
バード・コール（３）

　加納は小代里の話が長くなるのを予期していた。事故に至る経緯は１つではなく、複数の要因が重
なって起きる偶発の出来事だ。一つ一つを丁寧に聞き出せば数日かかる。ドラマの聞き込みの如く、
２分程度で終わりはありえない。腕時計を見て時刻を確認した。４時半を示している。「済んでいる
場所は近くかな」小代里に尋ねた。
「近くの村です」小代里は簡潔に答えた。
　加納は眉をひそめた。村と言えば最寄り駅の終点が一番近い。駅前に済んでいるならまだしも、離
れているなら遅くなれば帰りは夜間だ。親が心配する。「今日は無理か」
「何が無理なんですか」
「事件について話を聞きたかったんだが、夕方となれば帰りは大変だ」
「大丈夫です、事件の記憶は覚えていませんから」
　加納は小代里の言葉に驚いた。「覚えていないって、唐突に言うか。何かないのか、事故の前に何
をしていたかも」
「分かっているんですけど、誰も信用しないんです。だから覚えていないとしか答えが出ないんです。
学校から帰って、バス停で降りてから沢に行って、遊び終わって帰る時に道路に行ってから」小代里
は首を傾げた。「沢に行く前に神社にお参りに行ったかも知れません。でも拝殿に行った覚えがない
んです」
　加納は腕を組んだ。「で事故にあったと」
「分からないんですけど、警察も同じ話してました」
「同じか」加納はうなった。記憶は時刻や状況、行動は独立した一つのデータとして脳に格納する。
事故で各々のデータの接続が切れてしまったので記憶が適当につなげたパッチワークの服と同じに
なっている。当事者の証言は信用出来ない。かと言って他に何があるかと言えば何もない。胸ポケッ
トから手帳を取り出し、スケジュールを開いた。「今度の日曜、現場に行く。神社のバスターミナル
で午後１時に待ち合わせてくれるか」
「日曜の午後１時ですか」小代里は、加納へおうむ返しに尋ねた。
　加納はうなづいた。「用事があるなら来なくてもいい。自分だけでも現場の調査をする」
「用事は特にないので、大丈夫です」
　加納は手帳に挟まっているペンを取り、スケジュールに書き込んだ。「ありがとう。何かあったら
名刺の番号に連絡してくれ」通りを去っていった。
　小代里は名刺をカバンに入れ、通りから駅に向かって駆けた。
　日の色が黄色から赤に染まり始めていた。
　駅前は観光客が集まっているものの、単に塊が出来ているだけで都会のラッシュ程ではない。
　小代里は駅舎に入り、自動改札機を通った。
　駅のホームは老人しかいない。観光客は皆都会に向かう列車に乗る。村に行かない。
　小代里は空いている座席に座り、列車を待った。
「約束なんかしていいの」少女の声が隣から聞こえた。
　小代里は隣を向いた。少女が座っている。
「現場に行っても何もないわよ。だって分からないんでしょ」
　小代里は正面を向き、少女の言葉を聞き流した。
　少女は席を立ち、小代里の前に来た。「分からないなら分からない。行きたくないなら行かないっ
て、何で言わないの。自分で何も判断しないで他人の頼みにはいはい言っちゃってるの、明らかに頭
おかしいわ」
　小代里は少女の叱責に何も返さなかった。事故現場を通ると頭がぐらつく感覚がする。行きたくな
いのは確かだが、なんとなく行かないと駄目な気がする。何かが自分に向かえと求めている。
「精神科の人も言ってたでしょ、何もしなくても消えるんだから、無理しないで避ければいいのよ」
　小代里は勢いよく立ち上がった。少女の言葉に苛立ってきた。「私だって好き好んでボロボロに
なってるんじゃないわよ。自分で決めたんだから自分で判断する。いちいち突っかからないでよ」大
声を上げた。
　人々は一斉に小代里の方を向いた。小代里は興奮で周りが見えていない。
「私が行く場所でいちいち来るのやめてくれない。ストーカーでもしてるの」小代里は少女に声を上
げ続ける。周りの人々は、小代里が一人で興奮して文句を垂れ流しているとしか認識できない。
　少女はあきれた表情をした。「周りを見なさいよ」
　小代里は周囲を見た。人々が異様な目線で自分を見ている。駅員と話をしている人もいる。
「頭おかしく見えるわ、公の場所で大声上げて何が楽しいのかしら」少女は平然とした表情で言った。
　小代里は怒り、少女の手を取るべく腕に手をかけた。腕は透き通り伸ばした手を貫通した。少女の
顔を見た。表情は一切変わっていない。鮮明に見え、話しかけている。にも関わらず触れずに通って
いく。少女の姿は自分にしか見えない架空の存在だ。「幽霊、まさか」体が震え、冷や汗が流れた。
真紀は既に死んでいて、幽霊になって自分の元に現れたのか。「真紀さん」
　少女は小代里の表情を見て、引き下がった。「何があっても知らないから」駅舎に向かって歩いて
いった。
　小代里は少女を追跡しなかった。今日一日、予測出来ない出来事が相次いだので疲れているだけだ
と言い聞かせる。鼓動が耳に聞こえてくる。
　列車がホームに入ってきた。窓から列車内が見える。人はいない。列車が止まり、ドアが開いた。
　アナウンスが響いた。
　小代里は我に返り、周囲を見回した。人々は小代里の行動を異常とみなし、無視を決め込んでいた。
少女の姿はない。列車の中に入り、空いている席に座った。



　列車のアナウンスが響く。暫くしてドアが締まり、村に向かって動き出した。
　バスターミナルに戻った頃は日が暮れていた。山は初夏でも闇が降りるのが早い。
　小代里はカバンからペンライトを取り出し、街灯の光と勘を頼りに歩いて村に戻った。薄暗い道を
歩くのは不安がある。不気味なカラスの声が響き、あすなろの枝は風に揺れて亡霊の影を作る。車も
歩行者もない。誰もいない不安があるが、代わりに犯罪が起きる危険もない。犯罪とは加害者と被害
者の２名がいるから発生するのであり、１人では起き得ないからだ。暗闇に染まる道を歩けると、ペ
ンライトで示した先に村人が歩いているのを見つけた。同じ方向に歩いている。早足で近づいた。
「すみません」
　村人は歩行速度を下げず、小代里をにらみつけた。
　小代里は村人の形相に引き下がりつつあったが、寸前で踏みとどまった。村人に聞く内容がある。
「交通事故にあった真希さ、岩田さんの様態は」
「うるせえ奴だな、てめえは何者だ」村人は小代里に顔を近づけた。シワだらけの顔が目の前に来る。
村人は新居者だと認識した。今の時間で村に向かう子供は新居者しかいない。事故について聞き回る
とは、不届き者だ。顔がこわばった。「新参者が、家の村の娘を奪ったのか」
　小代里は村人が大声を上げたのに驚き、離れた。
「お前らがいたから、お前らが村を潰しにきてるろくでなしめ」村人は小代里に向かって怒鳴り散ら
す。
　小代里は村へ向かう道を走った。村人が追いついてきたら殺しにかかる。脳裏で妄想を膨らまし、
貯まる疲労を紛らわせる。精神はそらすのが容易だが、肉体は素直だ。次第に疲れが全身に渡り立ち
止まった。息が上がった状態で後ろを見てペンライトで照らす。村人の姿はない。安心すると同時に、
真紀の様態を村人から聞くのは無理だと判断した。村に向かって、早足で道をたどっていく。途中で
現場に来るも、暗闇の中を進むのに集中していたので気分は悪くならなかった。
　４０分後、家がある集落に着いた。
　集落は星空の世界に染まっていた。星が月と共に宝石の輝きを放っている。地上は家の明かりが窓
から漏れていて、街頭と共に設置してある電撃殺虫器から弾ける音を放っている。
　真新しい家のドアを開けた。エアコンの冷たい空気が染み出す。中に入り、リビングに来た。テレ
ビは司会者が放言を力説する映像が流れていた。母親がキッチンで料理の片付けをしている。
「おかえり、今日は遅かったわね」母親は小代里に話しかけた。
「色々あったから」小代里は適当に返した。鳥を保護して持ち帰った場合、母親は何と反応するかと
頭に浮かんだ。汗が体を冷やし、震えた。
「大丈夫」母親は小代里に尋ねた。
「大丈夫だよ、お母さん」小代里はテレビに目をやった。映像が切り替わり、レポーターがマイクを
持って心霊スポットの前で解説している。「幽霊って、いるのかな」
「いないわよ。墓場が近くにあるけど、見たって話聞いてないわ」
　小代里はうなづいた。テレビのレポーターの話が字幕に映っている。突然、司会者の姿をしたパネ
ルが現れる。レポーターは白々しく驚き、生霊について話をしだした。小代里は、生きていても幽霊
になって出てくるのかと疑念を抱いた。自分の元に現れたのは、真紀の亡霊ではなく、生霊ではない
か。「お風呂に入る、着替えとってくる」二階の階段に向かった。
「出たらすぐ食べるの」
「食べる」小代里は階段を登った。着替えを取り、脱衣所で服を脱いで入浴した。湯船に使っている
間、天井を見上げた。天井の換気扇が湯気を吸い取り外へ吐き出す。少女が真紀だったとして、何を
理由に自分に突っかかってくるのか、頭の中で仮設を組み立て、口に出していく。恨みがあるから責
め続ける気なら、自分が避けたがる現場に固定したがる。実際には警告し、避ける言動をしていた。
自分の精神を守りたがっている素振りがある。かと言って自分の意見を肯定する気もない。恨みでも
なければ守る気もない。分かっているのは、事故が起きてから現れたのと、現場に関連している点だ。
事故を心の隅で意識し続ける限り、現れ自分を責め立てる。消えない限り不安は消えない。現場に行
き、自分につきまとう奴に言い返して帰ってもらう以外に真の安心を得る手段はない。結論に達し、
湯船から上がった。

　探偵事務所の机の上は書類が散らばっている。書類は警察からの報告書が重なっている。隅には百
科事典が開いた状態でおいてある。
　加納はディスプレイに映るメーラーを操作し、返答の添付ファイルを開いた。電子フォーマットの
データで、グラフが写っている。内容は警察からの交通状況と台帳のデータだ。マウスを使いスク
ロールしていく。顔をしかめ、隅においてある百科事典を手に取って項目を見る。
　机の上に置いてある固定電話の電話が鳴った。
　加納は電話機のディスプレイを見た。ペットショップの番号だ。受話器を取り、耳にあてた。「も
しもし」
『お前か。外にいるからでないと予想してたんだがな』
「要件は」
「保護した鳥の一件だ」
「無事に保護したのか」
　うなり声が聞こえた。『翼だけではなく本体も傷ついていてな、動物ってのは噛み傷から菌が入っ
てだめになりやすいんだ』
「助からなかったか」
『自然じゃ珍しくはない、むしろ当たり前だ。猫が引っ掻いた跡もあったがな、カラスに突っつかれ
たのが大きいな』



「カラスが鳥を襲うか」
『餌なんてゴミを漁ってる方が楽だからな、でも鳥がつついた形跡があった。まさか都会の一区画に
鷹や鷲が住んでるとでも言うのか』
「だな」加納は適当に返事をしながら、事故現場の状況を確認した。事故現場の写真が写っている。
道路に血糊が付着している箇所を拡大する。バイクが転倒したと推測できる場所に羽が落ちているの
を確認した。羽は大量にあり、わずかに肉片が散らばっている。事故後の報告では肉片が飛び散るほ
どの大怪我はないので、人間の肉片ではない。バイクではねた勢いで吹き飛んだので、地面を擦って
いないと仮定できる。鳥を巻き込んだと見ていい。鳥は警戒心が強い生き物で、人間よりも危険を察
知して即行動する。事故に巻き込む程反応が鈍いか、真紀か小代里が運んでいたかだ。現場に向かっ
た時、小代里に聞き出すと決めて手元にあるペンを取って適当な紙に書き込んだ。
『話聞いてるか』ペットショップの店員の声が受話器から聞こえた。
「すまない、仕事に集中していた。警戒心のない鳥は山にいるのか」
『いるにはいるが、人間が餌付けしてるのがほとんどだな。野生の奴は聞いた試しがない」
　加納は顔をしかめた。警戒心のない間抜けな鳥が事故にあうまで生き残る程、日本の山は甘くない。
羽の大きさからして手軽に運んでいけるペットの鳥ではない。となれば野鳥だ。バイクで運んでいた
可能性もあるが、ほぼないに等しい。真紀は野鳥の調査を行うボランティアをしていたが、鳥の扱い
に関して実績がない。ノウハウのない人間が警戒心の強く、扱いにくい野鳥を運ぶのは怪我をしてい
ない限りありえない。頭の中で海を泳いでいる時、明確な障害物にぶつかり我に返った。
「頼みがある。データをメールに添付して渡すから、近辺に鳥を襲う動物はいるか。いたら詳細な生
態を知り合いの学者にでも頼んで送ってくれ。片っ端にだ」
　受話器から笑い声が聞こえた。『突然だな、金くれるならやるよ』
「急ぎだから見積もりは出さない。すぐいつもの口座に振り込んでやる」
『分かったよ。鳥の話、お嬢ちゃんにちゃんと伝えておけよ』電話が切れた。
　加納の顔がこわばった。原因は概ね分かった。だが何故事象が発生したのか。事故を直接起こした
原因でなくとも、根本を見つけなければ解決に程遠くなる。かえって複雑になり何年も、下手をすれ
ば一生絡み続ける羽目になる。キーボードを叩き、依頼のメールの入力を始めると同時に、取ったメ
モの内容を確認するべく、紙に目をやった。メモした内容が見当たらない。適当な紙にメモを取った
のを残念がった。

　日曜はさわやかな晴れだった。
　加納は妻と共に自家用車に乗り、村に向かう道路に向かっていた。
　カーナビゲーションには神社までの案内が映り、車内にＤＪが神妙な口調でニュースを語るラジオ
が流れている。妻を連れてきたのは小代里が少女なので、少しでも警戒を解くには妻を連れた方がい
いと判断したからだ。
　発展途上の麓の町を離れ、徐々にあすなろの林を切り開いた道路に入った。
　妻は窓から見える景色を見た。あすなろの木々の隙間から緑にまみれた山が見える。見慣れない景
色に、遠足に行く子供時代の気分が重なる。加納に目をやった。カーナビゲーションに目をくれず、
前を見て運転している。フロントガラスには伸びた木々の枝が道路にまで伸びているのが見える。街
の並木なら通行に邪魔なので剪定するが、村でやる気はない。「見なくてもわかるの」
「都会の道路と違って、道を新しく作るのができないからね。整備していても変わってない」
「神社で待つって、ほかに場所はなかったの」
「ネットで流れていたウワサだが、村では新居者を募って過疎対策に乗り出している。一方で村の規
則を守らない新居者との間でトラブルがある。互いに鉢合わせになっても問題ない場所といえばバス
ターミナルのある神社位しかない」
「回りくどいわね」妻は笑みを浮かべ、ウィンドウの開閉ボタンを押した。助手席の窓が開き、風を
切る音と共に多重に響く鳥の鳴き声が車の中に入ってきた。
「鳥が多いわね」
「繁殖地だ。でもバードウォッチングには誰も来ない」
「何で」
「鳥は警戒心が強い。特にひなを育てている時期は神経が過敏になる。鳥の警戒が届かない場所で観
察しないといけないが、一帯が繁殖地だから観察出来ないんだ」
　妻は景色を眺めた。あすなろの木と山だけの光景が続く。
　車は奥へと進み、神社の入り口に来た。神社の境内の前は駐車場兼バスターミナルになっている。
車はおろか、バスも１台もない。
　車はバス乗り場に近い箇所に停まった。
　加納はバス停を見た。誰もいない。バスは新居車の住むエリアを通過しない。歩きで神社に来る以
外にない。学生にとって貴重な休みに、時間をかけて待ち合わせ場所に来るか不安だった。
　妻は車の窓からバス停の様子を見た。誰もいない。余りの不気味さに恐怖を覚える。
　加納はダッシュボードにある時計に目をやった。１２時５０分を示している。余計な負担をかけて
しまったと気づいた。バスターミナルを出て道路をたどり、迎えに行くかとハンドルを握った。ギア
を変えずアクセルを踏む気はない。すれ違う可能性がある。小代里個人の連絡先を知らない以上、動
くより松よりない。ラジオの音声に耳を傾けた、山頂にアンテナがあるので、ノイズが入りにくく良
好な音声を発している。
「まだ来ないの」妻は加納に尋ねた。
　加納は時計に目をやった。「約束の時間まで１０分程余裕がある。過ぎたら車を動かす」妻より自
分に言い聞かせた。時間になれば動く。だから今は待てと内心でブレーキをかけた。車を動かして迎



えに行く選択は意識しだすと頭の中で膨らむ。子供相手に失礼ではないかと、うっとうしくたたく。
「気晴らしに外に出るか」
　妻は加納の言葉にうなづいた。エンジンを止め、車を降りた。妻も続いて降りた。ドアのカギはか
けていない。盗む人間もいないと判断した。
　境内の外は車内よりも涼しい印象があった。伸びる木の枝が光を遮り、水が流れる音が遠くから聞
こえてくる。小代里が神社の近くの沢で遊んでいたと言っていた。沢は実際にあるのでウソはついて
いない。記憶が混ざっているだけだ。
　加納はバス停に向かい、腕時計を見た。長針が１２を指すまで５分ある。鳥居に向かった。コンク
リート製で、ガサついた表面をしている。足元の部分は苔で黒くなっている。
「誰もいないの」妻は加納に尋ねた。
「冠婚葬祭で重要な場所だったんだがな。別の場所に移ったか、必要なくなったかで来なくなったん
だ」加納は鳥居から先を見た。拝殿への参道は草むらとなり、獣道をも覆っている。
　妻はバスターミナルの入り口を見た。人がいるのを見かけ、加納の袖を引っ張った。「来たわ」
　加納は妻が見ている方を向いた。バスターミナルに人が来ている。小代里だ。
　小代里は加納に気づき、駆けつけた。「すみません、遅くなりましたか」加納に尋ねた。
　加納は小代里の姿に驚いた。「十分だ。怪我はなかったか」
　小代里の表情が一瞬、ゆがんだ。現場を通るとわずかに意識が揺らぐが、話す気はない。何でも話
ができる程、加納を信頼していない。「大丈夫です、お母さんと同じですね」
　妻は小代里の言葉に笑みを浮かべた。「はじめまして」
　小代里は妻を見て眉をひそめた。「すみません、加納さんの助手の人ですか」
「助手といえば助手かもね」
「俺の妻だ。一緒に現場の調査をする」
「嫌なら行かなくていいのよ」
「いえ、行きます」小代里はうなづいた。
　エンジン音が遠くから近づいてきた。バスがバスターミナルに入ってくる。バス停に停まり、村人
達が降りてきた。皆老人だ。村人達は神社に行かず、バスターミナルから道路に出ている。
　加納は不思議がり、村人達に近づいた。「すみません、行き先を教えてくれますか」
　村人達は加納を見るなり、嫌な顔をして無視して去った。
　加納は無愛想な村人達に渋い表情をした。村の人間はよそ者を警戒している。新居者とトラブルに
なっているウワサと関連はないが、関係があると踏んだ。
　妻は加納に近づいた。「また聞き込みしているの、悪いクセね」
　加納は妻の方を向いた。「すまない、現場に行く。移動手段は歩きか車になるが」
　妻は小代里に目をやった。小代里は何かあるのかと首を傾げた。「現場までの距離は」
「警察が公表した報告書に書いてある。現場はバスターミナルから村に向かって２キロ程の距離だ」
「２キロも歩くの、なら車がいいわ」
　加納は小代里の方を向いた。「君は」小代里に尋ねた。子供を車に乗せる行為は下手をすれば犯罪
になるので、同意を求める必要がある。
「私は」小代里は眉をひそめた。「構いません」
「分かった」加納は車のドアを開けた。「君は後部座席に乗ってくれ。助手席は妻が乗る」
「はい」小代里は後部座席に乗った。妻は助手席に乗り、加納は運転席に乗った。
　加納はドアを閉め、キーを回してエンジンをかけた。ラジオの気難しいトークが社内に響く。加納
はスイッチを押してオーディオをの電源を切った。小代里にはうるさいノイズにしか聞こえないと判
断した。ギアを入れてアクセルを踏み、車を動かした。
　車はバスターミナルを出た。村人達は既にバスターミナルを去っていた。人気はない。窓は締め
切っていた。エンジン音と空調の音だけが車内に響く。
　小代里は震えを覚えた。あすなろの枝で出来た木陰が光を遮り、苔と土が水を蓄えているおかげで
夏にも関わらず涼しい。袖をまくると寒気を覚える。外で涼しいのだから、車の中で冷気に触れれば
寒くなるのは当然だ。かと言って好意で車に乗っている以上、文句を言う権利はない。
　暫く経過した。延々と続く道の一区画に車を止めた。
　加納はカーナビゲーションに映る座標を見て、ダッシュボードの中に入っている紙を取り出して書
いてある座標と比べた。ずれはあるものの、概ねあっている。窓を開けて周辺を見回した。誰もなく、
車通りもない。「降りるぞ」運転席の脇においてあるかばんを手に取り、ドアを開けて車の外に出た。
妻と小代里も続いて降りた。
　外の景色は今までたどってきた道と変わりない。鳥の鳴き声が響き渡っている。
　加納は車の鍵をかけ、かばんからスマートフォンを取り出して地図を写した。座標は車載のカーナ
ビゲーションより粗いが、分かればいいので問題ない。近くに送信所があるので通信圏内だ。村側に
向かってあるき出した。
　妻は面倒くさそうな評定をした。「歩くの、奈良車で行けばいいのに」
「車で行ってもいいが、事故が発生した過程が見えにくくなる」
　妻は小代里の方を向いた。「歩いてきたんでしょ、同じ道を戻るってきつくない」
「大丈夫です、慣れてますから」小代里は加納の後をついていった。
　妻は二人の後を追った。
　事故現場まで距離は数百メートルの距離だった。尾根を通る道ではないので勾配は緩やかなものの、
坂道を登るのに慣れていないと息が上がってくる。妻は歩き慣れていないので疲れを覚えた。
　加納は周辺を見回しつつ、警察からの報告書を見て状況を確認していた。事故現場までの道は山道
で登りがあるものの、特別な道ではない。車通りも人通りもなく、見通しも良い。歩道と車道を区切
るラインがあるだけだ。事故が起きるとすればスピードの出しすぎで歩行者に突っ込んだのが普通だ。
報告書にも事故原因として書いてある。
　小代里は事故現場に近づくに連れ、徐々に息苦しさを覚えた。



「もう疲れたの」後ろから声がした。
　小代里は後ろを向かずに歩いていく。誰が話しかけてくるかわかっている。実際にいる人間ではな
いのもわかっていた。場所を問わず自分につきまとうなど、現実にいる人間には出来ないからだ。現
に自分以外誰も声に反応していない。
「知らない人について行っちゃ、駄目だって聞いてなかったのかな」
　小代里は無視を決め込んだ。
「知らない人についていくと、ひどい目に合うよ。今からでもいいから逃げちゃえば」少女は小代里
の隣に来た。
　小代里は長女に目をやった。少女は指で小代里の隣を示している。指差す方を向いた。ガードレー
ルの切れ目から獣道がある。よく村人が入っていく道だ。山菜採りにでも使う道と見える。獣道に
入ってしまえば地元の人間でない限り追跡出来ない。
「行けば」少女は笑みを浮かべた。
　小代里は獣道から目をそらした。自分から協力すると言っておきながら逃げる気はない。かえって
面倒を起こすだけだ。
「関わらない方がいいよ、大人ってろくな奴じゃないよ」
　少女は小代里に話しかけるも、小代里は一切耳にしない。次第に飽きてきたのか、ガードレールに
座って三人の様子を見た。真面目に事故現場に向かっているのを見て、不快な表情をした。
　加納は鳥の鳴き声にカラスが多重に混じっているのに気づいた。カラスの鳴き声は濁っていないの
でハシブトガラスだ。成鳥はペアを組むが群れないので多重に聞こえない。若鳥が集まっているのだ。
　三人は緩やかな坂を登りきった。事故現場に到着した。
　事故現場は警察が掃除をし終えたので、事故現場の痕跡はない。ガードレールも補修済みで、１箇
所だけ明らかに新規になっている。
　加納は後ろを向いた。小代里と妻がついてきた。妻は息が上がっている。緩やかな坂でも苦労する
のでは、山登りにつれていくのは無理だ。
「最初から車で来れば楽だったのに」妻は加納にぼやいた。
「たかが坂一つで息が上がると予測できなかった。小学生でも問題なかったんだ、普段から体を鍛え
ておかないとな」
「私は中学生です」小代里は平然と言った。
　加納は苦笑いをし、ガードレールに近づいた。一部が新しくなっている。補修したのは人以外の何
かがぶつかり曲がったか、血がこびりついたかだ。ガードレールは人体より硬いので、人がぶつかっ
た程度で曲がらない。血がこびりつく程の重大な事故だとわかる。警察の報告書では真紀は意識不明
に陥っているが、体の一部が欠損したとの記述はない。
　小代里は道路の中央を見た。アスファルトで覆った道路は整備していない。意識が揺らぐ感覚がし
た。脳裏に視界に映る情景と同じ光景が現れる。体に染み付いた、村に向かっている時の感覚が表に
出てくる。涼しさでひいていた汗が吹き出してきた。
　カラスの鳴き声が多重に響く。空き家周辺の光景が広がる。
　空き地の周辺は膝丈ほどの高さの草が覆っている。小代里は突然の光景に混乱し、立ち尽くしてい
る。
「何やってるの、助けないの」少女の声が響く。
　小代里は声がした方を見た。草むらの中で少女が下を指差している。何があるのかは感覚で知って
いる。姿は草むらに隠れてわからない。無視しても構わないが、心の中から響く声が、後悔すると頭
を貫く。いを決して歩いていく。草むらは足元に触れた途端に消える。草むらが透き通り、少女が指
差した物体が見える。次の瞬間、肩に重い何かが乗っかった感覚がした。振り返った。妻がいた。
「危ないわ。車が来る時間が分からないのと同じだからね」加納は道路の真ん中に目をやった。「何
かあったの」
　小代里は周囲を見た。歩道から数歩中央に向かって歩いていた。見ていた光景は幻だ。白日夢でも
見ていたのか。徐々に血の気が引いていく中、歩道に下がった。
　加納はアスファルトを観察した。掃除しているものの、わずかにゴムをこすった形跡がある。中央
から前にはない。形跡をたどると縁石に向かう部分で消えている。警察の報告では事故車はバイクと
なっている。神社に向かう途中、中央でスリップしたと捉えていい。スリップした痕跡はバイクから
見て左側にそれている。歩行者は左側通行なので、対面方向に歩行者がいる場合、バイクから見て右
側になる。歩行者が歩道を法に準拠して歩いていたと仮定すれば、バイクが巻き込む事態にならない。
何かしらの問題が歩行者側にあったのは確かだ。周囲を見回した。カラスが群れて木の枝に止まって
いる。
「何か分かった」妻は加納に尋ねた。
「事故が起きた直接の要因はな。何故の部分も見当は付いているが確証がない」
「見当って、何ですか」小代里は恐る恐る加納に尋ねた。答えが脳裏に浮かんでいる物体
「鳥だよ」加納は言い切った。
　小代里は目を丸くした。自分が見た幻影の物体と、空き地で見た物体の光景と共に道路の上にいる
物体が重なる。怪我をしている鳥の姿だ。「何で、落ちてたのが鳥だって分かるんですか」
　加納は小代里の言葉に眉をひそめた。鳥が関係していると言ったが、落ちていると言っていない。
現場で鳥がいたと分かっているのは調査した人間か、現場にいた人間か鳥を落とした輩しか分かり得
ない。分かっていると言った以上、事故の記憶はある。記憶が復活したか嘘をついていたかだ。
　小代里の体が震えた。道路の先に傷ついている鳥が脳裏のフィルタを介して映っている。「私は近
づいただけ。近づいただけで」目が潤んできた。少女が小鳥の前に現れ、腕を組んで笑みを浮かべて
いる。
「何も知らないまま、ウソをついていれば楽だったのに」少女は鳥をすくい、小代里に近づいてきた。
　小代里は少女に恐怖を覚え、引き下がる。ガードレールにあたった。
　妻は小代里が不安定な状態になっているのを悟った。瞳孔が開いている。事故直前の状況がフラッ



シュバックを起こしているのが分かり、抱きしめた。
　小代里は体温の感覚で我に返った。少女と鳥の姿が消えた。「なんなの」
　妻は小代里を解いた。小代里は力を失い、へたり込んだ。「鳥がいた。私は鳥を、何で分かったの。
何で鳥が」うわ言をつぶやいた。
「カラスだよ」加納は小代里に近づき、カバンから紙を差し出した。「野鳥調査をしている協会に問
い合わせた。一帯は道路が走っているので警戒心の強い猛禽類は寄ってこない。カラスが食物連鎖の
最上位にいるんだ。だがカラスは狩りに向かない体つきなので確実に仕留めるのは難しい。とどめを
刺せず、道路に落とした。カラスが放置したのは人が通る場所だからと諦めたか、車でひいて肉塊に
して食べる気だったかだ。時にバイクが来て事故が発生した。顛末は以上だ」
　小代里は紙に書いてある内容を読んだ。カラスの分布図と習性について細かく書いてある。
「鳥をひいて食べたの」妻は加納に尋ねた。
「諦める道を取ったと判断している。でなければカラスもひいている。羽くらい落ちててもいいが、
実際には見かけない」加納は足元を見回した。アスファルトと土との境に足の甲程の高さの草が生え
ている。鳥の羽は落ちていない。
　小代里は力なく息を吐いた。自分の優しさが他人を破滅にまで追い込んだ。真実を知った時、自身
は何もしない方がいいのではないかと気づいた。「私が鳥を助けたから、真紀さんは」
「適切だと判断して行動した結果、最悪の状況になるのは多々ある。動物は予見できないからな。辛
い経験は初めてか」
　小代里は加納の方を向いた。「あるの」加納に尋ねた。
「生きている限り何度でもある」
「何をすればいいかな」
「向き合う。逃げる。忘れる。自殺する。手段は何でもあるが最後は自分で埋め合わせるしかなくな
る。後悔は向き合わなければ、一生引きずったままになる」
　小代里は事故が起きた道路の中央を見つめた。少女の姿も鳥の姿もない。見慣れたアスファルトが
あるだけだ。


