
　カグラマツリ……（４）

　霧崎の乗るパトロールカーが警察署の地下駐車場に停まった。

　霧崎はパトロールカーから降りた。トランクを開けて折りたたみ式のカートを取り出し、段ボール箱を上に乗せた。エ

レベータに運び込み、ボタンを押した。ドアが閉まった。

　２階に着くと廊下を通り、部屋に入った。西日が差していた。デスクの隣に段ボール箱を積んだ。

　同僚達は、霧崎が運んできた段ボール箱を見て驚いていた。

「家宅捜索でもしてきたのか」

「何かやらかしたんじゃないだろうな」

　霧崎は段ボール箱を下ろすとカートを引いて出ていき、暫くして段ボール箱を乗せて戻ってきた。

　霧崎は積み上げた段ボール箱を開けて資料を取り出し、無造作に机の上に置いた。胸ポケットから警察手帳を取

り出し、資料の隣に置くと椅子に腰掛けて警察手帳に書いてあるメモと見比べながら一枚一枚精査した。

　同僚達は、霧崎を呆れと驚愕が混じった表情で見つめていた。

　千葉が霧崎の元に近づいた。「お前、いつまで仕事してんだ、大第なんだ、この段ボール箱は。周りの迷惑を考え

ないのか」

　霧崎は手を止め、席を立った。

「１５年前の事件についての資料です」

「こんなにか。何処から手に入れたんだよ」

「事件の関係者から譲り受けました」

「資料を整理するなら、地下の資料室でやれ」

「すみません。精査してから資料室に持ち込もうかと思っていたのですが」

「減らず口だな」千葉は、資料の脇においてある警察手帳に目をやった。姿ケ池で書いた句が書き込んであった。

　千葉は警察手帳を手に取った。「この句はお前が作ったのか」

「姿ケ池にあった碑の句です。江戸時代に人柱になった人間を供養する句ではないかと」

「江戸時代じゃ、こんな言葉遣いしねえよ」

　霧崎は、千葉の言葉に驚いた。

「江戸時代で一般人がやる短句ってのは、俳句か川柳が主だ。江戸時代の俳句は自然の光景を、川柳は動きや心

境を読んだものが多い。で、こいつはどっちでもない。余りに表現が稚拙で抽象的に過ぎる」

「抽象的」

「昔の句は言葉一つに多大な意味がある。だからこそ文字数が少なくても表現が出来るんだ。だが、書いてある句は

一つしか解釈がない。言葉が記号的だ」

　霧崎は、千葉の方を向いた。「詳しいですね」

「親父が俳人崩れでうるさかったんだよ。資料を置くスペースがないんだ、資料室に運べ。出なければ持って帰れ」

　千葉は段ボール箱を軽く叩き、元の席に戻った。

　霧崎は警察手帳を胸ポケットにしまうと資料を段ボール箱に入れ、カートの上に乗せた。眠気と疲労で動きは鈍く

なっていた。全ての段ボールをカートに乗せ終えた。カートを押し、部屋を出ていった。

　同僚達は何事かと霧崎を見ていた。

　千葉は同僚達を睨んだ。「お前ら、手を動かせ」

　同僚達は一斉に作業を始めた。

　千葉は同僚達の様子を見ると、机に置いてあるマイルドセブンの箱を手に取り、１本を咥えてライターで火を付けた。



ほろ苦い煙が口に入ってきた。※

　霧崎はエレベータで地下に降りると地下の駐車場に入った。ナトリウムの電灯が全体を黄色く照らしていた。

　霧崎は停めてある車に向かい、胸ポケットに手を入れて鍵を取り出した。トランクの鍵穴に入れて回し、蓋を持ち上

げた。カートに乗せた段ボール箱を持ち上げようとした。疲労が蓄積していて、持ち上げる力がなかった。

　霧崎は、段ボール箱から手を離した。疲れが押し寄せてきた。意識が朦朧とし始めた。

　千葉が霧崎の元に来た。「よお、お疲れさん」

　霧崎は、千葉の方を向いた。「あ、あの」

「手伝いに来た。その様子じゃ積もうのも積めねえだろ」千葉は、トランクに段ボール箱を入れた。

「そんな、恐縮です」

「気にするな、あんな狭い所にギュウギュウ詰めにした連中が悪いんだ。もっと余裕があれば大量に物が置けっての

にな」千葉は、カートの上に乗っている段ボール箱を持った。「これだけの資料を、何処から持ってきたんだ」

「１５年前に起きた、神楽祭りの事故の関係者からです」

「よく見つけたな」

「ええ」

「持って帰るんだろ。俺の方から言っとくから、非番と夜勤明けで今日と明日、休んどけ」

「２日も休むだなんて、とても」

「ここは家じゃねえんだ、風呂に入らねえ奴が居座られても迷惑だ」千葉は、霧崎の方を見た。霧崎は眉を顰めてい

た。「入院している女房にも顔を見せないと心配する。職業柄いつ死ぬか分からねえんだ、出来る内に挨拶しとけ」

「はい」霧崎は明瞭に返事をした。

「じゃあ、積み終わったら着替えて帰れ」

　千葉は、カートに乗っていた最後の段ボール箱をトランクに積み、蓋を下ろした。

　二人は共に、エレベータに向かって歩いていった。

「句の件ですが、何か分かりますか」

「さあな、歴史ってのに疎いからな。図書館にでも行けば分かるんじゃないか」千葉は、エレベータのボタンを押した。

「図書館」

「横の瀬村にはねえよ、父符の産業館って所だ」

「分かりました、調べてみます」

　エレベータのドアが開いた。二人はエレベータに乗った。

　霧崎はエレベータのボタンを押した。ドアが閉じた。

　エレベータは上昇し、開くと廊下を歩いて部屋に戻った。霧崎はカートを置くと更衣室に向かい、着替えて警察署を

後にした。

　霧崎は資料を持って寮に戻った。部屋は暗かったが、赤い日は差していて見えない程ではなかった。隅にはテレビ

が置いてあった。

　霧崎は寮を開け、段ボール箱を机の脇に置いて出ていった。段ボール箱を運んでは机の脇に置く作業を繰り返し

た。積み終えると段ボール箱から資料を取り出し、警察手帳と共に机に置いた。

　霧崎は椅子に座り、資料を精査した。文字が眠気を誘発し、意識が朦朧となった。間もなく意識が切れた。

　霧崎が目を覚ましたのは翌日の昼間だった。夢を見ず、空腹もなかった。霧崎は箪笥を開けて着替えを出し、カバ

ンを持つと脱衣所に持っていった。服が床に散らかっていて、二槽式の洗濯機に詰め込んであった。

　霧崎は桶とタオルを手に取り、玄関に向かい寮から出ていった。

　寮から出ると駐車場に向かい、車に乗り街中にある銭湯に向かった。客は年寄ばかりだった。

　霧崎は銭湯から出ると車に乗り、ダッシュボードに乗っている地図を見た。産業館が市役所の裏にあるのを確認し

た。

　霧崎は車を動かし、産業館に向かい父符市役所の駐車場に止めた。

　産業館は直方体を積み重ねた印象がある、白いコンクリート造の建物だった。

　霧崎は車を降りると鍵をかけ、産業館の中に入った。

　内部は典型的な役場と言った印象が有り、外観の特異さと印象が異なっていた。霧崎は案内板を見て図書館の位

置を確認し、図書館に向かった。テーブルと椅子が並んでいた。人はいなかった。壁に棚が有り、本が詰め込んで

あった。カウンターには司書がいて、置いてある本を整理していた。隣には目録を入れる棚があった。

　霧崎は司書の元に向かった。司書は霧崎の気配に気づいた。「御用ですか」

「すみません、お聞きしたいことが有りまして」霧崎は、棚の方を向いた。「姿ケ池という場所が羊公園にありますが、

碑に書いてある句が成立した年代を調べたいのです」

「どういう句ですか」

「どうと言われましても」霧崎は胸に手を当てた。シャツの胸にポケットはなかった。いつも入れている警察手帳を持っ



てくるのを忘れた事に気づいた。「姿ケ池の端にある地蔵と一緒に立っている碑に書いてあるものです」

「姿ケ池ですね、お待ち下さい」司書はカードを差し出した。

　霧崎はカードを受け取った。カードには『１』と書いてあった。

　司書はカウンターの奥に入っていった。

　霧崎はテーブルに向かい、椅子を引いて腰掛けて外の景色に目をやった。空は青く、所々に白い雲があった。

　暫く経った。

「１番の方」司書の声が響いた。霧崎はカウンターに向かった。司書は百科事典程の本とファイルを持っていた。本に

は細く切った色紙が挟まっていた。

「まず、姿ケ池の碑ですが」司書は本を開いた。細かい文に地図と写真が載っていた。

　司書は地図上で姿ケ池の端を指差した。「ここですね」

　霧崎は、司書が指差した所を見た。昨日、樹沙羅と向かった場所だった。「はい」

「村の記録によりますと、昭和３０年に羊公園の開園を記念し、姿ケ池や公園に関わったへの感謝として作ったと書

いてあります」

「はあ」霧崎は曖昧に返事をした。「句の内容ですが、これは誰が作ったものかわかりますか」

「誰と言いますと」司書は『横乃瀬村史』と書いてある本を、辞書で調べるように開いてめくり続けた。羊公園の記述

の所で手を止めた。

「村議会員としか書いていません」

「そうですか」

　霧崎は唸った。本に書いていないのであれば特定しようがない。

「地蔵は」

「地蔵、ですか」

「ええ。隣に立っている地蔵がどういう目的で建てられたのかはわかりますか」

「目的、ですか」司書は本の記述を食い入るように見てはめくっていった。暫くしてページをめくる手を止めると、別の

本を開いて調べ始めた。

　霧崎は、ページを見た。

「姿ケ池は造成後に氾濫が相次ぎまして、多くの人が犠牲になったそうです。その人達への供養の為にと立てたそう

です」

　霧崎は、司書の言葉と本の記述に違和感を覚えた。樹沙羅は氾濫を止める為に巫女が人柱になり、供養として立

てたと言っていた。村の記述が正しいとなれば、樹沙羅の言葉は全て嘘になるが、嘘をついているようには思えない。

「他に説はないのですか」

「他には」司書は本の記述を辿るように見た。「いえ、何もありません」

「例えば、旅の娘が池に投げ出されたと言った記録はありますか」

「いつ頃のですか」

「いつ頃かは分かりませんが、そういった記録が残っているかどうかですね」

　司書は眉を顰めた。「そういった記述はないですね。姿ケ池に関する記録があるのは、碑が設立された件と氾濫が

起きた時に農民が犠牲になったという記述、後は伝承についてだけです」

「伝承、ですか」

「はい」司書は本を閉じ、『父符路の民謡』と書いてある本を手に取った。付箋を差し込んでいるページを開いた。「記

述している伝承は、大宮に娘が化物を放ったと言うので、神社の人間が派遣して討伐したと言う物です。他の民謡に

も似たような内容が書いてあります」司書は、霧崎に本を見せた。本はひらがなが多く記述してあった。

　霧崎は、村人が話した伝承と変わりない内容に愕然となった。樹沙羅の話は嘘なのだろうか。

「分かりました」霧崎は渋々納得した。ないからと言って司書を責める気はない。調べた結果がそうだっただけだ。

「姿ケ池が造成された時、近くに神社は有りましたか。八想神社の近くに別の。聞いた話によれば、八想神社は近く

の神社から移転したと聞いています」

「近くの、ですか」

「ええ」霧崎は頷いた。近くに神社にいる巫女が入水したという話に信憑性が持てるかも知れない。

「地図というのは、ここには置いてないんです。姿ケ池が作られたのは江戸時代の半ばでして、そういうのは県の博

物館に寄贈してしまっているものですから」

「確かに、そうですね」霧崎は頷いた。司書の言うとおりで、江戸時代の地図ともなれば歴史学として貴重な資料だ。

一介の図書館に置いてあるはずがない。

「調べる事は以上になりますか」

「はい」

「複写しますか」

「複写出来るのですか」

「はい、有料になります」

「では、お願いします」霧崎は財布を取り出し、開いて小銭を手に出すと司書に渡した。



「ありがとうございます」司書は本をカウンターの奥へと向かっていった。

　霧崎は後ろを向き、棚を眺めた。本と言っても図書館にある本は膨大で、家の本棚と違う。尋ねた曖昧な質問から

適格な回答を見つけるのは見事としか言いようがない。

　地元の図書館ですら資料がないのだ、仮に樹沙羅の言葉が嘘だとすれば、結界の正体は伝承の通り化物の残し

た物となる。しかし、グーゴルの考察の通り矛盾がある。何をもって正解とするのか。

　暫くして、司書が紙を持って霧崎の元に来た。「こちらになります。ありがとうございました」司書は、複写した紙を差

し出した。

「こちらこそ」霧崎は複製した紙を受取り、内容を軽く見た。ざらついた紙に青い文字で本の内容が複写してあった。

　霧崎は司書に礼をすると、図書館を後にし、駐車場に停めてある車のドアを開けて中に入った。複写した紙を助手

席に置いた。サイドミラーとバックミラーを見て状況を確認し、車を動かした。車は駐車場を出ていった。

　大通りに出た。平日ということも有り人気は少なかった。霧崎は父符方面にハンドルを切った。大通りを進んでいき、

秩符神社の通りを曲がって市街地へ入っていった。暫くして白く角ばった建物が見えた。

　車は建物の駐車場に入った。混んでいる程ではないものの、入ってすぐに車を停めるのは困難な程度に車が入っ

ていた。

　霧崎は空いている箇所に車を停め、降りると病院の中に入っていった。中は白を基調としたロビーが有り、長椅子

に人々が腰掛けていた。端においてあるテレビに、人々は釘付けになっていた。

　霧崎は階段を登っていった。点滴スタンドを片手に持ち、看護師の後をついて歩いている患者の姿があった。病室

に入った。並んでいるベッドに寝転んでいたり、腰を掛けて隣の人と話をしている光景があった。

　霧崎は奥へと進んでいった。ベッドの脇に立てかけてある票には『霧崎　正子』と書いてあった。正子はやつれてい

て、ベッドに寝転んで本を読んでいた。脇にある机には本と新聞が積んであった。

「正子」霧崎は正子に声をかけ、丸椅子に腰掛けた。

　正子は霧崎の声に気づき、栞を挟んで閉じた。「来ていたの」

「ああ」

「仕事はどうしたの」

「今日は休むようにと言われた」

「そうなんだ。人手が足りないって新聞で読んでたから、休みはないと思ってたわ」

「田舎だから、余り関係ないよ」

　正子は上半身を起こした。「刹那は元気にしてる。貴方、不器用だから苦労してるんじゃない」

「大丈夫だよ、刹那も元気してる」

「だといいんだけど。慣れない所で沈んでいるんじゃないかと思って」正子は机に本を置き、新聞を手に取った。「子

供が神社で行方不明になっているって話を聞いたわ。最近、誘拐事件が多いって聞くから田舎でも不安になるわ。刹

那にも気をつけるように言っておいて」

「ああ」霧崎は曖昧な返事をした。行方不明になっているのが自分の子供だとは、とても言えない。

　隣にいる老婆が来た。手に菓子折りを持っていた。「霧崎さん、見舞いが来ているの」

　正子は、老婆の方を向いた。テーブルに乗っている本を整理し、菓子折りを乗せた。「隣にいる人よ、よく話をしてい

るの」

　老婆は霧崎の方を見た。霧崎は頭を下げた。

「夫の霧崎一夫です」

「話は聞いてるわ」老婆は笑った。「奥さん、体調が良くなっているから予定より早く退院できるかもね」

「そうですか」

「近々、横乃瀬村でやる神楽祭り。もしかしたら子供と一緒に行けるかもしれないわね」

　老婆の話に、霧崎は一瞬渋い表情をした。

「子供が行方不明になっているって新聞で見たわ。中止にならないかしら」

「大丈夫よ、中止のお知らせが来ないから」

　老婆は霧崎の方を見た。霧崎は眉を顰めていた。

「警察官なんでしょ、そういうのって分かるんじゃない」

「いえ、その。話には聞いているが、森に関して伝承もあってあまりいい印象がないもので」

「伝承って」正子は、霧崎に尋ねた。

「姿ケ池に巫女が入水した後、森が荒れたの結界で封じて神社を移転したと、そんな話だ」

「池の洪水が酷かったからって聞いてるわ」

「旅の娘を人柱にしたという理由で、姿ケ池に地蔵が立てられたと聞いていますが」

「地蔵は知ってるけど、人柱なんて、聞いた事ないわ。旅の娘が村を壊滅させようと池の洪水を起こして巫女が身投

げして止めた。今度は森に化物を放ったって話よ」

「では、あの地蔵は」

「村人の供養よ。余りに可愛そうだって言うんで戦後に碑を立てたのよ。本当に先祖思いな人だったわ」

「立てた人が誰か、わかりますか」



「皆で立てた碑だから、誰がどうというのは分からないわ。分かっていてももうこの世にいないかも」老婆は笑った。

「そうですか」霧崎は唸った。碑は伝承と何も関係ないという村史の裏付けが取れた。

「森の化物はどうなったのですか」

「大宮から来た人が封じ込めたと聞いてるわ」

「大宮か」霧崎は鸚鵡返しに言った。森の瘴気は大宮から人を呼んで止めた事になっているようだ。

「どうして、伝承について話を聞くの」

「いえ、理由は単に興味と言いますか、そんな程度でして」霧崎は曖昧に言った。

「警察というのは、何でも疑ってかかるのが仕事だから」正子は霧崎に助け舟を出した。

「でも、そんな伝承まで真剣に考えなくてもいいじゃない」

　霧崎は苦笑いをした。「そうですね」霧崎は笑ってごまかした。

「化物を封じる結界を守るために神楽祭りをやる、らしいんだ」霧崎は曖昧に言った。神楽祭りを知っていると分かれ

ば、子供が行方不明になっている事件について追求される。

「そんな伝承に、意味なんてあるの」

おえ、ないですね」霧崎は白々しく言った。

「昔の伝承より今の祭りよ。神楽祭りまでに行方不明になった子供、見つかるといいわね。このままじゃ中止になるか

もしれないから」

「中止にはならないと言っていました」霧崎は咄嗟に口に出した。何も話さず黙っているのに耐えきれなかった。

「なら、見に行った方がいいわよ。神社の桜が凄いのよ」

「桜ですか」霧崎は鸚鵡返しに言った。

「神社にはたくさん桜が植えてあるの。しかも皆巨木ばかりで圧巻よ。一回見に行ったらどう」

「そうね、退院出来たら刹那と一緒に行ってみるわ。休みは取れる」

「休みか、厳しいな。祭りの時は荒れるので人手が足りなくなるんだ」

「確かに、不逞な輩が出てくるからね」老婆は霧崎の言葉に納得した。「警察ってのは大変だね、何でそんな仕事を

選んだの」

「俺みたいな奴が食える仕事なんて、警察しかなかったんだ。常に人手不足だから、簡単に入れたよ。本当だったら

もっと楽なサラリーマン稼業やってるよ」

「サラリーマンは楽な稼業っていうからね」老婆は笑った。

　霧崎は席を立った。「申し訳ありません、ここいらで失礼します」霧崎は病室を去っていった。

「いい夫じゃない。うちの夫なんて毎日昼間っから酒臭くて、たまったもんじゃなかったよ」老婆は正子の肩を叩いた。

「うちの夫も似たようなものよ」正子はかすかに笑みを浮かべた。

　霧崎は病院を出ると、車に乗りダッシュボードにおいてあるゴールデンバットの箱とライターを手に取り、タバコを１

本咥えて火を付けた。タバコの苦い味が喉に入り込んできた。煙を吐いた時、口に甘い匂いが漂っていた。頭の中の

霧が晴れた気分になった。

　霧崎は助手席においてある紙を開き、記述を一通り読んだ。神社について、姿ケ池の近くに神社があったという記

述はない。姿ケ池で人柱になった巫女は近くの神社と樹沙羅は言っていた。実際にはそんなものはない。かと言って

嘘をついているわけではない。老婆の証言からして、巫女がいたのは確かだが、何処から来たのだろうか。

　霧崎はキーを回してエンジンを付けた。車が唸った。クラッチを踏みながらアクセルを踏み、ギアを入れた。車が動

き出し、大通りに出た。次第に車の中が紫煙に染まっていった。ドアについているハンドルを回して窓を開けた。風が

入り込み紫煙はかき消えた。

　霧崎は頭の中で情報を整理した。老婆が何処に住んでいるか分からないが、樹沙羅がグーゴルや旅の娘と口裏

合わせでもしていなければ姿ケ池が全ての始まりなのは確かだ。旅の娘という存在が関わり、大地の力というものが

暴走した。結果、神社の巫女が犠牲となり止めたが、力は森に転移して災いを起こした。１５年前の出来事からして、

災いとは瘴気を撒いて村を壊滅するものらしい。しかし、瘴気を結界で食い止め全てが解決した。大宮から派遣され

た神主とも、八想神社が移転する前の人が止めたともされるが分からない。神楽祭りで大地の力を鼓舞する事で結

界を守ってきたが、戦後中止になった事で力が弱まり、再開した時に宮司の妻が死亡した。結界の力は一時的に補

強したものの１５年という歳月で弱まり、刹那が結界をすり抜けて入り込み、行方不明になった。

　タバコの灰が溜まってきた。霧崎は片手をハンドルを離し、ダッシュボードから灰皿を引き出すとタバコの灰を落とし、

咥えて吸った。先端が赤く光った。旅の娘が何かしらの影響を与えているのは確かだ。彼女が何者なのかを知れば

結界の正体がつかめるかもしれない。

　霧崎は咥えているタバコを噛んだ。葉の苦味が唾液と混じって口に入ってきた。樹沙羅は念が飛んだと言っていた。

姿ケ池には念は残っていない。更に年と共に消えると言っていた。森の瘴気が人の念であれば年と共に消えていく

はずだが、実際には消えていない。個人が発している念ではなく、湧き水のように無尽蔵に出てくる力を引き出した

か、融合したかだ。力を止めるのも俺にような普通の人間では到底無理だ。何かしらの力を持つ者の象徴として、大

宮からの宮司が当てはめられたとするなら、力を持つものの中で近いのは父符神社か八想神社だ。うち父符神社近

辺には伝承はない。八想神社が最も関係ある場所だ。粗方聞き尽くした感があるが、未だ知らない部分があるのか

もしれない。



　霧崎はタバコを離して灰皿に押し付けた。タバコは曲がって灰皿の中に入った。

「神社か」霧崎はハンドルを切った。大通りからそれた細い道に入っていった。景色の主軸が家から原に変わって

いった。

　八想神社の駐車場に着いた。霧崎はキーを抜き、タバコの箱とライターを取り胸ポケットに入れた。助手席に置い

てある紙を手にするとドアを開けて外に出た。空気は澄んでいた。ドアを閉めた。

　霧崎は人気のない道を歩き、曲がり角を通って参道に入った。八想神社の境内に着いた。

　氏子達が境内の飾り付けをしていた。グーゴルは書類を見ながら氏子達と打ち合わせをしていた。

　霧崎はグーゴルに近づいた。「すみません、グーゴルさんですね。俺を覚えていますか」

　グーゴルは、霧崎の方を向いた。霧崎は不安そうに自分を見ていた。「ええ、覚えていますよ。霧崎さん」

「良かった。宮司は何処にいるかわかりますか」

「神楽殿の方に様子見に言ったかと思います。御用ですか」

「この神社の伝承について、少し聞きたいと思いまして。娘さんでもいいのですが」

「スンズンなら家に、娘さんなら集会所にいます」グーゴルは氏子達の方を見た。氏子達は祭りの提灯をかけていた。

「宮司に会えるなら」

　グーゴルは、近くにいる氏子に紙を渡した。「これからスンズンの元に向かいます」

　氏子は礼をした。

「以前、神社の歴史について調べていた件ですが、お聞きしていいでしょうか」

「はい」

「姿ケ池にある地蔵ですが、何の為に建てたかわかりますか」

「地蔵ですか」

　霧崎は、グーゴルの返事に確信を得た。知らないのだ。

「姿ケ池に建っていて、人柱になった旅の娘か洪水の犠牲になった村人を供養する為なのかが分からないのです」

霧崎はグーゴルに説明した。地蔵そのものはわからなくても、関連する事象は分かるかもしれない。

「どちらも正しいのではないですか」

　霧崎は、グーゴルの返答に驚いた。

「どちらも慰霊の為に建てたものではないですか。どちらも正しいといえます」

「そうではなくてですね、誰を供養しているかによって変わるんです。旅の娘が実在するなら、彼女の念が」

「村人達の恨みの念が飛んできたのかもしれません」

　霧崎はグーゴルの言葉に項垂れた。グーゴルの言葉通り誰の念でも結局は同じだ。

　グーゴルと霧崎は境内を抜け、賛同を出て神楽殿への道を歩いていた。

「旅の娘ですが、その人が関係しているのですか」

「人柱にされたと宮司の娘が言っていました。大地の力を止める為だと」

「彼女の念が災いを起こしたと。なら、どうして池で起きないのですか」

「巫女が入水して止めたそうです。その巫女もどこから来たのかわかりません。大宮に伝承はないですから、近くの

神社の人となります。しかし、近くに神社があった記録はありません」霧崎は、グーゴルに資料を渡した。

　グーゴルは資料に目を通した。「済みません、日本語は読めません」

　霧崎は、グーゴルから資料をひったくる様にとった。「すみません」

「いえ、気になさらず」

「話を戻します。資料にないのですから近くの神社というのは考えにくい。父符と逆側にある神社から人を呼んできた

可能性もあります」

「その後、結界を守る為に居住したと」

「巫女は一体何処から来たのでしょうか。旅で偶然来ていたという可能性もありますが、元々神社がない場所に住む

というのは考えにくいです。少なくとも下地がなければ住んでも歓迎されませんから」

　グーゴルは頷いた。自分を受け入れる環境がなければ、例え住んだとしても追い出される。

「宮司の娘も、人の念は年月と同時に消えるといっていました。数百年も念が残り続けるというのはあるのでしょう

か」

「私には何とも分かりません」

「俺としては、自然の何かと混ざっているのではないかと考えているのです。湧き水のような何か、例えば宮司の娘

が言っていた大地の力というのはどうでしょうか」

「大地の力が混ざっている。大いにあり得ますね」

　霧崎は頷いた。旅の娘が実在するのであれば、関連した出来事も存在することになる。そうなれば宮司の娘の言っ

ていた大地の力や姿ケ池の伝承が事実と分かり、大地の力という得体のしれない存在にも信ぴょう性が出てくる。実

在性がないのであれば、各々の伝承は完全に架空となり旅の娘と関係なく氾濫が起き、巫女が入水した後に森に念

が飛んだという事になる。森の中にある瘴気の元が旅の娘がらみか村人がらみかになる。

　神楽殿の前に来た。警察官が立ち入っていた。

　警察官は、霧崎に近づいた。「あの、御用ですか」



　霧崎は胸ポケットから警察手帳を取り出した。

「父府警察署の霧崎だ。今日は非番だが、個人的に宮司に会いに来た」

「宮司ですか」警察官の一人は神楽殿の裏側に向かった。暫くして瞬巡が警察官と共に来た。「スンズン、警察官の

霧崎が話があるとの事です」

　警察官は立ち去った。

「霧崎です、以前お話を伺いました」霧崎は、瞬巡に頭を下げた。

　瞬巡は霧崎に合わせてお辞儀をした。「失礼ですが、警察には事情を大方話しました。話をしても同じ内容の繰り

返しになるかと思います」

　霧崎は、神楽殿の奥に広がる森を見つめた。太い木々が生い茂っていた。

「今回は行方不明の件ではなく、伝承についてです」

「伝承ですか」

「ええ。姿ケ池にて氾濫が相次ぎ、入水した巫女がいると聞きます。原因が旅の娘が人柱になった為と聞いています

が、彼女は実在したのですか」

「実在ですか」

「はい。彼女の念が森に飛び、瘴気を発生しているのではと考えたもので」

「瘴気が何なのかを突き止めるうち、疑問に当たったと言う訳ですか」

「はい」

　瞬巡は訝しげに霧崎を見つめた。本当にそう思っているのか。

「瘴気の正体とは何だと思いますか」

「村に災いを起こした何かが変異した物と考えるのが妥当でしょう」

「何かと言いますと」

「村人の念か、伝承にある人柱になった旅の娘の念なのか。確証がありません」

「村人の念ですか」

「はい、姿ケ池の地蔵は洪水で亡くなった村人を弔う為に作ったと聞いています」霧崎は瞬巡に資料を渡した。

　瞬巡は資料を受け取り、一通り眺めた。

「村史は話を受けたはずなのですが」

　霧崎は渋い表情をした。自分が見過ごしているだけか。

「編纂者の問題でしょう。着いて来て下さい」瞬巡は霧崎に資料を返すと道路に向かい、神社の方へ歩いていった。

　霧崎とグーゴルは、瞬巡の後をついていった。

　道路を歩いていき、山道と異なる道で曲がった。木々で囲ってあり、獣道になっていた。霧崎とグーゴルは瞬巡の

後をついていった。

「来た事がありますか」霧崎は、グーゴルに尋ねた。

　グーゴルは首を振った。「はい。奥には墓があります」

「寺にあるんじゃないのか」

　開けた所に出た。碑の形をした巫女の墓の隣に八想家代々の墓があった。

「移転する前から第は引き継いでいるのですか」霧崎は八想家の墓に近づき、墓石を見た。八想家の墓と書いてあ

る。

「八想家を名乗ったのは移転後です」

　霧崎は巫女の墓に目をやった。「碑には、何と書いてあるのですか」

　瞬巡は、霧崎の言葉に苦笑いをした。自分の娘も同じ事を言っていた。

「碑ではなく、入水した巫女の墓です」

「入水して遺体がないにも関わらず、墓を作ったのですか」霧崎は巫女の墓の前に行き、墓石に書いてある文字を読

み始めた。彫ってある文字は所々苔が生している上、読みにくい漢字が多く、意味が分からなかった。墓の苔を剥が

した。苔と共に石が剥がれた。

「遺体がなくとも、霊があれば十分です。現に墓石の下に遺体は存在しません」グーゴルは霧崎の隣に向かった。

「何と書いてあるか、分かりますか」

「いえ、私には何とも」

　霧崎は瞬巡の方を向いた。瞬巡は霧崎とグーゴルを見ていた。

「文字は巫女に対する謝辞と業績についてです」

　霧崎は、瞬巡の言葉に唸った。「墓はいつ立った」霧崎は、瞬巡に尋ねた。姿ケ池の碑のように、一見して出来事

に関連するかのように見えて、実は何も関係ないと言い切れない。

「社の歴史によれば、移転が完了した後。今の墓になったのは明治頃と記述しています」

　霧崎は墓石に目をやり、剥がれた墓石の欠片を掴んだ。脆い石を墓石に使うのは考えにくい。

「入水した巫女が存在する。となれば切欠となった出来事は実在すると言う訳か。確かに出来事は実在したが、旅の

娘が実在したという証明にならない」

「でしょうね」グーゴルは霧崎の言葉に頷いた。出来事が存在していたとしても、関わっていた人間がいたという理由



にはならない。

「社務所に存在の証拠があります」瞬巡は踵を返して広場を出ていった。

「証拠というのは、見た事がありますか」霧崎は、グーゴルに尋ねた。

　グーゴルは首を振った。「いえ」

　霧崎とグーゴルは瞬巡の後をついていった。

　獣道を抜け、道路に出た。アスファルトが照りつける日を反射していた。瞬巡は神社の方に歩いていた。

「ついでに聞きますが、ここに移転する前の神社というのは何処にあったのですか」

「と言いますと」

「巫女は何処から来たのかと考えますと、移転前の神社しか考えられません。しかしながら村史には移転前の神社ら

しきものはありません」

「断片的ですが地図はあります。保存の問題から公開していませんが。証拠が掴めていないという理由で記載しな

かったのでしょう」

「そうですか」霧崎は曖昧に返事をした。

　神社に着いた。瞬巡は立ち止まり、霧崎とグーゴルの方を向いた。二人は立ち止まった。

「待っていて下さい」

　瞬巡は社務所に向かった。集会所から樹沙羅が出てきた。タオルで顔を拭いていた。

　樹沙羅はグーゴルに気づき、近づいた。「グーゴルさん、どうしたんですか」

「宮司が旅の娘が実在していた証拠を出すと言ってたから、待っているんだ」霧崎は、樹沙羅に説明した。

「実在したとして、どうなるの」

「君の言った内容が事実だと立証出来る。森にあると言う瘴気も君の言葉を借りれば大地の力と言う奴になる」

「分かったらどうなるの」

「結界の正体が大地の力を抑える力となる。なら、少しは対処する方法を探せるはずだ」

「そんなの、無理にでも力掛けて破っちゃえば一緒よ」

「無理に力を掛ければ、一気に崩壊して瘴気がなだれ込みます。破るなら最小限にとどめ、結界と同じ力でふさいで

おく必要があります」

「意外に面倒なのね」

「でなければ、１５年前と同じ状態になります。その為にも、結界や瘴気とは何かを知る必要があるのです。そうでしょ

う」グーゴルは、霧崎の方を向いた。

「え、ええ」霧崎はあいまいに返事をした。

「なるほどね」樹沙羅は唸った。「じゃあ、私も一緒について行ってもいいかな」

　霧崎は、樹沙羅の言葉に驚いた。着いて来るとは思わなかった。

「もしかして、警察のお仕事」

「違う、個人的な理由だ」

「ならいいじゃない」

「打ち合わせがあるんじゃないのか」

「差し入れに行っただけよ。京も学校だから舞を教えられないし、センティも来ないから暇なのよ」

「学校に行っていますからね」

「君は」

「祭りまで休みを貰ってるわ」

　瞬巡が霧崎の元に来た。「これを」瞬巡は、霧崎に布の財布を見せた。

　霧崎は財布を手に取った。赤味で黒ずんでいた。ごわついて質感で、縫い目は丁寧だった。

「旅の娘が身に着けていた財布です。人柱にした際に取ってきた物でして、縫い目や布は父符地方では一般的でな

く、色味や大きさからして女性がつけていたようです」

「外から来た女性。財布という大事なものを取られている点からして、不幸があったのは確実か」

「初めて見るわ」

「聞かれませんでしたから」

　樹沙羅は、瞬巡の言葉にイラついた。「話くらいしてもいいのに」

　霧崎は財布を一通り見まわした後、瞬巡に返した。

　瞬巡は紙を渡した。「移転する前の地図の写しです」

「でも、公開していないと言っていませんでしたか」

「実物でなければ証拠になりませんよ。作ったものが証拠になるならいくらでも作れます」

「そんなものかね」霧崎は、グーゴルの言葉に納得できない表情をした。

「いいじゃない、場所がわかるんだから」

「適当に書いたモノではないですよね」

「疑ってるの」

「仕事柄な」



「嘘をつく理由はないですし、実際に行ってなければ戻ってくればいいでしょう」

「そういうものか」

　樹沙羅は、霧崎から紙を取って眺めた。「結構遠いのね。荷物運ぶの大変だったんじゃない」

「分かるのですか」

「大通りが今でもあると仮定すればね。道の形からして石灰工場沿いじゃないかしら。タクシーを呼んだ方が早そう

ね」

　霧崎は、樹沙羅から紙を取り上げ、資料の挿絵として載っている地図と照らし合わせた。

「私が呼んでくるわ、参道抜けた道路で待ってて」樹沙羅は社務所に向かおうとした。

「樹沙羅、待ちなさい」瞬巡は、樹沙羅の手を取った。

「何よ」

「財布を置くついでに呼んできます」

「いや、呼ぶ必要はない。駐車場に俺の車を停めてある」

「場所、分かるの」

「地図と照らし合わせれば」

　樹沙羅は僅かに俯いた。「分かったわ」

「私は用があるので社務所に戻ります」

　瞬巡は樹沙羅の手を離し、社務所に向っていった。

「行くか」霧崎は境内を出ていった。樹沙羅とグーゴルが後に続いた。

　参道から道路に出た。三人とも話をかわさなかった。

　暫くしてタクシーが来て、暫く歩くと駐車場に着いた。

　霧崎は運転席の鍵穴にキーを入れ、回すとドアを開けた。

　樹沙羅は助手席側のドアに回り込み、ドアを開けて助手席に置いてある地図を取ると中に入り、ドアを閉めた。

　グーゴルは後部座席のドアを開けて中に入ると、ドアを閉めた。

　霧崎はキーを外すと運転席に入った。「後ろじゃないのか」

「案内する役が必要よ」樹沙羅は霧崎に地図を見せつけた。

　霧崎はドアを閉め、キーを差し込み回した。エンジンがかかった。

　樹沙羅は地図を開き、持っている紙と見比べた。「線路に向かう道路に出て。大通りを曲がって石灰工場の脇が目

的地よ」

「いい加減だな」

　樹沙羅は紙をちらつかせた。「恨むなら地図に言ってよね」

　霧島はクラッチを踏み、ギアを入れてアクセルを踏んだ。車は駐車場を出て通りに出た。

「この通りを線路の橋が見える方に曲がって」

　霧崎は樹沙羅の言った通り、線路の橋が見える方向にハンドルを曲げた。車は曲がり、線路の橋に向かって行っ

た。

「後は大通りに出たら父符方面に曲がって」

「分かった」霧崎は頷いた。

「霧崎さん、貴方はどう考えていますか」グーゴルは霧崎に話しかけた。

「何がです」

「調べているという事は、何かしらの仮説があるのでしょう。目的も仮説もなく調べるというのはありえません」

　霧崎は頷いた。「神社の移転ですが、村人と揉め事があった結果ではないかと思っています」

「根拠は」

「移転前の宮司の存在がないという点でしょうか。巫女の存在があっても宮司がいない。いくら巫女が偉大とは言え、

統率する人間がいないというのはおかしいでしょう。カリスマ性の高い巫女が入水した後、影響力を失った宮司は人

柱として葬り去ったのではないかと思います。大地の力による森への力の転移は都合が良かったのでしょう。宮司の

念が影響しているかもしれません」

「人柱は、自分の意思でならないと意味はないわ」樹沙羅は、霧崎の言葉に割って入った。「強制すれば、人柱の力

は負の方向に向かっていくもの。姿ケ池の洪水が悪化したのは、旅の娘を無理矢理人柱にしたからよ」

「だからこそじゃないのか」

　樹沙羅は眉を顰めた。

「宮司がけしかけたんじゃないのか。結果、旅の娘が人柱になったが、姿ケ池が悪化した結果を目の当たりにした。

村人は怒り狂って宮司を殺し、巫女は入水した。で、森に葬ったが念が森に負の力を引き寄せた。村人は困り果てた

所に、偶然大宮に神職の八想家が向かっていた。村人は八想家に頼み、鎮めた。八想家は森に神社を移転する形

で神社を継承し、定住して今に至った」

「大筋に矛盾は少ないですね。でも神社を潰す程嫌悪しているのであれば、関係していた巫女は丁寧に葬りません」

　霧崎は唸った。グーゴルさんの言う通りだ。

「そうよ、勝手な推測言わないでよ」



「樹沙羅。推測というのは事実ではありません」

　樹沙羅は項垂れた。

「事実ではないから、調べるのですよ」グーゴルは樹沙羅を諭した。

　樹沙羅は黙り込み、景色と地図を見た。ブレが大きく気分が悪くなってきた。フロントガラスを通して、石灰の加工工

場が見えた。

「工場があるから、目的地よ。森の前で止まって」

　霧崎はウィンカーを出した。工場前で車を止めた。

　霧崎はタクシーのダッシュボードにある時計を見た。乗り込んでから１５分程経っていた。

　三人は車を降りた。平坦な田園地帯で、灰色の煙を煙突が幾つも立つパイプで覆った化学工場があった。近辺に

は森が広がっていた。目の前には一軒家があった。

　霧崎は車に鍵をかけた。

「妙な光景だな。移転前の神社があった所なのか」

「入れるの」

「駄目なら警察の権限使って入れてもらう」

「だといいけど」

「まずは近くの人に話を聞くか」

　霧崎は一軒家の門の前に来た。門柱にインターホンがあり、押した。暫くして、年老いた男が家から歩いてきた。

「もし、何か御用ですか」

　霧崎は胸ポケットから警察手帳を取り出し、年老いた男に見せた。「父符警察の霧崎と言います」

「警察の方が何の用ですか」

「詳細は言えませんが、とある事件の証拠が森にあるという話を聞きました。森に関して話を聞きたいのですがよろし

いですか」

「森ですか、ええ。私どもの土地ですからよく知っていますよ。誰も入れないのにどうして証拠があると分かるのです」

年老いた男は、訝しげに霧崎を見た。霧崎は顔をしかめた。「まさか、私を怪しんでいるんじゃないでしょうな」

「生態調査の類です」グーゴルは霧崎と年老いた男の間に割って入った。「はじめまして、牧師のグーゴルと言います。

事件というのは近辺の生物の生態系が急激に変化しているらしいと言うもので、自然保護を標榜する我々宗教家に

とって重大なのです。しかしながら、所詮は仮説でしかありません。森という森を調べているのです。入ろうにも入れ

ない私有地もありますから警察の方に協力してもらっているという訳です」

「どういう理由かよく分からんが、森に住んでいる動物を調べているのですか」

「そう、そうよ。最近になって変な動物を見かけるって言うから調べてるのよ」

「はあ、そうですか」

「過去の状況も聞きたいのですが、よろしいですか」

「あ、ああ」

「かつて近辺に神社があったそうで、桜ごと移転したと聞きます。本当なのでしょうか」

「神社ね。あったかどうか分からんが重要な土地みたいだね。先祖から代々、今の土地を守るように言われてんのは

確かだよ。何でも、念の為だそうだ」

「念の為ですか」霧崎は顔をしかめた。念の為と言うのは何かしらの事態が発生した場合に備えておくものだ。

「不測の事態と言うのは分かりますか」

「いえ」

「先祖は何をしていたか教えて」

「家系図も古くて読めない有様さ。一帯を纏めた庄屋らしいの分かっているんだがね。代が進む度に落ちぶれたらし

く、今の土地を除いて全てを失ったみたいだ。あんな所は不気味で手入れも出来ないから村に売却しようとしたんだ

がね、嫌がって買い取ってもくれなかったよ。一部だけは石灰作ってる会社がパイプしくのに必要だって買い取ってく

れたがね」

「入れますか」

「入りたけりゃ、勝手に入ってもいいよ。出られなくなっても知らんがね。家の裏が入り口だよ、ついてきな」

　年老いた男は家の裏に回り込んだ。

　霧崎達は年老いた男の後をついていった。

　家屋の裏に周った。薄暗く、レンガの一部が欠けている井戸があった。裏山は鬱蒼としていて、金網で遮ってあった。

金網には蔦が絡まっていた。

　年老いた男は、金網の扉の前で立ち止まり、手をかけて開けようとした。蔦が絡まっていて、重かった。

「大丈夫ですか、手伝います」霧崎は金網の扉に手をかけ、引っ張った。蔦が千切れて扉が開いた。

「先についてよく分からんから、気をつけてくれよ。特に警察さん、あんたに何かあると大騒ぎになるからな」

「え、ええ」

　霧崎達は扉の先へと向かっていった。

　日光が木々で覆われていて、蔦が巻き付いていた。草が一面に茂っていた。道と言うものがなかった。



　霧崎は、状況を見て唖然とした。一歩を踏み込むのを躊躇する程とは予想していなかった。

「雨が降っていたら引き返していたでしょうね」

「ええ、奥に行きましょう」樹沙羅とグーゴルは丁寧に草を踏みながら一歩一歩進んでいった。

　霧崎は平然と進む二人の後をついていった。

「生物の調査なんて言わなければ、立ち入りが出来ませんでした。素直に感謝します」

「いえ。半分は本当でしょう」

「どういう意味です」

「森にしかないものを調べるという点です」

「本当にきついな」

「神楽殿の森も同じく人が立ち入っていないのですから、同じ状況ですよ」

「予行練習のつもりで行くか」

　少し進むと、グーゴルは立ち止まり、かがんで草を払った。草の下に階段らしき岩があった。並行で自然に出来たも

のではない。

「どうしたのですか」霧崎はグーゴルに尋ねた。

「何かしらの施設があったのは確かなようです」グーゴルは先を見た。丘になっていた。

　グーゴルは踏みしめるように丘を登っていった。地面の感触は固く、階段状になっていた。

　霧崎と樹沙羅はグーゴルの後に続いた。丘を登り終えた。膝丈の草が生い茂る中、枝垂れ桜の巨木が１本立って

いた。枝から樹緑色の葉と共に花を付けていた。花は神楽殿に咲いている桜よりも密集していた。

「桜ですか」

「結界を守る桜の予備を守る意味で、念の為だったのでしょう」

　霧崎は桜の木の元に移動し、未だ瑞々しい落ち葉を拾い眺め、脳裏に浮かぶ神楽殿の桜の葉と見比べた。

「同じなのかどうか、よく分からんな」霧崎は胸ポケットに落ち葉をしまった。

　樹沙羅は桜の木の元に移動し、幹に軽く触れた。触れた所が僅かに紅色に光り、光の粒子が樹沙羅の手に集まっ

ていった。

　頭の中にノイズのような情報が入り、幻聴や幻覚が多重に見えだした。人々が棒で殴りつける物だった。樹沙羅は

恐怖で手を離し、へたり込んだ。意識からノイズが消えた。

「大丈夫か」

「ええ」樹沙羅は喘ぎながら桜を見上げた。「桜が取り込んだ念が入り込んできたのね」

「念ですか」

「桜は力を吸い上げる性質があるから」樹沙羅は立ち上がった。

「吸い上げる」霧崎は鸚鵡返しに言った。

　樹沙羅は頷いた。

　霧崎は桜に触れて撫でた。樹皮の感触以外に感じなかった。大地の気が変異した瘴気は草木を枯らす性質を持つ。

にも関わらず吸い上げているはずの神楽殿の桜は１本も枯れていない。大地の樹を取り込まずに霊気のような力で

阻止しているのか。瘴気以外の力を選んで吸収しているのか。仮にそうだとすれば、濾し取るフィルタのような物がな

ければ濾し取れない。フィルタとは何だ。

　霧崎は眉を顰めた。フィルタとは結界の事ではないのか。グーゴルは以前、結界を通るためにはクッキーの欠けた

部分と同じく合わせなければならないと言っていた。桜は結界を経由して力を濾し取り吸収している事になる。だが、

この仮説が有効なのはある根拠が必要になる。

「桜が力を吸収するという事は、瘴気は自然の産物なのか。仮にそうなら、瘴気自体は随時変異していることになる」

「瘴気が実際に何なのかわからないけど、人の念と混ざる物だと仮定すればそうなるわ。少なくとも人工物ではない

わね。遠い昔に化学合成の毒ガスが作れたなんて話聞かないから」

「結界を振るいに例えるなら、瘴気である小石は引っかかるが細かくすれば通過する。変異している瘴気は、振るい

の網の目が変わらない限りいつか通過していく」

「確かにそうですね」

「通過した力を桜が吸収して」

「命を奪う瘴気だぞ、桜が枯れる」

「じゃあ、何よ」

「結界は最低２重に張ってあるんだ。一つは立ち入り出来ないようにした壁だ。もう一つは桜の結界を維持する力を

吸収する為に瘴気を濾し取るよう作った結界だ。濾し取る結界は瘴気に合わせて変異している。内側と外、両方から

結界がかかっているんだ」

「内側から」樹沙羅は驚いた。内側から結界が欠けてあるというのは聞いたことがない。しかも桜の木が枯れていな

いと言う事は、濾し取る結界は何百年も衰えていない。生きている人間であればありえない。少なくとも生きている、

でなければ生きていない人間なら、魂で固定したとすれば可能だ。その手段は一つある。

「人柱ね。瘴気と同じように自然と融合して、結界を作って守っているのね」

　霧崎は頷いた。「結界を作ったのは宮司だ。人柱になって瘴気を濾し取る結界を作り、桜を移転して外の結界を構



築したんだ。八想神社の人間というのは、この神社の関係者だ。でなければすぐに対処できやしないし霊木の桜を見

極めるなんて出来ない」

「僅か１５年で結界が弱まったのも納得できます。いくら外の結界を強くしても、内側の結界が弱まっていれば意味を

なさない」

　霧崎は眉間にシワを寄せた。刹那が結界を通過したのは瘴気が変異した為に桜が瘴気を越し取れずに吸収してし

まい、一時的に弱まったからだ。その後内側の結界も合わせて変異した為に自分が入れない程度に戻ったのだ。削

り取られたクッキーの欠片は偶然、刹那と合致したのだ。

「じゃあ、拮抗している力を放っている存在に与えれば瘴気は打ち消せるかも知れない」

「しかし、その力の主は何処にいるんですか」

「分からない。けど、少なくとも入る手段はある」

「内側の結界を弱めるのね。変異する時に合わせて」

「どうやって分かるのですか」

「神楽祭りよ。神楽祭りは弱まった大地の力を鼓舞するためのものよ。大地の力が変動するってことは、拮抗が崩れ

る時よ。その時に押してやれば簡単に結界は崩せるし、鼓舞した力で修復出来るわ。要は中に入って力の中心に行

けばいいのね」

「そうなる」

「見事な推測ですが、事実でしょうかね」

「他に何もないわ」

「でしょうね」

「分かった所で帰りましょう。整理する時間が必要だわ」

　樹沙羅の言葉にグーゴルと霧崎は頷いた。３人は踵を返し裏山から去っていった。草が踏みつけで凹んでいる箇

所を辿っていった。

「あ、そうそう。神楽祭りの時には大量に塩とお守りとお酒、持って行った方がいいかもね」

「どうしてだ」

「お祓いよ。瘴気が満ちている所に行くのよ」

「行くって」

「神楽祭りの日、結界を解くわ瘴気を消す鍵も見つかったみたいだから、全部終わらせるわ」

　霧崎は樹沙羅の言葉に驚いた。

「俺も立ち会えるのか」

「さっきも言った通りよ。大量のお塩とお守りとお酒。払いに必要なものを持って来て、耐えられればね」

「分かった」霧崎は頷いた。

　光が差し込んできた。出入り口に来た。年老いた男は扉の隣で待っていた。

「戻ってきましたか、随分早いお帰りで」

「意外に踏み込めませんでした。問題なく調査は終わりました。ご協力感謝いたします」グーゴルは頭を下げた。

「こちらこそ」年老いた男は頭を下げた。

　霧崎は服に付いた草を払い落としていた。所々に草の汁が付いて緑色になっていた。

「帰って銭湯に入りたいよ。協力感謝します」霧崎は頭を下げ、庭に回り込んでいった。

　グーゴルも、霧崎に続いて出ていった。

　樹沙羅は頭を下げた。「ありがとうございました」

「いえ」

　樹沙羅は家の門を通って出ていった。霧島とグーゴルは門の外で待っていた。

　霧島とグーゴルは、車に向かって歩いていった。

　樹沙羅は、霧島の後をついていこうとした。気配を覚え、振り返った。家の先に森が広がっている光景があり、更に

後ろに化学工場があった。

　樹沙羅は暫くの間、森を見つめた。桜の木に触れた時に見えた映像、聞こえた言葉は何だったのか。

「置いてくぞ」霧崎の声が響いた。

　樹沙羅は霧崎とグーゴルの元へ駆けていった。

　翌日、霧崎は父符警察署に出勤した。休み明けという事もあり、体が重い感覚はなかった。

　霧崎は部屋に入った。「おはようございます」

「ああ、おはよう」

　同僚達の挨拶が響いた。

　千葉はデスクに座っていた。霧崎の姿を確認すると立ち上がり、近づいた。

　霧崎は慄いた。休み明け一番に何を言い出すのか。



「昨日は休めたか」

「え、ええ」

「唐突な話になるが、お前は横乃瀬村の一件から外す事にした。当然、神楽祭りの近辺警護も外れる」

 　霧崎は驚いた。何故、外れるというのか。

「そう嫌うな、お前が休みの間に決めたんだ」

「どうして」

「中に入った息子だが、もう助かっていない可能性が高い」

　霧島はたじろいだ。千葉の言う通り、時間があまりにも経過しすぎている。普通の人間であれば生きているはずが

ない。

「そんな状況で捜索してみろ、最悪お前が第一発見者になるかもしれん。いくら死体を見慣れているとは言え身内、

特に自分の子供の死体を見たくはないし、見せたくもない」

「ごもっともです」

「だからこそ、捜査を外す必要がある」

「しかし、俺は警官になった身です。覚悟は出来ています」

「虫や動物に食われててもか」

　霧崎は、千葉の質問に口を結んだ。

「死体というのはまず、柔らかい目が最初に食われる。動物だけじゃない、蝿が卵を産み付ける。蛆が湧くんだ。次に

腹を剥ぎ取り内蔵を食らう。そんな有様を、息子がそうなった成れの果てを目の当たりに出来るのか」

「どうして、そんな質問をするのです。警官である以上覚悟は出来て」

「そう言って粋がってた奴らは、皆身内の死体を見た時に辞めてった」千葉は、霧崎の言葉を遮った。

　部屋全体が沈黙した。換気扇の音が鳴っていた。

「使命感に強い奴程、声を上げる奴ほど精神は脆い。弱さを隠すためにそうしてるんだからな」

　霧崎は震えた。千葉に全てを見透かされている。

「もとより覚悟の上です」

「そうか、本当にそうなのか」千葉は霧崎に尋ねた。

　霧崎は唾を飲み込み、頷いた。

　千葉は紙の裏に万年筆で書くとブロッターでインクを拭き取り、霧崎に差し出した。確約書と殴り書きがしてあった。

「何が何でも辞めないと誓え。只でさえ人員不足なんだ、これ以上欠けると困るんだよ」

　霧崎は千葉から紙をひったくるように取ると、胸ポケットに入れていた万年筆を手に取り、キャップを外して名前を

力強い調子で書いた。刹那は自分が助ける。どんな結果だろうが、自分がどうなろうが受け入れる覚悟がなければ

瘴気に塗れた森に入れない。霧崎は千葉に突きつけるように紙を差し出した。

「分かった、じゃあ外さないでいいな」

「はい」

「逃げるなよ」千葉は、霧崎に念を入れて言った。

　霧崎は重く頷いた。「何があろうとも覚悟の上です」

　千葉は霧崎の表情を見た。決意に満ちた表情だった。

「よし、戻れ」千葉は霧崎の肩を軽く叩いた。「頼りにしているぞ」


