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■企画動機 
）現状について。 
長編の応募について、ファンタジー作品を求める傾向が強い。 
本作品では筆者がかけるファンタジー作品が和風であることを認識し、ファンタジー作品の

中で和風を全面に出した独自性の高い作品を制作する。 
他の作品との差別化として日常を増やし、昔話の要素を取り入れることにより明瞭差を全面

に出しつつ、オタク好みな萌えや難解さを全面に出した作品ではなく、斬新かつ普遍的な作

品への回帰を目指す。 
 
■時代背景、ジャンル 
和風ファンタジー 
 
■対象 :（誰に)　子供から大人まで。幅広く普遍的にする。 
 
■コンセプト（何をどうするのか、他の作品と何が違うのか。目指す方向性) 
）性と死を主題とし、事実を求めて異界と現実世界を旅して成長していく少年の物語とす

る。 
）公募の規定にあうように作品を構成する。 
）メリハリを付け、明快かつ写実的な話を作り上げる。 



）執筆の開発に新しいソフトウェアを導入し、より明瞭になるように検討できるモデルを作

り上げる。 
 
■スケジュール。計画（容量、工数、日数など） 
 
容量　原稿用紙換算　３００枚以内。 
ストーリー検討、資料のまとめ　１〜２ヶ月 
執筆　２〜３ヶ月 
チェック　１ヶ月。 
 
最大６ヶ月を目安とする。 
本文執筆の間に他の作品の制作を凍結するか、ラインを半減する。 
プロット検討の間は本文執筆能力の向上と鍛錬を目的に継続する。 
 
■コスト（日数、手間） 
 
資料スキャン、整理　スキャンする資料の枚数に比例。 
ソフトウェア：googleドキュメント（企画書、データベース作成）、draw.io（流れ図作
成）本文執筆　テキストエディタ　パッケージ化　libreoffice 各フリーソフトを使用する。 
 
場合により、ストーリー作成エンジンとしてiroha note。 
パッケージとしてword（サブスクリプション）の検討をする。 
また、新規の開発用ツールの発掘を行う。 
 
■ストーリー概要 
 
 
昔々、星宮の山に星が降り、鬼は珍しさから集まってきました。 
鬼は人々と仲が良かったのですが次第に悪巧みを仕掛け、人さらいまでしてきたのです。 
星宮に関わる村人がさらわれて戻ってくると、皆が病気になり死んでしまいます。 
最後に戻ってきた人もツツジの花を持って来て死んでしまいました。 
村人は鬼が取りついていると言い、鬼に関わった人を追い出しました。 
追い出された人は悲しみに暮れ、ツツジの種を植えて育ててきました。 
以降は鬼は現れず、ツツジの花はきれいに咲き乱れていきます。 
戦争も終わった頃にツツジは一面に咲き誇り、追い出した人を偲んでまつりが開かれまし

た。 
 
地元の昔話で、国語の教科書に書いてあった出来事だった。 
授業で読んだ内容で面白みがない。 
星宮の関係者なので尚の事だった。 
中学で適当に話しかけられたのを流し、さっさと家につく。 
 
 
妖怪ブームで人が集まり、観光地として大量に植えたツツジの祭りが開催されている。 
村人達は準備に追われている。 
鬼の遺体を本尊とする神社で、地元のテレビ局は村おこしの一環として鬼の遺体の解析をす

ると言う企画を立てた。 
観光の一環であり、拒否すると思われたが祖母は了承する。 



結果、鬼の遺体は偽物で、誰かの死体に適当な動物の角をつけただけだとわかる。更に星宮

神社の血縁関係者だというのである。 
少年は適当に死体をくっつけただけだとして、真面目に祖母から居合を学んでいた少年は馬

鹿らしく感じ奥宮にてサボって時間をつぶす。 
祖母は気持ちを否定しなかった。 
奥宮には鬼を倒したという刀がある。 
刀は代々に渡り、鬼の記憶が移るとして見てはならないと封印していたのである。 
奥に向かうと呪のある灯篭と古びた鳥居のエリアに出る。 
不気味さを覚え、振り返ると周囲がぼやけている。 
祖母から教えてもらった状況だと思い出し、灯籠にかかっていた呪を払い拝殿に手をかけ

る。 
直後、境界が現れ大柄な鬼が現れる。 
鬼は少年を見るなり、妙な出で立ちをした敵と称して攻撃を仕掛ける。 
凶暴な鬼の姿に恐怖し、おののく少年だが祖母が助けに入り外術を放ち解呪する。 
と、鬼の姿は一瞬で消え娘の姿が現れる。 
娘に格闘を仕掛けると即座に負け、気を失う。 
祖母は少年をたしなめた上で娘を連れて行き、奥にある箱をとってくるように言う。 
少年は祖母の言うがままに拝殿の箱を取りに行く。 
主人公は箱が呪により封じられているものの、解除して取ってくる。 
祖母は部屋で娘の看病をしていた。 
些細な怪我をしているが、祖母は一大事だと言って次に消毒液を取ってこさせる。 
怪我が死に直結しかねないと答え、治療をすると暫く休むように言う。 
祖母は鬼がまた戻ってきたと家族に言い、主人公が持ってきた箱を開ける。 
中には鬼を倒したという刀が入っていた。錆びついていて文字がびっしりと書き込んであ

る。 
何をしても取れない文字に驚く。 
鬼の少女は意識を取り戻して事情を話す。 
自分は女王の孫であり、母の死を知り外の人間に殺されたと知ったが、関わってはならない

理由に異を唱えていた事、常に堺にいて呪が弱まるときを狙っていた。 
祖母に対し外術を使えた理由を問うと、過去に鬼の女王と面識があったと答える。 
鬼は刀に書いてある文字から、王族しか知り得ない魂抜により記憶を刀に封じたのだと話

し、開放した記憶から母が殺されたのは確かだったのを知る。 
主人公は鬼の死体について聞き、少女を案内するも知らないと答える。 
その夜、祖母と親は出自と鬼の討伐伝説を話すも、理解できない。 
鬼の少女は回復し、祖母に話をつけるために刀を持って帰ると決める。 
祖母は刀を持っていくのに反対する。 
死体の正体が誰なのか分からないのを気にした主人公は、鬼と自分との関係、死体の正体を

知りたいと話し、同行を求める。 
祖母は即座に了承し、両親はキャンプに行くと称して準備をさせて札をもたせる。 
そして居合について自分を切るのであり、他人を切るものではないと諭す。 
準備をさせた後、刀を持って鬼とともに向こう側の世界に向かう。 
 
　境界に入った後。 
 
　鬼に捕まると大変だからとして、身分を隠して宿に留める。 
　隣りにいる人の質問を受けるも、拒否し宿に向かって金を払って泊めさせる。 
　宿にいる人は女王に報告しに向かう。 
　女王のいる宮に向かって部屋に向かうも、墓に向かっているとして門前払いを食らう。 



　墓宮に向かう。 
　墓守を通して墓宮にいる女王に連絡が届き、娘の状況を知り足止めを命令して宿に向か

う。 
　墓宮に向かうも、既に女王は去っていると言い、行き先を聞いて驚く。 
　宿で女王と主人公は会う。 
　女王はひと目で夫の生まれ変わりかと思うも幻だと言い聞かせる。 
　女王は主人公に目的を問い、死体の正体を求めているという。 
　女王は知らないと言い放ち、主人公は抵抗するも圧倒的な力で倒す。 
　主人公が持っていた刀の記憶を抜き出して扇子に封じ、宮に運ばせる。 
　娘が宿に戻り、女王が連れて行ったと話す。 
　娘は宮に向かい、主人公を拉致したのを話し事情を説明する。 
　女王は突き放し、母を殺した理由を拉致している対に向かう。 
　主人公は女王に会い、刀の記憶を抜き取ったと話した上で宮への出頭命令を出し、降りる

なら返すと言って、鬼とともにいなければ外に出られない呪をかける。 
　主人公は娘に日記を見せ、挟んである札を使い残っている記憶を抜き取り殺された後の出

来事を知る。 
　娘は墓宮に立ち入ろうとするが立ちふさがる。同行していた主人公と立ち回り排除する。 
　中に入り、膨大な墓に驚く。 
　墓守は鬼の事実を話すと、ツツジと墓宮に封じていた記憶を取り出して事情を知る。 
　事情を知り、対に戻って夜を明かす。 
　鬼たちの会話を聞く。 
　女王は夜に二人が話をしているのを聞きつけ、あえてあわずに奥に向かい封じた記憶を開

放する。 
　記憶を見ていくうちに人ですらも対立すると確信し、隔離したのを正しいと認識するも、

互いに惹きあった頃を思い浮かべ、矛盾を感じる。 
（主人公の構えが記憶の中の憲兵と似ていた。仲が悪ければ同じ構えはしない） 
　人の負の側面を知りながらも、人を愛した女王に突っかかる。 
　女王は何も言わない。 
　娘は主人公に降りるか迫るが、主人公は降りない。 
　当日に宮に入る。 
　女王は戦中の憲兵の話の続きを求める。 
　主人公は理解に苦しむも、戦争で宮が壊れた後、祖母と祖父が立て直したと話す。 
　女王は納得し、鬼になって決闘をする。 
　主人公は一つの金を外すも力及ばずに倒れる。 
　女王はとっさに主人公を介抱し、呪を外して空腹が原因と分かると食事を与える。 
　主人公は否定する。 
　記憶について大まかに話をし、扇子と札を与える。 
　食事を受け入れる。 
　主人公にとどまるように話すも両親が心配なのと、記憶を見るために戻るという。 
　 
　戻ってきたときに両親が出迎える。 
　ゴールデンウィークの終わりになっている。 
　祖母に事情を話し、扇子と札を渡す。 
　札をもって記憶を取り出し、消し去る。 
　もう終わったからと答えると、学校に向かう準備をする。 
　つつじ祭りが開かれる。 
　女王と娘が来て、祖母の元に向かう。 
　互いに主人公に興味があると話し、学校から帰ってきた主人公を迎えに行く。 



 
補足） 
 
 
時系列 
 
 
　記憶の概要（１）墓宮の記憶。 
 
　江戸時代末期。 
　武者修行に出ていた男は鬼に目をつけられ、負ける。 
　素直に負けを認め、地元に居座り金工の技術を学び興味を持っていく。 
　鬼と交流していくうち、鬼に惹かれていく。 
　鬼も男に惹かれていき、寂しくないようにツツジの種を持っていき境界にて結ばれ子を成

す。 
　宮を拡張し、外に出なくてもいいようにする。 
　男は死に、宮は墓宮として保管して移転する。 
 
 
　記憶の概要（２）刀の記憶。 
　鬼の娘は人を拉致する。 
　夫が行方不明になったと騒ぎ、鬼にさらわれたとして既に廃された星宮神社に願をかけ

る。 
　しかし何もなく、家族だけが願をかけるようになる。 
 
　数年後。 
　夫が星宮神社から戻ってくる。 
　戻ってきた時に記憶が戻らず廃人になっていた。 
　村の人間は鬼に憑かれたとして一族を突き放し、星宮神社に追放した。（実際には形式だ

けで、村の人間は道具や家など面倒を見ていた） 
　鬼の娘が境界から現れる。 
　嫌悪した祖父により殺され、死体は放置される。 
　鬼の女王が間もなく降りてきて、敵対するも外術により屈する。 
　死体を回収して悲劇を防ぐために二度と関わらないと約束し、事情を話して忘れたくば使

えと、札を取り出して説明する。 
　夫は間もなく死に、遺体は鬼に憑かれたので葬儀できず、刀とともに封じる。 
　次第に鬼にとりつかれた神社として村に伝わっていく。 
　話を聞きつけた憲兵は鬼を祀っているとして宗教弾圧を決める。 
　資源の木材採取のために神社ではないとみなして取り壊す為に押し寄せる。 
　地元の憲兵は鬼の力を授かるとして反対するも、上官は任務だからやむを得ないと判断し

て宮を壊し、検閲として本を回収し白紙の本以外を回収させる。 
　奥宮に向かう。 
　地元の人間が集まり、抵抗を見せるのを見て恫喝するも引かない。 
　やむなく引き下がり、資材を納めろと命令する。 
　憲兵の一人は立場からやむを得ないとして戻って復興させると約束する。 
　住んでいた巫女は反発して追い返す。 
 
　祖母の話。 



　戦争が終わり、憲兵が戻ってくる。 
　当初は敵対するも、約束を守ると決めたからと戻り、贖罪として復興を手伝う。 
 
 
■世界観、場所： 
 
 
星宮神社。 
 

 
 
境界、墓宮 
 

地理 星宮鉱山の近くにある神社。起伏が激しい。岐阜県にある閉山した鉱山

の近くにある。観光名所でもある。 

文化、宗教等

習わし 
星が落ちてきた夜に邪鬼が現れ、討伐したという伝説から成り立った神

社で、知恵を与えたオニを崇拝していたとされる。氏子は魚を食べては

いけないとされている。 

過去 オニの住む境界と密接な関係がある。オニは金工の知恵を与えたとされ

るが次第に技術が発展していくうちにつれて疎遠となっていく。同時に

オニによる人さらいが横行した。幕末時代にツツジが何者かにより植え

られた。鉱山は枯渇により閉山したが、戦中に資源確保を目的とした国

が接収し開山させた。その直前に呪によりオニが現れる境界は封じられ

た。にオニを崇拝しているとして憲兵による拝殿の打ち壊しが発生す

る。戦後に復興する。 

現在 つつじ祭りにより一帯の名物として有名になる。村おこしの一環として

大々的になり、オニの伝承から守り続けてきたとされるオニの死体を調

査する。偽物どころか親族の可能性が高いと調査結果が出る。 
オニの死体と錆びない刀が話題となっているが、共に奥宮にあり調査を

除いて謁見すら禁じられている。 

未来 つつじ祭りが開催される。 

施設 拝殿。階段。ツツジの庭園。社務所（家）。裏庭。呪の間（裏庭の一
部）、奥宮。 

構造 長い階段の先に拝殿がある。社務所は入口の脇。奥宮と裏庭の呪の間は
関係者以外立入禁止になっている。 

関連する人物 主人公、祖母、女王、娘。 

ロケーション 拝殿内、社務所内、裏庭、呪の間、奥宮。 

モチーフ 星宮神社（岐阜県）、根津神社（東京都） 

地理 境界の中にある宮の外にある墓。特殊な移動装置により移動できる。 



 
 
境界、都。 
 
 

文化、宗教等

習わし 
オニの墓場。墓石は柱状になっていて、刻んだ記憶が埋まっている。墓

守が代々守っている。 
膨大な記憶を封じ、技術を継承するための図書館を兼ねている。 
禁じられた力をも封じている可能性があるため、墓守が厳格に管理して

いる。 
記憶の引き出しだけではなく、立ち入りですら許可が必要になる。 
宮として管理していて、きれいな庭園や宮殿が存在する。 

過去 元は膨大な王宮だったが、とある時期から女王が命令で遷都して墓場と

した。 
一帯を星宮と呼ぶが、かつて女王と関わった男に関連していると言われ

ている。 
かつて女王に仕えていた侍女は、軒並み墓守として守っている。 

現在 オニが軒並み葬られている。殆どが単為生殖による弱体で、稚児になる
前に亡くなり葬っているので記憶も薄い。 
また少子化の傾向が強く、人も少なくなり寂れ始めている。 

未来 代わりはない。 

施設 宮殿。墓場。庭園。入り口。管理施設。 

構造 入口の門を入ると膨大な管理施設がある。 
ここを経由して宮殿と墓場に分かれている。 
記憶を取り出すには墓守の許可が必要であり、墓守が管理している書煮
汁した鍵を使わないと再生できない。 

関連する人物 主人公、娘、墓守。 

ロケーション 門。施設、庭園、宮殿、庭園、墓場。 

モチーフ 平城京。 

地理 女王や一族の住む居城を中心として展開する街。 
都城の設計を持ち、オニが住む。 

文化、宗教等

習わし 
金工に優れ、スチームパンクに近い発展を遂げている。 
女王を頂点とする王政を取っている。 

過去 隕石により分かれた世界が繋がり、境界となる。 
子孫を残すために男を連れ込み、子を設ける宮が奥に存在していたが、

今は使われておらず宿となっている。 
女王の命令により、とある出来事から遷都して資源が豊富な場所に建て

た。また奥に呪の間があったが、人の手により封じてある。 

現在 鬼が住む場所で、住居に必要な施設が緻密な計画により整っている。 



 
 
 
■用語： 
 
 
　大人（オニ） 
　境界に住む者。民俗学では境界人（サージナル・マン）と呼ぶ。 
　「鬼」は幽鬼を示す言葉であり、正確には大いなる人と書く。これは人間と異なる存在で

実存するため。 
　境界では時間の経過は遅く、和を発展した独自の文明を持つ。 
　星宮近辺に落ちた隕石の衝撃により世界がつながった。 
　かつては「タマ」と呼ばれた族が土着して「モノ」になり、時代とともに「オニ」と変化

した。 
　金工の技術に長けている。 
　寿命は人の３倍以上と言われ、一定の年齢から老化は非常に緩やかになる。代わりに体は

弱く代謝能力も低い。この為に外術を発展して身を守り、服はバリアとして機能している。 
　女しかいない。 
　鬼は夫を拉致して子を作り、一定の期間をおいて開放する。 
　単為生殖が出来るが、人の血が混じっていない鬼は体が弱く８割以上が稚児になる前に死

ぬ。親も出産の時に死に至る可能性が高い。 
　鬼の子供は人と同じ成長速度を持つが、２次成長の時には人の血は消えて純血の鬼にな

る。 
　外術は相手の感覚を欺瞞する、姿を変える、記憶を抜き取り無機質な物体に貼り付ける

（または取り出す）の３つ。記憶を抜き取るのは王族のみが伝授する技である。使い捨てな

ら札に封じて開放することで使用できる。 
　温厚な気質で、争いを嫌う。 
　金工の技術に優れている。元々はタマと称する者だが、土着のためにモノとなる。天に向

かった者はカミと呼ぶ。 

よって、特に用件がない限り外に出ることはない。 
都から外れた場所はあるが人が住んでいないので寂れていて、かつての

都だった場所は墓守が管理している。 

未来 特に変化はない。 

施設 王宮、都内通路。宿。 

構造 門があり、囲っている。各々の都市計画により各種エリアが配分してあ
る。中央には数十キロにも渡る王宮が存在する。関係者は全て王宮内で
生活している。 
奥に行き来をするための呪の間が存在するが、女王との取り決めで封じ
られていた。 

関連する人物 主人公、女王、娘。 

ロケーション 王宮内広間、王宮内宴の間、宿、一般街道。 

モチーフ 平安京。 



　かつては祭りと称して交わっていたが、次第に人が避けるようになった。明治時代には廃

仏毀釈の流れもあり完全に廃れた。それでも子孫を残すために人さらいを行っていた。しか

し昭和のとある事件で完全に絶たれ鬼は都市伝説となる。 
　鬼の食べ物を取れば、二度と戻れないと言われている。 
 
・境界。 
サージナルとも呼ぶ。 
平行世界でオニが住む世界。 
我々の世界と異なる概念があり、時間の経過が遅い。 
境界の文化は国風文化の延長線上にある室町頃の風俗を元に、スチームパンクの要素が入っ

ている。これは鬼の伴侶だった男の技術を伝達していたのを元に発展してきたため。 
つまみ食いする輩もいたそうだが、今は監察官がいるのでまずない。 
女王の配下に王族と呼ぶ配下がいて、合議制と適性による配分が行われている。血縁関係を

持つ人間、特に人の血が入った鬼は別格とみなし、特別枠で扱われている。彼女は人の血が

入った鬼で唯一の王族なので更に別格となっている。 
 
・外術 
オニが自らの身を守るために持つ超常の術。念を封じることで使い捨てながら、誰でも行使

できる。 
抜き取りだけは王族と墓守のみが使える高度な術である。墓守が使うのは第一層のみで、王

族は奥義まで代々伝授される。 
 
・变化。 
　屈強な「鬼」の姿に変化する。 
　牛の角と両手足につけた金属により体に空気中や地中に散らばる金を集めて固める。 
　但し張り子なので弱いのは変わらず。 
　牛の角を媒介として念を開放しているので、ここを破壊するか集めている手足の金属を破

壊すれば術は消える。 
 
・催眠 
　牛の角から発し、催眠状態にして対象の感覚を欺瞞させる。 
　变化する際につける牛の角で欺瞞するので、变化と組み合わせて使う。 
　これにより力がなくても相手に痛みを与え、視覚や聴覚により屈強な破壊力を見せつけ

る。 
 
・抜き取り。 
　相手から記憶を抜き取り、無機質な物体に刻む。 
　抜き取られた記憶は元に戻せない。 
　刻んだ記憶は術を使って開放すると同時に映像のように再生できるが、開放した時点で消

滅する。 
　本来は男に鬼と関係を持って子を産ませた記憶を消したり、死んだ鬼から記憶を取り出し

て墓に刻み、技術を伝達するためのもの。（墓は記憶を保管する図書館を兼ねる） 
　記憶の抜き取りと刻みは誰でも習得できるが、膨大な力を消費するので無闇に扱えない。

また正確に記憶を取り出すには慎重な技術が必要になる。 
　よって確実にこなせるのは修練した墓守か、膨大な力を持つ王族かになる。 
　記憶の上書きは出来ず、取り除いた記憶は空白になり、近い記憶と接続して埋め合わせ

る。記憶を続ける生を持つ存在には埋め込みは出来ない。 



　取り出した記憶は文字になるが、文字の上書きも出来ず物体が消滅しない限り消えない。

取り出した場合は再生し、消滅する。読み取る場合にも力が必要。 
　読み取るだけなら消えないが、文字を介して当事者の魂のみに記憶が再生し、対象以外に

見えない。 
　全体に伝えるには記憶を開放する以外にない。 
 
・呪。 
　境界との行き来を封じた技術。 
　オニとの取り決めにより封じていて、磁力のように互いに封じる媒体がバランスを保って

いることで成立する。 
　よって、互いのバランスが傾いていると弱まる。 
　既に封じられていて、境界では近づくことも禁止しているので無意味だったが、娘は母の

死を知り復習のために勉学を理由に近づき、常に監視していた。 
　主人公がバランスを司る灯篭を崩してしまったので弱体化した。 
 
 
・刀。 
　奥宮に安置してある錆びない刀。 
　曾祖母の記憶を札で封じている。 
　触れることは禁止していて、解読不可能な文字で封じている。 
　主人公が境界に持ち込むも、記憶を女王に奪われる。 
 
■登場人物 
 
主人公。 
 

容姿 短髪、黒髪、学ラン。途中で青い袴に着替える。教会に向かう
時に刀を持ち込む。 

特技、能力 星宮家に伝わる居合を学んでいる。 

年齢 １２歳。 

性別 男 

性格（思考） 祖母から学んでいる居合や、説教に参っている。友人ともっと
遊びたいと感じているが、周囲を含め多忙なので出来ず、不満
に感じている。オニの死体の正体を聞いた時に祖母への不満が
爆発する。 

性格（行動） 衝動的で、あまり深く考えずに動く。一方で自分の行動に責任
は取るタイプで、他人に物事を押し付けない。両親に負けず劣
らずの冒険者気質で、とにかく自分で確認しないと気がすまな
い。 

性格（感情） 年相応で直情で自分勝手な部分が多い。他人に対する配慮は忘
れず、根は非常になれずについ他者を優先するそんな行動をし
がちである。 

職業、所属 中学生、星宮家の子。 



 
 
祖母。 
 

自称 俺。 

二人称 名前で呼ばれる。 

人物関係 祖母、両親（共に血縁関係者）、 

目的（メイン） オニの死体の事実を突き止める。 

目的（サブ） オニと人との確執を止める。 

過去、行動動機 星宮家の子供で、昔の話として戦中に拝殿が壊され、戦後に復
興したと両親から聞いている。オニを打ち破った居合と称して
武術を祖母から学んでいるが、あまりにもうるさい祖母に嫌気
が差している。オニの死体や錆びない刀についても伝聞のみで
ありえないと考えているが、死体の正体は分かっていない。 

現在、行動内容 オニの死体が偽物であり、血縁関係者の可能性が高いことを知
り、ウソを付いているとして居合をサボっている所で呪を解い
てしまい、オニに会う。 
オニの存在が事実であると知りながらも、偽物の死体を隠して
いた矛盾が気になり、事実を求めてオニの住む境界に向かう。 

未来、行動結果 オニが関わっていた理由を知り、事実を封じた扇子と札を持ち
帰って再生する。 
隠し通した理由を知り、オニとの再会を望みつつ学校生活に
戻っていく。 

物語上の役割 主人公。 

モチーフ 桃太郎。 

総評 周囲の大人に囲まれて育ってきたので、早熟な子供になった。
武道の素質を持ち、バイタリティがあるが良くも悪くも素直で
純粋な面があり、他人を信用しやすい。 
オニの事情を知り、歩み寄れるのだと女王らを突き動かすきっ
かけを与える。 

備考 戦後に祖母と祖父が復興させたと聞いているが、その前は知ら
ない。 

容姿 薄い朱色の袴を着ている。 

特技、能力 星宮家に伝わる武術を極めている。 

年齢 ７０代半ば。 

性別 女。 

性格（思考） 祖父から教わったと言われる武術に長けている。 
オニをも倒すとうそぶき、息子や孫を鍛えている。 
実際には自分の代で神社や村が消滅すると悟っていて、出来る



限り村の痕跡や文化、武術の継承をさせる狙いがある。 
男勝りの固い性格に見えるが、オニの正体を探るテレビの企画
に快諾するなど、意外に柔軟で主人公が境界に向かう時には準
備をさせた。 

性格（行動） 男勝りで徹底して鍛える。 
いがみながら鍛える姿勢は主人公が音を上げている。 
実際には叩いて伸びるタイプと、褒めて伸びるタイプとを見分
けて育てられるタイプ。 

性格（感情） 常に怒っている印象があるが、実際には面倒見がよくオニが来
た時に冷静に対処している。 

職業、所属 星宮神社の宮司。 

自称 私。 

二人称 婆ちゃん、お祖母様。 

人物関係 主人公（孫）、オニの女王（面識がある）、曽祖父（オニの死
体の正体） 

目的（メイン） 孫に武道を継承させ、村の消滅後にも存在を継承させる。 

目的（サブ） 家の存続。 

過去、行動動機 出生後に父が行方不明となり、戻ってきたときには廃人になっ
ていた。 
オニにとりつかれたと言われ、村の意向により外れにある神社
に住まわされる。 
幼い頃にオニの母を家族が殺した一連の事件で、オニの女王に
会っている。その時のやり取りがオニに対する知識の源になっ
ている。 
戦中において、オニを崇拝しているとして弾圧を受ける。 
憲兵に拝殿を壊されるも、戦後の復興を約束される。 
当初は信じなかったが、戻ってきた憲兵が復興に携わったので
信じるようになった。 
母が亡くなる直前、夫を失い打ちこわしで失意し認知症になっ
ていく中で、自分を失う前にと母の言葉を信じ、オニと交わし
た札を使い、刀に記憶を封じた。 
母の死後、オニの死体と称した父の死体とともに刀を封じた。 

現在、行動内容 オニの死体の正体を掴むテレビの企画に快諾する。 
事実を記憶を再生する以外に知ってもらう理由だった。 
居合を徹底して孫の主人公に教え込んでいる。 
当時の夫の教えである「他人を切るのではなく自分を切る」が
奥義だと叩き込んでいる。 
オニが来た時に的確に対処し、看病した。 
主人公が旅に出る時に同意し、準備をした。 

未来、行動結果 主人公が持ち込んだ記憶の断片を再生し、事情を話す。 
オニの親子が訪れた時に話をし、真の意味での和解を果たす。 

物語上の役割 主人公の師匠、理解者。 



 
 
オニの娘（鈴女、スズメ）。 

モチーフ  

総評 膨大な知識と厳しさを兼ねた人物。 
オニの知識を持ち、刀の記憶をを知る数少ない人物で主人公に
度を促す一人でもある。 

備考 技は憲兵の夫から教わったものである。 

容姿 十二単を崩したような服装をしている。髪の色は淡く、透き
通っている。背中を覆う程の長い髪をしている。 

特技、能力 外術を使う。体は弱い。人と交わって生まれた最も若い世代の
オニ。 

年齢 人間で言えば１６〜１８歳くらい。 

性別 女。 

性格（思考） 単略的な思考を持ち、母の敵として境界から出るのを望みなが
ら、出た後について考えていなかった。 
勢いで行動しがちで、他人に影響されやすいが意外にブレはな
い。 

性格（行動） 活発だが、行動のベクトルがどこかずれている。古風な言い回
しが多い。 

性格（感情） 穏やかだが、静かなだけで母の敵に敵意を持つ。 

職業、所属 統治者の娘。 

自称 私。 

二人称 名前で呼ばれる。おひい様。 

人物関係 曽祖父（父）、女王（母）、曾祖母（母を殺されている）、墓
守（友人） 

目的（メイン） 母に死をもたらし、境界を封じた要因となった人間を討ち取
る。 

目的（サブ） 母の死の真相と、封じた本意を知った上で未来を選ぶ。 

過去、行動動機 母の出生後、境界から出て死んだ母に変わり女王に育てられ
た。 
女王の娘だと認識していたが、侍女であり墓守の言動により母
が人の手により死んだと知る。 
女王の言葉により事実であると確信し、母に死をもたらした人
の残酷さを伝聞で知り、境界を監視して機会を伺っていた。 
境界の呪が薄まったのをはからい、即座に領域に入り星宮神社
に向かう。 

現在、行動内容 主人公の間に立ちはだかるも、祖母により阻止され倒される。 



 
オニの女王（女苗、メノウ） 
 

看病を受けた時に母を殺したのは確かだが、既にその人物はい
ないと聞いてオニの死体に向かい刀の記憶を読む。 
事実を知り、母に真相を聞き出すために境界に戻る。 
その時に主人公が同行を迫り、共に行動をする。 

未来、行動結果 境界を封じた本当の理由、人を避ける理由が滅びだと悟り、主
人公と同意し女王に訴える。 
閉塞する未来のために手を取りあうと約束し、主人公と別れ
る。 

物語上の役割 もうひとりの主人公。 

モチーフ  

総評 境界側にいる主人公。 
復讐のために向かうが、事実を知り根本の問題に向き合う。 

備考 技は憲兵の夫から教わったものである。 

容姿 きらびやかな格好をしている。 
年齢と思えない程の美しさを誇り、濃い紫色の髪を腰まで伸ば
している。服の至る所に金の飾りが施してある。 

特技、能力 体の弱さを外術で補っている。圧倒的な外術を持ち、敵うもの
はまずいない。 

年齢 見た目は２０代後半。人間の年齢で言えば５０代〜６０代。 

性別 女。 

性格（思考） 人と交わることで起きる悲劇や破滅を憂い、人を信じなくなっ
ていくが心の奥底では信じていて、きっかけを求めている。し
かし女王の立場から自ら求めることは出来ず、信じ続けた思想
は思い出の中にとどめている。 

性格（行動） 理想を求めているが、自ら動かずきっかけがつかめないまま過
去にとらわれている。言動は娘と同じく古風で回りくどい言い
回しが多い。 

性格（感情） 感情としては穏やかで合理的だが、自分の思想に素直になれな
いが故に妥協が多く、起伏が少ない。 

職業、所属 境界の都、星宮の女王。 

自称 朕、我。 

二人称 女王、お母様。陛下。 

人物関係 オニの娘（孫）、祖母（戦中に面識がある）、曾祖母（戦中に
面識がある）、墓守、侍女（部下）。 

目的（メイン） 人との接触は悲劇と破滅しかないとして封じ、世界に不要な存



 
墓守。 
 

在であると自覚して緩やかに絶滅していく事。 

目的（サブ） 自らの辛い思い出に栓をし、忘れ去られたまま消えていく事。 

過去、行動動機 強大な力を持っていて、刀鍛冶で滞在していた男をさらう為に
襲う。男の抵抗ゆえに引き下がるも再び会った時、次第に気が
合うようになり、彼女の側から境界に住む手引をして婿入りさ
せる。 
子供を設けるも、娘は母のように男を手に入れたいと向こう側
の世界に向かい、さらって子供を設ける。 
子供を設けた後、同意ではなかったために怒りを露わにして返
すも、記憶を抜き取らなかったために混乱を起こし、娘が殺さ
れる理由を作ってしまう。更に夫との死別が孤独を作ってしま
う。娘の遺体を回収し、わびとして辛い記憶を忘れる時にと札
を渡して去り、以降は境界との行き来を禁じて前の都を墓とし
て都を移す。娘の子供を自分の子供として育てる。 

現在、行動内容 娘が男を連れてきたと聞き、会いに向かう。 
昔話を聞き、伝承と違うと言って突き放し打ち負かす。 
伝承を聞き、和解の道はあるのかと迷い、主人公に決着を託し
決闘を促す。 

未来、行動結果 決闘に勝つも、腹を好かせた主人公に屈して食事を振る舞う。 
事実を知り、人との未来の可能性を悟る。最後に境界を超えて
祖母にあって話をし、返ってくる主人公を向かえに行く。 

物語上の役割 敵対者。 

モチーフ  

総評 オニとしては異例の存在。 
夫の死や人への不信から緩やかな滅びを求めているが、割り切
れない部分がある。 

備考  

容姿 簡素な着物で、バサラの印象がある。 
やや乱れた髪をしている。 

特技、能力 記憶を取り出し、刻みつける。 

年齢 見た目は２０代後半。人間の年齢で言えば４０代。 

性別 女。 

性格（思考） ざっくばらんで、他人への差別はない。 
地位は重視している。 

性格（行動） 墓守として異質な存在を排除する徹底した姿勢を持つ。侍女と
して従事している為に当然といえる。 

性格（感情） わかりやすい性格だが、規則には厳しく敵対者は徹底して排除



 
夫（オニの夫）。 
 

する。 

職業、所属 墓宮の管理者。 

自称 私。 

二人称 墓守。 

人物関係 オニの娘（友人）、オニの女王（上司）、主人公（敵対者）。 

目的（メイン） 墓宮とその記憶をむやみに引き出さないように守ること。 

目的（サブ） かつての都の記憶を封じる事。 

過去、行動動機 かつての女王の侍女であり、夫の存在を知っていた。しかし夫
の死後遷都した為に夫の存在が明らかになる事を懸念した為、
墓宮として開発し、墓守として記憶をむやみに掘り起こさない
よう司書として監視、管理をするように女王から命名され第第
に渡り守っていく。 

現在、行動内容 娘から記憶を開放するよう迫るが、拒否し主人公を敵対者とせ
めて戦う。 
これにより足止めとなる。 
娘が尋ねてきたときには命令として開放している。 

未来、行動結果 女王と主人公の決闘に立ち会い、主人公を助けている。 
最後に墓宮に案内し、記憶を再生する。 

物語上の役割 敵対者、情報提供者。 

モチーフ 大工と鬼六（鬼六）。 

総評 任務に忠実な存在。適ししているのは任務からであり、心から
敵対しているわけではない。 

備考 いわゆるモブであり、複数かつ第第にわたって存在する。集団
組織として差し支えない。 

容姿 袴と帯刀、月代をした侍の男。 

特技、能力 器用でからくりを作るのに長けている。 

年齢 ２０代前半。 

性別 男。 

性格（思考） 旅の中で自らを鍛える事が重要と捉える一方、動乱の中で人が
動いた所で何も変わらないと諦観している。 

性格（行動） 律儀であり、規則は必ず守る。 

性格（感情） 穏やかで感情を表に出す機会は少ない。 



 
オニの母親。 
 

職業、所属 藩に属していた侍。 

自称 自分。 

二人称 名前で呼ばれる。お前。 

人物関係 オニの女王（妻）、オニの母親（娘）、オニの娘（孫） 

目的（メイン） 命令で様々な技術や剣術を吸収し、幕末の戦力として取り込む
こと。 

目的（サブ） 自身が興味を保つ技術を手に入れること。 

過去、行動動機 藩の命令により武者修行に出される。 
金工技術のあった星宮に滞在し、技術を学んでいた。 

現在、行動内容 オニの女王が気に入ってさらおうとする。 
抵抗するも外術に敗れる。それでも抵抗したのでオニの女王は
一旦引く。 
しかし再会した時から次第に気が合い、互いに惹かれていく。 
彼女の側からの誘いにより境界に向かい、夫として結ばれ子供
を設ける。 
子供を設けるために一時の性関係しか持たないオニにとって前
代未聞であった。 

未来、行動結果 女王は寂しくないように宮を拡張して外にもれないよう侍女に
厳戒令を出して隠して守った。 
ツツジの花を境界に持ち込んで植えた。 
娘の死を知り失意にとらわれるも報復を望まずに天寿を全うし
た。死後遺体は表に出さないために墓宮に葬られる。 

物語上の役割 女王の人への因縁の始まり。 

モチーフ 浦島太郎。 

総評 人とオニとをつなぐ関係の存在であり、彼女に人はわかり会え
る希望をわずかに与えてしまった。現在でも続いている家系の
理由でもある。 

備考 技術に長けていたので、からくりの技術を境界にもたらした。
また、剣術を女王に教えたので女王自身も剣術を使いこなせ
る。 

容姿 十二単を崩した動きやすい格好。 

特技、能力 外術を使いこなすが未熟。 

年齢 人で言えば１０代後半から２０歳位。 

性別 女。 

性格（思考） オニの女王が夫を設けた事にあこがれを抱き、自分も夫を手に



入れたいと考えるようになる。 
ある程度自由に育てた為か奔放になり、友人とも交流していた
ので人さらいに抵抗はなかった。 

性格（行動） 自由奔放で、ある意味勝手。自己中心的で独善的な部分がある 

性格（感情） 女王らしからぬ言動で気さく。根は他人思いだが完全に制御で
きていない。 

職業、所属 女王の娘。 

自称 私。 

二人称 名前で呼ばれる。 

人物関係 オニの女王（母）、夫（父）、オニの娘（娘）、曽祖父
（夫）、祖母（夫の娘） 

目的（メイン） 母と同じく夫を手に入れ、家族として温厚に暮らしていくこ
と。 

目的（サブ） 父と同じ夫を手に入れること。 

過去、行動動機 夫婦が他のオニにない事を知り、自分にしかないものとして夫
を手に入れようと画策し、友人とともに人さらいに参加する。 

現在、行動内容 村の男に父の影を見出し、おそうと境界に連れ込んだ。抵抗し
たので記憶の一部を抜き取り、関係を持って子を生む。 
暫くは宮にて子育てをしていたが次第に夫が懐かしさを口にす
る。 
記憶を抜くのは残酷だと気づいた為に記憶を抜かずに戻す。 
その後、娘が成長するに従い夫の存在が懐かしくなり、境界か
ら出ていく。 
その後、曾祖母により殺害される。 

未来、行動結果 息子を奪われ、廃人にされた恨みを買い曾祖母により殺され
た。 
外術は通じなかった。 
オニの女王が向かい事態の鎮圧をする。 
その際に遺体を回収し、墓宮に封じられる。 
辛ければ抜き取るようにと外術を封じた札を渡して去る。 
以降はオニは人にとって不要な存在だと悟り、友人達は罰せら
れ境界の外に向かうのを禁止する。 

物語上の役割 人にとってオニが不要かつ不可解な存在であると認知させる。 
オニの娘が母ではなく祖母によって育てられた理由である。 

モチーフ  

総評 人とオニが互いに不審になる切っ掛けを与えた。 
友人らは罰せられ、死をもって終わった。 
浅はかな行動は因果でしかないが、オニからすれば今まで行っ
ていたものでしかない。 
子孫を残す上で、一つの行き詰まりに入っていたのは確かであ
る。 



 
兄。 
 

備考 友人達は軽く罰せられただけである。子を残したのは確かであ
るが、慣例に従って記憶を抜き取って返したので問題なかっ
た。 

容姿 戦中の普段着を着ている。 

特技、能力 聡明で真面目。 

年齢 １０代後半位。 

性別 男。 

性格（思考） 真面目で、今できることを終わらせることを主としていた。明
日より今を実践していた。 

性格（行動） 戦争に入り、困窮する中で自作農をしていた。 
実直で村人にも慕われていた。 

性格（感情） 素直で感情を表に出しやすいが、年相応だからにすぎない。 

職業、所属 星宮神社の関係者。 

自称 俺。 

二人称 兄（祖母）、名前で呼ばれる。 

人物関係 祖母（兄）、オニの夫（娘の夫）、オニの娘（父）、オニの娘
（夫） 

目的（メイン） 戦争の苦しみの中で家族を支えていく事。 

目的（サブ） 安寧の未来を手に入れること。 

過去、行動動機 星宮神社を含めた一帯は鉱山で盛り上がっていたものの、作物
の生産は今一つで物価も高かったために入手が難しかった。そ
のため境内で自作農をして確保していた。 

現在、行動内容 オニの娘によりさらわれ、半端に記憶を抜かれた状態で交わり
子供を設ける。記憶がないので父親として振る舞ったが次第に
記憶が繋がり、ツツジの花を見たときに記憶を思い浮かべて帰
郷を懇願する。 
これにより返されるが、愛するあまりに戻ってきてほしいとい
う願いからオニの娘は記憶を抜かなかった。 
戦争のさなかに戻ってきたのに加え、記憶の混濁により認知症
を発して廃人になり、食事もできなくなって衰弱して死んだ。 

未来、行動結果 行方不明のショックと困窮で曽祖父は亡くなっていて、曾祖母
も発狂した。 
直後に発生した戦争の打ちこわしも加わり、曾祖母は辛さから
忘れたいと記憶の抜き取りを懇願し祖母（娘）に記憶を抜き取
り刀に封じ、恨みを残すためにオニとして葬った。 



 
曾祖母。 
 

物語上の役割 オニの被害者で、現状を表している。 

モチーフ 浦島太郎。仮面ライダー（改造人間）。 

総評 オニの被害者。オニと人との関係が険悪になった理由である。 

備考 戦争が始まる前に誘拐され、戦中に戻った。 
境界と現世ではタイムラグがあるので、経過した年月は異な
る。死んだ時点でオニの娘は物心は付いていない。 

容姿 作務衣を着ている。腰が曲がっている。 

特技、能力 快活で高圧的。 

年齢 ６０〜７０代。 

性別 女。 

性格（思考） 気丈な性格。誰に対しても平等に接する。軍人にも屈しない破
天荒差を持つ。 

性格（行動） 年をとっても自作農の手伝いをする他、神社の祭事をしてい
た。 

性格（感情） 直情的であるが、仲間思いである。 

職業、所属 星宮神社の巫女。 

自称 わし。 

二人称 ばばあ。名前で呼ばれる。 

人物関係 祖母（母）、オニの女王（敵対者）。 

目的（メイン） 戦争の苦しみの中で家族を支えていく事。 

目的（サブ） 安寧の未来を託すこと。 

過去、行動動機 星宮神社の宮司の元に嫁入りし、年を経るごとに弱くなってい
く病弱の夫を支えていた。 

現在、行動内容 オニの娘により息子をさらわれ、行方不明となる。 
失念の中で夫が死ぬ。 
息子は戻るが廃人となっており、伝承にある鬼さらいと鬼の呪
いであると認識していた。 
オニの母親が戻ってきたときに、強固な意志により外術を突き
返し殺害している。 
流石にオニの女王の外術に勝てず、屈したときに和解案を受け
入れた。 
 

未来、行動結果 直後に憲兵の打ち壊しがあり精神が衰弱していく。 



 
憲兵。 
 

最後に困窮し、次第に認知症の症状を発する。 
それでもオニに敵意を剥き出しにしていた為、辛い記憶を忘れ
させるために娘が札を使って記憶を刀に封じた。 
死後、村の人々は避けていたためにオニの死体として祭り上
げ、神社を壊しに来る人間に呪いとして警告していた。 

物語上の役割 オニの被害者。オニを敵対視した側の代弁者。 

モチーフ  

総評 オニと人との関係が断絶された象徴である。 

備考  

容姿 軍服を着ている。 

特技、能力 文武共に優れる。 

年齢 ２２歳。 

性別 男。 

性格（思考） 気丈で文化に精通している。地元の出身者。私情を挟まないが
引かない部分は上官を相手にしても引かない。 

性格（行動） 実直な軍人として規律を重視する。 

性格（感情） 他人思いで、人が人を罰するのを苦々しく思っているが、仕方
ないと割り切っている。 

職業、所属 日本軍憲兵。 

自称 俺。 

二人称 憲兵。名前で呼ばれる。 

人物関係 祖母（夫）、主人公（祖父）。 

目的（メイン） 戦争の中で規律を持ち、人を正しい方向に持っていくこと。 

目的（サブ） 人に安定をもたらし、恐怖を払う。 

過去、行動動機 地元出身で、植木屋の息子。 
上京した時に恩師のすすめで軍に志願し士官候補生になる。 
優秀な成績を収め、規律を重んじる姿勢から憲兵として配備さ
れる。 
オニを崇拝しているとして星宮神社の打ち壊しに参加する。 

現在、行動内容 軍人として参加し実行するも、流石に住居である社務所と畑は
壊せないと上官に反発する。 
上官は激怒したが、それでも引かない姿勢を見せたため体裁を
整えるために拝殿と一帯を壊して引き下がる。 



 

奥宮に向かうも、妙な念を感じ取ったために近づけずに撤退す
る。 
撤退する際、戦争が終わりオニを八百万の神として受け入れる
ようになった時、必ず復興すると祖母に約束して引き下がる。 
（曾祖母は知らないので刀の記憶にはない） 

未来、行動結果 戦争が終わった時に戻ってくる。 
祖母は信じなかったが、それでも構わないと共に復興を手伝
う。 
枯れかけたツツジの花を再生させるなど活躍し、閉山した後も
残った。 
村人が去っていく中で勇気づけるなど、次第に受け入れられる
ようになる。 
祖母も態度を軟化して結婚する。 
共に星宮神社として再興させ、主人公が生まれる前に天寿を全
うした。 

物語上の役割 立場の違うものでも時間を書けて歩み寄れば分かりあえる、そ
の体現者。 

モチーフ  

総評 立場上そうせざるを得なかった人間と、その贖罪を示してい
る。立場が異なるも歩み寄り、共に道を歩んで天寿を全うした
人生は、オニの女王の夫と似ている。 
二人の関係は主人公を通してオニの女王に渡り、忘れ去られる
ことによる緩やかな絶滅から、生を紡ぐ道へ変わるきっかけの
一つになった。 

備考 剣術に長けていて、祖母や息子に教えていた。 
この技は居合として組み込み、主人公に伝達している。 
腕っぷしがさほどではないが、かなり強かったと言われてい
る。 


