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「 健司、 これ も持っ て行き なさ い、あ とこれ も」
玄関口 で五〇 代も 後半の 女性が 紙袋 をいく つも持 って くる。
「もう いいっ て …！」
おやこ

せわ

外を 背にし て立っ てい るのは 二〇代 後半 か三〇 ぐらい の、 背広を 着た一 見サ ラリー マン。
二人 は母子 のよ うだ。
うつ とう

開 け放 し の玄 関の 向 こう からは 、忙し ない セミの 声が飛 び込 んでく る。そ れが 母のあ れこれ と

八 月の盆 。

気を 使う 行為を 余計に 鬱陶 しく感 じさせ る。

世間で も実家 に帰 るとい う恒例 行事 まった だ中の 季節 。

も うこれ 以上も てね ーよ！ も う行く から な！」

そう いって 、女性 は家 の奥へ と消え てい った。

「あ、 そうそ う、修 二お じさん から桃 が届 いてい たのよ 、ち ょっと 持って くる わね」

「え え

「うお …… 」

とりあ えず玄 関に まで出 された もの を雑に 持つと 、逃 げるよ うに外 に出 た。

こ れでは キリ がない 。

そ んな声 が向 こうか ら聞こ えて くる。

「結 月ちゃ ん、 桃好き だった でし ょう？ 」

!?
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みみ ざわ

む

夏 の暑い 日差 しと、 むわっ とし た蒸れ た空気 が襲 う。
耳 障りな セミ の声。
何もか もが 面倒く さくな る。
スー ツなん かで来 るん じゃな かった と後 悔する 。
そで

瞬 時に 額か ら 流れ て くる汗 を、 ワイシ ャツの 袖で 拭いな がら、 男は 心の中 でそう つぶ やいた 。

『なん で来 ちまっ たんだ ろう な』

別 に 親と の仲 が悪 か っ たわけ ではな いが……一 度帰り そび れると 、その まま 面倒臭 くなっ てズ

実 家に帰 った のは… …娘が 生ま れて以 来だか ら六 年ぶり だ。

ル ズ ルと 帰ら ず に過 ごし てし まっ た。会 わない 時間 が長く なれば なる ほど、 さらに 面倒 になっ て

ただ 、両親 に会っ ても いつも 通りの 自分 でいれ らこと に、 男は少 し驚い てい た。

しまう 。

も っと 取り 乱 した り緊 張し たり するか と思っ てい たのだ が……普通 に会話 するこ とが できた 。
『よ うな気 がす る』

な ど と思 いな がら 駅 に向 かっ て歩い ている と、 かつて この道 は小 ・中と 通った 通学 路であ るこ

そ れ と も 自 分 に は 気 づ か な い 変 な 仕 草 と か 表 情 と か し て い た か も し れ な い … …。

と を思い 出し た。
『どう せこの あとど こに 行く宛 もねー し ……』
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すみ だ がわ

駅 に 向か う 国道 六号 線 から左 にそれ て、 中学校 のある 方に 向かう 。この 道は 中学校 を過ぎ て数

一〜 二分も 歩けば 、母 校が見 えてく るは ずだ。

百メー トルも 行くと 、隅 田川で 行き止 まり となっ ている 。

途中 、下校 してく る母 校の生 徒たち とす れ違っ た。部 活帰 りだろ うか？
制服 は変わ って いるよ うだっ た。
一 方、学 校はと 言う と…… 。

十 数 年 年 経 っ た 分 だ け 古 く さ く は な っ て い る… … と 思 っ て い た の だ が 、 想 像 し た よ り は 古 び て

『変 わっ てねぇ な』

いなか った。 鉄筋コ ンク リート は十数 年ぐ らいで はそん なに 変わら ないら しい 。

とは いえ卒 業生だ から といっ て中に 入れ るわけ もなく 。

『へー 』

と つぶ や くも 、そ の あと すぐに 心の中 で『 どこに ？』と いう 言葉が 続いた 。そ うだ、 そもそ も

「帰 るか」

借 りてい たマ ンショ ンは解 約し た。

帰る 場所 などな い。だ から 母校を 覗いて みよ うとい う気に もな ったわ けで… …。

別に新 居を契 約し ている わけで もな い。
文字 通り、 帰ると ころ なんか ない。
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『ま ぁで も、と りあえ ず駅 には行 くか… …』
元 々駅に 向か ってい たのだ から と、来 た道を 戻る 。
相変わ らず セミの 声がう るさい 。

でも 、この 学校に 通っ ていた 頃は、 もっ とうる さかっ たよ うな気 もする 。

うらや

母校の隣には七階建てのマンションがあり……その隣にもマンションがあり……そういえば

こっ ち のマ ン ショ ンに は クラス メイト の慎 太郎が 住んで いて 、学校 から近 くて 羨まし かった なぁ

実 家 を出 てか らは ま っ たく忘 れてい たこと だっ たが、 こうし て来 てみる と様々 な感 想とと もに

とか そんな こと も思い 出した 。

覚 えてい るも んだな などと 思い ながら 駅を目 指し ている と、ふ っと 日陰に 入った 。
同時に 少し涼 しく なる。
大き くなる セミの 声。
男は 自然と 顔を上 げた 。
「あ ー」
そ ういえ ば、マ ンシ ョンの 隣には 神社 があっ たな。
こ こも変 わっ てない 。
母 校より も変 わって ない。

確か 巫女 さ んが 住ん で た気が する。 子供 の頃は なんと も思 わなか ったが 、今 思い出 してみ ると
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わずら

顔 立 ちの 整っ た キレ イな 子だ った ことに 気付く 。で も確か 病気を 煩っ ていた 記憶が ある 。なぜ な

ら 、 年 は そ ん な に 離 れ て な い よ う に 見 え た の に 、 真 っ 白 い 髪 で 今 に も 倒れ そ う な く ら い 細 い 子

幸薄 そう。

さち

だった からだ 。

子 供な がら に 一目 見 てそう 思っ たのを 覚えて いる 。だか ら学校 にも 行かず に巫女 なん てやっ て
るん だろう な、 なんて ことも 。
こ れもま たこ の場所 に来た から こそ思 い出し たこ とだっ た。
『 神社か… …… 』

別に 信心 が あっ たわ け ではな いが、 いま 心の中 にある 途方 もない ストレ スを 、ここ なら少 しで

男は そう思 って神 社に 踏み入 れた。

も和ら げるこ とがで きる かもし れない 。

聖域 に入っ たの だと思 い込む だけ で、心 が改ま った 気には なる。
あ くまで も自分 がそ の気に なった だけ だが。
そ れでも 構わ ない。
ちよう ず

こ のざわ つく 心を、 少しで も穏 やかに するこ とが できる なら、 神で も仏で もなん でも いい。

お参り の仕方 を知 ってい るわけ では ないが 、手水 で手 を清め て、拝 殿の 前で手 を合わ せる 。
だが 、祈る ことは 何も ない。
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願 うこと もな い。
希 望もな い。
それら は全 て、と ある場 所に詰 め込 んで捨 ててき た。
「ああ …… 」
ない ことも ないな 。
男は 柏手を 打つ と心の 中で願 った 。

そ して、 もう 一つ付 け加え るよ うに思 い出す 。

『痛 い思い そせ ずに死 ねます よう に』

み くじ

『 死ぬ勇 気を くれ！ 』
切実で ある。
目を あける と、お 神籤 の張り 紙が社 務所 に貼っ てある のが 見えた 。

そ う思 って 、 両手 一 杯の荷 物を 拝殿に 残した まま 、社務 所の窓 口ま で来た が、閉 まっ ていた 。

『気休 めつ いでだ 、クジ も引 いて行 こう』

し かしよ く見 ると、 クジは 置い てある 。

「ん だよ… …」

ど うやら 一〇 〇円を 投げ込 めば 、セル フでク ジを 引いて いいら しい 。
「何、 このい いかげ んな の」

7/22

浅草橋祓鑑

と か 思い な がら 一〇 〇 円玉を 放り投 げて 、置い てある みく じ筒を ガラガ ラと 振った 。ほど なく

して ニョ キッ と 竹ひ ご みたい な細 い棒が 飛び出 して くるの で、そ こに 書いて ある番 号の クジを 手

クジ は丁寧 にも何 重に も折り たたま れて いた。

に取る 。

急 ぐ必 要 はま った く ない のだが 、なぜ か何 が書い ている か知 りたい という 気に 駆られ たのだ 。

それ を急い で開 ける。

幾 重にも 折り 重なっ たクジ を開 くと、 飛び込 んで きた文 字は… …。
かわ

「 はは、 はは はは… …」
自然と 乾いた 笑い がでた 。
ざわ

心 を穏 やか に する ため にこ の神 社に寄 ったの に、 余計に 心は騒 つい てしま った。 まる で自分 の

一番 上には 「凶」 と大 きく書 かれて ある 。

同 時に怒 りも湧 いて くる。

心を 見透か され ている ような 気に なる。

旅 行、バ ツ。
巡 り合わ せ、 バツ。
恋愛、 残念！ 破滅済 み。

『自 らの な した 行為 に より 全てが 台無し にな るであ ろう。 自分 を見つ め直し 、償 うべき ことは 償
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とむら

い、 弔う べきこ とは弔 うべ し』
最 後の「 弔う 」とい う言葉 が、 心に深 くえぐ るよ うに刺 さった 。

そして 「破 滅済み 」とい う言葉 も。 そう、 破局す ると か恋が 成就し ない とかじ ゃない 。す でに、
破滅し た上に 終了し てい るのだ 。

と、心 の中で 叫ぶ 。

しか も「残 念」な どと 書いて ある。
そん なおみ くじ ってあ るか

つぶ

男 はクシ ャク シャに 丸めて 地面 に投げ つけよ うと した。

「ふ ざけん な！ 」

「 そのま ま捨 てては いけな い」

怒りの 感情に 任せ てクジ を握り 潰そ うとし た時、 不意 に後ろ から声 がし た。
驚い て振り 返ると そこ には誰 もいな い。
が ……視線 を下げ ると 、いつ の間に か巫 女がい た。
ずい ぶん

つや

随 分と 背が 小 さい が 記憶の 通り の姿だ 。しか し白 髪の巫 女とは 記憶 の中の ことで 、よ くみる と

そ う か、 あの 頃は 俺 も中 学生 で背も そんな に高 くなか ったか ら、 この巫 女がそ こま で小さ いと

彼女 の髪は 艶や かな銀 髪だっ た。

は 思わな かっ たが… …
「望ま ないク ジが出 てき た時に は、あ の木 に結ぶ と良い 」
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すで

ひさかき

かん ぼ く

巫 女 は社 務 所の 隣に あ る枝の 多い木 を指 さした 。姫榊 と呼 ばれる 灌木よ りは 少し大 きな木 だ。
そこに は既に いく つもの クジが 結ば れてい た。

一旦 怒りを 収める と、 クジを 結べる よう 細く折 り畳み 、言 われた 通りに 枝の 一つに 結びつ ける 。

「あ、 あぁ、 そうさ せて もらう よ」

など として いる と、後 ろがガ タガ タと騒 がしい 。
巫 女が閉 めてい た社 務所を 開けて いる のだ。

こ ん な奴 だ った のか な どと思 うが、 そも そもこ の神社 の巫 女と会 話をし たこ とは、 今日が 初め

時 折 、「 ん し ょ 」 と か 「 ぐ い ー 」 と か 「 ふ ぅ 」 と か 独 り 言 が 聞 こ え る 。

てだっ た。

結び 終えて 特にす るこ ともな かった ので 、忙し そうな 巫子 に声を かけた 。

「これ で何が 変わる んだ ？」

お 守りの 入った 箱を 表に出 しなが ら、 巫女は 素っ気 なく 答えた 。

「そ れはあ なた 次第」

「？ 」

「 厄が払 われ たとあ なたが どこ まで信 じ込め るか 。それ によっ て、 あなた の運命 が決 まる」
「なん だよそ れ、意 味わ かんね ぇ」

「ク ジに 書 いて ある こ とに 心当た りがあ って 、それ が不吉 だと 思って 木に結 んだ のなら 、その 不
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はら

吉な こと は祓わ れた」
「 あ、あ ぁ、 そうな のか？ 」

「と 、信 じ切 れ ば、 あ なたは その 不吉な ことを 気に せず生 きられ る。 けれど 祓われ たこ とを信 じ

られ ずい つ まで も不 安 なま まいれ ば、自 然と 不幸を 意識し 、自 分の身 の回り で起 きる様 々なこ と
が不幸 なこ とと感 じてし まう 」
「そ んなも んか ね」

「信 心とは そう 言うも の。信 じる 力があ なたを 変え る。良 い方に も、 悪い方 にも」
「… …なる ほど な」

「 人 は信 じて な いも のに 頼っ たり はしな い。だ から 神がい るとか いな いとか ではな くて 、あな た
の信じ るもの があな たの 人生に 作用す る」

「 で も さ 、 そ れ な ら ク ジ な ん て 引 か な く て も よ か っ た ん じ ゃ ねー の ？ 結 局 は 、 俺 次 第 っ て こ と

クジ を引か なけ れば、 そもそ も凶 などと いう文 字を 目にす ること もな かった はずだ 。

だろ？ 」

「け れど、 あな たは今 の自分 の運 勢や運 気がど んな 状態に あるの か知 りたか ったは ず」
「 う … …」
「 知りた くな ければ 、クジ は引 かない 」
「それ はたま たまク ジが 目に入 ったか ら」
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「 けど、 気に ならな いなら 引か ない。 引いた と言 うこと は、運 勢が 気にな ってい た証 拠！」
巫女は 一歩も 譲る 気はな いよう だ。
「神社 に来た ら、ク ジは 引くも んだろ ？」
「そん なの 人によ る」
「あ のな」
「少 なくと も、 引く人 はクジ に書 かれて いるこ とを 気にす るはず 」
「馬 鹿馬 鹿しい 」

「 コ ク、 そう 思 うこ とも また 一つ の選択 だと思 う。 クジの 結果を 気に するば かりに 不幸 を呼び 込
んでし まうこ ともあ る」
「なん だよ、 やっぱ り、 引かな い方が いい んじゃ ねーか 」

「け れ ど、 クジ に書 か れて いた ことが 気にな った と言う ことは 、心 当たり がある とい うこと 。ク
ジに 書かれ てい ること を自分 に投 影し、 自分と の共 通点を 見いだ す」
「… ……」
男 は否定 でき なかっ た。

「 あなた はク ジに書 かれて いる ことを 見て、 自分 に当て はまっ た、 だから 木に結 んだ 」
「あ、 ああ、 そうだ な」
「結ん で、心 は穏や かに なった ？」

12/22

浅草橋祓鑑

「え 」
「 これで もう 大丈夫 と言う 気に なった ？」

なる わけな い。そ んな ことで 心が穏 やか になる ほど、 今の 状況は 優しく ない 。

「それ は…… 」

「結 べ ば、 厄は 払 われ る 。だか ら例え クジ に書い てある ことが 当た ってい たとし ても 、これ です
べて 解決」
「気 休めか よ」
「ど うや ら気が 休んで いな い様子 」
「 うるせ ーよ 」

「心 の中 のざ わ めき が あまり にも 大きす ぎると 、ク ジを木 に結ん だ程 度では 心は落 ち着 かない 」
「やめ ろよ、 お前に 何が わかる 」

巫子 が男と の距 離を詰 め、真 剣な まなざ しで男 を見 つめた 。

「逆に 、自 責の念 が強く なる ことも 、ある 」

「ク ジを木 に結 んだの に、あ なた の心は 騒がし いま ま」

」

そ の瞳は 、ま るで自 分の心 の中 を読み 取って いる かのよ うだ。
「 やめろ ！ やめ ろって 言っ てんだ ろ

男は後 ずさり する と、何 かを振 り払 うよう に首を 振っ た。
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「 弔え！ 愛する 人が、 それ を望ん でいる ！」

」

巫子は 後ずさ った 男にさ らに詰 め寄 った。
「なん だと

」

!!

馬乗 りにな って、 なん のため らいも なく 巫子の 首を両 手で 押さえ ていた 。
自然 と両腕 に、そ して 手のひ らに力 が入 る。
巫女 は抵抗 する でもな く、た だそ の一部 始終を 黙っ て見つ めてい た。

」

!!!

苦 しくな いのだ ろう か？

おま えに 何が見 える。 なに が解る んだ

男 はそう 叫ぶ と、一 層強く 巫子 の首を 絞めた 。

「俺 の後 ろに誰 がいる って いうん だ

!!

そこま で力任 せに 首を絞 めたら 、巫 子が答 えられ るは ずもな い。
「誰の ことを 言って るん だ

!!

」

その巫 子の視 線に 耐えら れず、 男は 逆に巫 子につ かみ かかる と、そ のま ま地面 へと押 し倒 した。

「 黙れ！ 俺の後 ろに誰 がい るって いうん だ

そ の巫女 の視 線の焦 点は、 男よ りも後 ろにあ って いるよ うに見 えた 。

「あ なたの 、す ぐ後ろ で、あ なた が弔っ てくれ るの を待っ ている 」

げて 男の顔 を睨 んだ。

にら

今 度は 男は 振 り払 うよ うに 巫女 を退け ようと した が、巫 女はさ らに 男の懐 に飛び 込む と、見 上

!!!
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げき こう

ゆる

し かし激 昂し た男に 、もは や巫 子の答 えを聞 く余 裕はな かった 。

それ でも 巫 女は 何も 抵 抗せず 、ただ 黙っ て自分 に覆い かぶ さる男 の向こ うを 見つめ ていた 。そ

おお

こ のまま 巫女 が事切 れるま で、 この力 を緩め るこ とはな いだろ う。

」

の視線 が余計 に男の 心を 騒がし 、男の 腕に 込める 力をさ らに 強めた 。

」

逃 げるの か？

ど うすれ ばい いのか 。

い ろんな ことが 頭の 中を巡 る。

一瞬 で青ざ める 。

そし てもう 一人の 警察 官が、 自分の 傍ら に立っ ていた 。

か たわ

男を 巫子か ら引き 剥が したの は、警 察官 だった 。

「っ

え ている 人物 が視界 に入っ て我 に返っ た。

あ ま りに も突 然の こ と に、男 は状況 が理解 でき ずキョ ロキョ ロと 見渡し たが、 自分 の肩を 押さ

そ のまま 尻餅 をつい て倒れ 込む。

不意 に男の 肩が 掴まれ 、思い 切り 後ろへ と引き 倒さ れた。

「何を して いる
!!!

いや、 自分の して きたこ とはま だ誰 も知ら ないは ずだ 。
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こ こは軽 くあ わせて 、さっ さと 逃げよ う… …な どと打 算す る。

警察 官がそ う言う と、 男の腕 をつか みあ げて立 ち上が らせ た。

「お兄 さん、 これは 完全 に暴行 ですよ 。ど ういっ た事情 か聞 かせて もらい まし ょうか 」

さす がに警 察官二 人に 立ちは だかれ たの では、 どうし よう もない 。

警 察官の 一人が 、巫 子に声 をかけ た。

「ち あらち ゃん 、大丈 夫だっ た？ 」

巫 子 は何 事 もな かっ た かのよ うにス ック と立ち 上がる と、 コクリ と頷い た。 首はほ んの少 しだ

「大 丈夫 」

け、手 形の形 に赤く なっ ていた 。

警察 官は男 の腕を がっ ちりつ かんだ まま 、離す 気はな いら しい。

「交番 がすぐ 近くな んで 、そこ で話聞 かせ てもら おうか 」

もう 一人は 無線 を使っ て、連 絡を とって いた。
よじ

「わ 、わか った から離 せよ！ 」
男 は体を 捩ら せるが 、警察 官は 放す気 はない らし い。
「 おまえ ら何 の権限 があっ て… …！ 」
「ちあ らちゃ ん、こ の男 が言っ てた男 で間 違いな いかい ？」

警察 官が 暴 れる 男 をヨ ソに 、念の ための 確認 する。 どうや ら彼 らはあ らかじ め巫 女によ って呼
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び出 され ていた ようだ 。
す ると巫 女は 深く頷 く。

容疑 という 言葉を 聞い て、男 の動き も止 まった 。何の こと だとば かりに 巫女 を睨む 。

「わか った。 で、容 疑は ？」

「住ん でい たマン ション の住 所を聞 き出し て。 バスル ームの 天井 裏に衣 装ケー スが 二つあ る」
「え ……なん でおま えが …… 」

そ の言葉 を聞 いて男 の身体 から力 が抜 けてい くのが 、男 をつか んでい る警 察官の 手に伝 わっ た。
警 察官が 男の 肩を支 えて、 男が 倒れて しまう のを 補佐し た。
「 そこに その 人の妻 と娘の 遺体 がゴミ 袋に小 分け されて 入って いる 」

その 惨状を 想像し たの だろう か。二 人の 警察官 は絶句 し、 驚きの 表情を 隠さ なかっ た。

「「え っ 」」

跪い ていた 男が 、ゆっ くり巫 子を 見上げ た。

「…… 」

怒 り に満 ちた 表情 で はあ った が、し かしど こか 悲しく もあり 、ま たホッ として いる ように も見

そ の表情 は複雑 だ。

え たから だ。
彼自身 も、感 情の 制御は できて いな いのだ ろう。

17/22

浅草橋祓鑑

「 あ なた が死 に 取り 憑か れて いる ことを わたし は見 た。だ からあ なた の記憶 に入り 、あ なたを こ

こへ 呼び 寄せ た 。死 ん ではい けな い。死 ねば、 あな たもま た、死 を招 く者と なって しま うから 」
「俺を …… 呼ん だ？」

「逮捕 され たこと に、安 心す るとい い。あ なた の魂は 、まだ 元に 戻るチ ャンス があ る」
巫女 はそう いう と、柔 らかな 笑み を男に 手向け た。

「こ の不幸 はあ なたか ら始ま った もので はない 。元 の自分 を、取 り戻 して欲 しい」

巫 子 が何 を した のか は 解らな かった が、 自分の 手から 、何 かが抜 け出て いく ような そんな 感覚

そ して巫 女は 自分の 首を絞 めた 男の手 をそっ とつ かむと 、一瞬 だけ ギュッ と力を 込め て握っ た。

を男は 感じ取 った。

警察 官が男 を立た せて 引きず るよう に連 れて行 く。

「さ、 行こう か」

男も 途中で すべ てを諦 めたの か、 立ち上 がり、 警察 官に付 き従っ た。

こ こから 交番は もの の一分 も歩か ずに あるの だが、 どう やらパ トカー を直 接差し 向けた よう だ。

神 社の 前に は すで に 二台 のパ トカー が来て いて 。中か ら警察 官が さらに 二人、 こち らに向 かって

無線の 音が騒 がし い。

来 るのが 見え る。

巫子 は男が 後部座 席に 押し込 まれる よう に乗る のを確 認す ると、 ぐるー っと 後ろを 振り返 った 。
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「残 るは… …」
あ る一点 を見 つめる 。
おやこ

杉の木 々の ざわめ きと、 蝉の声 に満 たされ た境内 に、 ぽつん と二つ の魂 が浮か んでい た。
あの 男に殺 された 、母 娘の魂 だ。

すで に理性 を失い 、怒 りと絶 望とに 満ち た怨霊 となっ てし まって いる。
うら

ずっ とあの 男に 憑いて いたの を、 巫子が 引き剥 がし たもの だった 。

巫 子 は一 気に 間合 い を 詰める と、怨 霊に向 かっ て右手 を掲げ た。 そして 、魂を 滅す るため の呪

恨 めしそ うに 巫子を 睨んで 、ゆら ゆら と揺れ ている 。

文 を唱え はじ める。

一刻も 早くこ の怨 霊を退 治しな けれ ば、他 の人間 にと りつい てしま うか もしれ ない。
霊の 方も巫 女に取 り憑 こうと 、巫女 に向 かって 飛んで 来て いた。

二つ の怨霊 が手を 伸ば した巫 女の腕 に絡 みつき 、その まま 一気に 巫女の 顔面 まで近 づく。
ここ までは 巫女 は無抵 抗だっ た。

二 つの怨 霊はそ こで 一度溜 めを作 ると 、巫女 の頭の 中に 入ろう とした が… …。

巫 女の頭 めが けて飛 び込ん だ瞬 間に、 二つの 怨霊 は霧散 してし まっ た。

「ふ …！」

一瞬の 出来事 であ った。
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怨 霊が消 え去 ったあ とも、 巫女 はしば らく右 手を 掲げた ままじ っと してい た。

自分 の腕 に 巻き 付い た あの二 つの怨 霊か ら、そ の思念 とで も言う か、感 情と でも言 うか、 魂の

なぜ あの男 が愛す る妻 と娘に 手をか けた のか。

中に残 ってい る記憶 を読 み取り たかっ たか らであ る。

それ を知り たか ったの だ。
「ふ むー… …」

娘 が 生ま れた 頃、 男 が昇 進コ ースか ら外れ てし まった あたり から 、家庭 に齟齬 が生 まれる よう
に なって しま ったよ うだ。

さげす

妻は 男に 愚 痴を こ ぼす よう になり 、さら に近 所でも こぼす よう になり ……そして 娘に もこぼ す

圧迫す る家計 、パ ートに 出て行 かな ければ ならな いス トレス 、そし て重 くのし かかる 育児 …… 。

ように なっ た。

昇 進コ ー スか ら外 れ た男 は会社 でも孤 立し 、家庭 でも孤 立し… …ま すます 家庭内 の齟 齬は広 が

男の 悪口を 聞き ながら 育った 娘は 、物心 ついた 頃に は、父 である 男を 蔑むよ うにな った 。

そ してあ る日 、娘の 心ない 一言 によっ て、つ いに 男の理 性は吹 き飛 んでし まった のだ 。

り、 お互 いを憎 むよう にな ってし まった 。

「むぅ …… 」

ただ どこ の 時点 で 、母 に良 からぬ 霊が取 り憑 いたの かまで は、 解らな かった 。ま た、母 に取り
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憑く 前は 一体ど のよう な怨 霊だっ たのか も…… 探 れなか った 。

日 々、夫 であ る男の 陰口を 叩く ウチに 、どこ かで 怨霊を 拾って しま ったの だろう 。
主婦た ちの 集まり の時か 。
幼稚 園での 送迎の 時か 。

怨 霊は 母娘 の 魂を 蝕 み、や がて 男の魂 も蝕み…… 男が 母娘に 手を かけた ときに は、 すでに 男も

むしば

どこ かで母 の負の 感情 に同調 する霊 に出 会って しまっ たの だろう 。

怨 霊 に 取 り 憑 かれ た ま ま 死 を 迎 え た 魂 も ま た 、 怨 霊 と な る 。 そ し て 怨 霊 と な っ て し ま っ た 魂

取り 憑かれ てい た。

は… …も はや浄 化も 成仏も できな い。
消滅、 あるの み。
「あー …… 」

も しく は地 獄 に送 ると いう 手も あった か……と巫 女は思 い出し た。 地獄に 下り、 そこ で試練 を

受け 直 せば 、 もし かし た らまた 輪廻転 生の 輪に戻 ってや り直 せたか もしれ ない 。が…… 巫女 は魂

を 地獄 に送 る 方法 を知 ら なかっ た。な ぜな ら、こ の巫女 は、 神道の 巫女だ から である 。仏門 には
あま り詳 しくな いよう だっ た。
「 うんむ 」
一通り の事件 のあ らまし が解っ たと ころで 、巫女 は満 足げに 頷いた 。
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二 人 も 殺 害 し た と な る と 、 極 刑 を 免 れ る の は 難 し い か も し れ な い が … …彼 が 元 の 魂 を 取 り 戻 し 、

巫女 はク ジ がた く さん 結ば れてい るあの 木の そばに 駆け寄 ると 、男が 結んだ クジ をほど いた。

誠心誠 意申し 開きを する なら、 きっと 生き る道も 開ける だろ う。

もう 、この クジに 役目 はない 。

ざん し

そ の巫 女 の言 葉と と もに 、小さ な青い 炎が 上がっ たかと 思う と、ク ジはそ の身 をくゆ らせな が

「祓 え…… ！」

わず .

そ の天に 吸い 込まれ る 纔 かな 煙の 残滓が 、滅ん だ魂の せめ てもの 弔いの 証と なるこ とだろ う 。

ら灰 とな った。

了
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