送り主は一体誰なのか。 

　もしかして仕事で沖縄にいるサクヤさんから、忌中見舞いでも届いたのだろうか。 

　そう思った柚明はハンコを手に、玄関のドアを開ける。 

　「・・・はい、ご苦労様です。」 

　「こちらにハンコをお願い出来ますか？」 

　差し出された伝票にハンコを押そうとした柚明だったが、伝票を見て思い留まった。 

　差出人どころか、受取人である柚明の名前さえも、伝票には記載さてていない。 

　慌てて配達員を警戒する柚明だったが、一瞬遅かった。 

　「・・・下手に騒いだら殺すぞ！？いいな！？」 

　「・・・んんっ！？」 

　配達員が俊敏な動作で柚明の口を押さえて押し倒し、ドアを閉める。 

　宅急便の職員に偽装した強盗だ。 

　そう言えば最近、近くの運送会社が制服を何着か盗まれたとかで騒ぎになっていたのを、柚明

は思い出した。 

　男はナイフを柚明の喉元に突きつけ、柚明を脅迫する。 

　口元を巧みに押さえ込まれ、柚明は叫び声を上げる事が出来ない。 

　「大人しく金目の物を出せや。死にたくなかったらな。」 

　「んん・・・んんっ・・・！！」 

　男に押さえつけられながら、柚明は烏月が自分を千羽党に誘っていた事を思い出した。 

　鬼切り部千羽党・・・人々を鬼の脅威から守るための剣。 

　烏月は千羽党に柚明を誘った。人々を鬼の脅威から守ってほしいと。 



　（・・・冗談じゃない・・・！！） 

　「おい、さっさとしろ！！下手に騒いだらこのナイフでお前を殺すからな！！」 

　（・・・どうしてこの私が・・・！！） 

　「あ！？何だお前のその目は！？俺に歯向かおうってのか！？ああ！？」 

　（どうしてこの私が、こんな薄汚い人たちを守らないといけないの！？） 

　「気に入らねえなあ・・・痛い目を見ねえと分からねえのか！？ああ！？」 

　（どうしてこの私が、こんな汚れた世界を守らないといけないの！？） 

　いつの間にか部屋中を、無数の月光蝶が満たしていた。 

　それに気付いた男が慌てて柚明から離れ、とても驚いた表情を見せる。 

　「な、何だこれは！？一体何がどうなってやがる！？」 

　心労の限界を超えた柚明の心の中で、「何か」がプツリと切れた。 

　「・・・ええ、そうよ・・・私ったら今まで何を馬鹿みたいに悩んでたのかしら・・・最初からそうすれば

よかったのよ・・・あはははは・・・」 

　「お前、一体何をしやがった！？何のトリックだよこれは！？」 

　「桂ちゃんを殺したあの男を、私がこの手で殺してしまえばいいのよ・・・そうすれば桂ちゃんは喜

んでくれる・・・そうすれば桂ちゃんは報われる・・・あはははは・・・」 

　柚明の壊れた表情を見て、男は慌てて桂の亡骸を無理矢理引きずり起こし、喉元にナイフを突

きつける。 

　桂が死んでいるという事に気付きもせず、人質にでもするつもりなのか。 

　だがこの行為が、完全に柚明の逆鱗に触れてしまった。 

　「・・・そんな薄汚い手で、私の可愛い桂ちゃんに触らないで頂戴・・・！！」 

　「・・・うわああああああああああああああああああ！！」 

　男は無数の月光蝶に飲み込まれた。 

　そして騒ぎを聞きつけたのか、柚明の部屋に沢山のマスコミが殺到する。 

　何かスキャンダルのネタにでもなりそうな事でも起こったのか・・・そんな好奇に満ちた表情で。 

　そして記者たちが目にしたのは、たった今柚明に殺された男の、無残にも焼け焦げてしまった姿。

 

　そして、とっくの昔に埋葬されたと思っていた桂の亡骸。 

　「柚明さん！！これは一体どういう事なんですか！？」 

　「・・・何なの？貴方たちは・・・勝手に人の部屋に上がりこんで・・・」 

　「彼女は飲酒運転の事故で殺された、羽藤桂さんでは・・・！？どうして遺体を埋葬しないんです

か！？」 

　「・・・埋葬・・・？」 



　貴方たちまでそんな馬鹿げた事を言うの・・・！？ 

　貴方たちまで、私から桂ちゃんを奪おうというの・・・！？ 

　赤の他人のくせに、何を私に対してそんな偉そうな事を・・・！！ 

　「おいおい、こりゃ大スクープだ！！これはいいネタになりそうだ！！」 

　「これは部数アップ間違い無しだな！！」 

　「柚明さん、詳しい話を聞かせて下さいよ！！」 

　大スクープ？ネタ？ 

　部数アップ間違いなし？ 

　ふざけないで・・・！！貴方たちはどこまで腐っているの！？ 

　「・・・私の可愛い桂ちゃんを・・・そんな風に見ないで頂戴・・・！！」 

　とても冷酷な柚明の表情に、記者たちは背筋が凍りつく。 

　「ねえ、大スクープって何？ネタって何？部数アップって何？」 

　「ひ、ひいっ！？」 

　「貴方たちにとって桂ちゃんは、その程度の存在でしか無いの・・・？」 

　無数の月光蝶が、記者たちに容赦無く襲い掛かる。 

　「な、何だこの蝶は！？一体何がどうなって・・・」 

　「桂ちゃんがどれだけ苦しんだのか、私がどれだけ苦しんでいるのか・・・それを知りもしないくせ

に、それなのに貴方たちは、何がそんなに面白いの！？何をそんなに笑っているの！？」 

　桂ちゃんをそんな風に扱うな！！ 

　私の事をそんな目で見るな！！ 

　許さない！！許さない！！許さない！！ 

　……ユ・ル・サ・ナ・イ！！ 

　「あ、熱・・・がああああああああああああああああああああああ！！」 

　「う・・・うわあああああああああああああああああああああああ！！」 

　「ぎゃ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！！」 

　「た、助け・・・だ、誰か・・助・・・け・・・！！」 

　無数の月光蝶が記者たちを飲み込む。 

　しばらくして、柚明の周りにあったのは・・・無残に焼け焦げた死体の山。 

　「・・・可哀想な桂ちゃん・・・私の可愛い桂ちゃん・・・こんな腐った人たちに変な目で見られて、こ

んなに酷い目に遭って・・・」 

　強盗に引きずり起こされた桂の亡骸を布団の中に寝かせ、とても穏やかな表情で掛け布団を優

しく掛けてあげる柚明。 

　「だけど、もう大丈夫だからね。私が今から桂ちゃんとノゾミちゃんの仇を取ってくるからね。」 



　そっ・・・と柚明は優しく桂と唇を重ねる。 

　「桂ちゃんとノゾミちゃんを苦しめて、桂ちゃんとノゾミちゃんを殺したあの男を、今から私が殺し

てくるから・・・！！邪魔する人たちもみんな、この私が殺してあげるから・・・！！」 

　この世界に絶望し、憎しみに満ち溢れた今の柚明の姿からは、かつてのオハシラサマとしての優

しくも神々しかった面影は、もう微塵も感じられなかった。 

３．憎しみの果てに

　その後、柚明は警察に赴き、桂とノゾミをひき殺した犯人の男がどこに収監されているのかを問

い詰めた。 

　そして警察官が「関係者以外には答えられない」という理由で教えてくれなかったので、取り敢え

ず柚明はその警察官を除いた、その場にいた全員を皆殺しにした。 

　その警察官を拷問にかけ、別の収監施設に身柄を移された事を吐かせたので、取り敢えず柚明

はその警察官も殺した。 

　そして柚明は収監施設に赴き、係員に犯人の男を差し出せと要求した。 

　断られたので、取り敢えず柚明は係員を拷問に掛けて無理矢理居場所を吐かせた後に、その

場に居た全員を皆殺しにした。 

　警報がけたたましく鳴り響いているが、柚明は特に気にする事も無く、犯人の男が収監されてい

る牢屋へと辿り着いた。その道中で柚明の邪魔をする者は全て皆殺しにした。 

　「ひ、ひいい・・・！！」 

　「うふふ・・・やっと見つけたわ・・・桂ちゃんとノゾミちゃんの仇・・・」 

　「た、助けて・・・助けてくれ・・・」 

　「貴方はそうやって、助けを求めた桂ちゃんとノゾミちゃんを助けようとしなかった。」 

　「た、頼む・・・俺が悪かったから・・・だから殺さないでくれ・・・！！」 

　「すぐに救命措置をとってくれれば・・・ノゾミちゃんはともかく、桂ちゃんは助かったかもしれない

のに・・・」 

　男の周囲を無数の月光蝶が包み込む。 

　男の表情が、絶望に染まった。 

　「ぎゃああああああああああああああああ！！」 

　「貴方はすぐには殺さない。じっくりと苦しみませて苦しませて、徹底的に苦しませて、絶望を味

あわせた上で殺してあげる。」 

　「ああああああああああああああああああ！！ 

　「桂ちゃんとノゾミちゃんが受けた苦しみ・・・その身をもって思い知りなさい・・・！！」 

　こうして柚明は犯人の男を、徹底的に苦しめた上で殺した。 

　桂とノゾミの仇を討った。 

　だが、これだけでは終わらない。 

　「羽藤柚明！！動くな！！大量殺人の容疑でお前を逮捕する！！」 



　収監施設を立ち去ろうとした柚明に向かって、沢山の警察官が銃を構えていたのだ。 

　「そこから一歩でも動けば容赦なく撃つ！！大人しくこちらの指示に従え！！」 

　「・・・私を逮捕・・・？何を馬鹿な事を言っているの？私はただ、桂ちゃんとノゾミちゃんの仇を討っ

ただけだというのに。」 

　無数の月光蝶が沢山の警察官を包み込む。 

　「な、何だこれは・・・うわあああああああああああああああああ！！」 

　「さてと・・・早く桂ちゃんの元に帰・・・」 

　そこへ柚明に襲い掛かった、一筋の閃光。 

　とっさに柚明はそれをバックステップで避け、自分の周囲に無数の月光蝶を展開する。 

　「ちいっ・・・外したか・・・！！」 

　「・・・あらあら、誰かと思えば烏月さんじゃない。私に何か用なのかしら？」 

　柚明の目の前にいたのは、維斗を構えた烏月だった。 

　とても苦々しい表情で、烏月は柚明を睨んでいる。 

　２人の周囲には、無数の焼け焦げた変死体が転がっている。 

　「柚明さん・・・千羽党は貴方を危険因子だと判断し、私に貴方の抹殺命令を下しました。」 

　「危険因子・・・？抹殺命令・・・？よくもまあ、そんな偉そうな事を・・・。」 

　私は主を封じる為に、１０年間もオハシラサマとしてこの身を捧げて来たというのに。 

　それなのに危険因子だなんて。抹殺命令だなんて。 

　私のお陰でこの世界は救われたというのに、それを恩を仇で返すような真似をするなんて。 

　私はただ、桂ちゃんとノゾミちゃんの仇を討っただけだというのに。 

　「貴方はとても純真無拓な人だ！！だが貴方は、あまりにも純真無拓であり過ぎた！！」 

　「烏月さん。桂ちゃんが私の帰りを待っているの。そこを通して貰えないかしら？」 

　「純真無拓過ぎた故に、貴方は徹底的に染まる所まで染まってしまった！！」 

　柚明が放った無数の月光蝶を、烏月は的確に斬り捨てていく。 

　烏月が斬った月光蝶が、光の粒子となって還っていく。 

　「今の貴方に１人でも、貴方の心の支えとなってくれる人がいてくれれば・・・きっとこんな事には

ならなかったでしょうに！！」 

　そう、桂やノゾミのような、柚明の心の支えとなってくれる人が柚明の傍にいてくれれば。 

　柚明の怒りや悲しみ、苦しみを・・・いや、柚明という存在そのものの全てを心から理解し、支えて

くれる人がいてくれれば。 

　サクヤが仕事で沖縄に滞在するような事にならなければ。 

　きっと柚明は、桂とノゾミの死を乗り越えられた。 

　きっと柚明は、その人と共に第２の幸せな人生を歩んでいけた。 

　だが、周囲の誰もが柚明の悲しみを知ろうともせず、柚明の事を好奇の目で見るから。 



　無数のマスコミが、柚明の事をネタ程度にしか扱わないから。柚明の事を面白半分に、ある事な

い事報じて馬鹿にするから。 

　柚明が純真無拓で、とても清らかな心の持ち主であるが故に。あり過ぎた故に。 

　周囲から精神的に追い詰められ、怒りと憎しみに心を支配された柚明の心は、誰にも癒される事

なく、誰からも助けられる事なく、限界を超えて壊れてしまったのだ。 

　（私が柚明さんの心の支えになってあげられたら・・・！！） 

　烏月は心の底からそう悔やんだが、すぐに思い留まった。 

　桂とはともかく、柚明とはそんなに親しい間柄ではない烏月では、柚明の心の支えには決してな

れないのだから。 

　烏月が柚明を千羽党に誘った時の、柚明のあの絶望に満ちた表情・・・それが全てを証明してい

た。 

　烏月では、柚明の心の支えには決してなれない。 

　烏月の言葉は、今の柚明には決して届かない。 

　では一体誰が適任だったのか。一体誰に柚明の事を任せれば良かったのか。 

　烏月には１人だけ・・・たった１人だけ適任者の心当たりがあった。 

　（・・・小山内梢子・・・） 

　青城女学院剣道部１年・小山内梢子。 

　烏月は以前、柚明が梢子ととても親しげに接していたのを、自分には決して見せない、とても輝

いた表情で梢子に接していたのを、たまたま通りかかった商店街で見かけたのを思い出した。 

　夜中に桂をチンピラから助けてくれた梢子。 

　きっと梢子は柚明とも、とても親しい関係なのだろう。柚明が梢子に見せた、あの輝いた表情・・・

それが全てを証明していた。 

　だが今の梢子は剣道部のレギュラーとして、全国大会に出場している最中だ。 

　それも補欠や応援要員などという、別にいなくても困らないような立場ではない。部長ではなく平

部員なのだが、それでも梢子は青城女学院の重要な立場にいる存在なのだ。 

　梢子がいなくなれば、青城女学院は一体どうなるのか。それこそ大混乱に陥ってしまうだろう。 

　それ故に烏月は青城女学院に・・・いや、梢子に関わる関係各所全てに迷惑は掛けられないと

思い、梢子に柚明の事を任せるのをためらってしまったのだ。 

　今の梢子は、桂とノゾミが死んだ事を知らない。 

　桂とノゾミが死ぬ前日に遠征に出てしまい、しかも柚明も今の梢子の立場に気を遣って、桂とノゾ

ミが死んだ事を敢えて伝えていなかったのだから。 

　（私は馬鹿だ・・・！！柚明さんがこんな事になっているのだから、無理矢理にでも、土下座して

でも、梢子さんに柚明さんの事を頼むべきだった・・・！！） 

　もし、梢子に連絡を入れていたら。 

　もし、梢子に柚明の事を頼んでいれば。 

　きっと、こんな事にはならなかった。 

　梢子ならばきっと、柚明の心の支えになれただろうから。 



　だが、今はそんな過ぎた事を考えていても仕方が無い。 

　今の柚明が人々の脅威となり、実際に数百人もの人間を殺していて、しかも警察の力では柚明

を止める事が出来ない以上は、鬼切り役として黙って見逃しておく事など出来はしない。 

　こうなってしまった以上は、烏月が柚明を救うしか無い。 

　烏月が柚明を斬って、柚明を苦しみから救ってやるしか無い。 

　多くの罪も無い人々を、柚明の魔の手から守る為に。 

　「・・・柚明さん。貴方が以前言っていたように、私たち鬼切り部は力無き人々を鬼の脅威から守る

為の剣です。」 

　「そうね。だから私は千羽党に入るのは嫌だって言ったのよ。こんな薄汚い人たちを、こんな汚れ

切った世界を、どうしてこの私が守らないといけないの？」 

　「だから私は貴方を斬る！！多くの人々を貴方から守る為に！！」 

　オンマカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ！！ 

　オンマカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ！！ 

　烏月の維斗が青く白く美しく光り輝く。 

　柚明もまた無数の月光蝶を展開し、烏月を迎撃する。 

　烏月の渾身の魂削りが、柚明に襲い掛かる。 

　柚明は月光蝶を収束させて障壁を作り出し、魂削りを受け止める。 

　その凄まじい『力』のぶつかり合いにより、２人の周囲に火花が走る。 

　「柚明さん・・・いや、神鬼ユメイ。」 

　そのまま睨み合った状態のまま、烏月は柚明にはっきりと告げた。 

　「取り敢えず、殺し合いましょうか。」 
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