
カグラマツリ……１（５）

　夜が明けた。

　登る朝日が闇を払い、空が白けてきた。鶏の鳴き声が響いた。

　初老の村人はあぜ道を歩き、六徳の屋敷へ向かっていた。

「しっかし、どうして名主様は急に呼び出したのかね」

　初老の村人は開けた場所に来た。村人達が集まっていた。村人達は皆、踏鍬や鍬を持っていた。

「皆、名主様の所に行かないのか」

　村人達は一斉に、初老の村人を見た。

　初老の村人は、村人たちの目線に驚いて引き下がった。

「お前も、行くのか」

「行くって、名主様の所か」

「いや、俺達は神社に行くべきか、名主様の屋敷に行くべきか話し合っているんだ」

「神社とな」

「昨日、集まったのを忘れたのか」

「いや、そうじゃねえよ。名主様から屋敷に行くように言われてたんでな」

「そう。それなんだが名主様に会うのが先か、神社に行くのが先かって今揉めとるんだ」

「なして神社に行く必要があるんか」

「昨日、神主様を人柱にするのに神社に行くと言ってたろ。そこに名主様の知らせだ。来た時間が暮れだったから、ど

ちらを取ればいいのか話も出来ないまま今になってしまった。それでという訳だ」

「なら、神社に行くのが先でいいだろ」初老の村人は、あっけらかんとした表情で言った。

「何故」

「自分を人柱にしに来たって話を知れば、神主様は逃げ出すだろ。そうなる前に人柱にすればいい。名主様は寛容

な方だ、遅れても話をすればきっと納得して下さる」

　村人達は、初老の村人の言葉に納得した。

「むしろ、名主様はいい土産を持って来てくれたと歓迎して下さるかもしれない。池の呪いを消し去ってくれたのだと

言ってな」

「なるほど」村人の一人は、村人達の方を向いた。

「よし、じゃあ神社に行くぞ。皆に知らせろ。集会の前にひと仕事するから、神社の丘の前に集まれとな」村人の一人

は、集まっている村人達に聞こえるように大声で言った。

　村人達は一斉に声を上げ、蜘蛛の子を散らすように去っていった。

　初老の村人は、事態が理解出来ずに首を傾げた。「神社の前に行けって事でいいのか」初老の村人は、あぜ道を

歩いていった。

　

　境内は薄暗く、スズメの鳴き声が所々から聞こえていた。須臾と計羅が瞬息と那由多と対面する形で立っていた。

　須臾は風呂敷に包まれた包みと振分小包を持っていた。

　那由多と瞬息は、白い小袖の上に薄く透けた千早を纏っていた。



「須臾、山への道は覚えていますか」

「はい」須臾は頷いた。

「今まで教えた儀と同じ感覚で構いません。計羅を頼みます」

　須臾は、計羅の方を向いた。「実際に儀を行うのは計羅様です。私は案内と儀の手伝いしか出来ません」

「大地の力は心と混ざります。僅かに心が揺らげば、まして負の感情が混じればたちまちの内に力は暴走し、失敗し

ます。須臾、計羅をよろしく頼みます」

　計羅は須臾に笑みを浮かべた。「お父の言う通りです。あたしは須臾様がいれば大丈夫だよ」

　瞬息は、那由多を見た。

　那由多は瞬息と目が合い、頷いた。

　瞬息は、須臾の方を向いた。「須臾、禰摩を人柱にした時の事を忘れていませんか」

　須臾は、顔を曇らせた。

「いえ、責める気はありません。既に終わったのですから。私や六徳様は禰摩を人柱にした状況は知りません。しか

し、証拠として彼女の財布を預かっています」

　須臾は、村人が禰摩から財布を奪った時の状況を脳裏に浮かべ、俯いた。自分の無力さ故に、禰摩を救えなかっ

たのだと責めた。

「財布を処分する気はありません。禰摩のいた証拠として、その人間を人柱に立てた証として残す義務があります」

「どうして、その話をするのですか」

「貴方が穢れを負った証であるが故に向き合わず、捨ててしまうのではないのかと危惧しているからです」

「危惧ですか」

「ええ、人は深い傷を負うと向き合わずに避けますから。村人は人柱に向き合わず、無かった事にするでしょう。しか

し、貴方は当事者として向き合い、社の者として末代にまで伝えていく義務があります」

「瞬息様も、そういう穢れを負った事があるのですか」須臾は、瞬息に尋ねた。

「知らぬ間に穢れを負っているのかもしれません。私も、穢れを避けようとする人間なのですから」瞬息は、苦笑いを

した。

　須臾は、俯いた。瞬息もまた、穢れを負う人間なのだ。

「財布は長持のある箪笥の中に封をして保管してあります」

　瞬息は頭を下げた。「改めて、後を頼みます」

「はい」須臾は頷いた。

　那由多は、腰につけている小さな巾着を須臾に差し出した。

「これは」須臾は、那由多に尋ねた。

「桜の実と花の粉です。米と共に撒き、界を区切るの使用して下さい」

「桜ですか」

　那由多は頷いた。「桜には霊力があると以前話しました。その力を借り、界を区切り儀を行うのです」

「分かりました」須臾は、那由多から巾着を受け取った。

「須臾様、あたしが持つ」計羅は、須臾が持っている巾着を引っ張った。

　須臾は手を離した。巾着は温石に似た温もりがあった。

「では、山に行ってきます」

　須臾は頭を下げ、計羅を連れて鳥居に向かおうとした。

　那由多は須臾の前に来た。「別口から出なさい」

「どうして」計羅は、那由多に尋ねた。

　那由多は、鳥居の方を向いた。

　鳥居の先から、男達の声が聞こえていた。

　須臾は、声に気付き鳥居の方を見た。「村の者は皆、六徳様の元へ向かったのではないのですか」

「人が皆、言う事を聞くとは限りません」

　須臾は顔をしかめた。

　瞬息が須臾の元に来た。

「人が丘の下に集まっているようです」

「実際に集まっているか、見てきますか」須臾は、瞬息に尋ねた。

「集まっているのが事実だとすれば、戻ってこられませんよ」

　須臾は、顔をしかめた。

　鳥居の向こうから聞こえる声が、大きくなってきた。

　瞬息は、須臾の方を向いた。「時間がありません、別口から出て下さい」

「別口にもいる可能性と言うのは、ありませんか」

「別口は遠回りですから、既に近くにいなければ囲めません。気配がないのですから、入っていないのは確かです」

　須臾は拝殿の脇を見た。人気はなかった。

「では瞬息様、一緒に行きましょう」



「いえ、私達は後からでも問題ありません。須臾、貴方は計羅を連れて先に出て行って下さい」

　須臾は、瞬息の言葉に驚いた。村人達が押し寄せた時、神社が空になっていれば目的を失い、退散するのではな

いか。

「誰もいないと分かった途端、別口を辿り追いかけてくるでしょう。誰かが足止めをしなければなりません」瞬息は、笑

みを浮かべた。

　須臾は顔をしかめた。「

「貴方は、貴方のやるべき事をやればいいのです。目的を忘れたのですか」

　須臾は、大きく息を吸った。「分かりました、別口に出来るだけ長くいますから、そこで会いましょう」

「会う必要はありません。貴方は山に行けばいいのです」

　計羅は、瞬息の表情に陰りがあるのを認めた。

「お父、大丈夫だよね」計羅は、不安げに尋ねた。

　瞬息は、計羅に笑みを浮かべた。「大丈夫です。信じて下さい」

「計羅様、行きましょう」

　須臾は計羅を連れ、拝殿の裏へ向かっていった。

「那由多、貴方も出て下さい」

「どうしてですか」

「貴女まで巻き込まれれば、村を救う術は有りません」

「ご心配なく」

「足止めが出来ると思いますか」那由多は、淡々とした口調で瞬息に尋ねた。

「分かりません」瞬息は力なく言った。「話を聞いてくれるとは思えませんが、わずかな時間なら稼げると思っていま

す」

「何もしないより良いのですね」那由他は踵を返した。「別口の外で待っています」那由他は去っていった。

　瞬息は鳥居に近づいた。

　村人達の、階段を登る足音が聞こえてきた。

　瞬息は、息をのんだ。

　鳥居に村人達が駆け上がってきた。皆、壮年の男で顔を赤くし、月代に汗が浮かび息が上がっていた。

　村人達は、何も臆せずに立っている瞬息を見て驚いた。先手を打って逃げているものと思っていた。

「何をしに大挙したのですか。六徳様より接触をするなと命を受けているはず。まして今は屋敷に行くよう言われてい

るはずです」

「だから、どうしたって言うんだ」村人の一人は、気を落ち着かせる為、息を吐くように言った。

「六徳様の命を反故にすると言うのですか」

「知れた事、すぐに用を片付け名主様の所に行く」

「そうだ」

　村人達は騒ぎ立てた。

「用件とは何ですか。目的がないのであれば、お引き取り下さい」

「お前を人柱に立て、池の呪いを消す。お前が池に呪いをかけたんだ、相応の罰は受けてもらう」

「して、証拠は」

「池で多くの娘が死んだ、それ以外に何があるってんだ」

　村人達は一斉に、瞬息に向かって飛びかかった。

　瞬息は村人達の血気盛んな表情に、諦めと驚愕が混じった表情をした。

　村人は、踏鍬や鋤で瞬息の顔を思いっきり叩いた。

　瞬息は頭に強い衝撃を覚え、地面に倒れた。

　村人達は今までため込んでいた鬱憤を晴らすかのように、罵声を浴びせながら瞬息を蹴ったり殴ったりした。

　瞬息の顔は赤く脹れ、腕は鋤で徹底的に潰され袖に血がにじみ出した。意識は既になく、抵抗するそぶりは愚か動

こうともしなかった。

　村人達は無我夢中で瞬息に暴行を続けた。

　瞬息の服は服で染まり、手は潰れて骨が出ていた。

　村人達は誰一人として止めようとせず、罵声も疲れからか次第に消えていった。黙々と脱穀する作業と同じ、作業

の一工程と何ら変わらない感覚で暴行していた。

　暫くの間、暴行が続いた。村人達は疲弊していった。何も反応のない瞬息への暴行をやめ、死体を見た。

　顔は原形を留めない程に赤黒く腫れあがり、頭蓋は砕けて頭の原形をとどめていなかった。服は瞬息の血と、村人

達の草鞋に付いた泥に塗れ、体から染み出る血は服を通して玉石に染みこんでいた。四肢の骨は砕け、生きている

うちに見る事の出来ない曲がり方をしていた。

　村人達は、余りに凄惨な瞬息の死体に恐怖を覚えた。秩序の安定した村の中で、死体を見るのは葬儀の時、損壊

が少ない死に化粧が施された、綺麗な死体だった。余りに損壊した死体は見た事がなく、死体を作り上げたのは池

ではなく自分達だ、怒りにかまけた只の人殺しだという事実が重く体にのしかかった。



「おい、本当に殺しちまったのか」村人達の集まりの中から、力の抜けた声がした。

「殺すのが目的だったんだ、これでいいんじゃないか」

　村人達は一気に醒めていった。

「人柱は、生きたまま埋めないと効果がなかったはずだ。旅の娘も生きたまま埋めたと聞いている」

　村人の声に、村人達は一斉に凍りついた。

「じゃあ、これは意味がなくなったってのか」

「呪いをかけた張本人を殺したんだ、それだけでも十分だ」

「本当に、そうなのか」

　村人達は、まじまじと瞬息の死体を見つめた。血は固まり、赤黒くなっていた。

　拝殿の奥から、玉石が擦れる音がした。

　村人達は、一斉に音がした方を向いた。

　那由多が、村人達の方に向かって歩いていた。

　村人達は黙り込み、重々しく歩を下げた。

　那由多は、瞬息の死体の元に来た。

「瞬息は、帰幽したようですね」那由多は、淡々とした口調で村人達に確認を求めた。

　村人達は立ちすくむだけで、何も答えなかった。

「足止め、苦労をかけました。貴方には余りに重い仕事だったようです」

「那由多様」村人が一人、集まりの中から出てきた。

「何故、殺す必要があったのですか」

「そ、それは」村人は話そうとするも、口が震えて話せなかった。

　那由多は呆れのため息をついた。「池の呪いが瞬息のせいだと思っていたから、粛清した。そんな所でしょう」

　村人達は、那由多の姿に恐怖を覚えた。今更になって、自分達がした事の重大さに気づいた。

「責めるつもりはありません。死者を蘇らせる事は私とて出来ませんから」那由多は冷たい目線で村人達を見つめた。

　村人達は、那由多の眼光に威圧感を覚え、凍ったように動かなくなった。

「貴方達が、どんな事をしてでも村を良い方向に向かいたい。そう思うのならば」那由多は、淡々と言った。「私を姿ケ

池へ連れていきなさい」

　村人達はざわついた。

「死体となった者に用はありません。村の災いを止められるのは生きている者だけです」

　村人達は、驚き黙った。伴侶の死を重く受け止めず、突き放すように言うなどあり得ない。まして、殺した人間に感

情的にならないなど、全てを許す聖人か、心というものがない畜生以外にない。

「はい」村人の中から、力の抜けた声がした。村人達は誰一人として反対の意見がなかった。那由多の言葉を受け止

めて言う通りにする以外、何も選択肢がなかった。

　六徳の屋敷の庭に集まった村人達は、目をこすったり眠そうにあくびをしたりしていた。両手を広げる分には余裕が

ある程度の密度だったが、朝方で空気が冷たかった為か村人達の体温に寄り集団の中は暖かかった。

「こんな所に朝から呼びつけて、名主様は歳の割に元気な方だ」

「俺なんか、まだ飯も食っちゃいねえよ」

「俺なんか田んぼにすら行ってねえ。雀が食っちまうかも知れねえのによ」

　六徳は式台に立っていた。集まっている村人達を見回した。

「意外に少ないな。まだ来ていないのか」

　六徳は、式台の元にいる厘に目をやった。「厘、疑うつもりはないが本当に全員に伝えたのか」

　厘は頷いた。「ええ」厘は振り返り、村人達を見回した。「急ぎとはいえ、全員に回しました」

「夜明けに指定したのがまずかったか」

「まだ準備にくれている者もいるかもしれません。呼びに行ってきます」

「止むを得んな。すぐ戻ってこい」

「はい」厘は人波をかき分け、庭から平門へ進んだ。

　平門は開いていた。人気がなく、村人達が集まっていた庭と対照的だった。村人達の集まりから抜けた為に暖かさ

はなかった。厘は平門をまたいで潜り抜け、走ろうとした。

「ねえ」平門から子供の声がした。

　厘は声がした方を向いた。不安そうな表情をしている載が立っていた。

「何だ、起きていたのか」

「この時間なら、皆起きてるよ。何処に行くの」

「何処って、皆来ていないようだから様子を見に行く」

「もしかしてだけど皆、須臾様達の所に行っているんじゃないのかな」



　厘は載の言葉に、眉を顰めた。昨日村人達が集まり、神社に行くと言っていたのを思い出した。

「載様、何故神社に行くと言うのを知っているのですか」

　載は俯いた。「何か嫌な気分なの。胸の中で何かがぐるぐる回っている感じがしてて」

「神社か。名主様の命を無視していくとはどういう連中だ」

「一緒に行く。那由多様や須臾様が心配だもの」

「連中が集まっているなら、只事では済まない」

　載は眉間にしわを寄せ、厘を見つめた。「あたしに手を出したら、お父が黙ってないよ」

　厘は、載の表情に慄いた。子供ながらにして決意と覚悟に満ちた表情だった。

「一緒に行こう。但し離れないでくれ」

「うん」載は頷いた。

　厘は、載の調子に合うように加減してあぜ道へ走って行った。

　載は、厘の後をついていった。

　あぜ道には人気はなかった。雀が田の中にある稲に止まり、穂をつついていた。厘は周囲を見回しながら神社に

向かって走った。神社に向かったのは

　厘は、走っているあぜ道の先に須臾と計羅が並んで歩いているのを見つけた。

「須臾様」載は気持ちを抑えらえず、声を掛けると全力で須臾の元に向かい、前に回り込んだ。

　須臾は載の姿に驚き、立ち止まった。「載様」

　計羅は、載の姿に驚いた。「載、何やってるの」

　厘は須臾の元に向かった。「須臾」

　須臾は、厘に声をかけられて立ち止まった。「厘、どうした」

　計羅は、何事かと思い厘を見た。厘は息が上がっていて、顔は紅潮し汗が流れていた。

「名主様の集まりに人がいないので、様子を見に来た。載様は嫌な予感がしてついてくると言って聞かなくてな。誰か

に会わなかったか」

「会う、会わない以前に神社に人の声がした。瞬息様は話をするからと言って留まって、私と計羅様は別口から出た」

「人の声だと」厘は眉を顰めた。「夜明けに全員屋敷に来るよう通達したはずだ。まさかと思うが神主様に手を下そう

としたのか」

「私もそう思っている。集まりを無視して私や瞬息様に手を下そうとしていたのではないのか」

「実際に見たのか」

「いや」須臾は首を振った。「別口から行くよう、那由多様に言われてそうした。別口には人がいなかったから囲い込

むつもりはなかったのだろう」

　厘の息が落ち着き、調子が整った。須臾と計羅の様子を眺めた。足元に泥がついているものの、争った形跡はな

かった。「神社にいるんだな」

「須臾様も那由多様も出ると仰っていた。もういないかもしれない」

「分かった。お前達は武満山に行くんだな」

「そうだ」

「分かった、情報感謝する」厘は載の手を取った。

　載は手を付き放した。「あたしも須臾様と一緒に行く」

「駄目だ」厘は即答した。「一緒に行っても迷惑をかけるだけだ。邪魔をしに行きたいのか」

　載はふくれっ面をした。

「余計な仕事をさせる気か、また遊べなくなるぞ」

　載は渋々頷いた。「う、うん」

　厘は、踵を返してあぜ道を駆けて行った。

「計羅、須臾様をよろしくね」

「うん」計羅は笑みを浮かべて頷いた。

　載は、踵を返して厘の後をついて行った。

　厘は載が遅れないように調子を合わせ、あぜ道を駆けた。載は、厘の後を追いかけた。神社の前の丘にたどり着

いた。

　人気がなく、静まり返っていた。誰もいないのとするなら、村人達は何処にいると言うのか。

　厘は不安を覚えた。

　載は丘の上に建っている鳥居を見て、顔が青ざめた。「何かあるよ。怖い」

「気のせいだ、行くぞ」厘は載の手を取った。

　載は訝しげに厘の手を見た。

「俺の手に何かあるのか」

「違うよ、怖くないのかなって」

「何もないんだ、怖いも糞もあるか」

「そうだね、何もないんだよね」載は自分に言い聞かせた。



　厘と載は、階段を昇った。階段は日が昇って間もなくで温まっていないのか、草履を通して冷たさが伝わっていた。

足に伝わる冷たさが、載の言う怖さの原因かも知れない。

　階段を昇り切り、鳥居に着いた。鳥居から先に見える境内は人気がなかった。先に、何かの上に筵が乗っているの

が見えた。

　厘は筵に違和感を覚え、載の手を離して筵に近づいた。

　筵の下に、赤黒い血が地面へ染み出しているのが見えた。

　厘は冷や汗をかき、筵を剥ぎ取った。既に神社にいる誰かを殺したのか。

　筵の下には、瞬息の死体があった。見るも無残で、服を染める血は固まって黒くなっていた。

　厘は瞬息の頬に触れた。冷たく、暖かさはなかった。

「大分経っている、集まりに来ないで神主様を粛清しに来たのか」

　載が瞬息の死体の元に来た。

「神主様」載は力なく言うと、瞬息の死体を揺すった。「どうしたの、何があったの」

　厘は、載の様子を見て愕然となった。載は昨日まで何事もなく生きていた人が、死体に変り果てたのを理解出来な

かった。

「載様、止めるんだ」厘は、載の手を取り上げるように掴んだ。載の掌には、固まっていない血がついた。

「神主様は、神主様はどうなったの。どうして、どうしてこんなになってるの」載は、強い口調で厘に尋ねた。

　厘は何も言わず、載の手を離した。村人達が殺したのは昨日の集会や、今日の集まりに来ない人がいた事からも

明らかだが、推測にすぎない。

　載は泣き出した。瞬息は生を失ったのだと理解した。

「那由多様が心配だ。主様と同じようになっていなければいいが」厘は淡々と言った。「まだ、神主様を殺した人間が

いるかも知れない。一緒に住居へ」

　載は頷き、立ち上がった。「神主様はどうするの」

「まだ誰かいるかも知れない。確認したら、名主様に報告して死体を運び出す」

　厘は載を連れて、拝殿の裏に向かった。

　拝殿の裏にある住居は人気がなく、静まり返っていた。縁側は雨戸で閉まっていた。

　厘は不気味さを覚え、玄関に向かった。玄関の戸は閉じていた。

　載が玄関に駆け寄ってきて、取っ手に手を掛けて玄関の戸を開けようとした。戸は開かなかった。

　載は、力を入れて戸を開けようとした。戸は動かなかった。

　厘は載の元に来た。「俺が開ける」

　載は、取ってから手を離した。

　厘は取っ手に手を掛けて玄関の戸を引こうとした。玄関の戸は堅かった。

「誰もいないのか。引き返すか」

「まだ奥に行ってないよ」載は、厘の服を引っ張った。載の手についていた血が、厘の服に移った。

「誰かいるなら、話しかけるか何かしに出てくるはずだ」

「どうして、そう思うの」

「神主様を殺す奴だ、俺一人如きに隠れる理由がねえ」厘は顔をしかめた。「いない連中も気になる」

「須臾様は、須臾様はどうなるの」載は不安げに尋ねた。

「連中に会ってないって事は、向かった先が分からないんだろう。分かればとっくに追跡しているからな」

「すれ違ってないだけかもしれないよ。別の道で山に行ったかも、知れないんだよ」載は不安そうに言った。

「そうだとしても、那由他様の方が気がかりだ。名主様の所へ戻るぞ」

　厘は、載の手を取ろうとした。

　載は、厘の手を払った。「あたしは須臾に話して来る」

「我儘言ってんじゃねえ」厘は、載に強く言った。載は目に涙を浮かべた。

「神主様を殺した人間が、近くに大勢うろついているしれないんだ。そこで見つかって見ろ、お前も仲間だのと言われ

て殺される。お前はまして女だ、女は捕まれば」厘は口をつぐんだ。

　載は首を傾げた。

　厘は、ため息を付き落ち着いた。「いや、いい。俺達だけが行った所でどうしようもねえ。人を呼ぶ。まずそこからだ。

だから人が集まっている名主様の元に行くんだ」

　厘は、改めて載に手を差し出した。

　載は、黙って頷き厘の手を取った。

　厘は載を連れて、拝殿に向かって歩いた。

　厘と載は神社の鳥居をくぐり、早足で六徳の屋敷に向かった。田に女が立ち入り、雀を追い払ったり穂を確認したり

していた。男の姿はなかった。

　日は登り切り、黄色い光が全体を照らしていた。

　庭では、村人達が式台に立っている六徳の話を聞いていた。

　厘は式台に向かった。



「名主様」厘は、大きく声を上げた。

　六徳は厘の声に気づき、話を中断した。

　村人達は、厘の方を向いた。

　厘と載は式台の前に来た。載は息が上がっていた。

「お父、あのね。あの、神主様が」載は、嗚咽混じりに言った。

「落ち着け」厘は、載を諭し六徳の方を向いた。

　六徳は、厘の服に付いた赤黒い血に気がついた。

「揉めたのか」

　厘は、六徳の言葉に驚いた。「いえ。そうではなく、来なかった者達は神社に向かっていたようです」

　六徳の表情が強張った。「そこで何かあったようだな」

「神主様の死体がありました」

　六徳は、厘の言葉に驚いた。

「途中で山に向かう禰宜と計羅様に会いました。神社に村人達が押し寄せて来たと話していました。別れて神社に向

かった所、境内に神主様の死体がありました」

　六徳は、厘の言葉に驚くと、歯を食いしばった。「勝手な事を」

　村人達は、厘の話にざわついた。

「落ち着け」六徳は、村人達に強く言った。村人達は黙った。

「既に死んでいたのか」六徳は、厘に尋ねた。

「はい」

「那由多様はどうした」

「いませんでした。禰宜や計羅様も同じく」

「いません、とはどういう意味だ」

「言葉通りの意味です」

　六徳は唸った。「那由他様を手にかけるとは思えんが、万が一もある」

「お父」

「どうしますか」

「どうするも何もなかろう」

　六徳は、村人達の方を向いた。「聞いたろう。今、ここに来ていない者達が、那由他様を何処かへ連れて行ったの

だと」

　村人達はざわついた。村人達にとって那由他は畏敬の存在であり、連れ去るという事は心の支えとなる物を奪わ

れるも同然だった。

　六徳は片手を出し、左側に切った。「俺から見て左側の者は村獣を探し回れ。那由多様を保護し、攫った者を捕ま

えるのだ」

　村人達は、六徳の言葉に動揺した。

「残りは、俺と共に神社に向かう」六徳は強い口調で、村人達に言った。

　村人達は、六徳の話を聞いて困惑した。

「おい、神社ってよ」

「神主様が殺されたって事は、呪いが充満してるんじゃないのか」

「って事は、入ったら呪われて、女房もろとも池に飛び込むかもな。嫌だぜ、俺」

「俺だって嫌だよ。神社に行くなんて」

「那由多様を探しに行った方が楽だ。呪われずに済むしよ」

　村人の一部は、六徳から見て右側に移動した。

　厘は、村人達の様子を見ると、自ら六徳から見て左側に立った。「誰も行かねえなら、俺一人でも行く」

　厘の行動に、村人達は驚いた。

「お前、そんなに呪われたいのか」

「馬鹿な奴だ。呪いの元に行くなど、まるで死ににいくような物だ」

　村人達は、次々と右側に移動した。厘と知人以外の全ての村人が右側に移動していた。

　六徳は、村人達の様子を見て唸った。「神社には誰もいないのだな」

　厘は頷いた。

「瞬息が死体となった以上、誰かが葬りに向かわねばならん」

「呪われませんか」厘は、恐る恐る尋ねた。

「お前まで言うか」六徳は、顎に手を当てた。「だが胸中は誰にもわからんからな。本当は恨んでいたのかも知れん。

だが、そう言った部分があるにしても、表に出さず対処しようとしていた。瞬息を殺した奴らよりも、真摯に向き合って

いた」

「はい」

「最後は我々の手で葬るべきだ」六徳は、村人達の方を向いた。



「聞け」六徳は、張りのある声を上げた。村人達は、一斉に六徳の方を向いた。

「よし、今から右側にいる者達は、俺と共に神社に向かい瞬息の死体を調べに行く。他の者はくまなく探して那由多

様を保護し、捕まえろ」

　村人達は驚いた。六徳は神社ではなく、捜索に向かう物だと思っていた。

「早く行け、お前達も仕事があるのだろう。早く終わらせんと後がきつくなるぞ」

　村人達は、六徳に諭されて一斉に庭から出ていった。

　六徳は残った村人達を見回した。厘を含めて４名程残っていた。

「では、向かうとしよう」

　六徳は、踵を返して間に入ろうとした。

「お父、あたしも神社に行く」載は、六徳に訴えた。

「お前は妻とここにいろ」

「嫌だ、一緒に行く」載は、駄々をこねた。

「名主様。お言葉ですが載様を奥様と共に留守をさせた所で、すぐに出て行ってしまうかと思います。ならば一緒に

連れて行く方が良いかと思います」

「お前が面倒を見ろ」六徳は突き放すように言い、間に向かった。

　式台の戸が閉まった。

「須臾様の方は、どうなるの」載は、不安そうに厘に尋ねた。

「山に行く途中に神社があるんだ、寄る分には問題ない」厘は、載に言い聞かせた。「境内と神主様の様子を見に行

くだけだ」

　暫くして、六徳がはんてんを着た状態で玄関から出てきた。

「では行こう」六徳は、平門へ向かった。

　厘達も、六徳の後をついていった。

　平門をくぐり、あぜ道歩いていった。田には女しかいかなった。六徳達は、周囲を見回した。

「まだ帰ってきていないようだな」六徳は、後ろにいる厘に話しかけた。

「那由多様を攫った連中を探していますから」

「攫った者が戻っていないと言う意味だ。目的が終われば戻ってくるだろうと睨んでいるのだ」

「目的、と言いますと」

「人柱と言うのは、行きたまま立てなけければ意味がない。死んだ者を埋めれば只の埋葬に成り果てる。瞬息が神

社で殺されたとなれば、人柱にする意味はなくなったと言える。なれば別の者、須臾か計羅を立てるのが常套だろう」

「ええ」

「だが、お前は山に行く途中で会ったと言っていた。連中に捕まっていないという事になる。なら、残っているのは那

由多様しかいない」

「那由多様を攫ったのは人柱を立てるためですか。罰当たりもいい所です」

「旅の娘を人柱にしたお前が、人の事を言えるのか」

　六徳の言葉に、厘は黙った。自分がした事を責めず、他人が同じ事をしているのを責めるのは虫が良すぎる。

「那由多様を攫った者は、姿ケ池にいるはずだ」

「どうして、知らせなかったのですか」

「所詮、予想でしかないからだ。姿ケ池以外にいるかもしれんのに、そこにいると言えばその場所だけを集中的に探

そうとするだろう。だから、くま無く探せと言ったのだ」

「神社に行った後で、池に行きますか」

「俺が動けるのは神社までだ。報告を待たねばならんからな」

「なら、別の者に動いてもらうと」

「さっきも言った通りだ。村の者が池に向かうはずだ」

　六徳は何事もなかったかのように、落ち着いた調子で歩いた。

　神社のある丘に着き、石の階段を登った。鳥居をくぐり、境内に入った。烏が筵の上から突いていた。

　厘は、筵に駆け寄り、烏を追い払った。

　烏は濁った鳴き声を上げ、羽ばたいて飛び去った。

　六徳と、村人達が駆け寄ってきた。

「その筵がそうか」六徳は筵をめくり、中を覗き見た。余りに凄惨な瞬息の死体に、顔をしかめて筵から手を離した。

「名主様」厘は、六徳に声を掛けた。

「これ程酷いとは思わなんだ。まるで人を人と思っておらん」六徳は渋い表情をした。

「どうしますか」

「家に死体を運べ。葬儀の準備をしろ」六徳は、淡々とした口調で言った。

　村人達は困惑し、ざわついた。

「拝殿の裏にある家から布団を持ってきて、担架代わりにすればいい。さっさと運べ、このまま晒して辱める気か」

　村人達は、急いで拝殿の裏に向かおうとした。



「無理だ、戸は閉まっていて開かない」厘は、強い口調で言った。

　村人達は足を止めた。

「開かないだと」

「うん、あたしが戸を開けようとしたけど駄目だった。厘も開けようとしたけど、開かなかったよ」

　六徳は一息ついた。「仕方ない、近場の家から布団を持ってこい」

「神主様を運び出すと言って、貸してくれるでしょうか」

「俺の名前を使って貸してくれと言えばいい。後で俺が話をつける。死体は拝殿に置いておけ。開いていないなら前

に置け。日に晒す所に置くな、砕けているのだから腐るのが早い」

「はい」

　村人達は、一斉に境内に向かった。厘も、境内に向かおうとした。

「厘」六徳は、厘に声を掛けた。「お前は待っていろ」

　厘は、六徳に言われて立ち止まった。

「この状況、須臾の側も無視できん。奴らが嗅ぎ付ければ全力で引きずり出して瞬息と同じ目に合わせるはずだ。そ

うなれば、もう池は元に戻らん」

「では、山に向かうのですか」厘は、六徳に尋ねた。

「行きに話しただろう、俺は無理だ。お前に行ってもらう」

「一人で、ですか」

　六徳は、載に目をやった。

「載も一緒に連れて行け。お前一人でどうしようもならんが、娘と一緒にいれば説得位は出来るはずだ。とはいえ、い

きり立っている人間に説法など、何の意味もないのかもしれんがな」

「しかし、山の中の何処に向かっているのか分かりません」

 六徳は唸った。「子供の計羅様が向かうのだ、山の浅く、入り組んでいない所と見える」

「それ以上に手がかりは有りませんか」

「昨日、向かう場所を聞いておけばよかったか」

「山に行けば分かるでしょう。追跡していれば声がするはずですし、足跡も残っているでしょうから」

「すまんな」六徳は、厘に謝った。

　厘は謙遜した。「いえ、そんな。まさかこんな事になるとは思いませんでしたから」

「大丈夫だよ」載は、平然とした表情で言った。「何処にいるか、何となく分かるから」

「本当か」

　厘の言葉に、載は頷いた。

「後で山に向かわせる。」

　厘は頷いた。

「死体を運び出した後で、ここにいる連中を向かわせる。跡は付けておけ」

　厘は頷き、載を連れて境内から外に向かっていった。境内には、六徳だけが残った。

　六徳は筵を捲り、改めて瞬息の死体を見た。最初に見た時に抱いた嫌悪感は薄れ、細部まで観察出来た。死体の

目は開いていた。

　六徳は、瞬息の瞼をなでるようにして目を閉ざした。虚空をじっと見つめるのような動きのない目を見て、気の毒さ

と哀れさの混じった印象を受けた。

　暫く経った。村人達は、担架と粗末な布団を持って境内に入って来た。

「只今、着きました」

　六徳は、瞬息の死体から離れた。

「呪われませんかね」村人の一人が不安そうな表情で、六徳に尋ねた。

「全うに葬ろうと言うのだ、呪われはせん。僧か、戻って来た須臾に払わせるから気にするな」

「僧はともかく、禰宜と言うのは不安ですね」

「那由多様がいればいいが、今は戻るかどうかも分からないからな」

「戻る事を祈るしかないですね」

「今の所はな」六徳は、突き放す様に言った。行方が分からない以上、適当に返事をする以外になかった。

　村人達は死体の元に向かい、筵を外して頭と足を掴んだ。足は砕けて関節が外れていた為、掴んだ途端に落ちた。

　六徳と村人達は、生きている間ではまず目の当たりにしない足の曲がり方に驚いた。

　六徳は、死体から目をそらした。「早く運べ」

　足を持っている村人は、胴の部分を持った。服に付いた血は固まっていて、垂れたり服に付いたりする事はなかっ

た。

　瞬息の死体が担架に乗った。村人達は担架の量端を持った。

「運び終わったら、厘達に続いて武満山に向かってくれ」

「武満山へ、ですか」

　六徳は頷いた。「須臾がそこにいる。厘が先に行って印をつけているはずだ」



「何故、向かう必要があるのですか」

「瞬息を殺した者がそっちに行っているやもしれぬ。村の中を探せと言っている者も、山の中に向かったとはよもや思

うまい」

「なるほど」

　六徳は、担架を持っている村人達の方を向いた。「死体を移し終ったら各々、次の作業に入れ」

「分かりました」村人達は一斉に返事をし、拝殿へ担架を運んで行った。

　手のすいた村人は、拝殿の扉に手を掛けて開けた。戸は音もなく開いた。拝殿の中は暗く、奥に鏡が飾ってある以

外は何もなかった。

　担架を持っている村人達は、拝殿の中に入り担架をおろした。

　別の村人が持っている布団を敷くと、担架の上に乗っている瞬息の死体を布団の上に下した。

　瞬息の死体は、ありえない関節の曲がり方をしていた。

「まるで、腐りかけだな」

「これでも死んだばかりだ。名主様も葬るって言ってるから、腐る前に片付くさ」

「次は山か、名主様も人使いが荒い」

「それ程切迫しているんだ、さっさと終わらせて仕事に入るか」

「だが、山まで随分かかるぞ」

「今日は無理っぽいな、女房に飯作って貰えばよかったぜ」

「山に行く前に、戻って女房に握り飯でも作ってもらうか」

「おお、それいいな」

「じゃあ、神社を出たら家に戻って握り飯作って貰うか。んで、後で俺の家に集まればいい」

「そんな暇があるのか」

「山まで遠いからな、準備しとかねえとバてるぞ」

　村人の一人は、担架を見た。瞬息を乗せた所に血は付いていなかった。

「血が付いてねえから、そのまま返しても問題ねえか」

「呪われているかもしれねえ、隅に立てかけといて払った後に返すのがいいんじゃねえか」

「ああ、そうするわ」

　村人達は同意し、担架を畳んで隅に立てかけると拝殿を出て行て、戸を閉めた。

　六徳は、村人達に近づいた。「終わったか」

「終わりも何も、そこに置いとけばいいんですよね」

「ああ」

「では、準備してから山に向かいます」

「分かった、働きに期待している」

　六徳の言葉に村人達は頷き、踵を返して神社を出て行った。

　六徳は、境内の様子を見た。境内には人気がなく、植えてある桜の葉が緩やかな風に吹かれて揺れていた。

「瞬息が去ったか。寂しくなるな」六徳は小さくつぶやき、踵を返して鳥居に向かい、くぐっていった。

　須臾と計羅は、武満山の麓にある山道からそれた所にある森を、奥へと進んでいた。

　須臾は膝丈程ある草を足で踏みつぶし、手に持っている本に書いてある場所と現在地を見比べながら歩いていた。

　以前来た場所と同じであり、踏みつぶしているが故に歩きやすくなっているものの、隣に生えている草が入り込んで

いるため、かき分けなければならなかった。

　計羅は、須臾の後ろで横から飛び出している草を、手で払って進んでいた。「いつになったら着くの」

「もうすぐです」

　暫く歩いていくと、須臾は、足を止めた。「ここです」

　計羅は、須臾の隣に来た。

　開けた場所だった。空は青く、地面から生えている草に光が差し込んでいた。草は光を反射して輝いていた。

　計羅は、今まで見た事がない場所に驚いた。「綺麗」計羅は、開けた場所の真ん中に向かった。

　須臾は計羅の下に来て振分小包をおろし、紐をほどいて開けた。中には本と白く折り畳んだ扇子、崩した文字で

「米」と書いた札で封がしてある紙の小袋が入っていた。

「計羅様、那由多様から頂いた袋を」須臾は、計羅に手を差し出した。

　計羅は、腰につけている巾着を取り出し、紐を緩めて中身を見た。粉になっている茶色の桜の葉と、茶色く固い殻

に覆われた楕円状の種が混ざっていた。

　計羅は、巾着に指を入れて桜の種を一粒取り出した。

「これを、撒くの」

　須臾は頷いた。「那由多様が、界を切るのに使うようにと言われました。米と同じ使い方をするのでしょう」



　計羅は、須臾に巾着を渡すと手に持っている種を握りしめた。「一粒くらい、いいよね」

　須臾は笑みを浮かべて、頷いた。「ええ」

　計羅は須臾につられて、笑みを浮かべた。「須臾様、ありがとう」計羅は、手に持っている桜の種を袖にしまいこん

だ。

「計羅様はここで待っていて下さい」

　須臾は振分小包から紙の小袋を取り出し、札を破って袋を開けた。黄色交じりの白い米が入っていた。

　須臾は開けた場所の端に向かい、米と巾着の中に入っている物を同時に零すように撒いた。

　計羅は、中央から空を見上げていた。雲ひとつ無く澄んでいた。

　計羅は、須臾の方を向いた。「須臾様、ここに来てよ。あったかいよ」

　須臾は、米を撒き終えて堤を逆さまにした。米は一粒も落ちてこなかった。須臾は、計羅の方を向いた。「日向ぼっ

こをしている場合ではありません。早く儀を終わらせて帰りましょう。皆が待っていますから」

「皆」計羅は、須臾に尋ねた。

　須臾は頷いた。「そうです。瞬息様や那由多様、載様が待っています。全てが終わってから、皆でここに来ましょう」

「本当に、またここに来てくれる」

「ええ、今度は那由多様や載様も連れてきましょう」

　須臾は頷いた。

　計羅は、振分小包から扇子を取り出し、開いて両手に持った。柄は真っ白だった。

　計羅は、伸びをして目を閉じて深呼吸をした。小鳥のさえずりや、風で草や樹がこすれる音がしていた。

「聞こえる」計羅は緩やかな動きで舞を始めた。

　計羅の動きに合わせて、周りに敷いた米が光り、白い蒸気のような光が立ち上った。光は開けた場所の一帯を包

み込んでいた。桜の葉の粉が舞い散り、茶色い火の粉となった。

　須臾は驚き、周りを見回した。周囲全体が、白い光に包まれていた。「界が断ち切られているのか」須臾は、計羅の

方を見た。

　計羅は取り付かれたように、怠慢な動きで舞を踊っていた。周囲から聞こえる音を感じ、調子を合わせて舞ってい

た。

　須臾は計羅の舞と、応えるように変化していく周辺の状況に美しさを覚えた。計羅の舞と自然、そして変化。全てが

無駄無く一体となっている。

　地面が揺れた。

　須臾は、地面を見た。風が吹いていないにもかかわらず、草が揺れていた。

　計羅の足元から、いくつもの光の柱が立ち上った。光の柱は周囲の木々と同じ太さだった。

　光の柱は上空に昇った所で糸を編むように一つに纏まり、蛇のような姿を形成していった。須臾にも鮮明に見えた。

「これが、大地の力」須臾は、白い蛇の頭を見つめた。白い蛇は光を放っていて、目が白く何処を見ているのか、分

からなかった。次に、白い蛇の元を見た。地面から、いくつもの光の柱が吸い上げられるように立ち上っていた。

　計羅は舞を止め、虚ろな目で自身の真上にいる蛇を見た。

「これを、池に運ぶのか」

　計羅は手に持っている扇子を手元に寄せた。

　米と桜の種、葉の粉で区切られた線から、須臾と計羅のいる側の地面が光り、更に光の柱が現れて光の蛇に向

かって伸びていった。

　計羅の目は虚ろで体は震えておらず、人形のように固まっていた。

　厘と載は、武満山の山道を歩いていた。木々が茂り、低い位置には笹が伸びていた。木はさほど密生しておらず、

地面に日が届いていた。小鳥のさえずりが聞こえていた。厘は脇道にある太い樹を見つけると、小刀で分かりやすい

ように傷を付けながら、一歩一歩踏みしめながら歩いていた。

　載は、厘の後ろを疲れた表情で歩いていた。

　比較的緩やかな場所に出た。

　厘は後ろを向き、載の表情を見て立ち止まった。「大丈夫か」

　載は立ち止まった。

「分かるのか」厘は、載に尋ねた。

　載は、大きく息を吸って落ち着き、周囲を見回した。何も感じなかった。

「何も変わら」載が厘に言おうとした。同時に、わずかに地面が揺れた。

「地震か」

「違うよ」載は先に見える、山道からそれた森に目をやった。

　厘は、載の目線の先を見た。森から、いくつもの光の柱が空に向かって伸びていた。

「なんだ、あれは」

　載は、光の柱に慄き体が震えた。光の柱から、自身を吹き飛ばすのではないかと言うほどの力を感じた。「あの力。



池で見たのと同じだ」

「池で見た、じゃあ誰か飛び込もうとしているのか」

「違うよ、落とそうとしてない。引き出してるんだよ」

「引き出す、だと」厘は、載に尋ねた。

　載は頷いた。

「じゃあ、あれが神主様達の言っていた、大地の力って奴か」厘は、光の柱の元へと向っていこうとした。

　載は、厘の袖を掴んで引っ張った。

　厘は、載の方を向いた。「お前、嫌なのか」

「そうじゃないよ、でも怖い」

「分かった、一緒に行くか」厘は、載の手を取った。載の手は、僅かに鼓動で揺れているかのように震えていた。

「大丈夫だ」厘は載と共に、光の柱の元へと向かっていった。

　厘と載は、山道からそれた森の前に来た。光の柱は、森の中から飛び出していた。

　厘は森を見渡した。先は木々で薄暗く、自身の膝丈ほどの草が密生していた。

　載は、森を見て眉を顰めた。森の暗さ以外に、森の中から自身への重圧を感じていた。

　厘は、草が密生している箇所のうち、草がつぶれている個所を見つけた。踏まれた草は濡れていて、汁が出ている

物もあった。

「もしかして、神主様の言っていた森というのはこいつか」厘は、草がつぶれている個所に向かった。潰れた草のうち、

いくつかは起き上がりつつあった。近い時間に、誰かが通った形跡だった。

　厘は、草がつぶれた個所を辿るように森に入った。

　載は恐怖を覚えながらも、厘の後をついていった。

　森の中は木々が空からの光を遮っていた。厘は潰れて獣道となった個所を辿って進んでいた。

「こんな所に何があるってんだ」厘は草の鬱陶しさに思わず声を上げた。イネ科の鋭い葉の先が服を通して刺さり、

所々に神経を逆なでするような痛みを覚えた。

　先に見える、白い光が徐々に強くなっていた。

「あの光」載は、光を見つめていた。

　開けた場所に出た。

　開けた場所では竜巻のように茶色い粉塵が舞っていて、中央付近にいくつもの光の柱があった。須臾が光の柱の

前に立っていて、光の柱の中央には、白く輝く巨大な蛇と計羅の姿があった。

「須臾」厘は、須臾に声をかけ、近づこうとした。何かにぶつかった。

　厘は目の前に手を突き出した。見えない壁のようなものにぶつかった。

「これは、何だ」厘は見えない壁を叩いた。音もなく、弾かれる事もない見えないだけの壁として、須臾と計羅の周囲

を遮っていた。

　計羅は、載の方を向いた。計羅の視界に、載の姿が入った。

　載の服には、赤黒い血糊が付着していた。

　計羅は、載の服を見て慄いた。計羅は、小さくつぶやいた。厘の側には聞こえていなかった。

　白い柱が揺らいだ。

　村人達が厘の元に駆けつけてきた。

　村人達は、白い蛇を見て驚いた。「厘、これは何だ」

「俺も分からねえよ。それよりお前ら、どうしてここに来た」

「名主様から、手が空いたら来るように言われたんだ。神主様を殺した連中がここに来たとしたら、お前一人じゃ止め

られねえだろうからな」

「ああ、そうか」厘は納得し、須臾の方を向いた。「だが、そいつは杞憂だ」

　計羅は厘の方に向かって歩き出した。

　載は計羅の方に向かおうとしたものの、見えない壁が阻んで先へ進めなかった。

　計羅は須臾を払い除け、載と見えない壁を通して対峙した。

　計羅は、載の服に付いている血に気づいた。「その血、どうしたの」

　載は、僅かに俯いた。「神主様だよ、神主様が死んでた。村の皆が殺したってお父が」

　計羅は、載の言葉に驚いた。早朝、神社に村人達が押し寄せて来たのは把握していたが、殺されるとは思っていな

かった。

　計羅の足元から、黒い煙のようなものが吹き出てきた。

　直後、見えない壁が弾けるように膨らんだ。

　厘や載、村人達は吹き飛ばされた。草の上に倒れた為、怪我はなかった。

　厘は起き上がり、計羅や須臾がいた所を見た。

　無数の光の柱は黒く染まり、白い蛇はいなくなっていた。計羅や須臾がいた所には、丸い皿をひっくり返したような

形の、黒い物体が現れていた。黒い物体は、紫がかった黒い湯気のようなものを発していた。

　村人は立ち尽くしていた。様子を見に近寄る事はもちろん、何がどうなるのか分からないが為に引く事もできなかっ



た。

「須臾様、計羅」載は、黒い物体の元に駆け出した。

　厘は、載の元に駆け寄り、腕を取って止めた。「やめろ、何があるか分からねえ」

　黒い物体の中から、須臾が煮物の中から具が浮かび上がるようにもがきながら出てきた。須臾は疲れから、息が

上がり喘いでいて、右半身は黒い物体にめり込んでいた。

　載は、須臾の姿を見て厘の手を払った。「須臾様」

　厘は舌打ちをし、須臾の元に向かった。

「計羅が、負の、感情に」須臾は喘ぎながら言った。

　厘は須臾の手を掴んだ。「落ち着け、まずは抜けてからだ」

　厘は、縄のように須臾の腕を引っ張った。須臾はつるを引っ張られて抜けた芋のように飛び出て、倒れた。

　黒い物体から、無数の黒い蛇が勢い良く飛び出てきた。村人達に向かっていった。

　村人達は、自身に向かってくる無数の蛇に本能的な恐怖を覚え、蜘蛛の子を散らすように逃げ出した。村人達の膝

丈ほどもある草の前に思うように動けなかった。村人達は黒い蛇に巻かれ、引きずられるように黒い物体の中にめり

込むように入っていった。

　黒い物体のすぐ近くに生えている草が、みるみる茶色くなり枯れていった。

　村人達は阿鼻叫喚の声を上げていた。

「あらゆる力を吸い込んでいます」須臾は、声を上げた。「池と同じです。力を過剰に求めてしまっています」

「だからと言って、どうしろっていうんだ。何も出来ねえなら逃げるしかねえ」厘は強く言った。

　無数の黒い蛇は、厘達にも向かってきた。

「逃げろ」厘は、比較的草の背が低い方に向かって走った。

　計羅は、須臾の手を取った。「須臾様、一緒に」

　須臾は首を振った。「足を捻ったようです。載様、貴方だけでも逃げて下さい」

「嫌よ」載は強く言った。「須臾様も一緒に逃げる」

　厘は振り返り、載と須臾の方に向かった。「お前ら、何やってんだ」

　黒い蛇は、載達に飛びかかった。

　載は、黒い蛇を睨んだ。載に触れようとした時、黒い蛇が弾けて消滅した。

　厘と須臾は驚いた。

　黒い物体の周りを、茶色混じりの風が覆い、地面に光の粒が現れて細い光の柱を空に伸ばした。

　黒い蛇は次々と弾けた。新しく飛び出す蛇もまた、茶色混じりの風や細い光の柱の間から先へ出ると弾けた。

　須臾は、地面を見た。撒いてある桜の種が、光を放っていた。

「界を遮ったのか、誰が」

「計羅が、止めてるんだ」載は、淡々とした調子で言った。

「計羅が」須臾は、載に尋ねた。

　載は頷いた。「感じる、計羅が今の内って」

「何だか分からねえが、今出るしかねえ」厘は、周りを見回した。自身や須臾、載以外誰もいなかった。逃げ切ったか、

黒い蛇に捉えられ黒い物体に取り込まれたか分からない。

　厘は、須臾の肩を組んだ。「森を出て様子を見る。それでいいな」

「厘、すまない」

「名主様の命だ、俺だって好きでこんな苦労しねえよ」

　厘は載を連れ、須臾を引きずりながら来た道を戻っていった。

　暫くして茶色い風は収まり、風の中に含まれていた桜の葉の粉は塵のように拡散した。

　森から抜け、山道に出た。

　山道は厘が来た時と、何ら変わらない状態だった。

　厘は須臾を下ろした。「これ以上は無理だ、歩けるか」

「戻るだけなら」須臾は、腰に巻いている紐を足首に結んで固定した。

「池はここに移った力を戻せば良かったのですが、あれでは対処しようがありません。那由多様に相談しないと」

「その那由多様は攫われている。他の連中が探しているから、見つかるだろうがな」

　須臾は、載の方を向いた。「瞬息様が殺されたというのは、本当なのですか」

　載は、重く頷いた。

「そうでしたか」須臾は、力なく言った。境内から出ていった時の状況が状況なだけに、殺されるだろうと心の墨で感じ

ていた。

　厘は、載の前に出た。「家が閉まってたからな、死体は拝殿に置いといた。那由多様は集会に来た連中で探して

る」

「この失態、どう説明するべきか」

「あんなの、誰が予想出来るか」厘は、強い口調で言った。「お前はやる事やったんだ、責める義理なんかねえ。言い

訳は山を降りてから考えようぜ」



「ええ、桜で界を区切っていますから大丈夫でしょうけれど、先が不安です。ここは修験者の領域に近いですから、彼

らとも話し合う準備をしないといけませんし」

「面倒になったな」

「良かれと思った事が酷くなるとは」

「気にするな。やる事はやったんだ」

　須臾は立ち上がった。「降りましょう」須臾は、山道を降りていった。

　載と厘は、須臾の後をついていった。

　三人は武満山を降りていった。須臾は足首に痛みを感じて、庇いながら降りていた。

　厘や載も山道に慣れていなかった為に歩調は安定しておらず、須臾が遅れを取る事はなかった。

　武満山を降りて村に着いた頃は、日が傾き始めていた。須臾達は飲まず喰わずの状態だったが、内側にある絶望

感が喉の乾きや空腹を打ち消していた。

　あぜ道を歩いている須臾達の元に、壮年の村人が歩いてきた。

　厘は、村人を見て顔をしかめた。須臾と揉めるかもしれない。

　壮年の村人は須臾の元に来た。「禰宜か。戻ってきたのか」壮年の村人は、須臾に声をかけた。

「那由多様はどうした」厘は、壮年の村人に尋ねた。

　壮年の村人の顔が曇った。

「どうした、那由多様の身に何があった」厘は、壮年の村人に言い寄った。

「姿ケ池に共にいた。いや、連れて行ったほうが正しいのかもしれない」

「連れて行った」厘は、眉を顰めた。

「那由多様は瞬息様と共に池に向かうと仰っていました」

「では、池にいると」

　壮年の村人は、首を振った。「いえ、もういません」

「いない、と言いますと」

　壮年の村人は、気難しい表情をした。

「どうした、言えよ」

「理解に苦しみますが、大地の力が失われたと仰られまして。その」

　須臾は眉を顰めた。

「自らの魂で沈めると仰いまして、入水をしました」

　須臾は、壮年の村人の言葉に驚いた。

「入水だと、誰も止めようとしなかったのか」

　載は、須臾の袖を引っ張った。「ねえ、入水って何」

　須臾は、載の方を向いた。表情には、何も出来なかった悔しさと絶望が混じっていた。「那由多様は、那由多様は

自分から池に沈み身投げを止めたのです。もう、戻ってきません」

　載は何かを言おうとしたが、須臾の表情を見て口をつぐんだ。

「神主様を殺した連中はどうした」

「那由多様の入水を見た後、全員捕まえました。名主様が犯人を奉行所に連れていきまして、もう戻っているかと思

います」

「分かった、詳細を聞きに行く」

　厘は、須臾の方を向いた。「名主様の元に行くぞ」

　須臾は、何も言わずあぜ道を駆け出した。

　厘は、須臾の突然の行動に驚いた。「おい、待て」

「須臾様、待ってよ」載は、須臾を追いかけた。

　厘は、あぜ道を駆けていく須臾と載を見て、ため息を付いた。「身勝手な奴だ」

「どうするんだ」

「行くしかねえ」

　厘はあぜ道を歩いていった。

　壮年の村人は、去っていく厘を見て不可思議な表情をした。

　載は、須臾の後を追いかけた。

　須臾は、立ち止まった。

　載は須臾の前に出た。「須臾様、どうしたの」

「池に様子を見に行く」

「そんなの後でいいよ」

　厘は、須臾の元に来た。「まずは名主様の所に行くのが先だ。揉め事がまだ解決してねえ時に勝手な真似をする

な」

　須臾はうつむき、しばらく考えた後頷いた。「分かった。まず名主様の方へ行こう」

　須臾は、厘や載と共に六徳の屋敷へ向かった。



　平門は誰もおらず、門は空いていた。

　須臾と厘、載は門をくぐり庭に入った。

　庭には誰もいなかった。須臾達は式台へと進んでいった。

　式台の戸は開いていて、間の様子が見えていた。

「名主様、戻りました」

　厘は、式台に向かって大きな声で言った。

　間の奥から足跡がして、六徳が出てきた。

　六徳は厘たちを見回した。「戻ったか、他の者はどうした」

「それが」須臾は顔をしかめた。

「滑落でもしたか」

「そうではなくて、その」

「あのね、お父。計羅の周りに黒いのが出てきて」

「黒い」

「ええ、黒い力に取り込まれまして、駆け付けた者達は飲まれました」

「那由他様が仰っていた、大地の力の変調か」

　須臾は、六徳の話に驚いた。「那由他様が、ですか」

　六徳は頷いた。「池に向かった者の話だ。那由他様は大地の力が変調し、池に戻らないと仰っていたそうだ。力が

戻らないとなれば、自らの魂をもって求めようと身投げを仕向ける魂を固定させるしかないとして、入水したそうだ」

　須臾は、顔をしかめた。大地の力が戻せなかった。頼まれた事が出来なかったツケが回ってしまったのだ。

「那由他様は嘘を仰る方でなければ、姿ケ池はこれで封じられたと言ってもよいだろう」

「問題は武満山のあれか」厘は唸った。「あれが取り込むとなれば、姿ケ池と同じになったって言ってもいい」

「そうなのか」六徳は、厘と須臾に確認を求めた。

　載は頷いた。「あたしも見た。皆、あの真っ黒いのから蛇が出てきて中に引き入れていったの」

　六徳は、渋い表情をした。「瞬息も那由他様もいない今、根本な解決の糸口を見つけ出すのは至難の業か」

　須臾は、六徳の言葉に我に返った。「あの、瞬息様は。帰りに聞いた通り、村の者に殺されたのですか」

　六徳は、重く頷いた。「済まぬ、俺というものがありながらこうなるとは」

「殺した者は奉行所に連れていったと聞きますが」

「那由他様が入水されるのを見届けてから、皆大人しく縄にかかった。自分たちのした事の重大さに気づいたのだろ

う」

「そうでしたか」

「恨んでいるか」

「未だ実感がありません」

「だろうな」

「問題は、あの黒い奴だな。あいつをどうするかだ」

「嫌な言い方ですが、那由他様はそうなった時に備えて桜の葉の粉末と種を入れた袋を渡してくれました。桜は力を

吸い取り力をため込む作用があるそうです。計羅様を取り込んだあれが拡散しなかったのは、界を区切る時に撒い

た桜の粉末と種が力を吸い取り、固めていた為と思われます」

「すぐに姿ケ池のようにならないと」六徳は、須臾に尋ねた。

「桜が作用するのであれば、封じ込めという意味で出来るかもしれません。消去するわけではないので留める程度に

しかならないかと思いますが。何にせよ、界の境に桜を植え、囲い込む必要があります」

「それだけで何とかなるのか」

「桜は花を咲かせて力を拡散させてしまうそうです。その時ため込んだ力を失って弱まりますから、木に残っている大

地の力を鼓舞させる必要があります」

「俺には理解できんな」六徳は気難しい表情をした。「お前の方が分かっているようだから、須臾。お前に任せる」

「私に、ですか」

「お前以外に理解できる者はいない。大宮から連れてくるのもありだが、連れてきて説明する暇があるなら、事情を

知っているお前に任せる方が幾分かマシだ。お前が神社の神主になるしかない」

　須臾は俯き、考え込んだ。瞬息や那由他のいない状況で、すがるもののない自分に神主の任務をこなせるのだろ

うか。

「お前がやるしかねえよ。お前意外に誰ができるってんだ」

　須臾は頭を上げた。

「分かりました。ではぶしつけがましい要求かと思いますが、麓に神社を移転させて下さい。それと」須臾は載に目を

やった。載は何だと思い、須臾を見た。「載様を巫女として移転した神社で使わせて下さい」

「神社の移転は当然だ。人が殺された場所に神社を置く訳にいかんし、状況を近場で観察する必要がある。何故、載

を求める」

「山で黒い物体から現れた蛇に襲われた時、載様は力のような物で弾きました。那由他様ほどの力はありませんが、



計羅様と似た力を持っているのではと思います。少なくとも、私より力はあるのは確実です」

　六徳は、載の方を向いた。「載、お前はどうだ。須臾の元で暮らし、計羅と同じに神社で働く事になる」

「須臾様の所に行くの」載は、須臾を見て、頷いた。

「ならば、載をお前の元に預ける。家内には話をつけるから安心しろ。その代わり、瞬息の葬儀から解体、移転が終

わるまで俺の下で暮らせ。家がなくなるのだからな」

「分かりました」

「すぐ帰れ。瞬息の葬儀に備えろ。人は送る」

「はい」

「余計な所に出かけるな、まっすぐ帰れ」

　須臾は頷き、踵を返して去っていった。

「厘、お前は瞬息の葬儀に行くよう伝えろ」

　厘は頷いた。

「あたしは」

　六徳は、載の姿を見た。載の服は泥と黒く染まった血糊、草の破片に塗れていた。「お前はまず着替えろ。終わっ

たら俺から用を話す」

「名主様、いいのですか」厘は不安げに六徳に尋ねた。

「何がだ」

「禰宜の要求を呑んで。これでは好きにやらせてるようなものですよ」

「息子が弟子の後を引き継ぎ、自立しようとしているのだ。いちいち突っかかる親がいるのか」

　厘は六徳の言う事に納得し、穏やかな表情をして頭を下げた。「では、これにて帰らせてもらいます」厘は踵を返し、

式台から去っていった。

　瞬息の葬儀は、村の一部の者だけで行われ、村の外れの何処かへ葬られた。村人達の中には、未だに瞬息が姿

ケ池に呪いをかけたと信じる者がいた為だった。

　葬儀が終わり次第、神社は直ちに解体され、建立に使える物資は武満山の麓にある開けた土地へと運ばれて組

み立てられた。

　冬になれば雪が積もり、作業に支障をきたす為である。

　藩も奉行所からの知らせを含めて事態を把握し、即座に神社の建立を決定した。身近に心の拠り所となる場所が

なければ、村の秩序を維持出来なくなるのを把握していた。

　須臾は空き地にて、拝殿を建立する様子を見ていた。木製の足場が骨組みが組みあがった拝殿の周囲に組まれ

ていて、複数の大工が足場に昇ったり、拝殿の床を張ったりしていた。大工達の中には修験道者の姿もあった。拝殿

の脇には簡易的な詰め所があり、大工や接客や監視をする為の普請役と村人達が行き来していた。

　拝殿の周囲には桜を植える作業員もいた。桜の木は神社から運んできたものだった。

「様子はどうですか」須臾は、修験道者の一人に尋ねた。

「負の力の集合体は、桜の力で封じている。単に固めていると言ってもいいがね。こいつを提案した奴はそういうのに

詳しいみたいだ、驚かされるばかりだよ」

　須臾は僅かにうつむいた。「那由他様は、私達とは比にならない程の力を持っていました。そういう知恵も持ってい

たのでしょう」

　修験道者は、拝殿と参道を通って対になっている組み立て途中の神楽殿を見た。神楽殿は完成間近で、自身の伸

長ほどの高さを舞台としていた。舞台では、載が緋色の袴に白い小袖を着て軽く舞っていた。

「神楽殿はもう一つ作った方がいいな、あの封印している場所の近くにな。そこで神楽を舞えば、より力が強くなる」

「では、ここから組み立て直しますか」

「いや」修験道者は首を振った。「普段舞える所が必要だろう。お前らの都合もあるんだからよ」

「そうですね」須臾は頷いた。

「おい、そこで何やってんだ。大工の邪魔だろ」村人の一人が、載に声をかけた。

　載は舞を止め、村人たちの方を見た。舞台から村人達を見下ろす格好となった。

「いいんだよ、だって大工さんも試しに動いてみろって言ってたんだから」

　載は強い口調で言った。

「そんなの聞いてねえぞ」

「あたしが聞いたからいいんだよ」載は、再び軽く舞を始めた。

　村人達は、載の舞に驚き、見入っていた。名主の娘とはいえ、ついこの間まで薄汚れた服で田畑を駆け回り迷惑を

かけたいた子供だった。豹変したかのように美しく舞う姿に驚くのも無理はなかった。

「これから大変だな神主さん、新しく作ったはいいがこれからは永遠に神楽を奉納し続けなければいけなくなるんだ

からよ」修験道者は詰所に向かった。



　須臾は、修験道者の言った『神主さん』という言葉にこそばゆい感覚を覚えた。神主になるという事に実感がわかな

かった。

　須臾は、神楽殿にいる村人達の方に向かった。村人達の中には、厘の姿があった「あの、私はこれから姿ケ池に

行ってきます。すぐに戻ると思いますので、その間よろしく頼みます」

「すぐと言っても、相当な距離があるぞ」厘は、呆れた表情で言った。

「夕暮れまでには、戻ります」

「その間、延々と躍らせるのか」

　須臾の話を聞きつけた載は舞を止め、舞台から須臾の姿を覗き見た。「須臾様、どうしたの」

　須臾は、載の方を向いた。載は興味津々な表情で須臾を見ていた。「姿ケ池に行きます」

「一緒に行く」載は、踵を返して舞台の奥にある戸を開けて中に入っていった。

「載を迎えに行きます」須臾は、神楽殿の裏に向かっていった。

「あの若造、本当に大丈夫かね」

「名主様が認めたんだ、大丈夫だろうよ」厘は、笑みを浮かべた。

　那由他が入水して以降、姿ケ池による身投げは起きなくなった。水面は鏡のように安定し、周囲は緑に覆われてい

た。溜まった水は村の田畑に潤いをもたらした。

　神社は雪が降る直前に開き、あらゆる者の想いを伝えるという意味で八想神社と名付けられた。

　八想神社は、毎年春になると武満山の麓に寄った、桜の咲き乱れる広場にある神楽殿で巫女舞を奉納した。

　舞は山開きの前哨として伝えられ、いつの間にか春を告げる祭りとして定着していった。


