
カグラマツリ……（５）（仮）

　神楽祭りの当日は晴れていた。

　参道に至る道の広場は臨時の駐車場になっていた。入り口に警備員が立っていた。車が５台程程停

まっていた。

　１台の車が駐車場に入ってきた。警備員は車を空いている箇所に誘導した。空いている箇所に停

まった。ドアが開いた。

　グーゴルとセンティは車から降り、ドアを閉めた。

　センティは足首まで丈のある、折り目の付いた黒いロングスカートと同じ色の上着を着ていた。

グーゴルもセンティと同じ黒を基調とした、肌の露出が少ない服装をしていた。

　グーゴルは手に持っているチラシを見た。神楽祭りの日程と場所、スケジュールが書いてあった。

「今の時間では、もう混んでいるかも知れません」

「大丈夫よ、まだ朝よ」

「だといいのですが」

　２人は参道に至る道に向かった。次第に人気が増えてきた。祭り囃子と人々の声が混ざって聞こえ

てきた。

　参道に至る道に来た。入り口にはバリケードと共に、通行止めの日時が書いてあった。脇には警察

官が立っていた。

　センティは警察官の一目見た。霧崎ではなかった。

　２人はバリケードの脇を通り、道を歩いていった。道端には屋台が並び、並木には提灯がついてい

た。人が集まっていて、身動きが取りにくい状態だった。

　センティはグーゴルと共に人混みの中に入った。人の動きは鈍く、追い越すだけの隙間もなかった。

「神社まで辿り着けるかが問題ですね」グーゴルは先を見た。人々が延々と列をなしていた。

　センティは屋台に目を移していた。焼きそばやクジ、射的等の屋台が並んでいて、子供達や家族連

れで賑わっていた。

「凄いですね、祭りがこんなに賑やかだなんて」センティは目を輝かせていた。今まで祭りを経験し

た事のないセンティに取って、全てが夢と言える程に刺激的で未知の体験だった。

「私もここまで豪華なのは初めてです。１５年ぶりとあって、今までよりも盛り上げようとしている

のでしょう。村最大の祭りなのですから尚更です」

　センティは一つの屋台に目をやった。カタヌキの屋台で、子供達が一心不乱に楊枝でカタをつつい

ていた。子供の一人は型が千切れてしまい、呆然となっていた。屋台の主は子供の頭を撫でて慰めて

いた。

　センティはカタヌキに強く惹かれた。屋台の前で立ち止まった。

「お嬢ちゃんやるかい」屋台の主人はセンティに話しかけた。

　グーゴルはセンティの肩を掴んだ。「センティ、遊びに来たのではありません。行きましょう」



　センティは残念そうな表情をした。「はあい」センティは納得出来ない表情をして型抜きの屋台を

後にした。

　人混みに合わせて進んでいった。参道への道がある曲がり角に着いた。

　道を曲がって参道に入った。人が行き交うのがやっとな幅で、屋台はなかった。わずかに人が行き

交っているだけだった。

　グーゴルとセンティは鳥居をくぐり、境内に入った。氏子や子供達が集まっていた。たまに拝殿に

参拝に来る人がいた。集会所前ではパイプテントが展開していた。氏子がくつろいでいた。

　グーゴルは周辺を見回し、パイプテントの中を見た。机が並んでいた。氏子達がくつろいでいた。

瞬巡が氏子と話をしていた。

　グーゴルは瞬巡に近づいた。「おはようございます。今日は良い天気ですね」

　瞬巡はグーゴルの方を向いた。グーゴルは軽く頭を下げた。「おはようございます。久しぶりの祭

りですから、皆気が高くて驚きます」

　グーゴルは笑みを浮かべた。「このままで終わればいいのですが、そうにもいかないのが現実で

す」

「でしょうな」

　センティは周囲を見回した。氏子が行き交っていて、子供達が鬼ごっこをして遊んでいた。一般客

はいなかった。「境内には人が来ないんですね」

「皆、神楽殿か屋台に行ってますからね。拝殿に来るのが珍しいです」

　センティはグーゴルの言葉に眉を顰めた。「必ず来なきゃいけない場所じゃないなんて、不思議

ね」

「拝殿は別の場所にもあります。境内と施設全てが平等に聖域ですから、来なければいけないという

規則はありません」瞬巡は、丁寧な口調で行った。

「来なくてもいいだなんて、考えられないわ」

「神社に来る目的は人それぞれですから、強要は出来ません」

「そうなんだ。でも、何でもありにすると狼藉する人が出てくるから規則って大事よ」センティは改

めて周囲を見回した。樹沙羅の姿はなかった。

「無理強いをして信仰しても数合わせ以上の意味はありません。ある程度自由な方がいいのです」

グーゴルはセンティを諭した。無理矢理規則に従わせれば、表向きには信仰があるように見える。し

かし規則に沿って演じているだけの人形でしかなくなる。信仰とは内面にあるのだから、表向きだけ

従わせた所で何も意味はない。瞬巡は自由を与えて信仰を深めている。

「そうなんだ」センティは周囲を見回した。樹沙羅の姿がなかった。

「樹沙羅お姉様は何処にいるんですか」センティは瞬巡に尋ねた。

「神楽殿に向かったのではないですか」

「いえ、社務所にいます。呼んできましょうか」

「自分で行きます」センティは社務所に向かった。

「一通りの準備は出来ましたか」グーゴルは、瞬巡に尋ねた。

「出来る範囲であれば」

「風船に針を突き刺すのと同然ですからね。多少被害が出るのを覚悟する必要があります」

　瞬巡は頷いた。

　センティは社務所に来るとドアを開け、玄関に入った。「樹沙羅お姉様、いますか」

　反応はなかった。

「樹沙羅お姉様、中に入りますよ」センティは靴を脱いで玄関を上がり、樹沙羅の部屋に向かった。

「樹沙羅お姉様」

「いるわよ、今着替え終わった所」部屋の向こうから声がした。

　センティは声がした部屋に向かい、引手に手をかけた。

「入りますよ」センティはドアを開けた。

　部屋はある程度整理してあった。隅に置いてあるドレッサーのカバーはめくり上がっていた。

　樹沙羅は緋袴と白い小袖を着ていた。ドレッサーの方を向いて座っていた。

　樹沙羅と同じ格好をしている京は、台に乗って腰まである樹沙羅の髪を水引で結っていた。

「樹沙羅お姉ちゃん、これでいい」京は台から降り、足元にある手鏡を持った。手鏡を動かして樹沙

羅の後ろ髪をドレッサーの鏡に移した。

　樹沙羅はドレッサーの鏡に目をやった。水引で頑丈に結った髪の毛が見えた。

「綺麗に出来るのね」



「お母さんから教えてもらったんだ」京は得意げに言った。

　樹沙羅は立ち上がり、センティに近づいた。「センティ、準備に手間取ってごめんね」

　センティは樹沙羅の綺麗さに見とれていた。

「センティ」樹沙羅はセンティに声をかけた。

　センティは我に返った。「樹沙羅お姉様、すみません。突然来てしまって」

　樹沙羅は笑みを浮かべた。「いいわよ」

「樹沙羅お姉ちゃん。祭りに出ないのにどうして巫女さんの格好をするの」

「祭りの手伝いをするの。一応だけど宮司の娘だから、見た目位きちんとしないと神様に怒られる

わ」

「そうなんだ」

　樹沙羅はドレッサーに置いてある水引を手に取り、京の後ろに来た。

「結んであげるわ」樹沙羅は水引を手慣れた調子で結んだ。

「着付けの手伝いしてくれて、ありがとう。そろそろ神楽殿に行かないと怒られるわ」樹沙羅は京の

頭を撫でた。

　京は樹沙羅の方を向いた。「うん、神楽殿に行ってくる」京は部屋から出ていった。

　センティは京が出ていった方を向いた。部屋のドアは開きっぱなしになっていた。「まだ森に入る

と話してないんですか」

「話せば冗談で流されるか、全力で止められるわ」

「そうなんですけど、後押しする人がいないと困りますよ」

　樹沙羅は笑みを浮かべた。「大丈夫よ、ちゃんと理解してる人もいるから」

「そうですかね」樹沙羅はハンガーに掛けてある黒い上着を羽織った。小袖が上着に隠れて見えなく

なった。

「行きましょう」樹沙羅は部屋から出ていった。

「樹沙羅お姉様、待って下さい」センティは樹沙羅の後をついていった。

　樹沙羅は玄関に向かった。玄関に来ると下駄箱を開けた。中には草履や浅沓、深沓が入っていた。

深沓を取り出して履いた。

　センティは深沓を観察した。「随分変わった靴ですね」

「慣れれば動きやすいわよ」樹沙羅は置いてあるショートブーツを見た。「センティも、はいからさ

んみたいな靴を履いて動けるの」

「履き慣れてるから、大丈夫です」センティはショートブーツを引き寄せて履いた。

「なら、私も同じよ」樹沙羅は、ドアを開けて社務所を出た。周囲を見回して瞬巡を見つけて向かっ

た。

「着替えてきたわ」樹沙羅は、瞬巡に話しかけた。

　瞬巡とグーゴルは樹沙羅の服を舐めるように見た。樹沙羅は見つめられて照れた。

「まるで謎羅さんの生き写しです。よく服がありましたね」

「謎羅の服がありました」瞬巡は机に置いてある紙袋を持ち、樹沙羅に差し出した。「持っていきな

さい」

　樹沙羅は紙袋を受取り、中身を覗き見た。日本酒の入った一升瓶と米と墨字で書いた袋、折り畳ん

だ扇子が入っていた。

　樹沙羅は頷いた。「はい」

「早速向かうのですか」

「巫女舞が始まるまで何も出来ないから、寄り道でもしようかと」樹沙羅はグーゴルの質問に答えた。

「じゃあ、遊んできていいかな」センティはグーゴルに尋ねた。

「正午に必ず間に合うようにして下さい」グーゴルは首にかけてある懐中時計のチェーンを外し、セ

ンティに差し出した。

　センティは懐中時計を受け取り、時間を確認すると首にかけた。

「樹沙羅お姉様、来る時に面白い屋台を見つけたんです」センティは樹沙羅の手を取った。

　樹沙羅は焦った。「あ、あの森に行くのは」

「巫女舞の時にやるんでしょ、問題ないじゃないですか」

「そうじゃなくて、あの警察官の人はどうしたんですか。子供の捜索をしていると聞いていますか

ら」

「森にいるんじゃないですか」



　樹沙羅は眉を顰めた。警察と言っても警備から捜査まで幅広い。何処に配属されているか分からな

いのだから、森に行って会えるとは限らない。

「なら森に行かないと」

「大丈夫ですって、森の中に入れないみたいですから、じっとしてるだけですって。樹沙羅お姉様、

時間があるなら屋台に行きましょうよ」センティは樹沙羅の袖を引っ張った。

　樹沙羅は引っ張られて驚いた。「ちょっと、センティ」

「行きましょうよ」センティは樹沙羅の袖を強く引っ張った。

「分かったわよ、行くからやめて」

　　センティは樹沙羅の袖を引っ張るのをやめた。「

　グーゴルはセンティの後ろ姿を見た。鳥居をくぐり参道へ出ていった。「朝から元気ですね」

「時間は大丈夫ですか」

「正午から巫女舞があるといったので問題ないのでは」

「時計を渡しては、時間の確認が出来ないのではという意味です」

　グーゴルは、上着のポケットから掌に乗る程度の懐中時計を取り出した。「策は二重、三重に考慮

するものです。スンズンは昼までに用件がありますか」

「挨拶周りがあります」

「では、先に私が神楽殿で準備をします」

「予め出来る事はしておきました。力は薄く完全に止められる保証はありません。一時しのぎで良い

のなら、よろしくお願いします」

「一時的でも問題ありませんよ」

「ならいいのですが」

　グーゴルは笑みを浮かべた。「久しぶりの祭りです。神楽殿に向かいます」グーゴルは踵を返し、

境内から去っていった。

　氏子が瞬巡の元に駆けつけてきた。「挨拶をしたいと商工会の人が来ています」

「分かりました、通して下さい」

　氏子は頷き、別の氏子に目配せをした。別の氏子は頷き、恰幅の良い会長を連れてきた。黒い背広

を来ていた。

「久しぶりです、１５年前は残念でした」

「いえ、もう過ぎた話です。娘も高校に入る程に成長しました」

　会長は驚いた。「おお、娘さんが。で、何処にいらっしゃいますかな」

「いえ、先程出かけた所です」

　会長は渋い表情をした。「そうですか、一目会えればと思ったんですがね。息子も同じ年頃なんで

活発なのはよく分かるのですが、じっとするのも大事だと教えなければと思いましてね」

「私も残念です、今会えると分かれば手元に置いたのですが」瞬巡は僅かに笑みを浮かべた。

「一足遅かったですな」会長は大笑いをした。

　センティは樹沙羅を連れ、参道から神楽殿への道を歩いていた。センティが屋台に来た時より人の

出入りが多く、更に密度が濃くなっていた。動きに難儀しながらもセンティが行きに来たカタヌキの

屋台にまで来た。子供達が集まって型抜きに集中していた。

「行きの時に気になってたんです」

「時間もあるし、やって見る」樹沙羅は手に持っている財布から小銭を取り出し、屋台の主に渡した。

「二人分で、簡単なのでいいわ」

「毎度」屋台の主はカタとピンを２つずつ樹沙羅に差し出した。

　樹沙羅はカタとピンを受取った。センティに１つずつ渡した。

「あの、いいんですか」

「やりたかったんでしょ、おごりよ」

「流石、樹沙羅お姉様です」センティはカタとピンを受取り、子供達に紛れて台に来るとカタを抜き

始めた。ピンをカタに刺して型の溝に合わせて動かした。ピンがカタの溝を一周し終える段階で、力

を入れた。ピンがカタの溝に深く入り、カタが崩れた。落胆の声を漏らした。

　屋台の主はセンティの様子を見て笑った。「残念だったね、お嬢ちゃん」

　センティの隣から、屋台の主に向かって手が伸びた。



　屋台の主は、伸びた手の先を見た。カタが崩れず綺麗に抜いてあった。「見事なものだな」伸びた

手の元に目をやった。樹沙羅の姿があった。

「はいよ」屋台の主は前掛けのポケットに手を入れて小銭を取り出し、樹沙羅に渡した。

　樹沙羅は小銭を受け取り、センティに差し出した。「貴方の分よ」

「いいんですか」

「別にいいわよ、大したお金じゃないんだから」

　センティは樹沙羅から小銭を受取り、財布に入れた。

「器用なんですね」

「最後に力を入れちゃうから崩れるのよ。一箇所にかけると他の所に寄ってくるから、最後まで最初

と同じ力でやるのがコツよ」

「そうなんですか」

「言って分かるんだったら、苦労しないんだけどね」樹沙羅は苦笑いをした。

　センティと樹沙羅は人々の波に入り、神楽殿への道を歩いていった。

　センティは、綿飴の袋を立てかけている屋台に目を留めた。「袋売ってるんですか」

「綿飴よ」

「綿飴ですか」センティは眉を顰めた。綿飴という言葉に聞き覚えがなかった。

「綿みたいに柔らかいお菓子よ」

「へえ」センティは屋台の前に来た。「すみません、２つ下さい」

「２つも食べるの」

「樹沙羅お姉様の分です」センティはスカートのポケットから財布を取り出し、小銭を取り出して屋

台の主に渡した。

「待っててな」屋台の主は割り箸を手に取り、綿飴の製造製造機のスイッチを入れた。沙羅の中央部

から細く白い綿が飛び出してきた。屋台の主は皿の中に割り箸を入れて回した。中央部から出てきた

綿が絡みつき、綿飴の形を作っていった。１本の綿飴が出来た。

　センティは綿あめを作る様子を興味深く見つめていた。

「まずは一本目」屋台の主はセンティに綿飴を渡した。

　屋台の主は先程と同様に綿飴を作った。もう一本もセンティに渡した。

　センティは綿飴を口に入れた。舌に甘くざらついた感覚が乗った。次第に溶けていった。

「甘いですね」

「甘くなかったら飴じゃないわよ」

「そうなんですけど、飴みたいにずっとあるんじゃなくて消えていく感じです」

「綿なんだからほとんど空気よ。大した量はないわよ」樹沙羅は綿飴を食べ始めた。

　人並みに歩調を合わせていくうち、神楽殿の前に着いた。柱が立てかけてあり、電線が張ってあっ

た。電線には提灯が付いていた。氏子や年配の人達が集まっていた。屋台に集まっている人々が家族

連れや子供達だったのと対象的だった。

「もう着いたんですね」

「普段でも距離はあったでしょ。随分経ったはずよ」樹沙羅は神楽殿に向かった。

　センティは首にかけてある懐中時計を見た。１１時を示していた。「そうですか、１時間位しか

経ってません」 センティは樹沙羅の後をついていった。

　神楽殿への道は整備してあった。草がむしり取ってあり、獣道だった場所は拡張していた。人々が

行き交うのに何も支障がなかった。人の通りは混んでいる程ではなく、歩きやすかった。

　樹沙羅とセンティは道を通っていき、神楽殿に着いた。舞台の下は絢爛の幕で飾ってあり、周囲に

は入り口と同じく柱と電線と提灯が張り巡っていた。柱の先にはラッパの先端に似たスピーカーが取

り付いてあり、ノイズ混じりの雅楽が流れていた。神楽殿周囲にはパイプ椅子が並んでいた。既に何

人か座っていた。奥にはパイプテントが張ってあった。

　樹沙羅は周辺を見回した。警察官の姿が所々に見えた。

「何かありましたか」センティは樹沙羅に尋ねた。

　樹沙羅は首を振った。「いいえ、挨拶に行きましょ」樹沙羅はパイプテントに向かった。

　パイプテント内では氏子が駆けつけてきた人々の謝礼を受け取ったり、用務員の着付けをしていた。

　氏子の一人が樹沙羅とセンティの姿に気づいた。

「樹沙羅さん、おはようございます」

「おはよう」樹沙羅は気さくに挨拶をした。近くに置いてあるごみ箱に綿飴の棒を捨てた。センティ

も習った。



「おはようございます」センティは丁寧に頭を下げた。

「巫女装束を着ているとは、祭りに参加されるのですか」

「参加と言うより、父様の手伝いに近いわ。と言っても、父様は何も言わないから今は暇をしている

んだけど」

「そうでしたか」

「私の分の千早は来てるかしら。父様が運んできたって言ってたけど、ある」

「千早ですか」氏子の一人は、後ろにいる氏子の方を向いた。「樹沙羅様の千早は運んできたか」

「千早ですか、京様の長持と一緒に運んできたのがそうでしょうか」

「何処にあるの」

「確か、奥の更衣室にあったかと」

　樹沙羅は氏子を払い除け、パイプテントの奥にある白い布で周囲を囲った箇所に向かった。セン

ティもついていった。

「ここね」樹沙羅は白い布をめくり上げた。茶箱や長持ちが複数置いてあった。奥にはクローゼット

が置いてあった。人はいなかった。

「京ちゃんはいないんですね」

「家に来たついでに着替えさせたから」

「じゃあ、どうして衣装箱を運んだんですか」

「巫女舞が終わった後に着替えられるようにしてるのよ」

　樹沙羅は更衣室に入り、長持ちの蓋を持って開けた。中には丁寧に千早が折りたたんであった。樹

沙羅は上着を脱ぎ、ハンガーに掛けると千早を着た。小袖が透き通った生地を通して見えていた。

　センティは千早の裾に手を触れ、撫でた。滑らかな感触があった。「私の所にはこういうのはない

んで、羨ましいです」

「ハレの衣装だからね。でもセンティ。貴方の服もスカートが一直線で綺麗じゃない」

「本当ですか」センティは驚いた。

「貴方の所にも祭りはあるんでしょ。その時は貴方が綺麗な衣装を着るんじゃないの」

「綺麗と言うより、地味ですね。派手さがなくて」

　樹沙羅は笑みを浮かべ、更衣室に立てかけてある時計を見た。１２時までもうすぐだった。

「神楽殿裏に行きましょ。そろそろ始まるわ」

「始まるって、何がです」

「巫女舞よ。その時に結界を解くって言わなかった」

「裏ですか」

「ええ」

　樹沙羅は更衣室を開けて出ていった。センティもついていった。

　氏子達は樹沙羅の姿を見て驚いた。

「どうしたんですか、その格好は」

「父様の手伝いよ。神楽殿の裏に行くから」

「そんな格好で手伝いと言われましても。京様が舞に行くのではないですか」

「代役でもやるんじゃないですか」

「適当なことを言わないでくださいよ」

「そういう格好をしろって言われてるのよ。文句があるなら父様に言いなさい」

　氏子は樹沙羅の態度に呆れた。「宮司様は忙しい方でして」

「なら、呼んでくればいいじゃない」樹沙羅は神楽殿に向っていった。

「仕方ないですよ、そう言われてるんですから」センティは神楽殿に向かう樹沙羅の様子を見ていた。

「はあ」氏子は眉を顰めた。

　センティは樹沙羅の後をついていった。

　直後に瞬巡とグーゴルが来た。

「おはようございます、宮司様」氏子は丁寧に頭を下げた。

「ハレの日ですから、かしこまる必要はありません」瞬巡は笑みを浮かべた。

「娘さんが巫女装束を着ていましたが、祭りに参加されるのですか」

「私から別に用を与えました。裏方仕事ですから、わざわざ話すまでもないと思っただけです」

「そうでしたか」

「そろそろ、神楽殿前にバリケードを立てて下さい。警備の警察官もお願いします」グーゴルは氏子

に話をした。



「規制をかけるんですか」

「ええ」グーゴルは頷いた。

「途中から舞を見に来られても理解できません。何より人が押し寄せると混乱します。１５年ぶりの

再開ですから慎重に運びたいのです」

　氏子は困惑した。いくら根拠があるとは言え、花形である巫女舞を途中から見られないようにする

というのはどういう意図があるのか。

「分かりました」氏子達は出ていった。

「私達も手伝いましょう。一刻も早くしないと、終わらない内に結界が破れる可能性があります」

「でしょうね」瞬巡は頷き、氏子達の方を見た。氏子達は慌ただしく作業をしていた。「私達も手伝

いに行ってきます」瞬巡とグーゴルは踵を返して道路に向かっていった。

　神楽殿には人が集まっていた。満席だった。パイプ椅子の後ろには多くの人が立ち見で神楽殿を見

ていた。

　子供達の姿もあった。

　樹沙羅は神楽殿の裏に回り込んだ。森を区切る枝垂れ桜は満開で、淡い色の葉と混じっていた。神

楽殿の裏周辺に警察官が複数立っていて、桜から先の状況を目視していた。

　警察官の一人が、澗と揉めていた。

「あのさ、どうしても駄目なの」

「駄目だ」

「でも、あたしのせいで刹那が森に入ったんだよ。声をかければ返事してくれるかもしれないんだ

よ」

　樹沙羅とセンティは警察官に近づいた。

「どうしたの」樹沙羅は澗に話しかけた。

「あたしや獏のせいで、刹那が森に入っちゃって出てこなくなったって。だから」

「大丈夫、戻ってくるわよ」樹沙羅は澗の頭を撫でた。「心配しないで。私達が戻すから」

「お姉ちゃん、約束してくれる」

　樹沙羅は澗を見て頷いた。澗は涙を目に浮かべていた。

「お母さん達が心配するわ、戻りなさい」

　澗は頷き、踵を返して戻っていった。

　樹沙羅は、警察官の方を向いた。「私達も裏に入りたいんだけど、いいかな」

　警察官の一人が樹沙羅とセンティに気づき、近づいた。「神社の関係者でも、先に入れるなと言わ

れているんだ」

「どうしてよ」

「宮司との打ち合わせでそうなってる」

「だから、どうしてって聞いてるの。入れない根拠があるんでしょ。話し合いにしても、どういう話

し合いをしてたの」

　警察官は樹沙羅の話に苛立ってきた。話合いの結果決まったとしか聞いていないのだから、根拠を

問われても他に答えようがない。

　神楽殿裏を見回っていた霧崎が近づいてきた。「おい、どうした」

　霧埼は樹沙羅とセンティを見て、わずかに笑みを浮かべた。「お前らか」

「知り合いか」

「知り合いも何も宮司の娘と連れだ。自分の敷地を歩き回るのに理由はないだろう」

「今回は重点的に警備をしろと言われてるんだ。宮司の娘だろうが関係ない」

「何よ、人の敷地に勝手に入っておいて、嫌になるわ」

「こういう子供の話に付き合うとキリがなくなる。ガキのいる俺の方が話をつけやすい。お前は神楽

殿を見てきてくれ」

「しかし」

「しかしも何もない。入り口で便所の案内でもしてれば入り込まずに済む」霧崎は警察官の肩を叩い

た。「頭に血が昇ってると判断が鈍る。散歩でもして頭を冷やせ」

「分かったよ」警察官は渋々霧崎の言葉を受け入れ、樹沙羅とセンティが通った道を辿っていった。

「世話をかけたな。他の警察官は雑踏警備に出払っている。俺以外周辺に警察官はいなくなったから、

結界を解くのに問題はないはずだ」

「すみません」樹沙羅はセンティに頭を下げた。



　センティは樹沙羅が丁寧に頭を下げている姿を見て、苛ついた。「どうして、そんなに理解してる

んですか。二人に何かあったんですかね」

「警察の事情だ。で、俺も中に入る。お前ら子供だけで無茶させる訳にいかないからな」

　センティは霧崎の言葉に驚いた。いくらなんでも一般人が瘴気に満ちた森に入るなんて馬鹿じゃな

いの。力のある樹沙羅お姉様や術を倣っている自分だから中に入っても問題ないのに。「瘴気に飲ま

れて一瞬で昇天ですよ」

「大丈夫だ、相応の準備はしてる」

「準備ってなんですか」

　霧崎は得意顔で上着の裏側を見せた。お守りが大量にかけてあった。

　樹沙羅はお守りを見て笑いを堪えた。お守りの種類は様々で、安産祈願から縁結びに交通安全まで

あった。

「あのですね、何でも買ってればいいってものではないで」樹沙羅は笑いだした。

「鎧みたいにお守りを持ってたって、何の対策にもなりませんよ」センティも樹沙羅につられて笑い

だした。

　霧崎は呆然としていた。

「関係ないお守りまで持ってきたの」

「何かの役に立つと思ってな。何もないよりマシだろ。更にだな」霧崎は桜の木の根本に向かい、カ

バンを手に取って戻って来るとカバンを開けて手を突っ込み、日本酒の一升瓶と塩の袋を取り出した。

「２つずつ用意した。身を清めるにはうってつけだ」

「あの」樹沙羅は紙袋を見せた。霧崎は覗き込んだ。顔が青くなった。

「同じものを持ってきていたのか」

　センティは呆れた。「間抜けですね」

「別にいいじゃない、打ち合わせたんじゃないんだから偶然なんだし」

　遠くからチャイムが鳴った。『只今より巫女舞を始めます。舞の途中で神楽殿から入退場は一切出

来ませんので、ご了承下さい』

　霧崎は声がした方を向いた。「始まるか」

　樹沙羅は桜の元に来た。桜から先は木々や草が密生する森が広がっていた。紙袋を足元に置いた。

「酒を撒いておいて」

「あ、ああ」霧崎は紙袋を置き、手に持っている一升瓶の蓋を開けて周辺に円を描くように撒いた。

　酒の匂いが充満した。センティは不快な表情を表した。

　霧崎は一升瓶に蓋をし、カバンに入れた。

　樹沙羅は桜の木に触れた。手を通して体全体に温かい感覚が伝わってきた。体全体が温もりに包ま

れている感覚を覚えた。

　雅楽の音が神楽殿の方から聞こえてきた。樹沙羅の視界には光の粒子が地面から湧き上がっている

のが見えた。光の粒子は空に溶けるように飛んでいった。

　樹沙羅は目を閉じ、手の先に力を集中した。手にむず痒さを覚えた。桜を見た。桜の花びらが散り

始めていた。桜が花を維持出来なくなっている。

　森から風が吹いた。冷たく刺さる風だった。桜の木から先に広がる森の光景がゆらぎ、森と樹沙羅

達が立っている場所を遮るように半透明の壁が現れた。白い壁に波紋のような揺らぎが現れた。桜の

樹と樹を繋いでいる注連縄が溶けるように切れた。波紋が大きくなっていった。次第に波紋の中心に

穴が開き、壁が飲み込まれるように消滅していった。同時に森の奥から空気がうねる音が多重に響い

てきた。冷たい風は強くなってきた。黒い煙が森からなだれ込んで来た。

　霧崎は迫りくる音と黒い煙に恐怖を覚え、思わずかがみ込んだ。先を見た。黒い煙が酒を撒いた周

辺以外の一帯を覆っていた。

　樹沙羅は桜に手を触れてじっとしていた。

　黒い煙は空に登っていき、螺旋を描いて収束していった。巨大な蛇のような形に変化し、神楽殿に

向けて突っ込んでいった。

　霧崎は黒い煙を見て驚いた。「何が起きてるんだ」

　黒い煙は神楽殿にぶつかると竜巻に変化し、周囲一帯を巻き込んだ。

　草が千切れ、ゴミと共に舞い散った。

　地面に撒いた酒の蒸気が白い光の粒子となり浮かんでいた。光の粒子は光の粒子同士で繋がり、線

を構築していった。線は密集して壁となり、霧崎達のいる場所を竜巻から守った。



　樹沙羅は、自分の意識が結界に持って行かれそうになった。意識を持っていかれないよう、体を地

面に付ける感覚を意識した。意識が自分のいる場所から離れていく感覚に陥った。次第に意識が朦朧

としてきた。もう持たない。

　樹沙羅の腕を何者かが掴んだ。薄らいだ意識が鮮明になった。

　掴んでいる手の先を見た。先には揺らいでいる結界があった。結界の中から裸の上半身を覗かせて

樹沙羅の手を取っている人がいた。人の顔の輪郭は曖昧だった。先から黒い艶のある髪が伸びていた。

　人の顔は笑みを見せて頷き、樹沙羅に向けて唇を動かして何かを訴えようとした。声はなかった。

　直後に人の姿は煙のように消滅した。同時に黒い煙が薄まった。先には森が見えていた。

　樹沙羅は人が掴んでいた腕の部分をさすった。掴まれていた感触も形跡もなかった。一息つき、意

識を取り戻した。

「崩したわ、行くわよ」

　樹沙羅は紙袋を持って森に向かっていった。

「おい、大丈夫か」

　霧崎は樹沙羅に声を掛けた。

「樹沙羅お姉様が行ったんだから、大丈夫なんでしょ」

　センティは森に向かっていった。

　霧崎は神楽殿の方を向いた。竜巻と化した黒い煙に包まれていて、一切が見えなかった。森の方を

見た。樹沙羅とセンティが黒い霧を出す森の中を歩いていくのが見えた。

「ああ、くそ」霧崎は舌打ちをして森に向かっていった。

　神楽殿では一帯が真っ暗になっていた。風が吹き荒れていて、観客達は風に怯えて縮こまっていた。

黒い煙は時折、稲妻のような光が走るのが見えた。子供は声を上げて泣き崩れていた。逃げ出そうに

も逃げ出せず、動こうにも動けなかった。雅楽を奏でていた大人達は皆、呆然とした状態で外を見て

いた。

　京はへたり込み、周囲を見回して怖気づいていた。客達には只の黒にしか見えない煙に、揺らぎが

ついているのが見えていた。至る所で揺らぎが徐々に蛇を象っていった。

　蛇の集団が京に向かって、一斉に飛びかかってきた。

　京は恐怖で顔が引きつっていた。手を引いて引き下がろうとするも体が震えて動けなかった。

　龍が京に飛びかかってきた。風が強く吹き、垂れ幕を吹き飛ばした。京に噛み付こうとするも、煙

のように龍が消えた。

　京は何事かと思い、呆然となった。吹き飛んだ垂れ幕の所には、絵馬と十字架が括り付けてあった。

　京の目には、十字架と絵馬に電気のような光が纏っているのが見えた。

「神楽殿一帯に貼り付けておいて正解でした。薄い力でも十分効果があったようです」

「一帯が聖域ですからね。増幅すれば問題ありません」神楽殿の舞台に至る階段から、声と足音がし

た。

　京と大人達は一斉に音がした方を向いた。瞬巡とグーゴルが現れた。

「力が集まっているとは、想定外でした」グーゴルは舞台の前面に来た。

「餌がありますから、取り込もうと一箇所に集中しているのです」

「以前は水のように大地に合わせて這っていましたがね」瞬巡は京の方を向いた。京はおもむろに立

ち上がった。

「瞬巡叔父様、後は」

　グーゴルは京に笑みを浮かべた。「友人です」

「どういう状態ですか」

「天候が狂ってしまいましてね。当面危ないので動かないようにとまじないをかけた所です」グーゴ

ルは京に説明した。

　京は眉を潜めた。

「すぐに止みますよ。一旦中断という意味です」

「はあ」京は曖昧に返事をした。

「早い時間に開放しましたね。簡単に破れるとは思いませんでした」

「神楽祭りの頃は不安定になりますから。後は全てが終わるのを待つだけです」

「終わればいいのですが」瞬巡は僅かに俯いた。

「悲観しているのですか」

「最悪の状況も、選択に入れるべきかと思いまして」



「最悪の状況が最善の結果につながる時もあります。彼女達が自分で選択して実行している以上、全

てを委ねるしかありません。我々は我々の作業をするだけです」

「でしょうな」瞬巡はグーゴルの隣に来た。観客達が慄いている状況で、黒い煙が周囲を漂っていた。

神楽殿の観客席周囲に立っている柱についている提灯は剥がれて吹き飛んでいた。神楽殿と同じく、

十字架と絵馬が括り付けてあった。

「叔父様、何がどうなっているのですか」京は不安げに瞬巡に尋ねた。

「神楽殿に力が向かっているのです。力の強い方向に来ますから、消失しない限り他に飛んでいくと

いうのはないでしょう」

　京は瞬巡の言葉に眉を顰めた。何を行っているのか分からない。

「要は動かなければ安全という意味です」グーゴルは京に説明した。

　京は黙って頷いた。

　樹沙羅とセンティ、霧崎の３人は森を進んでいた。膝丈程度の背の低い植物が茂っていて、隙間か

ら生えるように人並の太さの幹をした木々が生えていた。木々の葉が光を遮っているものの、地面に

光は届いていた。入り口程に鬱蒼としておらず、以前入った森のような歩きにくさはなかった。

　霧崎は足元を見ながら歩いていた。草の葉は黄色みがかっているが枯れていなかった。踏むと砕け

ずにしなやかに曲がった。瘴気が充満している割には枯れていない。瘴気を相殺する力が森にあると

いう仮説は間違いではないと言えるが、事実だとすれば結界を張る意味はあったのかという疑問も湧

いてくる。

　霧崎が一歩を踏む度、足に痛みと痒みが混ざった感覚が走った。足を上げるとすぐに消えるので気

にも留めず、慣れていくと感覚が薄まっていった。

「広いな、何処まで歩いていけばいいんだ」霧崎は樹沙羅に尋ねた。

　樹沙羅はまっすぐ前を向いていた。後ろに誰かいる気配があるが、今は後ろを向いている場合では

ない。後ろを向いたら帰幽すると言い聞かせた。「地図にもないんだもの、気配を感じる所へ進んで

いくしかないわ」

「猿と人の区別が付きにくそうだがな」霧崎は木から生える枝を見た。自身の腕程に太く、葉が密生

してた。

「樹沙羅お姉様が、分別の分からない人に見えますか」

「だが、この状況ではな。同僚を呼んで捜索するべきだったか」

「瘴気に飲まれても、ですか」

「瘴気を感じないが」

「沈んでいるから」樹沙羅は言い切った。

　霧崎は足元をよく見た。踏んだ植物の隙間から黒い煙が見えていた。黒い霧に当たった部分は徐々

に水分が抜けていくように枯れていった。触れた部分だけを枯らしていくのだ。

「俺達の足も危険じゃないか」

「服も足袋まで清めているから多少は大丈夫よ」

　霧崎は樹沙羅とセンティの足元を見た。樹沙羅の足袋は黒い霧に浸かる度、わずかに青く光ってい

た。センティのショートブーツも同じく僅かに青く光っていた。

「日暮れ前に全部を探し終えるといいのだが。この分では難しいな」

「瘴気を相殺する程の力は感じますが、生きているかわからない人は何とも分かりません。文字通り

虱潰しに探すしかないですね」樹沙羅は残念そうに言った。

「だろうな。かと言って道に迷いかねないから離れる訳にも行かない。難しいな」

「分からない人って、どういう意味ですか」

「子供が中に入って行方不明になっているのよ。警察の人は子供を探してるの」

「探すって、この森の中をですか。ヒントみたいなのはあるんですか」

「ヒントか」

「樹沙羅お姉様や私は力を感じる事が出来ますから、森の中で進んでいけるんです。でも貴方は道に

迷うから離れられないと言ってた。力を感じないんですよね。そんな状況でよく森に入ろうって思い

ましたね」

「何もかもした準備が必要だったんだが、森に関する情報がなくてな」



「仕方ないわよ、何もしないで突っ立っているよりマシよ。警察官が協力的じゃなかったら、森の前

に来るなんてできなかったんだから」

「下手をすれば足手まといになりますよ。下手をすれば日が暮れて真っ暗になります。時間も限られ

ているんですからね」センティは首にかけてある懐中時計を手に取った。懐中時計は青く鈍い光を

放っていた。時計の時刻を見ると時計の秒針が遅く動いていた。

「あれ、故障ですかね」

「どうしたの」樹沙羅はセンティに近づいてきた。

「樹沙羅お姉様、時計の針が遅くなっているんです」センティは樹沙羅に懐中時計を見せた。

「故障か、戻ったら直してもらえばいい」

「困りますね、こういうの」

「日の傾きで大まかな時間は分かるから、問題ないさ」

「警察官らしからぬいい加減さですね」

　樹沙羅の耳に僅かに吐息が聞こえた。センティと霧崎の方を向いた。明らかに異なる呼吸だった。

樹沙羅は吐息が聞こえた方に向かった。

「あ、樹沙羅お姉様」センティは樹沙羅を追いかけていった。

　霧崎も樹沙羅の後をついていった。

　樹沙羅は暫くの間、取り憑かれたように吐息が聞こえる方に歩いていた。徐々に草の密度が濃く

なっていった。

　霧崎は草を踏み潰し、足先に纏わりつく痺れを堪えながら歩いていた。足元の黒い煙が濃くなって

いた。

　樹沙羅は立ち止まった。

　センティと霧崎は、樹沙羅の隣で立ち止まった。

「何があった」霧崎は樹沙羅の視線の先を見た。刹那が力士程の太さの幹に、蔦に絡まった状態で寄

りかかるように倒れていた。力尽きていて、意識はなかった。

「刹那」霧崎は大声を上げ、刹那の元へ駆け出した。足元に生えている草が足に絡みついた。構わず

足を持ち上げた。絡みついている草は千切れた。

「刹那」霧崎は刹那の元に来た。足元とズボンに泥が付いていた程度で、他に汚れはなかった。

　霧崎はカバンを置き、蔦を剥ぎ取ろうとした。蔦は人差し指程の太さで固く、力を入れても全く動

かなかった。霧崎の手に痛みを覚えたが構わず力を入れて引っこ抜こうとした。指から血が滲んでき

た。

　センティが霧崎の元に来た。霧崎の指に血がにじみ、足が震えているのを認めた。

「もう無理です。いくら力を入れても外れません」

「固かろうが何だろうが、外すしかないだろ」霧崎は強く言った。

「そうじゃなくて、瘴気を纏ってるんです。普通の力じゃ外せません」センティは蔦を指差した。蔦

に黒い霧が纏っているのが見えた。

「瘴気だと」霧崎は蔦を観察した。霧崎の目には只の蔦にしか見えない。

「瘴気を外すしかないわ。私がやるから」

　樹沙羅は蔦に触れようとした。

　センティは樹沙羅の腕を掴んで払った。「私がやります。樹沙羅お姉様の手を煩わせる訳にいきま

せん」

　センティは人差し指を蔦に触れ、力を入れた。指と蔦との間に僅かに白い光が現れた。次第に蔦は

細くなり、ひとりでに落ちた。

　霧崎は蔦が落ちた様子に驚いた。「外せるのか」

「パパから教わったんです。森に入った時に役に立つからって」センティは刹那を縛っている蔦に触

れては力を入れた。指先から光を発し、蔦を落としていった。

　霧崎はセンティの言葉に驚いた。一緒に森に入った時に備えていたのか。力を持って人を助けよう

としているのに、力がないばかりにろくな装備もせず黙って見ているしかない。警察と言えど、力が

なければ肩書を持った足手まといでしかない。「役に立てないとは、すまない」

　樹沙羅は霧崎の足元を見た。黒い霧に浸かっていて、小刻みに震えていた。瘴気に足がやられてい

る。

「結界を解く為に神楽殿に案内した。十分じゃない」樹沙羅は霧崎が落としたカバンから日本酒の一

升瓶を取り出し、蓋を開けて残った酒を霧崎の周囲に撒いた。周囲の黒い霧は蒸発していった。

　霧崎は渋い表情をした。



　樹沙羅はセンティに近づいた。

　刹那を縛る蔦は全て落ちていた。

　センティはわずかに息を荒くしていた。「最後まで気を抜かない。樹沙羅お姉様の言った通りにし

ました」

「ありがとう」霧崎は刹那を樹に横たわらせるように寝かせた。腕を取り脈拍を測った。僅かに脈を

感じた。

「まだ生きている」霧崎は声を上げた。

「このままじゃ瘴気にやられるわ。センティ、一緒にいて」

「そんな、私は樹沙羅お姉様と一緒に行きます」

「助けた子供はどうするの。力のある人がいないと、動けるものも動けないわ。終わったら戻るから、

子供と警察の人をお願い」

「でも、樹沙羅お姉様の身に何かあったら」

「私に何かあったとして、センティ。貴方に私の代わりが出来るの」

　樹沙羅の質問に、センティは俯いた。「どうして、子供一人のために」

「警察の人の子供だからよ。警察の人にとって、貴方が私を思っているのと同じ位大事なの。だから

一緒に守ってあげて」

　センティは霧崎の方を向いた。霧崎は刹那を仰向けに倒し、様態を確認していた。

「分かったわ。必ず戻ってきて。ここにいるから」

「俺からも頼む」

「大丈夫よ」樹沙羅は奥へと歩いていった。

「どうして、自分の子供が森に入ってるって言わなかったんですか」センティは霧崎を責めた。

「人を助けるのは仕事だ、同情を買いたくない」

「樹沙羅お姉様には話したんですよね」

「聞かれたからな」

　センティは呆れ混じりのため息を吐いた。大人って変な所に拘るわね。

　樹沙羅は、体に感じる気配を根拠に彷徨う王に森の奥へと進んでいた。地面を這っている黒い霧の

密度は更に濃くなっていた。周囲も暗く、黒い粒子が所々に散っていた。息苦しさと気だるさを感じ

ていたが、支障をきたす程ではなかった。

　開けた所に出た。日が差し込んでいるものの、草が育っておらず足首程野高さの草が生えていた。

葉や草が全て黄色みがかっていた。所々黒い粒子が飛び交っていて、樹沙羅の目には蚊が無数に飛ん

でいるように見えた。地面は黒い霧が覆っていた。

　樹沙羅は開けた場所の中心に歩いた。草の背が周りより低く、歩きやすかった。中央に来ると差し

込む日の暖かさに心地よさを覚えた。

　黒い霧は開けた場所を囲むように壁のように立ち登り、蛇を象った。樹沙羅に向かって飛びかかっ

た。

　樹沙羅は気配に気づき、振り向いた。

　直後に蛇は拡散し、消滅した。

「また誰か来たの」子供の声がした。

　樹沙羅は声がした方を向いた。巫女装束を着た計羅が立っていた。姿が揺らいでいて、周囲に黒い

粒子が濃く漂っていた。計羅の姿に顔をしかめ、紙袋に手を入れて片手で米の入っている袋を開けて

中身を掴んだ。子供が入ったと聞いているが、巫女装束を着た少女が入ったとは聞いていない。「貴

方は誰」

「あたしは計羅。ここにいるよ。ずっと」計羅は淡々と言い、奥に見える樹を指差した。

　樹沙羅は計羅が指差した方を見た。樹の幹に蔦で人骨が縛り付けてあった。

「貴方が、瘴気を起こしたの。それとも」樹沙羅は大きく息を吸った。計羅の姿に動揺しているのを

落ち着かせたかった。「止めようとしていたの」

　計羅の周囲に飛んでいる黒い粒子が計羅の前に集まった。

　樹沙羅は手に掴んだ米を投げつけた。米は計羅を通過した。落ちた米は黒い霧の中に入った。

　黒い霧は米に触れると蒸発した。

　樹沙羅は驚いた。当たらずに通過するというのは物質ではない。霊体か幻だ。



　計羅の前に集まった黒い粒子は龍の形と樹を作った。蛇は樹に飛び込む動作をして、樹と同化した。

「あたしはね、お父と須臾様の為に姿ケ池から飛んできた力を止めようとしたの」

　樹の形は２人の人形になった。片方の人形はもう一方の人形に暴行を加える動作をした。

「でもね、止める前にお父が死んだのを知ったの。お父は皆に殺されたんだって分かった。許せな

かった。力はあたしに集まった」

　人形は爆発するように拡散し、消滅した。

「気づいたら、周りは真っ黒で皆死んでた。気持ち悪かった。あたしも皆と同じ、お父にしたのと同

じのをしたんだって。須臾様やお父が守りたかったものを全部壊そうとしているんだって」計羅は目

に涙を浮かべた。「だから止めなきゃって、頑張った」

　計羅の足元を纏っている黒い霧が、噴水のように伸びた。「でもあたしの力は少しずつあの時の力

に、お父や須臾様が嫌った力に染まってしまってる。もう、止める力は薄くなってる」

　伸びた黒い霧は黒い粒子へ分解した。黒い粒子は足元に落ちていった。黒い粒子に触れた草は枯れ

ていった。「あたしの力は皆を殺したのと同じに染まってる。止めたくてももう、私は」

　樹沙羅は計羅を見つめた。不思議そうに樹沙羅を見つめていた。瘴気を止めていた存在と、瘴気を

産んでいた存在は同じだった。彼女を止めれば全てが終わる。計羅に近づき、手を触れた。余りに冷

たく、感覚を失いそうだった。

　樹沙羅は咄嗟に手を離した。

「どうしたの」

「終わりにしましょう」

　樹沙羅は紙袋に手を入れ、米を周囲一帯に撒いた。落ちた米は全て黒い霧の中に入った。黒い霧が

米に触れると蒸気を発して消滅していった。次第に周辺の黒い霧が薄まった。次に紙袋を置き、折り

たたまれた扇子と酒の入った一升瓶を取り出した。一升瓶の蓋を開けて中身を周辺に撒いた。酒の匂

いが鼻についた。一升瓶を置いた。

　樹沙羅は空を見つめた。日が差し込んでいた。扇子を開いた。足元から光の粒子が浮かび上がって

いた。粒子が浮かび上がる開けている所全体にまで広がっていった。白い粒子と黒い粒子が入り混

じった。

　計羅は様子を見ていた。

　樹沙羅は両腕を前に動かした。光の粒子が揺らいだ。扇子を持っている手を前に突き出し、腕を伸

ばした状態のまま扇子を開いていった。全体的に動きは遅いものの、一定の速度で乱れる事なく動い

ていた。

　樹沙羅は大きく回った。光の粒子は呼応するように樹沙羅の周囲を回った。次第に光の粒子が集ま

り、一人の女性の姿を象っていった。

　計羅は女性の姿に驚いた。「那由他様」

　樹沙羅は女性の姿に気づき、舞を止めた。腰程の長い艶のある髪を水引で結び、巫女装束を着てい

た。懐かしい匂いを覚え、安堵の表情をした。「母様」樹沙羅は思わず声を上げた。

　女性は樹沙羅の方を向いて笑みを浮かべ、計羅の元に向かい手を差し出した。

　計羅は俯いた。

　女性は笑みを浮かべた。

　計羅は顔を上げ、女性の表情を見ると頷いて手を取った。

　女性は計羅を連れて樹沙羅の元に来た。「全てを、力を開放なさい」

　樹沙羅は何事かと２人を見つめていた。次第に自分のいる場所と２人に懐かしさと安心感を覚えた。

舞を始めた。

　女性と計羅は、樹沙羅の動きに合わせて舞を踊った。乱れずに優雅な舞だった。白い粒子と黒い粒

子は共に交じっていった。周辺を這っている黒い煙が吸い寄せられるように樹沙羅達の元に集まって

いった。

　樹沙羅達は舞を終えた。周囲に黒い煙が一帯を覆っていた。所々に白い粒子と黒い粒子があった。

　女性は樹沙羅の腕を掴んだ。結界を解く時に掴まれた時と同じ感覚だった。

　樹沙羅達は先程の舞と逆の順で踊った。黒い煙は空へと白い粒子と黒い粒子と共に空へ昇って行っ

た。

　風が吹いた。草や木の葉と共に花弁が舞っていた。樹沙羅達の舞に合わせて彼方へと吹いた。

　舞が終わった。黒い霧は完全に消えた。木々と草が広がる森があった。白い光の粒子が浮かび上

がっては空に消えていた。

　樹沙羅は計羅と女性を見た。計羅は女性を見つめていた。



　女性は計羅の手を取った。計羅は頷き、涙を流した。

　樹沙羅は計羅の元に向かおうとした。体が震え、へたりこんだ

　計羅は樹沙羅の元に来ると、涙を袖で拭いて笑みを浮かべた。「またね」計羅は光の粒子となり消

滅した。

「貴方のお陰で中心まで来れました。感謝します」女性は樹沙羅に頭を下げた。

　樹沙羅は女性を見つめた。森を歩いている時に感じた気配の正体だったのか。

「貴方は」樹沙羅は女性について尋ねようとした。

　乾いた風が吹いた。

　女性は樹沙羅の手を取り、笑みを浮かべた。女性の周囲に白い光の粒子が集まっていった。徐々に

女性は溶け込むように消えていった。

　樹沙羅は涙を浮かべた。「待って。私、まだ話が」女性は完全に光の粒子となり消滅した。けだる

さが体中を巡った。

「行かなきゃ」樹沙羅は自分に言い聞かせて立ち上がり、扇子を閉じて紙袋と空になった一升瓶を手

に取った。一升瓶と扇子を紙袋に入れて開けた場所から去っていこうとした。振り返り、蔦に括りつ

けられた白骨を見つめた。白骨を縛っていた蔦は剥がれ落ち、崩れた。

　樹沙羅は開けた場所から去り、来た道を辿っていった。黒い霧は完全に消滅していた。霧崎とセン

ティの姿を認めた。

「戻ってきたわ」樹沙羅は二人の元に来た。上半身を起こしている刹那の姿を見た。

「樹沙羅お姉様、無事だったんですね。周辺が真っ暗になったから驚きましたよ」

「夕立が来たみたいに真っ暗になってな。すぐ晴れて霧も消えたから夢でも見たのかと思った」

　樹沙羅は周囲を見回した。黒い霧と言うものはなく、子供の頃に教科書で見た通りの森があった。

刹那の方を見た。眠りから覚めたような表情をしていた。

「お姉ちゃん、あのね森に来た時に真っ暗になってね。転んだ時にお姉ちゃんに似てる人が来たの。

じっとしてないと死んじゃうよって言ったの。そのうち眠くなってきちゃって、寝てたんだ」刹那は

曖昧な口調で言った。意識がまだ完全に戻っていない。

「そうなの」樹沙羅は相槌を打った。奥に現れた子が守ってくれたんだ。

　霧崎は刹那をおんぶした。「そういうのは後で話してくれ。今は出るのが先だ」

「怪我は大丈夫なの」

「意識はぼけているが、特に問題ない。森を出てから医者に見せるつもりだ」霧崎は安堵の息を吐い

た。「時間が経っているにも関わらず無事とは、生命力ってのは恐ろしいもんだな」

「足が震えてたんですけど、大丈夫ですか」

「子供一人おぶる位の体力はある」霧崎は強がった。自分がおぶらなければ、誰が刹那を背負って森

を出ていくと言うのか。

「センティ、貴方は荷物を持って」

　樹沙羅は置いてある紙袋に目をやった。紙袋は折れていた。

「はい」センティは紙袋を手に取った。

「出ましょう」樹沙羅は森を後にした。

　センティは樹沙羅の後を追った。

「行くぞ、刹那」霧崎は二人の後をついていった。

　３人は森を歩いていった。以前より若干歩きやすかった。

　霧崎は足の震えがなく、帰りの方が軽快だった。

　次第に草の密度が薄くなっていった。森を抜けて神楽殿の裏に来た。

　多くの警察官と氏子がいた。瞬巡とグーゴルの姿もあった。

　樹沙羅は瞬巡の元に来た。「帰ってきたわ」

「終わったようですね」瞬巡は笑みを浮かべた。

「ええ。只」

「只」

「中に森を守ってきた子の骨があるわ」

　瞬巡は警察官の方を向いた。「中に人骨があるそうです。調べてみますか」

「あの、中に入っても大丈夫でしょうか」警察官は不安げに瞬巡に尋ねた。

　警察官は不安な表情を見せた。

　瞬巡は森に入った。何もなかった。

　警察官達は驚き、瞬巡の後に続いて中に入っていった。



「パパ」センティはグーゴルに抱きついた。

　グーゴルはセンティを抱きしめた。「よく戻って来ました」

「樹沙羅お姉様のおかげです」センティは樹沙羅の方を向いた。樹沙羅は瞬巡と話をしていた。

　千葉は霧崎の元に来た。

「お前は一大事に何をやっていたんだ、連絡も取れなくて困ってたんだぞ」

「すみません」

　千葉は霧崎が背負っている刹那を見た。

「子供を保護したのか」

「はい、すぐに病院へ」

「言われなくても」千葉は残った警察官の方を向いた。警察官達は周辺の状況を調査していた。「お

前ら、行方不明になった子供を救助した。念の為、救助に向かった警察官も病院に運んで検査しても

らう。すぐに救急を呼んでこい」

「俺は大丈夫ですよ」

「若いうちは皆そう言うんだ。一緒に病院に行け」

　霧崎は刹那を桜の木によりかからせる形で下ろした。刹那は疲労で意識が朦朧としていた。

「私は戻ります」瞬巡は神楽殿裏から出ていった。

　樹沙羅も瞬巡の後をついていった。千葉が通せんぼした。

「何よ」

「中で何があったのか話を聞きたい。いいかな」

「祭りの手伝いで忙しくなるのよ。別に逃げやしないんだから、終わってからでいいでしょ」樹沙羅

は千葉を払いのけようとした。

　千葉は樹沙羅の態度に苛つき、止めようとした。霧崎が千葉に手を出した。「行かせてやって下さ

い。大丈夫です、彼女は悪人じゃないですから」

　千葉は霧崎を見た。何かを訴える表情をしていた。「分かった。行っていいぞ。終わってから話を

聞くからな」

　樹沙羅は神楽殿の観客席に向っていった。

　霧崎は上着の内ポケットからゴールデンバットの箱とライターを取り出した。箱の中からタバコを

１本取り出して口に咥えた。

　千葉は霧崎が口に咥えているタバコを取り上げ、手で握りつぶした。霧崎は驚いて千葉を見た。

ラッキーストライクの箱を差し出していた。

　霧崎は一瞬目を背けるも、箱から飛び出ているタバコを手に取り口に咥えた。ライターの火を付け

ようとした所で口に咥えたタバコを取り上げられた。

　霧崎と千葉は取り上げた手の先を見た。グーゴルが取り上げたタバコを握り潰していた。「聖域で

す。外でお願いします」

　霧崎と千葉は苦笑いをした。

『これより、一時中断していました神楽祭　巫女舞を再開します。尚、規制は解除しますので皆様こ

ぞって神楽殿にお越し下さい』スピーカーからアナウンスが響いた。

　霧崎と千葉の元に、担架を持った救急隊員が駆けつけてきた。毛布が乗っていた。救急隊員は刹那

を担架に乗せて毛布を被せた。神楽殿裏から通りへ向っていった。霧崎と千葉は救急隊員の後に続い

て神楽殿裏を後にした。

　優しく乾いた風が桜の枝に付いていた花に当たった。花弁が根本から千切れ、風に乗って彼方へ飛

んでいった。


