
カグラマツリ……３　土と共に（２）

　森の中は木々が無秩序に生え、伸びる枝と生える葉が光を遮っていた。草が膝丈程に生えていて、
蔦やドクダミが覆っている。落ち葉が積み重なっていて、踏む度にめり込んだ。歩きにくい。
　刹那と大塵は、足を取られないよう１０ｍ程度歩く度にピンポールを地面に突き刺し、メーターで
距離を図っては周辺の光景をカメラに収めて野帳に記していた。
　刹那は前に行った作業と同じく、地面にピンポールを突き刺した。地面にある何かに当たったらし
く、刺さらない。通常は木槌で叩いて深く刺すが、地面に遺跡が埋まっている可能性があるので深く
刺せない。
「何があった」
「地面に石が入ってる」刹那はリュックを降ろして軍手とスコップを取り出した。埋まっている物が
単に石なのか、遺跡か岩盤なのかは掘ってみないと分からない。軍手をはめ、スコップで必死になっ
て掘り進めた。
　スコップの先端が硬い物に当たった。
　刹那は傷を付けないように手で掘っていく。暫くして水平な岩盤が現れた。
「随分浅い所にあるんだな」
「基礎みたいだ」刹那は立ち上がり、先を見た。丘がある。
　刹那は何も言わず、リュックを担いで丘に向かっていった。
「計測は」
　大塵の言葉に刹那は何も反応しなかった。ため息を付き、刹那の後をついていった。
「おい、どうした」
　刹那は丘の前で立ち止まった。草が足元から生えていて、全体を覆っている。苔や蔦に覆われた直
方体の物体が埋まっているのが見えた。「写真にあった場所だ」
　刹那は丘に一歩を踏んだ。自分がたどってきた場所と異なる感触があり、違和感を覚えた。かがん
で固い部分を手で掘ってみた。まもなく石の部分が現れた。更に周辺を掘ってみた。石の上に石が
乗っている。
　大塵は刹那の元に近づき、掘った形跡を見て眉をひそめた。自然では石が階段状になるのは珍しく
ない。あくまで岩盤が階段状になって露出している状態で、土で覆われた山で階段状を保っているの
は聞いた経験がない。地すべりや雨で削れていくからだ。あり得るとするなら近代以降人工的に作ら
れ、そのまま埋まって固定した場合だ。
　刹那は丘を登っていった。堆積物で傾斜の地盤がゆるくなっている。所々滑るが、登れない程では
ない。地面に張っている蔦に足を掛け、体制が崩れないようにして登っていった。
「待てよ」大塵は刹那を追いかけた。時に地面がずれて体制が崩れかけたが、倒れずに刹那を追いか
けた。
　丘を登りきった。開けた場所で日が差し込んでいた。
　刹那は黙々と草をかき分け、奥へ歩いていった。
　大塵は刹那の行動に不審を覚えつつ、刹那の後をついていった。何かに取り憑かれているのではな
いか。
木々にまぎれて枝垂れ桜の巨木があった。淡い桃色の花を咲かせていた。
　大塵と刹那は、桜の美しさに驚いた。
「桜を守る為に立入禁止にしてたのか」大塵は刹那の方を向いた。刹那は桜を見つめていた。「知っ
てたのか」
「階段状になっているのなら、先に何かあるのではと考えてただけだ」
　大塵は周辺を見回した。桜と開けた場所である点以外、今まで歩いてきた森と変わりない。
「八想神社に移転した桜の残りではないかと」
「全部移転したじゃないのか」
「結構な量だったから、残りがあっても疑問はない。只一本だけというのが気になるんだ」
「偶然じゃないのか」
「しなかったらしなかったらで、何かしらの理由がある」刹那は顔をしかめた。桜は八想神社にとっ
て重大な結界だ。結界はシンボルで全て囲い込んで初めて起動するのであって、１つでも外れれば意
味をなさなくなる。だから１本だけ残して移すのはあり得ない。
「あえて残したと」
　刹那は頷いた。
　大塵は笑った。「まさか、桜の木の下に何か埋まってるから残したなんて言うなよ」
　刹那は桜の木に近づき、恐る恐る触れた。冷たい地肌の感触だけが手を通して伝わってくるだけだ。
結界は線で結ばれるものであり、単体の点では起動しない。過去に結界を通り抜けた時とは違う。
「桜ってのは繊細だからな。移せるだけの体力がなかったから。性質が違うからで理由にならない
か」
　刹那は足元を見た。桜の根は草と土で見えず、所々に桜の花びらが散っている。「性質の違いより、
不浄か否かの問題だ」刹那はつぶやいた。八想神社にある桜と異なる性質と言っても何も浮かばない。
浮かばないのであれば病気や形状と言った、外の性質ではない。内にある性質の違いから残ったと言
える。内にある性質と言えば、桜は瘴気を止める結界の媒体となっている。瘴気を止める結界は瘴気
と逆の性質を持つ。だから清浄な力を持つ桜が必要となる。となれば残った桜は清浄な性質でない、
不浄な性質を持つ桜となる。移転出来ないので皆の判断で残したと推測出来る。桜を中心に周り、幹
や枝を観察した。
　大塵は、刹那の行動に不審さを覚えた。桜に怪しさがあるのは確かだが、オカルトじみた根拠を上
げても理解出来ない。民俗学者ならではの思考だろうが、客観的な事実を伴わなければ只の妄想でし
か無い。「戻って調べ直せばいい。人工物の形跡らしき物も見つかった。教育委員会にでも報告して
調査の申請を出しに行こう」



　刹那は半周ほどした所で立ち止まった。足元に草の密度が薄くなっている場所がある。リュックを
降ろし、スコップを手にとって掘ってみた。根が張っていないのか、簡単に土が掬えた。木の根は無
造作に伸びていくのだが、何故か掘った場所の周辺だけは根が張っていないし草も薄い。今掘ってい
る場所が何かに染まり、植物は恐れて避けている。徹底的に掘り進めた。土は異様に柔らかい。
　大塵は刹那の行動に驚き、近づいた。「何やってんだ」
「何かを避けているんだ」
「何だよ」※
「生を寄せ付けない、不浄な何かだ」
「不浄って」大塵は思わず声に出した。またもオカルトじみた言葉を発している。民俗学者というの
はオカルトの辛抱者なのか。
　刹那は一心不乱に穴を掘った。
　大塵は、刹那の行動をおかしいと感じつつ見守った。確かに刹那の言葉通り、木の根は掘っている
場所を避けているように生えていない。「偶然じゃないのか」
「偶然は比較対象がないから、偶然に見えるだけだ」
　１ｍ程掘り進んだ。
　刹那は余りに簡単に地面が掘り進むので、快感となっていた。かゆい耳の穴をほじり、痒みが緩和
した瞬間と感覚が似ている。更に掘り進めていき、穴に入った。学者ではなく工事関係者の姿になっ
ていた。スコップを地面に差し込んだ時、重く固い反動を覚えた。根に当たった感覚と違う。思わず
スコップを戻した。
「やっと終わったか。根っこに当たったんだろ。切るか」
　刹那は降ろしたリュッ。反動の正体に驚いた。「お前の話、本当だったな」
「偶然だったんだろ」
「違う、桜の木の下にはと言う話だ」刹那は穴から出て、リュックに入っている懐中電灯を取り出し
て穴を照らした。
「おいおい、死体が埋まってるのは梶井基次郎の小説でな」大塵は穴を覗き込んだ。照らした場所に
は割れたカメと共に、黄色くなった頭蓋骨があった。発掘を行っている関係上、骨を見るのに離れて
いるしある程度年代も推測できる。あくまで骨を見るのは古代の遺跡での話であり、比較的浅い箇所
で骨を見るのは経験がない。
「連中が森を避けてた理由か、誰か殺してたのか」
「早計だ、まず周囲を調べよう」
「分かった」大塵はリュックを置いてビニール袋を取り出して骨を踏まないよう穴の中に入った。
「カメラを頼む」
　刹那はカメラを渡した。
　大塵はカメラを受け取り、フラッシュを炊いて骨の周辺を撮影した。最後に自身がしている腕時計
を撮影した。撮影を終えるとビニール袋に土を入れた。骨は入れなかった。うかつに取り出せば砕け
るかも知れないからだ。
「警察に連絡しなきゃな。警備員呼んで電話してもらわねえと」
「どう説明する」
「ありのままでいいだろ。調査の委任を受けて調べたら骨が出てきたって」
「殺人事件と勘違いされそうだな」刹那は眉をひそめた。
「発掘した物が物騒だから、警察に連絡するでいい」
「周辺の調査は」
「一旦中止だ」
　刹那は頷いた。調査を中止する気はないが、警察に報告する義務は、骨以外の何かが発掘されれば
発生する。許可が降りなければ先へは進めないし、降りれば安全に調査が出来る。
　大塵は穴から出てきて刹那にカメラを渡した。土を入れたビニールをリュックに入れ、荷物をまと
めるとリュックを背負った。桜のある場所から去った。ピンポールは差したままにしておいた。警察
と共に来る時に目印になる。
　二人は黙々と森を抜けた。行きと異なり、草をかき分け踏みしめた場所を辿るだけなので楽だった。
森を抜け、庭に出た。日が頂上に達していた。
　庭から門にいる警備員の元に向かった。
　警備員は二人に気づいた。「お二人共、随分早いですね」
「発掘物に不審物があったんだ。警察に連絡したいんだが、電話を借りたい」
「電話ですか」
「止まっているのか」
「自動車電話ならあります」
　刹那は警備員の言葉に驚いた。「あんな高いのを入れてるのか」
「いつでも警察に連絡が取れるようにと、会社で入れてるんです」警備員は二人の位置を見た。警備
員から見て、門から内側に入っていた。「まず出て下さい。森と門に鍵を掛けないといけません」
　刹那と警備員の言葉通り、大塵は門から外に出た。
「待っていて下さい」警備員は中に入っていった。
「なかったらどんな手段を取ってたんだ」大塵は刹那に尋ねた。
「地元の人間に借りる」
「かえって怪しまれる」
「吠える人間は力の強権持ってる組織に弱い。名前をちらつかせるだけでも黙る」
　大塵は刹那の言葉に呆れた。意地にかけても押し通す気だ。
　暫く経った。警備員が戻ってきた。「すみませんでした。案内します」道路を歩いていった。
　刹那と大塵は警備員の後をついていった。
　駐車場が道路を曲がった所にあった。砂利が敷いてあり、２、３台の車が止まっている。



　警備員は会社のステッカーが貼ってある車に向かい、運転席のドアに鍵を差して開けた。
　刹那は中をのぞき見た。様々な計器の中に、受話器が置いてあるのに気づいた。
「どうぞ」
　刹那は受話器に手を伸ばし、手に取った。受話器にダイアルボタンが付いている。
「無線と違うのか」大塵は警備員に尋ねた。
「無線は特定の場所にしか通じません」
「会社と警察くらいにしか連絡しないなら、電話より無線の方が安上がりな気がするがな」
　警備員は苦笑いをした。会社の方針で決まっているので、何とも回答できない。
　刹那は、子供が玩具に初めて触れるような手付きで自動車電話を触っていた。カタログで見た、Ｓ
Ｆの中でしか存在しないと思っていた自動車電話が目の前にある。興奮を抑えきれない。
「早く電話しろ」大塵は刹那を急かした。
　刹那は残念そうな表情をし、手帳を胸ポケットから出して電話番号を打ち込んだ。
　大塵は眉をひそめた。警察署にかけるだけなら１１０と３桁の数字を入れるだけで足りる。態々手
帳を参照する理由はない。「何処にかける気だ」
「警察の中で話が分かる人がいる」
「本当かよ」
　刹那は電話をかけ、受話器を耳に当てた。森に何かがあると分かっている人間なら、ある程度理解
出来る。
「もしもし、警察ですか。刑務課の霧崎一夫をお願いします」

　窓から春の日差しが刑務課の一室へ注ぎ込んでいる。机にはパソコンと上に載っているディスプレ
イが場を占め、所狭しと書類の散らばっている。机に数に対して人は３、４人程しかいない。
　一夫は眠そうに新人警察官のリストを眺めては整理していた。高度成長期に比べ、犯罪の件数は減
少している。当時採用された警察官は軒並み余り気味となった。更に体力と根気が基本の業種なので、
年齢が他の仕事より重くのしかかる。一夫も例外ではなく、外周りよりも新人の教育に当たる業務が
多くなっていた。
　同年齢の警察官が訪ねてきた。「霧崎、相変わらず暇そうだな」
「最近の若い奴は駄目だ、沢山来るのはいいが、目が死んじまってる」霧崎は机の隅に置いてある
ゴールデンバットの箱を手に取り、中から煙草を取り出して咥えて火をつけた。紫煙が天井に向かっ
て伸びていく。
　同年齢の警察官は笑った。「俺達の頃は安保だったからな。千葉真一ごっこなんて流行らないよ。
今は藤田まことがトレンドらしいな」
　霧崎は煙草を手に取り煙を吐いた。「腰の低い刑事がか。警察ってのは威厳を失ったら終わりだ。
タフさがねえとやってらんねえよ」煙草を咥えて吸い出した。
　電話が鳴った。別の席にいる若い警察官が手元にある受話器を取った。「もしもし、はい」
　若い警察官は耳から受話器を離した。「霧崎さん、霧崎刹那って人から電話です」
　一夫は渋い表情をした。私用で警察署の回線を使うとは不届きだ。「内線をつなげてくれ」咥えて
いる煙草を手元にある灰皿に押し付けてこすった。煙草の火が消えた。
「もしもし、霧崎一夫だ。私用で電話するなって言ったろ」
『もしもし、森で骨が見つけたんだ』
「骨だと」
『桜が一本だけある、八想神社の移転元だった森だ。調査したら出たんだ』
　一夫は唸った。頭の中にあるファイルを辿れば、刹那の言う森が何に該当するかすぐに分かった。
今でも鮮明に思い出せる。「横乃瀬村の森か」
「今は町だ」
　一夫は不快さを覚えた。「揚げ足取りはいい。現場は発見してからほったらかしか」
『発見した状態のままにしてある。荷物も放置している』
「地元の警察には」
『まだ連絡してない』
「懸命な判断だ」一夫は壁にかけてある時計を見た。１時半を示している。「１時間以内にすっ飛ん
でいく。土地から離れるな。後は地元の警察が来ても現場に案内するな。後詰めの奴から支持を受け
てるって伝えとけ」一夫は電話を切った。
「何があった」同年齢の警察官は、一夫に尋ねた。
「発掘で骨を見つけたってよ。事情を聞いてくる」一夫はロッカーに向かい、ハンガーからジャケッ
トを取って着込んだ。
「おい、勝手に行くな」
「事情が事情だ、作文はいくらでも書いてやる」一夫はドアに向かい、出ていこうとした。何かを思
い出して立ち止まり、部屋の方を向いた。警察官達は皆一夫を見ている。「父符警察に伝えてくれ、
横乃瀬町で骨が見つかった。応援を頼む」
「分かった」
「後は俺が来るまで現場に踏み込むな。土地から外からも中からも、何も出し入れするなって伝えと
け」
「出し入れって」
「中にある人と物を外に、外の奴らを中に入れんなって意味だ。勝手に荒らした奴は、鼻の穴に銃弾
ぶちこんで殴ってやる」一夫はドアを開けて出ていった。
「身勝手な人だな」若い警察官はドアを見てぼやいた。ドアが閉まった。「霧崎さんって、同姓です



よね。親戚か何かですか」
「せがれだ」同年齢の警察官はデスクに戻った。
　若い警察官は唸った。息子が事件の発見者となれば、冷静になれないのは当然だ。「仕方ないです
ね。連絡は」
　同年齢の警察官は頷いた。「父符警察の捜査課にまわしてくれ。霧崎の言葉通りに伝えればいい」
「警視庁には」
「やめとけ、こじれる」
「でも」
「動物の骨かも知れん。チョンボをすればお前まで作文を書く羽目になるぞ」
　若い警察官は頷いた。始末書は処理が面倒だ。「分かりました」受話器を取り、父符警察の電話番
号を打ち込んだ。

　土地の脇にある道路はパトカーが止まり、警察官がバリケードを張り周辺を規制していた。地元の
人達はバリケードの先に集まり、野次馬と化していた。暴徒化していた地元の人間は警察の前ではお
となしく様子を見ていた。犬は弱い者にしか吠えない。威厳の前ではだんまりを決めて優等生を演じ
るのだ。
　大塵と刹那、警備員は土地の中にある一軒家で座っていた。警察から土地から外に出るなと指示が
あったからだ。
　刹那と大塵は比較的リラックスした状態で、差し入れの缶ジュースを飲んでいた。人である以上は
喉が渇くし腹も減る。動けない以上、警察官に頼んで買ってきて貰っていた。
　対して、警備員は緊張していた。骨が見つかり警察を呼んだとなれば重大事件だ。今までに経験が
なかった。事情聴取と称して取調室に運ばれ、容疑者として手錠をかけられるのか不安だった。大塵
の方を見た。缶ジュースの残りを飲んでいた。「よく余裕でいられますね」
「日常茶飯事だからな」
　警備員は驚いた。
「試掘で物が見つかったら、警察に報告する義務があるんだ。法規通りに対処しているんだから問題
ない」
「でも、骨ですよ」
「昨日今日で殺した人間じゃない。年季は相当だ。大体俺達は許可貰って調べたんだ。地主だって殺
人をしたとなれば、調査の許可を降ろさないだろ。俺達は仕事をしただけなんだから、何も怪しむ理
由はない。堂々としてればいい」大塵は笑みを浮かべた。
「でも、警察に捕まったら」
「無闇に逮捕すれば逆に警察が捕まる。俺が気になるのは」刹那は警察の動きを見た。警察官達は森
の入り口で立ち往生している。普通なら現場に向かい、証拠という証拠を全て取ってくる。理解のな
い警察官が勝手に立ち入り、試掘した領域を荒らした為にトラブルになるケースは何度もある。「何
故、森に入らないのかだ」
　３人を監視している警察官の耳に、刹那の言葉が入ってきた。「指示で事情が分かる人が来るまで
立ち入るなと言われました」
「科捜研でも来るのか」
「誰なのか我々にも分かりません」
　刹那は安堵した。何にせよ、素人が立ち入らなければ現場を無闇に荒らす事態は避けられる。
　縁側に一夫が歩いてきた。「よお、話は聞けてるか」
　警察官は一夫を見た。一夫は訝しげな表情をした。
「剃り残しでもあるか」一夫は警察官に尋ねた。
「いえ」
「ならいい」一夫は警察官の方を向いた。「お前は行っていいぞ」
　警察官は困惑した。「しかし」
「俺が代わりにやる」一夫は警察官の胸ぐらを掴み、睨みつけた。５０代で体力が落ちているとは言
え、睨みつけた時の凄みと重みは増している。
「分かりました」警察官は去っていった。
　大塵は一夫をじっと見ていた。警察官らしからぬ行動をする。
「おい」一夫は大塵の方を向いた。
　大塵は顔をしかめた。「お前は」
「俺は」
「大塵だ。一緒に調査をしている考古学者だ」刹那は大塵を遮って言った。
　一夫は唸った。「外で騒いでいる連中はいたが、何者だ」
「忌まわしき森だと嫌っているんだ」
「怨念でも感じてるのか」
「いや、別の理由だ」
「別の」一夫は刹那の言葉に唸った。掘り下げて質問しても、『忌まわしき森だから』以外の回答は
ないと予測した。「場所は」
「桜の木の下だ」大塵は平然と答えた。警察はどこぞの小説を引き合いに出すと予想した。
「予測通りか」一夫はぼやいた。
　大塵は一夫の言葉に驚いた。「知っていたのか」
「大体な。１本だけ桜の木が残ってるって、あからさますぎる。何か隠していると推測するのは当然
だ」
　大塵は一夫の言葉に更に驚いた。立ち入れない森なのに、中に桜の木があるのを知っている。



　一夫は大塵に笑みを浮かべて顔を近づけた。
　大塵は戦いた。凄みが並の人間の比ではない。
　一夫は大塵から顔を離して笑いだした。
　大塵は唖然とした。
「何で知ってるんだって顔だな。２５年前だか３０年前だかに地元の関係者と一緒に入ったんだ。調
査目的でな」
　大塵は一夫の言葉を聞き、地主が『過去に環境調査を理由に立ち入った人がいる』と話していたの
を思い出した。目の前にいる警察官を示していたのか。
「神社の娘が桜の木に触った時に悶だしてな。何かあるとは薄々気づいてたが、まさか骨だったとは
思わなんだ。桜の木の下には何とやらだな」一夫は森の方を見た。かつて見た景色と警察がいる以外
は何も変わっていない。「行くか」
　警察官は一夫の前に立った。「すみません、森には入るなと」
「俺が言ったんだ。言い出しっぺの人間が動いて何が悪い」
「しかし」
「何もしないまま日が暮れるのを待つか」
　警察官は返答に困った。何を言っても無駄だと悟った。
「調査には人手が多い方がいい。一緒に来い」」
「自分が、ですか」
「他に誰がいる」
　警察官は頷いた。選択肢が従う以外にない。「分かりました」
　一夫は刹那の方を向いた。「お前らも付いてこい、見分するぞ」
　刹那は立ち上がった。「はい」
　一夫は刹那を見て笑みを浮かべた。「澗は元気か」
「俺を振り回して楽しんでる」
　一夫は大笑いをした。「女ってのは、所帯持つと皆男を尻に敷くもんだ」刹那の肩を軽く叩いた。
「自分は」警備員は一夫に尋ねた。
「素人が余計な手を加えるのはまずい。尋ねに来たら森に行ったと話してくれ」一夫は森の前に向
かって歩いていった。
　大塵は一夫の態度に不審を覚えた。妙に馴れ馴れしく、刹那のプライベートや森を知っている。
「何者なんだ」
「父だ」刹那は一夫の後をついていった。
　大塵は驚いた。事情を知っている人とは父親だったのか。二人の後をついていった。
　警察官が森の前で番をしている。扉は開きっぱなしになっていた。「すみません」警察官は一夫に
声をかけた。
「何だ」
「立入禁止です」
　一夫は苦笑いをした。自分が言い出した命令を律儀に守っている。上に従うのが組織の基礎だが、
融通がきかないのも困る。
「関係者を中に入れて調査する。文句は出ない」
「しかし」
　見張りの警察官の態度に、一夫は苛立った。「何もしないで時間を食う気か。何ならお前が代わり
に案内するか」
　見張りの警察官は身を引いた。「駄目だと上から言われています」
「根拠が上の命令か。実際に見かけたのか」
「いえ」
「見てないんだったら、入ってようがなかろうが同じだ」
　見張りの警察官は黙り込んだ。
「お前も来い、見分には人手がいる」
「でも」
「お前の作文は俺が書いてやる。だから来い」
　見張りの警察官は渋々頷いた。
　大塵は一夫と警察官とのやり取りを見て、呆れを覚えた。余りに強引な警察官はドラマの中にしか
いない、と脳の片隅に植え込んでいたからだ。
「行くぞ」一夫は森の中に入っていった。刹那と大塵、警察官達は後に続いた。
　桜の木に向かうまでの足取りは楽だった。草を踏み潰した道が出来ていたのに加え、ピンポールを
差していたので道筋の把握は容易に出来た。誰一人として話をしなかった。何が落ちてくるか、埋
まっているか分からない。警察官達は周囲の状況確認に神経を使っていた。刹那や大塵、一夫は慣れ
た歩調で歩いていた。
　開けた場所に来た。刹那達が去った状況から日差し以外、一切変わっていない。リュックは放置
しっぱなしで穴も埋まっていない。周囲には掘った土の山が積もっている。
「発掘と言うより、工事だな」
「骨は何処に」
　刹那は穴の前に立ち、置いてある懐中電灯を掴んで穴の中を照らした。
　一夫は穴の中を覗き見た。２ｍ程の深さがある。穴は一直線だが、木の根は奇麗に避けている。一
番下に白い頭蓋骨の一部が見えていた。
「取り出せるか」
「土壌が柔らければ問題ない」刹那はスコップとリュックを手に取り、木の根を足場にして穴の中に
降りた。穴に埋まっている骨を丁寧に掘り返した。頭蓋骨だけはない。他にも骨が埋まっている。取
り出して回収したい欲にかられたが抑え、リュックからカメラを取り出して一通り撮影した。撮影を



終え、袋を取り出して頭蓋骨を掘り出した。頭蓋骨は鉄片の部分のみで、割れた骨董品と同じく砕け
ていた。今必要なのは解析に必要な分かりやすい骨であり、他の骨は後で発掘すればいい。再び桜の
木の根を足場にして登り、一夫達の前に来た。刹那は近くに遺物収集箱があるのを見つけ、リュック
から袋を出して土にまみれた頭蓋骨を遺物収集箱に置いた。
　一夫は頭蓋骨と桜を交互に見た。「怨念の正体って奴か。触るだけで呪われそうだ」
「死体に触った所で呪いなんてかからないよ。でなければ、考古学者は皆早死にしてる」大塵は唸っ
た。
「骨は署で回収し、鑑定に出せばいいんですね」
「大学に回せ」一夫は警察官に強く言った。
　警察官は驚いた。人の骨を民間に明け渡せというのか。
「発掘物は大学で鑑定する物だ。警察に鑑定に回すと順番待ちで時間がかかる」一夫は刹那を見た。
「鑑定にかかる時間は」
「土壌や骨の炭素測定で２、３日か
かる」
「同じじゃないですか」警察官はぼやいた。鑑定の手段手段は警察も大学も同じだ。
「普段は警察に渡すのか」一夫は大塵に尋ねる。
「いや、大学で鑑定する。渡せば戻って来ないからな」
　一夫は笑った。「なら、大学側に引き渡すんだ。何かあれば引き渡せ」一夫は警察官を見た。戸
惑っている。「お前らも手伝ってやれ」
「自分も手伝う」刹那は大塵の元に駆け寄ろうとした。
　一夫は刹那の肩を叩いた。「お前は別だ。借りるぞ」
「いつまでだ」
「今日中は無理だ」一夫は刹那を引っ張った。「行くぞ。同窓会だ」
「すみません」警察官の一人が、一夫に声をかけた。「関係者を無用に連れ出すのは」
「事情聴取だと言っておけ」一夫は吐き捨てた。
　一夫は刹那を連れて森を出て行った。
　森を出て庭に出た。「旨く掘ったな」
「桜の根が避けていた」
「何としても発見して欲しくて絡みを避けたのか、桜が嫌ったのか。偶然にしては都合がいいな」
「偶然はない」刹那は言い切った。
　一夫と刹那は庭を出て、道路を歩いてバリケードを超えた。地元の人達が集まっている。
「普通は時間が経てば引くのによ、よっぽど嫌ってるんだな」
「皆でやらかしたんだ、表に出したくないのは分かる」
　一夫は刹那の言葉に唸った。嫌っている理由を知っているし、理解もしている。
　脇に止めてあるパトカーの前に来た。「知っているんだろ、骨が誰なのか」
　刹那は頷いた。仮定がなければ堀りに行かず、表層の調査だけで完結する。ミダスの如く、吐き捨
てる為に穴を掘ったのではない。
「根拠になる物は何処に置いてある」一夫は刹那に尋ねた。学者とは根拠がなければ何も主張出来な
い、臆病な生き物だ。裏を返せば、行動するには根拠がある。
「資料館にコピーがある」
「分かった」
「行く気なのか」
「無論だ」一夫はパトカーの運転席を開けて乗り込んだ。「お前は後ろに乗れ、助手席は相方の特等
席だ」
　刹那は後部ドアを開けて乗り込んだ。
　パトカーは間もなく走り出した。
　刹那は後部座席から、ダッシュボードを眺めていた。大量の機械やメーター類が並んでいた。
「資料館の場所は分かる」
「親は子供の勤務場所くらい、把握しているもんだ」
　刹那は一夫の言葉に安堵した。場所を知っているのなら問題ない。
　一夫はフロントガラスを通して景色を眺めた。「随分変わったようで、何も変わってないな」
「急に変わるなんて無いよ」
「コンビニ位あってもいいだろ。駅前は変わったか」
「余り変わらない。店もないよ」
「相変わらずかよ。父符まで行かなきゃ物が買えないってのはまずい。人が皆出ていっちまうぞ」
　刹那は黙った。都会ではコンビニやらスーパーマーケットやらが開いているのに、未だに町で開い
たと言う話は聞いていない。取り残されてしまうのではと危惧した。
「地主は」
「連絡してる。呼び出して後で話を聞く。お前は、地主が殺した可能性は」
「周辺の土を解析すれば分かる。近年に殺して埋めたなら、周囲と異なる炭素反応が出る」刹那は言
い切った。土は掘って埋めれば表層の土と混ざる。均一化した周辺の地層と異なる炭素反応が出れば、
近代に掘り返したか埋めたかになる。
　一夫は眉をひそめた。刹那の言葉が理解出来なかった。
　パトカーは国道に出た後、横乃瀬川の橋を曲がって資料館に着いた。資料館の入り口で停めた。
　二人が同時に降りた。
　一夫は鍵をかけて資料館に入った。冷たい空気と埃っぽい匂いが入り込んできた。慣れない感覚に
思わず咳き込んだ。
「すみません、警察の方ですか」受付の人は刹那に話しかけた。
「関係者だ、資料が見たいと行っているので連れてきた。部屋を借りるよ」



　一夫は受付に近づき、警察手帳を見せた。「警察の者だ、捜査に関する資料を確認するために来た。
入場よろしいか」
「はい」受付の人は淡々と答えた。
「案内する」刹那は常設展示室の奥に向かった。
　一夫は刹那の後をついていった。資料室の展示物を珍しげに眺めた。「全部お前らが集めたのか」
「寄贈を受けたのもある」
　一夫は唸った。息子の仕事の成果は、親としても誇りだ。
　展示室の奥にある扉を開け、中に入った。階段を登って冷たい廊下を通り、資料室の前に来た。地
主が寄贈した資料を調べている部屋の隣の部屋だ。
　刹那はドアを開けた。
　誰一人もおらず、静まり返っていた。壁に付いた本棚にはファイルや本が詰まっている。机は散ら
ばっている。
　刹那はドアの脇にあるスイッチを入れた。蛍光灯の光が全体を写した。次に棚に向かった。分厚く
黒い本と、赤い本を棚から取り出した。黒い本の背表紙には『横乃瀬町史」と書いてあり、もう一方
には『新編風土記』と書いてある。双方共に付箋が無数に挟まっている。更に子供向けの冊子とアル
バムを取り出し、デスクの上に載っている封筒と折りたたんだ紙を掴んで中央の机に向かった。本を
机に広げた。内容は膨大な記述となっている。更に隅に置いてあるデスクから紙を取り出して広げた。
黄ばんだ地図のコピーだ。
「調査した場所は、八想神社の移転元になっていて、移転後は庄屋が代々確保していた土地だった」
「今いる地主も、子孫なのか」
「分からない。けど、容易に入れないのは確かだ」刹那は赤い本を開いた。挿絵と共に江戸時代の文
字が書き込んである。「移転した表向きの理由は汚染された瘴気の拡散阻止と監視だ」
　一夫は頷いた。２７年前に神社の裏で起きた出来事だ。「何でまた、瘴気が出てきたんだ」
　刹那は子供向けの冊子を取り出し、付箋のある所まで開いた。一夫の方に向けた。
　一夫は内容を読んだ。見出しに『姿ケ池のわざわい』と書いてある。伝承によれば姿ケ池の氾濫を
止める為に娘を一人、人柱に立てた。以後呪いがかかりますます荒れたので、巫女の命を捧げて呪い
の根源を山に移したと書いてある。「伝承なんて、いくらでも作れる。出てきた白骨死体が人柱なの
か」
「人柱は姿ケ池に埋まっている。調査した場所ではない」
「姿ケ池は調べたのか」
「姿ケ池は羊公園の一部になってる。もう調査出来ない」刹那はアルバムを開いた。姿ケ池近辺の写
真が６、７枚入っている。
　一夫は写真を広げた。風雨ですり減った地蔵の写真が入っている。「人身御供の供養か。だが、後
で建てられたんなら、何の証拠にもならない」
　刹那は頷いた。結果だけの状況から勝手な想像で伝承を作り、有名無実化するなどいくらでも出来
る。伝承が事実かかどうかは、当時の物的な証拠がない限り証明出来ない。
「だが、瘴気が漏れていて封じていたのは確かだ。拡散阻止で移転した他に、理由があるのか」
　刹那は横乃瀬町史と共に、紙を開いた。江戸時代の本のコピーだ。「町の歴史によれば、修験道の
僧の協力で移設したとなっている」
　一夫は横乃瀬町史を眺めた。神社の移転について簡素に書いてある。
「だが神社側の記述では元々の神社、森本神社の神主は村人達が全員で殺したと書いてある」
「全員で」
「記述通りなら、村人達は殺した事実を隠す為に桜の木の下に埋めた。以後、庄屋が治めて立ち入ら
ないようにした。事実が明らかになれば、村人は全員捕まる。地位の高い神主を殺したんだからな」
「自分達の罪を隠し通すためか。壮大な殺人事件だな」
「頭蓋骨が砕けていたんだ、相当な暴力を振ったと見える。理由は分かっていないが、相当な恨みを
買ったんだ」
「神主か。なら森の捜索で見つかった骨を調べれば、血縁関係が分かるかもな」
　刹那はアルバムを開いた。古くなった森の写真がある。骨端が閉じていない白骨死体が、深く掘っ
た穴の中に埋まっているのが映っている。別の写真は骨端が閉じている白骨死体が映っている。
　一夫は刹那の表情を見て笑みを浮かべた。「最新のＤＮＡ鑑定って奴があるって聞いた。精度は分
からんが、何かの足しにはなる。但し、警察に証拠として引き渡してもらうがな」
　刹那は項垂れた。回収した骨は警察との合同による鑑定の後、全て神社に引き渡して供養した。所
有が神社側にある以上、自分の勝手で差し出せない。
「八想神社の巫女の証言では、神主の娘と言っていた。神主の妻が移転後に残ったのか」
「姿ケ池に身を捧げたと神社の記録に残っている」
「家族が死んだとなれば、誰が移転した神社を管理したんだ」
「奉公に出ていた庄屋の息子、庄屋の腹違いの妹だ。息子は宮司として家族を設けずに一生を終え、
妹が血を残した。記録は全て息子が残した物だ」刹那は別の紙を開いた。八想家の家系図だ。
「他に証拠は」
「当時は識字率が低かった。だから伝承以外では風土記の調査と、神社側の記録しか残っていない」
「だが一方的な言い分ではな」一夫は家系図を眺めた。寝ぼけて書いたとしか思えない文字が線で繋
がり並んでいる。学者という奴は一見不可解な文字ですら読んでしまう、不思議な職種だと認識した。
「当時の独身は結構きつい時代なのにな」
「奉公元の家族を失ったんだ、辛くなったんだ」
　一夫は笑みを浮かべた。「お前は、家族が怖いか」
「いや」刹那は平然と答えた。妻は仕事の事情を知らずに責め続け、子供の相手は疲れる。しかし、
孤独ではなく充実している。
「臆病で優しい奴は、失うのが怖いから持つのを避ける。神主の性格が状況を上回っていたんだ」



　一夫は踵を返した。「資料は他にあるかも知れない。行くぞ」
「何処に」
「八想神社だ。場所は分かってる。ついでに寄り道もしていくぞ」
「資料を片付けてから行く」
「律儀だな」一夫は笑った。
「他に使う人もいるんだ」刹那は資料を片付け始めた。
「手伝うか」
「いや」刹那は首を振った。部外者が手伝っても、しまう場所が分からないので返って整理ができな
くなる。
「分かった。俺は外で待ってる」一夫は外に出ていった。出生からの付き合いなので、何も言わなく
とも状況で何を求めているかは理解できる。
　ドアが閉まった。刹那は片付けを再開した。
　一夫は行きと同じ道順を通り、ドアを開けて常設展の展示室に出た。展示してある日用品と解説を
一通り眺めた。自分達を含め、多くの者は誰かの役に立つために働いている。民俗学は誰かの生活が
楽になる訳でも、幸せになれる訳でもない。何故、息子は何の価値もない仕事を選んだのか。常設展
示を対して興味もなく眺めながら、外に出た。目に入る光が資料室内の薄暗い証明から、天然の日光
に変わった。幻惑を受けたが、間もなく回復した。パトカーに近づき、運転席のドアに鍵を差し込ん
で回して開けた。中に入り、ドアを開けて鍵を差し込みエンジンをかけた。胸ポケットに入れていた
煙草の箱から煙草を取り出し、咥えてシガーソケットを当てて火を付けた。車の中に紫煙と煙草の匂
いが充満する。
　暫く経った。刹那がパトカーに近づき、ドアを開けた。煙草の匂いで充満している。思わず咳き込
んだ。
「お前、吸わないのか」
「吸うか、勘が鈍る」
「仕方ねえな」一夫は窓を開けて空気を回した。煙草の匂いが緩和した。
　刹那は煙草の匂いを我慢し、後部座席に座ってドアを閉めた。
　一夫はギアを入れた。パトカーが動き出し、国道に入った。
　刹那はパトカーが父符方面に向かっているのに気づいた。「逆だ」
「いいんだ、知り合いに資料を大量に保管している奴がいる」
　刹那は後部座席に深く腰掛けた。
　パトカーは国道を曲がった。鉄道の高架線を越えた場所にある、教会の駐車場に車を止めた。
「２７年前の事件で世話になった」一夫はドアを開けて降りた。
　刹那は一夫に続いて車を降り、周辺を見回した。駐車場の奥には一軒家が建っていた。隣に礼拝堂
がある。人気はない。眉をひそめ、一軒家に向かう一夫に近づいた。「待ってくれ。て言ってたが」
「ＧＨＱの関係者らしくてな、個人で資料を収集している」一夫は得意げに言い、一軒家のドアの前
に来るとインターホンを押した。「警察だ」
　刹那は一夫に意見を言おうとしたが、聞く耳を持たないと判断して黙った。自分は何も悪くないと
言い聞かせた。
　ドアが開いた。老人が出てきた。
　一夫は老人の姿に驚いた。頭の中から引き出した世帯主のイメージと異なっていた。「すみません、
ここに住んでいるグーゴル牧師は」
「亡くなったよ」刹那は一夫の話に割って入った。
　一夫は刹那の言葉に呆然となり、老人を見た。「グーゴル牧師ですか。隣の方の仰る通り、６年前
に亡くなりました」
「では、貴方は」
「教会を引き継ぎました」
「遺族は、彼が持っていた膨大な資料は」
「寄贈されたって言ったよ」
　一夫は一軒家の奥に向かった。記憶では倉庫があり、中に膨大な資料があった。
　裏は、倉庫の代わりに花壇があった。花が無数に咲いていた。
　老人と刹那は一夫の元に向かった。
「娘と奥さんは」一夫は淡々と言った。
「牧師さんが亡くなった後、センティリアさんの嫁ぎ先に引っ越した。もう町にはいない」
　一夫はため息を付き、老人に頭を下げた。「すみませんでした」
　老人も一夫に頭を下げた。「お知り合いでしたか。気になさらず」
　一夫は踵を返した。訃報もよこさないとは、自分は所詮、外に出た他人か。
　刹那は一夫がパトカーに引き返したのを見て、眉をひそめた。人の証言は綺麗に整理した文を介さ
ない生の言葉だ。もう聞けないと知れば辛くなる。父の気持ちを理解していた。老人の方を向いた。
「お騒がせしてしまい、すみませんでした」老人に頭を下げた。
「いえ」
　刹那は一夫の元に向かった。
　一夫はパトカーに乗り込んだ。
　刹那もパトカーに乗り込んだ。間もなくパトカーにエンジンがかかり、道に出ていった。
　老人はパトカーを見送った。
　パトカーは神社まで一直線に向かった。一夫と刹那に会話は一切なかった。かつての知り合いは既
に亡くなっていた。予想以上に年月が経過しているのを悟った。
　国道を外れ、民家と田畑がまばらに混在する道に入った。パトカーは雑草の生える砂利で舗装した
駐車場に入り、停まった。八想神社の駐車場だ。
　一夫はパトカーから降り、川沿いの道に入った。刹那は後をついていった。



　道の脇に石の鳥居がある。くぐって境内に入った。奥は集会所になっていて、入り口で老人達が雑
談をしながら細かい補修作業をしている。道具の整理はほぼ終わっていて、片付いた広場で子供達が
鬼ごっこをしていた。
　子供達は一夫が入ってきたのに気づき、近づいた。「あ、じいちゃんだ」子供の一人は一夫の手を
取った。刹那の息子だ。
　一夫は笑みを浮かべ、子供の頭を撫でた。「久しぶりだな」
「ねえねえ、一緒に遊ぼうよ」子供達は一夫の元に集まってきた。
「おじいちゃんは今、仕事中なんだ。邪魔をしないでくれ」
　子供の顔が膨れた。
「お母さんは元気かい」一夫は子供に尋ねた。
　子供は大きく頷いた。「うん。お祭りの準備が終わって、買い物に行ってるんだ」
「店は遠いのか」
「父符駅まで行ってくるって」
　一夫は苦笑いをした。都会育ちの一夫にとって、交通の便が悪い場所に住む気持ちが理解出来ない。
「行こうか」一夫は子供の手を離し、神社の裏に向かった。
　刹那は後をついていった。子供達も後をついていった。何をするのか興味があった。
　神社の裏にある広場は枝垂れ桜が咲き誇っていた。奥に広がる森の草は整備され、開けている。石
で出来た道が奥へ伸びている。
　一夫は桜の幹に触れた。固い質感以外何も感じない。
「結界も瘴気もない」刹那は道を歩いていった。
「散歩道になったのか」一夫と子供達は後をついていった。
「摂社に繋がる道だ」
「せっしゃ」一夫は眉を潜めた。
　一夫は森を見回した。葉が萌える枝は細く、草もくるぶし以上の高さはない。森と言うより雑木林
になっている。今まで入った森とは異なっている。
「町が新しい花見スポットにしようと、氏子と共同で整備しているんです」
「俺は知らんぞ」
「まだ整備中だ」
　道の終わりにたどり着いた。
　周辺に太い枝垂れ桜が植えてあり、咲き乱れている。先には真新しい祠がある。
「遺体があった場所だ」
　風が吹いた。桜の枝が揺れ、桃色の花吹雪が舞った。
　一夫は幻想的な雰囲気に驚いた。一瞬、祠の前に巫女装束を着た少女の輪郭が見えた。驚いて声を
上げるも、次の瞬間には少女の姿は消えていた。
　刹那は一夫の表情の変化に気づいた。「何か」
「見えたか」一夫は祠の方を向いた。
　刹那は祠を見た。桜吹雪が重なった祠がある。「いえ」
　一夫は子供達の方を向いた。子供には見えていたのかと考えた。
　子供達は飛び散っている桜の花びらを取って遊んでいた。
　一夫は笑みを浮かべた。「気のせいだ」胸ポケットから煙草の箱とライターを取り出し、煙草を咥
えた。自分は力がないので見えない。
　咥えた煙草が何者かが取り上げた。
　一夫は誰が取り除いたのか、振り返った。装束を着た２人の男女がいた。２人の姿が誰なのかすぐ
に理解し、柔らかい表情をした。「貴方方は現役でしたか」
　２人は頭を下げた。
　子供達が集まってきた。再び風が吹いた。桜吹雪が舞った。桜の花びらは空へと飛んでいった。何
処ヘ向かい、落ちていくのか。風すらも知らない。知るのは土に落ちた花びらを拾う者だけだ。今を
生きる者のみが、過去が求めた未来と結果を知る権利を持つ。過去の人々が未来に何を望み、何を託
したか。遺した疑問の答えは、今を生きる人々にしか理解出来ない。


