
雷天（仮）

　７月を越え、８月の上旬に入った。山中の開けた場所にある荘園は梅雨が明けないまま、晴れのない天候が続いていた。
　生える草は濡れたままで乾いていない。空は灰色に染まっていて、遠くに見える山頂は下がった雲で見えなかった。宮と対象の
端に堅牢な造りをした領主の家が見える。入り口の門は固く閉まっていて、客人や身内を除いた人間を拒絶している。
　家の中庭は回廊が脇を固めていて、湿った砂利が敷き詰めてある。二人の武士が木刀を構え剣術の稽古をしていた。一人は壮年
で甚兵衛と言い、もう片方は若年で朝久と言った。
　二人は共に牢人で、荘園には武者修行と称した仕官を理由に荘園を訪れていた。領主は平時を理由に登用せず、客として迎え武
芸の技量を試すと同時に、雑用の処理を理由に置いていた。
　互いに木刀を手足に向けて振っては、当たるまいと払っていく。木と木がぶつかる軽快な音が響く。勘兵衛は朝久の木刀を払っ
た瞬間に間合いを詰めた。
　朝久は振り切った木刀を戻すも間に合わない。
　勘兵衛は朝久の胴をつかみ、足をかけて重心を傾けて倒した。
　朝久は砂利の地面に倒れた。灰色の空に染まった視界に勘兵衛の姿が入った。木刀を納めていた。
「相手が近くにいる時に大きく払うな、懐に入るのは容易だったぞ」勘兵衛は笑った。
　朝久は立ち上がった。背中に痛みがあるが、動きに支障はない。「突然仕掛けてくるとはな。振れば下がると予想していたんだ
が」
「引き下がっていたら死んでいる。向かうしかあるまい」
　朝久は空を見上げた。輪郭を持った雲が動いている。「晴れないですね」
「今日も請いをしておったな」
　朝久は顔をしかめた。「収穫に響きますかね」
「現状なら村の人間が詳しい。わしらが意見する立場にない」
　勘兵衛は木刀を腰にかけて、回廊に向かった。
　朝久は勘兵衛に続き、回廊を通り裏の門に向かった。
　裏の門は表と異なっていて、簡素で見張りが一人しかいない。屋敷に物資を卸ろし、肥を取り出す者達が行き来している。皆顔
見知りなので不審者の見分けは容易だ。知らない人間が来たら止めればいい。
　朝久は周囲に人が来ていないのを確かめた。門塀に声をかけた。門塀は了承し、屋敷を開けた。外に出た。
　外は藁葺屋根の家が農地の近くに建っていた。端には境内があり、奥まった場所に祠がある。田の水は土手にまで張っていて、
用水路は水が満ちていた。畑の土は水を帯びていて粘土に近い輝きを放っている。農夫が農作業をしている。手の空いている者は
宮に向かっていた。水神の暴れを抑え、晴れを乞う為だ。
　朝久が畑の脇の通路を散策していると、子供達とすれ違った。子供達は脇の道で枝を手に取って剣術ごっこを楽しんでいる。立
ち止まり、稲の状態を見た。葉が黄色みがかっていて、地面に近い部分が大きくそれている。水が過剰で土の栄養が薄まっている
ので、吸収しきれず弱まっているのだ。日が差さず、夏でも秋の中にある程に涼しい現状では稲は育たない。収穫が出来ず農民の
生活に支障をきたすのは容易に予測できた。
「朝久様」朝久の後ろから声が聞こえた。
　朝久は後ろを向いた。領主の使いが駆けてきた。
「勘兵衛様が外に出たと聞いて探していました。お館様がお呼び出しです」
　朝久は使いに体を向けた。「何用か」
「詳細は聞いておりませんが、直ちに屋敷に戻って話をしたいと仰っていました」使いは喘ぎながら声を発した。
　朝久はうなづいた。「案内を」
「はい」使いは屋敷に向かった。
　朝久は使いに続いた。
　屋敷に向かい、領主がいる広間に来た。薄暗い光が開ききった戸から差し込んでいる。初老の領主が座っていた。脇には巻物と
封筒が置いてある。
「御用との話を聞き、参上致しました」朝久は間に入り、領主に対して座った。「して、用件とは」
「天候が回復しないのは分かるな」
「空を見れば」
「龍の暴れは村の近辺だけではなく、山の一帯にまで広まっている。治らないまま時期が来れば問題を起こしかねん」封筒と巻物
を手に取り、立ち上がって朝久に近づいた。「故に村より先手を取る。村に渡せ」
　朝久は領主から封筒と巻物を手にとった。「両方をですか」
「手紙をだ。片方は地図だ」
　朝久は巻物を開けた。隣村への地図が書いてある。現在地から山道に入り、堂を通過して村に入る。大まかだが山道は尾根を通
れば集落にたどり着く。
「届けるだけですか」
「返答があれば戻れ」
「出立の時期は」
「今すぐが最もで村までの距離は１０里程度だ。１日も歩けば着く」」
　朝久は受け取った手紙を見つめた。命令でも今すぐ出ろとは無理がある。領主に目をやった。「わずか１０里とはいえ、山を通
るなら不測に備え装備は必要です。出立は明日の早朝とします。お待ち出来ませんか」
　領主は顔をしかめた。朝久は領主の反応に落胆の表情を浮かべた。目上の人物に反目してしまったと気づいた。「構いません。
今すぐにでも向かいます」
「明日に向かえるなら良い、急を用していないのでな。金や道具の不足は使いに言え。書簡は見てはならぬぞ」
「存じております」朝久は頭を下げ、巻物を巻いて付属している紐で縛った。立ち上がり、下がって廊下に向かった。食客が住む
対屋に来た。牢人が集まって生活をする場所だ。ふすまを開けて入った。隅に荷物がまとまって置いてあり、薄い日が窓から差し
込んでいる。
　勘兵衛が端に置いてある机で書を書いていた。朝久が入ってきたのに気づき、筆を止めて硯に置いた。「散歩から戻ったか」
「領主から頼みを受けた」朝久は手紙と巻物を置いた。勘兵衛は巻物と手紙を見た。特殊な加工をしていない。「明日の早朝に、
１０里離れた村に届けろとの話だ」
「１０里の村とな」
「知っているのか」朝久は勘兵衛の言葉に食いついた。
「話に聞いているだけだ。１０里とは、随分近いな」
「いくら山間とは言え、馬を使えば往復は１日としてかからん」朝久は巻物を取り出し、床に置いて開いた。勘兵衛は地図を眺め
た。
「共をしますか」
　勘兵衛は首を振った。「一人で十分だ」
「ですね」
「しかしながら、今の状況ではぬかるみで動きにくい。わざわざ頼んでいるのだ、短くとも酷と見ていい」
　朝久は険しい表情をした。「タダでは済まないと」
　勘兵衛はうなづいた。「山が高くとも低くとも遭難はする。気を抜くな」
　朝久は巻物を巻いた。
　翌日、朝久は夜明けと同時に領主の付屋から出た。
　空は灰色に染まっていて、丸い日が山間から雲を透かして浮かび上がっている。農家は畑に足を踏み込み作業をしている。
　朝久は村の端を通っていた。



　村の子供が近づいてきた。旅装束をした男を見るのは珍しかった。「出ていくの」
　朝久はうなづいた。
「早いんだね、でも先に出てった人もいたよ」
　朝久は子供の言葉に眉をひそめた。一緒の部屋にいる官兵衛は出ていく時に庭で木刀を振っていたのを見かけている。密命を受
けたとなれば朝早くに出ていくのが普通なので、木刀を振っている暇はない。他の食客が出ていったと見るのが普通だ。「なり
は」
「同じ格好をしていたよ」子供は明瞭な口調で答えた。
「行き先は」
「山を越えるって言ってた」子供は西側の山を指差した。
　朝久は気難しい顔をした。向かう方向は同じだ。旅は一人より二人以上の方が安全だ。「出た時間は」
「半刻もないよ」
「分かった、ありがとう」朝久はあぜ道を駆けて村を出ていった。
　村に生えている木が不自然に揺れた。
　子供は木の枝に目をやった。猿が木の枝にいるのを見つけた。
　猿は子供と目が合うと次々と近隣に生えている木へ飛び移っていく。徐々に奥まった山の中に消えた。
　子供は猿の姿を気にせず、遊びに子供達がいる外れに向かった。
　朝久は荘園を抜け、山道に入った。入り口で番をしている男は朝久の姿を確認し、礼をした。
　山道は尾根に沿っていて、木と足元の高さまである草を切り開いた獣道になっている。脇に生える木々は乱雑に生えていて、至
る場所に人が踏み込んだ形跡がある。道に近い場所に生えているクチナシに白い花が咲いていて、匂いを撒き散らしている。地面
はぬかるんでいる。
　朝久が地面に踏み込むと粘り気のある土にめり込む。抜け出すのに力を要した。半刻程山道を歩き、立ち止まって他の山を見た。
穏やかな高さの山々が緑に染まっていて、激流の川が下に流れている。今まで通った山道と特に変わりはなく、領主が村に行くの
を避ける理由が見当たらない。
　猿が木の上で朝久を見ていた。朝久が歩いていくと、猿は別の木に飛び移った。
　木が揺れ、葉がこすれる音がした。
　朝久は音を聞き、立ち止まって音がした方を向いて腰にかけた刀に手をかけた。誰もいない。一息つくと刀を手から離し、再び
歩き出した。
　空が次第に濃い灰色に染まっていく。朝久が着ている合羽に雫がかかり、滴り落ちていく。雨が振り始めた。朝久は村に近いな
がらも領主が直に向かうのを避けた理由の一端を悟った。

　頭に傘を付けた女と男が連れ添って山道を歩いていた。女は着物を通しても、なまめかしいと分かる体つきをしている。共にい
る男は欲を抑え理性で行動出来る年齢で、相応の顔つきをしている。
「すみません、わざわざご一緒してもらいまして」女は丁寧な口調で男に話しかけた。
　男は笑みを浮かべた。「女一人で旅に出ているとなれば、見過ごせません」
　クチナシの花が咲が咲き乱れ、匂いが充満していた。
　女は立ち止まった。開けた場所に分かれ道がある。道標はない。先は３つ共山道の起伏と振り始めた雨の雫で見えにくい。
　男は巻物を取り出し、開いて道を確認した。
　女は男の袖を引っ張った。「右です」
「分かるのか」
「来た道を戻るだけです。分からずに一人で戻る道理はないです」
「確かに」男はうなづいた。
　遠くから木々が揺れた。
　男と女は周囲を見回した。直後にみすぼらしい格好をした４名の賊が木の隙間から現れた。
「随分いい女連れてるな」賊の一人は生々しい体臭を吐き出し、女に近づいて笠を上げた。細めの切れた目と艶のある赤い唇をし
ている。男を引きつける顔だ。
　族の一人は女の目を見て戦慄を覚えた。女は大抵恐怖で震え上がるが、目の前の女は恐れも震えもなく平然としている。寧ろ賊
が犯すのを望んでいる気配すらある。
「怖がってんのかよ」隣りにいる賊が声をかけた。
「女が不気味に見えないか、まるで腹をすかせた熊だ」
　隣りにいる賊は笑い出した。「不気味だって、馬鹿を言うなよ」
　怖がっている賊は女の姿を見た。何も感じない。
　賊の一人が女に近づいた。「何も命を取ろうってんじゃない」女に顔を近づけた。
　女は近づいた賊に不快な表情を見せた。賊は笑みを浮かべた。
　賊達は徐々に二人を囲んだ。
　男は女の前に出た。
「さっき言ったけどよ、命も操も取る気はねえ。領主から聞いてんだろ、刀一振り置いていけ。ついでに女も借りる。先は知らん
がな」賊は下品な笑みを浮かべた。山間にいる賊は男から命を、女から操を奪う犬畜生の集団ではない。山に住み、生活に必要な
武器や金銭を通行者からせしめる武士の崩れだ。奪った金は荘園にて生活物資に変え、山に戻って通行者から財産を奪い取る。荘
園の見張り番と言える存在でもある。「山に入ったら山の神様に初穂を払えって、教えてもらってなかったのか。分からないなら
今すぐにでも、山の厳しさと一緒に教えてやるよ」
「教わるまでもない」男は刀に手をかけて抜いた。「山の神にはお前の命と血を捧げてやる」
　女は男の姿を見て恍惚の表情を浮かべた。
　賊は身構えた男を見ても表情一つ変えず、平然としていた。構える以前に刀を抜く気もない。
　男は戦う気のない賊達の姿に眉をひそめた。直後に背中に一直線の熱い感覚が走った。熱さは一瞬で消え、痛みと共に体から力
が抜けていく気がした。男の背後にいた賊の一人が刀で男の背を切ったのだ。男の背中から血が吹き出した。
　賊は男がふらついたのを確認して一斉に刀を抜いて切りつけた。
　男は意識を失い、うつ伏せに倒れた。
　賊達は刀を払い、刃についた血を落とすと一斉に女に目を向けた。雨で着物と髪が濡れ、よりつややかになっている。クチナシ
の匂いがより強く漂い出した。
　女は先程まで生きていた男の死体を見て、目を細めた。「男は死にました。初穂として刀を奪えば、払ったとみなして通してく
れますか」
　賊の一人は女に顔を近づけた。「奴は奴で払う気がなかったから死んでもらっただけだ。お前はお前で払わなければ通さん」
「困りましたね、隣の村まで１０里もないと聞いていましたから、手持ちの財はさほど持ち合わせていないのです」
　賊は女の肩に手をかけ、着物をずらした。「女は女で払う手段がある」
　女は賊の手を払おうとしない。顔が緩んだ。
　雨脚が強まった。
　年長の賊は女が平然と対応しているのに不自然さを覚えた。
　賊は女から湧き出る黒い影の存在を悟った。影に触れた瞬間に意識がゆらぎ、女がより色気をまとって見える。クチナシの匂い
が強く、理性が溶けて欲望が顕になっていく。女の体に目をやった。女の着物が濡れて体に張り付いている。下半身がうずき、体
を求めだした。穴に入れて内にある欲望を解き放たなけば、興奮とうずきは止まらない
　地面のぬかるみから抜く足音がする。賊達は誰も気づいていない。雨の音は足音だけではなく、刀を抜く音すらもかき消す。
　賊の一人がうめき声を上げ、地面に倒れた。賊達は驚き、倒れた賊の方を向いた。
　女は隙を見て森の中に逃げた。
　賊達は、一斉に倒れた賊の方を向いた。朝久が刀を片手に持って立っている。
　朝久は女と異なった木々が茂っている方に逃げた。賊は朝久を追いかけた。突き放した段階で木を背にし、賊がいる方に刀を構
えた。
　賊の一人が声を上げて袈裟に切りかかった。朝久は軌道を読み、背にした木に沿って避けた。刀が僅かに肩にあたった。服が切
れてえぐりとった傷が出来る。体が興奮していて痛みはない。賊が振った刀は木の幹に食い込んだ。



　頼久は木に食い込み動きを止めた瞬間を狙い、賊の腕を切った。刀を持っていた腕を切断し、切り口から血が吹き出した。刀を
返して首を切った。首から上から体から離れ、頭が転げ落ちる。立っていた体はバランスを失い、切断した首から血が吹き出した
状態で倒れた。残った賊の人数を確認した。３名が片手で刀を持っている。
　賊の一人が朝久に踏み込むと同時に、刀を大きく袈裟に振った。
　朝久は刀をかわし、側面に回った。賊の一人は刀を返して朝久に振った。朝久は族の伸び切った腕を切り、腹を蹴った。賊の腕
が刀を持ったまま体から離れ、草まみれの地面に落ちた。賊の体は蹴りを受けた勢いで倒れ、激痛で大声を上げて悶えている。
　残った二人の賊は朝久の両脇に動いた。囲い込み同時に切りかかる作戦だ。徐々に間合いを詰め、刀が届く範囲で同時に切りか
かった。
　朝久は切りかかる直前で賊の一人に近づいて回避し、背面に回り込むと同時に胴抜きで賊を切った。賊の胴が切れ、内臓が飛び
出した。切断面にケリを入れて体勢を崩し、袈裟に切り捨てた。賊は内臓とともに血を体内から吹き出して倒れた。
　残った一人は正面から踏み込み、朝久に向かって刀を振り回した。適当に振った刀は正面だけにしか効果はなく、容易に読める。
水平に薙ぎ払った瞬間、朝久は上半身を下げて回避するど同時に足を切り払った。切った足から血が吹き出し、重心が傾いて倒れ
た。
　朝久は倒れた賊に近づき、胸を突き刺した。刀が肉に埋め込んでいく感覚が手を通して伝わる。賊はうめき声を上げ、突き刺し
た箇所から血が吹き出す。賊から刀を抜いた。
　片腕を失った賊は、戦意を失って朝久から逃げ出した。淡々とした処理から、人を切り慣れていると分かった。今の状況で相手
をすればもう片方の腕だけではなく、命までなくなる。
　朝久は追う気はなかった。静かになった。周囲を見回した。生きている賊はいない。女の姿も見えない。徐々に力を抜き、刀を
払って血を落とした。僅かに残った血は刀に付いた油で浮き、雨と共に落ちた。深呼吸をして刀を納めた。※
　女は道に転がっている賊の死体を見つめていた。血が切り口から流れ、雨水で薄くなり地面に染み込んでいく。僅かな震えを覚
え、口が緩んだ。朝久が立っている場所に向かった。「賊から助けて下さり、ありがとうございます」頭を下げた。
　朝久は女の体を眺めた。体は濡れていて、怪我どころか血糊も付いていない。漂うクチナシの匂いに眉をひそめた。
「雨は大丈夫か」朝久は女に尋ねた。人の死は日常の一部で、女と言えど死体や血を見るのに恐怖はなく精神に影響はない。雨で
動きに支障が出るのが気にかかっていた。
「旅の途中で時雨に合った程度で、足を止める気はありません」
「近くに荘園がある。引き返すといい」
「近くですか」
　朝久は自分が来た道を指差した。「荘園から来たんだ。一刻も歩けば着く。非情ではないから身を寄せて」
　女は首を振った。「私は別の村に向かっています。今更別の道を通れと言っても無理です」
　朝久は眉をひそめた。女を助ける気はあるにはある。一方で自分には村に向かう命を受けている。行き先が分からない人を助け
るために遅れましたでは言い訳が立たない。
「行き先は」女は朝久に訪ねた。
「８、９里ほど離れた村まで」朝久は簡潔に答えた。
「村ですか。夫から途中の分かれ道で待ち合わせると手紙を受け取ったのです」
「手紙か」
　女はうなづいた。手紙を受け取ると早く会いたいと村を飛び出したのだ。
「では行き先は同じだと」
　女はうなづいた。
「では共をする。賊がまた現れるやもしれん」
「はい」女は笑みを浮かべた。朝久は喜びと異なる質の笑顔をしている女に不気味さを覚えたが、感謝に慣れない人なのだと勝手
に理解した。空を見上げた。灰色の空は一変の青い部分はない。
「当面雨が続くぞ。合羽を」
「不要です。今の格好が一番慣れていますから」
　朝久は女の格好や冷静な応対に不審を覚えつつも、道を進んだ。同じ行き先なら、共に行く方が良いと判断した。女は朝久に続
いた。
　猿が木の上から二人を見ていた。朝久と女が道を行くと、猿も木を渡って二人を追った。
　雨は延々と降り続いた。止む気配もなくぬかるんだ道を進んでいく。尾根をたどる山道は高さがさほど変わらない。手の入って
いない緑が生い茂る森が先に見え、山道の脇には笹とクチナシが生えている。クチナシは白い花を咲かせ、匂いを撒き散らしてい
る。
　女は朝久の隣にいる。後ろにつかないのは先の光景が見えなくなるからだ。賊の類いだけではなく、道を行き交う人が誰もいな
い。
　朝久は女の方を向いた。笠からしずくが滴り落ちている。着物は濡れていて、肩が乱れたままはだけて白い肌が顕になっている。
荘園に滞在している時は剣術に打ち込んでいたので女とは無縁だった。村人に会っても人として接していたので感情のゆらぎはな
かった。匂いと視覚で思考に惑いが生じ始めた。理性が薄まっていく。雨の冷たさに打ちひしがれる体が、温もりを求めている。
脳裏に女に近づく妄想が浮かび、まもなく消えて目の前の景色に戻る。雨が体温を奪い、体を重くして弱めているのだと言い聞か
せていた。
　女は朝久の足取りがわずかにふらついているのを認めた。「調子が悪いのですか。休みませんか」
「足を止めれば、ますます一歩を踏みにくくなる。歩けるうちに歩いておく」
　女は朝久の状況を見て、わずかに表情が緩んだ。
　時間の経過と共に雨脚が徐々に強まっていく。先が見渡しにくくなった。地面の土は水を吸い付くして水が浮き出ていた。
　草鞋と足袋も水を吸い、足を冷やしていた。足元と狭まった視界の中で見える獣道だけが頼りだ。
　朝久に頭が体に進むなと、休めと命令している。朝久は命令に反して動きを止めず、歩き続けていた。道のぬかるみで足が重く
なり、軽くよろけた。女は朝久の腰をつかんで支えた。
「大丈夫ですか」女は朝久に声をかけた。
「大丈夫だ」朝久は立ち止まり、山道の脇を見た。濡れた岩で構成した崖があり、下は雨粒で見えない。代わりに川の水が流れる
音がしている。朝久は女の手を腰から払うために取った。手が温石に触れたのかと錯覚する程の絶妙な暖かさを持っている。手だ
けではなく、直に抱けば以下に温まるのが容易なのかとよぎったが、理性が安易な欲情を打ち消した。
「疲れが見えていますが、休みを取る必要があります」
「必要ない」朝久は女の手をつかみ、腰から離した。
　山道の休む場所は崖の近くしかないが、雨で滑って崖に落ちかねない。休むのを諦めて歩き続けるしかない。
　雨は降り続いている。空の状況は灰色の雲を含めて何も変化はなく、時間の把握を困難にしている。
「君は夫に会う為に来たと言っていたが、一人で来たのか」朝久は適当に声をかけた。話をして気が紛れないと体が拾いで染まっ
てしまう。同時になまめかしい女の姿と匂いが理性を削りとっていく気がした。
「何でですか」女は平然と尋ねた。
「村を出る時、拙と同じなりの者が出たと聞いた。君は同じ格好ではない。賊の前に転がっていた死体が該当すると見ている」
「私と賊が殺した男が別の場所から出た人で、出ていった人は別の道に向かったと認識出来るのですが」
「確かに」朝久はうなった。同じなりの男は逆の道を通った可能性がある。道があれば先に集落があるのは当然だ。
「余計な勘ぐりは無駄な消耗を呼びますよ」
　朝久は一瞬、渋い表情をした。
　次第に地面が平坦な岩が土から浮き出ている場所に来た。ぬかるみはなく、足を上げやすくなっている代わり、滑りやすくなっ
ている。獣道の脇の一方が崖になっている。下は雨粒で紛れて見えない。
　分かれ道に来た。一方は尾根に沿った緩やかな道で、もう一方は上に登っている。

朝に確認した地図では尾根をたどればちょうど道程の半分に、奥宮の堂があると書いてあった。消えていたクチナシの匂いが強い。
歩いている時は雨で落ちていたのか、特に意識をしていなかったのか感じていなかった。濃密な匂いが妙な心地よさを与える。雨
で重くなり、疲労が溜まった体と合わさって眠気を誘発する。
　女は朝久の顔を見て疲労を覚え、睡魔が襲い始めたのに気づいた。目を細めて笑みを浮かべた。
「登りきった先に東屋があります」上に向かう道を見つめた。
　朝久は女が見た方に目をやった。獣道を伝って水が流れている。「君の行き先か」
「別の道を行くのですか」



「尾根沿いに行く」
　女は朝久の方を向いた。「共がいない状態で、女一人で向かえと仰るのですか」
「近場とは言え、拙にも行き先がある。夫に会うにしても時間が分からないとなればむやみに回り道は出来ない。戻ってくる頃に
日が暮れていたのでは洒落にならんからな」
　女は笑みを浮かべた。「東屋まで半刻もすれば着きますよ。大丈夫です、お休みになれば意固地な態度はまもなく溶けて変わり
ますとも」朝久に近づいた。クチナシの匂いが漂う。
　朝久は匂いにめまいを覚えると共に、引き下がった。匂いの正体を悟ると同時に、理性が削れるのを抑えた。
　女は朝久の手を取った。朝久は抵抗するも、女の握力で解けない。女の握力ではなく、人ではありえないまでに冷たい。「あな
たが私を見ていた視線、知っていますとも。冷たくなった体を私で温める。欲に忠実なのはいけないのですか」自らがつかんでい
る朝久の手を胸に当てた。不敵な笑みを浮かべた。
　朝久は女の目を見て立ちすくんだ。引き下がる、逃げると言った選択肢が頭から消えていく。
　女は朝久の股間に手を当てた。「幾多の賊を切り捨てた力、未だ溜め込んでいますね。抑え込めない力は体に毒となり自らを滅
ぼします。自らの毒を吐き出せと警告しているのです。早く開放しなさい。手伝いますとも」
　朝久は女の顔や髪の美しさに力が抜けていく。抱けば自らのうちにある斑が消えていく。遠回りをしても１、２日も伸びはしな
いのだから、寄り道をして構わない。脳裏に欲望を肯定する言葉がよぎっていく。女がつかんでいる腕の感覚が鈍り、冷たさも消
えていく。女が胸に当てている手から力が抜け、胸をつかむ。
　女は舌で唇をなめた。「今すぐとは、相当にこらえていたのですね」
　朝久の理性は色に溶けかけたが、僅かな破片すら溶けはしなかった。雨にあたっている肩の傷が痛みを与え、脳に刺激と共に溶
けきれない理性に気づかせた。朝久は女の胸をつかんでいる手に力を入れた。手首が回る程度に動く。服をつかみひねると同時に、
足を女の足元に引っ掛けた。女は大勢を崩した。ひねった腕に力を入れて女を地面に叩きつける。理性を奪うまでの誘惑を払うに
は他に手段がない。男に比べて身軽な女と言えど、片手で振り回す程の軽さはない。男の腕に激痛が走る。女を地面に叩きつけた
瞬間、痛みと衝撃でつかんでいた手がゆるくなった。女から手を離す。同時に引っかかっていた理性が誘惑で溶けていた感覚を呼
び戻した。無意識に身構えていた。
　女が立ち上がる気配はない。朝久は地面に叩き伏せた程度で死んだのかと不安になった。女に近づき、脇に立った。動きがない。
内心で気を失っていると言い聞かせた。
　空が暗くなり、雷鳴が響き渡る。
　女は不気味な笑みを浮かべて朝久の足をつかんだ。「素直になりなさい」朝久の足を引っ張り倒した。
　朝久は足元が岩がむき出しになっている状態であおむけに倒れた。
　女は立ち上がり、服に着いた泥を落とした。笠が落ち、くしが外れて腰まである髪が垂れている。笑みを浮かべたまま朝久を見
つめた。
　朝久は女への欲情は消えていた。恐怖心と生命を守る本能が頭と体を支配していた。腰にかけた刀に手をかける。
　女は同時に背中に手を回し、帯に隠していた小刀を手に取った。
　朝久は恐怖心からあえぎつつ、刀の束に手をかけた。女は共でも伽の相手でもない。自分を乱し落とす敵と判断していた。
「抵抗さえしなければ」女は笑みを浮かべたまま小刀のサヤを抜き、朝久の腕に向かって突き出す。
　女が動いた瞬間、朝久は間合いに入ったと確信して刀を抜く。抜いた勢いで女を水平に切った。女の体が真っ二つに切れ、胴か
ら血と内臓が飛び散った。小刀を突く勢いは薄れ、朝久の体の上に落ちた。
　朝久は女の体を払って立ち上がった。服に血と肉片がついている。肉片は手で払った。生暖かい血はしみ込んだ雨により、温度
と共に薄まっていた。
　空が光った。しばらくして雷が落ちる音がした。
　朝久は刀を振って血と肉を払ってからしまい、女の死体を見つめた。人を切った経験は数知れないが、女を切った経験はない。
動揺を覚えつつも、たかが人を一人切っただけだと言い聞かせ、尾根沿いの道をたどった。
　女の死体を木に乗った猿が見つめている。猿は女の死体の元に来ると騒ぎ始めた。次々と猿が集まってきた。女の顔は目を見開
いて満足げな表情をしていた。
　朝久は尾根を早足で進んでいた。雨雲が墨汁を垂らした色で空を覆い、稲妻の光と落雷の音が響いている。草が生えていない箇
所だけを頼りに進んでいく。白昼でも空が黒く染まっているために時間の感覚がわからない。夕暮れでは錯覚するほどだ。先に奥
の宮の堂が見えた。堂に近づき、扉に手をかけた。軽く引くと開いた。鍵はかかっていない。
　堂の中は真っ暗で窓の隙間から光が入り込んでいる。次第に目がなれてきて部屋の状況が現れた。部屋の中は木製の床で、何も
おいていない。元々堂は旅人が休む為に開けてある。
　朝久は草鞋を脱いで堂の中に入った。疲労で雨で濡れている着物が重くのしかかる。堂の扉を締めて閂をした。下手に賊が入っ
てくれば立ち向かうすべはない。一時でもいいので足止めをしておく手段を確保する必要がある。着物を脱ぎ、隅に置くと刀を脇
において壁に寄りかかった。暗い部屋と屋根に響く雨音で次第に眠気を覚え、意識を失った。

　扉を叩く音がした。
　朝久は目を覚ました。風ではないかと疑い、窓を見た。窓から入る光は入った時に比べて明るくなっている。風はなく、湿気が
堂の中で充満している。
　扉が大きく揺れた。
　朝久は人が来ているのだと分かった。「待ってくれ」端に置いてある中途半端に乾いている着物を着た。ぬるく、肌に張り付く
感触がする。着物を着終えて刀を差して扉に向かい、閂を上げて扉を開けた。
　全身が濡れた、若い男が立っている。外からかクチナシの匂いが僅かに入ってきた。
「旅の者か、すまなかった。一人で使わせてもらっていた」
「気にするな、山は賊が回っているのだから用心するのは当然だ」
　男は草鞋を脱ぎ、堂の中に入った。朝久の状態を見た。着物は半端に濡れている。「随分と濡れているな。何用で雷天の中を歩
いていたのだ」
　朝久は男の状態を見た。男も全身が濡れているが、堂に入った時の朝久程ではない。「荘園の主から、村へ手紙を届けに向かっ
ていた。早めに出ればよいと判断した結果が今の様だ」
「判断は間違っていない。天候のおかげで賊が出ないのだからな」男は顔をしかめた。賊は山の神への信仰が深く、天候や災害へ
の恐怖心が強い。
「お主は、賊を避ける為にわざと今の状況で山を歩いているのか」朝久は男に尋ねた。天候が悪くなっているのを見越して山に来
たとなれば、特別な事情があるのではないかと踏んだ。
「妻から村に向かうと書が届いたのだ。道祖神の呪いがついていたのか落ち着かなくてな。途中の分かれ道で落ち合うと書を送り、
旅の支度をして向かったと言う訳だ。先程話した通り、天候が悪ければ賊には会わん。妻に天候の悪い時に出れば安全だと言った
のだ、同じ手段を取ると判断した」
　朝久はうなった。「妻とは何故離れたのだ」
「縁のある者が病に伏せたと聞いて、薬を届けに荘園へ向かったのだ。元より落ち着きがなく旅を楽しむ、女として変わった性分
なのもある」男は朝久の方を向いた。「妻を見かけはしなかったか」
　朝久は男の言葉に答えなかった。途中の道で待ち合わせると言っていた女こそ、今同じ堂の中にいる男の妻ではないかと感づい
ていた。やむを得ない理由とはいえ、切り捨てたとは口には出せない。
「少なくとも人には会い、話には聞いていたのではないか」
「村から来たのか」朝久は男に尋ねた。村から向かったならまだ分かれ道に来ていない。となれば女の死体を見ていないのだから、
行方はわかっていない。知らないと突き放し、堂から去って村に向かえば自分が切ったと分からないまま、賊が切り捨てたと判断
して終わる。
「話を逸らすな。聞いているか否か、答えればいい。単純な言葉すら返せないか」男は立ち上がり、刀に手をかけた。
　朝久は男の状況を確認してから扉に目をやった。扉は開いたままで光が差し込んでいる。逃げ道は確保出来る。「分からぬ。手
前で確認するといい」
　男は刀を抜き、素早く水平に薙ぎ払った。朝久は男の動きを予測していたため、転がってよけてから扉に向かった。朝久をにら
みつけている。体に熱気が湧いているのか、着物から湯気が出ている。
　朝久は裸足のまま、堂から外に出た。男の刀の振りから、只者ではないと悟った。狭い中で立ち回れば、経験の少ない自身が負
けるのは確実だ。わずかでも有利な場所で立ち回る方が楽だ。山道に出て刀を抜き、男が出てくるのを待った。男も裸足のまま外



に出て朝久の元に駆けた。足元はぬかるみ、小石が転がっている。足に妙な感覚を与えるが生死をかけた状態で感覚を吟味してい
る余裕はない。
　男は駆けた勢いを生かして朝久に向けて、袈裟に刀を振った。朝久は刀を振るのを予測していて、紙一重で避けた。全力で振っ
た刀の速度は相当で力も強いので、弾く芸当はできない。一瞬、恐怖を覚えて顔がゆがんだ。
「妻を知っているな」男は刀を水平に構えた。
　朝久は男の言葉で状況を察した。妻が死体になったのを知っていて、切り捨てたのは賊ではないと分かっている。話してもごま
かしでしかない。切り捨てたのは自分なのは事実だからだ。
　朝久は刀を構えた。互いに硬直した。雨が降りしきり、上空から空気が震える音が鳴り響く。
　二人は互いに一歩を踏まない。武術に長けた人間にとって、間合いは結界の領域だ。入った時点で決着となり二度と戻らない。
以下にして自分の間合いに相手を引き入れていくかの勝負になる。
　朝久は男をにらみ続けた。相手は先程まで歩いていた分、疲労が溜まっている。持久戦に出れば有利になる。
　男は朝久を見つめている。剣に恐れがあり、後の先を取る技量がないのは筋を避けた時の表情から予測できる。わずかでも間合
いに入れば先手を取って切り捨てるのは容易だ。
　朝久は自分の体中に心音が響き渡るのが分かった。精神は落ち着きを求めているが、体は興奮している。間合いに入った瞬間、
反射で切る体勢が整っている。相手は強者だとわかっていながら、万全の状況に達している。
　暫く経った。雨脚が強まる。
　男は一歩を踏み込んだ。朝久は間合いに入ると悟り、半歩をすり足で引き下がった。一瞬で間合いを詰め、切っ先から全力で切
り払う。間合いに入った時に相手が切る動作に入るよりも早く切り、反撃を与えない手段をとった。
　朝久は男が切り払う動作に入った瞬間、両手で刀を持って眼前で水平に構えた。男が切り払う刀を受け止めた。力の強さに弾け
ず、雨で手が滑り体勢が崩れた。
　男は勢いが弱まった刀を引き、朝久の腕を払うべく大きく薙ぎ払う。
　朝久はとっさに上半身をかがめてかわし、同時に体を男の腹に肘をぶつける。男は脇腹に衝撃を受け、一瞬悶えた表情をする。
わずかに大勢が崩れた。次いで股間にケリを入れた。ぬかるみで力が入らないが、相手の動きを止めるには十分だ。男の急所に激
痛を覚え、目を見開き顔が歪んだ。刀を持つ手から力が抜ける。男の体幹が崩れたと悟り、刀を引いて勢いよく男の胸を突き刺し
た。刀の刃が男の体を貫通し、着物から血がにじみ出る。朝久は刀を通した感覚に違和感を覚えた。突き刺した時に肉と内蔵によ
る弾刻みの反動があるが、男の場合は一直線に抵抗なく貫いた。寒天の中に差し込んだ感覚に近い。
　男は呼吸ができず、あえいだ。目が大きく見開いた状態で、片手で持った刀を大きく引いた。振って朝久を突くか切る大勢に
入っている。
　朝久は金槌を地面に叩きつける動作で、刀を地面に振った。突き刺した男は刀の勢いとともに倒れ、同時に刀が耐えきれずに折
れた。
片手を離すと脇差を抜き、男の喉を突き刺して大きく切り払った。切り口から血が吹き出す。
　男は声を上げず、体が震えた状態で刀を持っている手を振り上げる。抵抗する気だったが、意識と共に力が抜けていく。刀を
持っていた手を地面に落として事切れた。
　朝久はあえぎながら脇差を軽く振って血と肉を払い、鞘にしまった。周囲を見回しながら力を抜いていく。張り詰めた精神が薄
まると同時に、内心から後悔が湧いて出てきた。妻を殺さねば夫も死なずに住んだのではないか。一時の快楽に身を委ねていれば、
少しは無駄な死体を山に積まずに住んだのではないかと疑念が湧く。男の死体に近づき、手に持っている刀と腰に挿している鞘を
奪った。刀がなければ賊が襲ってきた時に対処出来ない。剣客を仕留めた証として、所持している刀を引き継ぐ意思の表れでも
あった。暫くの間、男の死体を見つめていた。理由はなかったが暫くの間、立派に戦った剣客を見つめていなければならないと感
じ取っていた。
　鋭い雷鳴が響いた。雨脚は次第に弱まり、空が明るくなっていく。晴れ間は見えず、灰色の空は変わらない。
　朝久は冷静を取り戻し、堂に向かうと荷物を持って出た。草履を履いた時、男が履いていた草鞋が隣においてあるのに気づいた。
誰かが盗むのを防ぐため、堂の下に入れた。向かいの山を見つめた。向かいの山が霞んで見える。遠くに雷鳴が見えた。まもなく
鋭い雷鳴が響く。自分に雷が落ちれば、自分が原因で殺した二人の報いになるのではと、贖罪の意識が浮かび涙を浮かべた。空は
暗くなったままで、時間の経過はわからない。堂に呪いがかかっている気がした。戻る気にならない。女が山の上に小屋があると
言っていたのが脳裏に浮かんだ。他に泊まる場所がないので分かれ道まで戻った。
　雨脚が強くなっていき、視界が狭まっていく。男の死体も雨にまみれ、跳ねる泥で染まっていく。
　猿達が男の死体に集まりだした。響き渡る雷鳴に恐れをはない。男の手足や、目を見開いたままの頭を動かして興奮していた。
　木の上にいる猿の一匹が朝久がたどった山道を見ていた。山道をたどるべく動き出すも、もう一匹の猿がしっぽをつかんで止め
た。猿はやむなく山道をたどるのをやめ、死体の元に降りた。分かれ道に戻り、坂を登りきった。
　小屋は登りきった場所にあった。色や状態は空が暗い影響でわからない。
　朝久は身構えたまま、扉に手をかけた。反動はない。人がいないと分かった。雨風がしのげれば良いと判断し、扉を開けて中を
見た。暗くて誰もいない。刀に手をかけた。「誰かいるか」声を上げた。何も反応がない。堂に入ったのと同じく、草鞋を脱いで
上がりこんだ。扉を閉めた。閂が欠けているので、刀を閂代わりにした。着物を脱ぎ、荷物を置くと雑魚寝の体勢で寝転んだ。
　雨音が屋根に辺り、屋内に響いている。
　朝久は頭の中で地紋を繰り返していた。夫婦を切り捨てた行為が正しかったのか。最初から女が言っていた場所に向かうなら、
もめずに最初から共に向かえばよかった。行為に及ぶ時に扉を閉める。開けたままでする破廉恥な輩はいない。男は通り過ぎれば
何もなく終わる。男に見つかっても自分か男のうち、一人の命が消えるだけだ。誘惑を断ったが故に最悪の事態を招いてしまった
のだ。後悔で吐き気がするが、時は戻らず切った人間は戻らない。夫婦に関する内容は心の内に留めて薄めるしかしかないと結論
付けた。次第に意識が消えていく。
　夜が明けた。窓から光が入る。雨の音はない。
　朝久は目を覚ました。半端に乾いている着物を着て荷物を手に取った。準備が整うと閂代わりになっている刀を抜き、腰に差し
た。扉を開けた。
　雨は上がっていた。曇り空のままだが、昨日の雷が鳴っていた頃に比べると大分明るい。人はなく道の脇にクチナシの花が咲い
ているが、匂いはしない。
　朝久は匂いがないのに違和感を覚えるも、旅に影響はないと判断した。草鞋を履き、来た道を戻り分かれ道まで戻った。分かれ
道まで来ると、尾根の道をたどっていく。疲労は取れないが、足は止まらなかった。空は灰色のままだったが雨は降っていない。
ぬかるんだ道は歩きにくいが着物は乾きだして食料が減っている分、荷物は軽くなっている。
　堂の前に来た。男の死体はない。血の跡も飛び散った肉片もない。誰かが取り払ったのか、雨で流れたのかはわからない。
　朝久は周辺を見回し、死体の痕跡を探した。雨の記憶の中で見た幻影なのか。昨日の出来事を脳裏に浮かべた。女の死体も見か
けなかったのに気づいた。戻るにしても、おぞましい物体を目にする気はない。村に向かって尾根沿いの道を進んだ。
　道は次第に下がっていく。
　村が上から見えた。囲いの中に田畑が広がり、合間に道と用水が走っている。
　朝久は安心し、村に向かった。
　村の門は堅く閉ざしていた。
「領主の命により参上致した。乙名へ通してくれ」朝久は門に向かって声を上げた。
　門の脇にいる守人が朝久の元に来た。浅いながらも血で赤黒く染まり、汗と血の匂いが染み付いている着物に苦笑いをした。
「いくら賊を切ったんかね」
「知らんよ」
　守人は笑った。「すんげえ牢人さんだな。乙名達は畑仕事で出回っとってな、今は請いの打ち合わせで主様と打ち合わせとる一
人しかおらん」
「構わない」朝久は荷物を入れている箱から、巻物を取り出した。
　守人は巻物を受け取り、開いた。地図が書いてある。書いてある文字と共に花押が書いてある。領主の直筆だと分かった。持っ
ている人物は、村に行けと命を受けている。門の脇にある窓に向けて手を上げた。「開けろ、領主様の使いだ」
　門は村の内側にいる守人が押して開けた。
　朝久は村に入った。守人が続いた。
　村は荘園と特に変わりはない。山の中にある狭い盆地の一区画を利用しているので、風はなく蒸している。道の所々に水たまり
がある。田に植えてある稲や、土から生える野菜の葉は黄色みが強く、しなびている。
「すまない、宮に乙名様はいるか。領主様から客が来ていると言って、連れてきてくれ」守人は田畑を通る村人に話しかけた。
　村人はうなづき、宮に向かって行った。
　守人は朝久の方を向いた。「休みたがっているのは分かるが、しばらく待ってくれ。乙名様から許可が出てから屋敷に案内す



る」
「拙が直に宮に向かうか、屋敷に直に向かって待つかすればいいのに」
　守人は朝久に渋い表情をした。「お前の恰好を見てみろ」
　朝久は自分の服の袖を見た。血で赤黒く染まっていて、汗と血が混ざった匂いが漂っている。過剰ななまでの潔癖を求める宮に
おいて、ケガレを持っている朝久に入るなど到底できない。「まずは風呂に入ってからか」
　守人はうなづいた。
　暫くして初老の男が来た。朝久の状態を見て顔をしかめた。「領主様からの客と聞いてきたが、お前がか」
「はい、貴方が乙名の一人ですね」
「いかにも。他の者は乞いに出払っておってな。暇があるのが私一人しかいないのだ」乙名は大きく息を吐いた。「屋敷にて用件
を聞く。案内しろ。風呂と着替えは用意するから入れ」
「ありがたく受け取ります」朝久は頭を下げた。
　守人は乙名に頭を下げた。「門の守りに戻ります」門に向かって行った。
　乙名は屋敷に向かった。朝久が続いた。
　朝久は屋敷に来た。門が開き、庭には白い犬が眠っている。
「風呂は沸いとるか」乙名は式台に向かって声を上げた。
　使用人が式台に来た。「へえ、宮からお戻りになるのを見越して沸かしております。まだぬるま湯ですが入るのですか」
　乙名は朝久の方を向いた。「薄汚れた客をきれいにするんだ。夏の湯はぬるま湯で十分だ。着替えも用意してやれ」
　使用人は頭を下げた。「はい」式台から去った。
「間で待っておる。風呂に入って着替えろ」乙名は玄関に向かった。
　朝久はうなづき、式台から屋敷に入った。使用人の案内で湯殿に向かい、湯につかった。体に染み付いたケガレがそぎ落ちてい
く気がした。上がると体を拭き、カゴにおいてある着物に着替えた。刀を差し、わきに置いてある荷物を持って屋敷にある間に向
かった。乙名が座っていた。
「領主の要件とは何だ」
　朝久は荷物から書を取り出した。濡れた形跡があるがにじみはない。乙名に差し出した。
　乙名は手紙を受け取って読んだ。表情は一瞬、眉間にしわが寄った以外に変わらなかった。
「変わらんか」乙名は手紙をたたんだ。
「領主に返事を出しますか」
「内容は分かろうな」乙名は朝久に尋ねた。
「何も聞いていません。拙は集落に手紙を運べと命を受けたのみです」
　乙名はうなった。「荘園の土地も、村と同じ状況か」
「領主様の土地も同じ状況です」
「なら知らんふりは言い訳にならん。分かっていながら年貢を減らせぬと申している」
　朝久はかおをしかめた。先の状況は予測できる。乙名は素直に要求を呑まない。少ない収穫を取れば村の民は年を越せず死に至
る。飢餓の苦しみは強奪や殺人とは別の質だ。財の再生は出来ず死による開放もない。開放する時を望みながらも分からないまま、
徐々に苦しみ続けるのだ。当然村人は耐えうる訳がない。一揆をおこし抵抗する。
「今すぐ返答は出さん。感情じみた返答は相手の怒りを掻き立てる。下手をすれば返事を出した翌日に賊をけしかけてくる」
「賊ですか」
「お主も何度も会ったのではないか。でなければ血と肉が染みつきはせん」
「いえ、賊に会ったのは１度のみです」
　乙名は驚いた。賊は何かにつけて現れては金や刀をせびてくる。荘園まで１０里しかないとはいえ、一度しか会わないなどあり
得ない。
　朝久は目を閉じてうつむいた。「賊から助けた女と、夫を切りました」帯を緩めて刀を外し、床に置いた。
「切った刀か」
「夫の刀です」乙名は刀を手に取り、抜いた。顔が鮮明に映る程にケガレがなく、乱れ刃に斑がない。
「山神の刀だな、となれば主は認めた存在であるが故に近づかなかったのか」
　朝久は乙名の言葉に眉をひそめた。乙名の言葉が理解できない。
「山神の話を知らんか。賊は恐れ知らずではない。山に住む者である限り、山神を恐れる。認めた者は妙な気配をまとい、襲わん
のだ」乙名は刀をしまい、床に置いた。
「刀が山神の認めた印であると」
　乙名はうなづいた。
「では、山神が認めた者を切ったのですか」
「あるいは、山神自身を切ったかだ」
　朝久は乙名の言葉に驚いた。「神を切るなど、罰当たりではないですか」
「山神は死なんよ。切ったとすれば空だ。山神は強者の凝縮した血と精を欲し、自らが求める者に変わり値するか試すと聞く」
　朝久は顔をしかめた。女が山神の権現と仮定した場合、賊が襲った理由が理解できない。山に住んでいるのだから、女が人なら
ぬ気配を持っていると分かるのではないか。
「人ならざる存在なら、気配は異なるのではないですか」
「詳細は知らんが、私なら感覚を落とす為にごまかす手段をとる。心当たりはないか」
　朝久は乙名の言葉にうなだれた。クシナシの妙な匂いと雨脚で感覚が鈍っていたのか。死体が消えていた理由も合点がいくが、
納得できない。
「二人は自らの行いが誤っていたがために本来切らずに済んだ人です。山神であったとしても、人を安易に切り捨てる者を認める
とは、余りにも勝手が過ぎます。むやみに人を切る者には罰が当たります」
「後悔しとるのか」
　朝久はうなづいた。
　乙名は立ち上がった。「ならば切った者が山神か人か、確かめれば良い。付き合うぞ」
「山にですか」
「山神が認めた者なら、賊は襲いはせん」乙名は間の奥を向いた。「三郎太を起こせ。客と共に奥宮まで行ってくるぞ」
「息子ですか」
「犬だ」乙名は笑みを浮かべた。「山は猿が群れを成しているのでな。人を化かしてまでも悪さをすると聞いているんでな。追い
払うのに必要なんだよ」
　朝久は立ち上がった。乙名は正体を知っているので言っているが、聞いた話にしかすぎず、実際に見ていない。事実か否かは確
かめるまで分からないのが実情だ。「分かりました、お供します」
　乙名は朝久の言葉と表情に笑った。「真面目になさんな。余裕を持たんと山神がお前を皮と骨にするぞ」

（○女に手を出すのを恐れる賊がいるが、構わず殺す。女が出した刀が業物で、切ったあとに向かった先に刀が転がっているので
回収する。賊の最後の一人が逃げる。賊が強者がいると広めたので襲ってこない。賊が後で合流する男を襲おうとするが、直後に
死体になって転がる）


