
カグラマツリ……１（４）

　武満山の麓には、森が広がっていた。上にある空は、青く染まっていた。

　腰程の高さのある草の茎は黄色く堅牢で、生える葉は剣のように鋭く、黄色味がかっていた。樹は覆い尽くす草から、

天に昇るように無秩序に生えていた。草の元に届く光はわずかだった。　

　須臾と瞬息は森を歩いていた。獣道はなく、一歩一歩草を踏みしめていた。草を踏むと、茎が曲がること無く簡単に

折れて倒れた。

「瞬息様、このような所に何があるのですか」

　須臾は、自身の前を歩いている瞬息に尋ねた。

　瞬息は須臾の前で記帳と、周囲とを見比べながら歩いていた。

「大地の力が飛んだとされる場所です。雲の行き先からすれば、この森の何処かと言えます」

「何処かと言いましても、この森は広いですから」須臾は、後ろを向いた。通った森は生い茂る木々により、光が遮られ

て暗くなっていた。「出てこれませんよ、これでは」

「草が折れやすくなっていますから、元に戻らず辿っていけるはずです。分からないのでしたら、飯炊きの煙が立って

いる方に向かえば問題なく出られます」

「飯炊きって、随分遠くに来てますよ」

「遠くからでも見えます」瞬息は、草を見た。無風で、草はなびいていない。

　須臾は、瞬息の言葉に不安になった。森に慣れていない自分は、果たして戻れるのだろうか。

　瞬息は、立ち止まった。

　須臾は、瞬息の隣に向かった。「何かありましたか」須臾は、瞬息に尋ねた。

「これが、飛び地ですか」

　須臾は、瞬息が見ている先を見た。三町程の開けた場所で、草は濃い緑色の葉を生やしていた、樹の枝は際限なく

伸び、緑色をした広く平たい葉を生やしていた。葉は、根本に生えている草に届く光を抑えていた。

　瞬息は、開けている場所の中央に向かった。踏んだ草は柔らかく、足を離すとバネのように元に戻った。

　瞬息はかがみ、草の茎を掴んで曲げた。茎はしなやかに曲がった。葉は見た目が鋭く、剣のようだった。

　瞬息は立ち上がった。「周りと違います。ここが、飛び地した所のようです」

「飛び地、ですか」

　瞬息は頷いた。「姿ケ池より大地の気がここに飛び、活性化しているのです」

「どうして、こんな所へ」

　瞬息は、記帳を見た。地図らしき図と、註釈が書き込んであった。

「姿ケ池より飛んだのは、大地の力が元々ここにあったからと見えます」

「あった、ですか」

「ええ。大地の力は枯れかけた状態でしたが、完全に枯れていないのでここに繋がろうと飛んだようです。草や樹に生

気を感じます」

　須臾は足元に生えている草を見た。草の葉は鋭く、青々としていた。

　須臾は眉を顰めた。「生気ですか、私にはよく分かりません。そんな私を、どうしてここまで連れてきたのですか。いく

ら森が危険かも知れないとは言え、那由多様や計羅様なら察知出来るはずです」

「ここにある大地の力と、姿ケ池とを繋ぎます。その儀に立ち会って欲しいのです」

「瞬息様が執り行うのですか」

「いえ」瞬息は、首を振り、須臾の方を向いた。「池は陰の力に覆われていまして、力を繋げる妨げになります。故に陰



の力を取り除く必要がありまして、私はそちらに向かわなければなりません」

「では、この場所に来られないのですか」

　瞬息は頷いた。「はい。ですから、私の代わりにここに来て儀を執り行って欲しいのです」

「私が、ですか。私はまだ子供です。儀を執り行うなどまだ。まして穢れを持っているのですから筋違いです」

「須臾。穢れを知る者は、これから続く者に同じ穢れを与えないよう導くのが役目だと言ったはずです」

「知った所でどうするのですか。私はまだ」

「貴方になら出来ます。でなければ、ここまで連れてきません」

　須臾は瞬息の言葉に驚いた表情をし、次に頷いた。自分にできるのだろうかという不安が、瞬息の出来るという言葉

で徐々に消えていった。

「分かりました。していつ執り行うのですか」

　瞬息は、草をかき分けて樹に向かっていた。

　須臾は、瞬息の元に向かった。「あの、いつ行うのでしょうか」※

「近いうちに話します」

　瞬息は樹についている蔦の葉を取った。所々に黄色い斑がついていた。

「以前から、こうなっている訳ではないようです」瞬息は、つたを掴んで軽く引っ張った。蔦は簡単に樹から剥がれた。

　瞬息は、蔦が生えている先を見た。明るい緑色の若いつるが、樹に絡みつこうとしていた。

「何かあるのですか」

「いえ、蔦と樹皮の状態を見ただけです。大分斑が見えています。枯れかけていた状態から急激に活性化したので

しょう」

　瞬息は踵を返した。「帰りましょう。もう十分です」瞬息は、来る時に草を踏みつぶした所を辿っていった。

　須臾は、瞬息の後をついていった。

　暫く歩いて行くと、山道に出た。粘土質の土で粘り気がった。水気はなく、固まっていて歩きやすかった。脇には

木々が茂り、僅かながら笹が生えていた。木々の隙間から、山々が見えた。山は見えている位置より遙かに高かった。

周囲一帯に、鳥のさえずりや葉がこすれる音が聞こえた。

　瞬息は踏みしめるように下りの山道を辿って行った。

　須臾は一歩を踏むたび、重心が崩れよろけた。山道のような足場の悪い下り道に慣れていなかった。

　次第に、瞬息と須臾との間が開いてきた。

　須臾は、瞬息に追いつこうと歩幅を広げた。足を地面につけて体重をかけた時、土が滑った。足元が滑り、須臾の体

勢が崩れた。

「わ、ああ」須臾は転びそうになるも、滑った足元に力を入れ、踏みとどまった。

　須臾は安堵の息を吐き、立ち止まって態勢を整えると山道を降りて行った。

　瞬息は、須臾の足音が聞こえなくなったのを認め、振り返った。須臾は、一町程後ろをよろけながら歩いていた。

「瞬息様、早いです」

　須臾は瞬息の元に着いた。須臾の息は上がっていた。

「これでも武満山に比べれば、随分緩いですよ」

「私と瞬息様が逆ならいいのではないですか。私が池に行き、瞬息様が山に向かうと言うのはどうでしょうか」

「構いませんが、池で何をするか分かっていますか」

　須臾は、瞬息に言われて渋い表情をした。

「陰の力を断ち切るには、相応の力と手順が必要になります。不確定要素もありますから、経験が重要になります。須

臾、貴方にはまだそれがない」

「なら、山に案内する必要もないじゃないですか」

　瞬息は、鋭い目つきで須臾を睨んだ。「誰が二人を守るのですか」

　須臾は驚いた。

「本来なら私が向かうべきでしょう。しかし、私は私の役割が、用があります。この身を裂けない以上、貴方にしか頼め

ないのです」

　須臾は、瞬息の言葉に頷いた。「分かりました」

　瞬息は前を向き、山を下りた。

　須臾は、不器用に足を踏みしめながら山を下りて行った。

　次第に山道は開けて来た。粘土質の土は次第に砂利交じりの土となっていった。周りは無秩序に草が鋭い葉を伸

ばして生えていた。葉は黄色かった。日は傾いていて、空は黄色みがかっていた。

　須臾は、太陽を見た。僅かに橙色に染まっていた。「随分、日が暮れるのが早くなりましたね」

「珍しいですか」

「え」須臾は、眉を顰めた。「そういう訳ではないですが、一月前に比べて早くなったなと思いまして」

　瞬息は笑みを浮かべた。「いえ、歳を取るとそういう物が何とも思わなくなる物ですから。私も子供の頃、そうだったな

と思いだしました」

「子供ですか」



「ええ、歳を取れば経験は積めますが、代わりに感覚が鈍っていくのかもしれません」

「しかし、那由多様は私より感覚が優れています。歳と言うより、生来の何かがあるのかもしれません」

「そうかもしれません。何にせよ、歳のせいにするのはよくないですね」瞬息は笑った。

　瞬息と須臾は、道なりに歩いて行った。

　次第に日が傾いていった。田が広がる場所に出た。田は稲穂で黄色くなっていた。所々に民家が有り、窯焚きの火

が昇っていた。田では農民が田に入り、穂の様子を確認していた。

「人が出て来てますね。何もなければいいのですが」須臾は不安そうに言った。

　六徳は、神社側の人間が姿ケ池に呪いをかけているのではと言う噂を聞いて、神社側と村人達と接触が禁じた。噂

が消えるまで、と言う配慮からだったが、接触を避けた事で村人側の疑いは増幅していた。瞬息達は、村人達が抱く

印象を行き来する行商や名主を通して耳にしていた。

「こちらから刺激しなければ、何もないはずです」

「いつまで、こんな状態が続くのでしょうか」

「呪いが消えるまで、変わりはしません」

「呪いですか」

　瞬息と須臾は、田が広がる区域を通過していた。

　農作業が終わり、帰路についている村人が、瞬息と須臾との対面方向から歩いて生きた。

　村人は瞬息と須臾に気づくと、慌てて踵を返して駆けて行った。

　瞬息は、踵を返していった村人を見て、眉を顰めて立ち止まった。

　須臾は、瞬息に合わせて立ち止まった。「何か、不審な点がありましたか」

「いえ、何もありません」瞬息は、歩き始めた。

　須臾は首を傾げ、瞬息の後をついて行った。

　瞬息と須臾の対面方向から、村人達の集団が瞬息と須臾の元に向かってきた。

　村人達は、瞬息と須臾に近づくと、囲い込んだ。

　瞬息と須臾は、立ち止まった。

「こんな所に来るなと、名主様から言われていませんでしたか」若い村人は、高圧的な口調で瞬息に尋ねた。

「接触するなと言われているだけで、境内から出るなとは言われていません。現に迷惑をかけないよう、朝早くに出まし

た」

「俺達がどれだけ辛い思いをしているか、嘲笑いに来たんだろ」

「そんな事など思っていません。私達は姿ケ池の呪いを」

「やっぱり呪いじゃねえか」若い村人は瞬息の話を遮り、詰め寄った。

　須臾は焦り、一歩下がった。「違います。呪いを掛けようとしたのではなくて」

「須臾。話をしても無駄です」瞬息は、須臾の話を切った。

「しかし、説明しない事には」

「今、話をして聞くと思いますか」

　須臾は項垂れた。「そ、そうですね」

　村人の一人は舌打ちをした。「悟った口をしやがって。気に入らねえ、この場で潰そうぜ。そうすりゃ呪いが解けるっ

てもんだ」

「誰を潰すだって」村人の集まりに、厘が入ってきた。

「こいつらに決まってるだろ。呪いを掛けたやつを潰して終わりにしょうってな」

　厘は瞬息と須臾を見た。二人共小袖や袴が泥や草の葉で汚れていた。

「名主様から、そう言われたのか」

「何だ、てめえは。こいつらを擁護するってのか」

「仮に神主様と禰宜を殺して、投げ込んだとするが、そいつの責任は誰が取る」

「は」村人の一人は大笑いをした。「何言ってやがる、こいつ。そんなの関係ねえだろ。だってこいつらが全部仕組ん

だんだぜ。池の造成に反対したのを潰されたから、その腹いせに呪いをかけた。矛盾はねえよ。皆そう思ってんだ」

「殺したのが奉行にバレたら、お前は打ち首になってくれるか」

「だからバレねえって。皆で決めたんだ。話す奴は何処にもいねえ。村の全員が認める。こいつらが全部仕組んだっ

てな」村人の一人は、厘に殴りかかった。

　厘は、村人の一人の拳を受け止めた。「那由多様と計羅様は、その皆に入るのか」厘は、冷静な口調で言った。

　村人達は、ざわついた。

「那由多様は、神主様の妻だ。そして計羅様は子供。家族だ。死ぬのを認める家族なんているのか。二人が奉行に話

したらどうなる。どんなに死体を投げ入れても必ず見つかる。奉行に嘘は付けば打ち首だからな。そうかればここにい

る奴らは全員打ち首だ」

「ありえねえ、大体呪いは」

「証明できるのか。呪いが神主様が仕組んだってのが」

　村人達は、一斉に黙った。



「だから、この場で殺せば呪いは消える」

「消えなかったら」厘は、強く言った。

「消えるに決まってる。決まってんだろ」村人の一人は、厘が受け止めた拳を下げ、厘を鋭い目つきで睨みつけた。

「じゃあよ、ここに来た女を人柱にしたのはどうする。お前等が仕組んだんだろ」

　厘は、村人の一人の顔を殴ろうと拳を振った。

　村人の一人は、咄嗟に目を閉じ、すぐ開いた。

　厘は拳を下げていた。

「あれは、村の決定だ」厘は、淡々とした口調で言った。「村で決めた事だから、皆黙っている。お前みたいに、自分勝

手にやっている訳じゃない。手前勝手にやってるなら、さっさと引け。名主様に全て話すぞ」厘は犬を追い返すように

手を振った。

「名主様が了承すれば、いいのだな」

「許可するわけがないがな」

「どうだろうな」

　村人の一人は、鼻を鳴らして踵を返し、去っていった。

　村人達は散り散りになっていった。

「厘、済まない」

「感謝されたくないな。何もお前らが無実って決まった訳じゃない。村全体で決めてもいないのに、勝手な真似をされ

るのが嫌なだけだ」厘は、瞬息の方を向いた。「ああ言う奴がいるから、村が貧相になってくんだ」

　瞬息は、気難しい表情をしていた。

「俺が出てきたからいいものを。お前らも、勝手に出て俺達に関わるような真似をするな。大人しくしてろ」厘は踵を返

して去っていった。

「帰りましょう」

「やはり、事実を話した方が」

「話は通じる人に話すべきです。何より、誰もいません」瞬息は、あぜ道を歩き出した。

　須臾は、瞬息の言葉に納得できない表情をした。

「それもそうですが」須臾は、瞬息の後をついていった。

　二人は黙々とあぜ道を歩いていった。

　翌日の朝、村人は六徳の家に駆けてきた。空には薄い雲がかかり、冷たく乾いた風が吹いていた。平門は開いてい

た。村人は息が上がっていた。

　村人は、平門をくぐり庭に来た。庭には誰もいなかった。

　村人は式台に向かった。式台の戸は閉まっていた。「名主様、名主様」村人は大声を上げた。

　暫くして、式台の戸が開いた。六徳が面倒臭そうな表情をして立っていた。「何事か」

「名主様、神社の奴らがかけた呪いについて話があります」

「瞬息達がかけたという呪いか」

「はい。その証拠が見つかったのでお知らせします」

「証拠だと」

「はい」

「ならば、今すぐ見せてみろ」

「昨日、神主と禰宜が一緒に山から戻ってきました。奴らは何かしらの儀式を仕組んでいます。何としても止めなけれ

ばなりません。例え」村人は息を呑んだ。「殺してでもです」

「その何かしらの儀式とは何だ」

「それは」村人は口をつぐんだ。村人は昨日、瞬息と須臾が戻った時に揉めた程度しか知らず、何処から戻ってきた

のか、何をしていたのかを全く知らなかった。

「名主様も分かっているはずです。池に誰も近づけなくなっているが故、大宮に出稼ぎに行けずに困っているのです。

そんな状態を見過ごせというのですか」

「確かに、瞬息が何かしら関わっているのは確かといえる」

「そうでしょう。ですから」

「関わっているというのは、我々と同じく造成についてだ。その程度で怪しむなら、お前や俺も例外ではなく等しく怪し

い」

「しかし、最近の行動はおかしなものです。神社におらず山の方に出向いている。これは何かしら仕組んでいる証拠で

はないですか。少なくとも、名主様の言いつけは無視しているのは確かです。これを期に罰として神主様を人柱に立

てれば、池は落ち着きます」

「人柱を立てるだけなら、お前でも構わないのではないのか。お前は殺してでも瞬息達を止めるべきだと言っていたが、



次に人柱にしろと言う。要求が次々に代わるがどういう意味だ」

　村人は、渋い表情をした。自分の言い分が苦しくなってきた。「そ、それは皆が安心して暮らせるようにですね」

「安心して暮らしたいから、瞬息は造成を反対しながらも決定を飲んだのではないのか。私見を殺した人間が、私怨で

呪いをかけると本気で思うのか」

　村人の眉間に皺が寄った。あらゆる言い分を論破され、反論できなくなった。「なら、このままでいいというのですか」

「少なくとも、人柱はお前の腹にいる虫を取り除く薬ではない」六徳は、大声を上げた。村人が何を根拠に瞬息を人柱

に要求しているのか、読めていた。村人には、村に安寧をもたらすという考えは毛頭無かった。個人的に苛立つ要因

を取り除き、恍惚感を得ようとしているのに過ぎないのだ。

　村人は、六徳の年相応とは思えない張りのある声に、思わず引き下がった。

「瞬息が何かしらしているのが事実かどうか、俺が聞き出す。追って近いうちに招集をかけ、そこで話す。そう伝えろ」

六徳は踵を返した。

「は、はい」村人は、曖昧に返事をした。

　六徳は式台の戸を勢い良く絞めた。戸が閉まり、柱とぶつかる音が響いた。

　村人は意気消沈し、踵を返して六徳の家から去った。平門を抜け、あぜ道を歩いていった。

　農作業の為に田へ出向いていた村人達は、帰ってきた村人に気づいた。

　村人達は、一斉に村人に集まってきた。

「どうした、気落ちして。名主様も了承してくれたのだろう」

「やっぱり、神主様だったのか」

　村人は、首を振った。「名主様が、神主様と直々に話をするそうだ」

　村人達は驚いた。「どうして、また。呪いをかけた当人と」

「知らねえよ」村人は、吐き捨てるように言った。

「しかし、話をしてどうにかなるのか。話をしてからどうすると」

　村人は、わずかにうつむいた。「名主様は神主様と話をしてから、招集をかけると仰っていた」

「そんな悠長なことを言っている場合ではないだろうに。池を通らねば危険な道を回らねば大宮に行けない有様だ。こ

のままでは年貢も運べなくなるぞ」

「名主様の返答を待つ余裕はないと」

　村人の一人は、村人の質問に頷いた。

「なら、皆で集まってどうするか決めよう。村の為にやらねばならない」

「いつ集まるんだ」

「今すぐに決まっている」

「何処に集まるんだ」

「俺の家に集まればいい」壮年の村人が前に出た。

「皆に声をかけてくる」若い村人は、踵を返した。

「厘の奴には何も言うな。あいつは神主様と組んでいる奴だ。同罪の男よ」

「分かった」若い村人は、あぜ道を走っていった。

「では、行こう」壮年の村人は踵を返し、あぜ道を歩いていった。

　村人達は、一斉に壮年の村人の後をついていった。

　壮年の村人の家は、藁葺の屋根で壁が漆喰で塗ってあった。所々に黄色いシミがついていた。式台はなく、横長の

直方体に四角錐の屋根が乗っている印象があった。

「縁側から間に上がってくれ」壮年の男は、玄関から敷居をまたいで中に入った。

　村人達は縁側に向かい、草履を脱いで間に入った。間は所々、い草が撥ねた畳が敷いてあった。隅に古い箪笥が

置いてあった。

　村人達は、輪になってあぐらをかいた。

　村人達は次々に集まってきた。

「どれくらい人が来るんだ」

「知らねえよ」村人の一人は、縁側の方を向いた。あぐらをかいている村人たちは、一斉に縁側を向いた。村人たちが、

次々と縁側に集まってきた。

　間に多くの村人が入り込んできたため、寄席を見に来た客のような混雑を見せた。中には事情を知らないまま来た

村人もいた。

　間に入りきらない村人達は、縁側で立って間の様子を見ていた。

　壮年の村人は、間に来た。足の踏み場もない程、村人が集まっていたのに驚いた。村人は皆男だった。

　村人達は、一斉に壮年の村人達を見た。壮年の村人は、一斉に刺さる目線に息を呑んだ。

「いや、いつの間にか俺が頭みたいになってるな」

「案内した時点で、既に纏める気があるんだろう」村人の一人は、壮年の村人に尋ねた。

　壮年の村人は、ため息をついた。村人に言われ、引くに引けなくなった。「じゃあ、決めようか。これからどうするのか」

　村人達は、一斉に頷いた。



　村人の一人は立ち上がった。「村を救う為に、神主様が呪いをかけた疑いがある。直ちに人柱にし、呪いを止めるべ

きだ」

「那由多様や計羅様はどうするつもりだ」初老の村人は、淡々と言った。

「那由多様や計羅様はそのような事をする方ではない。あの神主様がたぶらかした。現にあの禰宜は神主様の側にい

る。既に言うがままに操っている」

「言うがままだと。自分で従っているのではないのか」

「従っていればどうする」

「神主様を人柱に立てた後、その意思を継ぎ呪いをかける。そうなる前に取り除かねばなるまい」

「あの時、旅の娘と人柱に立てておけばよかったんだ」

　村人達は、ざわついた。

　縁側で立っている村人達も、いきり立っていた。

「名主様はどう判断しているのだ」

　若い村人は立ち上がった。「黙っていてくれ」若い村人は、強い口調で言った。

『若造が、偉そうな口を聞くな」

「そうだ、さっさと引っ込んでろ」

　村人達の罵声が響いた。

「名主様の言葉を聞こうとしないのか。耳だけでも傾ける余裕がないというのか」

　若い村人の言葉に、村人達は黙った。「名主様は、神主様に話をすると仰っていた。そして結果を集まりで話すと」

「しかし、そうしている間にも呪いは消えず、近づいたものを飲み込んでいく」

「最悪、名主様も神主様に飲まれるかもしれん。禰宜のように」老年の村人は、淡々と言った。

「そうなる前に、なんとかしなければならない」

「そのなんとか、とは」

「那由多様もたぶらかされているのだ。救うためにもすぐにでも、神主様を人柱に立てねばならない」

「そうだ」

　村人達は、ざわついた。

　村人達の様子を見ていた厘は、顔をしかめた。「名主様の許可なくして、勝手なことをすれば村は崩壊する」

　村人達は、一斉に立ち上がった。

「そうだ、その通りだ」

「人柱にするぞ」

「よし、明日の朝結構する。皆に広めて各自備えろ」

　村人達は騒ぎ立てた。縁側にいる村人も例外ではなく、騒ぎ立てていた。村人達は、瞬息を人柱に立てる事に同意

し、興奮していた。

　厘は踵を返し、村人の家から去るとあぜ道を走っていった。

　厘は、周りを見た。田に入っている村人は女ばかりだった。

　厘は顔をしかめ、六徳の屋敷に向かった。何としても名主に話をして止めなければならない。例え村人達の意見が

正しくても、名主と言う絶対者の許可なくして動けば村という一体組織は崩壊し、やがて破滅していくからだ。

　厘は、六徳の屋敷の前についた。無我夢中で走ったため、走っている時に感じた疲労が一度に出だ。体が急に重く

なった。

　息は上がり、耳に鼓動が響くほどに興奮し、体は火照っていた。

　厘は重い体を動かし、開いている平門の敷居をまたいで庭に向かった。

　庭では、載が寂しそうに石蹴りをしていた。

　載は、厘に気がついて近づいた。「疲れてるみたいだけど、どうしたの」

「ああ、名主様に大事な話がある」厘は、式台に向かった。

　載は、眉を顰め厘の後をついていった。

　式台の戸は空いていた。間の戸も全て空いていて、風がよく通っていた。

「名主様、名主様。一大事です」厘は、声を張り上げて言った。

「お父、呼んでるよ」載は、式台に向かって声を上げた。

　六徳が間から現れた。「最近になって急に忙しくなったな」

「名主様、今、一大事です」厘は、喘ぎながら状態で言った。

「落ち着け」六徳は載に目を移した。載は何事か理解できず、立っているだけだった。「載、水を湯呑みに入れて飲ま

せてやれ」

　載は頷き、屋敷の裏に回り込んだ。

「その状況、只ならない状況なのは分かった。一旦落ち着くといい」

「は、はい」厘は、深呼吸をした。

　載が屋敷の裏から、厘の元へ駆けてきた。手には水の入った湯飲み茶碗を持っていた。

「はい、どうぞ」載は、辿々しく言った。



　厘は、載から湯飲み茶碗を受取り一気に飲んだ。冷たい水が喉を通った。五臓六腑を通して体の中に染み入るよう

だった。

「落ち着いたか」六徳は、厘に尋ねた。

「感謝します」厘は、載に湯飲み茶碗を差し出した。

　載は、湯飲み茶碗を受け取った。

「載、片づけなさい」六徳は、載に言った。

　載は頷き、玄関から家に入って行った。

「改めて聞く、一大事とは何だ」

「はい。村の者が集まり神主様を殺そうとしています」

　六徳は、僅かに眉を動かした。「殺す」

「そうです。池の呪いの原因が神主様にあると見做し、人柱にする事で解決しようとしているのです」

　六徳は気難しい表情をした。良かれと思い神社側と村人達の接触を避けた結果、最悪の結果になってしまったのだ。

「して、いつ決行するか分かるか」

「早いうちかと思います。只、今の所すぐ神社に立ち入ると行った事はないでしょう。皆が皆同意している訳ではありま

せん」

「反対する者を薙ぎ倒すか、拝み倒すか。僅かに時間があるのは確かだ。双方に話をしなければならん」

「話を聞いてくれますかね」

「神社に向かい、逃げるように促す。村の連中に話すのはその次だ」六徳は、踵を返し、式台から間に入った。式台の

とが閉まった。

　厘は、顔をしかめた。事態が悪化するようであれば、自分自身が盾となり止めなければならない。しかし、村人の数

は圧倒的で自分一人で止めるなどとても出来ない。確かに同意していない者もいるが、果たして味方をしてくれるかど

うか不安である。

　六徳が玄関から出てきた。載が隣にいた。

「載様も、一緒に行くのですか」厘は、六徳に尋ねた。

「危ないから付いてくるなと言ったのだが、どうしてもと言って袖を引っ張ってきおってな」

「載様、危険なので家にいてはどうでしょうか」

　載は、顔をしかめた。「あたしは須臾様に会いに行くだけだよ。お父も那由多様から離れなかればいいって、言って

くれたもん」

　厘は、不安げな表情をした。

「那由多様に危害を加える程阿呆ではなかろうから、那由多様の元に来たら離れぬようしつこく言った。載は何だかん

だ言って忠告は聞く。神社に向かう間も、俺と一緒にいれば危害を加える事もなかろう」

「分かりました」

「一緒に来るか」

「無論です」厘は、頭を下げた。

　六徳は、式台

　六徳は載を連れて、庭から平門へ向かった。

　厘は六徳の後をついて行った。

　六徳と厘は、平門あぜ道を歩き神社へと向かった。

　六徳は、広がっている田に目をやった。

　田に入っている村人は、女性だけだった。

「皆、集まりに行っているようだな」

「ええ、殆ど出向いているようです。接触を避けるよう言っていますから、すぐに神社に乗り込むとは思えません」「俺も、

同意見だ。しかし、人というものは一旦動いたら歯止めがきかん。そうなる前に手を打つ必要がある。瞬息も、同じ考え

に至るだろう」

「神主様を、信頼しているのですね」

　六徳は、載を見た。載は田を見回していた。

「信頼などしていなければ、須臾を置いたりせん」

「禰宜について、奥様は知っておられるのですか」

　六徳は厘に向かって、鋭い目つきで睨んだ。

「いえ、そういうつもりでは」

　六徳はため息を付き、元の表情に戻り前を向いた。「分かっておる。知るはずなどない。知れば手元に置くか突き放

すか。どちらにせよ現状で良い結果にならないのは確かだ。今でもあれでよかったのかと思っておる」

「須臾様がどうしたの」載は、厘に尋ねてきた。

「いえ、特に何でもありません」

　載は、眉を顰めた。

　暫くあぜ道を歩いていくと、神社の参道に来た。参道は丘になっていて、石造りの階段が天辺に向かって敷いて



あった。天辺に石で出来た鳥居があった。人気はなかった。

「まだ、来てないようだな」六徳は階段を上がっていった。

　厘は六徳に続いて、階段を昇った。

　載は、階段を一段を飛ばしていくように駆け足で昇っていった。六徳と厘を追い越して鳥居の前についた。

「若いな」六徳は、天辺についた載を見つめた。載は、鳥居をくぐり境内に入っていった。

　載は、境内を見回した。境内の隅に桜が植えてあり、桜の枝についている葉は所々黄色くなっていた。落ち葉はほと

んど無かった。

　載は不安げな表情をした。「須臾様、計羅。何処にいるの」載は、拝殿の脇に向かっていった。

　六徳と厘は鳥居をくぐり、境内に入った。

　六徳は周りを見た。「誰もいないようだが、出かけている訳ではないな」

「どうして、そう思うのです」厘は、六徳に訪ねた。

「掃除が終わったばかりだ。出かけるにしてもすれ違っていない」六徳は、拝殿の脇に向かって歩いた。

　厘は、六徳の後をついていった。

　載は、拝殿の脇から奥にある住居に向かっていった。間や玄関の戸が開いていて、風通しが良くなっていた。

　庭では、須臾と計羅が箒で落ち葉をまとめていた。

　載は、須臾の元に向かって駆けつけてきた。「須臾様」

　須臾は、載に驚いた。「載、どうしたのですか」

　載は、須臾に嬉しそうな表情をした。「あのね。お父が神社に行くって言うから、一緒に来たの」載は、須臾に抱きつ

いた。

「六徳様がですか」

　載は、頷いた。

　六徳と厘は、庭に来た。

　須臾は六徳に頭を下げた。

「六徳様。失礼ですが、自ら立ち入りを禁じたにも拘わらず、何故立ち入ったのでしょうか」

「須臾」厘は、強い口調で言い、突っかかろうとした。

　六徳は厘の前で腕を上げた。

　厘は、六徳の方を向いた。六徳は、険しい表情をしていた。

「名主様」

「俺の言った事を自ら破ったのだ。須臾の言った事は正しい」

「しかし」

「しかし、何だ」

　厘は口をつぐんだ。

「須臾、瞬息と話がしたくて来た。時間がないのだ、何処にいる」厘は、須臾に尋ねた。

「瞬息様なら、奥の間におります」

「分かった、中に入るぞ」六徳は玄関に向かい、中に入った。

　厘は、六徳の後をついていった。

　須臾は、載の方を向いた。「載様は、瞬息様の元に行かないのですか」

「どうして」

「いえ、どうしてと言われましても。一緒に来たのですから」須臾は首を傾げた。

「じゃあ、計羅と那由多様は何処にいるの」載は、とりあえずと言った調子で須臾に尋ねた。

「台所にいましたが、今はどうだか分かりません」

「一緒に行こ」載は、須臾の手を掴んで引っ張った。

「何処に行くのですか」

「計羅がいたとこだよ」載は、須臾の手を再び引っ張った。

　須臾は載に手を引っ張られ、やむなく玄関に向かい、載と共に玄関から住居に入った。

　住居に入ると、土間があった。土間は薄暗く、窓から日が差し込んでいた。大型の竈が並んでおいてあり、対面方向

に座敷があった。座敷の囲炉裏はくすぶっていた。炭の匂いが全体に広がっていた。間と間は障子で区切られてい

た。声が響いていた。

　載は周囲を見た。誰もいなかった。

「誰もいないよ」

「見れば分かりますよ」

　間の襖が開き、瞬息が現れた。「須臾、ここにいましたか」

　須臾は、瞬息の方を向いた。「御用ですか」

「話があります。離れに来て下さい」

「離れへ、ですか」

「あたしは」載は、瞬息に尋ねた。



「須臾だけ来てください。載は待っていてもらえますか」

　載は、不機嫌そうな表情をした。「なんで、あたしも須臾様と一緒に行く」

「私にしか出来ない要件があるのでしょう。待っていてもらえますか」

　載は、瞳を潤ませた。「須臾様は、あたしと一緒に行くのは嫌なの」

「いえ、そうではなくてですね」須臾は、六徳の方を向いた。「あの、いつ頃終わりますか」

「話が終わればすぐです」

「分かりました」須臾は、載の頭を撫でた。「すぐ戻りますから、ここで待っていて下さい」

「すぐ、約束だよ」

「ええ」

　載は頷いた。

　須臾は囲炉裏の前に来るとかがんで草履の紐を解き、囲炉裏に上がった。瞬息は踵を返し、奥に向かった。須臾は

瞬息の後をついていった。

　載は不満げな表情をして、囲炉裏の式台に腰掛けていた。

　玄関から、計羅と那由多が入ってきた。

　二人は、退屈そうにしている載に気づいた。

「あら、どうしたの」那由多は、載に近づいた。

「お父と一緒に、須臾様に会いに来たの。そしたら神主様が来て、須臾様を連れて行っちゃったの。一緒に遊びた

かったのに」

　計羅は、載の元に来た。

「それは大変ね」那由多は、載の手を取った。「計羅もいるから、一緒に遊びましょう」

「でも、須臾様がすぐ終わるから、一緒に遊んでくれるからここにいるようにって」

　那由多は、載の肩に触れた。載は、那由多の顔を見た。「じゃあ、ここで遊びましょう」那由多は笑みを浮かべた。

「久しぶりだよね、一緒に遊ぶの」計羅は、載の周りで飛び回った。

　載は頷いた。

　瞬息は縁側を通り、奥の離れに向かっていた。須臾は瞬息の後ろを歩いていた。間への襖は開いていた。

「話とは、何ですか」

「名主様のいる所で話します」瞬息は、縁側の突き当りで立ち止まった。突き当りは六畳程の離れへの廊下と、湯殿や

厠への廊下とに分かれていた。

　離れは簡素な茶室のようで、小さいながらも整っていた。壁に穴が開いたような窓があった。

「用はいいですか」

「問題ありません」

「そうですか。緊張で催しても退出出来ませんよ」瞬息は、離れに向かって歩いた。

　須臾は、瞬息の後をついていった。

　離れの戸は閉まっていた。瞬息は取っ手に手を掛けて開けた。戸はきしんだ音を立てて開いた。

　瞬息は離れの中に入った。須臾は瞬息の後をついていき、離れの中に入った。

　離れの中は六畳間になっていた。襖は開いていて、黄色い日が差し込んでいた。本が所狭しと散らばっていた。隅

においてある机には、書きかけの記帳と本、硯と筆が無造作に置いてあった。六徳の周りに散らばった本が山になっ

ていた。床に散らばっている本をどかして座ったようだった。

　須臾は、六徳を一目見て軽く礼をした。六徳も、須臾に軽く礼をした。

「来たか、座ってくれ」六徳は須臾に話しかけた。

　須臾は、床全体を見回した。本が散らばっていて、座る場所がなかった。

「適当に払ってくれて構いません」瞬息は、六徳の隣に散らばっている本を手で払い、座った。

「は、はい」須臾は、六徳と対面する側にある本を払い、座った。

「話とは、何ですか。失礼ですが、手短にお願いします」

　瞬息は、須臾の方を向いた。「明日の夜明けと同時に、今日向かった森に計羅を連れて行ってほしいのです」

「計羅様をですか」

「そうです」瞬息は頷いた。「六徳様より話を聞きました。本当のことを言えば、もっと調べて成果を確実にする必要が

ありました。しかしながら、もう時間がないようです」

「時間、ですか」

　六徳は唸った。「俺のせいでお前たちと村との関係が悪化している。流石に那由多様に手を出さないだろうが、お前

らを殺しにかかるかもしれない位に酷い状態だ。」

「そんなに悪く思えませんでしたが」須臾は、山からの帰りに村人に会った時の事を思い出した。

「上辺だけを見ているだけで全体を判断するな。集団になれば何をしでかすか分からん、お前が人柱に加担したよう

にな」

　須臾は渋い表情をした。

　瞬息は咳払いをした。



　六徳と須臾は、同時に瞬息の方を向いた。

「そうです。飛び地の話は覚えていますか」

「ええ」須臾は頷いた。「大地の力が森に飛んで活性化していると。そうでしたね」

「その通りです」瞬息は頷いた。「池で起きている身投げは、池にある大地の力がその場所に飛び地をし、失った補填

として魂を求めているのが原因です。森から池に大地の力を繋ぎ、固定させれば止めることが出来ます」

「原因が分かっているのか。なら、どうして実行せんかった」六徳は、瞬息に尋ねた。

「対処方法が見えなかったからです。大地の力がどの程度なのか、どうやって呼び起こして戻すか。固定させるか。そ

の全てに例がないのです」

「例がない」六徳は、オウム返しに言った。

「ええ。自然の力を変える行為は、本来自然に従う我々と相反します。故に例がないのは当然と言えば当然です」

「しかし、対処方法がないわけではないのだろう。でなければ」六徳は、須臾に目をやった。「須臾とお前の娘を森に

連れて行こうとしない」

「その通りです。あくまで仮ですが、我々もまた、森羅万象の一部です。故に計羅の中にある力で持って大地を呼び

起こせるのではないのか、池まで誘導できるのではないのかと考えました。大地の力に関して例はありません。しかし、

呼び出して行き場を失った霊的な力を引き寄せ、制御すると言うのは古来より幾つか例があります。それを応用すれ

ばできるのではないのかと、そう睨んだのです」

　瞬息は、足元に転がっている本のうち、１冊を手に取り表紙を見て手に取り、開いて二人に見せた。

　巫女と、巫女に集まる人々の絵が書いてあった。

「なら、那由多様を山に連れていけばいいのではないですか」

「呼び出すだけなら、ある程度力があれば十分です。問題は特定の場所に誘導して固定する点でして、呼び出す以

上に力が必要になります。悪霊を呼び出すより、沈めるほうが難しいのと同じです。ですから、那由多には池に向かい、

誘導し固定する側に回って貰う事になります」

「なるほど」六徳は頷いた。

「しかし、村人との仲は最悪なのでしょう。今日のように朝方向かうならまだしも、帰りはどうするのですか。村人は農作

業で必ずいますから、悶着が起きるのは避けられません」

「直ちに使いを出し、明日の夜明けに俺の屋敷に集まるよう通達を出す。お前らが全て終わるまで信頼出来る奴に監

視を付け、都度報告させて終わるまで時間を稼ぐ。俺の通達を無視すると言うのは、有りえないからな」

「厘、ですか」須臾は、不安そうに六徳に尋ねた。

「嫌なのか」

「いえ、信頼できる人と言うのは、村の中にいるのかと思いまして。皆、私達を嫌悪しているのでしょう」

「厳密には、そいつらの仲間だ。人柱の時にも、俺に伺いを立てた奴らだ、俺の命令を無視して寝首をかく事はない。

その辺は安心してくれ」

「はい」須臾は、曖昧に返事をした。

　瞬息は立ち上がり、机に向かうと一冊の記帳を手にして須臾の元に向かった。

「ここに、森で成すべき事を書いておきました。教えてきた儀と何も変わりませんが、失敗は許されないので予め全て、

詳細に書いておきました」

　瞬息は、須臾に記帳を差し出した。記帳の表紙は所々破けていて、黄色い紙が綴じてあった。

「私にできるのでしょうか」

「貴方には全てを教えたつもりです。ないのはその時の経験のみです。計羅にも儀について教えていますから、貴方

は支援するだけで十分です。大地の力を呼び出すのは、力を持つ計羅の役目ですから」

　須臾は、瞬息が持っている記帳を受け取った。「分かりました」

「必要な荷物は小包にして貴方の間に置いておきます。明日の夜明け、計羅と共に森に向かい、儀を執り行って大地

の力を開放して下さい。貴方への事は以上です」

「分かりました」須臾は立ち上がり、礼をした。「これにて失礼致します」

　須臾は踵を返した。

「須臾」瞬息は、須臾に声をかけた。「那由多を連れてきてもらえますか」

「はい」須臾は、離れから出ていった。

　戸が閉まる音がした。

「大丈夫なのか、まだ元服もしとらん者に」

「他に頼れる人がいるでしょうか」

「そうだな」六徳は立ち上がった。

「俺は周知に行く」六徳は踵を返し、離れの戸に向かい、戸を開けて出ていった。

　戸が閉まった。

　風が入ってきた。床に落ちている本がめくりあがった。

　瞬息は身震いし、立ち上がって縁側に来て戸の取っ手を掴んだ。

　日は暮れていて、空は藍色に変わり始めていた。



　戸が開く音がした。瞬息は、戸の方を向いた。

　那由多と須臾が立っていた。「瞬息様、那由多様を連れてきました」

「ご苦労でした」

　須臾は、瞬息に頭を下げた。

　那由多は、須臾の方を向いた。「貴方は載に名主様と帰るよう説得して下さい」

「はい」須臾は頷き、離れから出ていった。

　戸が閉まった。

「明日、夜明けと共に池に向かって貰います」

「身投げを止める為ですね」那由多は間に入り、足の踏み場もない程散らかっている本の隙間を綺麗に避けて瞬息に

近づいた。

「計羅を森に向かわせ、力を開放します。その力を池に固定させる事で身投げの原因である力の乾きを止めます」

「はい」那由多は頷いた。「力を開放出来ず、更に力を補填する程の物でなかった場合、どうしますか」

　瞬息は、顔をしかめた。

「私が身を捧げます」那由多は、淡々と言った。「力の乾きは池に蔓延する負の力が飲み込んでいます。開放した力で

補填出来なければ、詰みとなる以外ありません」

「私の立場から、そうしろとは言えません」

　那由多は、外の様子を見た。日が傾き、木陰が伸びていた。

「計羅に話をしていますか」那由多は、瞬息に尋ねた。

　瞬息は、小さく首を振った。

　那由多は踵を返して戸に向かい、開けて出ていった。

　戸が閉まる音がした。

　那由多は縁側に出て庭の様子を見た。

　六徳と須臾が、載と対面している形で立っていた。計羅は、須臾の腕にしがみついていた。

「何をしているのですか、もう暮れています」那由多は、六徳達に声をかけた。

　六徳達は、一斉に那由多の方を向いた。

「那由多様」載は、訴えるように声を出した。「前々まで遊んでくれなかったから、せめて家まで送ってって言ってるの

に、須臾様は駄目だっていうんだよ」

「載、我儘を言うな」六徳は、載の手を引っ張った。

　載は須臾の腕を掴んで抵抗した。

「載、須臾は忙しいのです。余計な仕事をさせて病に倒れたらこれから先、ずっと遊べなくなります。今は耐えて下さい。

あと数日もすれば今まで通り、皆で遊べるようになりますから」那由多は、載を諭した。

　載は俯いた。

「済みません、こちらにはこちらの事情というものがあるのです」

　載は唸った後、須臾を見た。須臾は眉を顰め、頷いた。

　載は、須臾から腕を離した。「うん」

「済みません」

　六徳は、載の手を取った。「帰るぞ」

　載は頷いた。

　六徳はかしこまって、那由多に頭を下げた。「那由多様、村の救済を頼みます」

「私ではなく、瞬息に言う言葉です。原因を見つけ出さなければ、私とて動けず何も出来ないのですから。更に言えば、

まだ始まってもいません」

　六徳は、渋い表情をした。

「那由多様はああ言っていますが、村を人一倍心配しておられます」須臾は、六徳に頭を下げた。

「気にしておらん」六徳は踵を返し、載を連れて庭から去っていった。

「須臾、サの座の話を覚えていますか」那由多は、須臾に尋ねた。

「あらゆる力を取り込んで溜め込むと、以前仰っていました」

「ええ」

「桜はその力を溜め込み、力を固定させます。故に霊域を守る樹として植えられています」

「その話を、どうして今になってするのですか」

「明日、計羅と森に向かい力を開放するのでしょう」

　須臾は、計羅の方を向いた。

　計羅は頷いた。「うん、お父から聞いてる。大地の力を呼び出すんだって」

「自然の力は不安定です。些細な事で失敗するやもしれません。そうなった場合、力を固定させ安定させる必要があり

ます」

「その為に、桜を使えと仰るのですか」

　那由多は頷いた。



「失礼ですが那由多様、樹を運ぶとはとても出来ません」

　那由多は、須臾の言葉に笑みを浮かべた。「樹ではなく、葉や枝でも構わないではないですか」

「枝を切り落とすのですか」

「桜は枝を切れば枯れてしまいます。落ち葉でもわずかに霊力が残っています。来なさい」

　須臾は、那由多の言われるままに近づいた。

　計羅も、須臾の後をついて那由多に近づいた。

　那由多は、腰に下げていた掌ほどの大きさをした巾着袋を須臾に差し出した。

「桜の種と葉を混ぜた守りです。持っていきなさい」

　須臾は、巾着袋を受け取った。「ありがとうございます」

「力の呼び出しに失敗した時、中のものを撒いて結界になさい」

「はい」須臾は頷いた。

「お母、あたしに出来るかな」

「私より力を分け与えられた身です。出来ますよ」

「少なくとも、私よりは出来ます。私には何も力がありませんから」

「須臾様はあたしより力はあるよ。重い釜や葉っぱを持ってったじゃない」計羅は、強く言った。

　須臾は笑みを浮かべた。「そうですね」

　那由多は、須臾と計羅のやり取りを見て笑みを浮かべた。

「出来ますとも、そうでなければ、瞬息は貴方に頼みません。頼みましたよ」那由多は穏やかな調子で言うと踵を返し、

間に入った。

　須臾は計羅を連れて玄関に向かい、中に入った。

　六徳と載は境内から鳥居をくぐり、神社を出てあぜ道を歩いていた。

　日は暮れていて、藍色の空には星が浮かんでいた。田に村人の姿はなく、稲穂が僅かに吹く風で揺れていた。

　六徳は空を見上げた。「大分遅くなってしまった、村に周知させれば夜になるな」

「お父」載は、不安げな調子で六徳に尋ねた。

「何だ」

「また、皆で遊べるかな」

　六徳は眉間に皺を寄せた。「遊べるとも」

　六徳の屋敷の前に来た。平門は開きっぱなしになっていた。

「載、お前は先に家に入れ。俺は用があるから出ていく。すぐ戻るから安心してくれと言っておいてくれ」

　六徳は踵を返した。

「何処に行くの」

「軽く話をするだけだ」六徳は、来た道を戻っていった。

　六徳はあぜ道を辿り、農家の前に来た。藁葺で玄関の戸が閉まっていて、縁側は雨戸で閉じてあった。屋根から飯

炊きの煙が上がっていた。

　六徳は玄関の戸を叩いた。

　玄関の戸が開き、厘が出てきた。「何か用で」

　厘は、六徳の姿に驚いた。「な、名主様。何用ですか」

「いちいち驚かなくても良い」

　厘は大きく息を吸った。突然の来訪者に動揺し、落ち着こうとした。

「こんな時にすまないが、日が落ちて夜になる前にひと仕事を頼みたい」六徳は、軽く頭を下げた。

　厘は眉を顰めた。

「名主様、そんなかしこまらなくてもいいです。名主様の頼みなら今すぐ何でもしますよ」

「何でもか」

　厘は唸った。「流石に、人柱になれというのは無理ですね」

　六徳は笑みを浮かべた。「安心せい、そこまで酷い話ではない」

「は、はあ」厘は曖昧に返事をした。

「明日の夜明けに俺の屋敷に集まるよう、村全体に伝えてくれ。全員漏れなくだ」

「漏れなく、ですか」

「そうだ」六徳は頷いた。「池の状況について、分かっている事を説明する必要がある」

「また身投げがあったと言うのですか」

「原因と状況がある程度把握出来た。不謹慎な噂が飛び交っているからな。このままでは悪い方に落ちていく。俺には

確信した内容を話して誤りを是正する義務がある」

　厘は空を見上げた。「夜までもうすぐです。こんな時間で全員に回れるかどうか」

「お前とその友人に頼むのが一番良いと思っていたのだが、出来ないのであれば仕方あるまい。俺一人で回るとしよ

う」

　六徳は踵を返した。



　厘は焦り、六徳の前に回り込んだ。「いえいえいえ、こんな時間にうろつくなど危険です。私どもが村全て周り話をし

ます。名主様は安心してお帰り下さい」

「帰っていいのか」

「もちろんですとも。周知が終わった時は報告に行きます」

「報告はせんでもいい」

　厘は、六徳の言葉に驚いた。「何故です」

「足元も見えない状況で怪我をされては困る。周知できる人間に頼んでいるのだ、出来たかどうかは明日の夜明けに

なれば分かる」

「はい、では準備でき次第仲間と手分けして向かいます」

「俺も回る。一人でも多い方が良いだろう」

「しかし」

「お前を信用しているのは確かだ。だからこそ、お前に迷惑をかけずに物事を終わらせたい。これは俺の我儘だ、立ち

入る事は許さん」

「そうでしたか」厘は、六徳の脇へ引き下がった。

「すぐに向かってくれ。身の安全を優先しろ。報告はいい、終わったら即帰るよう伝えろ」六徳はあぜ道を歩いていった。

　厘は玄関に向かい、家に入った。

　暫くすると、厘の家から上がっていた飯炊きの火が消えた。厘は家から駆け出し、あぜ道を走っていった。

　真っ暗で星だけが輝いていた。コオロギや鈴虫の鳴き声が響いていた。

　空は徐々に明るくなり、地平線から日が昇ってきた。

　村人が飼っている鶏は日光を見ると頭を上げ、大きな鳴き声を上げた。

　夜は開けた。


