
アカイイト・アナザーストーリー

★そして悠久の時を共に生きる

１．身も心も柚明と共に

　激しい戦いの末に、主は死んだ。 

　柚明お姉ちゃんの封印を破って完全体として蘇ったけど、それでも主を完全に滅ぼす事が出来

た。 

　私達はようやく、勝利を手にする事が出来た。 

　だけどそのために失った代償は、あまりにも大きかった。 

　みんな、みんな死んでしまった。 

　烏月さんも、サクヤさんも、葛ちゃんも、ノゾミちゃんも、白花ちゃんも・・・ 

　みんな、主との戦いに敗れて死んでしまった。 

　私の血を飲んだ柚明お姉ちゃんの渾身の月光蝶が、主を貫いた。 

　柚明お姉ちゃんが主を倒した。 

　だけど、生き残ったのは私と柚明お姉ちゃんだけだった。 

　みんな、私と柚明お姉ちゃんを残して死んでしまった。 

　折角、主を倒せたのに。折角、平和をこの手で掴み取ったというのに。 

　皆で喜びを分かち合いたいのに、みんな死んでしまった。 

　どうして皆、私達を置いて死んでしまったの？ 

　こんなの、こんなのって、ひどすぎるよ・・・！！ 

　だけど私たちが悲しみにふける暇も無く、事態は最悪の方向へと向かっていく。 

　「そ、そんな・・・！！」 

　柚明お姉ちゃんが驚愕の表情を見せた。 

　主の死体の傍には、いつの間にかミカゲちゃんが立っていた。 

　ノゾミちゃんの妹だとか言ってたのは嘘で、本当は主の分霊だというミカゲちゃんが。 

　そしてミカゲちゃんの体が粒子と化し、主に吸い込まれていく。 

　「まだ終わっていない！！桂ちゃん、早く逃げて！！」 

　「え！？柚明お姉ちゃん、どういう事なの！？」 

　「迂闊だった・・・主は何て用意周到なの・・・！？主は自分が倒された時のために、予備の命を

用意していたんだわ・・・！！」 

　「予備の命って・・・そ、それって・・・まさか・・・ミカゲちゃんが！？」 

　そう、ミカゲちゃんは主の分霊。 

　つまりミカゲちゃんは主そのものでもある。 

　だからミカゲちゃんが主の予備の命というのも納得が出来る話だ。 



　そしてミカゲちゃんを吸収した主の死体が、再び息を吹き返す。 

　主の心臓が動く。主の命が蘇る。 

　「桂ちゃん、私が今度こそ主を封印するから、桂ちゃんはここから早く逃げて！！」 

　「そんな、それじゃあ柚明お姉ちゃんは！？」 

　「私はここに残るわ・・・。」 

　柚明お姉ちゃんは、決意に満ちた表情を見せた。 

　「オハシラサマとして、主を封印し続ける・・・今この状況を打破するには、もうそれしかない！！」 

　だから自分を置いて逃げろと、柚明お姉ちゃんは私に告げる。 

　だけど柚明お姉ちゃんが主の封印し続けるという事は、柚明お姉ちゃんはもう、ご神木から離れ

られなくなるという事だ。 

　そして自分がここから逃げるという事は、柚明お姉ちゃんと離れ離れになってしまうという事だ。 

　「嫌だよ柚明お姉ちゃん！！折角、折角再会出来たのに！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　「やっと会えたのに・・・また離れ離れになるなんて、私は絶対に嫌！！」 

　「桂ちゃん・・・私だって桂ちゃんと離れ離れになるなんて嫌よ・・・だけど、だけど主を封印しない

と・・・」 

　ならば主を封印さえすればいいのだ。 

　主を封印できるなら、柚明お姉ちゃんといつまでも一緒にいられるのだ。 

　そう、いつまでも、柚明お姉ちゃんと一緒に。 

　そのためなら、私は・・・ 

　「だから私はオハシラサマになる！！柚明お姉ちゃんと一緒に！！」 

　「・・・・・え？」　 

　私は少しも迷わなかった。 

　「それなら、柚明お姉ちゃんと一緒にいられるでしょ！？」 

　「桂ちゃん・・・何を言い出すの・・・！？それがどういう事か分かって・・・」 

　「私はもう、ひとりぼっちは嫌なの！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　みんな、死んでしまった。 

　烏月さんも、サクヤさんも、葛ちゃんも、ノゾミちゃんも、白花ちゃんも・・・ 

　そして柚明お姉ちゃんまでいなくなってしまったら、私は本当にひとりぼっちになってしまう。 

　そんなのは嫌だ、もうひとりぼっちは嫌だ。 

　「私は、柚明お姉ちゃんが大好きだから・・・！！」 

　「桂ちゃん・・・！！」 

　「私は、柚明お姉ちゃんと一緒にいたいから・・・！！」 

　「桂ちゃん・・・！！」 

　「だから柚明お姉ちゃん、私をオハシラサマにして！！ずっと、ずっと私と一緒にいて！！」 



　主が起き上がった。 

　もう一刻の猶予も無い。早く主を封印しなければ、それこそこの日本が滅んでしまう。 

　だけど私と柚明お姉ちゃんは、そんな主を無視して見つめ合っていた。 

　「・・・柚明お姉ちゃんは、私の事、嫌い？」 

　「そんなこと・・・そんなことあるわけないでしょう！？私も桂ちゃんが大好きよ！？」 

　「だったらいいでしょ！？私も柚明お姉ちゃんの事が好きだから！！」 

　「桂ちゃん・・・私も、いつまでも桂ちゃんと一緒にいたい・・・だけど本当にいいの！？」 

　「構わないよ！！柚明お姉ちゃんと一緒にいられるなら！！」 

　「・・・桂ちゃん・・・」 

　「私にはもう、柚明お姉ちゃんしかいないから！！だから私は、柚明お姉ちゃん以外はもう何も

いらない！！」 

　涙を流しながら私たちは見つめ合う。 

　主は私たちをニヤニヤしながら見つめていた。 

　「お別れの挨拶は済んだようだな。ならばせめてもの情けだ。一撃で楽にしてやろう！！」 

　主の右手に赤い光弾が生み出された。 

　「これで終わりだ！！」 

　だけど、主の体が硬直する。 

　「な、何だと・・・！？体が・・・ま、まさか・・・！？」 

　私と柚明お姉ちゃんの体が、青く白く美しく輝いていた。 

　それはオハシラサマ継承の証。 

　「桂ちゃん・・・分かったわ・・・桂ちゃんがそこまで言うなら・・・」 

　「柚明お姉ちゃん・・・」 

　「私は桂ちゃんには、人として幸せに生きてほしかったけど・・・でも、私も桂ちゃんと一緒にいた

い・・・。だから・・・」 

　主の体が再びご神木へと引きずり込まれていく。 

　「ぐああああっ！！折角、折角うまくいったと思ったものを、まさか最後の最後にこんな！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　「柚明お姉ちゃん・・・」 

　私と柚明お姉ちゃんは、静かに口づけを交わした。 

　柚明お姉ちゃんの唇は、すごく優しくて温かくて・・・ 

　「私と共にオハシラサマとなりましょう。悠久の時を、永遠に・・・。」 

　その瞬間、私と柚明お姉ちゃんの体は光の粒子となって、ご神木へと流れ込んでいった。 

　これでいい。 



　これで私達は、いつまでも、いつまでも一緒だ。 

　悠久の時を、私と柚明お姉ちゃんは永遠に・・・。 

　「不覚！！不覚を取ったわーーーーー！！」 

　そして主もまた、ご神木に封印されていった・・・。 

２．断たれた絆、結ばれた絆

　私とお凛さんは経観塚にやって来た。 

　父親が残した屋敷の処分をどうするか決めるために、はとちゃんが向かったという経観塚に。 

　あれから一週間が過ぎた。だけどはとちゃんはまだ帰ってこない。 

　幾らローカル線を乗り継かなければ行けないような僻地だとはいえ、たかが屋敷を見に行くだけ

で一週間も帰ってこないというのはおかしい。 

　それに携帯電話も繋がらなくなった。これはもう何かあったとしか思えない。 

　だから心配になった私は、お凛さんと共に経観塚までやってきたのだけれど。 

　「お客さん・・・本当にここで降りるんですか？」 

　「ここです！！ここ！！羽様で合ってますよね！？」 

　「・・・この住所だと、確かにここで間違いないですね。でも実は最近この辺りで奇妙な事件があり

ましてね・・・。」 

　「奇妙な・・・事件・・・？」 

　「ええ、一週間程前にここを訪れた女の子がいたんですけどね。その子が帰ってこないんです

よ。」 

　「え・・・！？」 

　私はそれを聞いて余計にはとちゃんが心配になる。 

　何だろう・・・胸騒ぎがする・・・。 

　「この辺じゃ、神隠しに遭ったとかでちょっとした騒ぎになっていますよ。まあ、あの屋敷の近くに

は神が宿ると言われているご神木がありますからね。」 

　「その女の子って、ひょっとして髪の長いツインテールの女の子じゃなかったですか！？」 

　「ええ、その通りです。何しろここで降りるお客さん自体が少ないですからね。だから私もよく覚え

ているんですよ。」 

　「はとちゃん・・・！！はとちゃん！！」 

　私は駆け出していた。何だかとても嫌な予感がして、思わず駆け出していた。 

　はとちゃん・・・はとちゃん・・・はとちゃん・・・！！ 

　「ちょっと、陽子さん！！お金払ってないですよ！？・・・もう、しょうがないですわね。運転手さん、

彼女の運賃も一緒に・・・。」 

　「はい、４０円のおつりですね。ご乗車ありがとうございました～。」 

　「はい、ご苦労さまでした。」 

　「気をつけて行って下さいね。」 

　屋敷へと急ぐ。はとちゃんのお父さんの遺産だという屋敷へと急ぐ。 

　胸騒ぎが止まらない。とても嫌な予感がする。 



　何かとても悪い事が起こっているような気がする。 

　だけど、微かだけど感じる。 

　この近くに、はとちゃんの気配が。 

　「はあ、はあ、はあ、はあ・・・」 

　「ちょっと、陽子さん！！待って、待って下さい！！はあ、はあ、はあ・・・」 

　「ここ・・・」 

　「え・・・？」 

　「ここが、はとちゃんのお父さんが残したっていう屋敷・・・。」 

　「・・・ええ、確かに住所はここで間違いないようですわ。」 

　屋敷に鍵は掛かっておらず、全く人の気配は無い。だが誰かが住んでいたような痕跡が確かに

残っていた。 

　きちんと掃除が行き届いているし、電気も水道も通っている。何故かガスは通っていないけど、厨

房もお風呂も使った痕跡がある。 

　そして・・・ 

　「はとちゃんの荷物だ・・・！！」 

　はとちゃんは確かに最近まで、ここに住んでいたのだ。 

　そして、はとちゃんの携帯電話も無造作に転がっていた。 

　もうバッテリーが完全に切れてしまった、はとちゃんの携帯電話が。 

　「はとちゃん！！はとちゃん！！どこにいるの！？」 

　いくら叫んでも返事が来ない。 

　「はとちゃん！！はとちゃん！！はとちゃん！！」 

　「陽子さん、落ち着いて下さい！！」 

　「だって、はとちゃんが確かにここにいたんだよ！！」 

　「それは分かっています！！ですから、まずは警察に連絡しましょう！！」 

　こういう時にお凛さんの存在は、本当にとても頼もしいと思う。 

　私なんかと違ってどんな状況でも取り乱さずに、落ち着いて冷静な判断が下せる。 

　多分私１人でここまで来たら、何の手掛かりも無いのに無駄に近辺を走り回り、無駄な体力を使っ

ていた事だろう。 

　やがてお凛さんに呼ばれて警察官の人たちが何人かやってきた。 

　取り敢えず私たちがはとちゃんの友達だという事、はとちゃんがここに来て以来何の連絡もよこさ

ずに帰ってこないという事を伝えた。 

　警察官の人たちは付近を捜索し始めたんだけど、しばらくして警察官の１人がとても深刻な表情

で私たちの所にやってきた。 

　「・・・君達、ここから先は近づかない方がいい・・・。」 

　「え！？どうしてなんです！？」 

　「いや、言い難い事なんだけどね・・・人の死体が４体、ご神木の近くにあったんだ。しかも遺体の

損傷がかなり激しくてね・・・。」 



　「・・・・・！？」 

　「お嬢さんたちが言っていた、髪の長いツインテールの女の子はその中に含まれてはいなかった

んだけどね。」 

　「そんな・・・遺体って・・・そんな・・・」 

　「今ちょっと身元の確認を急いでいるから。遺体の腐敗が全く進んでいなかったのは、ご神木の

ご加護なのだろうか・・・。」 

　はとちゃん、どこにいるの！？ 

　はとちゃん、お願いだから私たちの前に姿を現してよ！！ 

　いつもみたいに、はとちゃんの事をからかわせてよ！！ 

　「・・・どうだった？・・・千羽烏月さん、浅間サクヤさん、若杉葛さん・・・もう１人の男の子は身元不

明か・・・よし、すぐに霊柩車を手配してくれ。とにかく遺体の弔いだけでもやっておかないとな。・・・

お譲ちゃんたち、今の名前に聞き覚えは？」 

　「いえ・・・全く・・・」 

　「そうか・・・ひょっとしたらその、君が言う『はとちゃん』とやらの知り合いかと思ったんだが・・・。」 

　「やめて下さい！！そんな、そんな縁起でも無い！！」 

　「あ、いや、ごめんよ。そういう意味で言ったんじゃないんだ。ただ捜索のために『はとちゃん』に

関する情報は少しでも多く貰いたいんだ。どんな些細な事でもね。それで捜査の進展に繋がる事

だってある。」 

　「どんな・・・些細な事でも・・・」 

　本当に些細な事なんだけれど。 

　信じてもらえるかどうか疑わしい、非科学的な根拠なんだけれど。 

　「感じるんです・・・ここに、確かにはとちゃんの気配が・・・！！」 

　「そうか・・・。ならば、少なくとも『はとちゃん』はつい最近までこの辺りにいたのかもしれない。もし

かしたら・・・言い難いことなのだが・・・この近くの崖から転落した可能性も・・・。」　 

　「・・・・・！！」 

　「とにかく付近の捜索は我々の方でやっておくから、お嬢ちゃんたちは屋敷で待っていてくれな

いかな？」 

　「そんな・・・そんな・・・！！」 

　はとちゃん！！どこにいるの！？今無事なの！？はとちゃん！！ 

　お願いだから返事してよ！！ 

　お願いだから私たちに、いつもの無邪気な笑顔を見せてよ！！ 

　だけど警察官の人たちの必死の捜索も虚しく、結局はとちゃんは見つからなかった。 

　それで、もう夜遅くだという事で、結局私とお凛さんはこの屋敷に泊まる事になった。 

　つい最近まで確かにはとちゃんが暮らしていた、はとちゃんのお父さんの遺産だという屋敷に。 

　そう言えば経観塚駅の駅員の人も、１０年前にこの屋敷で神隠しがあったとか言ってたっけ。 

　晩御飯を食べた後、私とお凛さんはご神木までやって来た。 

　ただ何となく、神が宿るとされているご神木をこの目で見てみたくなったのだ。 

　無数の蛍の光に包まれて、神々しい月の光に照らされたご神木は、とても壮大で美しかった。 

　そして、ご神木に咲いている無数の満開の花。 



　「凄い・・・これは槐（えんじゅ）の樹ですわ。」 

　「槐・・・って？」 

　「花、葉、樹木、根元・・・その全てが無駄無く薬になるという樹です。でもこんなに壮大な満開の

花が咲いている物は初めて見ましたわ・・・。」 

　「ねえ・・・お凛さん・・・」 

　「何です？」 

　「私・・・感じるの・・・このご神木に、はとちゃんの気配が・・・！！」 

　確かに感じる。この樹からはとちゃんの気配が。 

　ねえ、はとちゃん！！本当にどこに行ってしまったの！？ 

　いるならいるで返事してよ！！ 

　「・・・はとちゃん！！」 

　はとちゃん！！はとちゃん！！はとちゃん！！ 

　私は心の中で何度も叫んだ。ただひたすらにはとちゃんを求めた。 

　その瞬間。 

　「きゃっ！！」 

　「な・・・何ですの！？」 

　私たちの目の前が突然淡く光り出す。 

　特に眩し過ぎるというわけではなく、温かくて優しい光だった。 

　例えるなら、蛍の光のような。月の光のような。 

　しばらくして光が収まると、そこにいたのは着物を着た二人の少女。 

　「・・・はとちゃん・・・！！」 

　確かに、はとちゃんはここにいた・・・。 

　「えへへ・・・陽子ちゃん、凛ちゃん・・・久しぶりだね。」 

　「はとちゃん！！今の今までどこに行っていたのよ！？しかも似合わないくせに着物なんか着

ちゃってさあ！！」 

　良かった、やっと会えた・・・。 

　「はとちゃん、そこにいるのは？」 

　「うん、私の従姉妹の柚明お姉ちゃん。」 

　「従姉妹？はとちゃんに従姉妹なんていたっけ？」 

　「私ね、つい最近まで柚明お姉ちゃんに関しての記憶を無くしていたの。」 

　「そっか・・・。でもまあ、はとちゃんが無事ならそれでいいよ。」 

　「・・・・・。」 

　「取り敢えずこんな所で立ち話も何だから、はとちゃんの屋敷に行こうよ。勝手に使っちゃって悪

いけどさ、私たち今日はあそこに泊まる事にしたから。」 

　「・・・・・。」 

　「はとちゃん？・・・どうしたの？早く行こうよ。」 

　「ごめん・・・。」 



　「え・・・？」 

　はとちゃんは涙を流していた。 

　私たちに対して、とても申し訳無さそうな顔で。 

　「陽子ちゃん・・・凛ちゃん・・・ごめんね・・・。」 

　「はとちゃん？どうしてはとちゃんが謝るの？何を泣いてるの？」 

　「私・・・もう２人と一緒にはいられないから・・・。」 

　「・・・・・え？」 

　「私はもう、柚明お姉ちゃんと一緒にオハシラサマになったから・・・。」 

　「な・・・何を訳の分からない事を言ってるのよ？」 

　はとちゃんは全てを話した。この経観塚で起こった出来事を。嘘偽りの無い全てを。 

　自分が『贄の血』という特別な血を持っているという事。それ故に双子の鬼と、主と名乗る神に命

を狙われたという事。 

　そして、行方不明になっていた従姉妹・・・目の前にいる柚明さんがオハシラサマとして主を封じ

続けていた事。 

　その柚明さんの事をはとちゃんは、１０年前の事故のショックで忘れ去っていた事。それをこの屋

敷で思い出した事。 

　そして柚明さんの封印を主が破って、主との戦いではとちゃんの仲間がみんな死んでしまって、

はとちゃんと柚明さんだけが生き残った事。 

　そして・・・はとちゃんが柚明さんといっしょにオハシラサマになって、肉体を捨てて魂だけの存在

となって、今も主を封印し続けているという事・・・。 

　私は不思議と冷静にそれを聞いていた。 

　あまりに非日常な話で、私の友達に話せば笑われるかもしれない。だけど私は笑わずに真剣に

聞いていた。 

　そして・・・聞いている内に、はとちゃんと柚明さんに対して怒りが込み上げてきた。 

　「ちょっと・・・何なのよ、それ・・・！！」 

　「だから、私はもうみんなと一緒にはいられないから。ここにいないといけないから。」 

　「それじゃあ私とお凛さんの事はどうでもいいって言いたい訳！？柚明お姉ちゃん以外は何もい

らないってどういう事なの！？ねえ！！」 

　「陽子ちゃん・・・ごめんね・・・。」 

　「謝る位ならオハシラサマなんか辞めて、私たちと一緒に帰ろうよ！！」 

　「ごめんね・・・それだけはどうしても出来ないの。」 

　「どうして！？」 

　「私は陽子ちゃんも凛ちゃんも好きだよ。だけど・・・私はそれ以上に、柚明お姉ちゃんの事が大

好きだから。従姉以上の存在として愛しているから。」 

　「・・・っ！！このおっ！！」 

　究極の二者択一。私たちと柚明さん・・・どちらかを選べば、どちらかを捨てなければならない。 

　その状況ではとちゃんは、私たちではなく柚明さんを選んだのだ。 

　私は柚明さんの胸ぐらを掴んでいた。 

　私たちからはとちゃんを奪った、はとちゃんに神の封印という業を背負わせた、目の前の憎き女

が許せなかった。 



　「主の封印なんか、アンタ１人でやればいいでしょう！？何ではとちゃんを巻き込むのよ！？何

ではとちゃんを奪うのよ！？」 

　「陽子ちゃん・・・ごめんなさいね・・・私も最初はそのつもりだった。桂ちゃんには人としての短い

一生を静かに幸せに終えてもらいたかった。でも私１人の力では、もう主を抑え切れる自信が無い

の。だから・・・」 

　「だからはとちゃんを巻き込んだわけ！？だからはとちゃんを私たちから奪ったわけ！？」 

　「・・・私も桂ちゃんが大好きだから。従妹以上の存在として愛しているから。もう一人ぼっちは嫌

だから。ずっと、いつまでも一緒にいたいから。」 

　「・・・・・！！」 

　「それに・・・これは卑怯な言い方になるけれど、これは桂ちゃんの望んだ事でもあるの。」 

　「この泥棒猫！！はとちゃんを返しなさいよ！！」 

　そうよ、そもそもこの女がヘタレだから主の封印が綻びて、再封印するためにはとちゃんが犠牲

になったんじゃないのよ！！ 

　この女が、はとちゃんを誑（たぶら）かした！！この女に、はとちゃんは絆（ほだ）された！！ 

　許せない！！許せない！！許せない！！ 

　お凛さんが止める間もなく、私はこの女に殴りかかっていた。 

　だけど、私の所に無数の蝶が飛んできて・・・ 

　「きゃあっ！！」 

　私は弾き飛ばされてしまった。 

　「奈良陽子。これ以上主の封印を妨げる行為を行うのであれば、私はハシラとして貴方を排除し

ます。」 

　「は、はとちゃん・・・何を言ってるの・・・！？」 

　まるで人が変わってしまったかのように、まるで神が宿ったかのように、はとちゃんは毅然とした態

度で私の事を睨んでいた。 

　はとちゃんの周囲には無数の青く白く美しく輝く蝶が舞っていた。 

　ああ・・・本当にはとちゃんは人間では無くなっていたんだ・・・。 

　本当にはとちゃんは、『あちら側』の存在になってしまったんだ・・・。 

　本当にはとちゃんは、『こちら側』の存在では無くなってしまったんだ・・・。 

　「・・・そういうわけだから・・・もう私たちの事はそっとしておいてほしいの。お願いだから・・・。」 

　「はとちゃん・・・！！」 

　「陽子ちゃん・・・凛ちゃん・・・本当にごめんね・・・私の荷物とか財布とかは、２人の好きにしてく

れていいから・・・。」 

　「はとちゃんの・・・馬鹿・・・！！」 

　「だけど、私の事は忘れないでね。私との思い出だけはいつまでも胸の中にしまっておいてね。」 

　「ううう・・・ううううう・・・うううああああああああああ・・・」 

　「それが、私が陽子ちゃんと凛ちゃんの大切な友達だという、確固たる証になるから・・・。」 

　「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ああああああ！！」 

　「それじゃあ、陽子ちゃん、凛ちゃん・・・私たちはそろそろ『帰る』から・・・。じゃあね・・・。じゃあ

ね・・・！！」 



　「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ああああああああああ

あ！！」 

　――――――――たいせつなひとが、いなくなってしまった。 

　「羽藤桂よ。貴様の想いと覚悟、誠に見事であった。しかとこの胸に刻ませてもらったぞ。」 

　「主。私たちはもう二度と、貴方をご神木から出さない。絶対に逃がさない。貴方の力を槐の花へ

と還し、貴方に安らかな死を与える。」 

　「フン・・・カグヤも羽藤柚明も潰しがいのない、実につまらぬ相手であった。だが貴様は私を楽し

ませてくれるのであろうな？羽藤桂よ。」 

　「私１人だけじゃないよ。私には柚明お姉ちゃんがついているから。」 

　そう、私たちは１人じゃない。 

　「私のそばには、いつも柚明お姉ちゃんがいる。」 

　「私のそばには、いつも桂ちゃんがいる。」 

　「柚明お姉ちゃんがいるから、私は何も怖くは無い。」 

　「桂ちゃんがいるから、私は何も怖くは無い。」 

　「私と柚明お姉ちゃんは、２人で１つ。」 

　「私と桂ちゃんは、一心同体。」 

　「私たちはもう二度と離れない。永遠に離れない。」 

　「私と桂ちゃんはいつまでも悠久の時を永遠に生きる。」 

　私たちの月光蝶が主を包み込む。 

　主に安らかな死を与えるために。 

　「面白い・・・。見せてもらおうか。貴様等の絆の強さとやらを！！」 

　「柚明お姉ちゃん！！」 

　「桂ちゃん、共に力を合わせて主を封じましょう！！」 

　私たちは離れない。もう二度と離れない。 

　私たちは『アカイイト』で結ばれた存在。この絆は決して折れる事は無い。 

　もう１つの絆・・・陽子ちゃんや凛ちゃんとの絆が折れちゃったのは残念だけど・・・ 

　だけどそれも覚悟の上。私にはもう、柚明お姉ちゃん以外は何もいらない。 

　極端な話、主の事さえもどうだっていい。この世界が滅びようが知った事じゃない。 

　柚明お姉ちゃんといつまでも一緒にいられれば、柚明お姉ちゃんにいつまでも甘える事が出来

れば、私にはそれで充分。いわば主の封印は『ついで』だ。 

　私の世界の中心は、もう柚明お姉ちゃんだけなのだから・・・。 

３．そして悠久の時を共に生きる

　あれから陽子ちゃんと凛ちゃんは、度々ご神木を訪れるようになった。 

　ここを動けない私の事を気遣ってか、外の世界で何が起こっているのか、私に度々知らせてくれ

るようになった。 

　何度も何度も、私に会いに来てくれた。 

　だけど陽子ちゃんも凛ちゃんも、私に顔を見せに来る度にどんどん歳を取って、大人になって、



おばさんになって、おばあちゃんになって・・・。 

　やがて、２人は来なくなった。 

　それから誰も、私に会いに来なくなった。 

　本当に私の知り合いは、もうみんないなくなってしまったんだ。 

　だけど私も柚明お姉ちゃんも、あれからずっと１６歳のまま・・・。 

　「桂ちゃん。」 

　「何？柚明お姉ちゃん。」 

　現身を作って蛍と戯れていた私に、同じく現身を作った柚明お姉ちゃんが話しかけてきた。 

　「たった今、主は死んだわ。・・・安らかな眠りについた。」 

　「そう・・・。」 

　今の私には、そんな事はもうどうでもよかったんだけど。 

　「桂ちゃんがオハシラサマになってくれたお陰よ。私もまさか、こんなに早く主を還せるなんて思っ

ていなかった。」 

　「うん。」 

　「だって、桂ちゃんがオハシラサマになってから、たったの２３５年よ？桂ちゃん本当に凄いわ。」 

　「えへへ、何だかくすぐったいよ。」 

　「桂ちゃん、それでこれから桂ちゃんはどうしたい？」 

　「え？」 

　「オハシラサマを辞めて、元の生活に戻りたい？」 

　確かに主が死んでしまった以上、私たちがオハシラサマであり続ける意味はもう無いんだけど。 

　だけどその答えは、もうとっくの昔に出ている。 

　「柚明お姉ちゃんはどうしたいの？」 

　「桂ちゃんに従うわ。私は桂ちゃんと一緒にいたいから。」 

　「じゃあ私の答えは簡単だよ。」　 

　私は何の迷いも無く、柚明お姉ちゃんに即答した。 

　「私はこのままオハシラサマとしてご神木に宿り続ける。」 

　「桂ちゃん・・・本当にいいの？」 

　「だって、あれからもう２３５年だよ？私たちが今更人間に戻ったって、まともに暮らしていけない

よ。」 

　「そうね・・・それもそうね。」 

　私たちには、お金も住処も無い。 

　銀行の口座というのは、長期間取引の記録が無いと口座を凍結されてしまうのだ。 

　あれから２００年以上も経っているのだ。確かにお母さんの死亡保険金が沢山残っていたけど、

今更引き出す事なんか出来やしないだろう。 

　それに私たちは死んだ事になっているだろうし、私が住んでいたマンションも今は他の誰かが住

んでいるか、最悪取り壊されているだろう。 



　それに、私の知り合いはみんないなくなってしまった。頼れる人も、私たちを養ってくれる人もい

ない。 

　そんな状況で人間に戻った所で、社会復帰など出来る訳が無いのだ。路頭に迷うのがオチだろ

う。 

　だから私はオハシラサマであり続ける。 

　柚明お姉ちゃんと一緒に、これからも、これからもずっと・・・。 

　「もちろん、柚明お姉ちゃんも一緒だよ？」 

　「当たり前よ。桂ちゃんが嫌だって言っても離してあげないんだから。」 

　「柚明お姉ちゃんこそ、私を離さないでね？ずっと私のそばにいてね？」 

　ぎゅっ。 

　柚明お姉ちゃんは私を抱きしめてくれた。そして私と柚明お姉ちゃんの唇が重なる。 

　とても柔らかくて優しくて、温かい・・・。 

　ああ、これからは柚明お姉ちゃんを永遠に独り占め出来るんだ。永遠に柚明お姉ちゃんに甘え

る事が出来るんだ。こんなに嬉しい事は無い。 

　私にはもう、柚明お姉ちゃん以外は何もいらない。 

　「桂ちゃんのお友達はみんないなくなってしまったけど、だけど桂ちゃんには私がいるから。これ

からも、ずっと。」 

　「柚明お姉ちゃん、いつまでも一緒だよ？」 

　「ご神木にお花を沢山咲かせましょうね。」 

　「うん。」 

　私と柚明お姉ちゃんは、悠久の時を共に生きる。 

　いつまでも、これからも、永遠に・・・。 
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