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　瞬息は六徳の家の庭に来た。

　日は昇り切っていた。庭の土から、湿り気交じりの熱気が上がっていた。農民達は式台から間の様子を見てい

た。

「どういう状況なのか、教えてもらえないか」

　農民達は、一斉に瞬息の方を向いた。

「おお、神主様」

「ようやくお戻りになられたか」

「名主様がお待ちです」

　農民達は引き下がった。

　瞬息は式台の前に向かった。戸は開いていた。瞬息は中の様子を見た。式台から、間の様子が見えた。

　間では農民達と普請役、六徳と須臾が正座をして話し合っていた。須臾は話を聞いているだけだった。

「森本神社、神主の瞬息だ」

　六徳は、瞬息の声を聞き、話をしている普請役に掌を見せた。

　普請役は話を止め、瞬息の方を向いた。

「使いが来たので知っている。上がってくれ」

　瞬息はかがみ、草鞋の紐を解いた。紐は解けた。瞬息は式台を上がり、間に入った。間は外に比べて涼しかっ

た。

「勝手に出て行き、代わりに優柔不断な禰宜を置いて行くとは。おかげで集まりが長引く始末だ」六徳は須臾の

方を向いた。

　須臾は六徳から目をそらした。

「実際に見に行かない事には、何も出来ないと判断しております」

「過ぎた事を責める気はない。集まりが遅くなった程度だからな。留まるよう言わなかった俺にも非がある」

「分かりました」瞬息は、須臾の方を向いた。

「須臾、那由多から話は聞いた。大任ご苦労だった」

「お褒めの頂感謝いたします」須臾は席を立った。「瞬息様。私はこれでお席を外しますので、こちらにどうぞ」

「いや、そのままでいい」瞬息は間を見回した。間の奥に座布団が積んであった。

「途中で退席というのは、任を全うせず放棄するのと同じだ」瞬息は間の奥に向かい座布団を手に取った。

「分かりました」須臾は、瞬息に対し素直に頷いた。

「瞬息様、前に出られないと意見が出来ません。どうぞこちらへ」須臾は、瞬息に場所を譲った。

　瞬息は何も言わず、須臾が立っていた場所に座布団を置き、正座で座った。

　須臾は瞬息の後ろに座布団を置き、正座で座った。

　六徳は、瞬息の方を向いた。「瞬息、旅の娘を連れてきたと聞いたが」

「話を耳にしているようですね。何処まで把握していますか」

「旅の娘が大宮に行けなくなったので、水が引くまで泊めて欲しいと。使いからそう聞いた」

「して、その使いは今何処に」

「相当な疲れがあったようなので、帰って休ませた。お前はどうなのだ」

「多少疲れていますが、寧ろ心地良い物だと感じています」

「お前も若くないのだ、余り無理はしないほうがいい。今回の事もある。姿ケ池の一件が解決するまで、俺の了承

なくして朝から出かけるな。分かったな」

　瞬息は、六徳に頭を下げた。

　六徳は頷いた。

　瞬息は頭を上げ、須臾の方を向いた。「何処まで話が進んでいるのか、説明してもらえるか」



「はい」須臾は瞬息の方を向いた。「姿ケ池の造成をこのまま続けるのは危険だとして中断するか、事業を続ける

かで揉めています。結論は出ていませんが、農民達の間では中止にするべきとの声が強く、名主様や普請役の

方達は続けるべきだと言っています」

「して、その根拠は」瞬息は、須臾に尋ねた。

「中止する側としてはこれ以上の被害は耐えられないとの事で、続ける側としてはそうでもしなければ収穫が安定

しないとの事です」

「瞬息、実際に見に行ってきたのだろう。状況はどうだ。そして続けるべきなのか、お前の意見を聞きたい」六徳

は瞬息に尋ねた。

　瞬息は腰に下げている記帳を取り出し、開いて眺めた。「現地では川が氾濫し、一帯が水浸しになっていまし

た。その辺は六徳様も把握している所かと思います。もし街道が壊れていれば修復に申請を出さねばと思い、街

道に行きました。街道を交差する川は増水し、人足も避難しており渡れなくなっていました。当然先へ進めませ

ん。そこで禰摩という旅人と出会い、調査を打ち切って連れ帰ったと。そういう訳です」

「街道までやられていたのか」普請役は、腕を組んで唸った。「そうなれば、藩に申請を出さねばならん」

「金が落ちると思うか」六徳は、普請役に尋ねた。

「多くの者が通るのだ、藩として適当にあしらう訳にいかん」

　瞬息は、普請役の方を向いた。「ついでで姿ケ池の造成資金も出すよう、話をつけてくれないか」

「考えておこう。但し、禰宜の言う通りであれば街道の水が引くまでは動けない。それまではここで待機となるがよ

ろしいか」

「構わん」

「分かりました」普請役は頷いた。

「話を戻そう。瞬息」六徳は、瞬息の方を向いた。「君は造成を中止するべきか、続けるべきか。どちらが良いと

思っているか答えてくれ」

「全ての手段を講じた上で、中止するべきだと思っています」

「全ての手段とは如何に」

「あくまで一つの手段としてですが旅の娘に聞いた所、この様な時には関わった者の娘から話を聞き、それでも

駄目ならば人柱を立てるとの事です」

「関わった者の娘か、人夫は全て遠くから来ているから無理がある。無論、普請役も同じだ」六徳は、式台にいる

農民達の方を向いた。

　農民達は騒ぎ出した。

「じゃあ、俺達の所から出せと言うのか」

「うちの娘なんか関係ねえよ」

　須臾は農民達の様子を見て、ため息をついた。「私は誰かを犠牲にする手段は妥当とは思えません」

「私は手段として申しただけであり、実行せよとは言っていません」須臾は強い口調で言った。

「他に手段がないのであれば実行するより他にあるまい。この件は保留としておこう。だが案として考えておく」六

徳は立ち上がった。「これにて開きとする、遅くまでご苦労だった。各々作業に戻れ」

　座布団に座っている農民達は立ち上がった。

　六徳に頭を下げて座布団を持って部屋の隅に向かい、座布団を置くと式台に向かい、草鞋を履いて紐を結ん

だ。

　農民達は六徳の家から出て行った。

「我々は姿ケ池に向かおう」普請役は立ち上がって座布団を取り、農民達に混じって座布団を無造作に置くと式

台に向かった。

「人柱の案をどうするか、実行するなら誰を人柱とするのか考えた上で、我々の方からお話しします」瞬息は立ち

上がった。

　須臾は瞬息が立ち上がったのを見て、立ち上がり自身が座っていた座布団を手に取った。

「私が座布団を片付けます」須臾は瞬息が座っていた座布団を手に取った。

　瞬息は、式台に向かった。式台では普請役と農民達が集まっていた。普請役が草鞋を履く作業をしていた。普

請役が草鞋を履き終え、庭へ出ていくと農民達が襟の中に入れていた草鞋を置き、紐を結んだ。瞬息は農民達

に紛れて草鞋を履いていた。

　須臾は六徳に頭を下げた。「至らぬ所、申し訳ありません」

「気を入れるな。元服もしていない若造に、期待しておる者はない」六徳は笑い、間の奥へ去っていった。　

　須臾は六徳の言葉に頷き、式台に向かった。

　式台では瞬息は草鞋の紐を結び終えていた。式台にいた農民達は散り散りになっていた。



　須臾は、式台に来ると置いてある草鞋に足をはめ込み、かがんで紐を結び、庭に出た。庭の石が日の光を跳

ね返していた。須臾は眩しさで目を細めて平門へ歩いていき、敷居をまたいで平門を出てあぜ道の中央を歩き、

神社へと戻っていった。太陽の熱で渇ききったあぜ道と、水たまりと化した田が広がっていた。草鞋に泥はつか

ず、歩きやすかった。

　翌日以降は晴れが続き、雨は一滴も降らなかった。

　日が昇り始めた頃の境内で、須臾は竹箒を持って落ち葉や枝を掃いている瞬息に頭を下げた。隣には那由多

がいた。

　境内は心地良い風が吹いていた。

　「では、行って参ります」須臾は踵を返し、参道の端を歩いて鳥居に向かった。

　那由多は鳥居の方を向いた。

「六徳様が来ます」

　瞬息は立ち止まり、鳥居の方を向いた。

　六徳が鳥居をくぐって参道を歩いていた。

　須臾と六徳がすれ違う際、須臾は六徳に頭を下げた。

　六徳は僅かに須臾に頭を下げた。

　須臾は鳥居に向かい、頭を下げるとくぐって境内から去っていった。

　六徳は、瞬息のいる所へ歩いてきた。

「六徳様、何用ですか」

「朝早くの散歩、では駄目か」

「いえ、朝早くにここに来ると言うのは珍しいと思いまして」

　六徳は笑った。「そうだな。先程、須臾が出て行ったが何かあるのか」

「姿ケ池と街道の様子を見にいかせました。毎朝様子見に行かせています」

「そうか、釘を刺されているからな。代わりを使っているという訳か」六徳は頷いた。「普請役も近々、姿ケ池の調

査を再開すると言っておった。とはいえ近場の川を見ての判断だから、いく日か先の話になりそうだがな」

「調査、ですか」

「普請役には普請役の目的があるので、君とそれとは別の形での調査だ。君の調査結果は資料として参考にさ

せてもらっているがね。何か手段は見つかったか」

「文献や須臾の調査結果を元に調べていますが、どれも確証に乏しく何とも言えません」

「手段、と言いますと」那由多は、瞬息に尋ねた。

「人柱を立てると言う物だ」

「人柱、ですか」

　瞬息は唸った。「他に手段がなければそうせざるを得ない」

「ですが、原因と言う物は必ずあります。突き止めない限り、安易にその手段を取るのはどうかと思います」

　六徳は、那由多の方を向いた。

「人柱は有効な手段と言えます。しかし、瞬息の言う通り原因を特定せず、安易に人柱を立てれば無意味になる

ばかりか、呪いが返ってくる危険があります」

「慎重になりざるを得ないか」

「はい、人柱は余りに強い力ですから」那由多は眉間に皺を寄せた。

「ですから、もう少し調べさせて下さい」

「すぐ結論を出せとは言わん。だが、早く原因と手段を見つけるのに越した事はない」

「分かっています」

「その状況を聞きたかった。村の中で疑心暗鬼になっている輩が多くてな。何とか留めるようにしないといかん」

「疑心暗鬼ですか」

「そうだ」六徳は頷いた。「人柱について持ちきりでな。中には娘を匿い、抵抗しようと身構える輩もいると聞いた」

「父親は、娘の為ならば何でもしますからね」

「ここに泊まっている禰摩と言ったか、その娘は今何処にいる」

「彼女は未だ寝ているのでしょう。今は日の出から間もない頃。まして旅の疲れが取れぬ状況です。近いうちに

目を覚ますでしょう。何か用でもあるのですか」

「いや、ない。一目見ておこうと思っただけだ」六徳は踵を返し、鳥居まで歩いて行った。

「姿ケ池に人柱ですか」



「何としても、避けなければならない」瞬息は俯いた。

「あの」

「何だ」

「掃除はしなくていいのですか」

　瞬息は、手に持っている竹箒を見た。

「おお、そうだったな」

　瞬息は、竹箒で境内の敷石を掃き始めた。

　六徳は鳥居をくぐった後、階段の中央を降りてあぜ道に出た。

　田の水は以前に比べて引いていた物の、あぜ道の高さより三寸程下がった水位であり、未だ水の量は多かっ

た。流されなかった稲は水の中から生えていた。所々に隙間が有り、泥が青々とした稲の隙間から見えた。あぜ

道は乾いていて、端にオオバコやタンポポを始めとする背の低い植物が茂っていた。

　歩いていくうち、次第に田に張っている水の嵩は少なくなっていた。

　六徳は自分の家の平門に来た。水は平門は開いていた。漆喰の壁が門から見えていて、庭に植えてある樹の

枝や葉から水滴が滴り落ちていた。

　六徳は平門をくぐり、中に入って庭に出た。

　庭の式台前に、農民が立っていた。農民はやせ細っていて、髪は黒より白の方が多かった。茶色に染まり、顔

は茶色に染まり、しわや細かい傷がついていた。年相応に細く、血管の浮いた腕もまた茶色に染まっていて、

負ってきた履歴として無数の細かい傷跡を残していた。

「何事か」六徳は農民の元に向かった。

　式台には六徳の妻が立っていた。妻は若く、幼く丸い顔立ちと、白い張りのある肌をしていた。艶のある黒い髪

を丸髷で纏め、渋い色の着物を着ていた。縁側と襖は全て開いていて、間の様子が見えた。間には誰もいな

かった。

　六徳の妻は、農民の隣に来た六徳に気づいた。「貴方、この方が人柱がどうとかで話があると言っていました」

「人柱がどうかしたのか」六徳は、農民に尋ねた。

「人柱をいつやるのか、誰にするのか皆持ち切りでして。それで名主様に聞きたいと言う事で代表して参上した

のです」

　六徳は唸り、六徳の妻の方を向いた。「戻ってくれ。こっちの話だ」

「はい」六徳の妻は式台から去って行った。

「人柱に関しては決まっておらん。あくまでそういう手段もある。そんな程度だ。いちいち心配する必要もない」

「しかしだ、何をやっても駄目なんでしょう。なら、人柱しか手段がないと言ってるような物じゃないですか」

「瞬息と考えている所だ」

「明日、いやすぐにでも雨が降ったらどうするのです。考えているうちにまた水浸しになったら、また考えてを繰り

返すのですか」

「ならば、今すぐお前が娘を差し出して人柱にするとでも言うのか」

「嫌に決まっています。だからこうして、来たのです」農民は強く言った。

「人柱をやめろと」

「いえ」農民は首を振った。「人柱は村の人間ではなく、泊まりに来ている娘を差し出すと言うのはどうでしょうか」

　六徳は農民の提案に驚いた。

「人柱は村の人間である必要はありませぬ。まして造成に口出しした人間の娘を人柱にすると聞いています。な

らば、人柱と言う言葉を出したその娘こそ、人柱になるべき者ではないのかと思うのです」

「外の人間を村の内輪に巻き込むなど、あり得ん事だ」

「名主様。そうでなければ村の中から娘を差し出さねばならなくなります。そうなれば親と言う物は徹底的に否定

し、娘を守ろうとします。例え他の村人を殺してでもです。それは名主様、貴方も例外ではないでしょう」

　農民の言葉に、六徳は何も言い返せなかった。幼い娘を持つ親として、人柱に成れと言われていい思いをし

たり、納得したりする親はいない。ならばせめてもの抵抗として追う者を殺してでも娘を守ろうとするのは必然だ。

「そうなれば村は荒れ、更に犠牲を増やす事になります。最悪、村は壊滅してしまいます」

「自分達が助かりたいから、外の人間を人柱にしろと言うのか」

　農民は、六徳の言葉に返事をしなかった。結論から言えば、六徳の言う通りだった。

「状況によってはやむを得ない。だが、瞬息の言う通り、人柱とは手段の一つにしか過ぎない。雨が降れば終わ

りだが、今すぐ降る訳でもなく猶予はある。その間に他の手段があればそれを優先する」

「状況と言いますと」

「他に手段がなく、急がねばならない時だ」

「那由多様は、いつ雨が降ると仰っていましたか」



「聞いておらん」

「そうですか。ならば聞いた上で時間の有無を判断します」農民は踵を返して去って行った。

　六徳は渋い表情で、庭の道を辿り門に向かっていく農民を見ていた。

　須臾は、街道と重なる川まで歩いていた。

　日は昇り、明るくなると同時に暑さを覚えた。いつの間にか、蝉の鳴き声が至る所から響いていた。蝉の鳴き声

は低く、長く揺らいでいた。

　増水した池の水は若干引いた程度で、完全に抜けていなかった。水面は波がなく、空の景色を反射していた。

一帯の田園は水浸しのままで、僅かにあぜ道が浮き出ていた。以前に水に飲まれた場所は、水気の多い泥が

露わになっていた。泥が露わとなっている場所では草は生えていなかった。街道への道は、増水した水の底へ

繋がっていた。遠くに堤が見えていた。堤は形を留める程度に崩れていた。緑に染まった山脈が周辺一帯を

囲っていた。

　須臾は増水した水のほとりを辿り、街道に向かった。細長い葉の草が伸びていた。須臾は同じ所を往復してい

た為に通った所は草が踏まれ、獣道が生まれていた。獣道は何日も踏みつけられ、土と混ざって潰れていた。

須臾は獣道を歩いて行った。土はぬかるみがなく、歩きやすかった。

　街道に出た。周辺に出来ていた水たまりはなく、細い葉をした草が茂っていた。遠くに見える田園地帯は稲で

緑に染まっていた。多くの旅人が行き来していた。

　須臾は街道を歩いて行った。行き交う旅人達に比べ、荷物を持たず泥としみのついた白い小袖と青い袴の出

で立ちは目立っていた。旅人達は須臾とすれ違うたび、確認する様に振り返り須臾を見ていた。

　暫く歩いて行くと、川に着いた。

　川の水量は、雨が降った直後より少なくなっていた。かつて水に浸かっていた箇所は、丸い石が一面に敷かれ

た河原となっていた。水は深く、水面から石は覗いていなかった。水の流れは遅く、水面に浮かんでいる葉の形

状が視認出来た。旅人は、川のほとりにいる褌のみを身に着けている人足に金を渡していた。別の人足は旅人

を肩車で担ぎ、型の高さまで川に入り、一歩一歩踏みしめるように歩いて向こう岸まで歩いていた。

　須臾は川に近づいた。「渡れるようになったのか」

「今の内だけだよ」河原に腰を下ろして休んでいる人足は、須臾に話しかけてきた。

「見た所、問題ないように見えますが」

「今は水面が下がっているからな、これから昼過ぎにかけて上がってくる。そうなれば駄目だ。せいぜい昼前まで

だな」

「水面が上がるのですか」

「そうだ、だから今のうちに渡ろうってみんな集まってるのさ。神職さん、あんたは渡るのか」

「いえ。私は様子を見に来ただけで、渡りません」

「そうかい」

　人足の元に、初老の男が来た。男は風呂敷で覆った荷物を背負っていた。

「話しこんでいる所申し訳ない。これから渡る予定はあるかな」男は腰にさげている袋に手を掛けた。

　人足は立ち上がり、須臾の方を向いた。「客だ。すまないな」

　須臾は人足に頭を下げた。「いえ」

　須臾は腰に下げた矢立と記帳を取り出した。矢立は黒ずみよりも金属光沢が目立っていた。須臾は矢立から

筆を取り出し、墨壺に筆を付けて記帳を開いて書きこんだ。書き込みを終えると筆を矢立にしまい、基調と矢立

の紐を腰に付けた。須臾は踵を返して川を後にして街道を歩き、増水した姿ケ池のほとりに向かった。あぜ道に

合流して村に入り、神社の参道に戻った。

　神社の鳥居への道は丘になっていて、石の階段があった。階段の端には桜の木が植えてあった。桜の木は

青々と葉を茂らせていた。

　須臾は階段の端を昇って行き、神社の鳥居の前に来た。須臾は鳥居に頭を下げてくぐった。

　参道の先に見える拝殿の軒で、載と計羅、禰摩が素焼きの簡素な皿を並べてままごとをしていた。

　須臾は、地面から湿り気混じりの熱を感じた。蝉の鳴き声を肌が焼ける音と錯覚し、須臾は掌を裏返して手の

甲を見た。日に焼けて赤くなっていた。

　須臾は拝殿への参道の端を歩き、拝殿に向かった。

　載は須臾の方を向いた。須臾が自分の方に歩いてくるのに気付いた。載はままごとを中断し、須臾の元へ駆け

て行った。

　計羅も載に続き、須臾の元へ駆けて行った。



　禰摩は座ったまま、二人の様子を見ていた。

　載は、須臾の袖を掴み引っ張った。「ねえねえ、須臾様。計羅と一緒にままごとしてたんだ。お父になってよ」

「須臾様、何をしに行っていたんですか」計羅は、載が掴んでいない方の須臾の袖を引っ張った。

「瞬息様から、池と街道を見に行っていたんだ。瞬息様と那由多様は今何処に」

「お父様は部屋に籠もりっきりだよ。お母様は」

　拝殿の脇から、玉石のこすれる音がした。

　須臾は、音がした方を見た。

　那由多が、須臾の方へ歩いていた。

「そろそろ戻る頃と思っていました」那由多は須臾の元に来た。

「那由多様」須臾は那由多に深く頭を下げた。

　那由多は、載と計羅が、須臾の袖を引っ張っているのを見た。「須臾は戻ってきたばかりで疲れているのです。

少し休ませなさい」

「はあい」

「はい」

　載と計羅は那由多の言葉に対し、素直に須臾の袖を離した。

「街道と川の様子はどうでしたか」那由多は、須臾に尋ねた。

「街道は歩くのに問題はありません。街道と重なる川ですが、朝方であれば渡れるそうです。明日、夜明けと共に

出れば問題ないかと思います」

「そうですか、では大宮に行けるのですね」

「ええ、天気が良ければですが」

　那由多は空を見た。空は雲が僅かに浮かんでいた。「明日なら雨は降りません。出るには問題ないでしょう」

　禰摩は、須臾の言葉に安堵の息を吐いた。「助かりました」

　那由多は、禰護の方を向いた。「只、嫌な予感がします。くれぐれも気を付けて下さい」

「旅に不安は付き物です。今まで一人でやってこれましたから」

「今までがそうだからと言って、これからもそうだとは限りません。しかし、貴方の顔を見る限り私の言葉は杞憂で

すね」

　禰摩は、那由多の言葉に頷いた。

「ええ、お姉ちゃん出て行くの」計羅は悲しげな表情をして、禰摩を見つめた。

　禰摩は、載と計羅の頭をなでた。「ええ、大宮に行くのが目的だから明日お別れになるのよ」

「もっと遊びたかったなあ」

　載の言葉に、禰摩は笑みを浮かべた。

「貴方達が神職様を大事にしているのと同じく、私は父様を大事にしているの。その為に大宮に行く必要がある

の。分かって」

「うん」計羅は頷いた。

　若い農民が鳥居をくぐり、周りを見て那由多の姿を認めた。若い農民は那由多達の元に向かった。

「那由多様」若い農民は、那由多に声をかけた。

　那由多は、若い農民の方を向いた。若い農民と目が合った。

　若い農民は、那由多に頭を下げた。「御用の最中、失礼かと存じますが父に代わり、お聞きしたい事が有りまし

て参上しました」

「父の代わりですか」

「はい、稲を植え直す作業と周りと話をする必要があるとの事でして」

「して、聞きたい事とは何ですか」

「明日の天気です」

「明日の天気なら、晴れだよ」計羅はあっけらかんとした表情で言った。

　計羅の言葉に、若い農民はたじろいだ。

「あの、計羅様。那由多様に質問をですね」

「計羅の言った通りです」那由多は笑みを浮かべた。

「ああ、そうですか」若い農民は適当に相槌を打った後、禰摩に気付いた。

「あの、この方は」

「旅の娘で禰摩と言います。明日の朝、ここを出る予定です」

　禰摩は、若い農民の方を向いて頭を下げた。

　若い農民は唸った。「大丈夫なのか」

「今日街道まで行きましたが、特に支障をきたす所はなく問題ないと判断しています」



「行ったって。では、街道途中に通る姿ケ池の様子はどうだった」

「水位は下がっていましたが、道は水没して通りにくいままです。あそこを田に戻すには相当時間がかかります。

何度も氾濫して荒れていますから、今年は無理なのかも知れない」

「そんな所を通るのは、随分大変だろう」若い農民は、禰摩の方を向き、足元を見た。足首は細く、白い足袋に草

鞋を履いていた。

「禰摩に用件でも、あるのですか」那由多は、若い農民に尋ねた。

「いえ、何もありません。よく旅の娘がどうとかと耳にしている物ですから、どんな人なのかと思いまして」

「どういう話ですか」那由多は、若い農民に尋ねた。

　若い農民は僅かに俯き、目を細めて首を振った。

「いえ、大した話ではありません」若い農民は、那由多の方を向いた。「神主様は今、何処にいるのですか」

「部屋に籠って、姿ケ池増水の原因を調べている所です」

「そうでしたか、解決の手段が見つかれば良いですね」若い農民は那由多に頭を下げた。「では、失礼致しま

す」

　若い農民は踵を返し、参道を通り鳥居に歩いて行った。鳥居をくぐり、境内から出て行った。石の階段を下り、

あぜ道を歩いて田園地帯に来た。

　田は稲が青々と茂っていた。農民達は田の中に入り、かがんで草取りをしていた。取った草は、腰に巻いた紐

に巻き付けていた。

　若い農民は田の様子を見ながら、あぜ道を歩いて行き、一つの田の前で立ち止まった。

　立ち止まった先の田は、一区画が五畝程度あった。年老いた農民と、家族が草取りをしていた。

「なあ、話聞いてきたぞ」若い農民は、大声を出した。

　農民達は一斉に作業をやめ、若い農民の方を向いた。

「那由多様から、話を聞いてきた」

　農民達は稲を踏まないよう慎重に歩き、若い農民達の元に向かった。

「那由多様は、何と仰っていたのかね」農民達のうち、老婆は若い農民に尋ねた。

「当面晴れだと、そう仰っていました」

「そうか。だが晴れが続くと水が引いて行く。気は抜けんよ」

「他に、何か言っていなかったか」農民達の中にいた繊は、若い農民に尋ねた。繊は壮年の筋骨隆々とした男

で肌は赤黒く、泥で汚れた渋い色をした筒袖の着物を着ていた。

　若い農民は頷いた。「明日の朝、旅の娘が禰宜も街道にある川まで一緒に行くそうだ」

「明日に出るのか。厳しいな」繊は顔をしかめた。

「何かあるのですか」

「この村を救うには人柱が必要と、前に言ったろ。その人柱をあの旅の娘にすれば、全て解決する」

「他の村の娘を差し出すと言うのは、余りにもどうかと思いますが」

「お前に生まれたばかりの娘がいたな。そいつを差し出せと言われたら、喜んで差し出すか」

　繊に言われ、若い農民は黙った。誰に言われようとも、喜んで娘を差し出す気はない。

「なら村の娘を人柱にするより他にない。名主様も言っていた、やむを得ない時にそうしろと。村の娘が出ていく

と言うその時こそが、やむを得ない時ではないのか」

　若い農民は俯いた。

「村の人間と話をする必要があろう。時間がない」

「時間がないって、今すぐ旅の娘を人柱にするのですか」

「当然だろ。今日は上がりだ。人柱について話をするから、皆に声をかけろ」繊は、周りの農民に指示を出した

　農民達は一斉に田から上がり、取った草を巻いていた紐を腰から外した。

　若い農民は、農民達の様子を見て頷いた。

　繊は、草を巻いた紐を若い農民の前で下ろした。紐は茶色く枯れた草を巻いて出来ていた。

「俺達は集まるから、一番若いお前が片付けろ」

　繊は、あぜ道を歩いていった。

　他の農民も繊に習い草を巻いた紐を若い農民の前に置き、あぜ道を歩いていった。取った草が積まれて山に

なった。

　若い農民は草を抱えた。余りの量に抱えきれず、草の山は膝丈の高さで残っていた。若い農民は抱えた草を、

あぜ道の先にある家にまで持っていった。

　家は藁葺で、壁は白い漆喰で塗り固められていた。周囲は白い砂利で固められていた。

　若い農民は、家の裏に回り込んだ。



　家の裏は家の日陰になっていた。奥にはつるべ式の井戸があった。更に奥には竹の柵があり、柵から先は

木々が青々と生い茂る林になっていた。

　若い農民は奥の空いている場所に草を下ろし、一息ついて手で顔を仰いだ。日陰は涼しく、汗が自然と引い

ていった。若い農民は顔を撫でて汗が出ていないのを確認し、家の表に出て、あぜ道を歩いて草の山に向かっ

た。

　農民達が集まっていた。農民達は皆、壮年から老年の男で、若い男や女はいなかった。若い農民は農民達の

前に出て、草の山の前でかがんで残った草を抱えた。

　初老の老人が、若い農民に近づいた。「若いの、旅の娘が明日の朝に出るというのは本当なのか」

「本当なのか分かりませんが、明日の朝に出ると、禰宜が言っていたので間違いないかと思います」

「禰宜が言ったのか」

「はい」

「何処に行くか分かるか」

「街道の川まで一緒に行くと言っていました」

「街道まで、姿ケ池の所を通らねば行けないはずだが」

「集まりの時も、神主様は街道に行っていました。なので行く分には問題ないのではないでしょうか」

「確かにな」

　若い農民は、草を抱えた状態で立ち上がった。山になっていた草は、僅かになった。

「後一度だけ来ます」

　老年の農民は、残った草を見た。「この程度なら、帰りついでに片付けておく。こっちが先だ」

　若い農民は、老年の農民の言葉に眉を顰めた。

「年寄の言う事が聞けないのか」老年の農民は、若い農民に顔を近づけて睨んだ。しわだらけの顔と鋭い目つき

が、若者に無言の圧力をかけた。

　若い農民は草を抱えたまま、黙って頷き草を元の場所に置いた。

　老年の農民は、農民達が集まっている所に向かった。若い農民は、老年の農民の後をついて行った。

　農民達は皆、頬骨が出ていてやせこけていた。髷の結も荒く、所々髪の毛が飛び出ていた。

「よう」

　農民達のうち、一人が初老の農民に話しかけた。

「うむ。旅の娘は明日、出ていくようだとその若いのが言っていた」老年の農民は、若い農民を見た。農民達は、

一斉に若い農民を見た。

　若い農民は農民達と目が合い、申し訳なさそうに頭を下げた。

　繊が農民達が集まっている所に来た。堂々としていた。「よう、来たな」

　農民達は、一斉に繊の方を向いた。

「知っている奴もいるが、明日旅の娘が出ていくそうだ。我々はこの村の安泰の為、村の娘を人柱とする事にした。

明日を逃せば娘を差し出すより他になくなる」

「旅の娘を人柱にするとは、呪われるやも知れんぞ」

「この状態、既に呪われているも同然じゃないのか。なら何を恐れる必要がある」

「その通りだ」

「ならば、今すぐ旅の娘を人柱にしよう」

「今すぐは無理だ。神社にいる所を引っ張り出すというのか」

「しかし、時間がない。そこで神社から出た所を捕まえる」

「街道に出るには姿ケ池に行くしかない」

「よし、姿ケ池で待ち伏せしよう。人が通らないから好都合だ」

「ならば明日の朝、夜明け前に皆で姿ケ池に行くぞ。数は多い方がいい」繊は農民の意見を纏め、強い口調で

言った。

　農民達は声を上げた。

　若い農民は、農民達の声に圧倒されて体が震えていた。

　翌日の明けた空は、青と紺色が混ざっていた。鳥の鳴き声が周囲一帯に響いていた。

　藁葺の住居の玄関で、禰摩と須臾は瞬息と那由多、計羅と対面する形で立っていた。禰摩は風呂敷で包まれ

た荷物を背中に背負っていて、菅笠を被っていた。着物の上に埃よけの衣を付けていた。

　禰摩は、瞬息に頭を下げた。「ありがとうございました」



「須臾、きちんと送り出してくれ」

「はい」須臾は頭を下げた。

　計羅は寂しそうな表情をしていた。

　那由多は、計羅の頭をなでた。

　計羅は、那由多の方を向いた。

「そんな顔しないの」

「だって」

「だっても何もありません。人が去る時は笑って送る物です」

　計羅は頷き、禰摩の方を向いた。禰摩と目が合った。

　計羅は頭を下げた。「ありがとう」

「うん」禰摩は頷き、踵を返して境内に向かった。

「では、街道まで向かいます」須臾は踵を返し、禰摩の後をついて行った。

　計羅は頭を上げ、禰摩の背中を見つめた。

「旅と言うのは、そういう物よ。もう二度と会えないから、出会いを大事にするのよ」

　計羅は、那由多の言葉に頷いた。

　須臾は禰摩の隣に来て、歩調を合わせた。

　境内は涼しく、心地よい風が吹いた。

「いい人ばかりですね」禰摩は、須臾に話しかけた。

　須臾は何も返さなかった。須臾は村人との間に深い関係がなく、いい人や悪い人と言った、付き合いのある人

間なら普通に持つ感情すらなかった。

　二人は鳥居の前に来た。須臾と禰摩は頭を下げ、鳥居をくぐった。

　鳥居の先に見える山々は影になっていて暗くなっていた。空は藍色が残っていた。東側の地平線に近づけば

近づく程、橙色に染まっていた。田は稲の緑に染まっていた。藁葺きの住居から、飯炊きの煙が出ていた。

　禰摩は空の景色を見回した後、足元を見て石の階段を慎重に下り、あぜ道に出た。禰摩は周りを見回して須

臾がいない事に気づくと、踵を返して階段の方を見た。須臾は、石の階段の端を、慣れた調子で降りていた。階

段を降り切り、禰摩の後ろについた。

「申し訳ありません。階段は狭いですから」

「いえ、気になさらないで下さい」須臾は、禰摩の前に出た。

「街道まで案内します」須臾は、あぜ道を歩いて行った。

　禰摩は、須臾の後をついて行った。

　田の水は、浸水していた時に比べてあぜ道から少し低い程度の水位になっていた。稲は田の水面から、細い

葉を出していた。殆どが緑色の葉だった。中には葉が黄色く、先が腐食してなくなっている稲もあった。用水路

には、僅かに黄色く濁った水が流れていた。あぜ道は乾いていて水たまりもなく、歩きやすかった。

「行きの時には水があふれていたと言うのに、すっかり引きましたね」

「僅かな時間で引くのも問題なんですよ」

「村の方も、降ってもすぐ水が引くと言っていましたね」

　須臾は頷いた。「ええ。ないよりは良いと言えますが、造った後でも状況が厳しいのは事実です」

　以降、二人に会話はなかった。あぜ道を歩いていくうち、次第に田や住居は少なくなり、草が茂る姿ケ池近辺

に出た。

　水は引いていて、かつて水底になっていた場所は泥が覆っていた。堤は立っている場所から歩いてたどり着け

る状態となっていた。堤の下の部分が露わとなり、水に浸かっていた部分に生えていた草は萎れていた。堤の天

辺に生えている草は、風がないにも拘らず揺れていた。

　須臾は街道への道が埋まっている池のほとりに向かい、立ち止まった。

　街道に至る獣道は、水が引いていた事もあり明確に見えた。

　繊を含めた農民達は、堤の天辺からかがんで須臾と禰摩の様子を見ていた。農民達の中には、若い農民もい

た。

「普請役はいないようだな」

「まだ調査に来てないんですかね」

「何にせよ、ありがたい」

　農民の一人は獣道から先を見た。草が生い茂っていた。

「ここから先では動きにくい。ここで何とかするか」様子を見ている農民の一人が、隣にいる農民に話しかけた。

「ああ、ここで仕留める」



　農民達は立ち上がった。地面に転がっている棒や踏鍬、藁で結って出来ている縄を手に取った。踏鍬の平に

は泥がついていた。

「行くぞ、目の前に来たら即座に決めろ、反撃を許すな」

「禰宜もやるのか」

「そうだ。あいつは抵抗するに決まってる」

「禰宜はどうしますか」

「足止めをしておけ」繊は農民に指示を出した。

「いいか、これは殺しじゃない。これは村を救う儀式だ。誰かがやらなければならない事だ」繊は自分に言い聞か

せるように言った。繊自身も、人柱と殺人を同じ系列だと認識していた。「その場で殺すな。打ち合わせ通り、

縛ってここに運んで来ればいい」「行くぞ、ついてこい」

　繊は、堤を降りて行った。農民達も後に続いた。土を踏み、草を倒す音が響いた。

　須臾と禰摩は何事かと、音がした方を向いた。農民達が縄や踏鍬、棒を持ち、いきり立って自分達のいる方に

向かって来ていた。須臾と禰摩は逃げようと引き返した。泥に足を取られ、体勢を崩した。

　踏鍬を持った農民は、須臾の前に来ると平の部分を須臾の頭にぶつけた。

　須臾は腕を上げて身を守ろうとした。間に合わず、平の部分に頭をぶつけた。頭に強い衝撃を覚え、体が震え

て大きくよろけた。

　踏鍬を盛った農民は、須臾の足元蹴った。須臾は倒れた。泥が撥ねた。

　農民は踏鍬の平の部分で、須臾の頭を殴った。須臾は衝撃で鼻血を出し、草の上に仰向けに倒れた。

　踏鍬を持った農民は、肩で息をして須臾の元に近づき、須臾を見た。須臾は意識がを失い倒れていた。踏鍬

を持った農民は須臾を見て、安堵と恐怖が混じった溜息を吐き、須臾の体を回してうつぶせにして後ろ手にし、

腰に下げていた縄で縛った。

　繊は禰摩の肩を掴み、力一杯振り切った。禰摩は倒れた。繊は禰摩に馬乗りになり、歯を食いしばって禰摩の

顔を何度も殴った。禰摩の顔は赤くはれ上がり、鼻や口から血を流した。繊は禰摩の顔や胸を何度も殴った。殴

られる度、禰摩はうめき声をあげ、やがて意識を失い声を上げなくなった。

　繊は禰摩がうめき声を上げなくなったのを確認し、立ち上がり禰摩の体を回してうつぶせにした。腰に下げて

いた縄で禰摩の腕を後ろ手にし、縄で縛った。足も同様に縛った。草を縛って束にするのと同じ要領だった為、

手際が良かった。

　周りにいる農民達は、禰摩に近づいた。

「こんな美人さんをここまでやるとは。まさか死んじゃいないよな」

「息はしてる。殺したら元も子もねえよ」

　繊は、禰摩の帯の中をまさぐった。中に財布があるのを確認し、取り出した。財布は朱色と白で、紐で結ばれて

いた。紐の先には穴の開いた銅貨が付いていた。

　農民の一人は、繊が財布を取る様子を見て眉を顰めた。「おい、金を取るのか」

「馬鹿いえ、俺がそんな貧乏に見えるか」

「見えるから言ってんだ」

「馬鹿にするな、名主様に献上するんだよ。こいつを人柱にしましたって証拠でな」

「そんな証拠、誰が信じるか。元々お前の物だって言われたらどうするんだ」

「こんな女趣味の財布、俺が持つと思ってるのか」

「ああそうかい、勝手にしろよ。手がしびれて駄目だ、穴の近くまで運んでおけ」繊は両手を振った。手の指は赤

くなっていた。

　農民達は担架を運ぶように互いに須臾の足と頭を持ち、堤の天辺へ運んで行った。須臾と同様に、禰摩も担

架のように足と頭を持って堤の天辺へ運んで行った。

　天辺では幅が四尺四方の穴が掘ってあった。穴の深さは三尺から四尺程度あった。

　須臾と禰摩を運んでいる農民は、須臾と禰摩を穴の前に無造作に置いた。

「なあ、本当にやるのか。何か呪われそうだ」若い農民は、禰摩の顔を見つめた。顔が腫れて真っ赤になってい

て、一見して女性と分からない程だった。

「知った事か、俺達は村を救いたいんだ」繊は、他の農民を強く罵り、須臾を見た。「そいつを起こせ」

　須臾を運んだ農民は、腰に付けている竹の水筒を手に取り栓を開け、須臾の頭の上で傾けた。水が栓をして

いる穴から流れ落ち、須臾の頭にかかった。

　須臾は水の感覚に刺激を受け、目を覚まし、頭を動かして周りを見た。農民達が自分を見ていた。隣には手足

を縛られ、顔が腫れた状態で気を失っている禰摩の姿があった。

　農民達は、須臾が目を覚ましたのに気づいた。

　繊は、須臾の顔を両手でつかみ、自分の顔を見るように固定した。「目が覚めたか、禰宜」



「君達は強盗なのか」

「同じ村の人間だ」繊は、他の農民に目配せをした。「足の縄を解いてやれ、立てないだろ」

　目配せをされた農民は、渋々腰に付けている鎌を手に取り、須臾の足を縛っている縄を切った。

「こいつが暴れないように抑えるんだ。立たせろ」

　農民のうち一人は、須臾を羽交い絞めにして持ち上げた。

「村を救う為、俺達は人柱を立てる事にした。集まりでもそれしかないと言っていただろう」

　須臾は足元に転がっている禰摩と、目の前にある穴を見た。須臾は顔をしかめた。「まさか、禰摩を人柱にする

気なのか」

　繊は、須臾の言葉に頷いた。「ここにいる村の人間の中で、喜んで娘を人柱に差し出す奴はいない。だから外

の人間を使うしかないと決めた」

「只の人殺しだ」

　須臾の言葉に、繊は顔をしかめた。

「名主様から許しは貰っているんだ、村を救うにはこれしかない。じゃあ、お前は他に何をすれば救えると言うん

だ」繊は須臾に強い口調で言った。

　須臾は何も答えなかった。須臾の頭には、人柱以外に村人達が納得出来る案はなかった。

「そうだ」繊は頷き、禰摩の頭を掴んだ。「人柱は神聖な儀式だ。神職のお前に立ち会ってもらう事にした」

「勝手を」須臾は羽交い絞めにしている農民を離そうと、両肩を振って払おうとした。須臾の後ろにいる農民は、

須臾のひざを折るように蹴った。須臾は平衡を失い、よろけた。農民達は須臾の肩を掴み、一斉に押し込むよう

に力を入れた。須臾は正座した状態になった。

「これは殺人ではない。俺は何も悪い事をしてねえんだ」繊は自分に言い聞かせるように言った。自分を正当化

しなければ、只の殺人者に成り下がる。繊は自覚していた。

　須臾は抵抗して体を振った。農民達の力が強く、動けなかった。

　二人の農民は、それぞれ禰摩の頭と足を持って穴の前に移動した。

　禰摩を抱いている農民は、穴の底を見た。底は暗く、水が溜まっていた。農民の首に汗がにじみ、僅かに体が

震えて唾を飲んだ。喉が鳴った。

「落とせ」繊は二人の農民に言った。

　二人の農民は穴の底を見た。

「やるんだ、そんなに深くない穴に落とすだけの作業だろう。それだけで村が救えるんだ」

　頭を持っている農民は、足を持っている農民を見た。

　足を持っている農民は、頭を持っている農民を見て頷いた。

　二人の農民は、禰摩を手から離して穴の中へ落とした。

　禰摩の体は、穴の中に落ちた。

　二人の農民は穴から目をそらした。

「埋めるんだ」繊は、農民達に指示を出した。

　農民達は地面に転がっている踏鍬を手に取り、穴の隣にある土の山から土を掬い穴に放り込み始めた。淡々

と土を穴に入れ続けていた。

　土の山は減り、穴は埋まって底は浅くなっていった。土を穴に入れている農民は、誰一人として穴から目をそら

していた。

　須臾は、農民達が穴を埋める様子を見て青ざめていた。

　繊は、須臾の前に来た。「放せ」

　須臾を掴んでいる農民達は、須臾を離した。

　須臾は、重心が傾き前に倒れそうになりよろけた。

　繊は、須臾に踏鍬を差し出した。「お前もやれ」

　須臾は、踏鍬を見つめた。

　繊は、須臾の弁慶の泣き所を蹴った。須臾は痛みで苦悶の表情をした。

「やれよ。お前でも出来る、簡単な作業だ」須臾は息を呑み、渋々受け取った。

　繊は、須臾を睨んでいた。

　須臾は穴の前に向かい、震える手で不器用に土を掬い穴に入れた。

「これでお前も仲間だ。人殺しだとほざくなよ」繊は須臾の元に向かい、須臾から踏鍬を引っ手繰るように奪った。

　繊は慣れた手つきで踏鍬で土を掬った。救った土の量は、須臾が一度で掬う土の量より多かった。穴は完全

に埋まった。草で地面が見えない周りと異なり、埋めた所は土の色が露わになっていた。

「これで全て終わりだ」

「本当に、終わったとは思っているのですか。これでは人を、人を殺して満足しているようにしか感じられません」



「お前の言う事も分かる。何もなければ只の人殺しにしかならないからな。だから神社に向かい自分が正しいの

かどうか、試してやろうじゃないか」繊は須臾に顔を近づけた。「神様が人殺しって言うなら、俺達が神社の中に

入った時災いが起きる。そうだな」

　須臾は顔をしかめた。自分が正しいと思っている限り、何を言っても無駄なのは分かっていた。

「ついて来い。来なかったら、お前が金目的で殺したと話すぞ」繊は、須臾の眼前で禰摩から奪った財布をちら

つかせた。

　繊は、須臾の後ろにいる農民の方を向いた。「怪しまれる、手についている縄を解くんだ」

　須臾の後ろにいる農民は、腰に差している鎌で須臾の手を縛っている縄を切った。縄は切れて落ちた。農民

は鎌を腰に戻した。

　須臾は腕が自由になり、手を前に出して回した。

「もう終わったんだ事だ、今更嘆いても仕方ない」繊は、禰摩の財布を須臾の後ろにいる農民の一人に投げた。

農民の一人は、禰摩の財布を受け取った。「お前は今すぐ名主様に報告してくれ。その財布も献上するんだ」

「はいよ」禰摩の財布を持っている農民は、軽く返事をして堤を降りて行った。

　繊は、あぜ道の方を見た。禰摩の財布を持っている農民があぜ道に入り、集落へ歩いていた。

「俺達も行くぞ」繊は堤を降りて行った。

　他の農民達は、足元に落ちている踏鍬等の荷物を手に取り、繊に続いて堤を降りて行った。

　須臾も農民達と共に堤を降りて行った。顔を含め、体の所々に痛みがあったが動きに支障をきたす程ではな

かった。足元は草で覆われていた。土にぬかるみはなかった。

　堤を降り、あぜ道に入った。人や草、木々の影が明確に映っていた。風は吹いていなかった。地面からの放射

熱で暑さを感じた。

　農民達はあぜ道を並ぶようにして歩いた。あぜ道は細く、二人が並んで歩くのが精一杯の幅だった。

　須臾は、農民達の列に紛れて歩いていた。農民達は皆、葬式の行列のように重々しい表情で俯き、ため息を

吐いていた。

　蝉の鳴き声が暑さを煽っていた。農民達の顔には汗が流れ、顎から汗がしたたり落ちていた。誰一人として汗

を拭おうとしなかった。

　須臾を含めた農民達の列は、田園に入った。田に入り、草を取っている農民や、踏車に乗って回し、用水路か

ら田に水を入れている農民達がいた。

　田で作業をしている農民は、農民達の列の方を向いた。黙々と歩いている奇異さに黙って見つめているより他

に、何をしようともせず只、見つめているだけだった。

　農民達の列は、神社のある丘のふもとで止まった。丘には石の階段が有り、先には石の鳥居があった。農民や

須臾には見慣れた光景であった。

　農民達は階段の中央を昇って行った。

　須臾は、階段の端を昇った。須臾は階段を昇る事が当たり前であったが、今回に限って重く感じた。

　農民達と須臾は階段を昇り切り、鳥居をくぐった。

　境内では、計羅と載を含めた子供達が追いかけっこをしていた。

　農民達は参道の上を辿るように歩き、拝殿に向かった。

　子供達は農民の姿に驚き、参道から離れて農民達の様子を見つめた。農民は皆、顔が青くなっていた。

　計羅は須臾の姿を見つけた。須臾の顔は血の気が抜けて青ざめていた。小袖や袴は泥まみれになっていた。

手首には縄で縛られた跡があった。

　須臾は立ち止まり、農民達の列から外れた。目の焦点が定まっていなかった。

　計羅は、須臾に声を掛けようと近づいた。須臾の小袖や袴には細かい草の欠片や泥がついていた。背中には

黒い霧が取付いているのが見えた。黒い霧は須臾の体全体にまとう様に広がっていた。

「須臾様、これは」計羅は、須臾の前から引きさがった。

　拝殿の裏から、瞬息が拝殿に向かって歩いてきた。農民達と須臾の姿を認めた。

　瞬息は、農民達の前に出向き静止を求めた。

　農民達は、瞬息を無視して拝殿前まで歩いていた。無視していると言うより、瞬息が視界に入っていないに等

しかった。農民達の目は遠くを見るように曖昧で、黒目の部分がはずかに震えていた。

　瞬息は、農民達を見て顔をしかめ計羅と須臾を見た。須臾は目の焦点が合っていなかった。計羅は、須臾や

農民達から離れていた。載を含めた他の子供達も、計羅と同じく農民達の列から避けて様子を見ていた。

「計羅、須臾に何かあったのか」瞬息は、計羅に尋ねた。

「お父様。須臾様と周りの人に黒い霧が付いています」

　瞬息は、須臾の方を見た。瞬息が見た所、須臾に何が取付いているのかは見えなかった。



「分かった、須臾に少し話があるから向こうで遊んでいてくれ」瞬息は、境内の端を指差した。境内の端は桜の木

が並んで植えてあった。桜の木は広葉が青々と茂っていた。樹の元は陰になっていた。

「うん」計羅は頷き、子供達の方を向いた。

「皆、あっちで遊ぼう」計羅は、境内の端に向かって走って行った。

「あ、待ってよ。一緒に行く」載は計羅の後をついて行った。

　子供達は、一斉に計羅の後について行った。

　瞬息は、須臾に近づいた。

「須臾」瞬息は、須臾に声をかけた。

　須臾は瞬息に気づかず、意識が朦朧とした状態で立っていた。

「須臾」瞬息は、須臾の前に来て肩を掴み、揺すった。

　須臾は我に返り、目の前にいる瞬息を見た。「瞬息様、いつからそこにいたのですか」

「何を言っている、どうしたと言うのだ」

「それは」須臾は農民達の方を見た。

　瞬息は、須臾の目線の先を見た。

　農民達が、拝殿に集まり一斉に頭を下げていた。

「ここで待っていてくれ」

　須臾は、瞬息の言葉に頷いた。

　瞬息は農民達の前に向かった。

「君達は何をしにここに来た」瞬息は、農民達に尋ねた。

　農民達は、一斉に頭を上げて瞬息を見た。

「俺達は、ここに参拝に来ただけだ。自分がやってきた事が正しいのか問う為にな」繊は強い口調で言った。

「やってきた事だと、何をしてきたのだ」

「村の為、人柱を立ててきた」

　繊の言葉に、瞬息は絶句した。

「ならば、立ち去るといい。この境内は聖域だ。ケガレを持ちこむ訳にいかない」

「ケガレだと、知った口をしやがって」繊は、瞬息に突っかかった。

　老年の農民は、繊と瞬息の間に割って入り、互いの顔を見た。「落ち着け、ここでは神主様の言い分が正しい」

「俺達に敵対する気かよ」

「ここで揉めてどうする」

「俺達は何も悪い事をしてないんだ、それをここにいる人間がケガレがどうとかで去れだと。神様がそういったの

かよ」

「ならば、今すぐ罰を受けたいか」瞬息は、重々しい口調で言った。「ここで那由多を呼んで、託けをしてもよいの

だぞ」

　瞬息の言葉に繊は舌打ちをした。「わかったよ、さっさと引くぞ」

　農民全員は、踵を返して鳥居に向かって歩いて行った。

　瞬息は、老年の農民の手を取引止めた。老年の農民は立ち止まり、瞬息の方を向いた。

「失礼ですが、人柱とはどういう」瞬息は、老年の農民に尋ねた。

　老年の農民は重く頷いた。「禰宜が連れていた旅の娘を人柱に立てた」

　瞬息は、老年の農民の言葉に一瞬眉を顰めた。老年の農民が言った内容が飲み込めなかった。

「村から誰も人柱を出さず、姿ケ池の造成を完了させるにはそうするしかない。名主様も了承した事だ。だから

我々は集まり旅の娘を人柱にした」老年の農民は、淡々と言った。「未だ工事は再開されていないと聞く。そんな

状況で六徳様は人柱しか手段がないと、そうしろと仰ったそうだからな」

　瞬息は老年の農民の言葉をようやく理解した。「須臾も、人柱に一枚かんでいたと言うのか」

「禰宜は人柱に反対していた。だが所詮子供、我々の前には無力も同然だ」

「分かりました」瞬息は頷いた。「では四九日は境内に立ち入らないで下さい。ケガレを蔓延させる訳にいきませ

ん」

「言い聞かせておく、と言ってもあ奴等が言う事を聞くとは思えんがな」老年の農民は踵を返し、鳥居の方に向

かった。

　農民達は既に境内から去っていた。

　瞬息は老年の農民の後姿を見た。背中は丸く、子供の須臾と比べて力がない様子が見て取れた。瞬息は、須

臾の方に向かった。

　須臾は呆然としていた。

「私は」



「何も言わなくていい、禰摩を守れなかったそうだな」

　須臾は瞬息の言葉に、瞳を潤ませた。「そればかりか私は、私はあの人殺しに加担をしてしまいました。ケガレ

を負った以上、もう、ここにはいられません」須臾は目に涙を浮かべた。

　瞬息は、須臾を抱きしめた。「本当のケガレとは、自らの行いによるものではない。自らの行いに対して逃げる

事だ。ケガレに向き合う者は、ケガレを持つ者を払い、持たぬ者にケガレを負わぬよう、光を与えて導く義務があ

る。それがケガレを払う者の義務だ」

「義務、ですか」

「そうだとも」

　須臾は、瞬息を強く抱きしめた。

「お前は、村人のケガレに向き合い、彼らに気づかせ払う為に生かされているのだ。ここから逃げてはならん」

　須臾は瞬息の言葉に泣き崩れ、瞬息から手を離してへたり込んだ。須臾は嗚咽混じりに鳴いていた。

「私は六徳様に人柱について話をしなければならん。何故、旅の娘を人柱にしたのかを」

　須臾は緩緩とした動作で起き上がり、袖で涙を拭いて頷いた。

　瞬息は須臾の返事を確認した。「お前は家に行って休むと良い」

　須臾は踵を返し、遅い動きで拝殿の裏に向っていった。

　瞬息は踵を返して参道の端を歩いて鳥居に向かった。鳥居の前で立ち止まり、礼をして鳥居をくぐった。

　日は昇っていて、遙か遠くに入道雲がある青い空が広がっていた。蝉が至る所で盛んに鳴いていた。

　瞬息は階段の端を降りた。石は乾き切っていた。階段を降り切り、あぜ道を歩いて行った。あぜ道は乾いてい

て、歩きやすかった。田には農民が作業をしていた。誰一人として瞬息に目を向ける者はいなかった。あぜ道を

歩いて行き、六徳の屋敷の平門前に来た。平門は開いていた。平門の敷居を跨ぎ、屋敷の庭に向かった。

　屋敷の庭の白い砂利は乾いていた。日の光を反射して輝いていた。植えてある樹は皆、枝から青々とした葉を

生やし茂っていた。屋敷の戸は開いていて、中の様子が見えた。中は襖が開いていて、間が見えた。

　瞬息は式台に向かった。式台の戸は開いていて、中の間が見えた。間には普請役が座って待機していた。

「六徳様、いますか」瞬息は式台に声を上げた。暫くして、間から足音がした。

　六徳が奥の間から、式台に来た。六徳は渋い色のはんてんを着ていた。六徳は式台の前に立つ瞬息の姿を

見て顔をしかめた。「瞬息、お前か。こんな時に来るとは何事か」

「普請役はどうしました」

「一部は田の聞き取りに向かった。姿ケ池は経由して街道に行けるようだが、通り過ぎるのと調査は別だ」

「斥候を出したのですか」

「いや、昨日の今日と言う程度の判断だろう」

「唐突な話で申し訳ありません。農民から話を聞いて急いできました」

　六徳は、瞬息の言葉に眉を動かし、戸から外に出て式台の戸に手をかけて閉めた。戸が壁にぶつかり、音を

立てた。

「人柱の事か」

　瞬息は頷いた。

「今しがた、旅の娘を人柱にしたと報告しに来おった。普請役が何事かと入ってきおったが、災害対処の儀式だ

とごまかしておいた。今時人柱など噂にしか信じないからな」

　瞬息は顔をしかめた。

「質問の答えになっとらんか。許可を出したと言うのはそちらが勝手に解釈したに過ぎん。俺は他に手段がない

場合、急がねばならない時に人柱を立てると言ったのだ」

「旅の娘を、ですか」

「瞬息、お前は俺を悪者に仕立て上げるつもりか」

「いえ、そんな滅相もありません」

「分かっておる、中に入れ」

　六徳は踵を返し、間に入った。

　瞬息は式台に上がり、かがんで草鞋の紐を解いた。式台を昇り、間に入った。間は日が入っておらず、風が

通っていた。快適と言い難い物の、外にいるよりは快適だった。

　六徳は奥の間に向かった。奥の間には箪笥があった。六徳は箪笥の引き出しを開け、朱色と白の財布を取り

出した。箪笥の引き出しを閉じ、瞬息の元に向かった。

「これが、人柱を立てた証拠だ」六徳は、瞬息に財布を見せた。

「これは」

「旅の娘が持っていたものだろう。村を救ったと息巻いていた。あ奴等からすれば、これは敵将の首と同じだ」

　瞬息は財布を手に取り、回して観察した。



「須臾も一緒にいました」

　瞬息の言葉に、六徳は驚いた。「何、須臾が加担したと言うのか」

「いえ、反対したそうです」瞬息は首を振った。「手首に縄で縛られた形跡があったので、恐らく抵抗して縛られた

のでしょう」

「抵抗したとはいえ、関わったとなれば良い印象は持たんだろう。事実より願望が先に広まり浸透するのが噂と言

う物。須臾を追い出す機運が高まれば問題となる。須臾は後継ぎがない場合の保険だ。追い出されては困る」

　須臾は頷いた。「何とか抑えておきます。人柱に加担した農民は、どうしますか」

「はた目からすれば、度の娘から財布を奪って殺した強盗だ。だが私利私欲でやったのではない、村を救いた

いと心から思っていた事からの行動だ。奉行に着きだせば支持する者達が暴徒となりかねん」六徳は僅かに俯

いた。

「他の手段が見つかりつつある時に、引き返せない事をしてしまった。確定ではないとはいえ、その段階で手段

があると周知しておくべきでした」

「他にどんな手段があったと言うのだ」

「資料の中に、修験道に関する物がありました。不可解ながら大地の力を知り尽くす彼等の事、何か知っている

のではないかと調べようとした矢先でした」

「全てが遅きに回ってしまったな」

「はい、私にも責任はあります。ですから奉行に突き出せば私も六徳様も責められるでしょう」

　六徳は唸った。「どう考えても、村の決定とみなされるか。ならば保留とするより他にない」

「分かりました」

「分かったら帰ると良い。これ以上居座れば普請役が怪しむ」

　瞬息は頭を下げ、六徳に財布を返そうと差し出した。

　六徳は財布に手をかけ、瞬息の元に押し返した。

　瞬息は押し返された財布を見つめた。

「呪物を渡された気がしてな。払える主が持っていると良い」

　瞬息は財布を受け取った。

「村の者に余裕がないのは確かだ、また姿ケ池に何かあれば人柱を立てねばならぬ」

「根本を解決せず、胆略的な方法に縋るのは性に合いません。更に調べてみます」瞬息は踵を返し、式台から

去って行った。

　六徳は、瞬息が庭の通路を通って平門へ歩いて行くのを確認すると踵を返し、式台の戸を開けて間に入った。


