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御坊
おんぼう

さんは、千年ちょっとの間に九十九回も死んでは生き返っている。 

少なくとも本人はそう言っている。 

ほんとうの名前は知らない。御坊さんが言わないのだ。 

聴いても、『忘れたよ。』とにべもない。 

二言目には、『知ってどうする？ どうせまた死ぬんだ。』と苦笑いする。 

なんとなく、御坊さんと呼んでいる。 

 

この一年ほど、うちに居座っている。 

どういうきっかけで、うちに入り込んだのか、家族の誰もまったく覚えていな

いのが不思議だ。それこそ、気がつけば「ある日突然に」だったのだ。 

 

会社勤めの父と、パートをしている母、去年ゲームソフトをつくっている小さ

な会社に就職した兄と、今年大学に入ったばかりのわたし。 

御坊さんは、まるでもともと家族の一員であるかのように、勝手きままに家で

ころがっている。 

御坊さんは、いつも白妙
しろたえ

の上に、黒い僧衣を着ていて、出かけるときには頭陀
ず だ

袋
ぶくろ

を首から下げ、 斑
はん

蓋
がい

というのだろうか、編笠を被って街角に立つ。大玉

の数珠を首に掛けている。托鉢
たくはつ

というやつだ。 

 

初めてその姿を見かけたときにしばらく見ていたことがある。 

新橋の駅近く、小さな交差点だ。面白そうだから、すぐそばのコーヒーショッ

プに入って、しばらく見ていることにした。 

御坊さんは、静かに経を唱え、右手には金剛杖、左手には応用器を載せ、微動

だにせず、ひたすら立ち続けていた。 

小学生の男の子がおずおずと近寄って、百円玉を応用器にいれた。 

男の子は御坊さんの反応を期待にしていたようだったが、御坊さんはひたすら

経を唱えるばかりで、なんの反応もない。 

気まずくなったのか、男の子は恥ずかしそうに後ずさりし、コーヒーショップ

に駆け込んできた。わたしの隣に、母親が座っていたのだ。寄っていった。 

 

「いやあねえ、お礼くらい言ったらいいのにねえ。ぼく、いいことしたのにね。」 



 

 

わたしは母親のすぐそばに立っていたので、そんな小声が聞こえてきた。 

 

十分くらいして、御坊さんは『ふうっ』とため息をついたかと思うと、『ちっ、

こんなもんかい、今日の上がりは。乞食を一日やったらやめられないなんて昔

は言ったもんだが、てんでだめだな近頃は・・・』 

 

そんな棄てせりふをのこして御坊さんは場所を変えた。 

 

わたしは後で、聴いてみたのだ。 

「今日さあ、新橋で托鉢してたでしょ？ どうして、男の子にありがとうね、

くらい言ってあげなかったの？」 

「馬鹿。お礼なんぞ言ったら、あの子からせっかくの徳が逃げちまうじゃない

か。礼を言われたくて、カネを恵んだんじゃなかろ？」 

「へええええ、そうかあ。ほんとに御坊さんって、お坊さんなんだね。」 

「あたぼうよ。」 

御坊さんは、振り返りざまに、わたしにこう言った。 

「それをな、陰徳ってんだ。覚えとけ。おまえも、陰徳を積め。・・・それに

してもけっちい。一日突っ立って、千円にもならんぞ。どうなってんだこの国

は。」 

 

一応は、僧侶なんだろう。しかし、ときどき祝詞
の り と

をあげたりしているから、修

験かもしれない。御坊さんは、『ごった煮だよ。雑
ぞう

密
みつ

って言ったほうがいいか

なあ。』 

その癖、うちの家族がお彼岸などにお墓参りにいくときには、なぜか彼も手持

ち無沙汰なのか、いつもついてくるのだが、 菩提寺の住職さんの前では、へ

こへこしている。 

 

それにひょうきんだし、そそっかしい。 

寒い冗談も連発する。 

ときどき、兄のパソコンにこっそりゲストで入っては、『パツキン、パツキ

ン、・・・』といいながら、十八禁のサイトを見て、そのたびに悶絶している。 

ほんとうに僧侶なんだろうか、と呆れることも多い。 

 

年の頃は、三十代前後とは思うけれど、はっきりわからない。 

これまた不思議なのだ。人に説明しようとすると、中肉中背という以外、どう

いうわけか説明できないのだ。そんなことってあるだろうか。 

とにかくそこにいるだけで、笑みがこぼれてしまうような、そんな不思議な空

気感が御坊さんにはある。それだけは確かだ。 

 

ときどきうちにやってくる、母方の祖母と妙に仲がいい。 

祖母はほとんど御坊さんに会うために、うちに通っているようなものだ。 

祖母がくると、御坊さんはまるで自分の家であるかのように応対し、いそいそ

とお茶を入れ始めるのだ。まあ二人の会話は、笑いが尽きず、何時間でもげら

げら話続けている。 



 

 

彼女も、どういうわけでこの正体不明のお坊さんがうちに居候しているのか、

まったく知らない。しかし祖母はそのことに触れない。とにかく、だれもそれ

を気にしていないというのが、わたしには不思議だ。 

 

わたしは一度聴いたことがあるのだ。 

「御坊さん、どういうきっかけでうちに来たんだっけ？」 

「え？ なんでだったかな。忘れたなあ。まあいいじゃないか、なんでもさあ。」 

と、言う。なにを聴いても、「忘れた」で済まされてしまうのだ。 

 

御坊さんは、わたしにだけはタメ口をきく。 

ところが、物を頼むときには、『栞
しおり

ちゃ～ん・・・』と猫撫で声だ。 

調子がいいったら、ありゃしない。 

 

そんな御坊さんだが、わたしはとても気に入っている。 

なにしろ博学なのだ。 

従弟の高校生が宿題に困ると、うちに来ては御坊さんにお願いする。 

御坊さんは、取り敢えずもったいぶるのだが、結局は気前よく手伝ってやる。

しかも、わたしが匙を投げた数学の問題もたちまち解いてしまう。三角関数も

微分積分もお手の物だ。びっくりする。 

そして『はい、千円。』と言って、手を出すのだ。従弟は『はっ。』とばかりに、

うやうやしく手渡す。 

軍資金が尽きると、御坊さんは、『しょうがねえな。じゃあ、ツケな。日歩は

つけねえから、安心おし。そこまであこぎじゃねえからよ。』と、ご満悦だ。

場合によっては物納も受けつけている。アーモンド・チョコ一箱で済ませたこ

ともあるのだ。 

しかも、ちゃんと大福帳のようなものに、ツケはきっちり細筆で記帳するのだ。

ふだん雑で、いい加減なこと甚だしいくせに、こういうところだけはやけにこ

まかい。 

 

しかし今、わたしがいちばん夢中なのは、夜、寝る前にしてくれる昔の話なの

だ。 

最初は、なかなか話したがらなかったが、しつこくせがんでいるうちに、少し

ずつ話してくれるようになった。 

 

この、存在自体が理解超えている御坊さんは、九十九回もいったいどうやって

生き、どうやって死んだのか。 

そして、ほんとうに知りたいのは、なぜそうも頻繁に、生き死にを繰り返して

いるのか。なぜ、いまうちに居るのか。そもそも、御坊さん、あなたは誰？ 

 

 

 

 

 

 



 

 

第一夜 夜叉
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尼
に

 

 

※翻案素材 

『高野聖 (泉鏡花)』 

 

・・・ 

 

「あれはなあ、天慶
てんぎょう

二年だなあ。・・・」 

わたしは、ブックオフに出そうと思っていた山川の日本史年表を、ダンボール

箱から引っ張り出し、すぐに繰
く

ってみた。 

 

西暦九三九年。 

平安時代だ。見当もつかない。 

平将門がこの年の十一月に、常陸
ひ た ち

国の国府を襲い、反乱を起こしている。 

気が遠くなるような昔だ。 

初めて話してくれたのがこの話だった。 

思わず知らず、引き込まれてしまった。 

こうしてわたしだけの千夜一夜物語が始まった。 

 

・・・ 

 

その日、御坊は飛騨を歩いていた。 

越前から信濃
し な の

までの行脚だ。 

途中、天生
あ も う

峠
とうげ

を越える。 

 

生前、高野山で修行していた頃から、いつも陀羅尼助を持ち歩いていたが、御

嶽や立山あたりには、ほかにも腹に良い薬があると聴いた。 

一度死んでいるのに、体を気遣うとは、われながら奇怪なことよと思いながら、

御坊は道を急いでいた。 

 

夏の盛り、うだるような暑さだった。 

都では瘧
おこり

が流行っているそうだ。 

この頃は、墓などというものに人々はあまり関心がなく、たいていは鳥辺野に亡骸

は棄てられた。相当の貴族ですら、そうであった。 

死ねば、路上に放置されていることも少なくなく、瘧などが流行った日にはもう目も

当てられない惨状になる。それがまた、別の病を引き起こす。第一、臭いがたまらな

い。 

 

『都にいるより、まだましだ。』 

 

御坊はそう思いながら、歩いていた。 

小さな村落のはずれに、茶店まがいのものを構えているあばら家があった。 



 

 

ちょうど里山が切れるあたりだ。 

親爺に聞いたところでは、ここが最後の人家で、天生峠を超え切るまで、人は

住んでいないということだった。 

 

もとより御坊は野宿も当たり前の日常であったから、宿などは気にしていなか

った。 

 

茶店で白湯
さ ゆ

と山菜の漬物を少々いただき、御坊は一息ついた。茶は高いのだ。 

縁台には先客がいたが、薬の行商人だった。 

越前の草座で仕入れたものを、信濃へ売りに行くという。 

中年の男だったが、たいそう物腰の柔らかい、人の良さがにじみ出ていた。 

 

「旅の僧、腹の薬はだいじょうぶかね。」 

「ええ、一応陀羅尼助が少々残っておりますから。」 

「どのくらい残ってる？」 

 

御坊は押し売りでもされたらかなわないと思ったが、つい頭陀袋を開けて、な

かの陀羅尼助を包んだ油紙を取り出してみた。 

 

「なあんだ、ほとんど無いじゃないか。じゃあ、これをお持ちなさいよ。」 

 

そう言って行商人は木箱をまさぐり始めた。 

桔梗
ききょう

、葛
かっ

根
こん

、竜胆
りゅうたん

、枸杞
く こ

、半夏
は ん げ

、麦門
ばくもん

冬
どう

、・・・いろいろ出した後、とうとう

奥から一握りの紙包みを取り出し、手渡してくれた。 

 

「練
ねり

熊
ぐま

さ。持ってお行きよ。銭はいらない。」 

「え、それは申し訳ない。ほんとうによろしいか。」 

「仏の道を歩んでいなさる御仁だ。一つくらい、わたしにも善いことをさせて

くださいよ。」 

 

男は、爽やかに笑った。 

御坊は、みすぼらしい身なりをしているだけに、日頃、人さまから好意的に扱

われることが少ない。 

商売の品を、ほんのわずかとは言え、二度と会うこともあるまい旅の僧に、よ

くぞ恵んでくれたものだ。 

御坊は、正直頭が下がった。 

 

「それじゃあ、遠慮なくいただきましょう。旦那も、無事な道行きができます

よう、お祈りしています。」 

「ありがたい。頼みますよ。うちには腹を空かしているもんが、仰山おります

でな。」 

 

行商人は先に立ち去った。 



 

 

御坊は立ち上がって見送った。行商人が小川に掛かった橋を渡ると、すぐに山

に隠れて見えなくなった。 

しばらく御坊は合掌したまま、その見えない背中を目で追った。 

 

「さて、おれもまいろうか。」 

 

御坊は銭を縁台に置くと、店の主人（といっても、百姓だろうが）に礼を述べ

て歩き始めた。 

すると店の主人が心配そうに声をかけてきた。 

「ご坊、どの道をお行きなさる？」 

「どこの、と言っても、わからぬ。あの橋を渡って行こうと思うが。」 

「ああ、それは行けない。あの道は危のうてな。天生峠を超えなさるのじゃろ？」 

「そのつもりだが。」 

「それなら、悪いこたあ言わねえ。村の真ん中に戻るといい。左に曲がる小道

がある。あれが、天生峠に行く本道だ。」 

「しかし、薬の行商は、こっちの道を行ったがね。」 

「や、そうだったかね。わしは言うのを忘れておった。それはいけない。」 

店の主人はたいそう困惑している様子だった。 

「ありがとう。わかったが、先に行った行商人のことが心配だ。わたしもこち

らを行くとしよう。」 

「よしたほうが・・・」 

「何があるんだね。道が険しいということか。それとも、山賊でも出るかね。」 

「いや、山賊はでるまいよ。とんと聴いたことがない。道も、崖に落ちるよう

なところは無い。」 

「では、なにゆえ？」 

「それはなあ・・・言えんのだ。すまぬがな。」 

 

御坊は、「よかろう。言いたくないことは、言わんでもよい。おれは、行商人

の後を追う。」 

御坊に迷いはなかった。 

 

暑い。 

鳥も飛んでいない。この暑さでは、陽に近ければ、焼かれてしまうのだろう。 

 

もうとうに昼を過ぎていたが、行商人はどこまで行くつもりだろうか。 

自分と同じ、野宿のつもりなのだろうか。難儀なことだ。 

 

山に入ると、真っ暗である。わずかに木漏れ日が差す。葉脈が裏から透けて、

初めてそれが燃えるような緑だとわかる。 

湧き水があったので、まず飲み、喉を潤し、空になっていた竹筒に一杯汲んだ。 

 

日照りは避けられるものの、湿気がものすごい。 

息をするのにも疲れるくらいだ。 

金剛杖の先にくくりつけてある錫杖が、地面を衝くたびに辺りに響く。 



 

 

 

それにしても気になるのは、あの茶店の主人の警告だ。 

なにがあるというのだ。 

 

どうやら日が陰ってきたらしい。 

山の夜は早い。 

目が利かなくなると寝ぐら探しもおぼつかない。 

御坊は、さきほどの湧き水の近くにあった岩場まで戻ることにした。 

 

夜の山は心細い。 

音という音に敏感になる。 

比較的平らな岩の上に寝そべると、こぼれ落ちてくるような星が見え隠れする。 

 

『これから、百八回も生まれかわらなければならないのか。』 

 

御坊はそんなことをふと思った。 

自分が犯した罪は、こんなことを繰り返さなければ、滅却できないほどのもの

なのか。 

そもそも、毎回何を試されるというのだろうか。 

これは初めてだから、なにが起ころうとしているのかも、漠然としていてまっ

たくわからない。 

はっきりしていることは、とにかく自分というものを棄てて、人を救うという

ことだけだ。 

夢か、うつつかわからぬが、たしかに如来はそう言った。 

煩悩の数（百八）だけ、おまえには試みがなされると。そう言った。 

 

如来だかなんだか知らないが、たいそうな物言いだった。 

肉を食うなとは言わなかった。 

女を抱くなとも言わなかった。 

ただ、自分を捨てろといったのだ。 

どういう意味だ？ 

そんなことを煩悶しながら、御坊は眠りに落ちていった。 

そんな課題を強いられるほど、おれは罪深いことをしたというのか？ 

 

朝、足さきにけ日が差し、その熱で目が醒めた。 

身繕いをして、再び御坊は歩きはじめた。 

 

「あの行商人、どこで寝たか。」 

またそんなことを思った。 

 

昼少し前、巳の刻（十時）ごろ、小魚の日干しと乾
ほし

飯
いい

を少し食べて、また歩い

た。 

 

小さな峠いくつかを過ぎた頃、山道を下りてくるものがいた。 



 

 

馬喰
ばくろう

のようだ。立派な馬を一頭引いている。 

馬喰は、御坊を見るなり、なんとも言えない顔をした。 

御坊は怪訝に思ったが、そのまま一礼して通り過ぎた。 

そのとき後ろから声を掛けてきた。 

 

「ご坊、どこへ行かれる？」 

「天生峠へ。」 

「天生峠は、この道ではないほうが良いのだが。」 

「麓の茶店でもそう言われたが、先に行商人がこの道を行ったので、おれも追

っている。この道は、なにか具合が悪いのかい？」 

 

馬喰は、黙っていた。 

やがて、「良くは無い。」 

 

「なんだそれは？ みな、ものをはっきり言わぬな。危ないというのに、なぜ

かは言わぬ。それではこちらも真に危ないと思えないではないか。え？ 違う

かい？」 

「それはそうだが。・・・言えんものは、言えんのだ。とにかく気をつけなさ

れ。今日は山で過ごしてはならん。歩みを留めてはならん。峠を越えるまで、

ひたすら歩きなされ。」 

馬喰は、逃げるように馬を引いて下っていった。 

「そうしよう。」 

御坊は、誰に言うともなく、そうつぶやき、再び歩きはじめた。 

 

御坊はいささか憤っていた。 

田舎者というのは、なんでもこういう言い草なんだろうか。はっきりものを言

え、というに。 

それにしても、一人ならず二人まで、危ない危ないと言う。 

なにやら、先に山へ入った行商人のことが気遣われた。 

練熊を、銭も取らずにくれた御仁だ。 

御坊は次第に心配になってきた。 

 

山道はといえば、ますます勾配がきつくなってきた。 

昼もとうに過ぎて、また夕刻が近づいてくる。 

天生峠はまだか？ 

 

と思っているるうちに、にわかに辺りが真っ暗になってきた。 

今日は、やけに夜が早いな、と思ったが、どうやらそうではなかった。 

雨雲が出てきているのだ。 

なにしろ、鬱蒼と生い茂る森の只中だから、空がほとんど見えないのだ。 

これは、雨、それもかなりの大雨になりそうだ。 

肌にまとわりすく空気が、にわかにひんやりとしてきた。 

 

「これはまずいな。岩場もないではないか。」 



 

 

 

御坊はその先になにがあるかもわからぬままに、とにかく急いだ。半ば、走っ

たといってもいいくらいだが、山道ゆえ、速歩きくらいだったかもしれない。 

 

四町、五町も行っただろうか、いきなりとてつもない大粒の雨が降り出した。 

いったん、巨木の下に隠れてみたが、とてもそれでは間に合わない。 

 

と、真っ暗な道の先に、ポッと小さな灯りが点っているのが見えた。 

 

「やれ、人家だ。これは助かった。」 

 

御坊は一目散に駆けて一ツ家の軒下に入った。 

表戸を叩き、「おたのみ申す。おたのみ申す。」と声高に呼びかけた。 

すると中から、「はい」と気弱そうな女の声が聞こえた。 

びっくりした。が、まあ樵
きこり

の夫婦でも住んでいるのだろう、とすぐに思い直

した。 

 

がたんと音がして、木の 閂
かんぬき

を抜いたと思うと、くだんの女が戸をがらがらと

開けて顔をのぞかせた。 

 

尼だった。 

御坊は、まさか尼が居るとは思わなかったので、一瞬口ごもってしまった。 

 

「あら、ご坊、修行の途中でござりますか？」 

「あ、ええ、まあそんなもので。」 

尼は、思わず笑った。 

「面白い物言いですのねえ。必死になさっている修行を、そんなものなどと。

さ、お入りくださいまし。あらあらたいそう濡れ鼠におなりになって。」 

 

尼は、年の頃がわからない。声といい、物腰といい、四十超えの老境に入った

感じなのだが、なにしろ肌の色艶があまりにも若い。まるで二十代にしか見え

ない。 

 

一ツ家は、外から見たときには真っ暗だったせいか、全貌がわからなかったが、

入ってみると、意外に大きい。土間から上がると、囲炉裏を掘ってある部屋が

あり、その奥にも寝所と思われる部屋が見えていた。 

 

尼は、囲炉裏で煮立っている白湯を椀に入れてくれて、御坊に与えた。 

 

「ご坊。なにか召し上がりますか？ といっても、山菜粥くらいしかありませ

ぬが。もう、わたしは頂いたので、よろしければご坊にお持ちしましょうか？」 

 

御坊はろくなものを食べていないので、遠慮せず、是非にと所望した。 

その遠慮なしの物言いが、また尼には面白おかしく思えたらしい。始終、尼は



 

 

ご機嫌なようだった。 

 

支度をしている尼に御坊は声をかけた。 

「尼
あま

御前
ご ぜ

、つかぬことをお聴きしますが、このような深山
み や ま

にお一人ですか？ 

」 

立ち働きながら、尼は答えた。 

「ええ、一人で。危のうございますか？」 

「言うまでもなく。」 

「平気ですよ。」 

尼は、妙に醒めた表情で言った。 

「そうそう、わたしは如
じょ

春
しゅん

尼
に

と申します。ご坊は？」 

「名は・・・棄てました。」 

如春尼は、『あら』と、小さく驚いた様子だった。 

「名を持たぬというのは、よほどのことでござりましょうね。」 

「ええ、長い話で・・・」 

 

山菜がたっぷりはいった粥は、ことのほか美味かった。 

小魚や木喰ばかりの毎日だけに、雑穀が多い粥とはいえ、格別な味わいだった。 

如春尼は、たいそうこの突然の来客を喜んでいる風で、ずっとにこやかに御坊

を眺めていた。 

 

食事を終えて、ひとしきり談笑を終えた頃、御坊はふと思い出した。 

「わたしが来る前に、薬の行商人が寄りませんでしたか？」 

「行商？ いいえ、誰も来られませんでしたが。ご坊お一人だけですよ。」 

「そうですか。そのときはまだ雨が降っていなかったからか、ここは通り過ぎ

たのでしょう。」 

「気になりますか？」 

「ええ、まあ。」 

 

一ツ家は藁葺
わらぶき

だったが、豪雨といってもいいくらいの雨足なので、少々声を大

きくしないと、聞こえないほどだ。 

部屋の隅に、油火がひとつついているだけなので、屋内は暗い。 

囲炉裏の火でほんのりと如春尼の顔を照らし出すが、あらためて彼女の顔を見

て思った。 

「美しい・・・」 

間違いなく、四十代である。成熟した女であることに間違いない。がそれにし

ても、美しい。 

こんな女が尼として、深山に世捨て人のように暮らしているということが、不

思議でならなかった。 

食材は自分で摘んでくるのだろうか。 

囲炉裏にくべる薪や炭は、どうしているのだろうか。 

 

「女一人で、こんなところにどうやって住まっているのかと、さぞいぶかしく



 

 

お思いでしょうねえ。」 

 

胸の内を察知されたからか、御坊は慌てた。 

つい口ごもりながら、「さぞ、言うに言われぬことがおありだったんでしょう。」 

 

それには、如春尼はいささか蔑むような笑みを浮かべた。 

それは、御坊に対してというより、自身に対してのようであった。 

 

「罪つくりが、罪をあがなう・・・わたしはご免こうむります。・・・」 

 

尼にしては不穏当な言葉に、御坊は驚いた。 

これは深入りせぬほうが良いと思い、話題を変えた。 

 

都のこと、これまで（といっても彼にとっては、生前のことばかりだが）行脚

してきたことども、話題は尽きなかった。 

ふと気がつくと、雨足がぱたりと止んだようだ。ときおり、軒をつたって石畳

に落ちるぽつりぽつりという音だけが聞こえてきた。 

 

「あら、止んだようね。」 

「そのようです。では、わたしはこれで失礼します。大変助かりました。」 

「あら、よろしいじゃないですか。もう夜も更けています。獣も出るでしょう。

雨の後ですから。今宵は、ここにお泊りになって、早朝にでもお出かけになれ

ば。」 

「しかし・・・そうは言っても、おなごと一ツ家はまずかろうと。」 

「誰も見ているものなど、おりませぬ。わたくしは、奥の部屋で休みますから、

ご坊は隣の庫裏
く り

でお休みになったらよろしいでしょう。」 

囲炉裏部屋の横に、小さな庫裏があった。狭そうだが、一人寝るには問題なさ

そうだ。 

 

御坊は、なにか居心地の悪さを感じたが、一方では美しい尼と同じ屋根の下に

一晩過ごすという、類まれな機会を惜しいとも思っていた。 

 

「では、ご厚意に甘えて、一晩ご厄介になりましょう。」 

「そうそう、ここはね、お湯が出ますのよ。こちらへ。」 

 

如春尼は、御坊を急き立てるように、寝所の横の狭い廊下に誘った。 

すぐにそこを抜けると、一ツ家の裏に出たのだが、そこには岩を積み上げた湯

が満々と溢れていた。 

温泉である。 

この時代、風呂に入るということは、無い。 

御坊も、珍しげになみなみとしている湯に驚いた。 

 

「湧いてでてくるお湯が、気持ちよいものです。体にとても良いそうですよ。

ご坊も旅の疲れをこれで癒やしてはいかがですか？」 



 

 

 

まず、なかなかこういう湯につかるということもない。 

御坊は一も二もなく同意して、さっそく湯につかることにした。 

 

極楽とはこのことだ、と御坊は思った。 

体中が温まっていく。 

夜の山は、冷える。 

夏でもひんやりするだけに、また毎日行脚をつづけていただけに、ありがたい

恵みだった。 

岩場の上にも、油火が置いてあり、ほんのりの辺りを照らし出していた。 

湯気が茅葺きの張り出し屋根に消えていく。 

雨が降ったすぐ後だからか、ふだん灯りに集まる虫も来ない。 

 

不覚にもうつらうつらし始めたとき、湯屋と一ツ家を隔てた引き戸が開く音が

した。 

慌てて振り返ると、如春尼がいた。一糸まとわぬ姿だった。 

「わたしもよろしいですか？」 

 

御坊は意外な展開にどぎまぎした。あたふたと四畳半ほどの広さしかない岩湯

を這うようにして外縁近くにへばりついた。 

尼を見ないように、背を向けていたが、一瞬見えた尼の肢体が鮮明に思い出さ

れた。確かに四十は超えている。乳の垂れ具合でわかった。 

 

と、すぐ耳元で、女の声がした。 

「恥ずかしがらずに、どうかこちらをお向きくだされ。」 

「いや、そうはまいりません。」 

「仏の道に背きますかえ？」 

「それは、あなたもご同様では。」 

如春尼は、小馬鹿にしたように、笑い声をあげた。 

女の手が、御坊の肩から背中を撫でた。 

そしてもう一方の手が所在を探り当てた。 

御坊は、「ひっ」とびっくりして、飛び上がり、「ならぬものは、ならぬ。」と

言い、逃げるようにして、湯屋から一ツ家に飛び込んだ。 

 

 

『やれ、えらいことだ。尼もしょせん女。年増だしな。狂ったか？ さて今す

ぐに発つか。どうする？』 

 

御坊は庫裏の中で思案したが、そのうちに妙に睡魔に襲われ、どうにも動きが

取れなくなった。 

すでに煎餅布団が敷かれていたので、我知らずそのまま寝入ってしまった。 

しばらくして、庫裏の引き戸の外から、如春尼の声が聞こえた。 

 

「ご坊、さきほどは、ほんとうに失礼しました。お許しくださりませ。」 



 

 

 

御坊は寝入っていたのか、夢なのか、それとも、まだ覚醒していて実際に如春

尼のその言葉を聴いたのか、本人もよくわからなかった。 

ただ、たしかにそんな声を聴いたのだ。・・・ 

 

翌朝、御坊が起きると、すでに如春尼は朝餉
あ さ げ

を用意しておいてくれていた。 

大人の女だ。昨晩のことなどお首にもださず、爽やかな応対だった。 

 

御坊は何度も礼を述べ、頭陀袋を取りに庫裏に戻った。 

そのとき、庫裏の隅に思いがけないものを見た。 

行商人が背負っていた、木製の薬箱である 

間違いない。 

あのとき、彼はいくつも薬材を取り出して、奥のほうから練熊の包を取り出し

てくれたのだ。 

その薬箱が、なぜここにある。 

 

御坊は、にわかに尼に対する疑惑にかられた。 

ほとんど怒りに近いものがあったが、つとめて冷静を装い、庫裏から出てきて

言った。 

 

「尼御前、庫裏にあるあの薬箱は、どうされた？」 

「はて、なんでしょう？」 

「あの薬箱は、わたしが昨日申し上げた行商人のものではありますまいか。」 

「ああ、あれは、もうとうに昔のものですわ。薬の行商人がここに立ち寄った

際に、もしやのときにということで、置いて行ってくれたのでした。」 

 

そんなはずはない。行商人が商売の糧をまるごと置いてなどいくものか。 

それともこの尼、体を売って、引き換えに金品を得ているのか。 

 

御坊は次第に恐ろしくなってきた。 

吐き気すらする。 

ここにいてはいけない、とそう思った。 

挨拶もそこそこに、御坊はそこを立ち去った。 

如春尼は、見送りもせず、囲炉裏端に座り込んで、じっと冷えた炭灰を見つめ

ていた。 

 

一体、あの行商人はどうなった？ 

まさか、殺されたりはしてないだろうな？ 

いやいや、人間、一皮剥いたらなにをしでかすかわかったものではない。 

あの尼とて同様。 

 

どうする？ 

このまま先を急ぐか。しかし、天生峠を超えたところで、次にどこに村落があ

るかもわからぬ。ここは、いったん来た麓の村落に戻ろう。 



 

 

白川も近いから人も多いはず。多少の消息はつかめるかもしれん。 

 

御坊は、そこで引き返すことにした。 

下山だ。 

思った以上に歩みが進んだ。早朝から降りたためその日のうちに例の茶店にた

どり着いた。 

 

息せき切って茶店に飛び込んだ御坊を見て、主人が慌てて水を汲んできてくれ

た。それを一気に呑み干したところ、茶店にはもう一人いるのに気づいた。 

あの馬喰である。 

 

馬喰はびっくりしたように目を見開いて、ずっと御坊を見つめていた。 

御坊は、その様子にただならぬものを感じて問いただした。 

 

「なにか？ おれの顔になにかついてるのか？」 

 

馬喰は、白湯をぐっと飲み込むと、言った。 

「ご坊、天生峠の手前にある一ツ家には寄りなさったかい？」 

「ああ、寄ったよ。きれいな尼さんが一人いた。」 

「で、一晩そこで過ごして、今ここに戻ってこられたのかい？」 

「そういうことだ。お前、なにか知っておろう？ 話せ。」 

「これは、たまげた。よくご無事で。」 

「だから、あそこはなんなのだ？ あの尼はいったい何者なのだ？」 

「化け物よ、」 

「？」 

 

馬喰の話は驚くべきものだった。 

あの如春尼は、旅人を取り殺す妖怪だという。 

いつのころからかあの一ツ家を建てて一人で住み始めた。 

自分は、あの近くに炭焼き小屋を持っているので、もともと炭を卸しにこの村

落との間を往来しているのだが、あるとき如春尼に呼び止められ、馬を一頭売

ってきてくれ、と頼まれた。 

それで馬を引き取り、山を降り、越前まで行って馬を銭に替えるようになった。 

如春尼は、ときどき自分を呼び止めては同じことを頼むようになった。 

そのうち、自分も銭がたまってきたので、その場で如春尼から馬を買取り、越

前で売りさばくようになった。 

 

「その馬ってえのは？」 

「お察しの通り、旅人よ。たぶんそうだろう。いや、まちがい無い。たいてい

旅人があの一ツ家に厄介になった翌日、如春尼は馬を手に入れているからな。

おそらく、恐ろしい術でもかけているのだろうと思ってな、わしもよく旅人の

後をつけたものさ。するとな、素通りする者が多い中で、ときに一ツ家に休ま

せてくれと言って入っていくやつがいる。わしは我慢して一晩待ってみた。な

んと、翌日その旅人は消え失せていて、馬が一頭いるのさ。で、こうなったら



 

 

なんとかしてわしはなにが起こっているのか、確かめてやろうと思った。やは

り旅人が一ツ家に入った夜、わしはこっそり見たんだ。あの尼、旅人と 懇
ねんご

ろ

になって、ひいひい声を上げておったわ。それだけじゃねえ。ことが終わった

後、ふと気がつくと、その旅人の姿が忽然と消えていたんだ。表には、馬がい

きなり一頭繋がれていたってわけさ。どうだい、信じるかい？」 

 

御坊はしばらく声もなかった。 

「てことは、おれの先に行った薬の行商人は・・・」 

「ありゃあ、昨日あんた、山で俺とすれ違ったろうが。あのとき連れていた馬

が、あの薬の行商人さ。」 

 

御坊は、思わずはらはらと涙をこぼした。 

薬の行商人も哀れなら、そのようなことをし続けている尼に化装したあの女の

妖怪も哀れだ。 

なぜ、こんなことになってしまうのか？ 

泣き崩れる御坊を前に、馬喰も、茶店の主人も言葉を失い、おろおろしていた。 

 

御坊は意を決して、村落の真ん中にある、小さな寺に詣でた。 

老住職が出てきて御坊の顔を見るなり、声を上げた。 

「貴僧、死ぬ気だな。」 

「さよう。末期
ま つ ご

に、一度読経いたしたく、しばらく堂にお邪魔したい。」 

「いずれの宗派か？ 見たところ、修験のようななりだが。」 

「宗派は、ただの入り口でござろう。行き着けば、仏の道はみな同じ。違いま

すか？」 

「いかにも。こちらへ。」 

 

老住職は、早速御坊を堂に上げて、本尊の前に座らせた。 

御坊はひとしきり、渾身の読経を上げた。 

般若心経、観音経、理趣経・・・半刻ほど読経を繰り返すと、今度は真言を唱

え始めた。凄まじいほどの高速の、そして烈帛
れっぱく

の勢いは、怒りを通り越して、

もはや怒りではなかった。哀れみと、必死の請願でもあった。 

 

御坊は、深く謝意を述べ、寺を辞去した。 

そして、一歩一歩踏みしめるように、またあの一ツ家を目指して山を登り始め

た。 

 

もう夕刻である。すでに山の中は暗い。 

馬喰が、せめてもと油火の点った小皿を渡してくれたので、ずいぶんと足元は

助かった。 

 

『待っておれ。もうじきだ。おまえを救ってやる。この身に代えて、おまえを

救ってやる。それにしても、若いおなごではなく、敢えて四十女に化けたとは、

考えたものよ。』 



 

 

 

闇は音が透き通る。 

だからわずかな音が、闇の真実を鮮明に伝えてくる。 

光の中に見えないものが、闇の中でむしろわかることもあるのだ。 

 

夜半、御坊は一ツ家についた。 

昨夜のように、小さな灯りが点っている。 

しばらく調息をし、思いをこめて引き戸を叩いた。 

「お頼み申す」 

 

中から「あれ？」という小声がした。 

引き戸を開けたところには、如春尼が立っていた。 

驚いたその表情の中には、小馬鹿にしたような笑みと、一抹の安堵感のような

ものが見てとれた。 

何の安堵感なのか？ 

 

「あら、ご坊。どういう風の吹き回しでしょう？ 忘れ物でも？」 

「そうだ。大事なことだ。」 

御坊は如春尼を押しのけるようにして中に入った。 

如春尼は、後ろ手に引き戸を閉めた。 

「今宵は、もう帰しませぬよ。」 

「望むところ。思いを遂げようぞ。」 

それを聴いた如春尼の笑みは、一段と軽蔑の色を見せた。 

 

御坊は、如春尼の腕を強く引くと、床に押し倒し、帯を握ると立ち上がって一

気に上に引いた。 

 

「あれえっ！」 

 

床に横たわっていた如春尼の体は独楽
こ ま

のようにくるくると周り、そのたびごと

に帯が解けていった。あっという間に、あられもない姿になった如春尼を前に

して、御坊は自分も法衣を脱ぎ捨てた。 

 

如春尼は魔性のような笑い声をたてて、御坊を罵った。 

「あんたも、ただの男だ。男なんてみんな同じだ。わたしを利用するだけ利用

して、輪姦
ま わ

して、そして捨てるのさ。」 

如春尼は、両足を大きく開いて見せた。 

「これが、おまえの望みであろう。え、ご坊。」 

 

御坊が如春尼を羽交い締めにして押し入ると、女は醜悪な笑みを浮かべて恍惚

とし始めた。 

 

御坊は次第に精気を吸い取られていくのを感じたが、ひたすら真言を低誦し続

けた。 



 

 

 

 

おんまからぎゃばぞろうしゅにしゃばざらさとばじゃくうんばんこく 

 おんまからぎゃばぞろうしゅにしゃばざらさとばじゃくうんばんこく 

 おんまからぎゃばぞろうしゅにしゃばざらさとばじゃくうんばんこく・・・ 

 

うっとりとしていたはずの女の顔が、真顔に返った。 

「なんじゃ、それは？」 

「愛染明王。不動と金胎不二。これよりおまえを調伏する。」 

真言を唱えるごとに、御坊の体は全身が真っ赤に変性していった。それが女の

体にも移り始めたのだ。 

 

女は狼狽し始めた。 

「おまえ、なにものだ。離せ。離さぬか。人ではない。仏でもないな。一体、

なにものだ！」 

「そうさ。仏はこんなことをせぬ。おれは捨てた。一生かけてたどりつかなけ

ればならぬ行を、今捨てた。もとより、おれはすでに死人じゃ。」 

「ふざけるな。死人がこんなことをするか。わたしは男という男に復讐してや

るのだ。」 

「愚か者め。おれが捨てるのだ。おまえも捨てよ。一人ならその勇気が無くて

も、二人ならできるだろう！」 

 

ふと御坊の脳裏に情景が浮かんできた。 

如春尼の思いが入り込んできたのだ。 

 

どうやら盗賊の頭目の女をしていたようだ。 

一味は押し入り強盗をしては、殺し、盗みを働き、馬で逃げる、そんな生活を

繰り返していたらしい。頭目は、戦利品に好みの女を得たので、彼女を捨てた。

手下どもに払い下げたようだ。さんざん輪姦された末に、馬を買うために人買

いに売られた。人買いは、彼女の足の筋を切り、歩けぬようにし、朝から晩ま

でむしろに転がしておいては、ひたすら客を取らせた。 

やがて、彼女は、舌を噛み切って死んだ。 

・・・ 

 

女はじたばたするが、男の力に抗えない。いや、男の力ではない。もっと別の

とてつもなく、熱く、大きい力だ。男の体は真紅に燃えていた。 

女は男の精を奪い尽くそうとしていたのが、反対に吸い取られていくのを感じ、

半狂乱になった。顔は、般若のように口がさけ、目が引きつっていた。鬼の形

相である。 

 

御坊は構わず、犯し続けた。真言は次第に大きくなり、部屋中に響き渡る。 

 

「お許しくださりませ。後生です。」 

「妖怪
あやかし

のくせに、後生もなにも無い。お前は今死ぬ。おれと一緒に死ぬのだ。



 

 

おれの亡骸を踏み越えてゆけ。もういいんだ。苦しむことはない。このまま、

往生せい。引導を渡してやる。おれの命を持っていけ。三途の川を渡る、駄賃

にせよ。」 

 

御坊と如春尼は、二人で高ぶりながら、激しく火花をちらした。ちょうどそれ

は二つの線香花火の火玉が一つになるかのようだ。 

 

「ああ・・・」 

 

御坊が覚えているのは、最後に聞こえた如春尼の、あきらめに近いような、初

めて安楽を得たような、ため息とも嘆きともわからぬものだった。 

・・・ 

 

陽光が眩しいほど一ツ家に差した。 

御坊はようやく目を覚ました。 

裸だが、自分の法衣をかけられていた。 

おもわずくしゃみをした。 

 

『なんだ。おれはまだ生きてたのか。』 

   

すると、後ろで若い女の声がした。 

 

「死んだよ。」 

 

長い垂髪を後ろに束ねた十七、八歳のおなごが座っていた、彼女は、にっこり

笑っていた。 

 

「死んだ？ 生きてるではないか。」 

「そう思ってるだけだろ。また死んだのだよ。息が無かったもの。」 

 

御坊は合点がいかなかった。 

 

「そうか、死んだのか。ところで、おまえは？」 

「豊丸。昨夜、あんたのおかげで往生させてもらった、あの尼だよ。」 

「なに？ 」 

「あんたが命がけでわたしを救ってくれたじゃないか。でも、わたしの罪は消

えない。罪はずっと残る。どんなに良いことをしてもね。救いは、人のために

自分を捨てるときだけだって。」 

「誰かにそう言われたのか？」 

「如来だと言ってた。」 

 

御坊は、妙におかしく思ってしまった。似たもの同士ってわけだ。 

 

「そうか、豊丸。で、生まれ変わったお前は、これからどうする？」 



 

 

「あんたについていけ、ってさ。助けてやれ、って。」 

「助けなんぞいらん。」 

「そうはいかないよ、言われたんだ。あんたよりずっと偉いお方にさ。昨夜、

いったん死んだあんたを生き返らせたのだって、わたしなんだから。ああせい

こうせいと、如来さまがうるさいのなんのって。」 

 

やれやれ、と御坊は思った。 

自分一人だけでも、どうやってこれから生き死にを繰り返していかなければな

らないのか途方にくれているのに、もうひとりの運命など構っておられようか。 

 

「心配には及ばないよ。あんたと違って、わたしは次に死ぬまでずっと死なな

いから。歳もとらないらしい。わたしが死のうと思わなければ死なないんだと

さ。」 

「そうか。それも辛いものよな。親しくなった者たちの死を、ずっと見送らな

ければならないからな。仏も罪なことをしなさる。しかし、お前はともかく、

お前が馬にしてしまった哀れな男たちはなあ、今となっては、どうにもならん

な。」 

「だいじょうぶだよ。もうみんな人間に戻っている。この前の薬の行商人なん

か、今頃、素っ裸でさ、馬小屋で怒鳴り声挙げてるよ。」 

 

豊丸はくすくす笑った。 

「おまえ、ひどいやつだな。」 

御坊も思わず苦笑した。 

「なるほど、みな呪いが解けたってことだな。それにしてもなんだな、おまえ

さん、ほんとうはずいぶんまだ若いんじゃないか。昨夜は四十がらみの尼によ

う化けたもんだ。」 

「あんたは、年増の女のほうが好みなのかい？」 

「そういうことじゃないが。」 

「だってさ、十七八の尼がさ、こんな深山で庵を編んでるなんて、おかしいと

思わないかい？ かえって怪しまれるだろ？ だから、相応の歳に化けたの

さ。」 

「それにしちゃ、あんなふうに歳を取るなら立派なもんだ。もともとの器量が

いいってことだわな。」 

「ほんと？ そんな調子の良いこと言っても、なにもでないよ。」 

「ほんとさ。」 

 

ややあって、豊丸は、真顔になって言った。 

「ありがとう。」 

「え？」 

「あんたのおかげで、生まれ変われるらしい。まともにね。まともになろうと

すれば、かな。」 

「ああ、そりゃよかった。おれも一度は、仏を捨てた甲斐があったというもの。

ただな、ああいう捨て方を選ばされるとはな。思ってもみなかったわ。」 

「あんたのこと、御坊
おんぼう

さんって呼ぶね。いいだろ？」 



 

 

「名なんぞ無いと言ったろ。好きなように呼べ。」 

「へへ、わかった。御坊さん。」 

 

豊丸はご満悦だ。 

 

「ねえ、・・・」 

「なんだ。」 

「良かった？」 

「なにがよ？」 

「あれさ。昨夜の、二人のあれ。」 

「馬鹿。」 

御坊は、笑って法衣を豊丸に投げつけた。 

その途端、『きゃあっ』という豊丸の悲鳴が聞こえた。 

そうだ、御坊は裸だったのだ。 

 

「返せ！」 

「嫌だ。」 

豊丸は、投げつけられた法衣を抱えながら、一ツ家を飛び出した。 

御坊は追いかけたが、戸口で我に返り、両手で抑えながら、「返せ、この野郎！」

と怒鳴り続けた。豊丸は、法衣を大きくふりながら、『こっちへおいで！』と

冷やかしていた。 

・・・ 

 

 

「ねえ、それほんとの話？」 

「信じようが、信じまいが、おまえの勝手だ。」 

「なんかいきなり、オヤジのエロ話を聞かされたみたいな感じ。」 

「お前が話せというから、話したんだろうが。」 

御坊さんは、ぶすっとした。 

 

「でも、良かったね。豊丸さんって娘
こ

がその後はいっしょに修行に同道してく

れたんでしょ？」 

「そうだ。」 

「かわいいの？」 

「ん？ そうさな。顔の造作
ぞうさく

は悪くはない。しかし、そんなの人によるだろ。

おれは、いつもブスと呼んでたがな。」 

「ひどい、駄目よそんなこと言っちゃ。」 

「冗談だよ。」 

「で、今、豊丸さんはどこにいるの？ この、今回の御坊さんの人生では。」 

「もういない。長いことずっといっしょの珍道中だったがな。豊丸は行くべき

ところへ行った。」 

「ほんとうに往生したってこと？」 

「そう。おれより先にな。おれのために、命を懸けたから。今頃はな、・・・」 

 



 

 

そう言いかけて、御坊さんは寂しそうに笑った。 

遠くを見ている御坊さんを見るのは、初めてだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第二夜 結界破り 

 

※翻案素材 

『ヴィイ (ゴーゴリ) 』 

『耳なし芳一 (小泉八雲) 』  

 

・・・ 

 

御坊さんは、何度も死んでいる割には、よく食べる。 

 

その夜、母がパート先のスーパーで、半額になった時間を見計らって、大量に

肉を買ってきた。 

我が家の夕飯は、しゃぶしゃぶとなった。 

御坊さんときたら、大はしゃぎだ。 

 

「いやあ、お母さん、何とお肉じゃありませんか。」 

「そうよ。御坊さん、大好きでしょ。半額になった瞬間に、わたし仕事着のま

ま、さっと取り上げたわよ。」 

「嬉しいな。」 

「御坊さんには、ほんとにお世話になってるから・・・」 

 

一体、なにをお世話になっているのだろう？ 

うちに勝手に居座っているのは、御坊さんのほうなのだ。 

どういうわけか、うちの家族はみんな、御坊さんに世話になっていると勘違い

している。さもなければ、よほどそらぞらしい、歯の浮くセリフ。 

もしかしたら、御坊さんは、そういう風にみんなを思わせる『術』をかけてい

るのかもしれない、と、わたしはたまに疑う。 

 

「冗談じゃねえよ。おれにそんな力があるわけないだろ？」 

「だってさ、この前の話みたいに、妖怪を調伏したじゃない。」 

「相手が、妖怪
あやかし

だったからだよ。生きた人間にはおれなんざなにもできやしな

いって。」 

「そうかな。」 

「それにしても、この家の人はみんないい人だよなあ。」 

 

とってつけたような、御坊さんの言葉には、わたしは妙に引っかかるのだ。な

にか裏がある。そう思ってしまう。 

 

その週末、お彼岸だった。 

正月やお盆には、お墓参りしたことがない。地方によって、いろいろと風習が

違うのだろう。 

うちでは、もっぱらお墓参りは、春秋のお彼岸と決まっていた。 

春のお彼岸が近づいていたのだ。 

お彼岸の説明をネットで見ていたら、回向という言葉が出てくる。わかったよ



 

 

うなわからないような言葉だ。 

それで御坊さんに聴いてみた。 

 

「人の思いは、なかなか死者には届かない。仄かな光だからな。それで仏にお

願いするんだ。この思いを、死者に届けてくれとな。人の善行、積み上げた功

徳、そうしたものを、仏を通じて死者に送り届けてやるんだ。それを回向とい

う。そしてそれが供養になる。」 

「なんか、真面目。」 

「しかしな、それに聴く耳をもたん奴も多いんだ。」 

「説得に手こずるんだね？」 

「まあ、そうとも言える。この浮世にわんさといる亡者たちは、そうした類い

が多い。本人、死んだことに気づかないというていどなら、害はない。が、確

信を持って襲ってくる連中もいる。恨みからな。これは難儀だ。」 

「そんな苦労話がたくさんあるの？」 

「そんなものばっかりだ。おれの『仕事』ってやつはさ。・・・そうさな、あ

れはな、建永元年のことだ。・・・」 

 

わたしはまた山川の日本史年表を引っ張り出した。 

 

「一二〇六年だね。・・・」 

「鎌倉幕府は三代目の実朝さまの時代だ。ちょうどこの年、蒙古では成吉思
ジ ン ギ ス

汗
カン

が帝国をつくった。国内では平氏の残党狩りも、とうに片付いて、世の中多少

落ち着いてきたころだ。」 

 

 

・・・ 

 

周防
す お う

国
のくに

から長門
な が と

国
のくに

へ、御坊と豊丸は行脚をしていた。 

原野と丘陵が折り重なる瀬戸内だ。 

厚東
こ と う

氏
し

の勢力が支配する宇部を過ぎて、一日歩いたところで二人は手頃な祠
ほこら

を見つけたので、そこに泊まることにした。 

 

四月。初夏とはいえ、夜ともなれば、穴だらけの祠はやはり冷える。 

名残り桜が、哀れな散り方をして、暗い堂内に舞い落ちる。 

月は中天にあり、わずかに零れてくる光が豊丸のすっきりとした、やや硬い顔

立ちを照らし出す。 

 

「今日は、午
うま

の日だね。」 

「あん？ それがどうした。」 

「どうしたって、御坊さん、今日は四月の午の日。百鬼夜行の日だよ。」 

 

御坊は嫌な顔をした。 

「ほんとにおまえは、不愉快なことを思い出させてくれるなあ。」 



 

 

「だってそうじゃない。おっかないね。」 

「おっかねえよ。こんなところに居ていいのかね。」 

 

御坊はそんな事を言いながら、もう横になって片肘をついており、眼はすでに

閉じていた。 

 

辺りは森に囲まれていて、里山の奥まったところだから、静寂に包まれていた。 

時折、わずかに流れる風が、新緑を揺らし、その匂いが祠の中にまで漂ってく

るのが、なんとも心地よい。一番近い村は、この先、七町ばかり行ったところ

だ。手前には、ずっと人家は無かった。小高い丘の上に掘っ立て小屋のような

ものが見えたが、宇部から歩いてきて、丘を昇るのも難儀だったのだ。それで、

それを見過ごしながら先を急いだところ、この古びた祠にたどり着いたという

わけだ。 

 

「さっきの、丘の上の掘っ立て小屋みたいなところに行ってたほうが良かった

かね？ 小さな灯りが点っていたじゃないか。」 

 

豊丸が、なんとなく後悔じみた物言いをした。 

 

「そうなあ。しかしよ。誰が棲んでるかわからんし、またそれがしはだれそれ

で、といちいち説明するのも億劫
おっくう

じゃねえか。人に会わないのがなによりよ。」 

「まあね、人が一番こわいからね。」 

「そうそう。」 

 

といっているうちに、なにやら表の、ちょっと開けたあたりにばたばたと走っ

てくる足音が聞こえてきた。 

ふたりとも、御坊は上体を起こした。 

豊丸も、くずしていた足を直し、片膝をつき、腰に差していた匕首
あいくち

に手を伸ば

した。 

 

「大丈夫だ。夜盗じゃねえよ。夜盗ならもっと静かに襲ってくるだろ。」 

「うん。」 

 

その足音の主は、いきなり祠を開け放ち、えらい剣幕で飛び込んでくるや、月

灯りに青白く照らされた二人の顔を見て、「うわあっ！」と絶叫してその場に

尻もちをついた。「また、出たあ！」 

 

二人は立ち上がり、その男に近づいた。 

 

「来るな！ 来るんじゃない！ 化け物！」 

 

二人は、自分たちが化け物だけに、なんと言ってやったらいいのか、一瞬戸惑

ったが、「大丈夫だ。ここはもう安心だよ。」と言い聞かせた。 

 



 

 

男は異様ななりだった。 

なにしろ、なにも所持品が無い。おまけに、草鞋
わ ら じ

すら履いていない。裸足なの

だ。体中、藁
わら

だらけ、土だらけだ。汗びっしょりかいて、息も絶え絶えという

体
てい

なのだ。そして、なにより彼は坊さんだったのだ。 

 

「どうなすった？ え、お若いの。夜盗にでも襲われなすったかい？」 

豊丸も心配そうに見守っていた。 

若い坊さんはかぶりを振った。 

 

「じゃあ、どうしたい。まあ、水でも飲みな。」 

 

豊丸が祠の奥に竹筒を取りに行ってきて、男に飲ませてやった。 

男は、貪るように飲み、ようやく一息ついたようだ。 

 

その若い坊さんの話はこれまた異様であった。 

 

彼の名は芳一。 

ここから赤間関
あかませき

にいく途中にある小さな寺の倅
せがれ

だという。 

住職は実の父ではない。 

本当の父親は、平氏に付き従った田口
た ぐ ち

成
しげ

良
よし

一党の配下の武士だった。 

田口成良といえば、平清盛の覚えめでたく、四国は阿波・讃岐一帯を領した四

国最大の大勢力だった。 

 

平氏が木曽義仲に破れ、都落ちをした後、いろいろ経緯があった後に屋島など

に本拠地を再構築し、瀬戸内海の制海権を奪い返すのに大いに貢献した。 

ところが、平氏に利あらず、その後壇ノ浦の決戦となったときに、田口一党は

裏切った。成良の嫡子・教
のり

能
よし

が源氏の捕虜になってしまったからだ。 

 

大勢力であった彼ら田口一党の寝返りが、壇ノ浦合戦の帰趨を決めたといって

も良い。 

 

この若い芳一という男は、このとき田口成良が側女
そ ば め

に産ませた子だと、そう住

職（義理の父親）から聞かされているらしい。もちろん本当のところは、田口

一族の血を引いているのか、わからない。田口に仕えていた下層武士の一人だ

ったのかもしれない。 

 

伝え聞く話によれば、田口成良は側女と乳飲み子を、懇意にしていた住職に預

けたというのだ。 

おそらく、その後の自身の運命に影を感じていたのかもしれない。 

 

田口成良は、鎌倉で評判が悪く、主君（平氏）を裏切った不忠者と糾弾された

ようだ。田口本人はこれに憤激して罵倒したところ、満場一致で処断が決まり、



 

 

檻にいれられて火刑に処せられたという。また、捕虜になっていた嫡子・教能

も三浦浜に引き出されて、斬首されたという。 

 

平氏を裏切り、源氏からは勝利の立役者なのに蔑まれと、さんざんな運命だ。

そんな血統だからか、住職はその子と田口一党との関係には一切触れず、怪し

まれぬように、さまざまなつくり話をしては、彼を育て上げた。 

 

芳一も後年、住職から過去のいきさつを明かされ、よくよく自分の一族にまつ

わる因縁に深く思いを致し、一族の菩提を弔うため、出家を決心。 

住職の支援もあって、高野山で何年も修行をしていたのだという。 

 

ところが、最近になって、住職の具合が悪くなったというので、修行を切り上

げ、遠路はるばる、山陽道を日に夜をついで赤間関に戻る途中だったというの

だ。 

 

「因果を背負ってるねえ、あんたも。」 

御坊は、同情した。が、どこか突き放しているようでもあった。 

芳一は、御坊が僧体なのに気づき、ようやく心の安心を得たようだ。 

 

「で、芳一さんとやら、どうしてそんなに取り乱してこの祠に飛び込んできた

のさ？」 

豊丸が話をせっついた。 

 

その話はまことに奇っ怪至極。およそ、常識では考えられないような話だった。 

 

芳一が宇部を過ぎたのは夕方過ぎ。 

深い森に閉ざされた丘陵地帯で難儀をしているうちに、もはや辺りは真の闇と

なり、心細くなってきた。 

ちょうど、ここへくる途中の小高い丘の上に、小さな灯りが見えたので、そこ

に一晩留めてもらえまいか、と思ったそうだ。 

 

またここから丘を昇るのには閉口したが、連日の野宿にはさすがに嫌気がさし

ていたのだ。しかも、里山の麓には、なにやら都に向かうのであろうか、武士

の一団があたりを制しており、中にはどこぞの姫らしきおなごも顔を覗かせて

いたのだ。このあたりで一団は野営するらしい。なにかと疑われては厄介だと

思い、手前で丘に登ろうと思い切ったのだ。 

 

思った以上に苦労した末に、丘の上に出たところ、掘っ建て小屋は、まさに押

せば倒れるのではないかと思うばかりの様子だったが、誰何
す い か

してみると一人の

老婆が引き戸を開けてくれた。 

 

齢
よわい

五十にもなっていようか。 

こちらがなにも言わないうちから、しゃがれた声で「納屋になら寝てもいいが

ね。火は使わないでおくれよ。鶏や馬は高いんだからね。」と言った。 



 

 

「いやあ、助かります。かたじけなく存じます。改めまして、芳一と申します。

大丈夫です。火は使いません。とにかく、朝まで寝かせてくださいまし。ほん

に感謝致します。」 

「芳一？ ふん・・・」 

老婆は、無愛想に引き戸を閉めた。 

 

芳一は、有頂天で納屋に入った。 

鶏がしばらく驚いて騒ぎ立てたが、それもほんのちょっとの間だった。 

灯りがなく、小窓から月明かりが差し込むのが、せいぜいだったが、次第に闇

の中でも、馬が一頭に、鶏が七羽と数えられるくらいにまで慣れてきた。よく

あの潰れそうな掘っ立て小屋に棲んでるくせに、馬なんぞを手に入れているも

のだ。さては、戦の後に敗軍方の馬でも盗んできたのか。とんでもないばばあ

だなどと、いろいろ思いめぐらしていた。 

さて、とにかく寝ようか、と藁の山にどんと倒れ込んだと思いきや、納屋の引

き戸が開いた。 

 

「婆さんかな？」 

 

戸口に立った人影は、まぎれもなく婆さんだった。月明かりで逆光だったが間

違いなかった。 

 

「なんです？ 御用ですか？」 

老婆は黙って両手を上げながら静かに近寄ってきた。なんだか様子がおかしい。 

 

「お婆さん、わたしは僧侶です。女犯が重大な戒律なのは、よくご存知でしょ

う？」 

 

老婆はそんな講釈には一向に構わず、どんどん近寄ってくる。もうつかまると

いう寸前で、芳一はいったん体をかわし、馬を入れてある柵のところまで逃げ

た。 

 

振り返った老婆は、また両手を上げたまま近づいてきた。 

「どうしたっていうんです、お婆さん。失礼ながら、わたしにはそんな趣味は

ありませんよ。」 

 

どう抗弁してもまったく聞く耳持たない様子だ。 

『とんでもないところに来てしまったようだ。とっとと退散したほうが良さそ

うだ。』 

そう思った瞬間、むんずと腕を掴まれた。それがまたとんでもない怪力なのだ。

それどころか、頭も、体も、そして足も、まったく動かなくなってしまったの

だ。 

なんとか抗おうとするが、口がぱくぱく動くだけで、声も出ない。 

 

老婆は傍らにあった朴
ほお

の木の長い切り枝をつかむと、芳一の股の間に差し込ん



 

 

だ。そして、自分はまるで猫のような敏捷さで芳一の背中に飛び乗り、芳一の

尻を思い切り叩いたのだ。 

 

芳一は、自分の体が勝手に動き、納屋を飛び出し、猛烈な勢いで山道を駆け下

りていくのを感じた。馬よりも速い。 

『うわあ、これは妖怪
あやかし

だ。』 

 

時既に遅く、朴の木に乗った二人は空中高く舞い上がっていた。 

老婆はさも愉快そうに、芳一の背中で大笑いしていた。 

 

夜は静かに地上の世界を覆っていたが、不思議と月明かりで、水辺や木々の緑

をほのかに照らし出していた。青白い煙が地表を覆っているようだった。 

 

とてつもない速さで空を驅ける二人は、やがて瀬戸内の海の上を、それこそき

らきらと波光が月光に照らされるその真上を、縦横自在に行き来した。 

遠くに、琵琶湖らしいものが見えるくらい、高く高く舞い上がっていたようだ。 

 

渓谷や田畑や、草原、漆黒の森、次々と眼下の風景は移り変わっていく。 

 

背中の老婆のほうを振り向くと、醜い、悪意に満ちた快楽が顔一杯に溢れてい

た。 

芳一の心臓はばくばくと音を立てていたが、それは恐怖というよりも、むしろ

快感に近いものだった。あまりに見事な自然の造形を、彼は生まれて初めて俯

瞰で目撃しているのである。 

これはほんとうに起こっている事実なのだろうか。 

それとも、夢なのだろうか。 

 

歌が聞こえてきた。 

なんの歌か皆目見当もつかない。自分たちが使っている言葉ではないかもしれ

ない。といって、不思議に懐かしい音色であった。 

そうだ、あれは琵琶湖だ。 

そしてあの言葉は、なんだろうか？ 

一応、日の本の言葉のようだ。風の合間にときどき、そんな言の葉が紛れ込ん

でくる。語りのような、朗詠のような。 

快感はやがて、哀しみに押しつぶされるものへと変わっていった。背後に琵琶

を掻き鳴らすような音が聞こえる。 

中天を舞いながら、芳一は涙がぼろぼろと出てくるのを止めることができなか

った。 

 

ふと芳一は、自分が僧であることを思い出した。 

『そうだ、こんな妖怪
あやかし

にかどわかされてはならぬ。わたしは高野山で修行を摘

んだ僧なのだ。』 

 

芳一は、般若心経を唱え始めた。 



 

 

すると、いきなり老婆が『あっ！』と叫ぶと、朴の木が一気に降下していった

のだ。臓腑がひっくり返るようになり、悪寒がきた。 

すると、いったん朴の木は下降から切り返したようだ。 

 

「そんなもん、効かないよ。あっははは・・・」 

 

それでも芳一は一心不乱に般若心経を唱え続けた。 

のんべんだらりとした読経ではなく、妖怪
あやかし

を破砕するような、激しい勢いで唱

え続けたのだ。 

やがて、老婆は落胆したかのような『あ々・・・』、とため息ともなんともつ

かない声を上げたと思うと、朴の木はたちまち地面に降り立った。 

 

二人は転げ落ちるように、柔らかい畑の上にひっくり返った。 

芳一は、その朴の木を掴むと、夢中で老婆を打ちのめした。 

ほとんど衝動的だったといっていいだろう。 

自分が僧侶であることも、人間であることも忘れていたようだ。 

 

老婆は、両手で顔を覆い、金切り声をあげ、罵り、呪う言葉を芳一に投げつけ

ていたが、次第にそれは、哀れみをさそう嘆きに変わり、澄んだ弱々しい、鈴

のような声になり、芳一の心の奥に染み入ってきた。 

 

『ん？ 待て、これはほんとうに婆さんなのか？』 

 

声の主は今や、哀願していた。 

 

「お願い、もう駄目。許して・・・」 

 

芳一は、のけぞった。思わず腰を抜かしてしまった。 

打ちのめした老婆のはずが、見目麗しい巫女
み こ

だったのだ。 

 

『そんな馬鹿な。そんなはずはない。』 

 

巫女は、息も絶え絶えになっていた。 

垂髪の美しい巫女は、身体のあちこちから血を流し、振り乱した長い髪は、芳

一を恨めしそうにしていた。 

巫女の瞳には、涙が一杯たまり、声にならない声が、口元から漏れていた。 

『どうして？ どうしてこんなことになったの？・・・教えて・・・』 

芳一は、恐ろしくなった。 

彼は、大声を上げてそこを立ち去り、一目散に走り出した。 

どこをどう走ったのか、まるでわからない。 

死に瀕した若い巫女を放り出したまま、それに対する憐憫よりも、恐怖のほう

が先に立っていた。 

歯も体中も、がたがた震えており、一生懸命に走っているはずだが、まともに

走っているようにはとても思えなかった。どこをどう走ったのか、皆目見当が



 

 

つかない。里山の麓には、あの武士の一団が野営していたはずだが、そこを通

り越して麓に降りたようだ。 

 

やがて、祠が里山の切れ目に見えたので、まずは地主神におすがりしようと、

飛び込んだら、そこに二人がいたというわけだ。 

 

「ほんとの話なのかい？ 夢でも見たんじゃないかえ？」 

豊丸は、半ば呆れた顔をして言った。 

 

「信じてください。夢なんかじゃありません。」 

「よし、わかった。そこへ行ってみよう。」 

「嫌です。止
や

めてください。とんでもないことに巻き込まれますよ。」 

「とっくに巻き込まれてるよ。その女が、ほんとうの人なら、助けてやらにゃ

いかん。すでに死人なら、供養してやらにゃいかん。妖怪
あやかし

ならもういないか、

髑 髏
しゃれこうべ

にでもなっているだろう。」 

「嫌です。絶対に、わたしは行きません。金輪際、あそこには戻りません！」 

 

御坊と豊丸は顔を見合わせ、仕方ない、というように、また座り込んだ。 

 

「たしかに、今夜は、百鬼夜行の夜だからね。じっとしていたほうがいいよ。」 

そう豊丸は言い、三人はほとんど言葉もかわさず、朝を待った。 

 

三人は明け方に祠を出て、一路、芳一の義父が住職をしている慈眼寺に向かっ

た。 

昼すぎには着いた。 

御坊と豊丸は、じゃあこれでと別れるつもりだった。 

しかし、芳一がそれを引き止めた。 

 

「これもなにかのご縁。昨晩は、お二人のおかげで、なんとか正気を取り戻す

こともできました。旅の途中でお疲れでしょう。ぜひ、うちの寺にお寄りくだ

さい。小さな寺ですし、たいしたおもてなしもできませんが、ぜひご同道くだ

さいまし。」 

 

二人は芳一の厚意に甘えて、寺にしばらく厄介になろうということにした。 

それに、昨夜芳一が被った災難も気になるところだった。 

 

老住職は病だったが、ずいぶん具合は良くなってきたようだ。 

すでに、床上げしていた。 

芳一の帰りをひたすら待ちわびていた住職は、嬉涙を流していた。 

御坊と豊丸にも深く感謝をし、気の済むまで当寺に滞留なされと申し出てくれ、

一部屋を充てがってくれた。もともと物置に使っていた狭い部屋ではあったが、

もとより大寺ではないので、文句はいえまい。 

 



 

 

夕餉
ゆ う げ

の支度ができたと小僧が呼びにきたので、二人が行ってみると、なにやら

玄関のところに客人が来ているようだ。住職と芳一が二人で応対していた。 

 

なんだろうとは思いながらも、二人はなにしろまともに物を口にしていないの

で、勝手に夕餉にぱくついた。米の飯である。おまけに、焼き魚ときている。

これは二人にとっては、およそありえない豪華な食事だったのだ。 

わざわざ住職がご馳走にしてくれたようだ。 

 

「おれ、何年でもいいや、ここに泊まるの。」 

「そうはいかないわよ。だって、人んちよ。」 

「いつも人んちじゃないか。いまさらなんだよ。」 

「でも、ちゃんとしたお寺じゃない。」 

「おれはちゃんとしたお寺には似合わないってのか、この野郎。」 

「そんなこと言ってないわよ。わたしがいるからどこでもいいでしょ。」 

「なんだ、おまえ、そんなにおれが頼りにしてると思ってるのか？」 

「だって、あれからもう二百六十七年よ。どれだけ御坊さんが死んだ後始末し

てきたと思ってるの？ ひどいときには、八つ裂きになったり、腐ってたりす

るのよ。そのたびに、わたし何度泣いたかわかりゃしない。きったないしさ。 

好きじゃなきゃ、やってられないわよ。」 

御坊は、『へえっ』といった顔をして、魚の肉を箸で口元に運んでいる豊丸の

顔を覗き込んだ。 

「おまえ、おれのこと好きなんだ？」 

「なにさ、嫌いっ。」 

豊丸はそう言うと、赤い顔をしてあっちを向いてしまった。 

 

しばらくして住職と芳一が戻ってきた。 

ふたりとも神妙な面持ちだった。 

住職は御坊と豊丸に夕餉を勧めながら、考え深そうに語り始めた。 

 

「なにやら、面妖なことになってきましてな。この先に、長門国の南を差配し

ている地頭がおる。その地頭に仕えている豪族で、中居太夫というのがおる。

その中居太夫からの使いのものでした。太夫の家には今年十六になる徳という

おなごがおりましてな。見目麗しい、気立ての良い娘じゃ。それが岩清水八幡

宮の 齋
いつき

に上がることになりましてな。いや、ここでも地元の小さな宮で、こ

れまでも巫女をしておったんで。それがですな、昨日供侍や御付きを連れて当

地を出立。ところが、昨夜、野営地から徳が突然いなくなりまして、大騒ぎ。

明け方、近くの畑で虫の息になっているのが見つかりまして、大慌てで一行が

中居の館に引き返した次第で。そこでなんですが・・・」 

 

住職は、さもいいづらそうにしていた。 

「実は、その娘が、父親にこう言ったそうで。『父上、わたしはもういけませ

ぬ。ついては、末期の水をこの先の慈眼寺にいる芳一さんに、お願いします。

芳一さんに、三晩の回向をお願いしとうございます。』と、そう言ったそうだ。

わしは、あの中居太夫をよく存じているが、芳一は面識もない。ましてや娘の



 

 

徳にも会ったことがない。わしを指名するならわかるが、なにゆえ芳一なのか、

いささか訝しく思っているのじゃ。そこでいかがであろう。昨晩の芳一の話は、

にわかに信じがたい内容じゃが、なにか中居太夫の娘と関連があるのではない

かと、そう思いましてな。ついては、お二人には、芳一に同道願って、中居太

夫のところへ話を聞きにいってはくれまいか？」 

 

御坊と豊丸は、顔を見合わせた。 

『ほらきた、今回はこれだ。』 

そういう目配せをした。 

「わかりました。同道いたします。」 

住職はほっとした顔をしたが、具合がまた悪くなったようで、奥に入ってやす

むことにした。 

 

翌朝、芳一とともに、御坊と豊丸は中居の館に出向いた。 

侍といってもこの時代、まだ半農に近い。 

館の前で三人は誰何されたが、なんなく入れた。 

地頭に仕えているとはいえ、しょせん末端の地侍である。館といっても、そう

たいそうなものではない。 

広間の板床に通されると、娘の亡骸が茣蓙
ご ざ

の上横たえられ、白い経帷子をまと

っていた。この時代、珍しいほうだったろうが、よほど可愛がっていた娘なの

であろうか、地侍なりに贅を尽くしたつもりらしい。 

 

芳一は、亡骸をひと目みるなり、真っ青な顔になった。 

それを見て、御坊も豊丸も、一昨晩の芳一の話に出てきたあのおなごだとわか

った。 

 

亡骸の傍らには、五十がらみの老武士が座っていたが、眼はどんよりと落ちく

ぼみ、精彩がまったく失せていた。 

もはやこの世に生きる甲斐はない、といった風情で、陰鬱な面持ちのままじっ

と肘掛けにもたれたまま、押し黙っていた。 

三人もまた、ただ亡骸をみながら、沈黙を守るしかなかった。 

 

老武士は、ようやく口を開いたが、娘の顔をじっと見たままだ。 

「芳一とか申したな。おまえさんは、どういうわけでうちの娘と知り合ったの

かね？」 

「いえ、まったく面識もございません。」 

「しかし、それなら、どうしてお前さんの名前を末期に呼んだんだろうか？ 

いや、ことと次第によっては、ただでは置かぬと思ったが、死に際に娘は、わ

しが懸念したようなことは一切口にせなんだ。といって、おまえさんを庇い立

てしているようにも見えなんだ。」 

「正直に申し上げます。わたくしは、お嬢さまとはこれまで一度も面識がござ

いません。」 

 

中居太夫と称する老武士は『わかった、わかった。』というように、手を振っ



 

 

た。  

 

「娘はな、この館に運びこまれてきたときには、まだ息があったのじゃ。ぜえ

ぜえ言う苦しそうな中でな、お前さんの名を出した。芳一さん以外には誰にも

読経させないでとな。あの人は、縁があるの、とな。ずっと昔からの縁が・・・

とな。ずっと昔だ。前世という意味だろうかな。わしにはわからん。ただ、そ

う言っておった。そして、三晩にわたって回向をしてほしいとな。そうすれば

わかる、とな。なんのことかね、お前さんには腑に落ちることがあるだろうか？」 

 

「滅相もない。まったくわかりません。どういう縁があると仰ったのでしょう。

太夫さま、こう申してはなんですが、わたしは経を読めと言われればできます

る。回向の次第を知っているかと言われれば、存じております。しかし、しょ

せんまだ高野山で修行中の身です。しかるべき僧位の方か、せめてわが父、慈

眼寺住職がお勤めさせていただいたほうがよろしいのではないしょうか。」 

 

「いや、娘がな、お前さんの名を呼んだのだ。わけが有るに違いないて。娘が

そうしてほしいと言っておったのだ、できるだけそうしてやりたい。おまえさ

んが未熟でもなんでもな。三晩、回向をお願いする。さすれば、十分すぎるほ

どの礼はする。しかしもし、断れば、あるいは投げ出してしまえば、お前さん

の寺は、まるごと焼き尽くしてみせようぞ。誰も生かしてはおかぬ。良いな。」 

 

最後の太夫の言葉は凄みがあった。 

脅しとはとても思えない迫力に、三人とも震え上がった。 

 

その後、太夫は意外な話をし始めた。 

「娘は、徳はな。実は、わしのほんとうの娘ではなかったのだ。それだけに不

憫でな。その生い立ちを省みるに、なぜこのような仕打ちを受けねばならぬの

か、神も仏もないものだろうか？・・・では、今夜から三晩、お願い申す。酉

の刻から、卯の刻まで。まあ、鶏が鳴ければ、もうよかろう。回向の場所はな、

そういうわけで、村はずれの廃寺で執り行う。今日のうちに、破れたところは

きちんと修繕させておいた。古くて、汚いが、まわりには何もないから、その

ほうがわれらも目付をしやすいのでな。終夜、周りを固めさせておくが、悪く

思うな。たった、三晩のことだ。よいな。」 

 

三人は慈眼寺までの半里の道すがら、これからどう対処するかを話し合った。 

 

「娘さんが言い遺した『縁』ってなんだ？ 芳一さん、ほんとうにわからない

のかい？」 

御坊は問いただした。 

「知りませんよ。なにも。わたしが平氏方の裏切り物の家系だということは、

先年、初めて義父から教えていただいたくらいです。義父はなにか知ってるか

しらん？」 

「いや、知るまいね。娘だけが知っているのさ。それも娘本人じゃない。娘に

憑りついた魔性のものが、知っているのさ。はて、中居太夫の本当の娘ではな



 

 

いと言っていたな。」 

豊丸が口をはさんだ。 

「わたしが、調べてみよう。あの娘の出自とやらを、洗い出してみよう。きっ

と、芳一さんと接点があるはず。」 

「そうよな。豊丸にはそれを頼むとして、おれは酉の刻から芳一さんと回向に

まいろう。」 

まだ四刻ときほどある。 

御坊は途中寺には帰らず、どこかへ姿を消した。 

豊丸も寺に戻らず、その足で聞き込みに走った。 

 

一刻ほど経って、御坊が一人で帰ってきた。 

御坊は、床に伏せていた住職のところへ行き、彼の算段を話した。 

 

「さようでございましたか。ますます面妖な話。縁とはいったい？・・・」 

「それは、今、豊丸が聞き込みをしておりますゆえ、多少はなにか手がかりが

でてきましょう。それがわかりませんと、手のうちようがございませぬ。」 

 

住職はふと漏らした。 

「前世の縁ということだとすれば、もしかすると、平氏にかかわりあるおなご

とか？」 

「う～む、ありうることですな。一応、怨霊の線と考えて、土砂加持をして参

りました。里山の湧き水まで参って清水を汲み、大日如来の真言で加持してま

いりました。どこまで効くか。・・・」 

 

御坊はあてがわれた物置部屋にごろりと横になり、一昨晩からの話を一つ一つ

整理してみた。が、やがてぐうたらな質
たち

だけに、結局寝てしまった。 

その間、芳一は具合の悪くなった住職の枕辺にあって、回向の次第を確認して

いたようだ。 

 

申の刻、御坊は体を揺すられて目が醒めた。 

豊丸が戻ってきているのだ。 

「御坊さん、わかったよ。」 

「おう、でかした。で、なんだった？」 

「徳っていう娘、あれは平氏の公達の娘が産んだ子さ。」 

「なに？ やはり平氏か。住職の勘はあたったな。」 

「え、そうなの。それでね、母親っていうのは名前がわからないのさ。ただ、

やんごとなき平氏の公達の娘だっていうことだけはわかっている。で、壇ノ浦

で手勢をつけて逃されたんだね。始めから舟には乗らなかったみたい。ところ

が、どこへ落ち延びようとしていたか知らないけど石見
い わ み

国
のくに

じゃないか、って

噂はある。ま、石見などにたどり着けるわけもなく、途中落人狩りに遭ってさ、

皆殺しだよ。で、娘だけ夜盗に輪姦
ま わ

されてさ、ずいぶんと手慰みにされていた

らしい。やがて飽きて、夜盗どもは人買いに高く売ったさ。市場でそれを見か

けた中居太夫が、どうも売られているにしては所作が不相応な気がして、氏素



 

 

性をただしたが、頑として言わない。太夫は、これは間違いない。かなりの身

分のおなごであろうと確信して、買い上げたそうだ。ようやく太夫の館に落ち

着いた後には、ぽつぽつと身の上をあかし始め、事情がわかったってことだね。

ただ、そのときもう娘は腹に子供がいてね。夜盗の誰かだろうよ。それに気づ

いた娘は自害しようとしたらしいが、生まれてくる子供には罪はないと思い直

して、とにかく太夫の館に保護されているうちに、産み落とした。その後、自

害したのさ。娘をどうか頼むと太夫に言い遺してね。太夫は不憫に思って、自

分の娘のように育て上げた、とそういうわけだよ。」 

 

「ひでえ話だが、よくある話でもある。」 

「まあね」 

「てことは、復讐か。」 

「そういうことになるね。」 

「くだらなねえ。」 

「くだらないことにこだわるから、亡者になるんだろ？」 

「まあ、そうだが。さて、どうしたものか。いずれにしろ、おまえは来るな。」 

「どうしてさ。いつだって一緒だろ？」 

「ありがたいが、この回向は厄介だ。もろとも敗れてしまったら、元も子もな

い。おまえは、ここで一晩、我らの加護を祈れ。十一面観音菩薩の真言でいけ。

朝まで唱え続けろ。呪詛返しだ。」 

「わかった。絶対、生きて帰ってきてよ。もういやだよ、あんたの死体の後始

末は。」 

「しょうがねえだろ。まだ仰山、後始末しなきゃならねええんだからな。たか

が二百六十七年くらいで音を上げるな。」 

「だってえ・・・」 

「いいからいいから、またどうせ会えるんだから。な、わかったか。」 

「わかったよ。でも、いやなんだよ御坊さんの死に顔見るの、ほんとうに嫌な

んだ。」 

豊丸は、うっすら目が潤んでいた。 

「・・・死んだら、いやだよ。」 

「無理言うな。死ぬのが仕事だ。」 

豊丸は、御坊の胸に顔をうずめた。御坊は熱い涙がしみてくるのを感じた。 

 

申の刻、御坊と芳一は慈眼寺を出た。 

表には、もう館から差し向けられた郎党五人が、寺まで出向いてきていた。 

 

廃寺は、思った以上に荒れ果てていた。周囲には土饅頭の跡がまだわずかに残

っていたが、その周囲はというと、葦が鬱蒼と生えている湿地である。 

それだけでも不気味な風情だ。崩れた山門から堂までの小道は、苔の生えた石

畳が続いたが、足を置くたびにずぶっとめり込む始末。 

 

郎党はというと、ほとんどが廃寺を取り巻く湿地の、さらにその外側にぽつん

ぽつんと立って、松明
たいまつ

を設
しつら

えていた。なにやら恐ろしくて、廃寺の近くで目

付をする気など毛頭無いのだろう。 



 

 

 

郎党たちが、堂の扉を開き、ぎいっとという音とともに、ぼうっと堂内の灯り

が目に飛び込んできた。 

 

本尊など無い。経文も、法具も、すでになにも無くなっている空っぽの廃寺そ

のものだった。もとより窓などというものは無く、二人が堂入りすると、一人

の郎党が、「それでは、われらはここまで。せいぜい回向をよろしくお願いし

ますぞ。外からは閂をかけ申す。悪しからず。ではこれにて。」と言って、観

音開きの木戸を閉じた。外で太い閂をかけるごとりという音が聞こえた。 

 

芳一は、真っ青な顔をしていた。 

「何が起こるのでしょうか？」 

「さあ、なんであろうか。なにも起こらないということはありますまいて。」 

 

芳一は、住職と話し合った段取りで、夜明けまでの回向を始めた。 

堂内の様子は、ひたすらがらんどうである。 

正面には本尊が無い、空っぽの段構えがあり、そこには徳という娘の亡骸が横

たえられていた。ただそれだけだった。打ち掛けが亡骸の下半身を覆っていた。 

だだっぴろい板床、そして天井には太い梁、穴だらけの天井板、あちこちに穴

が空いて、応急処置で外から板を打ち付けてはあるものの、急ごしらえは免れ

ず、雑な仕上がりだった。 

油の火皿が、堂内の四隅に置かれており、油の量から言って、夜明けまでは持

ちそうではあった。 

全体に百二十畳くらいの広さであろうか。 

ほんのり橙 色
だいだいいろ

の灯りが堂内に粒子のように染み込んでいた。 

 

御坊はずいぶん膨らんだ頭陀袋を下げてきていたが、その中から大きな徳利を

取り出した。 

 

「御坊さん、それはなんですか？ なにか、怨霊を退治するためのものです

か？」 

「そうさ。見りゃわかるだろう。酒だよ。」 

「酒？ ああ、お神酒を供えるんですね。」 

「違うって、おれが飲むんだ。奴らにこんな高価なもの、もったいねえ。」 

御坊は、あっけにとられている芳一をよそに、一人でぐい呑に注いでどぶろく

を飲み始めた。 

「御坊さん、これから回向ですよ、」 

芳一は、ほとんど泣き出しそうな声だった。 

「だからよ、酒を飲むのさ。やってられるかい、まともな気分でさ。怨霊相手

だよ。芳一さん、あんたよく平気だね。」 

「平気じゃないですよ。」 

芳一の足はがたがた震えていた。 

「あんたも飲むかい？」 

御坊はぐい呑を差し出した。芳一はちょっとためらったが、受け取った。 



 

 

「はい。・・・いただきます。」 

 

芳一はしばらくすると、多少落ち着いたのか、酒の力で気が大きくなったのか、

『よしっ』と一声揚げると、持ってきた経台に経文を置き、数珠を掻き鳴らし

たと思ったら、護身法に始まり、十八道、そして回向文を唱え、次から次へと

読経を始めた。 

「いいぞ、その調子だ！」 

御坊は盛んに囃
はや

し立てた。 

 

娘の亡骸はいまにも蘇ってきそうで、芳一は気が気ではなかったが、恐怖を押

し殺して読経三昧と決め込んだ。 

 

『朝まで読経など、楽なものさ。高野山での厳しい堂入りに比べれば、遊びの

ようなものだ。なにしろ、あそこでは堂入りの後は、死臭が漂うくらいだから

な。そうさ、こんなもの何でもないさ。結局、なにも起こりやしないんだよ。』 

 

その癖、芳一は読経しながら、一抹の不安は拭いきれなかった。 

『もし、もしだよ。ほんとうにあの娘が起き上がってきたら、どうしよう。御

坊さんはどうするつもりなんだろうか？』 

 

芳一は、そういう不安をなんとかあっちに押しやりながら、ひたすら朗々と読

経を続けた。 

その間、御坊は酒を飲み尽くして、あぐらをかいたまま、じっと娘の亡骸を見

据え、周囲に五感を働かせていた。 

 

娘の亡骸は、ぞっとするほど美しかった。 

死人
し び と

とは思えないくらいだった。今にも起き上がりそうな気すらしたものだ。 

 

何刻経ったであろうか。 

御坊は、芳一の声がいささか涸れてきたので、交代してやりたかったが、これ

は芳一がやらなければ意味がないのだ。 

 

「おっと・・・」 

 

御坊は、小さな声を上げた。 

芳一は思わず、読経を中断し、御坊のほうを見た。御坊はすぐとなりであぐら

をかいていたのだ。御坊の視線はずっとあの娘の亡骸にすえられていたのだ。

芳一は、亡骸を見た。娘が頭を持ち上げはじめていたのだ。 

 

『あ・・・』 

 

芳一のそれは、声にならない声だった。 

 

「きなすったぜ。」 



 

 

「御坊さん、どうしましょうか。」 

「待て待て、慌てるな。とにかく、芳一さん、頑張って読経を続けなさい。そ

れ以外にない。」 

「はいっ！」 

 

芳一は素っ頓狂な悲鳴にも似た返事をして、再び上ずった声で読経を再開した。 

ふと段構えを見ると、娘はもう上体を起こしていた。 

 

御坊の耳には、いや脳裏には、豊丸の声が幽かに聞こえた。 

『御坊さん、あいつらはまだ二人が見えないんだよ。でも三晩回向を続けてい

るうちには、だんだん見えてくるよ。気をつけて。・・・』 

 

「あいつ『ら』か。そうか。こいつだけじゃないんだな。」 

「え、なんですか、御坊さん。こいつだけじゃないって、どこにいるんですか。

どうしたらいいんですか。」 

「まあ、落ち着いて、娘はまだよくわれわれのことが見えないようですよ。落

ち着きましょう。」 

「はいっ」 

芳一は気を取り直して、また読経を始めた。 

 

娘は立ち上がっていた。 

そして段構えから降り立つと、なにかを探り当てようとするかのように、たど

たどしい足取りで、あちこちをさまよい始めた。 

板壁にぶつかり、柱にぶつかりしながら、だんだん二人との距離を縮めていっ

た。 

 

「御坊さん！ もうすぐこっちに来てしまいますよ。どうしましょう！」 

 

御坊は、頭陀袋の中から、麻袋を取り出した。重そうに、『よっこらしょ』と

ばかりに床に置くと、それを持って二人の周囲になにやら撒き始めた。 

砂だ。 

二間ばかりの半径で、円を描くように砂を撒いたのだ。 

 

「土砂加持？」 

「そうそう。高野山でも習ったろ。ほんとうは、亡者の供養だが、ここでは結

界に使う。」 

 

土砂加持を済ませた砂を撒き終わると、御坊は読経をする芳一の隣で、真言を

唱え始めた。不動明王の火界呪だった。印も結界用の印を結んでいた。 

 

『のうまくさらばたたぎゃていびゃくさらばぼっけいびゃくさらばたたらた

せんだまかろしゃだけんぎゃーきーぎゃーきーさらばびきんなんうんたらた

かんまん 

のうまくさらばたたぎゃていびゃくさらばぼっけいびゃくさらばたたらたせ



 

 

んだまかろしゃだけんぎゃーきーぎゃーきーさらばびきんなんうんたらたか

んまん 

のうまくさらばたたぎゃていびゃくさらばぼっけいびゃくさらばたたらたせ

んだまかろしゃだけんぎゃーきーぎゃーきーさらばびきんなんうんたらたか

んまん・・・』 

 

娘はどんどん近づいてきた。むしろ二人の読経や真言に気づいたかのように、

やってきた。 

 

「御坊さん、来ました！」 

「わかってるわい！ くそ、効かねえのかな。・・・」 

「どうするんですか？」 

「そんなん知らねえよ！」 

 

娘は歯をがちがち鳴らしながらとうとう芳一の目の前までやってきたが、そこ

でなにか見えない壁でもあるかのように、苛立ち始めていた。 

結界が効いているのだ。 

 

「御坊さん、結界が、結界が彼女を阻んでいるみたいです！」 

「見りゃわかるって。解説はいいから、あんたはとにかく読経を続けろ！」 

「はいっ！」 

また芳一は素っ頓狂な声を上げて、読経を始めた。 

 

娘は加持土砂で描かれた円の外縁に沿って、なんとか中に入ろうと穴を探って

いるが、見つからないようすだった。 

美しい顔は、醜い悪意に満ちたものとなり、またたきをしないその瞳は、もう

腐乱が始まっていたのだろう、濁った色で獲物を必死で探していた。 

「壁」の向こうで、娘は芳一に向かい、大きく口を開けてなにやら罵っている。

が声になっていなかった。ただ、口だけで呪いを放っているのだ。 

 

やがて、雄鶏の鳴く声が遠くで聞こえた。 

夜明けだ。 

娘は、怒りに満ちた表情でみえない「壁」に向かって指を指し、声無き悪態を

ついたかと思うと、段構えに戻っていき、すっとその身を横たえた。 

それを見て、御坊も芳一も、回向をやめた。 

ふたりとも、両手を後ろについて、へたり込んだ。 

 

「とりあえず、終わったな。」 

「はい・・・なんとか、生き残れたようです。」 

「まったくだ。」 

 

しばらくすると、郎党たちがわさわさと堂の前にやってくる声が聞こえ、がた

んと閂が抜かれ、扉が開かれた。 

夜明けが始まっていた。 



 

 

 

郎党たちは、好奇の目で二人が出てくるのを黙ってみていた。 

中には、ぽんぽんと肩を叩いてくれる者もいた。 

郎党たちは、村に入るところに縁台を 設
しつら

えていた。そこで火を炊き、鍋で粥

を用意していたのだ。 

中居太夫の指示らしい。 

漬物と、温かい芋粥だったが、二人は食欲がさほどなかったものの、食わなけ

れば戦えないとそう思ったのか、無理して平らげた。 

郎党たちは、それを見て安心したような笑みを浮かべ、二人を意味なく励まし

た。 

ふたりとも、愛想笑いをしながら、『生きてたろ？ そんなに簡単にはやられ

ないぜ。』と御坊が言うと、郎党たちは『そう来なくちゃなあ。』といって大笑

いした。 

 

抹茶まで出してくれて、二人はようやく生きている実感を覚えたらしい。 

抹茶を啜
すす

っていると、郎党たちの会話が聞こえてきた。 

「お嬢さまはな、ありゃ鬼に取り憑かれたんぞ。」 

「まちげえねえ。平太ってな、馬引きいるだろう？ あれがさ、お嬢さまに背

中に乗られて、馬みてえに空を飛び回されたって言ってたわ。」 

「ああ、誰も信じなかったがな。」 

「いや、ほんとだって。平太だけじゃねえ。・・・」 

 

御坊は、郎党たちに訪ねてみた。 

「もし、伺いたいことが一つあるんだが。」 

「どうしたい？」 

「この村に入ってくる手前にさ、小さい丘があるだろ？ ちょうどお嬢さま御

一行が野宿した場所の近くだよ。あそこの丘の上に、婆さんが一人棲んでいる

と思うんだが、どうだね？」 

「あの、丘に人なんか棲んでたっけか？」 

「うんにゃ、いねえ。あそこには小屋の一つもねえ。」 

「そんなはずはないんだがな。悪いが、一つ今日のうちに、誰か見てきておく

れでないかい？ 婆さんがいたら、しょっぴいてきてくれ。いなけりゃいない

でそれでいい。」 

郎党たちは、顔を見合わせた。 

そこで御坊は、銭をばらばらと縁台に撒いた。 

「これで頼むわ。」 

郎党たちは、いきなりほころんだ顔になって、「よっしゃよっしゃ」とその銭

をかき集めて、みなで分けた。 

芳一は、疲れ切っていた。 

二人で、重い体を引きずるようにして、慈眼寺まで帰った。 

山門には、豊丸が笑顔で出迎えていた。 

 

昼過ぎまで二人は爆睡した。 

死んだように眠るとはこのことだ。 



 

 

豊丸は、ほんとうに死んでしまうのではないか、といつものように気が気では

なかったが、どうやらそうではなさそうだ。 

未刻には二人とも起きたのだ。 

 

二人は、住職の寝屋に趣き、昨夜の首尾を報告した。 

住職は、『そんなことがあるのですか？』と、にわかに信じられない様子だっ

た。 

「さて、今夜だが・・・」 

御坊は、芳一に話しかけた。 

「同じ手では行くまいて。」 

「はあ、敵はどう出てきますか？」 

「百鬼夜行よ。」 

「しかし、それは一昨日ですが。」 

「あれは生きてる人が勝手に作っただけの気休め。いつだってあるのよ。今度

は集団でくるぞ。間違いない。平氏の怨霊がかたまりでかかってくる。」 

芳一は、蒼ざめた。 

 

二晩目はあっという間にやってきた。 

慈眼寺で夕餉をとった。 

海が近いから、いい魚が手に入るらしい。 

焼き魚だったが、なにを食べているのかも二人にはわからない様子だった。 

なかなか食が進まない。 

豊丸が心配そうな顔をして言った。 

「だめだよ、負けちゃ。」 

「負けやしないさ。結界を張っているからな。だが、しょせん結界だ、調伏で

きるわけじゃない。どう落とし所をみつけるか、わからんのよ。」 

 

迎えが来た。 

朝、廃寺の扉を開けてくれた連中だ。 

郎党の一人が言った。 

「あのな、お前さんが言ってた、あの丘な。やっぱり小屋なんぞ無かったぞ。

われらくまなく探したが、人の棲んだような形跡はなにも無かったわ。ただ、

狼煙
の ろ し

台の跡はあったがな、ずいぶん昔だろう。道が、無
の

うなってたからな。」 

芳一が気色ばんだ。 

「そんなことはあるはずがない。一本道ですよ、姫さまたちが野宿した辺りか

ら。」 

「それがさ、あの丘に上がる道がないのよ。さんざん探したが無い。で、われ

ら獣道をたどって丘の上まで出たが、木が生い茂ってどうにもならんで。あれ

じゃあ。」 

御坊が言った。 

「そういうわけか。」 

「そういうわけだ。」 

二人は、押し黙ったまま廃寺に向かった。 

 



 

 

「どういうことですか？ わたしは幻を見たのでしょうか。」 

「そう見せたのさ。」 

「あの老婆はいったい何者だったのでしょう？」 

「さあ、今となっては、わからんよ。徳姫の母じゃではないと思うが。身内や

近親者、先祖の霊が子孫に取り憑くなど、考えたくもないからな。平氏に連な

る怨霊の一人なんだろうよ。徳姫が岩清水八幡の巫女になるっていうのが、気

に食わなかった誰かかもしれん。おまえのやるべきことはそうじゃないはずだ、

って感じかなあ。ただ、あんたが高野山から帰ってくるということが、すべて

の引き金になっているかもな。住職さんが病に倒れたというのも、偶然ではな

い。全部、つながっているとは思えんかね。つまり、芳一さん、平氏を裏切っ

た血筋の末のあんたに、彼らはなにかをしてほしいのかもしれん。恨みってい

うのはな、芳一さん。その反対側には、頼み事があるもんだよ。それが恨みの

根本だ。」 

「そういうものですか。」 

「ああ、そういうものだよ。それがなにか、だな。」 

 

廃寺の前に立つと、芳一は身震いした。 

郎党たちが扉を開け、二人が中に入ると、えらく寒い。 

冷たい血液が体中を懸け巡ったようだ。息が白くなるのだ。 

後ろでごとりと思い閂の音がした。 

 

「さて、やろうか。」 

御坊は例によって、加持した土砂を周囲に撒き、酒を取り出した。 

芳一は、勧められうるまでもなく、自らぐい呑に注
つ

いだ。 

経台も経文も、みな昨夜から置きっぱなしだった。 

咳払いをして、胆に力を込め、読経を始めた。 

 

「おうおうおう、もうおいでなすった。」 

御坊が意外といった声をあげたので、慌てて芳一も段構えを見ると、もう死女

は立っていた。 

「ああああああ・・・」 

芳一は、唸るだけで言葉にならない。 

「落ち着け、芳一さん。さあ、読経を続けるんだ。」 

「はいっ。」 

 

芳一は昨日より大きな声を出そうとするが、とうに声は枯れて、がなりたてる

ような読経になった。 

「構わんよ、芳一さん。勝負ってもんは、最後は気合だからな。生きてるもん

のほうが偉いって、思い知らせておやり。」 

「はいっ。」 

 

死女は両手であちこちを探りながら、二人の居場所に迫ろうとしているようだ

さんざん場違いな方向に歩いていっては、悔しげな表情をして、またこちらに

向き直る。 



 

 

 

遠くで、狼の遠吠えのようなものも聞こえてきた。 

それが合図だったろうか、堂内の板壁という壁から、なにやら無数の亡者の手

や、顔がはみ出してきて、なんとか中に入ろうとしているようだ。 

芳一は、その様子を見て、ほとんど泣きながら読経を続けていた。 

御坊も、不動明王の火界呪を唱え始めた。 

 

ふと顔を上げると、もう堂内にどんどん亡者たちが入り込んできているのに気

がついた。 

みな体中に矢が刺さった平家武者たちばかりだ。紅に染まった手ぬぐいを眼帯

にして、片方の眼を覆っているものもいる。ほとんどの鎧は破れたり、落ちか

けてぶらんぶらん垂れ下がったりしている。 

青白い顔には生気が無く、 髻
もとどり

が切れてしまい、ざんばら髪になっている者、

首や手の無い者。烏帽子を被っている者が多く、兜武者は数えるほどのようだ。 

中には、女人もいる。みな首に匕首の傷があり、血塗れだ。 

垂髪は乱れ、一様に『芳一とやらは、どこじゃ？ 隠れたって無駄ぞ。』とう

なっていた。 

 

やがて兜武者の一人が決壊にぶつかったらしい。 

『おっと』という小さな声がしたと思うと、「ここじゃここじゃ、皆のもの。

あやつはここに逼塞しておるぞ。」 

 

「おおっ」という一同の雄叫びとともに、亡者たちはこぞって決壊に群がるが、

腕
かいな

はなにか見えないものを擦
さす

るだけで、どうしても決壊の中に入れない。 

徳姫はまるで宙を舞うようにして二人の頭上から襲いかかろうとしたが、やは

り見えない壁に跳ね返されて、女官の亡者たちがそれを受けとめた。 

怒号や、罵倒が堂内に響きわたった。 

 

そのとき、御坊には昨夜のように、豊丸の声が聞こえてきた。 

『御坊さん、大丈夫だよ。今日のところは、手強いやつはいないようだ。』 

 

そうと思えば、御坊も折れそうな心もなんとかこらえた。 

ふと傍らを見ると、芳一は生きた心地もせず、失禁していた。 

「どうした、芳一さん！ まだまだ！ 性根をいれて、読経せいや！」 

「あわわわ・・・」 

芳一は、完全に腰を抜かしていた。もう何刻もこの有様が続いているのだ。 

 

そのときいきなり、一番鶏が鳴いた。 

亡者たちは、顔を震わせながら、なにか呪いの文句をつぶやきながら、慌てて

散った。そして、あいついで板壁の隙間から逃げて行った。 

徳姫だけが一人残され、芳一のほうを指差しながら、いまいましそうにつぶや

くと、音もなく段構えの上に横たえた。 

 

しばらくして閂が外される重い音がして、郎党たちがおっかなびっくり扉を開



 

 

いた。外まで、堂内のどよめきがずっと聞こえていたそうな。 

二人は結界円の中でへたり込み、ほとんど口が聞けなくなっていた。 

 

中居太夫の郎党たちは、急いで二人を抱きかかえたり、担ぎ上げたりしながら、

昨日急ごしらえでつくった縁台のところに運び出した。 

汁物をあてがわれ、ようやくにして御坊も口が聞けるようになった。 

 

「まいった。百鬼夜行とはこのことよの。埒
らち

があかぬ。集団の力というのは、

げに恐ろしいものよな。・・・」 

 

慈眼寺に帰った二人は、また死んだように眠った。 

御坊ですら、いつどうやって慈眼寺に戻ったのか、豊丸に会ったのか、そんな

ことも記憶にないくらいだった。疲労困憊だったのである。 

 

御坊がやおら起きると、豊丸が抹茶を手にして飲ませてくれた。 

「あと一日だね。」 

「ううむ。まだ、落とし所がわからぬ。芳一さんは？」 

「さっき、でかけていったよ。中居太夫の館に行くといってた。昨夜の話をし

に行ったんじゃないの？」 

「そうか。昨夜はな、お前の言う通り、ほんとうに恐ろしいやつはまだ出てき

ておらなんだ。が、今夜は最後の回向。ただじゃ済むまいよ。」 

「どうする？ 今夜、やつらはあの結界を破るなにかを持ってくるか、連れて

くるか。どっちかだよ。」 

「そうだ。後者だな。なにを連れてくるか。考えただけでも、身の毛もよだつ

わ。結界は破られる。そう思っていて対処せにゃいかん。」 

「般若心経・・・は？」 

「うむ、般若心経で空
くう

じてしまうか？ そうだ、空の教えだからな。 陰（亡

者）も陽（生者）もない。みな空じてしまう。無いわけではない。有るのに、

無い。それが空。零
れい

と一緒だな。」 

「つまり、芳一さんはそこにいるのに、やつらには見えない。」 

「それでいこう。住職にお願いする。」 

 

その頃、芳一は中居太夫の居館に来ていた。 

この二晩の話をすると、にわかに信じられんという顔をしていたが、沈鬱そう

に言った。 

「芳一とか申したな。おまえさんには、酷なことを強いているとは思う。許せ。

しかし、徳の遺言じゃ。こらえてくれい。・・・」 

「もとより、それは承知しております。太夫。一つ、うかがってもよろしいで

しょうか。」 

「なんなりと。」 

「百鬼夜行の夜、わたしは姫御前の一行が野営した、その上にある丘で、妙な

体験をいたしました。」 

「おお、郎党どもが話しておった。わしも聞き及んでおる。それが？ 空を飛



 

 

んだという、あれであろうが？ うちの馬引きの平太というのも、以前そんな

目におうたと言っていた。徳に跨がられ、思わず知らず、空を飛んでいたとな。

それがどうした？」 

「あの丘でわたしに術をかけたあの老婆ですが、なにかこころ当たりがござい

ませぬか？」 

「う～む。はて、とんと思いつかぬが、・・・」 

「そんなはずはございますまい。後生でございます。お話くださりませ。」 

 

太夫はしばらく、黙っていたが、ついに口を開いた。 

「確証はない。が、思い当たるフシはある。わしの推量がまちごうておらねば、

徳の母じゃの乳母ではないかとな。」 

「乳母？」 

「さよう。徳の母じゃはな、この前申したように、わしが市場で買い取った。

一度は死のうと思っていたが、孕んでいた子を産むことに決めた。それが徳じ

ゃ。」 

「そこまでは、うかがいました。」 

「出産が近づいてな、ここから半町ばかり先にわしは別の館がある。ふだんは

物品を置く蔵につかっておる。そこで、産湯をつかわせようと思うてな。男ば

かりのこの館では、あれも落ち着かぬだろうと思ってのことだ。あれが向こう

に移ってしばらくして、一人の老婆がやってきた。といっても五十がらみ、い

や六十がらみか。いまのわしくらいだったかもしれん。聞けば、壇ノ浦から落

ちていくとき、姫とはぐれたそうな姫の名もはっきり言いおった。。なにしろ

おなごである上に歳も歳。歩みが遅いでな、姫を守っておった者どもとしても、

足手まといであったろう。置き去りにするよりなかったのじゃ。乳母はそれを

恨んではいなかった。が、やっと追いつくかと思いきや、一行ことごとく夜盗

に殺されたと聞いて、絶望していたところ、わしが市場で若い女を買い取った

という噂を聴き、その女の容姿など探っているうちに、どうやら姫に間違いな

いと思ったらしい。乳母が申すに、この山を超えて、石見国には先に落ち延び

た平氏方がおるというので、そこに姫をお連れしたい、とそう申すのだ。危な

いとずいぶん説得したが、乳母は頑としてきかぬ。どうしても姫をお返し願い

たい、と譲らぬ。」 

「で、どうなされた。」 

「思案した。落人の里は、しらみつぶしに掃討されるに決まっておる。それな

らば、名を変え、ここで紛れ棲んでいたほうがましというもの。源氏方も、自

分の手の内のものにそんな落人がいるなどとは思うまい。しかしそうなると乳

母をどうしたものか。どこで口を割るかもしれん。石見の落人たちに知れれば、

ことだ。奪い返しにこないとも限らぬし。となれば、われらもただではすま

ん・・・」 

「乳母をお斬りになったのですな。」 

「ほかに方途はなかった。不憫だとは思うたが、姫をな、救うにはそれしか。

わしは、手勢をつれ、乳母に石見まで案内すると安心させ、いかにも旅の用意

をしてな、連れ出したわ。あの丘は昔は狼煙
の ろ し

台
だい

につこうていたところだ。もう

今では二十年も前の話、源平合戦が終わってからというものは使うことも無く

なった。丘に登る道はことごとく草木に覆われ、もはや見る影もないはずじゃ。



 

 

えらい難儀の末に狼煙台まで来たところでな、われらが荷をおろし、乳母を取

り囲むとな、どうやら乳母も察したようだ。近くに落ちていた朴の木の切り枝

を手にして、『たばかりおったな。』と言って、われらに手向かった。わしは、

噛んで含めるように言い聞かせると、観念したのか、『さようにござりますか』

とにっこり笑って、正座をし、頭
こうべ

を垂れた。・・・しかし、その後、姫ごは徳

を産んだら、はなからそう決めていたように自裁してしもうた。まさかと思う

たが。それなら、万に一つも、乳母をつけて石見へ送ってやればよかったと、

ほとほと後悔しての。それだけに、徳はなんとしても育てあげてやろうと思っ

ていたところが、この有様。つくづくわしの思慮が浅いせいで、幾人
いくたり

も命を落

としておる。」 

 

長い間の沈黙が流れた 

芳一はすべてを悟った。あの老婆は、徳姫の母じゃの乳母であったのだ。 

御坊さんの推量は当たったようだ。 

乳母は、徳姫が石清水八幡に上がるのを心良く思っていないということだ。 

八幡は源氏の氏神。 

平氏は、厳島神社であろう。 

乳母の亡霊は、それが我慢ならなかったのだ。 

芳一はそう確信した。 

なにもかも、平氏が今の世（源氏の世）のすべてに異議申立をしている、そう

いうことだと芳一は思った。 

覚悟が決まった芳一は、館を辞去した。 

 

その日、容態がずいぶんと良くなっていた住職は居室にいた。 

豊丸はどこぞへ走り出ていったまま、まだ帰ってこない。 

御坊は館から戻ってきた芳一を伴って住職の前へ出た。 

そこで芳一の全身に般若心経を書こうと言い出したのだ。 

住職も芳一も、一瞬唖然としたが、その意味をすぐに理解した。 

そこで二人がかりで、墨汁を用い、芳一の全身に般若心経を書き仕上げた。 

芳一と住職は、御坊にも般若心経を施そうとしたが、御坊はそれには及ばぬと

言った。訝
いぶか

る二人に、『二人ともやつらに見えなければ、戦いようがあります

まい。わたしに惹きつけるには、やつらには見えていたほうが万事都合がよい。

いざとなれば、わたしは身代わり。必ず、芳一さんをお守りいたす。』とそう

言った。 

 

残っていないところはないかと、二人で芳一の体を見回したところ、耳を書き

そびれていたのに気づいた。 

御坊がそこで耳に筆をおろそうとすると、それまでずっとされるがままにして

いた芳一が言った。 

 

「御坊さん。耳は残したままにしていただけませんか。」 

「なに？」 

住職も驚いた。おろおろして住職が言った。 



 

 

「芳一よ、それはいかんぞ。耳も般若心経で空じておかんと、やつらは宙に浮

いているそなたの耳をちぎっていくこと必定。」 

「それで良いのです。」 

きっぱりと芳一は言い切った。 

 

住職も御坊も芳一の意外な言葉に戸惑った。 

「このまま全身を般若心経で覆い尽くせば、わたしは無事に今晩を過ごせるで

しょう。しかし、この呪いは終わらない。だとすれば、どこかでけじめをつけ

ねば。けじめをつけるのは、わたし意外にはありませぬ。さきほど、御坊さん

が般若心経の書付を拒みなさったとき、わたしも気づいた。今は、身を捨てる

ときだと。なあに、耳の一つや二つ・・・」 

住職はさすがに動揺した。 

「なに、義父上
ち ち う え

、案ずるにおよびませぬ。耳が無くとも、聞こえまする。」 

芳一は、爽やかな表情をしていた。 

御坊はただ黙って、筆を硯
すずり

に置いた。 

 

 

夕刻迫るころ、二人は三晩目の回向に赴いた。 

廃寺に着く前に、どこに行っていたのか所在が不明だった豊丸が、それこそ息

せき切って追いつき、御坊に封書を手渡した。 

「おお、間におうた。すまんな、豊丸。」 

「早馬を乗り継いで、一番近いところで手に入れてきた。これで、なんとかな

るだろうか？」 

「わからん。が、やってみるまでのこと。今夜の敵は相当手強い。数も多い。

お前と住職で、一晩中、加護を頼む。」 

「あいわかった。護摩を炊いてもらうよ。御坊さん、どうか無事で。」 

豊丸の顔は硬かった。無理に笑おうとしてか、どこか引きつっていた。 

 

三晩目。 

堂内は、おなじみのぼんやりとした橙色に染まっていたが、隙間風でゆらゆら

と陰陽が揺れていた。 

御坊はまた加持土砂を撒いたが、今宵は酒を持ってきていない。ハナからその

つもりだったようだ。 

芳一はこの二晩とは全く違い、潔い、涼しい表情をしていた。堂々たるものだ

った。 

 

読経を始めるまでもなく、死女は待ちかねたように跳ね起き、二人に向かって

飛びかかってきたが、結界で弾き飛ばされた。 

かくも息が続くかと思われるくらい、長い長い絶叫が尾を引くと、にわかに騒

がしい亡者の群れが板壁の隙間と隙間から入り込んできた。 

「今宵は、三晩目。その方ら、覚悟は良いか。・・・」 

女官といい武者といい、亡者たちは一斉に結界に群がったが、見えない壁に衝

突するごとに轟音と激しい揺ればかりで、どうにもならない。 

その間、芳一と御坊の読経や真言は堂内に疾風を巻き起こしていた。 



 

 

死女はあの乳母の亡霊に手を引かれて空中を舞い、結界の上をぐるぐると巡っ

ては、二人の僧に悪罵を投げかけた。 

 

そのとき、豊丸の声が御坊に届いてきた。 

『御坊さん、真打ち登場だ。とんでもないのが来るよ。何もできない、ただの

でくのぼうだが、そいつにだけは結界が効かない！』 

御坊は、それを聴いて必死で思案をめぐらした。 

 

埒があかぬと思ったか、死女と乳母は床に降り立ち、乳母がおごそかに低い声

で言った。 

 

「百々目
ど ど め

鬼
き

を連れておいで！」 

 

亡者一同がどよめくと、後ろのほうから全身を白妙の布で覆った女がしずしず

と前に出てきた。亡者たちは、声もなく道を開けた。そしてその女が衣をはら

りと床に落とすと、体中が無数の目で覆われた化け物であった。 

 

「芳一は、あれに。」 

 

化け物は芳一を真一文字に指差した。この化け物だけが、芳一の姿をはっきり

捉えることができるようだ。 

すると、芳一が意外な挙に出た。 

結界の一箇所、砂を手で払ったのだ。 

結界が破れてしまった。 

思わぬ展開に、亡者のほうがまたどよめいた。 

一瞬動きが止まったように見えたのだ。 

 

この芳一の思い切った判断で、御坊は賭けに出た。 

芳一が結界を自ら破ったのは、あの百々目鬼を始末してくれ、という意味だと

一瞬で了解したのだ。肉を切らせて骨を断つ。芳一がそう腹をくくったと御坊

は了解した。 

 

「芳一、どんなにつらくとも、一言も声を漏らすでないぞ！ おれはあの百々

目鬼を倒す。さすれば、結界がなかろうと、ほかの亡者はだれもお前さんの姿

が見えぬ。読経はもう良い。よいか、絶対に目は閉じたままでいよ。決して目

を開けてはならぬぞ。目には般若心経が書かれておらぬ！」 

御坊は大声で叫んだ。 

芳一は、だまってうなずいた。 

 

「かくなる上は・・・」 

 

御坊は懐から封書を取り出した。堂入り前に間に合った豊丸から手渡された封

書だ。表包みを剥がすと、出てきたのは 厳
いつく

島
しま

神社の御札だった。平氏の信仰



 

 

熱い社
やしろ

だ。 

御坊はその札を前に突き出しながら、「これを見よ！ おまえらこれに抗
あらが

える

か！」とわめきながら破れた結界を飛び出し、百々目鬼に脇目も振らず走った。

途中立ちはだかろうとする亡者は、札にふれると、木っ端微塵に吹き飛んだ。

皆恐れをなして、後退
ずさ

りするほどだった。 

御坊は亡者の群れを駆け抜けて、ついに百々目鬼に御札を押しつけた。 

百々目鬼は、絶叫してこれまたあっという間に炭の粉となって散った。 

 

「ははははは、どうだ、おまえら皆殺しだ。」 

 

御坊は当たるを幸い、片っ端から亡者たちを襲っては、「どうじゃあ！ 思い

知るが良い！」とおめきながら御札を押しつけ、次から次へと破砕していった。 

が、なにしろ数限りなく押し寄せてくる。 

御坊は気づいた。 

次第に、御札の紙が劣化していっているのだ。手の中で紙の正体がどんどん無

くなってきている。 

もうあと何体の亡者を倒せるか、わからぬようになっていた。 

御坊は死女をとらえようと、半狂乱になって亡者の間をかき分けたが、死女は

乳母に手を引かれて逃げるばかり。 

ようやく堂の一隅に追いつめたかと思うと、二人はまた上空に舞って一喝した。 

 

「なにをしておいでだい？ 芳一を、芳一を。結界はとうに破れておる！」 

 

亡者たちはふとわれにかえり、『どこだ、どこにおる？』と言い合いながら、

結界をまたいでは、芳一を探しあぐねていた。『百々目鬼がおらねば、見えぬ

ぞ。』と口々に言い合って、芳一の周りを右往左往していた。 

結界にしていた加持土砂は、とうに踏みにじられて円をなしていなかった。 

 

すると、兜武者の一人が、『耳だけはこれに見える。さすれば、とりあえずこ

れを持っていくか？ しかし、上様になんて申し上げればよいか。これで十分

とは、仰せになるまい・・・』 

 

そう言いながら、両手で芳一の耳を握るとおもいきり引きちぎった。 

芳一は、血がだらだらと流れながらも、耐えていた。 

御坊は、「この野郎！ 芳一に手をかけたな！」と言って、兜武者の背後に向

かって走り始めた。 

すると、芳一は目を開けた。 

「いかん、芳一。眼を開けるな！」 

芳一は痛みに耐えながら、ひときわ穏やかな声で、しかし胆力を込めて兜武者

に告げた。 

「おさむらい。これで手を打ってくれぬか？」 

兜武者は、見開いた芳一の眼が見えたのだ。 

「おお、芳一とやら。げに潔いことよ。自ら結界を破った上に、その志、見事。



 

 

心得た。これで満足じゃ。上さまにも、わしら顔が立つというもの・・・」 

御坊が芳一取り囲む亡者たちをかき分けているうちに、堂内をつんざく芳一の

絶叫が響きわかった。 

御坊は、「芳一！」と叫んだとき、右手に握っていた厳島神社の紙札は、こな

ぎなに千切れて、もはや体をなしていなかった。すでにぼろぼろになっていた

のだ。手の中から、はらはらとこぼれていった。 

「これまでか。」 

御坊は、力が一気に抜けてその場に座り込んだ。 

亡者たちは、札の力を使い切り、にっちもさっちもいかなくなった御坊ににじ

りより、一斉に飛びかかった。 

御坊は、なにものかの手が、自分の心の臓をわし掴み、思い切り握りつぶすの

を感じた。激痛の後は、意識が遠のいていった。 

 

そのとき、二番鶏が鳴いた。 

亡者たちは、狼狽した。 

「一番鶏の声を聞かなかったぞ！ なにゆえじゃ！」 

死にものぐるいで逃げ始めた。板壁のいたるところにある隙間から、逃げよう

としたのだ。しかし、すでに二番鶏である。朝日が穴という穴から差込み始め、

亡者たちは次々に光線に当たっては、砕けていった。亡者たちの断末魔の声が、

堂内に響き、死女はその場で力を失ったようだ。糸の切れた操り人形のように、

どさっと床に倒れた。・・・ 

 

慈眼寺で一晩中護摩を炊いていた豊丸は、御坊から言われていたのだ。 

一番鶏が鳴くまで、摩利支天の護摩を焚
た

けと。 

摩利支天で一番鶏の姿を隠し、亡者たちに雄鶏の声が届かないようにせよ、と

言われていた。一番鶏が鳴いても、護摩を止めるなと厳重に言われていたのだ。 

そして二番鶏の声を聴いたら、初めて護摩を終えよと。 

その二晩鶏が鳴いた。その瞬間に、豊丸がしていた腕数珠がぱんと大きな音を

たてて飛び散った。豊丸は胸が締め付けられそうになった。 

「御坊さん・・・」 

 

郎党たちがおっかなびっくり閂を開け、堂の中をのぞくと絶句した。 

堂内は、逃げ遅れた亡者たちのしゃれこうべや、炭化した有様が、当たり一面

に散らばっていた。むごい有様だった。 

その中に、芳一が血まみれで倒れていた。 

抱き起こし、『芳一さんよ、しっかりしな！』という声に応えて、芳一は『あ

あ、やっと夜が明けましたね。・・・明るい・・・』とつぶやいて目を見開い

た。みな仰天した。芳一の瞳は灰色に濁っていて、もはや世界を映じる力を失

っていたのだ。 

堂のちょうど真ん中には、御坊が息絶えていた。 

抱きかかえられた芳一の後、御坊の亡骸を戸板に乗せて運び出した。 

豊丸が駆けつけたのは、ちょうどその頃だった。 

豊丸は、縁台の上に戸板ごと横たえられた御坊を愛おしそうに見ていた。 

郎党たちが、乱れた御坊の衣を整えようとすると、「触らないで！ ・・・わ



 

 

たしがするから・・・」 

そう言って、御坊の血の気が失せた顔を優しく撫でた。 

 

「今回は綺麗な死に顔で、まだましだわ。良かったね。御坊さん。」 

 

豊丸は、それを自分に言い聞かせているようだった。 

 

その後、御坊の亡骸は、戸板ごと慈眼寺の物置部屋に運び込まれた。そして、

豊丸は、良いと言うまで二人きりにしてくれと、決して物置部屋には入らない

ようにと頼んだ。 

住職たちはそのようにした。 

 

御坊の亡骸を前にして、豊丸はずっと過ごした。 

夜通し、物置部屋からは低い豊丸の低誦と、時折しゃりんしゃりんという鈴の

音が聞こえてきた。 

芳一が耳を済ますと、『・・・いくたま まかるがえしのたま・・・』という

言葉や、『ひふいよいむなや・・・』といった言葉が漏れ聞こえてきた。 

どうやら、「十種大祓
とくさのおおはらえ

」を唱え続けているようであった。 

あとは朝までずっと『ふるべゆらゆらとふるべ ふるべゆらゆらとふるべ・・・』

という祝詞が、涙声に混じって際限もなく続くばかりだった。 

芳一は、引きちぎられた耳の手当を受けたものの、その痛みなど比べようもな

い、と思った。遥かに豊丸の必死さに胸がいたんだ。・・・ 

 

 

御坊は蘇生
そじょう

するのに三日三晩かかった。 

御坊と、豊丸がお互いを支え合うようにしてふらふらと物置部屋から出てきた

ときには、住職も芳一も仰天した。 

とっくに、弔いの手筈
て は ず

を整えていたからだ。 

 

その後、二人が慈眼寺に逗留すること七日に及んだ。 

すっかり元通り元気になった御坊だったが、住職や芳一はとても信じられない

ようだった。 

耳の痛みもおさまってきた芳一は、三人に手を引かれながら、中居太夫の館へ

出向き、一部始終を話して聞かせた。 

太夫は満足し、芳一の耳の傷や、なにより眼を失ったことを労
ねぎら

った。 

後で、太夫から大枚の銭と米が慈眼寺に届けられた。 

住職は、『お発ちになるときに、これをお持ちなさい。芳一の命の恩人じゃ。』

といって、大半の銭を御坊と豊丸に渡した。 

「いやあ、申し訳ありませぬな。ははは。」 

御坊はまったく遠慮することなく、銭袋を頭陀袋にいれた。 

芳一は、眼が見えぬようになったので、二人と話をしてもあらぬほうを向いて

いることが多かったが、次第に慣れるだろう、と本人は言った。 

 



 

 

「おかげで、いままで見えなかったものが、見えるようになりました。感謝し

ているくらいです。近頃、治承の乱（源平合戦）を語り聞かせるのが、都など

では流行っていると聴きます。琵琶を奏でながら、語るのだそうです。奢
おご

る平

氏、滅びる平氏を、語り聞かせる内容だと聴きおよんでいます。壇ノ浦の合戦

のことも真に迫ったものだと評判です。わたしも、琵琶を習い、その語りを覚

えようと思います。そして、徳姫や、平氏一党の菩提を弔っていこうと存じま

す。呪いは呪いなのではなく、それをわたしにせよと、請い願ってのことだっ

たのでしょう。そう思い為すようにしました。御坊さんの言われた通りでござ

いましょう。」 

御坊もうなずいた。 

「そうさ。それがきっと彼らのあんたへの頼み事だったんだろうよ。高野山に

行ったときから、もうその訴えが始まっていたのさ。自分たちの愚かさや、栄

華や、悲しい末路を後世まで語り伝えてくれというのがね。その期待に、しっ

かり応えてやるんだね。それに気づくために、おかげであんたは耳も、眼も失

ったんだ。彼らはそれを証文にしてかえっていった。逆に今度は、あんたをと

ことん守ってくれるだろうさ。呪いじゃない。恩返しだよ。きっとそうさ。」 

 

・・・ 

わたしは固唾を呑んでこの話に聞き入っていた。 

想像した以上に、重い話だった。 

御坊さんは、続けた。 

 

「芳一は、その後、琵琶で平曲を語る名人として、たいそう評判になったよ。

おまえたちの言う、『平家物語』だな。おれが坂東
ばんどう

あたりを行脚していた頃、

承久三年(一二二一年)は、三代将軍実朝さまが、鎌倉の八幡宮で公暁さまに殺

されなすった。源氏の直系はあれで絶えた。たった三代だ。後は執権北条家が

継いだ。しかも、北条は元はと言えば、「平氏」ではないか。平氏の呪いかど

うか、それは知らん。が、奢れるものは久しからず、だ。儚いよな。しかし芳

一の名は、その頃坂東にまで聞こえていたからな。たいそうな評判だったぞ。

源氏が絶えて、さらにそこから芳一は三十年は生きたから、平氏の怨霊も溜飲

を下げたことだろうよ。人間、死んでなにが辛いって、やっぱり忘れられるこ

となんだろうなあ。芳一も今頃冥土で、やあやあよくやってくれたと、怨霊た

ちから酒を勧められていることだろうさ。ははは。」 

 

御坊さんが、『ああ、喉が乾いた。今日はえらく長い話をしちまったなあ。』と

言うので、お茶でも入れようと思った。 

「なら、コーヒーのほうがいいな」 

「いれてあげようか？」 

「そうか、もう遅いのに、すまんな。じゃあ、頼むわ。」 

「ちなみにね、明日はまたお彼岸だよ。」 

「おお、春の彼岸の入りか。十八日だな。」 

「そ。一緒に行くんでしょ？」 

「行くよ。おたくの菩提寺の住職な。この前、幽霊などというものはおらん、

人間死んだら終わりと、平気で言いおったな。じゃあ、おまえはどうしてこの



 

 

寺にいるんだ、寺でおまえはなにをしているんだ、ただの茶番かと言ってやり

たかったがまあ、大人げないのでやめといた。どうせわかりゃせぬ。それにし

ても、なかなかいいもんだなあ、ああいう呑気な稼業ってのもさあ。羨ましい

限りだ。また、あの坊主のお目出度いご高説でも拝聴するとしよう。」 

 

わたしは紙のフィルターで、できるだけ美味しくコーヒーを入れてあげた。 

とっておきの、ブルーマウンテンだ。 

早速持っていくと、なんともう御坊さんは、わたしの部屋でそのままひっくり

返っていた。高いびきをかいて、轟沈だ。 

この人のいびきは、つくづく公害だと思う。 

そっとそのままにして、その晩はリビングのソファで毛布を被って寝ることに

した。 

仕方無いので、自分でコーヒーを飲んだ。おかげで、ぜんぜん眠れない。 

そこにも、御坊さんのいびきはずっと聞こえてきてますます往生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第三夜 大
おほ

なゐ  

 

※翻案素材 

『嵐が丘 (ブロンテ) 』  

『アッシャー家の崩壊(ポー) 』 

 

・・・ 

 

「あ、地震？」 

 

関東は昔から地震が多い。だから、慣れっこといえば慣れっこなのだが、それ

がむしろ怖い。 

 

「地震と言えばな、ありゃ、正応六年、鎌倉がやられたんだわ。」 

 

机の上にはいつも山川の日本年表がある。いつでもすぐ見ることができるよう

に、置いているのだ。 

わたしは「正応、正応・・・」と言って、年表を繰っていくと、それは一二九

三年だった。鎌倉時代後半だ。そうなんだ。鎌倉に大地震があったのだ。 

 

「津波もひどかったようだ。鎌倉は、何度かやられている。長谷の大仏さんも

な、ありゃ今見れば雨風にさらされているが、元はと言えば大きな伽藍があっ

たのさ。ところが、津波で伽藍は流された。で、一度、伽藍を立て直したらし

いが、また後年の津波で持ってかれちまってな、その後はあの通り、すっぱだ

かのままでいらっしゃるそうだよ。」 

 

・・・ 

 

正応六年、御坊と豊丸は、坂東
ばんどう

を行脚していた。 

鎌倉幕府成立後、用済みとなった有力御家人たちは、さまざまな不満から反乱

を起こしては、一人、また一人と粛清されていった。 

平氏と違って、源氏の歴史というのは、血で血を洗う骨肉相食むおぞましい歴

史だ。 

 

二人が鎌倉入りをしたのは、四月。 

八幡さまにお参りをして、熱海（伊豆の走り湯）まで足を伸ばし、湯治でもと

思い立った。 

今から鎌倉を発てば、夕刻には熱海に着く。 

 

平安時代からその地は、直見と書いて「あたみ」と呼んでいたそうな。 

鎌倉時代からは、熱海と書かれるようになったらしい。 

 

そのころ、鎌倉幕府は源氏と縁戚であった北条氏（元は平氏）が執権となり、

得宗家として全国に号令していた。武家棟梁の代行である。 



 

 

しかし、御坊さんと豊丸が鎌倉入りをした頃というのは、平頼綱（平左衛門）

というのが、専横を奮っていた。九代執権貞時がまだ若いのをいいことに、身

内人の平左衛門がやりたい放題だったのだ。 

気に入らないものは殺害も辞さないという横暴ぶりだったらしく、評判はさん

ざんだったが、誰も歯向かうことができなかった。 

 

いい季節だった。    

海風はいつまでも心地よく、白砂青松の相模湾は、遠くに丹沢の山々をををを超えて

富士の高嶺がくっきりと頭をのぞかせていた。 

 

熱海につくと、この時代すでにいくつか湯宿があり、二人もその一つに飛び込

んだ。 

簡単な夕餉をとった。玄米の強飯に、味付けした小魚の煮物などの具が乗って

いるものだ。 

 

「あ～あ、魚ばっかじゃなあ。肉が食いてえ。おさむらいは狩りをするから、

近年は肉をまた食い始めているらしいぞよ。鶏はもちろんのこと、猪とかな。

そうだ。このあたりは猪はよく食うってよ。明日は、猪食おうか。」 

「坊さんのくせに、何言ってるのよ。」 

「おれは半僧坊だ。」 

「調子のいいこと。ものは言いようだねえ。みんなは御坊さんのことを生臭坊

主って言うじゃない。ま、わたしを連れていること自体、おかしな目で見られ

てもしかたないんだけどさ。」 

 

そのとき、湯宿の親爺が部屋に入ってきて、「ご坊、ちとお目にかかりたいっ

て方がお見えになってるんですがね・・・」 

「は？ 当地には知り合いなんぞおらんがね。」 

「いや、伊豆国を治めなすってる平左衛門さまの配下のおさむらいだがね。当

地にある平左衛門さまの館を取り仕切っている・・・」 

「平左衛門って、平頼綱さまのことかい？ あの評判の悪い？」 

親爺は、『しいっ！』と口に指をあてた。 

「声が、でけえだよ、ご坊。」 

 

そんなやりとりをしているうちに、廊下を歩いてくる音がして、「ごめん」と

言うやいなや、一人の武士が入ってきた。 

「芦屋三郎と申す。平頼綱さまにお仕えしておる。突然お邪魔して、まことに

失礼に存ずるが、実は折り入ってお願いしたい儀があり、自らこちらにまいっ

た次第。恐れ入るが、お人払いをしていただけぬだろうか？」 

 

宿の親爺は、恐縮してそそくさと出ていった。 

三郎というその武士は、豊丸をちらと見て、「こちらのおなごは？」と御坊に

訪ねた。 

御坊は面倒なので、こういうときにはいつも答えは決まっていた。 

「ああ、これはわたしの妹で。ご遠慮無用。」 



 

 

 

兄妹だと聞いて、三郎はなにやら感に堪えたような表情をみせた。にわかに、

言葉が柔らかくなった。 

「そうですか。兄妹とな。まことに、・・・それならば・・・」 

 

妙に含みのある独言だった。 

御坊は嫌な予感がした。 

 

「で、なにゆえ拙僧をお尋ねに？ そもそも、誰にお聴き及んでわれらがこの

宿におると・・・」 

「それですが。・・・非常に、いいにくいことを、恥をしのんで申し上げまし

ょう。ぜひお力をお借りしたいのです。愛甲郡の毛利庄で、見事な怨霊封じを

なされた僧がおる、と聞き及びまして。おなごを伴った破戒僧だとも。まさか

とは思いましたが、当地の湯宿の一つに、それらしき二人連れが入ったと郎党

が申しましたので、もしやと思い駆けつけた次第です。それに間違いございま

せぬか？」 

「いかにも、拙僧のことでござろう。」 

 

御坊は、胸を張っていずまいを正した。豊丸は、『えらそうに』と笑いをこら

えていた。 

三郎というその武士は、年の頃二十八、九歳か）。神経質そうな、やや柔弱な

感じのする男だが、聞けば平左衛門（平頼綱）の館を一つ任されているという。 

平左衛門が北条氏に代わって、この伊豆一帯も管理しているわけだが、そのた

めの館が当地に一つある、というのだ。実際には平左衛門の別邸のようなもの

らしい。 

 

「それで、なんの御用でしょうな？ 三郎さま。」 

「それが、・・・なんとも申し上げにくい内容で・・・」 

 

芦屋三郎がためらいがちに話したその内容とは、どうにも胸が悪くなりそうな

ものだった。 

 

三郎には父、そして兄二人がいた。 

今から十九年前、文永の役（文永十一年、一二七四年）に蒙古が襲来した。 

激しい合戦は、当初蒙古軍の戦いぶりに馴れていなかったため、鎌倉が動員し

た日本の武士団は苦戦した。 

最終的に盛り返し、撃退することを得たが、序盤の苦戦で三郎の父と次兄は討

ち死にしている。 

 

そのため、長兄が鎌倉に在番して残っていたので家督を継いだ。三郎はこのと

きまだ十二歳だった。 

 

七年後、弘安の役（弘安四年、一二八一年）が起こり、長兄が戦
いくさ

に赴いた。 

再び蒙古を撃退したまでは良かったが、長兄は深手を負い、帰路、それが元で



 

 

近江国で亡くなり、そこで荼毘に付された。跡継ぎは無かった。 

父、そして子を二人、あいついで失った老刀
と

自
じ

や若刀自は気力を失ない、次々

と病に倒れて亡くなった。 

 

「てことは、芦屋のご一党は、三郎さまお一人になった、とそういうわけで？」 

「それが・・・妹がおります。文
あや

といいます。わたしとは三つ違いです。そし

てこの妹が、問題なのです。」 

 

最初の文永の役のときには、三郎は十二歳。文は九歳だった。 

三郎は三男ゆえ、家督を継ぐことはよもやあるまいということで、雨降山大山

寺（大山不動尊）に出され、出家していた。 

文永の役が始まる直前に、父がそうしたのだ。 

 

「なんと、三郎さまも僧であられたか？」 

 

三郎は苦笑いした。 

「いや、わずか七年の間です。弘安の役で長兄が亡くなるまでの七年です。」 

 

「十分な修行でしょう。不覚にも、それと気づきませなんだ。失礼いたしまし

た。」 

 

三郎が『問題』といったのは、この七年の間、文が美しいおなごに成長してい

たということだったのだ。 

一度も鎌倉に帰ることなく、大山に籠もっての修行はつらいものだったが、に

わかに運命が狂ってしまい、なんと家督を継ぐために、還俗
げんぞく

することになった

わけだ。 

芦屋は、鎌倉で権勢をふるい始めていた平左衛門（平頼綱）配下の郎党であっ

たが、大山で学識もつけた三郎を、平左衛門はいたく気に入り、伊豆山の館を

任せることにしたという。 

 

三郎はいったん鎌倉の芦屋の家に戻り、そこで七年ぶりに妹の文に再会したわ

けだが、あまりの美しさに、以来、不覚にも懸想
け そ う

してしまったのである。 

 

妹である。異母兄妹でさえ憚れるものを、同父母の兄妹である。言うまでもな

く、男女の交わりなどありえない話。 

ところが、離れ離れになること七年である。容姿は大きく変わる。 

三郎にしてみれば、十二歳から十九歳になるまでの間。 

文にしてみれば、九歳から十六歳までの間。 

再会した二人は、まるで赤の他人のようで、およそ兄妹であるという認識が皆

目無かったという。 

それは三郎だけではなく、文も同じことだった。 

二人で芦屋を支え合っていこうという気持ちが、やがてそのまま夫婦同然の関

係になっていった。それは二人にとっては、ごく自然な流れのようにすら思え



 

 

たようだ。 

当初は理屈上の罪悪感がつきまとったようだが、それも何の役にも立たなかっ

たという。 

 

話が厄介な方向になっていったので、御坊と豊丸は、当惑した。顔を見合わせ

ては眉をひそめるしかなかった。 

 

「いや、ご不快はごもっともです。それを弁解しようなどとは、毛頭思うてお

りませぬ。しばし、ご辛抱のうえ、わたしの話を聴いてくださらぬか？」 

 

聞くしかなかろうとばかりに、御坊は腕を組んだ。 

御坊も豊丸も、いささか呆れた話の内容に、この話、いったいどういうことに

なっていくのか、見当もつかなくなった。 

 

三郎と文は、実の兄妹でありながら情を交わしたが、世間体もあるし、道義に

も反する。日々の逢瀬はそれと微塵も感じさせぬよう注意していたという。 

 

なにしろ、館には一族は彼ら二人のほかだれもいない。 

幸か不幸か、芦屋の血族というのは、ことごとく蒙古襲来に駆り出されて、男

という男はみな死んでいる。残された連れ合いにはいずれも子がなかったし、

それぞれ住まいは異なっていた。 

二人の館に奉公していた下人は、いずれも信用できる父祖の代からの者たちで

口が堅い。 

二人が、いわゆる禁断の木の実を口にしようとするのを、阻むものは何もなか

ったのである。 

 

「して、問題とは？」 

御坊は、さすがにこの種の話をいつまでも聞かされるのはうんざりだった。も

うたくさんだというのが本音だった。 

豊丸にいたっては、露骨に嫌な顔をしていた。 

 

「はい。問題は、芦屋の血族には呪いがかかっているということです。」 

「なんですと？」 

 

いきなり問題の核心に入ってきたので、二人ともびっくりした。 

 

「呪いとは、穏やかじゃない。」 

「はい。わが芦屋一族には、おなごは生まれませぬ。」 

「いや、しかし文どのがいるではないか。」 

「生まれた場合には、・・・生まれた場合には、・・・それが、なんというか、・・・

死なぬのです。」 

「なにぃ？」 

「三郎さま、それはいったいどういう意味でございましょう？」 

「死ぬのですが、蘇るのです。」 



 

 

 

御坊と豊丸は、絶句した。 

まるで御坊のようではないか。 

 

しかし、三郎の話を聴いているうちに、どうも違う。 

御坊のように同じ生まれ変わりなのではなく、まったく違うものに成り代わる

というのだ。 

 

「化け物にです。」 

 

三郎の顔は蒼白になっており、脂汗が滲んでいた。 

意外な話の展開に、二人は口をぽかんと開けていた。 

 

「わが一族には言い伝えがあり、生まれるおなごはみな 齢
よわい

十八でみな死にま

する。得体のしれぬ病におかされ、・・・一人として十八を超えて生きた者は

ござらぬ。」 

「薬師
く す し

は？」 

「いずれも手の施しようがないと。どう見立てても、悪いところがござらぬ。

しかし、日に日に衰え、死にまする。」 

「して、化け物とは？」 

「はい。死んで後、きっかり七日後に、蘇り家督の者を襲います。わが父にい

たるまで六代にわたり、生まれたおなごはことごとく死してなお蘇り、そのと

きの家督を襲い、そのたびに家人に討ち果たされもうした。幸い、一人も家督

を継ぐものが殺
しい

されたことはございませぬが。」 

 

御坊は理解しかねた。 

「一応、呪い、ということじゃの。」 

「さようで。呪いには相応の因果がございます。」 

「どのような？」 

 

三郎の話はさらに奇怪なものになっていった。 

遡ること百四年前。 

ときは文治五年（一一八九年）のこと。 

その四年前、すでに平氏を壇ノ浦に滅ぼした佐
すけ

殿
どの

（源頼朝）は、残る大勢力・

奥州藤原氏に狙いを定めた。 

弟の判官
ほうがん

義経
よしつね

を逆意ありと沙汰して鎌倉から追放。 

義経は、奥州藤原氏を頼ったが、これを口実にして佐殿は、奥州藤原氏には『鎌

倉に逆意あり』と糾弾。 

窮した奥州藤原氏は、それまで保護していた義経を討ち、その首を鎌倉に送り、

佐殿への恭順を示した。 

ところが佐殿は、これを『謀反人の弟とはいえ、源家の家人である。これを勝

手に殺
しい

するとはなにごとか。』といいがかりをつけ、御家人衆総出による奥州



 

 

藤原氏追討の宣旨
せ ん じ

を発した。どちらに転んでも、佐殿は奥州藤原氏を滅ぼすつ

もりだったのだ。 

 

三郎の初代先祖、芦屋
あ し や

権之兵衛
ごんのひょうえ

は幕府・御家人衆から命じられ、手勢で先発し、

敵情視察をするため、六月に鎌倉を発った。 

権丿兵衛は、長旅の後、義経が討たれた衣川
ころもがわ

で、義経の追善供養をし、しば

し疲れを癒やした。 

 

当時奥州は、藤原泰衡
やすひら

が当主として威勢を振るっていたが、日本中の武士団を

からげた鎌倉幕府にかなうわけもない。 

もともと兄弟たちの間では、確執が絶えず、鎌倉幕府の奥州征伐にどう対処す

るかで意見を違
たが

え、動揺しきり。泰衡は弟たちの裏切りを恐れ、次々に討ち果

たした。 

 

生き残っていた一番下の弟の貞衡にも討手がかかり、ことごとく家人は殺され

た。貞衡はからくも逃げおおせ、たった一人生き残った娘と、わずかな家来を

連れてひそかに奥州を抜けた。飛び込んだところが、衣川にいた芦屋権之兵衛

の野営所だった。鎌倉幕府に単独で投降する所存だったようだ。 

 

驚いたのは、権之兵衛だ。 

疑心を隠し、貞衡一行を歓迎した。 

貞衡は、藤原氏の内情、陣立てなどを権之兵衛に明かし、その代わりに幕府の

温情と庇護を求めた。 

権之兵衛はただちに鎌倉に懇請いたすと約し、一行を安心させた。 

実は、嘘であった。 

藤原氏の一族の間にどのような経緯があったか知らぬが、戦になって当主を裏

切るなど言語道断。権之兵衛は許す気になど毛頭なれなかった。 

そこで、鎌倉に早馬を仕立てたと嘘を言い、『万事、首尾よくまいりますぞ。』

と一行を安堵させたのだ。 

 

その夜、権之兵衛は八方手を尽くしてたいそうな酒宴を張り、貞衡を酒でもて

なした。 

さんざんに酔いが回ったところで、権之兵衛は言った。 

『貞衡さまの太刀は見事なしつらえとお見受けいたす。巾
はば

木
き

を見ただけでわか

りもうす。』と、褒めそやした。 

貞衡もいい気になり、『おお、芦屋どのは郎党の身分でありながら、なかなか

の目利きじゃのう。これは、亡き父・秀衡からの形見分け。京の 帝
みかど

から賜っ

た家宝の一つでな。』 

『それは、なにより。さぞ斬れ味も比類なきものでしょうな。』 

『言わずもがな。』 

『されば、一つそれがしにもその斬れ味を見せていただくわけにはいただきま

せぬか。』 



 

 

『しないでもないが、なにを斬ろうぞ？』 

『ちょうど、われら鎌倉方の先鋒を探ろうと、泰衡方のおなごの間者
かんじゃ

を捕らえ

たところゆえ、この者を斬ってみてはいかがかと。』 

『なに、人を、それもおなごを斬ると申すか？』 

「御意
ぎ ょ い

。鎌倉に仇なす間者でござる。おなごといえども許しはせぬという、貞

衡さまのきっぱりとしたお覚悟を佐殿にお示しになるには好都合かと。』 

『ううむ。あまり気はすすまぬが、そうとあらば。』 

 

貞衡は、権之兵衛にさらに酒をすすまれ、正直足もふらつくようなありさまだ

ったから、事の分別も雑になっていたろう。 

大いに権之兵衛におだてられ、大声で冗談を言い合うくらいにまでなった頃、

一人の女が陣幕の中に引き出されてきた。 

女は、みすぼらしい衣で、頭には藁袋を被せられていた。 

後ろでに縛られ、猿ぐつわをされていたのであろうか、言葉にならないうなり

声を発するばかりだった。 

 

『さ、さ、太刀の斬れ味、とくとお見せくださりませ。』 

権之兵衛がすすめると、『よかろう。』と、貞衡は床几から立ち上がり、太刀を

抜いた。 

手元がブレるほど酔いが回っていたが、何度か頭を垂れている女のうなじに刀

を定めると、『えいっ』とばかりに首を斬り落とした。 

首が鈍い音をたてて地面に落ちた。 

貞衡は斬った拍子に前につんのめり転んでしまった。女の首からほとばしりで

る血しぶきをもろに浴びて、大いに騒ぎ、醜態をさらし、権之兵衛たち郎党を

笑わせた。 

 

権之兵衛は、手を叩き『貞衡さま、名にし負う奥州の勇者。お見事な太刀さば

きでございました。』 

貞衡は、照れ笑いしながら、『なんの、なんの。』とやおら立ち上がろうとした

とき、権之兵衛が言った。 

『貞衡さま、よろしければ、間者の面体
めんてい

をお確かめになられてはいかが？』 

『それもそうじゃの。どれ、・・・』 

貞衡が転がった首を取り上げ、藁袋を取ってみたところ、顔面蒼白となって言

葉を失った。娘の首であった。猿ぐつわを噛まされ、白目を剥いたその顔は貞

衡をじっと見つめていた。 

 

『お付きの者どもは、もうことごとく処断いたした。ご安心召されよ。さて、

最後は貞衡、うぬじゃ。』 

 

貞衡は、娘の首を抱いたまま慟哭していた。 

『おまえのために、わしは恥知らずにも家を裏切ったというに。どうしてこの

ようなことに・・・おのれ、そのほうら、謀
たばか

ったな・・・』 

 



 

 

権之兵衛は冷たく言い放った。 

『ふん、裏切りものがなにを言うか。佐殿にお伺いをたてるまでもない。それ

がしが成敗いたす。』 

権之兵衛が顎で下知
げ ち

すると、郎党たちが一斉に貞衡に斬りかかった。 

貞衡はなますのように斬られ、断末魔の中で言い遺した。 

 

『芦屋の・・・権之兵衛を申したな。・・・うぬの一族、代々にわたり、もっ

とも愛しい者を殺さずにはおかぬ運命
さ だ め

を、呪いおくぞ。・・・しかと覚えてお

れ・・・』 

 

権之兵衛は、『往生際が悪いわ！』と言って、胸を突き通し、とどめを刺した。 

 

奥州合戦は、圧倒的な鎌倉方の勝利に終わり、奥州藤原氏は滅びた。 

芦屋権之兵衛は、貞衡の手勢と序盤で遭遇し、見事討ち果たしたと鎌倉に知ら

せ、大いに賞せられた。 

が、その後、代々に渡り、生まれた娘はことごとく十八で死に、きまって七日

目には生ける亡者となって蘇生。皆、斬り殺された。 

男は男で、合戦続きの中で、討ち死にするものが跡を絶たず、三郎までのわず

か百四年の間に、七代も当主が変わるという有様となった。 

この「貞衡の呪い」は、代々男にのみ言い伝えられ、秘密のうちに処理されて

きた経緯がある。 

 

こうした三郎の話は、御坊も豊丸も、身の毛がよだった。 

 

「して、三郎どの。われらになにをせよと？」 

「わかりませぬ。が、だれかに話さないではいられなかったのです。」 

「それは、無理もないこと。ところで、その文どのは今どこでどうされておる？」 

「死にました。」 

「なに？」 

御坊は、三郎の意図がようやくわかった。 

「それで、わたしになんとかしろ、とそう仰せられるのだ？」 

三郎は、さももうしわけなさそうに、「なにとぞ、お力添えを。お知恵を！」 

といって、土下座した。 

「いけませぬ、三郎さま。お手を挙げてくださりませ。われら、そのようなこ

とにふさわしいものではありませぬ。・・・しかし、これはどうしたものか。

文どのは、いつ身罷
み ま か

られたのでしょうか？」 

「一昨夜です。もう半年ほど臥せっておりました。日に日にやせ衰え、一昨夜

とうとう息を引き取ってござる。哀れな妹よ。」 

「亡骸は？」 

「わたしが任されている平左衛門さまの別邸に。母屋から、三町ばかり山道を

登ったところに番小屋がありまして、もう今では誰も使うことがありませぬゆ

え、そこに。そこで簡単な弔いを明日執り行いたく存ずる。ご坊になにとぞお

願いしたいが、いかがであろうか？」 



 

 

 

断れるわけもない。 

豊丸も気が進まなかったが、引き受けるということに話は落ち着いた。 

三郎は、明日、朝迎えを寄越すといって、湯宿を去った。 

残された二人は、肌寒くなってしまった。 

 

「よう。湯につかってこようや。なにやら、寒気がするわ。」 

「あい。・・・他人がいたら、まともにこの話もできないから、親爺に銭をわ

たして、貸し切りを案内
あ な い

してもらおうか。」 

「おお、そうしておくれ。この話は、ちと憚る。まいったのう。気がすすまぬ

なあ。・・・」 

 

御坊も豊丸も、どこか引っかかりがあったのだ。 

それがなにか、まだこのときはわからなかった。 

 

男女の別なく入る湯屋は、どこも手狭なつくりばかりだった。 

話の内容が内容だけに、二人は親爺の手引で、裏山の陰にしつらえてあった野

天の湯に浸かることができた。 

木造りなので、湯あたりの優しい心地がした。 

木立のはざまから、沖のイカ釣り舟の灯りがぽつぽつと見える。 

ちょうど三月から六月というと、産卵のために岸に近づいてくるのだ。 

 

「烏賊
い か

もなあ、ああやって子孫を産むんだよなあ。人も同じだが、なんとも痛

ましい運命
さ だ め

の血族というものがあるものだなあ。しかし、貞衡とかいう藤原の、

酷い仕打ちをされたものよな。いかに裏切ったとはいえだな、そもそも身内に

殺されそうになって逃げたんだろうに。・・・貞衡？ 知らんな。忠衡や通衡
みちひら

、

頼衡は知ってるがな。泰衡が弟を三人殺したと聴いたが。ほかにも二人、奥州

合戦で討ち死にしているが。ま、ほかにも別腹でいくらでも兄弟がいたんだろ

うよ・・・それにしても、返す返すも娘っ子は気の毒なことだ。」 

「父親に殺されると、土壇場でわかったろうね。」 

「そりゃそうさ。三郎さんの先祖と冗談言い合ってたのを聞かされていたろう

からな。酷い。それにしてもむごいことだ。」 

「呪っても無理はないね。でも、どっちの呪いだろうか。貞衡が呪いおくぞと

言ったんだろ？」 

「ううむ。そうだが、芦屋の一党で化けるのは娘だ。やはり娘が呪っていると

しか思えぬがな。いや、おまえさんが言うように、両方かもしれん。わから

ん。・・・」 

 

小さな湯船なので、二人は体がくっついたまま、沖のイカ釣り舟の灯りをずっ

と眺めていた。 

 

「せっかくの湯治なのに、さんざんだね、御坊さん。」 

「まったくな。三郎さんさえ来なけりゃ、われらいい調子でのんびりできたに。」 



 

 

 

豊丸の指先が、御坊の太もものあたりを触った。 

 

「おい、妙な気を起こすなよ。」 

「それは御坊さんでしょ。よくまあ三百五十四年も我慢できるものね。」 

「仕方ねえ、手え出したら、どんなバツを食らうかわからん。百八回という申

し渡しを、三百回に増やされたらたまらん。」 

「え～、百八回の生まれ変わりまで、我慢する気かい？」 

「ほんになあ・・・仏は罪なことをなさるよ。」 

御坊は沖の灯りを見ながら、ため息をついた。 

豊丸は、どこか寂しいそうに笑っていた。 

 

翌朝、辰刻に別邸から迎えが来た。 

走り湯からそう遠くはなかった。 

三郎は、待ちかねた様子で、夜も寝られなかったに相違ない。目に隈ができて

いた。ここ数日、寝ていないのだろう。 

下人や郎党はみな、数日の暇を出されていた。 

御坊と豊丸が逗留するので、それを理由にしたようだ。 

館自体は、この狭い熱海にしては、かなりの広さだ。 

朝餉もそうそうにして、三人は三郎の手引で文の亡骸が安置されている番小屋

に向かった。 

 

裏の山道を入っていき、館よりも高所に位置していたその番小屋は、土間と二

間続きの板敷きで、亡骸は奥の部屋に横たえられていた。 

簀子
す の こ

の上に 筵
むしろ

を敷き、文は 経
きょう

帷子
かたびら

に身を包まれて、穏やかな死に顔だった。 

三郎が置いたのだろう、蒲公英
た ん ぽ ぽ

の花の束が手に添えられていた。 

蒲公英は朝に開き、夕方に閉じる。雨が降らなければ、花は三日連続して、規

則正しく開閉する。 

どこにでも咲き、群生する多年草だ。 

三郎の文に寄せる思いがこめられているようだ。 

御坊は、まずは型通り、弔いをひとしきり行った。 

 

御坊の弔いが終わると、三郎がぽつりと言った。 

「これで四日が経ちました。あと三日です。」 

「ほんとうに、蘇るんでしょうか？」 

豊丸は心配そうに訊いた。 

「そう言い伝えられていますから、そうなんでしょう。いまのままの文が蘇る

なら、むしろそれを願いたいくらいです。が、言い伝えでは、化け物なのだそ

うです。そして今の家督であるわたしを襲うのでしょう。ご坊、なにか手はあ

りませぬか？ 文を呪いから解き放ち、成仏させてやる方法が、なにかござり

ませんぬか？」 

 

御坊は腕組をして、う～んと唸った。 

「・・・ない。・・・」 



 

 

「なんと？」 

「つかみが、無いのよ。手がかりが。」 

「呪いのいい伝えにも、思いつくことがございませぬか。」 

「う～ん。いったい、どちらの呪いなのか。それを昨夜から、二人で思案して

おる。貞衡か。それとも切られた娘か。それにまた、ほんとうに呪いなのか。

それとも怨念なのか。ずっと引っかかっておりましてな。どちらでも無いよう

な、そうでもあるような・・・」 

 

三郎は苛立たしくなったらしい。 

「それでは埒があかぬではありませんか！」 

「そう言われてもなあ。・・・わからんものは、・・・三郎さま。どうでしょう

な、文さまのことをもそっと教えてくださらんか。どんなおなごで、どんな話

をお二人でなさっていたのか？」 

 

がっくり肩を落とした三郎は、ぽつりぽつりと思い出すようにして話始めた。 

他愛のない話が多かったが、その他愛のない話が重要なのだと御坊が言ったか

らだ。 

 

長いこと、三郎は思い出せる限りのことを話たが、御坊にはこれといって合点

のいく手がかりは無かった。 

 

「かくなる上は、長い戦いをせねばならぬかもしれませぬな。」 

「と言うと？」 

「七日目に蘇るとおっしゃいましたな。」 

「さよう。」 

「なぜ、七日なのでしょうな？ もしや、七日、七日で呪いが繰り延べられて

いるからくりであるとすれば、・・・七七日
な な ぬ か

。・・・ま、なななぬかとも言うが。・・・ 

四十九日！」 

豊丸が、首をかしげた。 

「そうなの？」 

「いや、仮にだよ。いままでの芦屋一族の女性
にょしょう

たちが、蘇ったその場で殺さ

れなかったとしたらだ、どうなったんだろうな、と考えたのさ。まさか永遠に

生きながらえて、家督の息を止めるまで亡者として生きながらえるとは、ちと

考えにくい。腐っていくだろうが。よしんば、渾身の霊力で腐敗を抑えたとし

てもだ、それでも永遠ということはあるまい。きっと、なにか区切りがあるは

ずだ、とそう思ったのさ。」 

「それが四十九日ってわけかい、御坊さん。」 

「うむ。」 

「なんかしっくりこないなあ。」 

「おれもよ。しかし、ほかに心当たりが無いのよ。困ったもんだ。四十九日も

夜通し戦うとなると、こりゃ難儀だ。ただ、四十九日を過ぎたら、自ずと彼ら

もこの世を去らねばならぬとしたら、そこまで踏ん張ってわれらも戦わなけれ

ばならぬよ。」 

 



 

 

三郎は、たった四十九日でも気の遠くなるような話に聞こえていた。 

なにはともあれ、文の亡骸を外に用意されていた桶に入れて埋葬しようという

ことになった。 

鎌倉ではこの時代、風葬や投げ捨てが多かったのだが、ことがことだけに、三

郎が小田原の酒屋に大樽を一つ頼んでおいたのだ。 

彼が無い智慧を絞って考えていたのは、桶に文を入れて、頑丈な荒縄で幾重に

もぐるぐる撒きして地中深く埋葬してしまったらどうだろうか、とそう思案し

たらしい。 

御坊は、『それは名案。』と手を打ったので、二人がかりで番小屋の裏手に穴を

掘った。その間に豊丸が、荒縄を宿まで下りて手に入れてきた。桶に文の亡骸

を入れ、桶をがんじがらめに縛りつくして墓穴に落とし込んだ。 

その後はなすすべもなく、館に引き返すことにした。 

 

泥だらけになった三人は、走り湯の一つに向かい、湯を浴び、さっぱりして館

に帰ったが、下人も郎党もいない館は、精気が失せたようだった。 

食事は、豊丸が買い出ししてきたものをつかって、簡単に用意した。 

三郎は、ずっと、思いつめたような顔をしていたが、時折御坊が文のことを尋

ねると、気を取り戻したようにして、熱心にこたえたていた。 

 

その夜、箸のすすまぬ夕餉をとり、床をとった。 

三郎は、館の首座の間に一人で寝た。 

御坊と豊丸は、下人の部屋で良いと言って、狭い六畳ほどの板敷きで寝た。 

そこからは、実は一番海が見えるのだ。 

今日も、イカ釣り舟が出ているようだ。 

 

夜半、何刻であろうか。物音がした。 

豊丸が気づいたのだ。 

御坊をそっと起こした。 

「御坊さん、なんか聞こえる。誰か歩いてる。」 

「えっ・・・」 

耳を澄ますと、長い廊下を忍び足ですたすたと歩いていく足音だ。 

「三郎さんだね。」 

「うん。」 

二人は、床から起き上がり、気づかれぬよう後をつけた。 

「どこ行くんだろね？」 

「そりゃ、決まってらあな。」 

三郎は、漆黒の裏山の道をなんの苦労もなく上り詰めていった。 

二人はその後を追うのが大変だった。なにしろ灯りをつけるわけにもいかない

から、要領を得ず、御坊はやたら木立や枝にぶつかっては、『いてっ！』と小

さな悲鳴を挙げては、豊丸に怒られた。 

 

案の定、三郎は文を埋葬した番小屋に来ていた。 

月明かりは深い木立を覆っていたので、わずかしか土饅頭を照らさない。 

木陰からうかがうと、三郎は線香をたて、じっと立ちすくんでいた。 



 

 

番小屋に立てかけていた、日中つかった鍬を手にとった三郎は、土饅頭を掘り

返しはじめようとした。 

二人は、『えっ？ どうする気よ？』と思い、ハラハラしてみていたが、三郎

はどういうわけか止めた。 

そして鍬を放り出し、館への坂道を駆け下りていった。 

二人は意味もなくほっとした。 

 

翌日、三郎は番小屋に行っては、長いこと帰ってこなかった。 

夕方には戻ってきたが、墓を掘り返した様子はなさそうだった。汚れていなか

ったのだ。 

夕餉の際には、ほとんど会話もなかったが、三郎がしんみりと言った。 

 

「昨晩、わたしは文に会いたくて、墓に参りましたよ。・・・鍬を手にとった

のですが、しかし、なにか妙な気分でね。文がそこにいるような、そんな気が

したんですよ。冷たい土の中ではなく、地上にね、そこにいるような気がした

んです。いやね、たしかにそういう気配がしたんです。」 

 

豊丸は『そりゃあたしたちだよ。』と言いだしそうになって、慌てて口をつぐ

んだ。 

 

「ほんとうにいましたよ。息遣いがしましたからね。わかりますよ、わたした

ちは情を通わせていたんですから。兄妹でもね、大きな過ちですがね。でも、

いつわりは無かったんですよ。人間、なにがほんとうに正しくて、なにがほん

とうに良いことなのか、みなわかっているんでしょうかね。誰にもわかりやし

ませんよ。要するに、後悔しないかどうか、それだけが問われているんじゃな

いでしょうかね。・・・文はね、たしかにあそこにいましたよ。土の中ではな

く、わたしのすぐ傍らにね。それは間違いありません。やさしい匂い、そう。

文が好きな匂い袋の香りがしましたからね。間違いありません。わたしが文の

ために、平左衛門さまへの用事にかこつけて、わざわざ何度も鎌倉まで戻って、

寿々屋の匂い袋を買い求めてきてやったんですよ。たいそう文は喜びましてね。

いつも持ち歩いていましたよ・・・」 

 

際限なく続く三郎の独言は、はたから見たら、ほとんど狂気に近いとさえ思え

たであろう。その眼は虚空を泳いでいた。 

しかし、御坊はこの三郎の態度に、それまでずっと引っかかっていたものの糸

口が見えたような気がした。 

三郎は、怯えていなかったのだ。むしろ優しい気持ちになれているのだ。これ

は、呪いなのだろうか、怨念なのだろうか。 

六代前に起こった惨劇が、代々芦屋の一族に禍をもたらしてきた。それはそう

なのだろう。が、これを解くべきものはほんとうに呪いや怨念なのだろうか。 

そうではないような、そんな気がしていたのだ。 

三郎の独言は、その疑念にある種の確信を与えた。 

 

御坊は、三郎の独言を遮った。 



 

 

「三郎さま、とても大事なことをお話されていますよ。その感じで、もっとお

話いただけませんか。文さまとの思い出ですよ。」 

「ああ、そうですか。あと、なんかあったかな・・・」 

三郎は、疲労が濃くなってきたこともあるのだろうが、うつろな瞳になってお

り、話す言葉もなにやら要領を得なくなってきた。 

そこで、いったん三郎を寝間に導き、とにかく休ませることにした。 

七日目まで体がもたない。 

 

夜が明けた。文が亡くなった日からは、六日目である。 

その日、三郎はよほど疲れたたまっていたのか、日中ずっと床に伏していた。

豊丸がときどき見に行くのだが、三郎は死んだように眠るばかりで、まったく

起きる様子がなかった。このまま死んでしまうのではないかと心配したくらい

だ。 

 

「御坊さん、昨日、ろれつの回らないような三郎さまの話で、なにか気がつい

てたんでしょ？」 

「おお、そうなんだ。お前さん、どう思うね？」 

「なんかね、呪いや怨霊封じじゃ効かないような気がするよ。」 

「そうだろ？ 違うよな、こりゃ。いや、呪いや怨霊封じでもできるのかもし

れんが、それとは別のことをせんと、ほんとうには終わらんような気がしてな。」 

「そうね。なんだろうか？」 

「さあなあ。 難しいなあ、このたびは・・・。おれにほんとうになにかでき

るのかね・・・」 

 

その夜、三郎は夜半にすくっと起きた。 

そして、二人には声もかけずに、こっそりとまた裏山に登っていった。 

二人は後をつけてみた。 

すると、三郎は今度は迷わず、鍬を手に取り、土饅頭を掘り返し始めたのだ。 

汗だくになって掘り終えた三郎は、脇差を抜いて頑丈に縛った荒縄をすべて切

り解いた。 

蓋を開け、文の亡骸を外に引っ張り出し、号泣しながらそれを抱き続けたのだ。 

月明かりに、ところどころ浮き上がる二人の姿は凄絶なものだった。 

夜目にも、文の亡骸が次第に腐蝕し始めているのがわかるくらいだった。 

たまに風が起こると、その臭気が二人のいる木陰にも漂ってきて、おもわず鼻

を覆う始末だった。 

 

三郎の嗚咽と、絶叫に近い独言が二人のところにも聞こえてきた。 

それは、独言というより、文と話をしているような調子だった。 

 

「・・・文、お前は言ったね。・・・『かりにわたくしが他家に嫁いだとしても、

かりによ。それは森の木の葉のようなもの。わたしにはよくわかっていますわ。

冬がくれば、その葉が変わるように、時が経てばかわってしまうような代物で

しかない。でもわたしの兄上への気持ちは、この足もとの盤石な岩のよう。人

の目にはおぞましいとしか思われなくても、人に誇れるものなどなにもなくて



 

 

も、わたくしたちにとってはお互い無くてはならぬもの。わたくしは兄上なの。

兄上はいつもわたしの心の中にいる。悦びとしてではありませぬ。わたし自身、

おのれにとっていつも悦びとは言えないもの。ただ、兄上の心の中にいるもの

として、わたしはありつづける。だから二人が離れ離れになるなんて、考えら

れませぬ。』・・・そう言ったね。・・・でも、あと一日でお前は、蘇り、わたし

を殺
あや

めにくる。わたしは、おまえを討たなければならぬのか？ なぜわたしに

そんなことをさせる？ わたしに殺されたいのか？ それが呪いか？ それ

が怨念なのか？ おまえの思いではけっしてないはずだ。 おお、神も仏もな

いものか。なにゆえこのような仕打ちをわれらになさるのか？ ・・・」 

 

それを聞いていた御坊の瞳が青白い月の光にきらりとした。 

豊丸は、それを涙とはみなかった。 

御坊がなにか閃いたのだ。 

突破口を見つけることができたのだ。 

そういうとき、いつも御坊はそういう瞳を見せる。 

獲物をとうとう追い詰めたときの、狩人の目だった。 

 

翌日、御坊はいつになく陰鬱な面持ちだった。 

逆に、三郎はえらくさっぱりしていた。 

起きてきた三郎を見て、御坊は言った。 

「まずは、湯屋にでもいきなすったらいかがですか？」 

三郎は、『えっ？』という表情をして、起き抜けの自身の身だしなみを見て、

仰天していた。泥だらけだったのだ。しかも、ものすごい汗をかいた後のよう

に、体中がベトベトしていた。 

三郎はなにも覚えていないようだった。 

 

三郎が湯屋にでかけたあと、豊丸が御坊に言った。 

「御坊さん、なにかわかったね？」 

「わかった。まるっとお見通しよ。」 

「その割には、浮かない顔をしてるじゃないか。」 

「それよ。呪詛返しでも、怨霊封じでも、やるべきことはそれらではないこと

がわかった。そこまではいい。で、どうしたらいい、となると、答えはあるが、

おれにはとてもできん。出来んと言っても、ならどうするという二の手が、こ

れがまったく思いつかんのよ。・・・」 

「どうしたんだい？」 

「つまり、おれは役立たずってことさ。なんてこった。」 

 

その日は、これまでの夕餉のうちで一番和やかな、明るいものだった。 

三郎は、どこか心が決まったのであろう。暇を出していた郎党や下人たちを戻

した。 

にわかに、別邸は賑やかになった。 

『二の手』を探しあぐねている御坊はやや落ち着きがなく、不安というよりむ

しろ恐れを抱いているようだった。狐狸妖怪を恐れるのとは違う。もっと別の

ものを恐れているようだ。そして、どこか諦めている風でもあった。 



 

 

 

まだ日のあるうちに夕餉を済ませた三人は、その夜起こることをただ言葉少な

に待っていた。 

子刻、いつになく生暖かい微風が邸内のどこからともなく入り込んでは、時折

襖や障子にかすかな音を発て始めた。 

郎党や下人たちは、もうみな寝静まっている。 

門番や不寝番も休ませた。 

どうせ三人が夜明けまで起きているのだ。 

 

三人はひとかたまりになって、首座の間でそのときを待った。 

沈黙に耐えられないのか、豊丸は気を紛らわそうと、縁側からわずかにのぞい

えてみえる真っ暗な海を見たりした。 

イカ釣り船は今宵は出ていないようだ。 

 

すると、三郎の様子がにわかにおかしくなってきた。 

小刻みに震えているのだ。 

「三郎さま、いかがなさいました？」 

豊丸が心配して声をかけたが、聞こえていないようであった。 

 

「文が・・・文が動きはじめました。必死で桶の蓋をこじあけようとしていま

す。蓋を精一杯押し上げて、わずかな隙間をつくったようです。・・・指を何

度もその隙間に差し込んでは、・・・荒縄を・・・荒縄を引きちぎろうとして

いる。・・・ああ、失敗した。・・・今度は荒縄を無理に引っ張っては、あ、歯

で食いちぎろうとしている。・・・もっと、緩めてやっておけばよかった。い

や、そういうことをしてはいけないのだ。文は、自分の力でここまで来なけれ

ば。そうだよ。そうしなければいけないのさ。・・・」 

 

豊丸は身の毛がよだつ思いになった。 

御坊を見ると、黙って合掌したままでいる。今夜は、数珠も、なにも手にして

いない。まったくの丸腰だ。 

御坊はどうしようと思っているのか。 

 

三郎の譫
うわ

言
ごと

のような語りは、ずっと続いていた。 

今、文がなにをしているのか、逐一独りで語り続けているのだ。 

その間にも、風はだんだん強まってくる。 

嵐が来そうな気温の変化が感じられた。 

いや、嵐ではない。なにか別のものかもしれない。 

すでに丑刻になった。 

 

「文が・・・とうとう桶から這い出した。もう指という指は血だらけだ。不憫

な妹よ。・・・爪も剥がれてしまって。痛かったろうな。息苦しかったろうな。

ゆるせ、文。・・・ああ、文が裏山の道を下ってくる。こっちへ。こっちへ向

かってくる。・・・」 

 



 

 

豊丸は気が気ではなかった。今、ほんとうにそれが起こっているのかもわから

ない。三郎のただの幻覚にすぎないのか。 

御坊を見ると、ひたすら光明真言を唱えている。打つ手無しのときの、究極の

一手にいつも御坊はこれを唱える。 

 

『おんあぼきゃべいろしゃのうまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりた

やうん 

おんあぼきゃべいろしゃのうまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたや

うん 

おんあぼきゃべいろしゃのうまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたや

うん』 

 

寅刻をとうに過ぎていたろう。 

もうあと半刻もすれば、夜が明けよう。 

まだ世界は漆黒の闇の中だ。 

三郎の顔を引きつっていたが、どこか笑っていた。 

不気味なほど陽気な笑顔だが、眼だけは見開いたまま、狂気がすでに宿ってい

た。 

 

「漆黒の闇を、わが妹はやってくる・・・木立にもぶつかることなく、石に躓

くこともなく、まっすぐわたしのほうへ、・・・息が荒い・・・わたしはここ

だよ、文・・・わかっているね・・・そうだ、こっちだ。あ、文が裏の戸口に

立った。・・・」 

 

そのとき、裏の引き戸ががらがらと開く音を立てた。 

豊丸はおもわず、うわずった。 

『いやだ。ほんどに来た。』 

 

「妹よ、こっちだ。そうだその廊下を真っ直ぐだ。突き当りの左がわたしのい

る首座の間だ。・・・おお、文がそこまでやってきている。・・・」 

 

御坊の光明真言は、部屋中に鳴り響くほどの声高なものとなり、部屋の中は、

猛然たる疾風が流れ続けた。 

豊丸は、嵐かと思って、外を見るが、木々はまったく揺れていない。この部屋

だけなのだ。 

 

それまで、ほとんど夢遊病者のような口ぶりだった三郎が、いきなり正気に戻

った。 

そして御坊に向かって、重い銭袋を放り投げて叫んだ。 

+ 

「ご坊・・・お願い申す！ 大山の麓に谷中という庄屋がござる！ そこに、

わたしが下女に産ませた一人娘を預けている。今年で十二歳にござる。十八を

見届けてやってくだされ！ わたしが山から降り、まだ文に会うまでの間、髪

を伸ばすため逗留した庄屋にござる。山で修行していた頃、よくわたしが世話



 

 

をした庄屋じゃ。還俗して、侍になるには、髷を云わねばならんのでしばらく

逗留し、厄介になった庄屋じゃ。そこの下女と懇ろになった折、産ませた娘で

ござる。千代と申す。母ごは不幸にして産褥で死にもうした。なにとぞお頼み

申す！ ここでわたしがすべてを終わらせる！ きっと娘は無事に十八を超

えられるはずゆえ、ご坊、なにとぞ、それをしかと見届けてやってくだされい！」 

「おう、心得た！ 」 

 

三郎は、会心の笑顔でうなずいたと思うと、はっと前に向き直り、「そこに・・・

文がそこにおる！」と叫んだ。 

一瞬息を呑むと、首座の間の襖がものすごい勢いでぱあんと開かれた。 

そこに、泥まみれ、血まみれの死女が立っていた。 

眼は灰色ににごり、痩せこけ、すでに腐臭を放っていた。 

生前の美しさ故か、その容貌はかえって凄みがましていた。 

口を開き、『兄上・・・文にござりまする・・・』としゃがれた声で呼びかけ

た。 

御坊と豊丸は、思わず立ち上がり、後ずさった。 

死女はあっという間に、三郎につかみかかり、抱きしめた。 

三郎は、抗うことなく、「これで良いのじゃ。これで・・・御坊どの、さきほ

どの、しかとお頼み申しましたぞ！ ここは、わたしが引き受けて、冥土に参

ります故！」 

 

そのときである。腹から突き上げるようなとてつもない衝撃が襲った。 

館そのものがどんと浮き上がるような衝撃だった。 

油火の燭台が倒れ、ぱあっと当たりに燃え広がった。 

 

「大
おお

なゐ（大地震）じゃあ！」 

 

御坊は、豊丸の腕を掴み、外廊下の障子を突き破って、縁側から表に飛び出し

た。 

とてつもない轟音があたりを覆いつくし、暗闇の中でも木々が激しく揺れてい

るのが感じられた。 

岩がごろごろと落ちてきては木々を押し倒す、またその音が腹にこたえた。 

一目散に、裏山の道を駆け上がり、できるだけ高いところに二人は走り詰めた。

ややあって、振り返ると、海沿いでは多くの人の叫び声が聞こえた。波が立っ

ているのだろう。そして平左衛門別邸は、業火に焼かれながら、崩れ落ちてい

った。悲鳴のような音とも、声ともわからぬものが、あたりに長く尾を引いた。 

別邸は焼け落ちたのではない。地中に崩れ落ちていったのである。火がそのあ

りさまをまざまざと見せつけていた。 

郎党や下人たちのどれくらいが、館と一緒に地中に埋もれたのか、定かではな

い。 

 

地震の後、すぐに夜が明けた。 

『大なゐ』は、一二九三年、正応六年四月十日。 

夜明けに鎌倉から相模国南部一帯を襲った。 



 

 

記録では二万三千三十四人が亡くなったとされている。 

火事を伴い、熱海・走り湯の湯屋はどこも跡形もなくなるほどの惨状となった。 

あちこちで津波も押し寄せたようだ。 

 

二人が山を降りると、平左衛門別邸は跡形もなく地中に落ち込み、消え失せて

いた。 

余震がくすぶる中、いったん二人は鎌倉に戻ってみた。鎌倉も壊滅的な状況に

陥っていた。市中は不穏な空気が流れていたので、二人はとどまること無く、

すぐに鎌倉を発った。 

北鎌倉から抜けて、大山に一路向かうとき、建長寺が倒壊して焼け落ちていた。 

 

大山の麓にまでたどりついて、くだんの庄屋を尋ね回ったところ、庄屋はあた

りに一つしかなかったので見つけるのも造作無いことだった。 

その当たりは、鎌倉ほどの被害はなかったようだ。 

千代という娘にも会った。そして、坂東に下ってくるときには、また必ず寄る

と、庄屋と千代によくよく言い含み、三郎から預かっていた大枚の銭袋を渡し

た。 

 

庄屋には、世情が落ち着くまでしばらく逗留させてもらうことにした。 

数日後、縁側で二人は走り湯での一件に思い耽っていた。 

 

「兄と妹という忌み事は、実はまったく関係なかったのかもしれんな。たまた

ま二人が兄と妹だったというだけのことなのかもしれん。ほんとうに深く結ば

れていたと、そう思ってやるほうがいいのかもしれないよな。」 

「御坊さん、今回は出る幕が無かったね。」 

「ああ、でも、それが『試み』だったのかもしれないよ。なにもしない、なに

もしてはいけないっていう・・・」 

「それをどこで気づいたの？」 

「三郎さんが、墓を暴いた夜、文の言っていたことを一人で反芻
はんすう

していたろ。

自分たちは、二人で一人だといったような内容だったがね。」 

「うん、覚えているよ。文さんが、呪っている、怨んでいるとはとても思えな

いもの言いだったよね。」 

「そこよ。呪いはあったんだろう。が、三郎さんは、途中で気づいた。この一

族を苦しめた悪縁を断つには、先代がやってきたように文を殺してもなにも変

わらぬと。そしてそれまでの先祖にはできなかったことを、自分でやり遂げて、

断ち切ろうってな。それは、文も自分も深い深い情でつながっているからこそ

だ。だから、自分が殺されることで、呪いの輪廻を断絶しようとしたんだろう

な。自ら殺されてしまえば、呪いの意味がなくなる。一番愛しいものを殺さね

ばならぬという呪いだからだ。三郎さんが、それに気づき始めたんで、おれは

辛かったが邪魔せず、見守ることに決めたよ。なにもしないで見守るというの

は、たまらんな。三郎さんが、そこまで思い切ったんだ。それを全うさせるの

が、おれの勤めなんだとわかった。千代さんをなんとか生かしたいという思い

で、三郎さんの決心は一層堅固なものになったんではなかろうかな。」 

豊丸は、感に堪えたようにじっと聞いていた。 



 

 

「まあ、説明をすれば、そういうことになるかなあ・・・」 

 

『大なゐ』が起こった四月十二日から、ちょうど十日後の二十二日。 

世にいう、「平禅門の乱」が起こった。 

芦屋一族が仕えていたあの平頼綱（平左衛門）一党が、幕府執権北条得宗家の

襲撃によって、一族九十三人もろとも皆殺しとなった。 

大地震で混乱する中にあって、実権を身内人（平左衛門）に長らく奪われてい

た北条得宗家が、この隙に奪権の挙に出たのだ。 

一代の権勢を奮った平左衛門の一党はあえなく滅んだ。三郎が生きておれば、

やはりこのとき殺されていたかもしれない。それとも別邸とともに、地震で命

を失ったか。 

 

鎌倉の政権が安定するまでの一ヶ月、二人は庄屋に厄介になっていたが、よう

やく世の中も落ちついてきたようなので、出立した。復興が始まったのだ。 

そこでこんどは、奥州にでも行ってみるかということになった。 

 

ちょうど矢倉沢往還を通って、国分あたりをすぎるころ、道端にみすぼらしい

盲目の女乞食が座り込んでおり、空の茶碗をかんかんと地面に叩いていた。 

御坊が、銭を一枚欠けた茶碗に入れてやった。 

乞食は声にならない声で『おありがとうごぜえやす。おありがとう・・・』 

そう言いかけた瞬間、乞食の目は明らかに見えているのに気づいた。その目で

しっかりと御坊の姿をとらえ、低い、重々しい、それも男の声ではっきりとし

た口調で言った。御坊は突如、その眼を見るや金縛りになった。 

 

「よう耐えたの。なにかおまえが余計なことでも仕掛けるかと案じたが・・・

これで徳が一つ上がったではないか。褒美をやろう。豊丸と情を結ぶがよい。

三百五十四年か。お前にしては、よく我慢したものよ。ならずものの癖にな。

なに、案ずるな。情を通わせたところで、破戒になぞならぬ。わたしが証して

やろう。しかし、忘れるでないぞ。豊丸は、やがておまえのために、死なねば

ならぬ。よいな。・・・」 

 

御坊は、雷に打たれたように、ずっと立ち尽くし、白目を剥
む

いて痙攣
けいれん

していた。 

ふとわれに帰ると、長い時間、息を殺していたのか、どっと息を吹き返した。 

咳き込むこと甚だしく、豊丸が『大丈夫？ どうしたの？ 具合でも急に悪く

なったの？』と背中を一生懸命にさすった。 

 

豊丸には、乞食が見えていなかったのだ。 

ただ、御坊が路傍の虚空に向かってなにやら、銭を一枚放り投げたら、いきな

り立ったまま失神状態になり、なにを言っても白目を剥いて痙攣していたので、

慌てたのだった。なにか発作ようなものかと気が気ではなかったのだ。病気な

んぞで死なれた日には、豊丸としても立つ瀬が無い。 

ようやく息がまともになった御坊は、その場にしゃがみこんで言った。 

 

「ああ、驚いた。如来が来なすった。まさか盲の乞食に化装して現れるとはな、



 

 

いたずらが好きだな、いくら偉くなっても。」 

「え、如来さまに会ったの？ で、なんて仰ってたの？ 」 

「いやあ、なに、ね。よく我慢したな、と言われたよ。」 

「今回のことだね。」 

「ああ。あれで良かったかどうかわからんが、あの二人にとっては。しかし、

おれはなにもできんかった。そういう事情に、おれを敢えて立ち会わせたって

ことなんだろう。わからん。それはどうでもいいよ。終わったことだ。それよ

っか、褒美をくれたぜ。」 

「なに、ご褒美って？」 

「へへへ、内緒。」 

「なんだい、もったいぶって。ちゃんとあたしにも教えなよ。今回は死ななか

ったけど、いつも生き返らしてやってんのは、あたしだよ。」 

「いや、そのな。・・・」 

御坊は豊丸の耳元に口を寄せて何事かを囁いた。 

いきなり、豊丸は、真っ赤な顔になって、持ち歩いている大きな巾着袋で御坊

を思い切り叩いた。 

「馬鹿！」 

「いや、ほんとだってば！ なんてったって如来の仰せだぜ。 ひさびさに、

おまえも『ご開帳！』ってわけよ。あははは。よお、今日はよ、早めに宿に、

とにかくしけこもうぜ。三百五十四年ぶりだ、おれはもう我慢できねえ。恩田

あたりでどうだ。なんなら、その藪の中でもおれは一向にかまわんぞ。」 

「馬鹿、馬鹿！」 

大人の鬼ごっこが始まった。 

・・・ 

 

「珍しいの？ 御坊さんが戦わないってこと？」 

「そうでもないが、少ないほうだ。なにもできないときもあるよ。しないこと

が、一番その人たちにとってためになることがな。あるんだよ。こっちは辛い

ぜ。」 

「その、千代さんって娘。その後どうなったの？ 後にやっぱり行ってみた

の？」 

「おお、行った行った。六年後にな。べっぴんさんになっていてな。おれたち

がくだんの庄屋を再訪した折には、もう数日後に祝言
しゅうげん

を上げるところだった。

隣町の庄屋の手代と縁組ができてな。めでたく、十八の鬼門を抜けたわけだ。

三郎さんも、満足していることだろう。確かに呪いを解いたってことさ・・・」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第四夜  尸
し

林
りん

の夜  

 

※翻案素材 

『雨月物語・・青
あお

頭巾
ず き ん

 (上田秋成)』 

 

 

・・・ 

 

うちの親が夫婦喧嘩をし、三日というもの、二人とも口もきかなくなったこと

がある。 

子供としては、いくつになっても親の喧嘩というのは見たくないものだ。 

 

理由というのが、父親の浮気だ。未遂といったほうがいいかもしれない。母親

に言わせれば、若い娘ならまだしも、わたしより年上ときて、黙っていられる

わけがない、という。 

そういう問題ではないと思うのだが。 

 

御坊さんといえば、『決定的な証拠を押さえられても、いや、おれはやってな

いと言い切るくらいでないと、いかんなあ。』と、まるで他人事のようだ。 

 

「夫婦喧嘩は犬も食わねえってな。ははは。」 

 

と呑気なものだったが、母親が家事を一切放棄してしまったので、一番実害を

被ったのは実は御坊さんだった。 

毎日の食事にありつけなくなったのだ。 

 

「これは、大問題ではないか。」と、四日目には音をあげた。 

 

チキンラーメンばかり啜っていた御坊さんだが、『いくら美味くても、毎日朝

晩これじゃあとってもたまらん』と言いだした。 

 

うちからもともと近場の霊山といえば高尾山だ。御坊さんは、いきなり「高尾

山へ行ってくる」と言って、前夜から山ごもりをしてきた日があった、 

わたしが大学に行こうとしてたら、ちょうど帰ってくるところだった。 

なにをしてきたのだろう。修行の一環だろうかくらいに思っていた。 

 

翌日から、奇妙なことが起こった。 

うちの親たちは手のひらを返したように、喧嘩する前よりも、遥かに仲睦まじ

くなってしまったのだ。 

それは、気持ちが悪いほどだ。週末になると夫婦は「手をつないで」楽しげに

外出しだすしまつだ。 

 

「御坊さん、なんか変な細工したんじゃないの？」 

わたしが詰問すると、「まあ、ちょいとな。」と 



 

 

「なにをしたのよ。」 

「いいじゃないか、みんな幸せなら。」 

「気になるじゃないの。なにやったのか、言いなさい。」 

 

御坊さんはしぶしぶ白状した。 

聞けば、山に一晩籠もって、護符を二枚加持してきたというのだ。 

 

「夫婦和合符」 

「なにそれ。」 

「仲良しの護符だい。お二人の幸せを祈ってな。けけけ。定期入れの裏や、バ

ッグの中に忍ばせてやったい。」 

「大丈夫なのかさ、そんなことして。後で変なしっぺ返しなんか、ないんでし

ょうね。」 

「平気だあ。おれさまがつくったんだ、間違いねえ。ほほほ。今日からは、ま

たまともな飯にありつけるどお。」 

 

ところがそうは問屋は卸さなかった。 

夫婦は仲良くしすぎて、夜も二人で待ち合わせては、外食ばかりだ。 

毎晩である。 

兄やわたしはどうにでもなったが、家でニート状態の御坊さんはチキンラーメ

ンの日々が続いた。 

そのときの御坊さんの、苦虫を噛み潰したような顔は忘れられない。 

正直、爆笑ものだった。『こんなはずじゃなかった』という体
てい

だ。 

 

そのうち、両親はいつのまにか、また普通のどこにでもいるような日常に戻っ

た。 

御坊さんが、護符を抜いて、お焚き上げしたのだ。 

なんとご都合主義の坊さんだろう。 

 

「ま、世の中、結局成るがままが、一番ということだな。」 

 

おかげで、浮気のほうも雲散霧消したようだ。 

鼻歌まじりに、お焚き上げをしていた御坊さんに訊いてみた。 

 

「そういうのって、使わなくなったら、やっぱりお焚き上げをするものなの？」 

「そりゃそうさ。一種の『契約』だからな。」 

「契約？ まるで、西洋の悪魔や魔女との契約みたい。神様も、そうか契約か。

新約聖書っていうものね。」 

「ま、あれとはちと違うがな。契約であることに変わりはない。とくに、天部

はな。」 

「なに、天部って。」 

「よくさあ、あるじゃないか、なんとか天っていうさあ、神さまなんだか、仏

さまなんだかわからないのが。」 

「え、なに、たとえば？」 



 

 

「弁財天とかさ、韋駄天とか、毘沙門天とかさあ。」 

「はいはい、ああいうの、」 

「そ。」 

「ああいうのは、契約なの？」 

「それに近いものがある。だから、裏切ると怖い。」 

「そういうのに出くわしたことあるの？」 

「あるよ。あれはな、応仁二年だ・・・」 

「・・・あ、室町時代だ。一四六八年ってある。そうか、応仁の乱ってやつだ

ね。」 

「そうそう。ひでえ時代だった。最初は細川氏と山名氏の二つの陣営に分かれ

て戦乱となったが、長引いていくうちに、みんな何のために戦っているのかわ

からんようになってしもうたのよ。ただひたすら殺し合いでな。そのうち下剋

上が始まってな。めちゃくちゃよ。都は荒れ放題。俺たちは難を逃れて、東国

へ下ろうということになった。ちょうど、下野
しもつけ

国
のくに

（栃木県）に行く当てがあ

ったな。ところが、道中、えらく怖い思いをした。」 

 

そう言って、御坊さんはぶるっと身震いをした。 

 

・・・ 

 

御坊と豊丸は、戦乱が激しくなって都を逃げ出し、近江
お う み

国
のくに

（滋賀県）から、

美濃
み の の

国
くに

を抜けて、尾張
お わ り

国
のくに

に入ってしばらくのことだ。 

焼け野原の村ばかりを過ぎ、ようやくまともな村にたどり着いたと思った。 

ちょうど村外れにさしかかったときに、羅刹山大楽寺という恐ろしげな山号の

寺があった。 

二人は、ちょっと休ませてもらおう、ということになり、小さな山門をくぐっ

た。 

 

住職は高齢の禅師であった。 

眼光こそ鋭いが、人柄温厚、実に深味のある僧だ。 

 

「もう日暮れどきじゃ。村へ行って宿を探すのもおっくうゆえ、今宵は当寺へ

お泊りなされ。格別なもてなしはできんがの。このご時世、重湯
お も ゆ

と漬物しかな

いが、よろしいか？」 

 

二人は一も二もなく住職の好意をありがたくちょうだいすることにした。 

 

夕餉の前に、禅師が夜のお勤めをしたのだが、そこで御坊は驚いた。 

本尊は大黒天なのだ。もちろん禅寺であるから、本尊は釈迦如来なのだが、そ

れとは別に、大黒天がやはり本尊として祀られていた。 

 

夕餉の後、御坊は山号の由来も気になったので、住職に本尊のことを訊ねてみ

た。 



 

 

 

「おお、お気づきになられたか。ここは本尊が二つある。釈迦如来のほかに大

黒天がな。ご存知の通り、大黒天は巷
ちまた

では福神とされておるが、本来は 

尸
し

林
りん

をさまよう悪鬼羅刹
ら せ つ

じゃ。」 

「尸
し

林
りん

？」 

 

豊丸は怪訝な顔をした。 

 

「そう、尸
し

林
りん

。墓場よ。死肉を食らう、鬼じゃ。」 

豊丸は青くなった。 

 

「それが仏道に帰依してな、仏の守護神となられたそうな。大日如来の化身と

も言われるようじゃが。」 

 

羅刹山の大黒天は、でっぷりと太った福々しいあの大黒天とは像容をまったく

異にしていた。三面六臂
さんめんろっぴ

の憤怒相である。 

全身、限りなく黒に近い藍色で、口は裂け、見るからに凶暴な面立ちである。 

 

「なんだか、怖い。」 

住職は、相好を崩した。 

「おお、怖いぞよ。なにしろあの吒枳
だ き

尼
に

天を調伏したのじゃからな。」 

 

「吒枳
だ き

尼
に

天？」 

豊丸には初耳のことばかりだ。 

 

「もともとは吒枳
だ き

尼
に

というてな、女
にょ

夜叉
や し ゃ

よ。これも尸
し

林
りん

をうろつき、死人を食

らう。それも、大勢おる。それらをまとめて大黒天が打ち負かし、やはり仏道

に導いたとな。そのとき、吒枳
だ き

尼
に

は死肉を食らうことを禁ぜられたが、代わり

にある真言（マントラ）と印を授けられた。そして、人間の寿命を六ヶ月前に

知る力も与えられた。死期が迫る人間に取り憑き、臨終の際に、その『人
にん

黄
おう

』

なら食べても良いと赦された。本朝では『あまつい』とも言うが。七粒の命の

源のことじゃ。仏道に帰依してからというもの、吒枳
だ き

尼
に

天という尊格を得てな、

そうそう稲荷という稲荷じゃがたいてい、本体はこの吒枳
だ き

尼
に

天と思うて良い。

それゆえ、辰狐王菩薩とも、貴狐天王とも呼ばれておるわ。多くは、白狐にま

たがった、それは見目麗しい天女像でな。・・・しかし、もとを正せば、人を

食らう恐ろしい鬼女よ。」 

 

吒枳尼天。 

それは裸身で虚空を走り、人肉を食べる魔女。 

自由自在の通力を有し、六ヶ月前に人の死を知り、それまでは加護し、死の際

には人黄（あまつい）を食う。 



 

 

住職は続けた。 

 

「ただ、その吒枳尼天も、唯一大黒天には叶わぬ。かつて平清盛が吒枳尼天に

願を立てた。栄華を極めさせよとな。吒枳尼天は相手を選ばず、そのものの願

いを叶える。しかし、それは一代限りじゃ。しかもその見返りは大きい。叶え

たものの何倍も、死後に吒枳尼天は奪う。帳尻をあわせねばならぬのよ。じゃ

から、吒枳尼天の修法を行うものは、必ず大黒天の加護を受けておくのが習い

になっておる。さしもの吒枳尼天も大黒天の前では、猫のようにおとなしゅう

なるでな。しかし、その大黒天は、みながよく知る福々しい大黒天ではなく、

憤怒像の三面六臂の大黒天でなければならぬ。おそらく、平清盛は、吒枳尼天

を無防備に頼るあまり、大黒天の加護をしておらなんだのだろう。軽く見たの

であろうよ。そして、平氏は滅びた。無残なありさまでな。」 

 

御坊が訊ねた。 

「この、珍しい憤怒像の大黒天をお祀りなされているということは、なにか

吒枳
だ き

尼
に

天とかかわりがござりましょうや？」 

「さあて、それはわしも聞いたことがないでな。もうわしで五代目じゃが、と

んとそうした話は伝えられておらぬ。ま、しかし、昨年より都で始まったこの

乱世、いまではあちこちに当たり前のように死人が打ち捨てられておる。流行

り病も猖獗
しょうけつ

をきわめおる。吒枳
だ き

尼
に

天がかつての性分をうちに秘めているだけ

に、あちこちで大勢、尸
し

林
りん

を迷うておるかもしれなんなあ。大黒天の加護があ

れば、その障碍
さ わ り

は避けられるがの。しかし一向に当寺に参る者は少のうござる。

世も末じゃの。」 

「まこと、近頃はひどいありさまですからな。ある意味、皮肉なことに、吒枳
だ き

尼
に

天、いや、吒枳
だ き

尼
に

にふさわしい乱世とも言えますなあ。」 

「ほんになあ。困ったものよ。」 

 

翌日、羅刹山を出立した二人は、一路三河
み か わ

国
のくに

に入った。 

夕刻、墓場に差し掛かった。 

墓場といっても、塔婆がまばらに立っているていどで、ほとんどは土饅頭、あ

るいはそのまま死人が置き去りにされた、地獄の有様であった。 

かねてから見慣れた風景とはいえ、やはりその匂いには馴れぬものと見えて、

二人とも顔をしかめることしきりだった。 

墓場が近いということは、村が近いということだ。 

 

ふと見ると、夕闇が次第に迫ってくる薄暮の中に、麗しい乙女が一人で墓場を

歩いていた。それも当てどもなくさまよっていたというのに近い。 

あまりに清楚な容姿は、遠目・夜目でもそれとわかるくらいだった。 

なにをしているのだろうか。 

連れ合いにでも死なれ、それを偲んでいるのであろうか。 

 

靄
もや

が墓場を覆い始めていた。 



 

 

先を急いでいた二人は、墓場に通じる小道で向かいから足早に来る若い男とぶ

つかりそうになった。男は、「あ、ごめんなさいまして」と口早に声をかけて

走り去った。 

 

ちょっと歩みを進めたところ、背後になった墓場から男の悲鳴が聞こえてきた。 

 

「物盗りか？」 

 

御坊は金剛杖を右手に持ち帰ると、墓場へ駆け戻った。 

すると、薄靄の中で、今しがたすれ違った男が倒れており、それをさきほどの

美しい娘が、抱きかかえるようにして介抱していた。 

 

『なんだ、逢引かい？ 人騒がせな。それにしてもこんな場所でなあ。物好き

よの。』 

御坊は呆れて、その場を立ち去ろうとした。 

そのときである。 

娘がこちらを向いた。 

それは、異界からの声とでも言うべきか。周囲の空気に響き渡るような、木霊
こ だ ま

のような声であった。娘はたしかにそこにいるのだが、声はどこから聞こえて

いるのやら見当がつかない。なにしろ女はこちらをじっと見つめているだけで、

その口はまったく動いていないのだ。 

 

「たわけ。この男は今、こと切れたのじゃ。寿命よ。心の臓が破裂してもうた。

もうずっと前からそれをわらわは知っていた。命が尽きるのは今宵。じゃから、

それまでにいい仲になっておき、今しがた逢引を餌に呼び出したのじゃ。この

男、目の色変えて走ってきての、それで寿命が尽きてしもうたのよ。」 

 

「なに？ なぜそんなことが、あらかじめわかった？ いやいや、そのほう、

今しがた毒でも飲ませて殺したのではあるまいな？ 虫も殺さぬようなな顔

をして、無体
む た い

なことを。なにゆえだ？ 恨みか？」 

 

娘は男の亡骸を放り出すと、不遜な態度で立ち上がった。 

傲然と御坊を見据えると、さも嬉しくてたまらぬというように、「おまえのそ

のときにも、わらわが訪
おと

のうてやるわ。ほほほほ・・・」と言い遺し、それこ

そかき消すように消えていった。 

御坊は、背筋が寒くなった。 

 

「吒枳
だ き

尼じゃ・・・おっかねえ。」 

 

豊丸が追いかけてきたところだった。 

「おっと。」 

御坊は豊丸を受け止めるように抱きすくめ、、後ろも見ずに、豊丸の手を握る

と村への道を急いだ。 



 

 

「なあに御坊さん、どうしたの？ さっきの男は？ ねえ、なに手なんかつな

いで？・・・でも 今夜、あたしあれ
・ ・

だから、堪忍だよ。」 

「馬鹿、そんなんじゃねえ。」 

御坊は、まだ震えが止まらなかった。死の匂いが、あたり一帯に充満していた

のだ。 

 

ひとしきり走った二人は、すっかり暗くなった闇の向こうに村の灯りをみとめ

た。星が満ちた夜空に、くっきりと漆黒の稜線が見えたから、里山の懐にある

らしい。 

ちょうど右手の小高くなったところに荒れ果てた寺があったので、そこに泊ま

ることにした。今から村に入って宿を探すのも、なにかと面倒だ。 

 

寺は、見るからに放棄されたものだったが、どうやら最近になって再興しよう

としている途中らしい。あちこちの普請に修繕の様子が伺われた。 

なにより、本堂から灯りが漏れていたのだ。 

 

「なんでえ、坊主がおるではないか。これは幸い。ここに厄介になろうや。」 

屋根瓦に草木すら生えているほど老朽化し、いまにも崩れそうになっている本

堂の前に立ち、「おたのもうします！」と御坊はのたまわった。 

 

すぐに本堂の襖が開いて、若い僧侶が出てきた。 

名を快妙禅師といった。 

次第を話すと、「どうぞどうぞ、あばら家同然になっている寺ですが、これで

も今なんとか、修復を試みております。よろしければ、いくらでも逗留なさっ

ていってくださりませ。」と言った。人柄の良さが、にじみ出るような僧だ。

二人もすっかり気を許し、その言葉に甘え、修繕をしばらく手伝おうか、とい

うことにもなった次第だ。 

とうに禅師は夕餉を終えていたが、二人のために、芋粥に周囲の森で採れた山

菜を仕込み、振る舞ってくれた。 

話ははずんだ。 

聞けば、この寺はもともと永平寺でともに修行に励んだ竹馬の友のものだった

そうだ。 

梨
り

苑
えん

禅師という。 

一方、快妙禅師は折からの戦乱で家を失い、酷いことに一族も強いされ、その

菩提を弔いながら、全国に浪浪の旅に出ては修行をひたすら積んでいた。 

東国からいちど永平寺に戻るとき、道すがらこの梨苑禅師の萬
まん

象
ぞう

寺に寄ってみ

たところ、行きがけに寄った三年前とは打って変わって、驚くほどの荒れよう

になっていた。 

 

これはどうしたことか、と旧友の名を呼び続けると、げっそりと痩せ、見る陰

もないほどの梨苑禅師がでてきた。 

梨苑禅師の話はおよそ信じがたいものだった。 

何事が起こったのか。 



 

 

 

梨苑には稚児
ち ご

灌頂
かんじょう

を交わした依
より

丸
まる

という男の子がいた。 

戦乱で焼け出され、親兄弟を失ったみなし子の一人だ。 

ちょうど快妙が三年前に立ち寄った後に引き取った子らしい。 

十三歳だった。 

おなごのように可愛らしい子で、梨苑はこれに溺れた。 

色白で体毛も薄く、ひときわ小柄な依丸におなごの服を着せ、前髪を垂らした

ままの稚児髷にし、白粉を塗り、唇には紅をさした。 

 

当時、僧の世界では女犯が戒律だったが、男だけの社会。男色の風はおのずと

生まれていた。それが珍しくもないくらいだった。衆道といい、現代的に言え

ば少年愛である。 

東大寺の宗性という僧などは、百人の少年と関係を持ってくらいだ。 

 

ただ、やはり戒律破りには違いない。 

そこで見目麗しい男の子（稚児と呼んだ）を観音に見立てて仏にする儀式をほ

どこし、その子を神聖視した。仏と感応道交するのだという理屈がつくりださ

れた。 

それが、稚児灌頂である。 

 

梨苑は、夜な夜な依丸を愛した。 

依丸も命の恩人とも言うべき梨苑に応えた。 

ただ、いずれ稚児も成人していく。 

依丸はそれを恐れていた。梨苑の寵愛を失うこともさりながら、自身の、おな

ごより美しいと梨苑が愛でる容姿が、やがては変わり果てていくその儚さを呪

った。永遠の若さと美貌を望んだのだ。 

 

そうこうしているうちに、夏に労咳
ろうがい

（結核）に罹患した依丸は、冬にはあっけ

なく死んだ。 

 

「人の血を吸うと、若さを保てると聞き及びました・・・」 

 

うわごとのように、依丸はそんなことを口走るようになっていった。 

喀血が続き、どんどん弱っていく依丸を看病しながら、梨苑は心にある決心が

芽生えてきた。 

 

本人は、臨終に臨んで、『美しいまま死ねるから本望でございます。ただ、梨

苑さまとお別れするのが、辛くてたまりませぬ』と言った。 

か細い息を引き取っていくのをただ見守った梨苑の悲嘆たるや、尋常ではなか

った。 

そして、禁断の一線を踏み越えた。 

反魂
はんごん

を試みたのである。蘇りの呪法だ。 

それは、吒枳
だ き

尼の『生活
しょうかつ

陀羅尼
だ ら に

』を用いた魔性の呪法だった。 



 

 

 

・・・南州魂魂 清都魄魄 急急管管 土神散魂 悉赤魂霊 発精悉破 龍骨

魂古 識位玉玉 鬼神愛護 龍穴散空 没生魂精 精狐神・・・ 

 

これを修すること四十九日。 

その間、梨苑はずっと依丸の亡骸に添い寝をして愛し続けた。 

やがてそれにとどまらず、腐敗していく死肉を食い始め、年が明ける頃には、

依丸はまったくの髑 髏
しゃれこうべ

と化したほどだ。 

梨苑は裏山に祠を設けてそこに髑髏を安置した。 

驚くべきことに、翌朝、表戸を叩く者がいる。 

朦朧とした面持ちで表戸を引いた梨苑は、目を見張った。 

そこには、見目麗しい依丸が微笑みながら立っていたのだ。 

「梨苑さま・・・」 

「おお、依丸。待ちかねたぞ・・・」 

涙ながらに立ちすくむ梨苑に、依丸は言った。 

「入れてくださりませ。梨苑さまが招かねば、わたしは入れませぬ。」 

梨苑は「入るがよい」と言って、依丸を招じ入れた。 

 

以来、梨苑は再び依丸を昼となく夜となく愛し続け、もはや僧でもなく、人で

もなくなった。 

そんな折に、快妙禅師が再び萬像寺を訪れたのだ。 

さんざん問いただした挙げ句の果に聞かされたのが、このおぞましい話だった。 

 

嘆き悲しんだ快妙禅師だが、すでに手遅れだった。 

快妙には梨苑の話を聴いている途中から、わかっていたのだという。 

すでに梨苑も死んでいる、と。 

今目の前にいる梨苑は、もはや亡霊にほかならないと。 

なぜなら、火皿に照らされた梨苑の姿には影が無かったのだ。 

 

快妙は、永平寺でさんざんともに学んだ公案を唱えた。 

 

江月照松風吹（こうげつてらし しょうふうふく） 

永夜清宵何所為（えいやせいしょう なんのしょいぞ）・・・ 

 

「月は照らし、風は吹き、松の葉がさんざめく。澄んだ夜空の下、さあ何をす

る？ その意や如何にっ！」 

それは唐の禅宗、玄覚の作った証道歌だった。 

快妙は、渾身のまことを込めて、公案を亡霊につきつけた。 

 

「梨苑よ、亡霊となったな。正気を戻せ。お互い何晩も議論を尽くした公案じ

ゃ。あのお上人から課題として与えられた、手こずった公案じゃ。覚えておろ

うが？」 

 

かすかに梨苑は微笑んだように見えたという。 



 

 

「おお、寒真上人じゃ・・・覚えておる・・・今頃どうされておることか？」 

 

快妙の眼からはぼろぼろと涙が溢れた。 

「寒真上人はもう亡
の

うなられたわ。そんなことも覚えておらぬというか？ 

さあ、公案に答えよ。そもさんっ！」 

 

快妙はこの公案一つに賭けた。 

句を唱えその真意を探れ、そしてその真意がわかったとき、仏心に出会うこと

ができるはずだ、とそう心の中で訴えかけた。 

 

しかし、梨苑の口からこぼれた次の一言は、もはやそれが詮無いことだと思い

知らされた。 

 

「依丸は・・・依丸はどこじゃ。つい先刻までよこにはべっておったがの・・・

旅のご坊、お稚児はこのあたりで見なかったかの？・・。・」 

 

快妙は、これまでと思いきった。やにわに鉄扇で満身の心を込めて、梨苑の頭

を打った。 

 

「喝！」 

 

一瞬で梨苑の姿は消えた。 

後には、使い古された紅入れが転がっていた・・・ 

 

不思議なことに、梨苑が蘇生させた依丸は、快妙が萬像寺を訪れて以来、一度

も姿を見ていない、という。 

 

快妙の話をひとしきり聞いた二人は、まことにそのようなことがあるのか、正

直にわかには信じられなかった。 

堂内は、重苦しい空気に包まれた。 

 

 

「まあ、それ以来、彼の言っていた依丸とやらは現れませぬ故、良しとするし

かありませぬ。おそらく、梨苑が往生したのと同時に、生活
しょうかつ

陀羅尼
だ ら に

の効力も、

消え失せたのでございましょう。」 

 

御坊は今ひとつ腑に落ちなかったが、そういうことでしょうな、と相づちを打

っておいた。 

 

しかし、事態はそれでは終わらなかった。いや、それどころかすでに事は始ま

っていたのである。 

翌朝から、二人は快妙を手伝い、荒れ寺の修復に毎日いそしんだ。 

 

「大工や庭仕事というのは、存外楽しいもんじゃな。」 



 

 

御坊は上機嫌だった。 

豊丸も、二人の僧から頼まれて村とのお使いで行き来することが多く、それは

それでまた大いに刺激になったようだ。 

 

しかし、数日経っていくうちに、御坊も豊丸も、ふと疑念が湧いてきた。 

なにか、快妙の言動が少しおかしいのだ。 

最初は、ぼんやりとしていることが多かったくらいなのだが、そのうちにやや

もすると、足がもつれ、転んでしまったりするようになったのだ。 

 

「少々無理をしすぎましたかな。」 

 

快妙はそう言っては気を取りなおし、仕事に励むのだったが、明らかに体調に

異変をきたしていた。 

二人は、快妙にしばらく休むように言った。せっかくだから長逗留させてもら

いついでに、自分たちがちゃんと荒れ寺の修復を終えてしまうから、と。 

快妙はもうしわけなさそうにして、その日は床についた。 

 

「どう思う？」 

庫裏でとれたてのカブを洗いながら、豊丸は御坊に小声で言った。 

野菜をざるに詰め替えていた御坊は、洗いたてのカブを一つ手にとりかぶりつ

こうとしたら、豊丸にさっと奪われ、小さいほうのカブを渡された。 

 

「ううむ。なにかこう、取り憑かれているような気がするな。」 

「だろ？ あたしもそう思った。梨苑しかいないよね。」 

「・・・それしかあるまいよ。」 

「ってことはさ、消えたっていう依丸。あれはいったいどこにいるんだろう

ね？」 

「おれは、昨日実は、作業の合間にな、裏山に行ってみた。確かに梨苑がつく

ったという小さな祠があった。何の銘も無かった。なにが祀られているのかわ

からぬ。神なのか、仏なのかもわからん。墓だな、ありゃ。掘れば、依丸の骨

が出てくるんだろうよ。で、蘇生した依丸はどこにいる？」 

「亡霊かい？」 

「そうかもしれん。そもそもそんなものはもともと無いのかもしれん。」 

「いずれにしろ、今回の一件は吒枳
だ き

尼
に

がからんでいる。それだけは確かだ。お

お、おっかねえ、あんな鬼に睨まれたら、おれはそれだけで心の臓が止まっち

まうよ。ときに豊丸、梨苑禅師が亡くなったのは、・・・あれから、何日にな

る？」 

「ついこの前、わたしたちがこの寺に来た翌日、快妙さんが『実は、昨日はち

ょうど梨苑の四十九日でござってな。』と言ってたじゃない。」 

「あれから、快妙さん、具合が悪くなってきたとは思わんか？」 

「そういえば、あの翌日、かわらけを落として割ったよね。あの人。」 

「うむ。依丸が死んで四十九日に梨苑が往生した。少なくとも、快妙さんはそ

う信じた。信じたかったのだろうが、それから四十九日、こんどは快妙さんの

様子がおかしくなってきた。」 



 

 

「いるね、依丸。」 

「おお、まちげえねえ。張るとしようか。」 

「そうだね。」 

「吒枳尼は怒ってるぜえ。（御坊はまた身震いした）おれにはわかる。」 

「なんで怒っているんだい？」 

「わからんよ。ただ、怒ってるということだけはわかる。」 

「吒枳尼に会ったことある？」 

「いや、ない。が、会っていたら今頃即死してるわ。ん、待てよ。先日ここへ

来る前、墓場でおうたあの娘、ひょっとすると吒枳尼が化装したものだったか

もしれぬな。いや、そうに違いない。若い男の寿命が尽きるのを知っておった

からな。そうか。あそこをうろついているのか。」 

「綺麗な人だったよね。」 

「ああ。しかし、本体はああではないと聞く。世にも恐ろしい容姿だそうな。・・・ 

それよりな、ふと思ったのだ。・・・もしかしたらな、梨苑の亡霊が、快妙さ

んに取り憑いてるんじゃないかとな、そんな風にも思うんだよ。死んでからも、

梨苑は快妙さんに取り憑いて、依丸と逢瀬を楽しんでいると違うかね。快妙さ

んは、自分自身に何が起こっているのか、皆目わかっていないのかもしれんな。

吒枳尼は約束を違
たが

い死後も永遠の快楽に浸ろうとする梨苑と依丸に怒ってい

る、そういうことかもしれぬ。しかし、なぜ、吒枳尼ほどの通力を持った女夜

叉が梨苑ごとき一介の僧の亡者に手を出せぬ？」 

「なんでだろ？」 

「あっ！」 

そのとき、二人とも一瞬同じことを思い出し、顔を見合わせて言った。 

「大黒天？・・・」 

 

その日、御坊は一人で寺に残って作業を続けたが、豊丸は美濃に急ぎ戻った。

あの羅刹山大楽寺に向かったのだ。 

そして、住職に次第を話し、ふつう禅寺では行わない秘術の「大黒天浴餅」の

祈祷を願い、御坊と豊丸の加護を得ようというのだ。 

美濃とはいえ、国境をまたいだ程度の里程でしかないから、一晩かければ往復

できる。 

豊丸は急いだ。 

御坊は、快妙が臥せっている間に、裏山の祠に行った。 

そして、祠の下を掘り返そうとしたところ、祠そのものを横に取り外すことが

できた。その下には桶が埋められており、蓋が見えた。 

祠は桶の上に置かれていたのだ。 

蓋には、案の定、大黒天の護符が貼ってあった。 

・・・ 

「これか・・・この中に、蘇生した依丸がおるのだな。これでさしもの吒枳
だ き

尼
に

も、手を出せぬというわけか。今頃、切歯扼腕して怒り狂っておろうな。・・・」 

そのまま、祠を元のところに戻した。 

もしやと思い、山門に戻って見上げてみると、扁額の横に同じ護符が貼ってあ

った。 

 



 

 

その日のうちに美濃の大楽寺についた豊丸は、住職の快諾で早速大黒天浴餅の

秘術を執り行ってもらった。 

浴餅祈祷を執り行っている間は、祈願者である豊丸といえども、本堂に入れな

い。隣の離れた居間でずっと大黒天の真言を唱え続けた。 

 

「おんまかきゃらやそわか おんまかきゃらやそわか おんまかきゃらやそ

わか・・・」 

 

大黒天の場合、浴
よく

餅
べい

供
く

というのはよく知られる。しかし、大楽寺で特別に執り

行ってくれるのは、浴餅祈祷である。洗った本尊の大黒天像をたらいの中に置

き、横でぐつぐつと粥を煮立てる。その粥を柄杓で尊像の頭上からかけながら、

読経と真言を繰り返すのである。 

ふつう七日は繰り返さなければならないが、時間が無い。そこで住職は、深秘

の法を施すという。それ故、豊丸には見せられない、と説明していた。 

豊丸は明け方までまんじりとせず、真言を唱え続け、本堂から聞こえてくる住

職の祈祷に耳をすましていた。 

 

この同じ夜、御坊もまた床に入りながら、まったく寝てはいなかった。 

依丸を待っていたのだ。 

萬像寺は、まだまだ穴だらけだ。 

壁の漆喰もぼろぼろに剥げたままだ。 

晴天の夜は、五月晴れのこの頃、月明かりが壊れた屋根の一角から御坊をスポ

ットライトのように照らし出していた。 

深更、声が聞こえた。 

か細い子供の声だ。 

 

「梨苑さま・・・依丸にござります。」 

寝たきりで動くことすらままならぬような快妙が、いそいそと起き上がる気配。 

やがて、表の木戸をがたん、がらがらと開ける音がして、なにやらひそひそ二

人が話こんでいるようす。 

御坊はじっと耳をすまし、五感を働かせ、その一部始終を追った。 

 

やがて二人は床のある部屋にやってきて衣擦れの音がし始めた。 

 

「待ちかねておったぞよ、依丸。このところ思わぬ邪魔が入っての、日がな一

日そなたを愛撫してやれなんだ。・・・」 

「いとおしゅうございましたぞ、梨苑さま。依丸は毎日、夜をずっとずっと待

ちわびて苦しゅうございます。」 

「おお、依丸。わしもそなたがいとしゅうてならぬ。しかと、今宵もそなたを

かわいがってしんぜようぞ。」 

「ああ、梨苑さま・・・」 

 

二人の交歓は明け方近くまで続いた。 

二人の声がひときわ大きくなったと思うと、やがてまったく堂内は静けさに包



 

 

まれた。 

 

朝、御坊が快妙の床を訪れると、着衣が乱れ、汗みどろになった快妙の具合は

一段と悪化していた。 

ぜえぜえ言う様子は、あたかも労咳にでもかかったようであった。 

 

「快妙さん、昨夜のことを覚えていなさるかい？」 

 

うつろな眼をした快妙は、御坊が何を言っているのかわからなかったようだ。 

 

「いえ、寝ておりましたゆえ。夢も見ておりませぬ。」 

「そうかい。なにも覚えていないというんだな。」 

「ええ。なにかわたしがしましたか？」 

「した。しかしそれはあんたであって、あんたではない。」 

「どういうことでしょうか。」 

 

御坊は事の次第を説明した。 

快妙は、言葉を失った。 

 

「わたしは、穢れたわけですね。・・・」 

「違う。言ったろ。あんたであって、あんたではないと。梨苑を鉄扇で打ち叩

いたあと、梨苑は消えたが往生したのではない。あんたに取り憑いたのよ。そ

れだけの執念だったということさ。」 

「どうしたらよかろう？」 

「手はある。案ずるな。それがし、一命をかけてご坊をお守りもうす。」 

「かたじけない。なにとぞ、お助けくださりませ。」 

 

快妙は、涙をうるませていた。 

まるで意識が無い間のこととはいえ、自身の不甲斐なさに、とことん嫌気がさ

したようだ。修行の未熟さを悲しんだのかもしれない。 

 

夕刻には、馬を仕立てた豊丸が駆け戻ってきた。 

快妙の容態は急速に悪化している。時間が無かった。 

その夜、二人は村外れの、あの尸
し

林
りん

（墓場）にやってきた。 

この夜も霧のような、靄
もや

のようなものが流れては消えていく。 

空は満天の星。満月は時折晴れる白い 霞
かすみ

を縫うようにして、塔婆や土饅頭を

照らす。 

二人のこわばった表情は、緊張感をいや増していた。 

 

御坊は、小さな護摩木の束をほどき、簡易な護摩壇をしつらえた。 

読経が始まり、火をくべた。 

調子を合わせて、豊丸が横から護摩木を炎の中に投じていく。 

やがて、御坊は禁断の真言を唱え始めた。 

吒枳尼天を召喚するのだ。 



 

 

 

「・・・おん○○○○そわか おん○○○○そわか おん○〇〇○そわか・・・」 

 

延々と続く。半刻、一刻と過ぎたころ、ほとんど風もないのに、あちこちで塔

婆がかたかたとなり始めた。 

豊丸は身を硬くした。御坊にしがみつきたかったが、汗だくで真言を唱え続け

ている御坊を見て、必死で我慢した。 

 

そのとき、一陣の風が吹いたかと思うと、白い霞がぐるぐると渦を巻きはじめ

たのだ。それが次第に薄くなっていったかと思うと、そこに二間
けん

か、三間はあ

ろうかという巨大な鬼が現れた。 

上体は半裸で乳を露わにしていた。腰あたりにわずかな衣を巻いているだけだ。 

手首や足首には髑髏をくくりつけている。 

全身が真紅で燃えるようだ。 

眼は三つもあり、一つは額にあり、縦についている。眩しいほど白目が輝いて

いる。 

腕は四本。二本の腕で弓矢を持ち、一本の腕で人を切り刻む刃物を持っている。

一本の手は空だ。 

頭にはなにやら炎がいくつも円環となったような冠をかざしてあり、その上か

らうごめいているように見えるのは、無数の蛇であった。 

口は異様なほど小さく、むしろそれが全体のおぞましさとは対照的で、かえっ

て不気味であった。 

 

豊丸はがたがた震えていた。 

御坊も正直、逃げ出したいくらいだったが、そうはいかない。 

あの、あたりに響くような、籠もったような不思議な声が朗々と聞こえてきた。 

 

「そのほう、この前おうた坊主じゃの。わらわを呼び出した以上は、よほどの

覚悟あってのこと。何用か？」 

「吒枳尼天さま、たっての願いがござる。この先の荒れ寺、萬像寺の住持、快

妙禅師をなにとぞ救うてくださりませ。」 

「おお、あの坊主か。どうせもう死ぬ。わらわがいただくことにしておる。そ

れを止
や

めよというか。」 

「いかにも。快妙にはなにも咎
とが

がございませぬ。」 

「わらわに講釈を垂れるつもりか。」 

 

吒枳尼は激しく恫喝し、当たりの塔婆を吹き飛ばし、古い大木を一本の腕でな

ぎ倒した。根こそぎだったので、当たりの土饅頭が露呈し、骨や、まだ腐敗し

きっていない亡骸が、あちこちから飛び出しては散らばった。 

御坊は必死だった。 

「お聴きくださりませ。取り憑いた梨苑禅師がすべての元凶・・・」 

 

御坊が梨苑と言った瞬間、天地をつんざくような吒枳尼の怒号が鳴り響き、尾



 

 

を引いた。 

吒枳尼は怒りにまかせて御坊に走り迫ってきた。 

御坊は、『これで終わりか・・・』と思った瞬間、吒枳尼の腕が御坊の頭を押

さえたところで止まった。 

思わずつむっていた眼を開けてみると、眼の前に吒枳尼の顔があり、まじまじ

と御坊の顔を探っているようであった。 

眉間の瞳がきらりと光った。 

そして落ち着いた声で、言った。 

 

「そのほう、大黒天の加護を受けておるな。・・・されば、わらわは引き下が

らねばならぬ。・・・そもそも、そのほう、生きておるのか、死んでおるのか、

不思議な男じゃの。・・・まあよい、そのほうが言う通り、いかにも梨苑が発

端。それをどうせよと。」 

「依丸の祠の護符を取り払ってしんぜましょう。また、萬像寺の山門に貼って

ある護符も取り外しましょう。梨苑禅師と依丸の魂魄を、まっとうに冥土に届

けてやってくだされ。」 

 

吒枳尼は、あたりを歩き回り、死骸をつまんでは放り投げ、心そこにないよう

な感じで、なにやら思案しているようであった。 

 

「して、そのほう、その見返りはなんとする？」 

「なにをお返しすればよいか、正直とんとわかりかねまする。」 

「ならば、こうしよう。護符を剥がすだけでは、もの足らぬぞ。・・・明日の

夜、依丸とやらを殺すがよい。快妙に取り憑いた梨苑は、狼狽して依丸の体か

ら魂を抜き、逃げようとするであろう。わらわが二人ともそこで間髪入れずに、

さろうてやるわ。しかし、依丸は一度死んだとはいえ、再び蘇っておる。人間

と変わりない。そのほう、僧であろう。生身の人間を殺せるか？」 

「それは・・・」 

御坊は、追い詰められた。 

依丸は邪法によって、完全に生き返ってしまっているのだ。 

生身の人間なのだ。だから、梨苑も同じ生身の体が欲しくて、快妙に取り憑い

たのだ。 

その依丸を殺すのか。 

仏法の最悪事である、人殺しを自分はせねばならぬのか。 

御坊は懊悩し、顔がゆがんだ。 

「それは・・・しかし・・・」 

 

吒枳尼は高らかに笑った。 

「できまいて。そのほうには、できまいよ。口ほどにもない、しょせんそのて

いどの仏心じゃ。出直してくるがよい。」 

 

吒枳尼は、笑いながら背を向け立ち去ろうとした。そのとき、ふと振り返り、

御坊にこうつぶやいた。 

 



 

 

「しかし、心変わりをしたなら・・・、わらわはいつでも見ておるゆえ。その

ときには、安心せい。二人の魂魄をさろうていってやる。そのほうの一太刀、

無駄にはせぬ。・・・ほほほほ・・・」 

 

女夜叉の姿は消えた。 

豊丸は、歯をがちがち鳴らしていた。 

御坊は、しばらく立ち上がれなかった。 

護摩の火はとうに燃え尽き、くすぶるばかりだった。 

明けて翌日、御坊は決心した。 

こともあろうに、相手が吒枳尼天とあっては、契約する以上、もはや逃れられ

ない。 

御坊は、そう思いながら、山門の上の護符と、祠の桶蓋の護符を剥がした。 

 

「もう戻れんな。」 

 

豊丸は、剥がした護符を手にじっと立ち尽くす姿を厨房の戸口から見ていた。 

とても哀しそうな眼をしていた。 

、 

その夜、二人はほとんどなにも口を効かなかった。 

快妙はほとんど意識が無くなっており、床に臥せったままだった。 

毎夜、依丸と交わることで、またたくまに精気を吸い取られてしまっているの

だろう。 

おそらく梨苑は、快妙が死んだら、宿主を変えるつもりだろう。そうはさせぬ、

と御坊は思っていた。快妙のまことを良いことに、あろうことか快妙を利用し

た罪は許せぬ。なんとしても快妙を救ってやらねばならぬ、とそう思っていた

のだ。 

豊丸は、夕餉の始末をしているとき、御坊が匕首を取り出して研いでいるのを

垣間見た。いよいよなのだ、と豊丸も豊丸なりの覚悟を決めた。 

 

夜半、依丸はやってきた。 

小さな、草履の足音がひたひたと表に聞こえてきた。 

やはり静かな、心地よい五月の深更。 

松の葉がわずかな微風で、かすかに音を立てる。 

月も星も黙って成り行きを見守っていた。 

 

依丸が来ると、快妙は死にぞこないの体とは思えぬほどに、いそいそと招き入

れ、二人の逢瀬が始まった。 

 

御坊と豊丸は、床のある間に踏み込んだ。 

二人ははだけた格好で、口吸いをしているところだった。 

火皿の炎が、かすかな空気の動きで、揺れた。 

快妙、いや梨苑と依丸は、驚いたように身を離した。 

彼らは二人とも言葉を失っていた。 

 



 

 

御坊は、不動金縛りの法を唱え、快妙の動きを封じた。 

快妙は、床に座ったまま体を動かせず、眼を白黒するばかりだった。 

 

御坊は、立ちすくむ依丸に向き直って、ゆっくりと座った。 

「依丸だな。」 

「はい。」 

 

御坊は、『なるほど、見目麗しい稚児よ。これなら、たいていの男も惑うであ

ろうな。・・・』と感心した。 

その心の隙を感じ取ったか、依丸は科
しな

をつくってみせた。 

すでに両肩ははだけていたが、それをさらに脱いでみせ、上半身を露わにした。 

依丸は誘うような眼で御坊に流し目を送った。 

 

御坊は気を取り直し、依丸の衣を整えさせた。 

依丸は意外な表情をした。 

 

「依丸、そのほうに罪はない。すべて梨苑の企みだ。しかし、そなたは一度死

んだのだ。もはやここに居てはならぬ。それはわかるか？」 

 

依丸は、しばらく黙っていたが、観念したのか、こくりとうなずいた。 

「わかっておりまする。いくら久遠の若さを得たいと思うても、人の命を吸っ

て生きていくのは、やはりつろうござりまする。梨苑さまには感謝しておりま

すが、かえってわたしは無理なお願いをし、未練を残したのを後悔しておりま

する。ご坊。なにかのご縁なのでしょう。すべておまかせいたしまする。わた

しは覚悟ができましてございます。・・・」 

「よう言った。されば、生き返ったとはいえ、生身の体じゃ。ちと痛いと思う

が我慢せい。ほんのわずかな間じゃ。それで邪法によって蘇った罪を、償うが

よい・・・・・」 

 

御坊は懐から匕首を出した。火皿に照らされて、きらりと光った。 

依丸は、ごくりと呑み込むと、眼を閉じ、合掌した。 

 

「ご免！」 

 

御坊が匕首をかざした瞬間、豊丸が「駄目、御坊さん！ あたしが！」と叫ん

で匕首を取り上げた。そのとき豊丸の体が、快妙をどんと押し倒した。快妙は

ばたりと床に倒れ、その拍子に不動金縛が解けた。 

豊丸は奪った匕首で、とっさに身を翻して依丸に迫り、喉に衝きたてようとし

た。 

 

『おおおおお・・・』 

 

そのとき快妙が、別人の声で唸ったのだ。 

二人には見えた。梨苑と思しき、餓鬼のように痩せこけた僧の姿が、床に倒れ



 

 

た快妙の体からにわかに抜け出して、二人の頭上を飛んだ。亡霊だ。 

青白い、透けた人形
ひとかた

のようなそれは、必死の形相で腕を伸ばし、依丸の体から

同じように透けた魂魄を引っ張り出したのだ。 

肉体から引き出された依丸の魂魄も青白い人形
ひとかた

をしていた。それは瞳をつむっ

たままで、手を合わせていた。 

梨苑の魂魄は中空を漂うようにしながら、依丸のそれを後生大事に抱きしめ、

どこか逃げ道はないかと堂内を忙しげに見回しているようであった。 

そのときである、 

 

辺り一帯に鳴り響く吒枳尼天の甲高い笑い声が広がった。 

そしてどこからともなく巨大な真紅の腕が現れ、二人の人形
ひとかた

の魂魄を、まるご

と掴んで表に連れ去った。 

 

御坊と豊丸は、慌てて本堂から飛び出すと、そこに、巨大な吒枳尼天がいた。 

二人を一本の腕で抱きかかえたまま、吒枳尼天は振り返った。 

 

「そのほうの覚悟、しかと見た。確かに願いを引き換えたぞ。案ずるな、依丸

は菩薩さまにおまかせしよう。この欲に迷った坊主は、冥府へ連れて行く。少々

仕置をしてやらねばの。・・・」 

 

御坊は悄然としていた。 

「かたじけなく存じまする。・・・しかし、わたしはおかげで、仏の道に背き

もうした。殺しはしなかったが、殺すつもりであった。殺意は消しようがござ

らぬ。殺しをしたも同然じゃ・・・」 

そう吐き捨てるように言って、涙ぐんだ。 

 

しばらく黙っていた吒枳尼天だが、おもむろに口を開いた。 

「しかし、・・・如来さまからは、なにも聴いておらぬ。お前はこたびは死な

ぬようだな。」 

「わたしは、・・・わたしは・・・人を殺したも同じなのです。・・・」 

「それを言うなら、横に居るおなごに感謝せい。あれが、お前の殺しを止めた

のだ。代わりに自分が地獄に落ちてもよい、とな。見上げたものではないか。

連れ合いか？ 大事にしてやるがよい。・・・如来様は、そのおなごの心がけ

に免じて、こたびはそのほう、いったんは死んだことにしてくだされたのであ

ろうよ。心憎いご配慮ではないか。これで何回目になるのか・・・のう。ほほ

ほほ。」 

 

吒枳尼天は去った。 

 

しばらく呆然自失の二人だったが、とにかく快妙の介抱が先だった。 

快妙は、ほとんど虫の息であったから、この一晩持つかどうか、二人は心配し

た。 

苦しそうな寝息の快妙を見守りながら、豊丸が言った。 



 

 

 

「御坊さん、ごめんね。余計なことして。」 

「二度とあんな真似はするなよ。頼む・・・」 

御坊の声はいつになく優しかった。 

豊丸ははにかんだような笑みを浮かべた。 

「いつも言ってるだろ。あたしはあんたが死んだ姿を見たくないんだ。それだ

けのことだよ。」 

まだ夜明けではなかったが、もう小鳥が鳴きはじめていた。 

その日もきっと良い五月晴れだと、感じられた。 

 

・・・ 

 

 

「で、御坊さん、快妙さんは具合がよくなったの？」 

「ああ、もう三日と待たず、みるみる良くなってな。まるで嘘のように元気に

なった。最低限にとどめて、あまり詳しいことは言わずにおいたよ。自責の念

にかられたら困るじゃないか。本人、なにも覚えていないんだしさ。」 

「そうだよね。犠牲者だもんね。」 

「そうそう。」 

「依丸はやっぱり死んだわけね。」 

「ああ、死んだ。二度目だ。かわいそうにな。ただ、苦しまなくてそれだけは

良かったという言うべきか。あの翌日には、桶に入れて弔ってやったよ。綺麗

な死に顔であった。・・・不憫よな。」 

「ねえ、ときに不思議に思うんだけど。豊丸さんって、どうして女なのに丸っ

てつくの？ お稚児さんじゃないのに。」 

「ありゃ、ただの 字
あざな

よ。山賊どもに連れ去られて豊丸とつけられたらしい。

頭目に可愛がられて、女にされたわけだが、男勝りだったゆえ、丸をつけられ

たんだろうよ。詳しいことは本人もよくわからんと言っておったがな。ずっと

その後も豊丸と呼ばれていたらしい。」 

「へえ。豊丸さんは、命の恩人だね。」 

「そうよなあ。ほんとうの意味で、命の恩人だろうな。・・・」 

 

その日の御坊さんは、話し終わったあとも、ずっとぼんやりしていた。 

豊丸さん、いったい今頃どこに生まれ変わっているんだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第五夜 盆の送り 

 

 

※翻案素材 

『牡丹燈籠（三遊亭圓朝）』 

 

 

・・・ 

 

「いやあ、どうも最近、小便の切れが悪くてね。トイレから出て歩きはじめる

と、あれって感じでなんか漏れるんですよ。困ったもんです。」 

 

父がよくこんな愚痴をこぼす。 

御坊さんは、たいていはいい加減に聴いているのだが、このときは、「あ、そ

れならね、お父さん、いちいち気にしていると、かえって神経がおかしくなる

からね、漢方を飲んで気持ちを安心させたらいいですよ。」 

 

「漢方ですか？」 

「そうそう。八味地
は ち み じ

黄丸
おうがん

って聴いたことありませんかね。地
じ

黄
おう

、山茱萸
さんじゅゆ

、桂皮
け い ひ

、

炮附子
ほ う ぶ し

とかね、いくつか生薬
しょうやく

つかった漢方薬がありますよ。お試しになった

らいいですよ。」 

「漢方ねえ。なんか、臭いがあったり、飲みにくいんじゃないかとか、どうも

先入観があって。」 

「ああ、もうね、いまは臭いなんかありませんよ。」 

 

だんだん両親も老化を感じているらしい。 

たしかに、なんでもよく知っている御坊さんは、修験の僧なのだから漢方薬な

どはお手の物なんだろう。 

 

「御坊さん、そんなに漢方薬に詳しいなら、山で採ってきてさ、けっこうお金

になったりしたんじゃないの？ 昔。」 

「そうだよ。暇さえあれば、山で珍しい草を探してさ、干してさ、売りに行っ

たもんだよ。なかでも一番金になったのは、冬虫夏草だなあ。」 

「なあにそれ？」 

「生きた虫の体に寄生して生える茸
きのこ

です、はい。」 

「え、キノコが寄生した虫なの？」 

「いや、虫に寄生したキノコです。」 

「おんなじじゃないの。」 

「ぜんぜん違う。主体はあくまでキノコだ。虫じゃねえ。 もっともだな、虫

なら何でもいいというわけでもない。 中国の冬虫夏草はコウモリガにしか寄

生しないが、日本の冬虫夏草の中にも蝉
せみ

にしか寄生しないやつ、蜂にしか寄生

しないやつ、種類がきっちり分かれてる。菌の種類によって、宿主をどれにす

るか、分かれてるんだな。」 



 

 

「きもちわるっ。」 

「虫の口とかさ、呼吸する気門って穴があるんだわ。そこから菌が入り込んで

な、虫の体液の流れに乗って移動して、脂肪組織や蛋白質を分解して成長する

のよ。虫がとうとう絶命した後で、体中に細菌を張り巡らす。すげえだろ。こ

れが効くんだわ。癌とかな、とくに。」 

「高いの？」 

「おお、高いよ。ただおれが採って、町で売って銭にかえていたころっていう

のは、まだ冬虫夏草は知られていなかった。唐（から＝中国）の国では研究が

始まっていたが、本草綱目とか漢方薬の決定本は、まだ日本に入ってきていな

かったな。おれも、熊野で修行していた行者から教わったんでな。その後、よ

く熊野で探しては、堺まで行ってな、唐
から

に輸出する商人に売りさばいてたもん

だよ。」 

「へえ、堺に行ってたんだ。其の頃の堺って、いつのころの堺？」 

「あれはな、天正だ。天正十年。あの一年ってのは、ほんとうにいろんなこと

が目まぐるしく起こった。武田が滅び、本能寺の変があり、山崎の合戦を経て、

関白秀吉さまの時代が始まったころだ。」 

「戦国時代じゃないの。」 

「そう。その末期の頃だな。」 

 

・・・ 

 

それは天正十三年（一五八五年）のこと。 

夏の盛りだった。 

戦国時代も後半に突入し、堺の町は歴史上空前の黄金期を迎えようとしていた。 

南蛮貿易や朱印船貿易で、銭が宙を飛び交っていた。空前のインフレ時代であ

る。 

 

御坊と豊丸は、諸国を行脚している間、暇にあかせては薬草を採取しては干し、

折を見ては堺に立ち寄るようにしていた。 

銭になるのだ。一般の薬草は国内向けだが、冬虫夏草のようにまだ日本では知

られていなかった珍薬の原料は、唐国（からのくに、当時は明王朝。）への輸

出用として高値をつけた。 

 

なかなか冬虫夏草というのは見つかるものではなく、比較的採れたのは熊野の

山奥だった。 

それで熊野詣でにかこつけては、いつの時代でも熊野に入ることは多かったの

だ。 

吉野川沿いに奥峰を下り、もうすぐ奈良の盆地に入るというところで、村落に

通りかかった。 

修験者たちが行き交う要衝にも近かったことから、村の規模の割には茶店が多

かった。 

 

二人で背負子
し ょ い こ

を下ろして、収穫物の整理をしながら、茶を頼んだ。 

「へへへ、こたびはずいぶんと銭ができそうだな。」 



 

 

「ほんとだね。珍しいねこんなこと。」 

 

二人でにんまりしながら、団子を頬張りながら茶を飲んでいると、茶店の主人

が、薬草を少し売ってくれないか、というのでその場で取引が始まった。 

 

そんなやり取りをしている間、主人は油紙にわざわざくるんである冬虫夏草を

見て、「なんだい、そりゃ。なんだか見たことねえ、気持ち悪いもんだね。」 

「ああ、これな。たいしたもんじゃねえよ。」 

「虫だろ。こりゃ蝉だ。蝉の体から茸が生えてるじゃねえか。あれ・・・そう

いや、そんなのを探しているお侍がいたっけな。」 

「へえ、お侍か？ そっちのほうが珍しいや。」 

「いやね、侍っていっても、侍っぽくないんだわ。そもそも、自分が誰かわか

らなくなっておってな。」 

「なんだい、そりゃ？」 

「崖から落ちたらしくてさ、この村に運び込まれたんだわ。うちでな介抱して

やってな、そうさなあ、三年ばかりおったかの。」 

「そんな深手を負ったのか？」 

「まあ大怪我だった。しかし、それよりな、なにも覚えておらんのよ。自分の

名前も、どこから来たのかも。」 

「ほおおっ、そりゃ災難だな。」 

「薬草を採っているうちに崖から落ちたんだろうよ。頭を打ったんだな。」 

「なるほど。」 

「帰るったって、帰るとこもわからねえ。どなたにお使えなすってるかもわか

らねえ。家族がいるのかどうかもわからねえときたもんだ。ただ、荷物の中に、

たくさん採った漢方薬の草があってな、それにこいつがいくつか混じってたの

を思い出したってわけよ。」 

「侍ねえ。奇妙だな。」 

「でな、どうにもこうにもならんで、三年くらいうちに逗留したよ。しょうが

ねえもんな。申し訳ないからといって、漢方薬を山で採ってきてくれてな、そ

れが結構な値で売れるんだわ。若いが、いいお侍だったぜ。お侍にしとくにゃ

惜しいくらいの人柄でな。わしもなんとか身元をはっきりさせてやりたかった

が、どうにもならん。でな、ふとお侍が落ちた崖の辺りに行ってみてな、何の

気なしに手がかりになるものが、まだ落ちてないかと探してみたのさ。すると、

紐が土から生えているのを見つけた。掘ってみると、印籠だ。あらかた所持品

はみなで持ち帰っていたはずだが、見落としがあったんだろうよ。その印籠に

はな、微かだが『堺 生野屋』って屋号が刻んであった。その侍が商人
あきんど

ってこ

とはないだろうが、少なくとも堺の生野屋ってとことは、なんらかの関係があ

るにちげえねえと。それで、あん人は、やもたてもたまらず、堺に発ったって

わけよ。といってもな、こっちも心配だからさ、わしと村の長、それともう一

人でな、一緒に堺に同道したってわけよ。・・・どうしてるかな。もう半年く

れえ前のことだ。」 

「へえ～。それで自分がどこの誰兵衛かわかったのかねえ。」 

「さあ、どうかなあ。わかったところで、自分が覚えていなきゃ、どうしよう

もないでな。」 



 

 

「そりゃそうだ。」 

 

吉野を抜けて、二人は吉野川沿いに堺へ向かった。 

堺の町は、柳が水路に沿って茂り、バテレンの天主堂あり、豪商たちの商館が

立ち並ぶ、国内随一の国際都市だった。 

世は秀吉の天下統一が着々と進んでいた。 

堺は珍しい自由都市として、秀吉の天下取りを全面的にバックアップしていた。

いわばパトロンだった。 

 

城塞都市のようになっていた堺に入ると、すぐ灯籠をつくっている店が眼につ

いた。 

「そうだ、もうすぐお盆じゃないか。」 

 

夏の風情が一気に押し寄せて来たような気がして、切ないような、こころ踊る

ような不思議な気がしたものだ。 

 

二人が真っ直ぐに向かったのは、生野屋
しょうのや

だった。 

熊野で『生野屋』と聴いたときには、正直びっくりしたのだ。茶店ではおくび

にも出さなかったが、二人ともなにかこれはまた妙な縁があるぞ、と身構えた

ものだ。 

それは、二人が行きつけの草座の卸問屋の一つだったのだ。 

主人は生野屋
しょうのや

甚八郎という。 

一人娘がおり、豪商ではないが、羽振りは良かった。 

長屋も持っており、行くたびに、その布団部屋に厄介になっていたのだ。 

熊野や諸国で採取した薬草もたいていはこの生野屋に買い取ってもらってい

た。 

 

「御坊さんじゃないかえ。なんとまあ、珍しい。久しぶりだねえ！」 

甚八郎は旧知の友を思わず抱きしめた。 

「もう、五年になるかねえ。」 

 

そうだった。足掛け五年。 

堺に立ち寄ることが無かったのだ。前回、薬草を売りに来たときには、ちょう

ど甚八郎から頼まれて、商売仲間に取り憑いた亡者を、成仏させてやった。 

おかげで商売仲間の家も立ち直り、取引先の生野屋としてもずいぶん助かった

と、感謝されたのだ。 

 

「あれ以来だねえ。まさか、どこぞで行き倒れてるんじゃないかって、家内と

ときどき心配していたんだよ。」 

「お国さんも、大きくなったろう？」 

「ああ、お国はな、もう十七よ。今じゃ頼りになる娘になってきたぞえ。」 

「へえ、あんたもういつ隠居してもいいわけだ。」 

「ははは、そうもいかないがね。」 

 



 

 

甚八郎は笑いながら、しかし満足げでもあった。自慢の娘らしい。 

 

「いやね、実はうちで薬草の目利きをやってもらっている篠山又左衛門という

お方がおってな、その方がうちに婿で入ってくれることになっておるのよ。」 

「え、つまり、お国さんと・・・」 

「そうよ。」 

「そりゃ、めでたいなあ。しかし、なんでまたそんな『又左衛門さん』なんて

他人行儀な物言いなんだい？」 

「ちと訳があってな。元、お侍よ。」 

「元？・・・」 

「まあ、いい。その話は後だ。ブツを見せてもらいたいもんだね。」 

「おう、合点だ。」 

 

御坊は、さっそく背負子を広げて、豊丸といっしょに薬草を番台に並べ始めた。 

「そうそう、こいつが思った以上に採れたんでな、唐国へは高く売れるだろう

ぜ。・・・」 

そう言って、御坊は油紙の包を開けて、冬虫夏草を見せた。 

「おお・・・よく採れたね。これは値がはりそうだ。」 

「だろ？」 

ちょうど、甚八郎の後ろを通りかかった若い番頭のような男が、冬虫夏草に眼

をとめ、「ごめんなさって」と言いながら、手にとっては感嘆することしきり

だった。 

 

「御坊さん、これがさっきお話した、又左衛門さんだよ。」 

又左衛門は、なかなか粋な色男だった。これが未来のお国の婿になるのか、と

御坊は興味深げに又左衛門をまじまじと見たのだが、髷は侍ではない。 

さっき、甚八郎は侍といったが、そうか、元侍なのか。 

確かに、大店
おおだな

とは言えないものの、だいぶ繁盛している生野屋の旦那になるわ

けだから、下級侍などやっているよりは、よっぽどこのほうが良いに決まって

いる。そういうことなんだろうな、と御坊は思った。 

 

「ご坊、このような珍しいものを、どこで手にいれなすったので？」 

「熊野でな。」 

「熊野。ああ、熊野ですね。わたしも熊野に行っていたことがあるんですよ。」 

「へえ、そうかい。どこで採りなさる？」 

「いや、それが、覚えていないんで・・・」 

 

甚八郎が御坊の袖を引っ張って、ちょっとちょっとこっちへと店の隅に引っ張

っていき、小声で耳打ちした。 

「あのな、又左衛門さんはな、熊野に薬草取りに行ったとき、崖から落ちたら

しくて、まったくなにも覚えておらんのよ。」 

「なに？」 

 

御坊はすっとんきょうな声を上げた。それは、先日、吉野の茶店で聴いた話で



 

 

はないか。どうもこの男のようだ。 

 

「ただうちの大型の印籠を持っていたことで、それを手がかりに、熊野の地元

の村人衆が、又左衛門さんをここに担ぎ込んできてな。難儀かけたなというこ

とで、銭を十分持たせて帰らせたが。・・・」 

「又佐衛門さんも持病があると見えるな。大型の印籠を持ち歩くなど。」 

「いや、そうじゃないようだ。中には鍵がな一つ入っておった。」 

「鍵？ おお。錠前の鍵よ。海老錠とはちと違うような気がするが。かなり精

巧な錠前ではないかの。さぞ大事なものがあったんだろうよ。熊野くんだりま

で薬草を取りに行くのに、持ち歩いてたんだからな。」 

「そうだろうな。で、あんたはあの又左衛門さんと旧知の中だったのかい？ 」 

「おお、そうよ。堺の代官をはってる松井友閑さまの下役でな。といっても、

下役は大勢いるが、うちらのような草座を取り仕切っているのは五人ほどおる。

下役の筆頭は戌巳
い ぬ み

さまといってな、配下にいる残りの四人の一番若いお侍さん

よ。手代たちをまとめておられてな。だから、お役所とのやり取りはいつも又

左衛門さんだったのさ。・・・もう行方知れずになってから三年。ひょっこり

担ぎ込まれてきたから、わしもびっくり仰天したわ。とにかくうちで身柄をお

預かりしてな。・・・まずは役所にもお知らせしたんだ。」 

「おう、それでどうなったい？」 

「ところがさ、面妖なことで。最初ご注進申し上げたところ、戌巳さまはお化

けでもみたかのように絶句なすってな。いろいろわしが、記憶がねえっていた

ような話をことこまかに申し上げたら、なにやら却って安堵なすったみたいな、

実に妙な具合だったなあ。」 

「なんか、あるな。」 

「ああ。なんかある。挙げ句の果には、うちはもうあの男とは関係がない。職

を解いたゆえ、おまえのところでよしなに世話をしてやってくれと仰せになっ

た。おっかしいだろう？ 御新造さんだっているかもしれんし。まあ、三年前、

うちに出入りしていた頃には、あまりわたくしごとには触れなかったから、な

にも知らなかったがな。・・・戌巳さまったらな、おまけに、なにか本人が思

い出すようなことでもあれば、また教えてくれ、とな、そう仰せられるんだ

わ。・・・で、この半年、お預かりしているうちにな、又左衛門さんはうちの

商いがまんざらでもないらしく、一生懸命手伝ってくれるようになった。その

うち、あんた、お国がもう又左衛門さんにぞっこんで、いっしょになれなけれ

ば死ぬなどとごねてな。で、近々祝言をあげようっていうことで、決まったの

さ。」 

足が棒のようになって、縁台に座り込み、足を放り出していた豊丸にもそれは

聞こえた。 

「なんか、すっごいやばい気がしてきた。」 

豊丸の瞳には、険があった。 

 

甚八郎が言った。 

「な、御坊さん、あんたが今日来てくれたのは、なにかの思し召しだよ。ちょ

っと相談があるんだ。」 

「なんだよ、藪から棒に。・・・おいおい、まさかこれじゃねえだろな。」 



 

 

御坊は、両の手をだらりと下に垂らしてみせた。 

「ご名答。それよ。」 

「お～、勘弁してくれよ。おれは苦手なんだよ、足がねえやつは。」 

「今夜、うちに来ておいでよ。な、長屋に泊まるんだろ？ 布団部屋でなくて

さ、空いてるまともな部屋があるから、後でそこへ案内
あ な い

するからさ。いくらで

も泊まっていっていいよ。豊丸さんだって、足が棒のようだって顔してるよ。

ゆっくりしていきなって。な。一生のお願いだよ。で、今夜来ておくれよ。た

んまりご馳走を用意して待ってるよ。たのむ。な、御坊さん。」 

「わかったわかった、いきゃあいいんだろ。それよりこれ、勉強しろよ。」 

甚八郎は、両手を擦って、「承知承知。悪いようにしませんよ。」 

すると、さきほどから冬虫夏草をあれこれ手にとっては感嘆することしきりだ

った又左衛門が、二人に声をかけた。 

「これ、全部で三十貫文はしますよ。」 

今の価格でいえば、ざっくり百五十万円くらいであろうか。 

御坊は手を打って握りこぶしを上げ、甚八郎は頭を抱えた。 

豊丸は、あっちのほうを向いたまま、けっこう醒めた眼をしていた。 

これからなにが起こるのか、漠然と不安を覚えていた。 

 

半町ばかり歩いた先に、生野屋が有する長屋があった。 

御坊と豊丸は、とりあえず丁稚
で っ ち

が案内してくれた一番端の部屋に落ち着いた。 

長屋というと、子供がやけに多くて騒がしい印象があるのだが、ここはそうで

はなかった。基本的に市内の商館に奉公しているものが多いし、勤め人が主な

住民だったようだ。もちろん中には、夫婦ものもいたが、思ったより少なかっ

た。 

案内された長屋部屋は土間があり、上り 框
がまち

があり、その向こうに板の間がひ

とつ。 

それだけだった、 

 

豊丸は浮かない顔をしていた。 

「御坊さん、なんか気味が悪いねえ、あの話。」 

「ああ、人間だろ？ なんか臭いものなあ、最初からこの話は。」 

「あの又左衛門さんって人、なにに関わってたのか。・・・あたしたち、知っ

てはいけないことを知ってしまうかもよ。あたし、それが怖いよ。」 

「たしかにな。」 

「加えて、甚八郎さんがさ、幽霊の話で相談したい、ってんだろ？ 結構やや

こしい話かもね。」 

「厄介だなあ。なにかたくらんでた生きてるほうと、未練を残した死んでるほ

うかよ。間にいる男が、さっぱりなにも覚えてねえときたもんだ。どうやって

糸をほぐすんだい。」 

 

その夜、生野屋の店裏の居宅にあらためて向かうと、湯が用意してあったので、

二人で入った。 

さっぱりしたところで、甚八郎が用意した料理にありついた。鯨三昧であった。 



 

 

もっとも鯨は、当時の感覚では魚であったし、ほかに出てきた肉といえば、軍

鶏なので、肉食禁忌という当時にあっても、とくに奇異な食材ということでも

なかった。 

たださすがに大坂
おおざか

を控えているだけに、料理は天下一品。それも最先端の文化

貿易都市・堺のど真ん中である。不足のはずはなかった。 

さんざんに舌鼓を打った二人は、『もういつ死んでもいい。』と言って、肘掛け

に思いっきりもたれていた。 

 

「そこでな、御坊さん、聴いておくれよ。今宵の本題さ。」 

「あ～、出た。あれね。お化けの話ね。」 

「そうそう。ちょっと困っているところだったのだよ。」 

 

神妙な顔つきになった甚八郎が話した内容は、幽霊話にしてはいささか不思議

なものだった。 

 

半年前に生野屋に引き取られた又左衛門は、二人が案内された長屋の中程に住

まいを充てがわれた。今でもそこに棲んでいる。 

甚八郎と連れ合い、そしてお国は、たいそう又左衛門の家族のことが心配にな

り、人づてに本人の居宅を探し当てた。 

それは、堺を取り囲む濠
ぼり

割
わり

の外、七町ほど歩いたところにあった。 

荒れ果てた廃屋であった。 

人の住まった名残もほとんど見当たらないくらい、草木が生い茂り、屋根は半

壊していた。 

近隣の人たちの話によると、又左衛門にはお艶
つや

という妻女がいたそうな。 

人も羨むような美人だったそうだが、下級武士とは言え、身持ちの良い、しっ

かりもので、しかも気立ての優しい、周辺でも評判だったという。 

お艶はもともと体が弱く、 癪
しゃく

を患っていた。この病名は当時、雑多な病を総

称しており、胃腸系の癌も含まれていた。実際のところ、具体的に今でいうど

のような病気であったかは不明だ。 

このこともあり、又左衛門は上司に願い出て、二十日間の暇をもらい、一人熊

野に薬草を採りにいったのである。 

当時世間ではほとんど知られていなかった冬虫夏草を煎じて、お艶の病を治し

たいという一心だった。 

侍といっても、ほとんど学究者に近い仕事であったし、本人が生野屋に出入り

することでずいぶんと勉強もはかどった。 

南蛮人や唐人との交流もあり、冬虫夏草についてはかなり専門的な知識が培わ

れていたようだ。 

 

ところが、その又左衛門が熊野に出立したまま、まったく帰ってこない。 

四月に堺を経って、すでに盆が近いという頃になっても、まったく消息が無い。

この間、お艶は病気がちな体を押して役所になんども出向いたのだが、一向に

手がかりはなかった。 

上司の戌巳はずいぶんとお艶を気にかけてくれたのだが、消息がつかめないと



 

 

いう状態はずっと続いた。 

 

隣家の人の話では、盆が過ぎ、秋深まろうという頃、お艶のところに役所の手

代が使いでやってきた。お艶は、その手代について出ていったことがあるとい

う。 

その夜から三日間、帰ってこなかったので、ずいぶん心配したという。当初噂

していたのは、又佐衛門さんが見つかったのではないか、だからそこにお艶さ

んや役所の人間が駆けつけていったのではないか、というものだった。 

四日目、帰ってきたお艶からは日頃つとめて柔和を装っていた笑顔が消えたと

いう。 

近所では、こんどは又左衛門が死んだのではないかと噂したが、何一つその類

いの話は聞かれなかった。 

はっきりしていることは、その日からお艶の様子が著しくおかしくなったとい

うことだ。 

ずっと閉じこもり、なにかの用で 訪
おとな

うと、冷たい一瞥で人を見、言葉もぞん

ざいになっていた。 

やがて、堺の濠内の聖天堂ちかくで夜鷹になっているのが、目撃されるように

なった。役所からの扶持も途絶えたのだろう。 

毒々しい化粧をしては、夜の裏路地に立ち、体を売っては口を糊塗
こ と

していたの

だ。 

 

お艶の荒れた生活は続いた。酒浸りになった。 

そして健康はどんどん損なわれていき、翌年の盆の送りの日、黄昏どきに彼女

が小さな船灯籠を抱えて、よろよろとでかけていくのを、幾人
いくたり

かが見ている。 

翌日、大和川に浮いた。 

入水したのであろうと噂されたという。 

 

「可哀想ななりゆきじゃねえか。」 

「ああ、そうでしょ。あまりといえばあまりの結末。これではお艶さんという

ご妻女も浮かばれませんって。」 

「しかし、甚八郎さんよ、お艶さんの墓はどうなったい？」 

「けっきょく、身寄りが夫婦ともにはっきりせんので、無縁仏になって観音寺

に葬ったそうだ。哀れに思ってご近所が銭を出し合ってな、小さな丸石墓があ

る。」 

 

そこまではよい。 

お化けはまだ一度もでてきていない。 

「ところがだ。」 

甚八郎の本題が始まった。 

「今年の始め、正月明けに又左衛門さんがうちに転がり込んできた。うちの薬

草の商いに入れ込んでくれたし、役所はもうかかわりねえって仰るし、お国が

ぞっこんになり、いい仲にもなって、わたしも立派な後継ぎになってくださる

と、ほんとに喜んでおったのさ。」 



 

 

「それが？」 

「それが最近、妙なのよ。」 

「どう妙なんだい？」 

「お艶さんがどうも、又左衛門さんの長屋に現れているようなのさ。」 

 

御坊と豊丸は眼が点になった。 

「阿呆ぬかせ。」 

「ほんま。それがな、そうさなこの十日ばかりかな。」 

「なんでまた突然。」 

「それがわからんから、あんたに相談しようっていうわけだよ。」 

「知らんよ、そんなこと。本人に聞いてみい。」 

「聞けないよ、御坊さん。」 

「なんでよ。」 

「記憶が戻っていないものを、無理にあんたはどこの誰それでなんて話を聞か

せるのは、気が引けてなあ。知らんものは知らんでもよいとも思ってな。以前

妻女がいて、あんたを待ち焦がれて、成れの果ては夜鷹に身を落とし、とうと

う入水したなんぞ、言えるかい？」 

「ん～。で、未だに言ってないのかい？」 

「言った。」 

「なんだよ、言ったんじゃないか。」 

「そうだよ。言ってないとは言わなかったぞ。」 

「わかったわかった、で？」 

「そうか、そういえば、それを教えたのは十日ほど前だわ。あの頃からお艶さ

ん、現れ始めたんだわ。・・・いやな、お盆が過ぎたら、祝言をすると決まっ

たので、いくらなんぼでも、やはり出自
しゅつじ

を話さないかん。そうお国と相談して

な、二人で事情を話したのさ。しかし、まったく本人わからない。だから、感

慨もない。で、二人でな荒れ放題の居宅へお連れしたわけよ。なにか思い出す

かもしれんと思うてな。ところが駄目だ。とうとう、お艶さんのお墓のある観

音寺までお連れしたが、それでも駄目。もう、わからんものはわからんでええ

わ、ということになってな。お艶さんのお墓にだけはみなで手を合わせて帰っ

てきたって次第よ。実際、本人がなお艶さんの墓に詣でても、『お艶さんか、・・・

そう言われてもなあ、なにも思い出せないんだよな。・・・』とぼつりと独言

を言っておったわ。無理もないとは思うた。不憫な話だろ？」 

「まあ、それで良かったんじゃないか。もう俺の出る幕がないよ。三十貫文は、

間違いないだろうな。」 

「その話はまたにしようや。・・・違うよ。だから言ったじゃないか。そのお

艶さんが来てるらしいんだよ！ だからこまってんのさ。なんで今頃急に現れ

たんだろ？」 

 

豊丸が口をはさんだ。 

「墓参りでお艶さん、気づいたのさ。自分の一番大事な旦那が生きてたってさ。

死んだはずの夫が、今、自分の墓に来ている。目の前にいると、驚いたのさ。

死んで後悔してるのよ。あんたたちわかんないのかい、そのくらい。」 

甚八郎はなるほどという顔をしてうなずいた。 



 

 

「そういうことかい。」 

「そうさ、そうに決まっておろ。」 

 

御坊が訊いた。 

「お艶さんだってのは、間違いねえのかい？」 

「いや、証拠はない。なんでも、子刻近くに長屋の路地をからんころんと下駄

の音がしたという。優雅な響きだが、どうも時刻といい場所といい不釣り合い

な風情を感じたというのさ。で、寝たままじっとその音を聞いているとな、自

分の間口の前で立ち止まった。あれ、と思うと、『又左衛門さま、又左衛門さ

ま、○○にございまする。』と呼びかけられたそうだ。不思議なことに、なん

と名乗ったのか、そのときには確かに聞いたのだが、あとでいくら思い出そう

としても、その名前が思い出せないという。ただ、そのときは○○なんぞとい

うおなごは知らぬ。で、いぶかしながら引き戸を開けると、妙齢のご婦人が花

提灯を下げて立っていた。『おひさしゅうございまする。』とな。垂髪で、それ

は腰まで長く、その笑顔たるや、それこそ春に、牡丹の花が満開に開いたよう

な、絢爛豪華なありさまだったそうよ・・・」 

 

甚八郎の話が佳境に入った。 

聞けば、又佐衛門は当惑しながらも、なにしろ自分はすべての記憶を失ってい

るだけに、もしかしたら以前かかわりのあった婦人かもしれぬと思い、夜も更

けていることゆえ、中に招じ入れた。 

 

○○と名乗るその女は、楚々とした所作から、かなりしつけの良い家で育てら

れた、つまり武家の出であるということはすぐわかった。 

又佐衛門が一番気がかりだったのは、自分がなにも覚えていないということが、

この女を落胆させるのではないかということだった。 

果たして、女はたいそうがっかりしたそうだった。 

又佐衛門は、そこで一体自分とあなたが以前、どのようなかかわりだったのか

教えてくれまいかと頼んだが、女ははにかみながら微笑んで、首を横に振った

そうな。 

それからというもの、毎晩訪れるという。 

女は、子刻が近くなると現れ、未明には帰っていく。 

しかし、女は自分のことを一切言わない。ただどういうわけか二人、話がはず

んで、あたかも旧来の知己のようになごんだ会話に終始した。 

又佐衛門は何一つ覚えていないのに、なにかすべてを覚えていて、二人で昔話

に花を咲かせているかのように思えたくらいだという。 

 

そんな毎日で、又佐衛門はだんだん睡眠不足となり、傍目にも体が疲弊してき

ているのがわかった。 

そこで、甚八郎は夜遅くに草座の会合の後、気を許した商売仲間といっしょに

呑み屋でくだまいて、うどんを食べて、居宅に戻る途中、何の気なしに長屋に

寄ってみたそうだ。 

深更にもかかわらず、又佐衛門の部屋からは灯りが漏れていた。 

よし、お国との祝言のことで、ちょっくら相談しようか、と思って戸口に近づ



 

 

いたら、中から女と楽しげに喋ってる声が聞こえてきた。 

『えっ？ こんな夜更けに？』 

そこで音を立てぬように、木戸をちょっとずらし、中を覗いてみたところ、く

だんの女がいるではないか。二人して、ちゃぶ台を間にしてなにやら楽しそう

に話し込んでいる。 

こりゃ、お国が知ったら大変なことになると内心えらく困惑したが、とりあえ

ず今夜は引き下がろうと思った。 

そのとき、わかったのだ。女の姿はぼんやり透けてるのだ。 

向こうの押入れの襖が女を通して見えているのだ。どう眼を凝らしてみても、

間違いない。 

それに気づいた甚八郎は、思わず後ずさりしたところ、石畳の角に草履を引っ

掛けて、転んでしまった。 

その音で気がついたのか、中から又佐衛門が「どなたかおいでか？」と訊いた。 

甚八郎は草履をつかんで一目散で逃げ帰ったという。 

 

翌日、目の下に隈をつくってやってきた又佐衛門を、誰にもわからぬように蔵

に呼び出し、そこで訊ねてみたそうだ。 

すると、又佐衛門は悪びれることもなく、一部始終を話してくれたというのだ。 

それと知らないお国は、毎日のように、店で又佐衛門と二人で、和気あいあい

と仕事に励んでいるし、夕には甲斐甲斐しく長屋にいっては食事をつくったり、

掃除をしたりして、早くには返ってくる。 

ただ、 

お国は長屋への泊まりはもとより許されていなかったので、早めに帰ってくる

のが常であった。 

お国は、祝言の日を指折り数えては、お着物がどうとか、宴のお料理はどうす

るとか、甚八郎夫婦は、おおわらわだった。又佐衛門に深更起こっていること

はお首にも出さなかった。 

お国をあらぬ疑いで失望させたくはない、と思っていたのだ。 

 

又佐衛門の話ぶりからしても、嘘はないようだった。 

男と女の関係も持っていない。 

「あれは、以前、おそらくよほどわたしと親しい方なのでしょう。しかし、い

くら訊いても教えてくれないのです。よく考えてみれば、なぜそれなら毎日、

宅に来られるのか。わたしもとんとわかりませぬ。ただ、いつも来られて未明

までひたすら話をするだけなのですが、なにしろ楽しい、幸せな気分なもので

すから、ついつい毎晩招じ入れてしまいまして。もし祝言の前ということでも

あり、不都合なことだということでしたら、今晩、これ以降はお断りするよう

に申しあげますが。」 

又佐衛門は、あっさりとしたものであった。 

 

「どうしたらいい？」 

「どうしたもこうしたも、・・・」 

「御坊さんよ、不思議なのは、どうしてお艶という名が、又佐衛門さんにはち

ゃんと覚えられないんだろかってことよ。」 



 

 

「お艶だと、ふつうならまず自分が誰かを訴えたいよなあ。」 

「ってことは、御坊さん、もしかしたらお艶じゃないかもしれんよな。別の女

かもしれん。色男だからなあ、ほかに恨みを買った女がいたのかもしれんなあ。」 

「え～、そうかなあ。話の流れからすると、どう考えてもお艶さんだろうよ。」 

 

甚八郎と御坊のやり取りを聞いていた豊丸が、呆れて口をはさんだ。 

 

「馬鹿だねえ、男ってのは、そんなこともわからないのかねえ。女の気持ちが

さ。それはね、お艶さんの気遣
き づ か

いだと思うよ。」 

「どういうこったい？」 

「だってさ、又佐衛門さんに、『自分はあんたの女房だ、お艶ってんだ、こう

やって死んだんだ』なんて告げてさ、言われたほうがいい気持ちするかい？ 

相手はなにも覚えていないんだよ。戸惑わせるだけ、怖がらせるだけ、そんな

目に遭わしたくはないのさ。自分の名前なんかどうだっていい。ただ、会いた

かった、やっと会えた、ずっといっしょにいたい、それだけなんだよ。そんだ

けお艶さんは、又佐衛門さんを思っているってことさ。」 

「しかしそうは言っても死霊は死霊だ。このままにして又佐衛門さんの精が抜

かれていっては困る。それに祝言も控えている。いつまでもお艶さんに来ても

らってもこまる。」 

「そうだよ。そこでどうしたらいいってことさ、御坊さん。」 

「そうさなあ。又佐衛門さんがあっちの世に連れて行かれたらことだからな。」

「ちゃんとお艶さんに話を聞いてもらわないけないよ。御坊さん、お艶さんを

説得しないと。この話は終わらないよ、きっと。」 

「おめえ、そう思うか。」 

「間違いないと思うよ。終わりのない話はない。だからね、きっとお艶さんは

なにか又佐衛門さんのために、現れたって気がするのよ。ただおしどり夫婦の

好いた惚れたってだけじゃないような気がするんだよ、あたし。・・・」 

「そうか。しかし、おれなんぞの話を、お艶さんが納得してくれるかどうか・・・。」 

 

御坊は、その夜、一人で又佐衛門の部屋に居座ることにした。 

又佐衛門は、いったん甚八郎の居宅に移り、あちこちの戸口に、摩利支天の護

符を貼った。存在を一時的に消してしまったのだ。一応、般若心経で屋敷その

ものを空
くう

じた。 

 

夏の夜。 

柳はしずかに夕間暮れの微風に揺れ、濠の流れが幽かに聞こえてくる。 

どこぞで風鈴の音がしているようだ。 

亥刻ともなると、さしもの堺の町も静寂に包まれている。 

生野屋では甚八老夫婦とお国、そして又佐衛門が、夜を徹して、般若心経を唱

えているはずだ。 

この頃、輸入品が増えて蝋燭も安価になってきていたから、灯火が尽きぬよう

に取り替えては読経を続けている。 

御坊は、どう説得したものか、未だに思案に暮れていた。 

ふと、遠くで下駄の音がしたような気がした。 



 

 

この長屋では、最近のこの下駄の音に気づいたものも多く、噂になっていた。

ある代官所の勘定方に努めている手代は、夫婦でお艶の亡霊を目撃していると

いう。 

花灯籠を下げて歩いてくるその亡霊は、たしかに歩いているのだが、頭がまっ

たく上下せず、すうっと滑るように歩いてくるというのだ。 

長屋の連中はみな、それ以来深更に起きているときなどは、下駄の音がすると、

『南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏・・・』と唱えながら震えているそうな。 

 

からんころんという音が近づいてきた。 

御坊は身を硬くした。 

来客は、その戸口の前で立ち止まったようだ。 

下駄の向きが変わった。 

 

「又佐衛門さま、お艶にござりまする。」 

 

御坊はぶるっと震えたが、顔をぱんぱんと両手でたたき、『おっかねえよお・・・』

と呟きながら戸口に行き、引き戸を開けた。 

死霊は、『あっ』と驚いた風を見せた。 

しばらくお互い見合った後に、「又佐衛門さまは、おいでか？」と言った。 

「お艶さまですね。」 

女は、黙ってうなずいた。 

「又佐衛門さま、今宵はここにはおられぬ。」 

女はたいそうがっかりした表情になった。 

「では明晩はいかが。又佐衛門さまはいらっしゃるのでしょうか？」 

「さて、それはあなた次第。」 

女は首を傾げてみせ、「どういうことでしょう？ わかりませぬ。」 

「それがし、御坊と申す。わけあって又佐衛門さまの代理でここに今宵はおり

まする。お艶さまと是が非にでもお話したい義がございますれば。」 

「わたしと話をしたいとな？」 

「さよう。まずはお入りくださりませ。こちらへ・・・」 

 

御坊が招き入れると、お艶は敷居をまたぐこともなくすうっと入ってきた。 

『ああああ・・・ほんとに幽霊だわ・・・』 

嫌な仕事を引き受けてしまったと、後悔したが後の祭り。 

 

お艶は部屋に上がると、花灯籠の灯火をふっと息で消し、ちゃぶ台の前に座っ

た。 

御坊は、「お茶でも、召し上がりますか。・・・飲むわけねえわな。・・・失礼。」 

「いただきます。」 

「へっ？」 

 

御坊は、『あんた、死霊のくせに茶が飲めるのかい。』と心の中でひとりごちた

が、すぐにお艶は「幽霊がお茶を飲んだらいけませぬか？」と言った。 

「お艶さん、心が読めるのか。」 



 

 

「死霊ですから。」 

お艶はにこりともせずに言った。 

 

「で、御坊とやら、お話とはなんでしょう？ 又佐衛門さまのことでござりま

しょうな。」 

「はい、さようにござります。これから、お艶さまはどうされるおつもりで？」 

御坊は単刀直入に訊ねた。 

「どうって・・・ずっと一緒におりまする。」 

「又佐衛門さまが、なにも記憶になくても、ですか？」 

 

お艶は、しばらく黙って、少し苦悩の色を見せた。 

「あまりといえば、あまり。又佐衛門さまはとうに死んでしまわれたと思い、

泣き暮らしておりましたのに。身を落としてもなお、未練でお待ち申しており

ましたに。生きておられた・・・やれ嬉しや、と思いきや、すでに我が身は死

霊と化し、それでもひと目お会いしたいと訪うてみれば、なにも覚えておいで

にならない。艶の顔も思い出せぬありさま。この恨み、いかでかはらさずにお

くものかわ。・・・」 

 

御坊は、ぞっとした。 

この女、又佐衛門を黄泉の国へ引きずっていこうとしておるのだ。 

 

お艶は、ふと笑った。 

「そのようなことは、・・・毛頭念じておりませぬ。ご安心を。」 

「し、しかし、恨みと、お、おっしゃいましたぞ。」 

「いかにも。わたしは又佐衛門さまのお帰りをひたすらお待ち申しておりまし

たが、盆の送りも過ぎ、秋になろうという頃、上司であられる下役筆頭戌巳さ

まよりお召があり、わたくしはなにか消息でもと逸る気持ちで役所にうかがい

ました。すると、ほかの下役の方や、手代たちもおらず、戌巳さまのみがいら

っしゃいました。戌巳さまのお話は、この世の終わりとも思えるほど、聞きと

うない内容にございました。・・・聞けば、、篠山又佐衛門は不幸にして熊野で

追い剥ぎに襲われ、無念の死を遂げた由。身元がわからぬ故、近在の村人たち

が哀れに思うて荼毘に付し、無縁に葬られたとか。気の毒じゃが、もはや夫君

をお待ちになっても、せんないことと。・・・」 

 

お艶は肩を幽かに震わせながら泣いているようであった。 

 

「わたくしは頭の中が真っ白になってしまい、心の臓も音が聞こえるほど打ち、

息すらまともにできぬ体
てい

になりました。戌巳さまはわたくしを介抱なさりなが

ら、次第にご無体なことを・・・」 

「みなまで言わずとも、・・・なにやらお察しいたしますゆえ。」 

 

お艶はその言葉が聞こえなかったかのように続けた。 

「戌巳さまは、これから独り身も心苦しかろうから、よければ自分の側女
そ ば め

にな

らぬか、とお申し出なさいました。わたくしは、もう又佐衛門さまが亡くなっ



 

 

たと知り、言葉もでないような有様。戌巳さまは頭を振って嫌がるわたくしを

押し倒し、無理やり・・・夜を通して、わたくしは慰み者にされ、身も心もわ

たくしではのうなったような気がいたしました。戌巳さまは、わたしが一向に

快く応じないので、『頑是ない子供のようじゃの。仕置してやらねばの。』と申

され、あられもない姿のまま荒縄で縛られ、叩かれ、何度も何度も無理強いを

され、・・・この悔しさ、ご坊には到底わかりますまいな・・・」 

 

御坊は言葉もなかった。 

「三日というものさんざん嬲
なぶ

られた挙げ句、朝方、放り出されましたとき、最

後に『おまえの主人はな、役所の金を横領した重罪人よ。死んで良かったでは

ないか。世間に明るみと成らずにな。うらむなら、自分の主人を恨むが良いぞ。』

と、恐ろしいことを仰りました。・・・それでますます・・・そんなはずはご

ざりませぬ。又佐衛門さまは、清廉潔白、曲がったことは大嫌いなお人。それ

はわたくしが誰よりもよく存じております。・・・わたくしはどこをどう帰っ

たのか、主のいない宅に気がつけばたどり着いておりました。食べていくには、

夜鷹になるしかすべはなく、それでもお盆には、又佐衛門さまの舟灯籠を吉野

川に見送り、ご冥福を祈りました。できることなら熊野に参りたかった。・・・

しかし我が身は、もとより病持ちゆえ、果たして熊野にまで行き着けるかさえ

わからず。ただただ、無念と恨みを抱いて、夜な夜な柳の下に立っては、身を

落とし、ついには身投げする始末。このうらめしさときたら・・・それが、そ

れがどうしたことでございましょう。又佐衛門さまが生きておられた。生野屋

の方々が又佐衛門さまを観音寺のわが墓にお連れしたのでござります。やもた

てもたまらず、その夜から又佐衛門さまをこうした訪うようになりました。」 

 

御坊は、その話の中に解く糸口を必死で探していた。 

「お艶さま。しかし、このまま又佐衛門さまにかかわりおうては、又佐衛門さ

まがお困りになりますぞ。生野屋のお国と近々祝言をあげることを、よもや知

らぬとは言わせませんぞ。」 

 

お艶は、こっくりとうなずいた。 

「いまのわたくしに、なにができましょう。お国さんとやらには感謝しこそす

れ、逆恨みなど。それより・・・心残りは、又左衛門さまが公金を横領したと

いう戌巳さまのお話。あれがもし事実であれば、なんとしよう・・・そう言え

ば、又佐衛門さまは日頃、後生大事にされていた鉛の箱がござりました。・・・

ときどき役所より文の類いを持ち帰っては、あの箱に入れては、厳重に鍵をか

けておいででした。あの箱は・・・やはり、又佐衛門さま、言うに言われぬや

ましいことをもしや・・・」 

 

御坊は鍵という言葉にひきつけられた。 

「お艶さま。今、鍵と申されましたか？」 

「はい。鍵を。出かけるときには、その鍵をわたくしにお預けになり。けっし

て人手にわたらぬように、と。・・・」 

 

御坊は、熊野でも、生野屋でも耳にした又佐衛門の印籠の中に入っていた鍵を



 

 

思い出したのだ。 

「して、その鍵はどこにござりますのか？」 

「これに・・・」 

そう言って、お艶は胸元の帯の中から、印籠を取り出した。 

御坊がそれを開けると、なかにやはり鍵が。 

御坊は、「よしっ！」と手を打った。 

「お艶さま、その又佐衛門さまが大事にしておられたという箱、鉛の箱はいず

れに？」 

「あれは・・・もはや荒れ果てた宅の、厨房にあります漬物穴の中に・・・」 

「お艶さま。もうご心配なく。おそらく又佐衛門さまは、濡れ衣でござる。」 

「濡れ衣？」 

「さよう。横領していたのは戌巳とやら下役にござろう。生野屋の話では、又

佐衛門が無事に帰ったということを戌巳に注進したところ、その反応は当惑し

たようなものであったそうな。戌巳が熊野に行くというので、これ幸い、そこ

で亡き者にしようと、刺客を放ったのでござろうよ。又佐衛門さまは、上司の

横領をご存知だったに違いありますまい。戌巳は、誰かちんぴらでも使って又

佐衛門さまを崖から突き落としたので、よもや生きていようとは思わなんだ、

そんなところでしょう。それが帰ってきたというものだから、慌てた。戌巳の

言うのが正しいのであれば、つまり戌巳が潔白であるなら、ただちに捕り方を

さしむけてもよかったでござろうに。いまだにしていない。又佐衛門さまに記

憶が無いということで、しばらく様子を見ようという算段。・・・お艶さま、

これは又佐衛門さまがやはり危のうござる。」 

 

それを聞いたお艶の顔は、にわかに険しいものになっていった。 

美しいうりざね顔は、怒りに溢れてきた。 

「さては、戌巳、たばかったな。どうしてくれよう。呪うてくれようか。」 

「おやめなさい。」 

 

御坊の制止に、意外といったような表情のお艶は、「なにゆえ、お止めなさる？ 

わたしを手
て

篭
ご

めにし、また主人を罪人に仕立て上げようとし、あまつさえ口封

じをしようとしたその戌巳を、ご坊はお許しになれ、と申すか？」 

「そうではござらぬ。策が、ござります。」 

「策・・・」 

「さよう。悪いようにはいたしませぬ。今からお二人の旧宅にお邪魔し、漬物

穴から箱を拝借いたしますぞ。」 

「もう人が容易には入れぬほどの荒れようにござりまする。しかも、夜分にご

ざりますよ。」 

「なんの、日本中の山という山を渡り歩いた、この御坊。なにほどのことはご

ざらぬ。そして、お艶さまに一つお働き願いたい義がありもうす。ぜひ、これ

から同道願えませぬかな？」 

「参りましょう。なんなりと。又佐衛門さまのためであれば、・・・」 

 

二人は丑刻をとうに過ぎた頃合いだったが、お艶の花灯籠を頼りに、堺の濠割

のずっと先にある、又佐衛門とお艶の旧宅へと急いだ。 



 

 

みちみち、お艶は「ほんに、ご坊は珍しいお方よのう。死霊とお化け屋敷のよ

うなところへ、よう一緒に参られること。」と、さも愉快そうに笑っていた。 

「いや、それがしも、なにか妙な気分でござりますよ。生きてるものと、死ん

でいるものと、果たしてどのくらい違いがあるんでございましょうな。さして

違いなど無いかもしれませぬ。・・・」 

 

やがて旧宅についた。 

御坊はお艶の案内で、崩れた柱や生い茂る草木をかきわけながら、かつてそこ

に厨房があったと思われる場所を探しあてた。 

「ここにござります。」 

お艶が、花灯籠を掲げて照らし出したところ。 

御坊は持参した鍬
くわ

で早速掘り始めた。 

もともとは漬物壺を入れるために彫られた穴で、木枠で囲われていたのであろ

うが、腐ってしまい、土に埋もれていたのだ。 

やがて、ゴツンと音がして、手で掘り返したところ、かなり深いところだった

が、鉛の箱が出てきた。 

二人は花灯籠の下で顔を見合わせ、にっこりと笑った。 

又佐衛門は、その鍵を二つ用意し、一つは自分が肌身はなさず持ち歩き、もう

一つは呼びとして、万一のためにお艶にもたせていたのだ。 

それはお艶にとっては危険なものである一方、お艶を守る最後の切り札でもあ

ったわけだ。 

御坊はそう推理して、箱を鍵で開けた。当初は錆
さび

が邪魔して難儀したが、結局

開いた。 

なかにはかなり湿った文書が束になって入っていたが、灯りを近づけてよく吟

味っしてみると、どうやら草座からの上納金（税）を過小に改竄した記帳であ

るということがわかった。 

そこには認証した戌巳が一番下役で、上役は堺代官・松井友閑の名まであり、

花押が確認できた。 

 

「これは・・・かなりやばい内容。うっかり手を出せぬな。良い策じゃと思う

たが、一度間違えば、・・・やりようによっては、又佐衛門さんも、危ない。

一蓮托生と思われたら、万事休すだ。はて、どうしたものか。」 

 

お艶がそれを覗き込みながら、ぽつりと言った。」 

「わたくしにおまかせ願えませぬか。」 

「お艶さまが。どうなさる？」 

お艶は微笑んで言った。 

「策がござりまする。・・・関白さまにこの書面をお渡しいたしましょう。わ

たしがご寝所に立てば、しょせん死霊。おろそかには致しますまい。」 

「関白秀吉さまに、直訴でござるか。」 

「さよう、死霊ならではの策。悪人どもを仕置し、又佐衛門さまのご処分はな

きよう、おとりはからいいただきましょう。いやとは言わせませぬ。関白とい

えども呪うてくれましょうぞ。」 

 



 

 

そのときの凄みのあるお艶の顔は、御坊は二度と忘れまいというほどの恨みが

籠もっていた。 

「では・・・よろしゅうに。なにとぞお願いもうしあげまする。怖えっ。」 

 

書面を懐に入れたお艶は、御坊に向き直ると、こんどは哀願するような表情で

言った。 

「ときに、御坊どの。こんどはわたしからのお願いにござりまする。」 

「はて、どのような？」 

「それは・・・お恥ずかしゅうござります、お話するのが・・・」 

「もうここまで二人で探り当てた仲でござろう。恥ずかしいもなにもありませ

んぞ。」 

「しからば・・・お盆が始まりました。あと四日で盆の送りにござります。」 

 

そうであった。昨日から盆の入であった。 

 

「されば、お願いとは・・・盆の送りには、わたしは戻らねばなりませぬ。又

佐衛門さまは、お名残惜しいのはやまやまなれど、これもさだめにござりまし

ょう。お国さんにはよろしゅうお伝えくださりませ。陰ながらお守りもうしあ

げますると、くれぐれも。・・・されど、わたしは今一度、又佐衛門さまのあ

のお優しい 腕
かいな

に抱かれてみたい。わたしのことを妻とわからずともよい。温

かいあの方の体に触れてみたい。病持ちのわたしは、祝言をあげて以来という

もの、添い寝をしたことは数えるほどしかござりませぬ。口惜しいとはこのこ

と。・・・御坊どの、なんとかなりませぬか？ わたくしの、ささやかな願い

じゃ。一晩だけ、たった一晩だけ、又佐衛門さまをわたしのものにしていただ

けませぬか？ お願いにござりまする。」 

 

御坊は、深く思案した上で、おもむろに言った。 

「できないことでは、ござらぬ。策が、・・・ありますゆえな。・・・」 

御坊は、はじめて笑った。 

お艶は、ほっと安堵したように微笑んだ。 

 

翌日、御坊は甚八郎と又佐衛門を呼び出し、ことの次第を話した。 

二人とも、事態の深刻さに仰天した。 

そして、戌巳の一件については万事、お艶に任せるということで落着した。 

その夜、お艶は長屋に現れなかった。 

「別のところ」に出ていたはずである。 

 

その間、御坊は長屋で祈祷をしていた。 

夜通しだから、長屋の連中に文句を言われぬよう、低誦にとどめたが、術はか

なり際どいものだった。 

 

『大聖歓喜天使咒法経』 

 

十一面観音と聖天の双身を祈祷本尊とする和合の術だ。 



 

 

お国の髪を、御坊がお艶からもらった髪を結びつけ、それを一体化させる。 

そして又佐衛門の髪を合わせて、呪法を施す。 

 

『我行順世法 世示希有時 我能随其願 有求名遷官 

・・・ 

我皆令自縛 若欲自然福 若有求女人 夫心令得女 

我必令相愛 世間陵突者 我悉令催伏 逍遙自快樂 

・・・ 

我於三界中 神力得自在 降世希有事 我皆悉所為 

若有侵嬈者 頭破作七分 寿命悉長遠 福禄自遷至 

 

・・・ 

おん きりく ぎゃくうん そわか 

おん きりく ぎゃくうん そわか 

おん きりく ぎゃくうん そわか 

・・・」 

 

その夜、お国はいつものように長屋に趣き、又佐衛門の部屋を掃除し、夕餉の

支度をしていた。 

そしてそのまま、翌日未明までお国は実家に帰って来なかった。 

「なんか、妙な気分だなあ。娘なんだが、娘ではないような。どういう気持に

なればいいのか、なんだか複雑な気持ちだよ、御坊さん。」 

「まあ、こらえてやってくださいな。お艶さんのために。それに、お国さんで

あることに変わりないんだからさ、もう五日で祝言だろ。大目に見てちょうだ

いな、よっ。」 

「ああ、わかってるんだけどね。なんかこう、複雑な気持ちよなあ。どう心を

整理したらいいのか、ようわからん。」 

 

明けて、盆の送りの朝、血相を変えてお国が実家に駆け戻ってきた。 

朝目覚めると、又佐衛門と露わな姿のまま抱き合ったまま寝ていることに気づ

いたのだという。 

パニックになったお国は、号泣しながら『堪忍や、堪忍。又
また

佐
ざ

さん！』と言い

おいて、逃げるようにして戻ったわけだが、甚八郎は「お～、よしよし、大丈

夫だ。又左衛門さんと一晩過ごしたんだろ。もう何も言いやせんよ、安心おし。

もうすぐ祝言じゃないか。」 

「だって、あたしなにも覚えていないんだ。・・・なにが起こったのか、自分

でもわからないんだよ。でも、朝起きたら、・・・わーっ！」 

お国はなきじゃくるばかりだったが、又佐衛門と寝たという事実は間違いない

わけで、しかし当人大騒ぎしていた割には、まんざらではなさそうだった。 

ただ、自覚が無いというのが、どうにも腑に落ちなかったようだ。 

 

この日は、もう一つ珍事が起こった。事態が動いたのだ。 

早いものだ。さすがに幽霊は足が速い。 

いきなり堺代官所の草座を取り仕切る役所に、関白差し向けの役人たちがやっ



 

 

てきた。 

なにか吟味をしたようだが、戌巳とその下役や手代数人が縄をかけられ、篭に

乗せられて大坂に連れ去られた。 

 

夕方、生野屋の親子と又佐衛門、そして御坊と豊丸の五人は、次第に暮れなず

む大和川まで灯籠流しをしに行った。 

お国は、バツが悪そうだった。 

実際、又佐衛門となにをしたのか、本人は皆目覚えておらず、ただ素っ裸で添

い寝をしていた自分に気づいてパニックになっていたわけだ。 

なんとなく、その日は恥ずかしいやらなにやらで、又佐衛門とはやや距離をお

いて豊丸と一緒に歩いていた。 

 

又佐衛門は、実に心地よさそうな表情だった。 

舟灯籠を一つだけ、抱えていた。 

灯籠には、『艶』と墨筆されていた。 

その又佐衛門が御坊に小声で囁いた。 

 

「御坊さん、昨夜、不思議な夢を見ました。」 

「へえ、どんな？」 

御坊はしらばっくれた。 

「いやね、あの毎晩宅に来ていた女の人・・・」 

「あああ、あのおつ・・・・ッと。」 

思わず『お艶さん』と言いかけて口ごもった。 

「そうそう、お艶さんですよ。」 

「あれ、おめえさん、覚えてるのかい。」 

「昨夜、夢に出てきたんですよ。でね、お艶だって聞き取れましたし、ちゃん

と覚えてられましたよ。でね、・・・夢の中の話ですよ。お国ちゃんに内緒で

すからね。」 

「わかってるよ。お国ちゃんに言えるかい、そんなこと。」 

「え、なにを言わないんですか。まだわたし、なにも話してないのに。」 

「いや、なにも知らねえけどさ、で、なんだい。夢の中で、それで？」 

「ああ、そう、夢の中でね、お艶さんとわたしが 懇
ねんご

ろになってるんですよ。

なんか、懐かしい、昔からよく知っている、恋人か夫婦のような感じでした。

ああいう幸せな夢ってあるものですね。夢の中の時間だから、なんだかよくわ

かりませんが、朝までずっとねだられちゃって。『又佐衛門さま、もう一度お

情
なさけ

けくださりませ。』なんて言ってね。いや、まいったな。」 

 

又佐衛門は、妙ににやけていた。 

 

「そりゃ良かったじゃねえか。夢だ夢だ。夢に罪はねえよ。」 

「それにしても、なんでお国ちゃん、珍しく宅に泊まっていったんだろ。いつ

のまにわたしたちは同衾していたのか、わたし自身もよく覚えていないんです

よ。・・・そうそう、お艶さんがね、未明にね、（これも夢の中ですよ）宅から

立ち去るとき、思い出したように振り返ってね、『御坊さんに、くれぐれも宜



 

 

しくお伝えくださりませ。又佐衛門さまも、末永くお幸せに・・・』そう言っ

たんですよ。なんで、御坊さんのこと知ってるんだろう、って不思議に思いま

したもの。夢自体が、不思議ですけどねえ。いろんな頭の中のことが、夢では

ぐじゃぐじゃにつながるんでしょうね。夢の中の話ではあるけれど、ちゃんと

わたしは今、お伝えしましたからね。で、あの人、深々と頭を下げて花灯籠を

かざしながら行きました。わたし、やはり夢の中だったんでしょうね。床から

立ち上がって、見送りたかったんですが、どうにも動けなくて、床に横になっ

たまま、からんころんっていうあの音がだんだん遠くになっていくのをじっと

聞いているしかなかったんですよ。そしたら、なんだか無性に哀しくなってき

てね、ぽろぽろ涙が出てきたんですよ。一体、どういう夢なんだろう。・・・

あの女
ひと

、ここ二日ばかり、ぱったり来なくなったけど、また来るんだろうか。」 

「もう来ねえよ・・」 

御坊は誰に言うでもなく、つぶやいた。 

「え、御坊さん、なんか知ってるの？ なに、来ないよって。」 

「知らねえ知らねえ。邪推してるだけ、あんたの考えすぎだっちゅうの。な、

ところでその女さ、名前なんてったっけか？」 

「夢に出てきたあの・・・えっと、なんだっけ、○○さんって言ったけど。」 

「え、何？ なんだって？」 

「あれ、どうしたんだろ、ど忘れした。なんて名だったか、今の今まで知って

いたのに、どうしても出てこない。・・・」 

大和川につくまで、又佐衛門はしきりに思案しては首をひねっていた。 

御坊は、お艶が成仏したんだなとわかった。 

 

・・・ 

 

「おとなしい話だろ。まあ一応オチはあるがな。」 

「そうね。しんみりきたわ。」 

「怪談ってね、オチのある話って意外に少ないんだな。なんだかわけわからん

って話のほうがさ、だんぜん多いのよ。」 

「あの、悪い役人たちってどうなったの？」 

「後日聞いたところでは、戌巳とほか二人は、公金横領、殺人そして今で言う

婦女暴行の咎で、斬首されたってさ」 

「殺しもやってたの？」 

「おお、実は殺しも別件でやってたらしい。横領をチクろうとした手代の一人

をな、斬ったらしいわ。ちなみに、堺代官の松井友閑さまは、あの後なんでも

不正とやらで、関白様から職を解かれてな、その後行方不明よ。おっかねえ話

だ。あの一件が原因かどうか知らんけどな。それにしても又佐衛門は、危なか

ったなあ。熊野で危うくほんとうに死んでるところだったわけだ。ちなみに、

その後又佐衛門には、一切司直の吟味は無かった。」 

「へえ。お艶さん、豊臣秀吉の寝込みを本当に襲ったのかしら？」 

「やったろうよ。彼女は必死だったからな。なにしろ幽霊だ。関白さまを恫喝

できるなんて、幽霊くらいのものよな、ははは。」 

「でもさ、必死と言ったって、もう死んでる人だったんでしょ。」 

「幽霊だって、死ぬこたあるんだよ。」 



 

 

「え～っ、意味わかんない。どういうこと？」 

「そんな話を思い出したら、また話してやるよ。」 

「あら、お父さん、また、トイレに行ってる。」 

「おれが話をしている間、これで三回目だぞ。近いな。」 

「八味地黄丸、買ってきてあげようかな。・・・」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第六夜 魔法陣に死す 

 

※翻案素材 

 

『阿部一族（森鴎外）』 

『魔界転生（山田風太郎）』 

 

 

・・・ 

 

「へえ、栞ちゃんの大学は、ミッション系なんだ。」 

「そうだよ。前に言ったじゃん。」 

「カトリックかい？ それともプロテスタント系なのかな。」 

「カトリックだよ。」 

「そうかあ、カトリックか。」 

「なになに、カトリックだとなにかあるの？」 

「いや、とくにな。でも栞ちゃんは、切支丹
きりしたん

じゃないんだろ？」 

「ずいぶん古い言い方ね。クリスチャンでしょ。違うよ。」 

「まあ、どっちでもいいことだがな。」 

 

御坊さんはいつになく、気の抜けたような顔をしていた。 

なにか遠い昔に、心を奪われているようだ。その夜、御坊さんが話

してくれたのは、いつもと毛色の違った内容だった。 

 

「南蛮の鬼よ・・・+」 

「なにそれ？」 

「おれも初めての経験だったわ。どう対処していいかな、正直手詰

まりだったが、・・・武蔵さまのおかげでな。なんとか・・」 

「武蔵？ 宮本武蔵のこと？」 

「おお栞ちゃん、知ってるのか？」 

「大抵の人は知ってると思うよ。」 

「そうよな、たいへんな武芸者だったからなあ。」 

「え、なに、御坊さんは宮本武蔵とかかわったの？ 凄いじゃん。

有名人知ってるんだね。」 

「いや、知らなんだよ。突然、 文
ふみ

が届いてな。ずいぶん面食らった

あ。・・・ありゃあ、寛永十八年（一六四一年）のことだ。夏の終

わり、秋口だったかな・・・」 

 

・・・ 

 

いつも江戸に出てくるときには、たいていまず品川宿の寿屋に二人

は投宿するのが常だった。 



 

 

東海道沿いに立ち並ぶ宿群から八町ほども離れた、ぽつんとした一

軒宿だ。 

なにをそんな不便なところにというと、風向きがほかと違うのだ。 

東海道の本通り沿いというのは、時間によっては札の辻の仕置き場

（刑場）から、死骸の臭いが風に乗って漂ってくる。 

たまらないのである。 

品川宿は女郎屋も多かったが、これでは客も店もそんな気分になら

ぬというので、しょっちゅう幕府に仕置き場の移転願いを出してい

たくらいだ。 

まだこの時分、お沙汰は出ていなかった。 

御坊と豊丸は、その臭いを嫌って、丘陵に隔てられ、風向きが回っ

てこないこの寿屋にいつも投宿することにしていたのだ。 

 

江戸時代になっていたから、女性も次第に髷を結うものがそろそろ

出はじめていたが、まだまだ圧倒的多数が垂髪のままだった。髷は

少ない。 

豊丸も相変わらずの垂髪で、ふだんは後ろで一本に束ねていた。 

 

湯から上がって、二人で夕餉の膳に向かおうとしたら、宿の番頭か

ら「御坊さん、肥後から早飛脚だぜ。」といって、封書を二階まで

もってきた。 

 

「へえ、おれに文なんてな。」 

 

肥後の拓造からだった。 

この男は、つい数ヶ月前、九州は小倉に行脚したとき、幽霊屋敷の

一件を収めたことで、二人にたいそう恩を感じていた。 

二人が江戸に下ったときには、品川の寿屋にまず入るということを

聞いていたので、とにかく送りつけてきたようだ。早晩、二人が目

にするだろう、と思ったのだろう。 

 

小倉の幽霊屋敷の一件というのは、他愛もないことだった。二人に

とっては、お茶の子さいさいだったのだが、大手の廻船問屋が現場

だっただけに、藩主が二人の手際を大いに悦び、報酬もはずんだく

らいであった。 

筆頭家老の宮本伊織が、早速肥後藩（熊本藩）に客分として住まっ

ていた義父の宮本武蔵に近況報告がてら、ことの次第を連絡してい

たところ、武蔵から「ぜひ、この御坊とやらに会いたい。遠路だ

が、肥後まで来てもらえないだろうか』と頼まれた。 

武蔵の『是非に』との文言に、伊織は困惑した。二人はすでに旅立

った後だったからだ。そこで今回二人と親しくなった家臣の間部拓

造をして、二人に文を差し向けさせたということらしい。 



 

 

この件はすべて馬廻り衆のこの拓造に委ねられ、拓造は肥後の武蔵

の居宅にしばらく控え、二人の来訪を待ち受けるという段取りにま

でなっていた。 

 

「どれ・・・」 

封書を開けてみると、二通入っていた。 

一通は拓造のものだった。もう一つは、なんと宮本武蔵本人からの

ものだった。 

「名高い武芸者の武蔵さんかえ？」 

「おお、新免武蔵さまよ。ほおっ、おれも有名人になったもんだ

の。こんな方から文を頂戴するなんてよ、なあ。豊丸。」 

「よっぽど、やばい話なんじゃないの？」 

 

拓造の文は、これまでの事情をかくかくしかじかと説明した内容

で、すぐにでも肥後に来られたい、と懇望するものだった。 

 

「たしかに嫌な感じがするなあ。」 

 

一方の武蔵の書状は、深刻なものだった。あまりに達筆すぎて、御

坊も豊丸も読解するのに正直苦労した。 

なんども宿の主を呼んでは、「これ何と読むだろか」「へえ、また

ですかあ。えっと・・・これは、う～んなんだろか。前後からする

と・・・」こんなやりとりを何度も繰り返し、なんとか読み下した

ところ、たしかに事態は切迫しているようであった。 

 

このときはちょうど徳川三代将軍家光の世。 

ちょうど三年前に、初期の徳川幕府を大いに揺るがせた島原の乱が

あった。 

日本史上最大の一揆である。 

切支丹が多い土地柄ということもあり、また首魁に祭り上げられた

天草四郎時貞が『神の子』とされ、十代の若さで数々の奇蹟を見せ

たこともあって、いかにも切支丹禁令に対する大規模な反乱という

様相をしているが、必ずしもそうではない。 

 

もともと島原を領した松倉家・天草諸島を領した寺沢家などによる

酷い 苛 斂 誅 求
かれんちゅうきゅう

が原因だった。 

これに耐えかねて、百姓が引き起こした一揆である。切支丹ならず

とも、遅かれ早かれ一揆は起こったであろう。 

実際、それ以前に藩の取り潰しにあって諸国を流浪していた浪人

衆、一般の百姓たちもこぞって一揆に加わり、幕府の心胆を寒から

せた。合計十二万人という一揆の炎が島原一帯をなめていった。幕

府が糾合した鎮圧軍は総勢三十万人を数えた。 



 

 

しかも、従来の百姓一揆とは違う。 

戦国が終わっていたのだ。だから、不要となった刀や銃器が腐るほ

ど世に出回っており、一揆勢はそれらを装備し、幕府軍といえども

容易ならざる 戦
いくさ

に引きずり込まれたのである。 

 

御坊と豊丸が九州入りをした際、小倉にまで行ったものの、そこで

幽霊退治をした後、やむをえず江戸に引き返したのも、この島原の

乱の二年後で、かなりまだ社会不安が続いていたためだった。 

世にいう切支丹狩りである。 

 

武蔵の書状はこうした背景のもと、まさに喫緊に迫る問題を縷縷
る る

説

明していた。 

島原の乱から三年、肥後藩を治めていた細川忠利が死んだ。 

脳卒中であった。 

その後、藩内ではかねてから確執のあった、譜代・一門衆と、忠利

が引き立てた新参衆との軋轢は沸騰点に達していた。 

今で言う、リストラを巡る衝突である。 

 

新参衆は破格の待遇で忠利によって取り立てられた経緯があり、譜

代・一門衆から怨嗟の眼で見られていたのだ。 

折から、戦国の世は遠くになり、武闘派の武士そのものも不要とな

ってきていたのだ。『 武 士
もののふ

・ 兵
つわもの

』の時代から、『能吏』の時代

へと、移り変わろうとしていたのだ。 

各藩の財政も、空前と言われる戦国時代のインフレの後で、経済は

縮小の一途をたどっていた。 

武蔵も客分とはいえ新参衆に立場は近い。七人扶持十八石、合力米

三百石という厚遇で、熊本城の東側、玉川と坪井川を挟んだ反対側

の小高い丘（千葉城）に屋敷を充てがわれていた。 

 

江戸時代初期、殉死の風潮はまだ色濃く残っていた。殉死を願い出

る家臣が跡を絶たなかった。 

忠利自身も死の間際、殉死を禁じたし、後を継いだ 光
みつ

尚
なお

も厳禁し

た。命令に反して殉死した者は、跡目断絶という厳しいお達しだっ

たが、結局十九人が命令を無視して殉死している。四月二十六日の

ことである。 

 

武蔵が不可解と書いたのは、藩命で厳しく殉死が禁じられたにもか

かわらず、この麻疹
はしか

のように伝染した集団ヒステリーのような殉死

熱である。そしてそのほとんどが、新参衆であったという事実だ。 

 



 

 

さらに言えば、忠利の飼い犬を世話していた五助までが、犬を殺し

て、自ら殉死しているのだ。 

犬は、忠利の私物である。それに犬までは殉死を問われない。当

然、光尚が飼育を引き継ぐ。たかが世話番がそれを強いすることは

重大な罪である。 

ここにも、なにか冷静な判断が失われた異常さを、武蔵は感じ取っ

たらしい。 

 

客分であるから、細川のお家事情に口を挟む気は毛頭ないが、どう

も人智を越えた、なにやら怪しげなものの影を感じるというのだ。 

自分は幾度となく決闘を繰り返し、そのたびに死線を歩んできた

が、 妖
あやかし

だけはどうにも手の施しようがない。 

そこで、この方面に明るいと聞くご坊においで願い、できることな

ら事態の収拾をはかっていただきたい、とこういう内容であった。 

 

先君忠利が武蔵を客分で迎えて以来というもの、肥後藩士はこぞっ

て武蔵の門人となったようであり、その中に武蔵も案じている者が

いるらしい。 

阿部弥五兵衛という。先君の死に際し、殉死を以てこれを追った阿

部弥一右衛門の二男だという。槍が得意な若者だと。 

 

父の阿部弥一右衛門といえば、新参衆の中でも筆頭であり、藩内で

も重臣である。この弥一右衛門も十九人の殉死者の独りであった。 

弥一郎が存命であったころ、ひときわ忠利の信頼あつかったのが、

この弥一郎だった。そのため、石高も破格。 

譜代の家臣団からは、『細川家には、祖父の代から仕えているの

に、俺は五百石。阿部は千五百石。』と疎まれること甚だしかっ

た。 

新参衆にはこうした者が多かったのだ。 

武蔵は、新参衆の筆頭である阿部一族がどうも「狙われているので

はないか」というのである。 

 

書状には、はっきりとは書いていなかったが、忠利の後を継いだ光

尚の寵臣・林外記が譜代・一門衆を率いて、新参衆の一掃（粛清）

をはかろうとしており、その大義名分に殉死という手をつかってい

るのではないか、そんな疑念が行間に覗けるようであった。 

しかも、集団ヒステリーのような新参衆ばかりが殉死に殺到するあ

りさまは、武蔵のように戦国を生き抜いてきた合理的な考え方をす

る人間にとっては、異常としか思えないようだ。 

そのため、林外記がなにか怪しい術でも使って、自身の利得のため

に藩内を操っているのではないか、そんな武蔵の懸念が書状からは

読み取れた。 



 

 

しかも、最後に気になる言葉があった。 

武蔵は、その怪しい術というものが、どうも本朝のものではなく、

切支丹がらみのものではないか、という点だった。 

武蔵本人もそのほうはまったく詳しくない。 

しかし、その十分な疑いの証左を得ている、とまで言っているの

だ。 

 

「武蔵どのは、よもやありもせぬ妄想を抱いてやしまいな。」 

「妄想を抱いたりするほど頭おかしくなっていたら、こんな達筆で

文などかけるかい、御坊さん。」 

「そりゃそうだ。見事だわな。こりゃ。読めねえよ。」 

二人で笑った。 

 

「それで、どうする、御坊さん。」 

「どうするもこうするも、取り敢えず肥後まで赴くしかあるまい

よ。ほんとにその家老だかなんだか・・・」 

「林外記さまって方だろ。」 

「ああ、その林さまってのが、ほんとに妖術なんぞを使っているの

かねえ。にわかに信じられんが。」 

 

ふと、御坊は口をつぐんだ。顔色が変わったのだ。 

豊丸はそれを見逃さなかった。 

「どうしたの、御坊さん。顔色悪いよ。」 

「ああ、今な、ふと過ぎったのさ。これはもしかして、異国の鬼が

からんでやしないかってな。」 

「異国の鬼？」 

「南蛮よ。」 

「ええっ？」 

「そう思うだろ。おれもまさかとは思うが、臭うんだよ。なにか。

武蔵どのもそれに感づいて、ふだんならさほど気にかけないこと

を、こたびはやけに神経質になっていなさるんじゃないかな

と。・・・天草さ。切支丹だよ。肥後は眼と鼻の先だ。肥後藩は三

年前、天草討伐に二万人以上の兵で鎮圧に貢献した。しかも、天草

四郎の首をとったのは、ほかならぬ肥後藩の 陣
じんの

佐
すけ

左
ざえ

衛門
も ん

という男

だ。天草、島原、肥後、四郎の首、麻疹のような殉死狂い、そして

武蔵どの。武蔵どのも当時は中津藩の与力として天草に赴いたはず

だ。・・・そろっているだろ。足りねえのは何だ？ 南蛮っていう

符牒よ。・・・気になる。明日、ちょっと出かけよう。」 

「どこへ？」 

「山田左
さ

衛門
も

作
さく

ってお人のところにな。」 

「誰それ？」 



 

 

「島原の乱では、天草四郎時貞の副将もつとめたお人よ。もともと

切支丹だが、学識豊かでな、おまけに絵の名人でな。南蛮絵を描か

せたらバテレンもびっくり仰天したというほどの腕前だそうな。乱

には無関係だったが、 倅
せがれ

が一揆勢に人質にとられたんで、やむな

く参加を強いられたそうだ。乱の最中には包囲した幕府軍に内通。

原城内の様子を逐一幕府に連絡してな、天草四郎捕縛の段取りなど

も計画していたらしい。それが一揆勢にバレてな、妻子は皆殺し

よ。その後幕府方が総攻撃をかけて、一揆勢は壊滅。左衛門作さん

は、地下牢から救い出されたのさ。なにしろ四郎の顔を知っている

一揆勢の唯一の生き証人だからな。その後、幕府方の総大将だった

松平信綱さまに気に入られたようで、江戸に連れてこられてお

る。」 

「その人んところに行くのかえ？」 

「うむ。南蛮の妖術をな。聞いておきたい。セミナリオでも優秀な

学識で謳われたお人だから、この一件、話せばなにか思い当たるこ

とがあるのではと、そう思ったのさ。」 

「今は、当然もう切支丹じゃないんだろうね。」 

「そのはずだが。しかし切支丹の表も裏も、なんでも知っているは

ずのお人だ。ちょうどおれたちが、神の裏には、魔もいるのだとい

うことを知っているようにな。」 

「なるほど。じゃあ、行ってみようか。・・・ねえ、ちょいと、そ

れはそうとさ、・・・」 

豊丸は、とろんとした眼をして「しな」をつくった。 

「あんたあ・・・掛川あたりから、ずっとご無沙汰だよねえ・・・

今宵、お情けちょうだい・・・いいだろ？」 

「え、またか？」 

「なんだい、またかって。もうどんだけ前だと思ってるのさ。」 

豊丸はむくれた。 

 

・・・ 

 

山田左衛門作の屋敷には、奉行所を通じて許可を取った。 

肥後藩に向かうに当たり、隠れ切支丹取締の役に立つべく、左衛門

作からさまざまな情報を得たいという名目だった。 

奉行所は、かねてより 妖
あやかし

の騒動に手を焼くと、いつも御坊のとこ

ろに救援要請がくるので、みな顔馴染みであり話は簡単に通った。 

島原の乱を鎮圧した松平信綱はこのとき、首座老中であったが左衛

門作を江戸につれてきた本人でもあり、信綱に筋を通して置かなけ

れば、あとで悶着を起こす。 

さすがに幕閣筆頭にまで栄達していたから、少々日柄はかかったも

のの、十日と待たずに、左衛門作との面談の許可はおりた。 

 



 

 

いざ、二人が左衛門作の居宅とされる家を訪れると、目付も内外に

控えており、未だに厳重な監視の下にあるのだということは、容易

に伺われた。 

が、左衛門作は寛永年間に始まった踏み絵などの製作も、幕府から

命じられており、日々そうした作業で結構忙しいようだった。 

 

奉行所から連絡のあった日取りは、夜の面談であった。 

昼間は、左衛門作が作業に追われており、また幕府方の人間がさま

ざま切支丹のことについて、事情を訊ねに来ることも多いためだっ

た。 

 

左衛門作は思った以上に闊達な老人で、六十六歳にはなっていたも

のの、 赫 灼
かくしゃく

たるものだった。 

物腰も柔らかく、笑顔を絶やさなかった。 

いわば常識人のように見えた。 

 

左衛門作は、二人の要件を聞くと、にわかに眉間に 皺
しわ

を寄せて、難

儀な表情になった。 

 

「切支丹のう・・・武蔵どのは、異国の術ではないかと、そう疑う

ておられるのですな？」 

「さよう。思い違いかも知れぬが。万一と思い、こうして左衛門作

どのにお話を伺おうと思いましてな。お手間を取らせ、申し訳ござ

らぬ。」 

「なあに。それは良いとして、はて、耶蘇教に人を思うように操る

ような術があるか、という話。わたくしは、とんと聞いたことはご

ざりませぬ。」 

 

御坊は失望した。 

「さようか。いったい、なにが考えられましょうな。もし、武蔵ど

のの勘が正しければの話ですが。」 

「それほどの武芸に秀でたお方、それも六十度に及ぶ果し合いで、

敵を倒し続けてきた方にございましょう。よもや、勘に狂いはござ

いますまい。しかし、御坊どの、これだけははっきり申し上げるこ

とができまする。天草四郎時貞の怨霊の仕業ではござりませぬ。」 

「違う？」 

「切支丹は、そのような邪道は行いませぬ。彼らは神の国へ旅立ち

もうす。穢れたこの世に一切未練などありませぬぞ。とりわけ首魁

とされた天草四郎、わたしもよく存じておりますが、純粋な切支丹

でござった。怒りを覚えることを罪とお心得なされておりましたゆ

えに。・・・近頃は、わたしは幕府から言われて、踏み絵をつくっ

ております。切支丹が転ぶか、転ばぬか、それを秤にかけるのに使



 

 

い申す。その出来栄えが良ければ良いほど、踏み絵を前にした切支

丹は恐れ慄き、心を震わせ、踏むのを躊躇するでしょう。わたしが

つくる踏み絵は、もうどれだけの切支丹を死に追いやったことでし

ょうな。・・・それを思うと、粗雑な踏み絵をつくって、彼らに何

の躊躇も覚えさせず、踏ませてやりたい。しょせん、絵は絵にすぎ

ぬ。こんな子供だましのようなものを踏んだところで、自分の信仰

や神を裏切ることにはならぬ、と言って平気で踏んでもらいたいも

のよ。しかし、わたしも絵師にござる。つくれば、自身納得する見

事なものをつくります。そしてまたそれが、罪もない切支丹を死に

追いやりまする。なんと因果な生き様でござろうか。・・・」 

「左衛門作どの。もしやまだ棄教されてはおらんのでは？・・・い

や、ご心配なく、他言しませぬゆえ。なんとなくそういう気がし

た、というだけにござる。気になるのは、御身は天草四郎に妻子を

殺められたと聞き及びました点。」 

「あれは、天草四郎の下知ではござらぬ。わたしが幕府軍に内通し

た裏切りに怒り、妻子を殺めたのは激昂した浪人どもにござりま

す。門徒宗もおりましたが、しょせん切支丹と呼べるほどの信仰が

あったとは思えませぬ。一揆勢には相当数の普通の百姓たちも合流

しておりましたでな。」 

「ふむ。なるほど。しかし、耶蘇教にはそのような怪しい類いが無

いとすれば、いったい・・・」 

「さてさて、それも本朝のものではなく、異国の怪しげな術だとす

れば・・・」 

 

左衛門作は、ふと御坊のほうに顔を上げ、じっと目を見つめた。 

沈黙がしばし支配した。 

「左衛門作どの、お心当たりが？」 

「ないわけではござらぬ。しかし、まさか・・・」 

「なんでござる？」 

「魔性を呼び出す術・・・」 

「魔性？」 

「悪しき魔性、悪魔とでも呼ぶべきか。これを召喚する術はありも

うす。それは、耶蘇教のものではござらん。耶蘇教の敵にござ

る。」 

 

御坊と豊丸は息を呑んだ。 

「南蛮にもそうしたものがおありか？」 

「ある。」 

「して、どのような。」 

「魔法円と申す、南蛮の古い文字を用いた結界を張る。結界の中に

おれば、現れた魔性に取って食われることはござらぬ。魔性をこの

世に引き出し、言うがままに願いを叶えさせるのでござりまする

よ。ただ・・・」 



 

 

「ただ？」 

「その林外記どのがその術を使ったとして、誰からその智慧を得た

のか。またそうだとして、御坊どのがその結界に入るのは、難しゅ

うござろうよ。」 

「無理であろうか？ 」 

「要は、 基 督
きりすと

と 神
でうす

に反逆する邪悪なものを守る魔法円。これを破

るのは、切支丹でも到底叶いますまいて。」 

「さようか。・・・」 

「身を捨てる覚悟が無ければ。」 

 

御坊の瞳がキラリと光った。 

「それならば、それがしにもできよう。」 

「なんと、命を捨てるお覚悟か。」 

「乗りかかった舟じゃ。武蔵どのほどの武芸者が恥をしのんでそれ

がしのような生臭坊主の助けを借りたいと申しておるのじゃ。いか

でか見過ごすことなどできましょうや。また捨てるのがそれがしの

運命
さだめ

なれば。」 

 

豊丸は、もう蒼い顔をして表情がこわばっていた。 

左衛門作は、驚いたような、感嘆したような、大きなため息をつい

た。 

「やれやれ、あなたという方は。かようなお人は見たことがな

い。・・・されば、秘策をお教えしましょう。・・・」 

 

その後は、三人が夜を徹して一部屋にこもり、なにやらぶつぶつと

念仏のような、呪文のようなものを「練習」していたようだ。 

いったい左衛門作は、御坊にどんな秘策を与えたのか。 

蝋燭の灯火が気ぜわしげに揺れていた。 

 

御坊と豊丸は、およそ一ヶ月ほどをかけて肥後に入った。 

国 境
くにざかい

には間部拓造が出迎えに来ていた。 

先般の小倉での一件に盛り上がったが、やがて道々このたびの一件

について話が集中した。 

 

「して、武蔵どのはほんとうに、異国の術じゃと思うておられるの

かな？」 

「あまりその辺のお話はなさいませぬゆえな。よくそれがしもわか

りませぬが 

御坊どのをお呼びだてする文をしたためたときには、そう仰ってい

ましたぞ。『どうも、わが国の神や仏とは違う代物のような気がす

る』とな。」 



 

 

「そうかあ。しかしそれが外れなら、わしはもう打つ手がないぞ

よ。」 

 

豊丸が心配そうな顔をして言った。 

「その場合、どうするの、御坊さん。」 

「逃げる。」 

「逃げるうっ？」 

拓造はすっとんきょうな声を上げた。 

「そりゃないですよ、御坊さん。あんただけが頼りなんだから。」 

「無理なものは無理じゃ。できんものを無理してやって、わしとて

犬死などしたくないわい。」 

「それはそうだが。・・・」 

 

二つの川をはさんで熊本城を臨む小高い千葉城の武蔵の屋敷に着い

た。 

最近は武蔵は庭の手入れ、というより、菜園に 勤
いそ

しむことが多いよ

うだ。 

三人は坂の途中から屋敷のほうを見上げると、なにやら年寄りが独

り、土をいじっている姿が見えた。 

老人は夢中になっている様子で、しきりに何かを引っこ抜いてい

た。 

近寄っていくと、老人は 面
おもて

を上げ、笑いながら 葱
ねぎ

を一本かざして

みせた。 

 

「御坊どのか？ 遠路、よう参られた。お待ちもうしておったぞ。

ときに、葱は嫌いなどということは、なかろうな？」 

「は、葱ばかり食っております。」 

 

老人は呵呵と笑って、「そうか。では、わしの根深汁をたんと召し

上がれ。夕餉にご用意いたそう。」 

老人は笑いながらさっさと屋敷に入っていった。 

 

湯をもらい、しばし足を休めた二人は、縁側にへたりこんでいた。 

「遠いな、やはり。九州は。」 

「遠いね。この前来たときと違って、さすがにこの頃は、落ち着い

てきているようだね。もう三年も前のことだからね。」 

「そうだなあ。たくさんの人が死んでもうた。」 

「それにしてもさ、武蔵さまって、なんか気さくなそのへんの爺さ

んだね。」 

「まったくだ。だがな、眼は笑ってなかったぞ。」 

「確かに。・・・」 

 



 

 

夕餉をとりながら、四人はしばし談笑した。 

武蔵自慢の根深汁は、江戸で覚えたという。 

たいしたことはない。 

葱の味噌汁というだけのことだが、こまかく刻んだ鶏皮を軽く火で

炙り、それを入れてあるのだ。 

妙に香ばしいその風味が、御坊と豊丸を和ませた。 

「おいしゅうござります。武蔵さま。」 

豊丸は素直に言った。 

「おなごにおいしいと言われれば、冥利に尽きる。・・・しかし、

ふたりともまあ、面妖な仕事をされておるな。いや、これは失言し

てもうたわ。許せ。それを言うたら、わしなどただの人殺し。人を

斬っては賞賛されるという、とんでもないことを繰り返してきた。

おぬしたちの足もとにも及ばぬ外道よ。」 

「なにを仰いますか。武蔵どのの名声は遠く江戸どころではない、

日本国中津々浦々まで知らぬものとて無いありさま。それがし、正

直文をいただいたとき、なにか狐にでも騙されているのではないか

と、一瞬疑いましたぞ。」 

「そうか。突然で済まなかったの。拓造の話を聞くに及んでな、と

てもではないが、狐狸の類いとは様子が違うと、そう思うたので

な。」 

 

御坊は、そこを聴きたかったのだ。 

「武蔵どの。文には、これが異国の術のような気がしてならず、そ

う思う証左がある、とそう書いておられましたな。」 

「おお、そうよ。実はな、家老の林外記さまの屋敷に独り部屋住み

のものがおる。部家住みと申しても、若者ではない。そうさな、も

う六十がらみになろうかの。それが怪しい。」 

「どう怪しいと。」 

「あれはバテレン崩れよ。日本人だがな、わしの眼はごまかせぬ。

町民の格好こそしておるが、間違いない。元バテレンであったはず

だ。所作、言動、独特の香の匂い、これまでわしは関ヶ原以来、多

くのバテレンに会うてきたが、同じ種類の人間よ。」 

「元バテレンが、なにゆえ林さまのお屋敷に？」 

「それよ。おそらく天草四郎の首をつこうて、異国の術で魔性のも

のでも呼び出し、悪事をなさんとしおるのではないか、とな。」 

「まさか。」 

「そのほうは知らぬだろうが、島原の乱の後、長崎は出島の真ん前

に晒されておった天草四郎の首が、何者かに盗まれた。」 

「なんですと？」 

「いや、これは誰も知らぬ。わしも、藩主や重臣たちから耳打ちさ

れただけじゃ。幕府は何事もなかったかのように、別の首を晒した

ようじゃが。ただ人の噂に戸は立てられぬ。その後な、盗まれたほ

うの首が肥後に持ち込まれたというまことしやかな噂がある。」 



 

 

「ほんとですか？」 

「しかも、林さまはな、この一年ほど島原の乱の顛末を改めて調べ

なおし、肥後藩がいかに鎮圧に貢献したかという記録を残すのだと

いうてな、ずいぶんご執心じゃ。またその見聞という名目で、よう

長崎へ参られる。おかしいとおもわぬか。」 

「しかし、なんにせよ異国の術を使い、藩内の人心を乱れさせ、先

君亡き後に異常な殉死者続出という事態を引き起こして、どうなさ

るおつもりでしょうや。」 

「ただのつまらぬ権力闘争よ。」 

武蔵は、吐いて捨てるように言った。 

「おのが栄華栄達、それだけのことよ。藩の財政も厳しくなりおる

し、先君が取り立てた新参衆をこの際、みなお役御免にしてしまお

うという算段であろうよ。まともにはできぬ故、禁断の術に手を染

めた、おそらくそんなところだ。能吏というのはな、その程度のこ

としか思いつかぬのだろう。そのために大勢が死ぬ。・・・なんと

か止
と
めねばの。して、御坊さんよ、手立てはあるかい？」 

「一応、しかし、それがし独りでは無理にござる。ぜひ、武蔵どの

に加勢していただかねば。」 

「わしに何ができようか。いや、わしが役に立つというのであれ

ば、なんでもしよう。しかし、もうご覧の通りの老いぼれじゃ。さ

ほど剣も立たぬぞ。三十以降、人を斬るためにまともに刀を抜いた

こともない。試合はほとんど木刀か竹刀。とうに人をどう斬るか、

忘れたわ。」 

「人ではござらぬ。」 

「人ではない？ 林さまを殺
や
るのではないのか？」 

「それがし、これでも坊主。人は殺しませぬ。が、魔性は殺します

る。」 

 

武蔵は、二の句が告げなかった。 

「林さまが呼び出しているであろう魔性をか？」 

「いかにも。」 

「武蔵さまなればこそ、できまする。『あれ』を使いこなせるの

は、武蔵さまのほかには・・・」 

「なんじゃと、『あれ』とな？ おぬし、よもや。まさか・・・」 

「御意
ぎょい

。」 

「ひどいやつだな。御坊さん。」 

 

武蔵は、御坊が同じことを思っているのだと悟った。 

しかし、それでも自分にできるか、正直なところ自信はなかった。 

「わしに、・・・できようか。」 

武蔵は、同じことを何度も繰り返していた。 

 



 

 

ひとしきり話が終わり、御坊と豊丸は肥後滞在中、武蔵の屋敷に逗

留することになった。 

一部屋を与えられ、くつろいでいると、寝る前に武蔵がひょっこり

顔を出した。 

 

「すまぬな。水入らずのところ。一つ言うておくがな・・・」 

豊丸は、ここで男女のまぐわいはするな、とでも言われるのかと思

い、戦々恐々とした。 

「さきほどの天草四郎の首な。」 

「はあ。」 

「あれは、ニセ首じゃ。」 

「ええええっ？」 

「知らなんだろ？ あれは、ニセのものじゃよ。」 

「なんと！」 

「幕府も面目が立たぬので、偽首でもとりあえず四郎の首じゃとし

て、話を収めたのよ。当の四郎は、どうなったか誰も知らん。おそ

らくは死んだであろうが。」 

「聞いたところでは、四郎の母親のマルタと申すおなごが、あの首

実見のときだけ泣き崩れたとか。」 

「あれは、昔から母じゃがよく知っていた近所の少年の首だったの

よ。だから泣いた。四郎の首ではない。わしはあのとき乱の鎮圧方

にいて、よう事情を知っておる。立花宗茂さまほか、名だたる方々

がおられ、話をされているのも聞いておる。間違いない。あれは偽

首じゃ。」 

「では、林さまはそれをどうして。」 

「知らぬはずよ。現場にいた、首脳の方々しか知らぬこと。わしは

たまたま方々に親しゅうしていただいていたから、知っておるだけ

のこと。誰も知らぬわ。」 

「なるほど・・・ま、四郎のような大物ではなくて、御坊どのも多

少は安心したであろ？」 

「まあ、そういうわけでもありませぬが。」 

 

武蔵は、声高に笑って「いとましたな」と言、部屋を出るすがら、

ふと振り返りこんなことを言った。 

 

「わしは、むかしある寺を訪うたとき、そこの年老いた住職に、

『おまえは殺気が強すぎる。もう寺に入ってくる前から、びんびん

お前の殺気がこちらに響いてきたわ。』と言われたことがあ

る。・・・以来、わしは、自分の気を殺すことを心がけてきた。な

かなかできぬものよ。勝とうと思えばことさら、力が入ってしまう

のが、人間。・・・おぬし、今日屋敷の庭に入ってきたとき、まる

で気配がせなんだ。気がつけば、そこにもうおった。おぬしは、不

思議な男よの。剣をやれば、相当の腕であろうに。・・・やはり



 

 

妖
あやかし

を相手に戦い続けてくると、そのように見事に気配を殺すこと

ができるようになるのかのう。・・・」 

 

二人の肥後逗留は長きに渡った、そもそも冬に肥後に入ったので、

結局正月を超すこととなった。 

肥後藩の内部は、とくに大きな事件も起きなかったが、殉死者の相

続を巡って紛糾することが起こり始めた。これを機に藩の財政の立

て直しをしようという、ある意味もっともな流れである。ただ細川

肥後藩発足の初期段階に、大いに貢献した新参集のリストラである

から、ことは穏やかではない。 

 

その中でもっとも衆目を集めていたのは、殉死者の中でも新参衆筆

頭・阿部弥一右衛門の遺族たちのことであった。 

普代・一門衆とことあるごとに、新当主権兵衛が衝突し、確執がど

んどん深まっていた。 

譜代・一門衆の間では、ことあらば新参衆の失策などに乗じて、家

名断絶に追い込もうとする思惑が見え見えであった。 

それを恐れてひたすら逼塞する家もあれば、阿部一族のように反発

する家もある。 

藩内は日を追って不穏な様相を呈してきていた。 

 

年明け、二月十三日から十七日まで、先君忠利公追福のため、建立

されたばかりの 妙
みょう

解院
げいん

に遺骨を移す取越法要が行われることとな

った。 

 

正月中、阿部一族の二男、弥五兵衛が武蔵を訪れた。 

武蔵の門人の一人で、武蔵がたいそう阿部一族の行く末を気にかけ

ていたのはこの弥五兵衛であった。 

 

「兄（権兵衛）がなにやらこのところ思いつめております。わたく

しどもみな、非常に案じております。」 

「禄が兄弟に分割されたり、また戻ったり、と思えば減らされたり

と、藩政のご処理はどうも一定でない。光尚さまや、家老の方々の

議論がまとまらぬからなのか。それとも、敢えてそうしたことでお

ぬしら新参衆に揺さぶりをかけ、わざと暴発させようとしておるの

か。」 

「わかりませぬ。兄も、くわしくはわれらに申しませぬ故。憶測で

ものを言うてはならぬ、と申して。しかし、日頃の振る舞いを見て

おりまするに、明らかに最近は以前と異なります。兄ではないよう

な、粗暴で短慮なところが多すぎまする。ただこのままで済むと

は、とても・・・」 

武蔵は、言うべき言葉を持たなかった。 



 

 

 

御坊と豊丸も交えて、四人の話題は一点に集中した。 

それはいつか、ということだ。 

つまり、なにかが起こるとすれば、（林外記が魔性をつかって、怨

念に満ちた亡者を蘇らせ、藩内に一大事件を巻き起こすとすれ

ば）、それは一体いつなのかということだった。 

なにを合図に、自分たちも行動を始めればよいのか、それがなかな

か思いつかなかったのである。 

 

 

二月に入り、大事件が起こった。 

阿部権兵衛が、先君法要の席で、 髻
もとどり

を切り、訴状とともに仏前に

供えたのである。二月十四日のことだ。 

現場は騒然となった。 

権兵衛はたちまち押し込められた。 

髻を切るということは、武士を辞めるということであり、主君に対

する叛意と受けとめられてもいたしかたない所業であった。 

藩主光尚はとくに訴状の内容に不快感を抱いたようだ。 

権兵衛は、『禄が減らされたりするのは、自分には殉死した父・弥

一右衛門ほどの裁量が無いという上意と認識、さてはご奉公を続け

る資格なし』と自らの心情を述べた訴状だったから、これを光尚は

当てつけと受け止めたようだ。 

権兵衛は、上意に対する不敬であるとして、この後縛り首となる

が、名誉の切腹ではなく、罪人としての処断ということだ。 

 

この騒動の日、弥五兵衛が夜半、忍んで武蔵の屋敷にやってきた。 

 

「武蔵さま、これまでにござりまする。もはや上意は一族の誅滅と

決まりもうしたも同然。恭順すれば、良くて断絶の上追放、悪くて

斬首。一族合議の末、かくなる上は屋敷に立てこもり、一戦してこ

とごとく果てる所存にござりまする。」 

 

この言葉に、武蔵も、御坊や豊丸、拓造も蒼くなった。 

 

「しばし待たれませ。まだ藩の意向は決まってはおりますまい。そ

れをご覧になってからではよくはありませぬか。」 

御坊は翻意を促した。 

 

「いや、御坊どの、手遅れにござる。外記さまがどうあれ、藩とし

てもう動き始めていることは、われらも城内の様子でうかがい知っ

ておりまする。討手の手配が始まっているとか。われらがなにかを

すれば、それを言いがかりに討ちましょう。なにもしなければ、そ



 

 

れもいいがかりにして討ちましょう。どちらに転んでも、結果は明

らか。それに・・・」 

 

武蔵がその言葉に耳をそばだてた。 

 

「それに・・・もし、外記どのがまことに 妖
あやかし

を操っておられると

すれば、・・・ほんとうにそうならば、われらが起つことで、妖が

動きましょう。場所はおそらく、廃棄されております補陀洛
ふ た ら

禅林

寺。伽藍も朽ち果て、いまや牛馬などの捨場。摘発された切支丹も

みな処断の後、牛馬とともに亡骸が打ち捨てられている場所。怨念

の地。あそこ以外にありますまい。・・・一両日で、藩は動きまし

ょう。深更か、あるいは未明に討ち入りと存ずる。これが最後とな

りますゆえ、十分なご挨拶もできませぬのが、無念。」 

 

御坊たちは、弥五兵衛が名誉の一戦で無言の告発をするという大義

のほかにも、藩政混乱を導いた諸悪の根源である 妖
あやかし

を挑発するた

めにも起つ、そういう意図を、ひしひしと感じた。 

自分たちが犠牲打となるゆえ、それで姿を現す 妖
あやかし

を討ってくれ、

とそう言っているのだ。 

藩を正道に戻すには、それしか道が無い、と。 

 

「われらこれより屋敷で迎え撃つ手立てを致します。武蔵さま、剣

の手ほどき、後生まで忘れませぬ。御坊どの、なにとぞお願い申し

上げますぞ。われらの死を無駄にしてくださいますな。」 

 

御坊と豊丸は、弥五兵衛の澄んだ瞳に震えた。 

武蔵は一言も発しなかったが、最後に語りかけた。 

 

「弥五兵衛どの。屋敷の中の 戦
いくさ

じゃ。長刀は振るな。討手は心が

浮ついていることであろう。気負いだつあまりむやみに長刀を振ろ

うとするに違いない。天井や鴨居、柱に刀が当たり、思うように振

れぬ。そなたたちは短めの刀で突きに専念することだ。槍は良い

が、柄を切り短くせよ。接近戦で、相手の懐に入り、突きまくるの

だ。良いな。わしにはそれくらいしか、言う言葉もない。」 

「なにを仰る。最後のご指南。ありがたく頂戴いたしますぞ。それ

では、ご一同、おさらばにござりまする。」 

 

弥五兵衛は、爽やかに笑って立ち去った。 

頃は 如 月
きさらぎ

。梅の香が仄かな、寒い夜だった。 

 



 

 

武蔵たちは弥五兵衛を見送った後、ほとんどなにを語ることもなく

ずっと黙りこくっていた。 

ようやく口を開いたのは御坊だった。 

 

「弥五兵衛どのは、大事なことを教えてくださったな。討手が動く

のは、今晩か、明日か。」 

「これよりわしが藩の動静を張りましょう。逐一、一同にご連絡申

す。」 

拓造は、すぐさま屋敷を発った。 

 

「さて、あと拓造どのの連絡次第。おそらくは明日の晩でござろう

な。」 

「御坊どの、わしはいまだに何をしたらよいのか、わからぬ。」 

武蔵はほとほと困り果てていた。 

 

「御坊さん、山田左衛門作さんから教えてもらった秘術だけで大丈

夫かしら？」 

豊丸もにわかに動揺し始めた。 

 

「わからん。仕掛けとしては、共倒れを目指すものだからな。た

だ、 妖
あやかし

に迫ろうとしても、その間に別の術でも繰り出されたら、

おれは妖に首根っこをつかまぬうちに倒されてしまうやもしれぬ。

それが気がかりだ。おれが妖に触れるその刹那まで、妖の動きを封

じる手立てがな、これが見つからん。当たって砕けろ、か。・・・

しかし、おれには武蔵さまが、きっとお力添えくださると信じてお

る。・・・なにが武蔵さまにおできになるのか、それはわからぬ。

しかし、きっと・・・」 

 

武蔵は、苦悩の表情を浮かべ、ずっと腕組みしたまま黙り込むばか

りだった。 

豊丸は先日、御坊と武蔵の会話に出てきた『あれ』という言葉がず

っと気になっていた。『あれ』とは？・・・ 

はっきりしていることは、御坊が死ぬつもりになっているというこ

とだけだった。 

 

「如来さまは、お怒りになるかの？」 

御坊は寂しそうにつぶやいた。豊丸は御坊の肩に手をおいて囁い

た。 

「そんなことないと思うよ。」 

「なんでだい？ 異国の術だぜ。仏法の道に外れてる。」 

「人の道は同じさ。どこの国でも、求めてることは同じだろ？ 如

来さまがそんなにお心狭いわけ無いじゃないか。」 



 

 

「それならいいんだが。」 

「あたしが、また蘇生してやるよ。うまくいけば、怒ってないって

ことだろ。必ず、戻っておいでよ。頼むよ。あんたがほんとに死ん

だら、あたしどうなるのさ。あたしがうかばれる機会こそなくなっ

ちまうよ。・・・ああいやだ、こうもなんどもなんどもじ

ゃ・・・」 

そう言って、豊丸は鼻をぐすっと鳴らした。 

 

二月二十一日。 

熊本城下では、阿部一族が屋敷に立てこもり、城塞化しているとい

う話でもちきりだった。 

藩政は、討手を決めて、阿部一族誅滅をすでに決めていた。 

拓造の連絡では、今夜深更、あるいは未明に討手が攻め込むという

消息を得た。 

御坊は豊丸を伴い、夜半、牛馬の捨場へと急いだ。 

馬頭観音の祠があるから、すぐわかるという。 

武蔵は、朝から一言も口を聞かず、黙って二人を見送った。 

御坊は、一言、「では、武蔵さま。後ほど。お待ち申しております

ぞ。」 

武蔵は、一瞬言葉につまった。 

「当てにはせんでくれ。済まぬ。・・・」 

 

馬頭観音の当たりは、荒れていた。 

その後も、一般の仕置を受けた亡骸が、捨てられていたのかもしれ

ない。 

行き倒れも、放り込まれていたようだ。 

朽ちた磔刑木があちこちに横倒しになっており、たいていは黒焦げ

であった。 

 

子刻を過ぎても、当たりは静かなものだった。 

月は雲に隠れ、星も見えなかった。 

寒さが身に染みる夜だったが、それを気にする余裕は、二人にはな

かった、 

もうあと一刻もすれば、夜が明けてしまうという頃合いになった。 

 

「ほんとうにここに出てくるのかねえ？」 

「それもわからん。が、たしかにここより他に、殺された切支丹の

怨霊がたちあらわれるのにふさわしいところもなさそうだ。」 

「天草四郎じゃないんだろ？」 

「左衛門作さんの話では違う。武蔵どのの話とつき合わせれば、人

違いで殺された切支丹の少年であろうよ。陥落寸前の原城で、肥後

藩の陣佐左衛門という藩士が虫の息の少年を見つけて首を取ったも

のだが、少年とみれば天草四郎ではないかということで、ことごと



 

 

く首を取られ、幕府に持ち込まれたらしいからな。・・・陣佐左衛

門が持ち込んだ首が、結局天草四郎ということになって、長崎の出

島前に晒された。今、あの御仁が蘇らせようとしているのは、その

とき出島で盗まれた、その首の持ち主よ。素人さながらの外記どの

の謀で安易に蘇るほど、耶蘇教の信仰に殉じてはいなかった、哀れ

な一人の少年、ってことなんだろうが。不憫といえば不憫。」 

 

そう言っているうちに、気配がした。 

侍が一人音を忍ばせてやってきたのだ。藪の中に身を潜めていた二

人は、息を殺してそれを見守った。 

年配の、高家の出と思われた。 

それが、平らな場所を選んで、その地面になにやら描き始めた。 

紙を見ながらの作業だ。 

同心円を掘り、その合間に、得体の知れない文字を掘った。 

禅定院の傍らに、あらかじめ運び込まれていたと思われる何本かの

壺を持ってきては、自分が掘った溝になにやら注ぎ始めた。 

どうやら油のようだ。 

侍はこれまた意味不明の呪文のようなものを唱え始め、その後油に

提灯から火を映した。 

火は一気に燃え広がり、当たりに円環の火が燃え上がった。文字に

も火は燃え移り、不思議な図形を闇の中に浮き上がらせた。 

 

「魔法円じゃ。左衛門作さんが言うてた通りじゃ。・・・」 

 

侍はさらに声高に呪文を唱えていると、炎の円環の中心にぼうっと

南蛮の衣をまとった少年が浮かび上がってきた。頬に白粉を塗り、

唇にも紅を差した少年の亡霊は、年の頃十二、三歳であろうか。瓜

ざね顔の美しい面立ちをしていた。 

侍は、思わず円環の外に跪いた。 

 

「おお、天草四郎時貞さま・・・お待ちもうしておりましたぞ。」 

「何用じゃ。こたびはなんじゃ？」 

 

少年はぴくりともせず、無表情のまま侍のほうを見た。 

「先般は、見事、当藩の新参者ども、ことごとく殉死に追い込むこ

とができました。四郎さまのお力あってのこと。心から御礼申しあ

げます。」 

「わたしにとってはどうでもよいこと。・・・わたしの願いはただ

一つ、わが名を慕い、デウスさまを信じ、酷い殺され方をした老若

男女、島原の三万八千の信徒の恨み、いかではらさずにおくものか

は。・・・」 

「ごもっともにござりまする。先の島原の戦で幕府のおぼえめでた

きを得るがため、切支丹信徒をことごとく撫で斬りにした者ども



 

 

へ、四郎さまの鉄槌を下してくださりませ。それがし非力ながらお

力になりますゆえ。今宵は、忠義にこだわる阿部一族、あの邪魔者

どもを討滅していただきますよう、お願いに上がりました次第

で・・・」 

 

少年の亡霊ははじめてふふふふと笑った。 

「外記とやら、そのほううまいことを言いおるが、しょせんおなじ

穴のむじなであろうが。島原に押し寄せた 武 士
もののふ

たちはそれでもおの

が命を賭けた。しかし、そのほうは国元でのんびり留守居をしてい

たではないか。うぬのほうがよほど卑怯者よの。・・・まあよい、

わたしはただ幕府を呪い潰すことだけが望み。」 

林外記は、はあはああとひれ伏した。 

 

「やはり林外記さまであられましたな・・・」 

御坊はやにわに立ち上がり、藪から出て魔法円に近づいた。林外記

は驚いて立ち上がった。 

「なにやつ？」 

「名もない、生臭坊主にござります。しかと、見届けましたぞ、外

記さま。邪教の術を用いて肥後藩五十四万石を混乱に陥れ、実権を

握ろうとなされた・・・それに相違ありますまいな。」 

「なにを、この下郎が。」 

「一寸の虫にも五分の魂と申しましてな。・・・そこをおのきなさ

れ。」 

「くちほどにも。・・・四郎さまが、そのほうごときに・・・」 

「これは四郎ではござらぬよ。」 

「なに？」 

「痩せても枯れても天草四郎時貞、あの小僧の信仰の薄さとは雲泥

の差。地獄に落ちて呪いに惑わされ、おのが恨みを晴らそうなど、

言語道断。幕府がどうのこうのと言いおるが、しょせんおのれの恨

みを晴らしたい一心。おれが引導を渡してやる。・・・」 

 

御坊は江戸からの道中、ずっと暗唱してきた山田左衛門作伝授の呪

文を、低い、響くような声で唱え始めた。 

 

『アグロン テタグラム バケイオン スチムラマトン エロハレ

ス レトラグサ マトン クリオラン イキオン エシチオン エ

クシスチエン エリオナ オネラ エラシン モイン メフィアス

 ソテル エマヌエル サバト アドマイ・・・ 

アグロン テタグラム バケイオン スチムラマトン エロハレス

 レトラグサ マトン クリオラン イキオン エシチオン エク

シスチエン エリオナ オネラ エラシン モイン メフィアス 

ソテル エマヌエル サバト アドマイ・・・』 



 

 

 

「そ、それは・・・」 

外記も、円環の中の少年の亡霊も、思わず固唾をのんだ。 

それは『ソロモンの鍵』だった。 

悪魔召喚の呪文である。 

左衛門作が、昔セミナリオで学んでいたころ、南蛮人のイエズス会

士たちから、悪魔とどう戦うかも教えられたが、そのときに学んだ

万一の場合の禁断の切り札だった。 

御坊はこれを低誦しながら、ゆっくりと円環に近づき、そのまま火

を越えた。 

「あっ・・・」 

亡霊も外記も、声を上げた。 

 

「そうよ。蛇の道は蛇。郷に入っては郷に従えと言う。仏法を捨て

て、おまえと同じ土俵に立ってやったんだわ。思い知れ・・・」 

 

少年の亡霊は、醜い怒りの表情となった。 

「ほれ見い、お里が知れるぞ、その憤怒の形相。天草四郎が一度で

もそんな顔を見せたことがあるか！」 

 

少年の亡霊は腕を振り上げ、なにごとかをしようとしたとき、一喝

する者があった。 

「待ていっ。小僧。・・・」 

 

みな一斉にそのほうを見ると、道々上がってきた武蔵であった。 

「おお、武蔵どの。・・・」 

御坊は、体に血がたぎってくるのを感じ、武者震いした。 

武蔵は抜身の刀を右手に下げたまま、すっすっと少年の背後から円

環に近づいた。 

豊丸が藪から立ち上がり、脱兎のごとく武蔵に駆け寄り、左腕にし

がみついた。 

「武蔵さま、いかんよ。円環の中に入ったら、死ぬ！」 

武蔵は、やさしく豊丸に言った。 

「なに心配無用じゃ。御坊が言うてたの。わしになにかできるはず

だと。・・・それでふと気づいた。わしはこの歳月、人を斬っては

生きながらえてきた。神も仏も信じたことはない。おのれの腕一つ

を信じた。地獄の火と燃ゆる円環など、笑止とな。関ヶ原以来六十

余たび、一度として負けることなし。最後に、妖との手合わせ、本

懐とも言うべき・・・」 

武蔵は、豊丸の手を解くと、そのままさっと円環をまたいだ。 

そしてうむも言わさず、背後から刀を少年の心の臓に貫いた。 

 

一瞬驚いた少年の亡霊だったが、やがてせせら笑い始めた。 



 

 

 

「ふふふ、おまえたち生きた人間の刀など、わたしに何の力が及ぼ

うか。」 

 

少年はあからさまな軽侮の表情だったが、一方の武蔵も不気味な笑

いを浮かべて言った。 

「そうかな。」 

 

その瞬間、少年は意外という顔をした 

「動けぬ・・・」 

「そうであろう。そのはずじゃ。人を斬るのではなく、 妖
あやかし

を斬る

ための刀として生まれた・・・村正。」 

「妖刀・・・村正！」 

御坊は百人力を得たと思った。 

「そう、村正。一度もつこうたことはないが、まさかこんなときに

役に立つとはの。御坊どのも人が悪いわ。このわしに村正で斬れと

はな。・・・おかげで研ぐのに手間がかかったわい。どうだ、小

僧。動いてみい。」 

 

亡霊はまったく身動きがとれず、激しく動揺した。 

武蔵は喝を入れた。 

「御坊、いまじゃ！」 

御坊は、「年貢の収めどきじゃの。」と言って、懐に差し込んであ

った匕首を取り出し、亡霊の目の前で抜いた。 

「それは？」 

亡霊の顔がこわばった。 

「これか？ お前の首を斬った、 陣
じんの

佐
すけ

左
ざえ

衛門
も ん

どのの匕首よ。しば

らく借りてきた。原城で虫の息だったお前の首を掻き斬ったそう

な。お前は後生だから命ばかりは、と哀願したそうではないか。酷

いのう。つくづく不憫と思うぞ。戦などほんにしてはならぬもの

よ。痛かったろうな。怖かったろうな。つくづく哀れとは思う

ぞ。・・・」 

御坊は涙眼であった。 

 

「しかし、それでもお前はまちごうておる。・・・もはやこれまで

じゃ。地獄はこのへんにしておけ。お前が一度は信じた神の国へ行

け。・・・」 

 

御坊が匕首をかざしたので、思わず亡霊は顔をのけぞらせたが、御

坊がしたことは、予想外だった。 

その匕首で自分の左の 掌
てのひら

を切り始めたのだ。 

鮮血がしたたり落ちた。 



 

 

その掌を亡霊に見せた。 

十字が切ってあった。 

「あっ」 

亡霊は叫んだやいなや。御坊はその掌を亡霊の額に押しつけたの

だ。 

亡霊は、断末魔の声を上げながら、地面にくずおれていった。御坊

は渾身の念を込めて亡霊を円の中心に押しつぶし、自分も一緒に地

に倒れ込んだ。 

円環の炎が一斉に消えた。 

そこには、もはや亡霊はおらず、御坊だけが息も絶え絶えで横たわ

っていた。 

 

「御坊さん！」 

豊丸が駆け寄り、抱き上げたがほとんど正体が無かった。 

「済まんな。また、頼むわ。体中が焼けるように熱い・・・心の臓

も、燃えてしもうたんじゃな・・・豊丸・・・」 

御坊は、その一言で息を引き取った。 

 

一部始終を見て腰を抜かしていた林外記は、這うようにして現場か

ら逃れようとしていた。 

武蔵が呼び止めた。 

 

「ご家老。どうなさるおつもりじゃ。この武蔵、客分ながらなすべ

きことをしてもよろしいが。ここで腹を召しますか。介錯つかまつ

りますぞ。それとも、生き恥を晒すのも一法。・・・」 

「武蔵。いや、武蔵どの。・・・見逃してくれい。」 

「では、二度とあのような真似はなさらぬと誓うていただけます

な。光尚さまほか重臣の方々に、すべてお話申し上げようと思うた

が。」 

「二度とせぬ、二度とせぬ故、こりごりじゃ。・・・」 

「ではお行きなされ。おのが罪を生涯かけてどう償うべきか、お考

えなされ。・・・おお、始まったかの。」 

 

遠くだが、斬りあう人のおめき叫びの声が聞こえてきた。 

討手が、阿部一族の立てこもる屋敷に攻めかかったのだ。 

「・・・間に合わなんだな、無念至極。・・・ご家老！ しかとあ

の者たちの死に様、心にやきつけなされいっ。ゆめゆめ忘れなさい

ますな！」 

外記は、ほうほうのていで走り去った。 

武蔵は、がっくりと膝を折、村正で半身を支えた。 

「偉そうなことを言うたが、村正は魔法円を越えられても、わしに

は無理だったのかもしれんな。・・・」 

武蔵の顔は脂汗に塗れ、蒼白になっていた。 



 

 

 

その日、武蔵は豊丸と、駆けつけてきた拓造とで、御坊の亡骸を千

葉城の屋敷に運んだ。 

豊丸は、例によって三日三晩、『十種
とくさ

の 大 祓
おおはらえ

』を用いて、御坊の

蘇生をした。 

御坊が蘇生するまでの三日というもの、武蔵も床に伏せていた。 

あの魔法円は、生身の人間にはやはり越えるのに無理があったよう

だ。 

四日後、一同はまたいつもの日常に戻っていたが、武蔵は以前ほど

体調はすぐれないようだった。 

 

・・・ 

 

昼下がり、茶を飲みながら縁側で一同は歓談していた。 

武蔵も、少しは気分が良くなったといって床から起き出してきてい

た。 

「不思議よのう、御坊。そのほう、たしかに死んでおったよな。」 

「はあ、・・・こんなことの繰り返しで。豊丸ともども、もう慣れ

っこですわ。」「あたしは、ちっとも馴れないよ。いつももう気が

気じゃないんだからね。」 

豊丸は、むくれていた。 

「気配がまったく無かったのは、そういう事情であったか。・・・

さてさて、ご家老も、今のところは静かなものよ。しかし、阿部一

族はな・・・気の毒なことをした。間に合わなんだから

な。・・・」 

武蔵は、しきりに「それにしても、不思議な御仁よのう・・・」と

つぶやいていた。 

 

阿部一族は、あの日の未明、討手と激闘に及ぶこと二時間。ことご

とく討ち死に、全滅して果てた。 

老人や女子供は、先に自害。一人で死ねぬものは阿部兄弟や付き従

う家来どもが、斬り殺した。 

遺体を庭に埋葬し、その上で残った男たちは討手を迎え撃ち、最後

まで戦って死んだ。 

討手の側もただでは済まなかった。指揮した竹内数馬ほか死亡や負

傷が続出。 

討ち取られた阿部一族の墓はどこにも無い。 

 

七年後、若くして忠利の後を継いだ光尚もわずか三十一歳で死ん

だ。 



 

 

跡目相続の混乱をなんとか乗り切ることに奔走した家老の林外記

は、江戸から国元へ戻ったところ、佐藤傳三郎という家臣に斬り殺

された。 

佐藤傳三郎が罪に問われた形跡は、いまのところ見つかっていな

い。 

謎のままこの話は雲散霧消した。 

慶安二年（一六五二年）七月朔日のことであった。 

 

・・・ 

 

「今回はさ、けっこう壮絶な話だったね。」 

「ああ、死人が多すぎたわ。・・・武蔵さまの落胆がな、見ていて

も気の毒だったわ。・・・間に合わなんだ、間に合わなんだとずっ

と申されておったものな。」 

「御坊さんは死ぬときにどんな感じだったの、今回はいつもと違っ

たの？」 

「あんときゃなあ、ほんとに体中が燃えるようでな、まるで火炙り

にでもなっているようなそんな感じだったなあ。悪魔系はもうこり

ごりだわ。」 

「宮本武蔵はどうなったの？」 

「武蔵さまはな、三年後に亡くなった。あの一件で、かなり体を悪

くされたようだ。精も根も使い果たしたのだろうよ。生涯で一度手

にした村正が、やはりきつかったのかのう。武蔵さまのおかげで、

おれもあんときゃ助かった。さもないと、あの少年、なにをしでか

したかわからんでな。なにしろ、魔法陣を使った悪魔祈祷なんぞお

れは素人だからよ。・・・武蔵さまはな、あの翌年から、熊本近郊

の金峰山の岩戸に、霊巌洞っていうのがあってな、そこに籠もられ

て「五輪書」を著された。亡くなったのは、千葉城のお屋敷でだと

聞いたがな。・・・人を斬るだけが刀ではない、ってことだ。見え

ないものも、刀は斬る。そういうことだな。・・・」 

 

御坊さんはまた、いつもと同じように、話し終わったあと、ずっと

遠くを見ているような眼差しになった。 

 

・・・ 

 

 

 

 

御坊さんは、六つ目の話をしてから数日後、ふと家からいなくなっ

た。 

なんでも戸隠に登ると言っていた。 

登山用具をなにも持たずに出かけてしまった。 



 

 

大丈夫なのだろうか。 

 

ひとまずわたしの千夜一夜物語も一段落したようだ。 

御坊さんが帰ってきたら、またおねだりしようと思っている。 

 

ときに戸隠へ何をしに行ったのだろう？ 

そのことも訊くのが楽しみだ。 

最近はそうした「捕物」というのはないんだろうか。 

考えれば考えるほど謎が増えてくる。 

 

御坊さんは、出掛けにふと気になることを言った。 

 

「栞ちゃんは、器量も良いのに、どうしてまだ彼氏ができないんだ

ろうな・・・」 

 

なにか思い当たることでもあるんだろうか。 

すごく気になる。 

帰ってきたら、まずそのことを問いただしてみよう。 

 

秋ももうかなり深い。路傍は惨めな落ち葉の吹き溜まりだ。 

クリスマスまでに御坊さんは帰ってくるんだろうか。 

このままなんとなく消えてしまうなんてことはないんだろうか。 

 

いやいや、そんなはずはない。 

なにしろわたしの部屋に残していった彼の豚の貯金箱は、結構ぎっ

しりと重いのだから。 

 

御坊さんは、六つ目の話をしてから数日後、ふと家からいなくなった。 

なんでも戸隠に登ると言っていた。 

登山用具をなにも持たずに出かけてしまった。 

大丈夫なのだろうか。 

 

ひとまずわたしの千夜一夜物語も一段落したようだ。 

御坊さんが帰ってきたら、またおねだりしようと思っている。 

 

ときに戸隠へ何をしに行ったのだろう？ 

そのことも訊くのが楽しみだ。 

最近はそうした「捕物」というのはないんだろうか。 

考えれば考えるほど謎が増えてくる。 

 

御坊さんは、出掛けにふと気になることを言った。 

 

「栞ちゃんは、器量も良いのに、どうしてまだ彼氏ができないんだろうな・・・」 



 

 

 

なにか思い当たることでもあるんだろうか。 

すごく気になる。 

帰ってきたら、まずそのことを問いただしてみよう。 

 

秋ももうかなり深い。路傍は惨めな落ち葉の吹き溜まりだ。 

クリスマスまでに御坊さんは帰ってくるんだろうか。 

このままなんとなく消えてしまうなんてことはないんだろうか。 

 

いやいや、そんなはずはない。 

なにしろわたしの部屋に残していった彼の豚の貯金箱は、結構ぎっしりと重い

のだから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第七夜 あまつい 

 

※翻案素材 

 

『伍秋月(聊斎志異)』 

『撰集抄・第五』 

 

・・・ 

 

「御坊さんって、ほんとに九十九回も死んだの？」 

わたしは、彼が戸隠から帰ってきたところをつかまえ、聞いてみた。 

御坊さんは、うちの家族が食べ残してあった塩鮭で、白
さ

湯
ゆ

漬けを食べながら、

わたしのうるさい質問にいちいち快く答えてくれた。 

彼は、お茶漬けより、白湯漬けのほうが好きなんだという。 

 

「いや、おれは必ずしも死んでいないよ。亡者をちゃんと行くべきとこきに導

いてやれたら、おれが死なんでも済んだというケースはたくさんある。」 

「へえ。じゃあ、そんな話も多いんだね。じゃあ、如来さまは、そういうケー

スも、御坊さんの徳が一つ上がる勘定に入れてくれてるのかしら？」 

「そういうことよ。」 

「ときにさ、戸隠に何しに行ったの？」 

「それがな、ちょっと情報を仕込みにな。戸隠にツテがあっったもんで。いや、

とんでもない野郎がどうも怪しい動きをしているらしいんだわ。千年以上にわ

たって腐れ縁の野郎がさ。・・・」 

「敵ってこと？ それともライバルみたいな。」 

「難しいなあ。一応敵なんだろうなあ。しかし、お互いぶっ倒す決め手に欠け

てるのよ。戦ったこともあるが、協力して共通の敵を倒したりすることもあっ

たしな。厄介な関係なんだわ。」 

「興味あるな。その相手。」 

「まあ、何度かこれまでやりあってきて、いまだに決着がつかなくてさ、戸隠

に行ったのもその関係でな。野郎の消息を知ってるってお方がいらしたんでな

話によるとどうやらこの現代でまた鉢合わせしそうなんだよな。面倒くせ

え。・・・ま、これはさ、長い話だからまたあらためてやろうや。久しぶりの

山登りでさすがに疲れたわ。」 

「ときに、あたし、どうしてなかなか彼氏できないの？ なんかこの前、戸隠

に発つ前、そんな気になることぽろっと言ったじゃない。」 

「あ？ そんなこと言ったっけ。」 

「言ったわよ。超気になるんだけど。」 

「心配いらねえよ。栞ちゃんは・・・」 

「え～、それじゃ答えなってないじゃん。占いにでも行ってこようかな。」 

「あ～、それ。占いね。あまりお勧めしないなあ。」 

「なんで。」 

「よし、じゃあ、ちょっとそれと関係した話にしようか。」 

「今夜のお話？」 



 

 

「うむ。反魂・・・の話でもさ。」 

「反魂？」 

「そ。死者を蘇らせることだな。」 

「このまえ話してくれた『尸
し

林
りん

の夜』みたいな。」 

「ああ、あれな。あれとまた違うんだ。手法がな。木乃伊
み い ら

取りが、木乃伊にな

っちまったような話なんだがな。あの話の梨苑は、もう狂ったような愛欲が原

因だったろ？ この話はそうじゃない。遊びに近い。術を求めているうちに、

術に溺れた話だな、言ってみれば。・・・あれはな、元禄元年（一六八八年）

のことだ。豊丸とな、道後でしばらく湯治でもしようや、って話になってさ、

伊予（松山）に行ったのさ。そしたら、とんでもない男に関わってしもうてな。

呆れたというか、なんというか・・・」 

 

御坊さんは、白湯漬けを掻き込んで、爪楊枝をつーっと言わせながら、その顛

末を話し出した。 

 

・・・ 

 

江戸時代もまだ前半。 

最終的には約二百六十年続いた徳川幕府の治世でも、絶頂期といっていいくら

いの経済的、文化的な黄金時代だった。 

赤穂浪士の討ち入りはこの話の十三年後のことだ。 

 

豊丸との時空を超えた道中も、これで七百四十九年目だ。 

豊丸は、もうすっかり夫婦
め お と

気取りで。『あんた』とか『お前さん』などと御坊

のことを呼ぶ。御坊のほうはといえば、もううんざりという顔だ。『所帯じみ

て、娑婆
し ゃ ば

臭いこと極まりなし』と正直閉口していた。 

しかし、豊丸はお構いなしに、「夫婦ごっこ」にご満悦だった。 

江戸時代に入って、女性の髪型もかなり変わってきた。 

動きがしやすいように、髷が普及したのだ。 

まだ江戸前期までは根結い垂髪が多く、色っぽい雰囲気が残っていたが、だん

だん丸髷が多くなってきていた時分だ。 

しかし、豊丸は相変わらず垂髪を、後ろで一本に束ねたままだった。 

 

もともと日本三古湯として知られていた道後だが、この頃は、五十三年前に松

山藩主の松平定行が温泉事業の収益を見込んで、積極的に開発を行っており、

このときすでに全国的な観光地となっていた。 

 

武士や僧侶が入る一之湯、婦人が入る二之湯、庶民の男性が入る三之湯と分か

れており、加えて十五銭湯、十銭湯、共同湯など文字とおり湯が溢れていた。 

この管理監督は鍵預かりを担っていた鍵屋の明王院が取り仕切り始めたのが、

昨年だった。 

宿の所有者たちは、一週間に湯銭三分を鍵屋・明王院に収め、代わりに、宿を

求める客を斡旋してもらうという構図だ。 



 

 

外藩からの流入者が増加の一途をたどっており、随分と繁盛していた。 

 

五十八年前に創業されていた老舗『ふなや』は、あいにく満員御礼であったの

で、二人はちょっと外れにあった『いなや』という宿を周旋してもらい、湯治

にありつくこととなった。 

 

四国は、すでにお遍路さんが行き交う時代になっていた。 

第五十一番札所の石手寺
い し て じ

も近いことからみな数多くが立ち寄っていた。 

出身地や身分などを越えて多くの人が利用するようになっていた。 

お遍路さんの利用に限り、三日間は無料で泊めるという定めがあったので、と

きによってはなかなか宿が取りにくいということもあった。 

このときも、やけにお遍路さんが多い時節だったようで、二人は『いなや』に

落ち着くまでには結構気を揉んだ。 

 

温之町はアルファベットのＬ字の道沿いに、宿や土産物店が軒を連ね、『いね

や』はそこからかなり奥に入ったところ、牛馬用の湯に近かったのでどちらか

という新興の宿だったかもしれない。 

 

二人は、大洲の縁者から祈祷の依頼を言付けられていたので、そこへ向かう途

中、まだ日柄があることからひとまず道後でしばらく休んでいこうかというこ

とにしたのである。 

大洲に行く途中には内子もある。なかなか手に入らない和蝋燭でも買おうなど

と、二人は宿ではしゃぐこと童
わらべ

のようであった。 

 

宿の夕餉を頂き、さんざんその前後に湯を堪能した二人は、すっかり湯疲れし

てしまい、「寝るか」という段になったころ、仲居が部屋を訪れぜひお会いし

たい方が来られていると告げた。 

 

「なあんだか、こういうの、ほんとうに嫌な予感がするんだよ。ねえ、お前さ

ん。」 

「あのな、その『お前さん』っていうの、なんとかならねえのか。一応おれは

僧侶なんだからな。」 

「ふっ。」 

豊丸はもう目が誘っていた。しかも右手を自分の股のあたりに置いて、人差し

指と中指をちょんちょんと立てて見せたのだ。御坊は蒼くなった。 

 

『だめだこりゃ。こいつもうその気になってやがる。何言っても、耳に入らん

ぞ。色鬼じゃ。色に狂った鬼じゃ。・・・』 

 

御坊がげんなりしたところで、仲居の案内でぞろぞろと男たちが入ってきた。 

独りの来訪者かと思っていたが、なんと三人であった。 

ただでさえ小さな二階の彼らの室
へや

が、いきなり膝を突き合わせるくらい手狭に

なってしまった。 



 

 

 

「突然、うかがって申し訳ないが、一つ話を聞いてやってくれまいか？」 

 

いささか地位のありそうな武士が口を切った。 

どうやら湯奉行の下役らしい。 

歳は四十がらみだろうか。 

決して威張った風の男ではない。むしろ、柔和な面立ちだろう。言葉遣いも、

高飛車な感じはない。 

ただ非常に落ち着きがなさそうで、それはほかの二人も同様だった。 

 

もう独りは老境に入った男で、聞けば湯宿の組合の 頭
かしら

だという。一番大きな

湯宿の持ち主で、周囲からは『お頭
かしら

さま、お頭さま』と呼ばれていた。 

 

そして最後の独りが問題の男であった。 

なんと、二人が投宿していた『いなや』の持ち主、庄次郎であった。 

まだ二十そこそこと若い。 

が、目は落ちくぼみ、肌の艶の失せた様子、無精髭を伸ばし、痩せこけた体な

ど、とても元気の良い若者とは思えない容姿だった。 

どこか具合でも悪いのではないか、と一瞥してわかるありさま。 

着物も、か細くなった手足には分不相応なほど大きく見えた。 

 

豊丸はなにか感づいたらしい、御坊に目配せした後は、じっとこの庄次郎ばか

りを探るように見つめていた。 

 

「では、手前から・・・」 

お頭が口火を切った。 

 

「ご坊。お休みにいらしたところ、ほんとうに心苦しゅうござりますが、この

庄次郎、なんとか救うてやっていただきませぬか。界隈にも妙な噂が立ってし

もうて、わしらも往生しとります。」 

「なにがあったというんでしょうかな。わたしなどの手に負えるお話ならとも

かくですが。」 

「そこをたって、お願いでござります。この庄次郎、得体の知れない女どもに

取り憑かれておりますのじゃ。」 

「？」 

「いや、幽霊というのではない。が、幽霊なのか。いや、やはり幽霊ではない。

わしらと同じでちゃんと形はありますし、ひゅーどろどろといった感じで消え

るわけでもない。」 

 

御坊たちは、まったく要領を得なかった。 

庄次郎は、その間、始終落ち着きのない目つきで視点が定まらぬ様子。がっく

り肩を落として、本人のほうが消えてなくなりそうであった。 

「いったい、何事で？」 

 



 

 

湯奉行の下役と、お頭が交互に事実を確認しながら、あいついで話し始めた。 

二人の話を整理すると、こんな内容であった。 

昨年のこと、長崎奉行からの依頼で、長崎に行ったという。 

当時はまだ仮の唐人屋敷しかなかったし、オランダ人と違って、唐人は市中の

出入りがかなり緩かった。 

依頼というのは、日本では湯というものが盛んになってきており、とくに道後

の温泉組織というものに唐人たちは大変興味があるというのだ。 

 

唐
からの

国
くに

はすでに四十四年前に、明王朝から清王朝へと支配者が交代していた。

彼の地には日本の湯のようなものは、全土を見回してもほぼ皆無に近かった。 

そこで、道後でどのような仕組みをつくり、商売や税収に役立てているのか、

なにとぞご教示願いたいと唐人たちから要請があったというのだ。疾病平癒に

も効果的だということで、非常に関心があったらしい。 

 

そこで、松山藩としては幕府にお伺いを立てたところ、良かろうというお達し

だったので、道後の湯奉行や下役たち、そして湯宿の組合連中を選抜して、長

崎まで派遣したというのである。 

このとき、『いねや』の庄次郎は、先代の父親が亡くなり、後を継いだばかり

だった。お 頭
かしら

と先代が非常に懇意だったこともあって、奉行に掛け合い、こ

れも経験だということで、庄次郎に長崎を見せてやってほしいと頼み込んだ。 

奉行もこれを許可したので、連れ立って一同長崎へ赴いたというわけだ。 

 

さて、長崎は、昨年の段階では正式な唐人屋敷を建築中で、大庄屋の屋敷で会

談が持たれた。 

唐人たちの質問は引きも切らず、松山藩差し向けの団体は大いに面目を施した

とこのこと。 

 

いったん会合を終え、一行は唐人の案内で改めて建築中の唐人屋敷の見聞に赴

いた。 

九千四百坪で、最大二千人の収容が可能という大規模なものだった。 

すでに長崎郊外の十善寺郷あたりに幕府所有の御薬園があり、そこに唐人屋敷

の整備をしている最中だった。 

昔から辺りには天后堂や観音堂などがあり、雑然とした唐人長屋が立ち並んで

いた。 

物珍しさから、一行もずいぶんと感嘆の声を上げていた。 

 

夕辺になると引田
ひ け た

屋など丸山遊郭からそぞろ遊女が唐人屋敷などへ三々五々

お出ましが増えてきた。 

長崎奉行も入っての宴会は盛況を極めたようだ。 

 

酒も入って個々の談笑もたけなわ、見るものすべてが初めてのいねや庄次郎な

どは目を白黒させていた。 

唐人の多くは、浙江・福建あたりから来ている者が多かったが、中に北平
ベイピン

（北



 

 

京）から来ていた唐人の独りが、易占をよくするということから、一同は自分

の運勢を占ってくれまいかという要望がしきりとなった。 

お頭が、みなをかきわけ、庄次郎を前へ押し出した。 

 

「唐人さん、一つこの若いのを占ってやってくれませんかね。先代が亡うなっ

て後を継いだばかりだが、なにしろ独り者ときたものだ。早い所所帯をもって、

落ち着いてもらいたいもんでね。」 

 

庄次郎は決して見栄えの悪い男ではない。むしろすっきりとした色男だといっ

てもよいのだが、なにしろ屋号継承をめぐってどたばたしており、嫁探しなど

している余裕が無かったのだ。 

たまに町で見かけて気にいった娘がいても、結局どこの娘なのかも尋ねること

もせぬうちに、虚しくこの方面については日が過ぎていった。 

 

庄次郎もこの占にはまんざらではない興味を示したが、みながやいのやいのと

煽るものだから、固くなってしまっていた。 

 

唐人は、さればということで、筮竹
ぜいちく

をじゃらじゃら鳴らして占ってみたところ、

『ん？』と妙な顔をした。 

 

「なんだなんだ、悪い卦
け

でもでてるのかい？」 

 

突っ込みが入る中、唐人は紙と筆を取り出し、庄次郎の生年月日を訊ねた。 

それを聞いて、なにやら分厚い書物を繰りながら、いちいち『星』を書きこん

でいった。 

聞けば、『八
バー

字
ヅー

』という星占いらしい。今で言う、四柱推命である。 

それで庄次郎の星表を書き出し、にらめっこし始めた。 

なかなか答えを言わないので、みなざわざわし始めた。 

庄次郎に至っては、心配のきわみで顔が蒼くなってきていたほどだ。 

お頭が唐人を催促した。 

 

「で、どうなんだい、唐人さん。」 

 

通詞も気をまわして、唐人に回答を促した。 

すると、その唐人はなんとも不思議そうな顔を上げた。 

 

「いや、こんな星は始めて見た。」 

「悪いのかい？」 

「悪いとか良いとか、そういう問題ではないのだ。」 

「どういうことよ？」 

 

なかなか口を開かなかった唐人がみなからさんざん促されて、とうとう話し始

めた。 



 

 

「この御仁に嫁ぐ女は、三年前に死んでいる・・・」 

 

一瞬、みんな唐人が言った言葉（通詞が訳したわけだが）の意味がわからなか

った。聴き違ったかと思った人も多かった。 

 

お頭が繰り返した。 

「三年前に死んでいるとな？」 

「さよう。」 

「ありえない話ではないかね。そりゃなにかね、ほんとうは庄次郎さんに嫁ぐ

はずだった女が、なにかの運の巡りわせで死んじまったってことかね。」 

「そういうことかもしれない。ただ、死んで三年後にこの若い衆と結ばれると

ある。その意味がわからん・・・」 

「だからさ、結ばれるはずだったのが、不運なことに死んでしまったというこ

とでしょ。死んだ娘に用はありませんよ。唐人さん、これからの話さ。これか

ら庄次郎さんに嫁いでくるのはいつかね。どういう女かね。それを教えてくだ

さいよ。」 

 

庄次郎はお頭と唐人の顔を、ただ見比べているしかなかった。 

庄次郎には思い当たるフシがあったからだ。 

唐人は、困った顔になって言った。 

 

「それがね、何人か星に出てくるのだが、どれもこれも、もう死んでいる女ば

かりなんだよ。わたしもこんな星を見たことが無いので、意味がわからない。」 

 

座が白けた。 

お頭が連れて行った手代が雰囲気を察して、宴会を再び盛り上げ、太鼓持ちの

尻をひっぱたきながら、遊女たちとのお遊びへと一同はなだれ込んでいった。 

お頭は、「庄次郎さん、気にしなさんな。なあに、ただの唐人のあきんどが、

趣味が高じて占をやっているだけのこと。当たりゃしないさ。というか、当た

るもなにも、死人じゃあそもそもお話にならぬわ。さ、庄次郎さん、気を取直

して、ここは楽しくやりましょうよ。」 

 

庄次郎は「はい」と言いながらも、心は意外にうわついてはいなかった。 

思う所があり、気になって仕方が無くなりはじめていたのだ。 

 

松山藩道後の湯之町の一行は長崎を後にして帰国したが、庄次郎はそれからと

いうもの、なにを思ったか一念発起したかのように古文書を読み漁るようにな

った。 

はたから見ると、「庄次郎さんは、最近とみに勉学に励んでおるそうな。」「先

代から受け継いだ湯宿は、さほど大きいものじゃねえが、あの様子じゃあ、も

しかすると大きくしていくことになるかもしれんな。」「いや、商売は頭でっか

ちじゃあだめさ。」といったように界隈でもずいぶんと噂になった。 

 

実は庄次郎が読み漁っていたのは、商売にかかわる書物ではなかった。 



 

 

呪術である。 

唐人に「嫁いでくる女はみな死人」という話に妙に合点がいったというのは、

ずっと心をとらえて話さない娘がいたからだ。 

あの「三年前に死んだ娘。死んで三年後に庄次郎に嫁ぐ。」というあの娘のこ

とだ。 

ひょっとして、蘇るということではないかと発想が飛躍してしまったのだ。 

 

その娘というのは近在の学問所で四書五経を講じている玄周斎という学者の

娘で、お絹といった。 

同い年だが、庄次郎が学問所に通っている間、いい仲になったのである。 

周囲はいい組み合わせだと囃
はや

し立てたものだが、もともとお絹は体が弱く、縁

組を双方の両親におうかがいを立てる前に、急死してしまったのだ。 

 

庄次郎の嘆きは一様ではなかったが、どうにもならない。 

その後も、お絹のことを思い出すことしきりで、どうにも忘れることができな

い。急死する少し前に、天神の裏で目合
まぐわい

をしたときのことが、昨日のことのよ

うに思い出されてしまうのだ。 

白い張り詰めた肌、果物のような唇、興奮した吐息や極みの瞬間など、まざま

ざと記憶が蘇っては、日々庄次郎は悩まされていたのだ。 

そして、唐人の言葉である。 

『もしかして、蘇らせることができる、ということかもしれない。』 

庄次郎はありえないことを期待し始めた。 

それで、古今のその手の呪術書に首っ引きとなった次第。 

そんなある日、修験者が「いねや」に投宿し、思い余って相談してみたのだ。 

修験者は、こんなことを言った。 

 

「平安の昔のことだが、西行法師が高野山で人骨から蘇らせたという話があ

る。」 

「ほんとうですか？」 

「どうだか。記録によれば、やり方がまずかったらしく、蘇ったはいいのだが、

ただそれだけのことで、言葉もしゃべらぬ。言わなければ、なにも自分ではせ

ぬ。ただ、ぼうっとしているだけで、つまり木偶
で く

の坊をつくってしまったわけ

だ。」 

「それじゃ、困りますね。」 

「そう。それでな、西行は一応、蘇った人であることに変わりないので、殺す

わけにもいかぬ。困った西行は、そのまま高野山の山の中に置き去りにしたそ

うな。」 

「ひどい話だ。」 

「しかし、ほかにしようがなかったのだろう。」 

「して、西行法師はその後、どうしたのでしょう？」 

「うむ。たまたま当時の前中納言
さきのちゅうなごん

源師
もろ

仲
なか

から似たような話を聞いたそうだ。 

それは、四条大納言藤原公任の流派の反魂術を行い、死人を蘇らせ、なんと公

卿にもなっている、というのだ。口がきけているということであろうな。ふつ



 

 

うの人と変わりない蘇りに成功したということなんだろう。」 

「なんと。」 

「西行法師は、自分にもその術を教えてくれと頼んだところ、師仲はその名を

言ってしまうと、その人も自分も溶け失せてしまうから駄目だと断られたそう

な。それとな、師仲が指摘したところによると、西行法師が術を用いたとき、

香の種類が間違っていたのではないか、と。香によっては、聖衆の亡者が嫌い、

魔縁の亡者が蘇ったのではないか、というのだ。使うべきだったのは、沈香や

乳香のたぐいだと教えてくれたという。しかし、なんにせよ西行法師の術は中

途半端なものだったのだろう。蘇ったはいいが、魔縁の亡者どころか、ただ蘇

っただけで、肝心の心がなかった。ただの木偶の坊が生まれてしまったという

わけだな。」 

 

庄次郎は、大きな手がかりを得たと思った。 

その後、中納言源師仲や四条大納言藤原公任が著した書物などを、あちこちで

探し、都や、はては江戸にまでツテを頼って探した。 

そして、それは手に入ったのである。 

それがすべての始まりだった。 

西行法師が失敗したという術である。自分とて失敗するかもしれないが、そこ

は試行錯誤だという気持ちだったのかもしれない。 

なにより、お絹に会いたい。また、お絹を抱きたいという一心だったのだ。 

 

長崎から帰った庄次郎は、夜中に人目を盗んでお絹の墓を暴いた。 

棺桶はとうに木が腐っているかと思われたが、まだまだ頑丈に残っており、亡

骸が土砂に埋もれるような目には遭っていなかった。 

一人引きの荷車に、酒の大樽を乗せていき、亡骸をそれに入れた。 

その後必死の思いで、かつて先代が裏山につくった庵に持ち込んだ。 

 

お絹の亡骸は、死
し

蝋
ろう

化していた。とっくに髑髏にでもなっているかと思われた

が、意外であった。棺桶の木が朽ちていなかったのも道理だ。 

腐敗菌が繁殖しない条件下で、外気と長い時間隔てられていた末に腐敗が免れ

ていたようだ。 

死
し

蝋
ろう

というのは、言わば「永久屍体」と呼んでもよいだろう。 

内部の脂肪が変性して死体全体が蝋状になっていた。 

間違いなく屍体なのだが、生前の面影を十分に残していた。 

 

庄次郎は、読みかじった中途半端な呪術を施し、乳香を焚き、それからという

ものお絹を朝な夕なに抱き続けた。 

思い出を語り続け、将来の夢さえ語りかけた。 

四十九日目、お絹は蘇った。 

 

「ほんとのことですか、そりゃ？」 

御坊は二の句が告げなかった。 

お頭も、また奉行も無言で頷
うなず

いた。 



 

 

御坊も豊丸も、言葉を失った。 

 

お頭が、庄次郎から聞いた話によれば、庄次郎は蘇ったお絹に狂喜し、湯宿の

商いもそぞろになり、年がら年中庵に帰っては、お絹を愛したという。 

ただ、お絹は生前のお絹ではなかった。 

若々しさ、美しさは生前となにも変わらない。 

しかし、やはり心が無かったのだ。 

お絹は、なにも食べず、なにも飲まなかった。 

黙っていれば、ずっとそのままの姿勢を保ち、うつろな目で虚空を見つめるば

かりだった。 

 

言えば、言うとおりになんでもする。 

しかし、自らの意思はまったく持っていないようだ。 

それでも庄次郎は、お絹の肉体を弄び、欲に溺れ切った。 

 

やがてお絹がただ抱かれるだけなので、次第に飽きがきた。 

ときに、「お絹、声をお出し。『心地よい』とか、せめて『いとしい』とか、な

にか言葉をお言い。」と語りかけると、抱かれたお絹は無表情のまま、「あ～・・・」

と吐息を漏らしてみたり、「心地よい・・・いとしい・・・」と、言われたまま

を繰り返すだけだった。 

 

しばらくは庄次郎も、恋い焦がれた女を再びものにして感極まっていたのだろ

う、そんな木偶の坊のお絹でも毎日愛した。 

が、やがてほんとうに飽きが来てしまった。 

そこで、ふと 邪
よこしま

な考えが脳裏を過
よぎ

ぎった。 

 

『ほかの女を試してみよう。・・・』 

 

二年前に病で死んだ、酒問屋の女房、お冴
さえ

というのがいた。 

四十がらみの言わば年増女である。 

しかし、めっぽう美人だった。 

庄次郎もお絹と逢引をしていた頃でさえ、道々お冴を見かけると、つい目が釘

付けになってしまうほどだった。 

妖艶さが、若い娘にはない魅力に思えたに違いない。 

 

庄次郎は、お冴の墓も暴いた。 

こちらはほぼ髑 髏
しゃれこうべ

になっていたので、運ぶのが楽だった。 

これも四十九日で蘇った。 

お絹と違い、四十がらみの衰え始めた肉体がむしろ庄次郎には刺激的だった。 

それでしばらくお絹を放りっぱなしで、お冴を愛した。 

 

やがて二人の死女を露わにしたまま、寝屋で代わる代わる弄んでみたりもした。 

しかし、それも飽きた。 



 

 

 

庄次郎は次の獲物を探した。 

十五年前に死んだ、隣町の商家の女房、お静
しず

の墓を暴いた。 

口伝えに、たいへんなべっぴんで商家に嫁ぐ前には、男どもが争って気を引い

たというものだったが、これも産後の肥立ちが悪く、二十歳前に死んでいた。 

 

『みんな、お静はべっぴんだとたいそう語り草にしていたが・・・、悪くはな

いが、さほどみなが口を揃えていうほどではないな。』 

 

庄次郎は正直、がっかりした。 

それでも新鮮さには勝てず、何晩かお静を愛した。 

 

そのうち、庄次郎が十二、三歳の頃、幼馴染でぽっと心を寄せたお牧のことを

思い出した。 

子供心とはいえ、心を奪われた相手だ。 

思いを告げることもないうちに、お牧も喘息をこじらせて子供のまま死んだ。

その墓も暴いた。 

蘇ったお牧に、庄次郎は懐かしさのあまり裸にこそしてみたものの、なかなか

手は出し難かった。が、けっきょく欲に負けて抱いた。 

 

しかし、すべて飽きるのだった。 

半年のうちに、なんと六人の死女を蘇らせ、思うがままに愛し、なぶり、弄ん

だ。が、どれもこれも結局は飽きた。 

 

三人目のお牧を抱いて以降、顕著に庄次郎の肉体が病んでいった。 

精神はとっくに病んでいたが、とうとう肉体も壊れ始めたのだ。 

次第に何を言っているのか誰もわからなくなり、湯宿にも顔を出さなくなり、

母親や妹、番頭など口々に『病気なのではないか。』と心配し始めた。 

庄次郎は「わたしはどこもおかしなところはないよ。心配しないように。」と

いうのだが、誰を見て言っているのか、まったく焦点が定まらなくなっていた。 

 

ある日、妹が夜、こっそり庵を除いてみると、六人の裸の女達を横たえさせ、

庄次郎が狂ったようにむしゃぶりついている有様を見てしまった。 

それで、庄次郎が色狂いになったと勘違いし、湯之町のお頭に注進。 

庄次郎に説教してもらうことにしたのだが、呼び出された庄次郎は、「へえ、

まことにあい済みませぬ。せいぜい精進させてもらいますんで、一つお見逃し

くださいまし。」などと殊勝なことを言って、涙すら流す。 

お頭も、取り敢えず見逃した。 

 

「先代の縁じゃから、わしもきついことは言わぬが、いいな庄次郎さん。あん

たがいねやの当主なんだから、しっかりしてもらわんと、母じゃが可愛そうぞ。」 

 

庄次郎は「へえ、まことに、へえ・・・」と言い、泣き崩れるばかりだった。 

 



 

 

しかし、それでは済まなくなったのだ。 

庄次郎が色狂いしているという噂がたったので、町の若い連中が出歯亀よろし

く覗き見するようになったのだ。 

そのうちの一人が、二年前四十がらみでに亡くなった酒問屋のお冴に気がつい

た。 

 

「ありゃあ、死んだお冴さんじゃあるまいか。そんなはずはねえ。しっかし、

よく似た女
ひと

もいたもんだ。・・・」 

 

この目撃が口火となって、噂が広がり始めた。 

それでいねやも、お頭も困り果て、とうとう踏み込むことになった。 

そこで事態が露わになったという次第。 

お頭は、一目見て、お冴だとわかった。 

妹も、母親も、庄次郎がまだ子供のころ、近所にいたお牧のこともはっきり見

分けがついた。 

しかも、どの女も痴呆のようにじっとしたまま、なんの反応もない。 

庄次郎を厳しく問いただした結果、どれもこれも、死人
し び と

を蘇らせたものだとわ

かり、腰が抜けるほどみな驚いた。 

 

とりあえず、次第に正体を無くしていた庄次郎を座敷牢に押し込め、女たちは

庵に閉じ込めたまま、一同思案に暮れていたところ、御坊と豊丸がいねやに投

宿したのを見て、ものは相談と思い、奉行にかけあい同道してもらって押しか

けてきた、とそういうことだった。 

 

御坊は、どうにも困ってしまった。 

「いやあ、そういう類いは、どうもそれがしあまり経験が無いもので、どうし

たものか・・・」 

「そこをなんとか、ご坊。お願い申す。若いみそらだ。まだなんとかなろうも

のなら、なんとかしてやってくださらぬか。」 

 

下役の侍もお頭の手前、御坊の前で手をついてみせた。 

 

「まあまあ、お手をお上げくだされ。・・・さあて、どうしたものか。少し思

案させていただけませぬか。やりようを算段せねばなりませんでな。」 

 

一同は、どんな荒療治でも構わぬから、なんとかしてくれと頼み込み、帰って

いった。 

 

長話だったので御坊は、厠
かわや

に行きたくなった。 

豊丸は、寒くなったので、ちょっと二之湯に入ってくるといって出ていった。 

御坊は離れの厠へ降りていった。 

心そこに無く、いつもの作法通り、体も口も動いていただけだった。 

 



 

 

「おん しゅりまり ままり まり しゅしゅり そわか」 

 

烏枢沙摩
う す さ ま

明王の解穢
ぐ え

真言を口先で唱え、印を結んだ後、右手で弾指
た ん し

した。 

物理的な不浄を排除する真言だ。 

そのとき、ふと『ああ、こんな風に、気も入らず、ただ印を結んでも、ただ真

言を唱えても、こころが伴っていないから、なにもしていないのと同じなんだ

よな。その木偶の坊たちも、きっとこんな感じで、生前そのままに蘇ったとは

いえ、なにも起こっていないのと同じなんだろう。気の毒にすら思えないのが、

哀しい・・・』などと、心塞ぐ思いになった。 

 

室
へや

に戻ったところで、御坊が豊丸に聞いた。 

「どう思うえ？」 

「どうって・・・あの庄次郎さんって、死んだも同然じゃないの。どうなるも

のでもないさ。放っておいても死ぬ。なにかしても、結局死ぬ。やっちゃいけ

ないことをしたんだ。もう手遅れのような気がするけどね。」 

「そうよな。・・・死んだも同然、か。そうなんだよなあ・・・」 

 

すると、豊丸が禁断の言葉をふと口にした。 

ほんの思いつき、かるい冗談のつもりだった。 

 

「吒枳尼にでも聞いてみたら？ もうすぐ死ぬかどうか、わかるだろ？」 

 

御坊の瞳がキラリと光った。 

 

「そうだ。吒枳尼にな。おっかえねけどな。きっと何かわかるよな。・・・」 

「え、冗談だよ。本気で吒枳尼を呼び出すつもりかい？ 交換条件だされたら

どうするのさ？」 

「そんときはそんときだ。・・・どこにいる？ 墓地か。嫌だなあ、ほんとに

この稼業は・・・」 

 

豊丸が二之湯に行っている間、御坊は宿の番頭に、「最近葬られた人はいるか

え？ その墓地を知りたいんだが。」と聞くと、二週間ほど前にほかの湯宿の

丁稚が一人病気で亡くなったというので、その墓地にぶらりと訪れることにし

た。 

 

提灯を下げて、御坊はとくに期待するでもなく、むしろ本当に吒枳尼が出てき

たら、おっかねえとすら思いながら、墓地に足を踏み入れた。 

まだ春浅い時期だったので、肌寒い。 

薄気味悪い墓地にはここかしこに闇が広がっていた。 

こんもりとした森に囲まれているので、木々の間からわずかにちらちらと湯之

町の灯が見え隠れしていた。 

朧
おぼろ

月夜だ。 

ちょっと高台に上がれば夜の海がきらきらと仄めいて、風情ひとしきりという



 

 

ところだろうが、なにしろ墓地だ。御坊は何度来ても、身震いするのを我慢で

きなかった。 

それほど大きな墓地ではなかったが、提灯の灯りに照らされて、先の方に目新

しい塔婆があるのに気がついた。 

ふと見ると、その辺りに妙齢の女がしゃがみ込むようにしているのに気がつい

た。 

 

「親族の者なのかのう。気の毒に。丁稚に出したところが病死では、辛いこと

だろうなあ。・・・」 

 

などと思っていると、その女がつっと立ち上がり、こちらを見た。 

あまり近寄っては無粋だと立ち止まっていたのだが、女が立ち去るというので

あれば先へ進もうかと思ったところ、女はこちらをじっと見つめながら近寄っ

てきた。 

 

「お見忘れかい？ 御坊・・・」 

「へっ？」 

 

御坊は、はてどこぞで会ったことがあろうかと、目を凝らした。 

「おまえ、わらわを呼ぼうと思っていたのではあるまいか？」 

「吒枳尼！ いや、吒枳尼天さまああ！・・・」 

 

御坊は提灯を置くや、慌てて蒸れた草の上に 跪
ひざまず

いた。 

 

「なにをそうかしこまる？ とうに見知った仲ではないか。それとも、わらわ

が怖いか？」 

 

女は切れ長の目、うりざね顔、浴衣の似合ういい女だった。 

しかも今宵は、根結
ね ゆ

い垂髪。色香が漂う。 

ぞっとするような美貌といったほうが良かったかもしれない。 

 

「お久しゅうござりまする。吒枳尼天さま！ ご健勝とお見受けいたし、御坊、

心からお喜び申し上げまする！」 

 

吒枳尼はほほほと、「わらわが健勝とな。面白いことを言う。して、おまえの

頼みとはなにか？」 

「実は・・・湯宿のいねやの当主のことにござりまする。」 

「おお、あれか。あれはもう死んでおる。」 

「いや、お言葉ですが、まだ生きておりまする。が、見た所そう長くはないよ

うに見えまする。それで吒枳尼天さまにお伺いすれば、それがしに何ができる

のか、できないのかがはっきりするのではないかと存じまして・・・」 

 

吒枳尼は、美しい眉間にやや皺を寄せて、苛立たしげに言った。 

「だから、もう死んだと言うておるに。そのほうがなにをしようが、もはや手



 

 

遅れじゃ。お頭や奉行の下役どもにそう申し伝えよ。」 

「しかし・・・」 

「わからんやつじゃの。死んだと申しておるに。・・・」 

 

吒枳尼を怒らせるわけにはいかない。 

御坊は膝ががくがくしていたが、勇気を奮い起こして言った。 

「それがし、浅学菲才の身故、なにとぞあの庄次郎と申す若者の事情を、お教

えくださりませぬか。お願いにござりまする。」 

 

吒枳尼は間近まで寄り、しゃがみこんだ。そして、御坊の顔を真正面からまじ

まじと見ながら、静かな声で諭すように話しだした。 

身も凍るような美しさだった。 

 

「人の命の根源にはなにがある？」 

「天
あま

つ霊
い

・・・あまつひ（あまつい）にござります。」 

「そうよな。わらわが取って食うはずのものじゃ。・・・それは人の命にいく

つある。」 

「言い伝えでは、七粒ほど。」 

「庄次郎とやらは、すでに七粒つこうてしまっておる。あの死んだ女どもを蘇

らせるために、自らの『あまつい』を一つずつな。。人一人を蘇らせるのに、

一粒しか使わなんだ。七粒必要なものをな。じゃから、蘇ったところでしょせ

ん木偶の坊でしかない。・・・わかるか、御坊。」 

「しかし、吒枳尼天さま、庄次郎は六人しか蘇らせておりませぬゆえ、まだあ

の男は最後の一粒の『あまつい』を持ったままのはず・・・だからこそ、あの

ような死に体になろうとも、まだ生きておりまする。」 

 

吒枳尼はそれを遮るように笑いながら言った。 

「はたしてほんとうにそうだろうか。」 

 

御坊は狐につままれたような顔になった。 

吒枳尼はやれやれといった様子で立ち上がり、その場から歩き始めた。 

すれ違いざまに、「御坊、おまえ気づかなんだか。」と言った。 

「はっ？」 

「庄次郎とやらが、生前まぐわったおなごは一人だけじゃ。あとはみんな最初

から死人
し び と

。よう考えてみい。」 

吒枳尼はまたほほほと笑いながら、立ち去っていった。 

あとは地面に置いた提灯が、御坊の顔を照らし出しているばかりだった。 

 

いねやに戻ると、豊丸はもう帰っていた。 

汗ばんだ胸元や額を手ぬぐいでしきりに押さえているところだった。 

 

「おまえさん、どうだったえ？ 吒枳尼天さまにはお会いできたかえ？」 

 

御坊は浮かない顔をして、「ああ、会えた。向こうから会いに来た。」 



 

 

「へえ、ってことは、おまえさんが交換条件でなにかを差し出す必要はないん

だね？」 

「そうだな。ありゃ、最初からおれが行くのを待っていたような感じだな。し

かし、どういうことなのか。」 

 

御坊はひとしきり、吒枳尼に言われたことを豊丸にも話してきかせた。 

豊丸は、「やっぱり、男って馬鹿だねえ。」 

「？・・・」 

「わからないのかい。吒枳尼が言った意味が？」 

豊丸は、御坊の耳元になにごとか囁いた。 

その途端に御坊の目は見開いた。 

「そうか・・・じゃあ、たしかにおれの仕事なんだろうな。引導を渡してやろ

うか。」 

「そういうことだね。吒枳尼はおまえさんに一つ借りができたってことさ。さ

さやかな借りがね。」 

 

翌朝、二人は庄次郎の家族に話をし、お頭や湯奉行下役などを庵までご足労願

えないか、と頼んだ。すべてをそこで終わりにすると、関係者には伝えるよう

に、言い渡した。 

 

巳刻、庄次郎は母と妹に付き添われて座敷牢から出され、役人とお頭も打ち揃

って庵にやってきた。 

一足先に庵に来ていた御坊と豊丸は、五人の女と一人の少女が、居間にただた

だ立ちすくんでいるのを目の当たりにし、薄気味悪くなった。 

二人は駆けつけてきた一同を続き間に座らせ、話し始めた。 

 

「これから申し上げることは、なかなか理解できぬことかもしれませぬ。いず

れにしろ、目の前で起こることだけが事実ですゆえ。幻ではござらぬ。なにが

起きても、もうすでに手遅れたということだけ、最初に申し上げておきます。

されば・・・」 

 

御坊は、いったいどこを見ているのかわからない庄次郎の肩に手をやった。 

庄次郎はそれにも気づかないようすだった。 

 

「庄次郎さんよ。わかるかい。おいらは旅の途中の坊主だが、あんたを送り届

けてやることになった。よくおいらの話を聞くんだ。・・・あんた、自分の『あ

まつい』を使って、死人を蘇らせた。そうだな。」 

 

庄次郎は無言で頷いた。 

「よし、呪術書にある通りにやっただけなんだろうが、それは大きな間違いで

あったな。人は、『あまつい』七つあって初めて人じゃ。おまえは、一粒ずつ

つこうた。だから、蘇った女はみな中途半端な蘇り方しかできなんだ。そうこ

うしているうちに、おまえは自分の七つの『あまつい』を全部使い切ってしも

うたのよ。」 



 

 

 

庄次郎は、落ち窪んだ目で初めて御坊に顔を向けた。 

その様子を見て、母も妹も泣いた。 

弱々しい声で庄次郎は絞り出すように、ゆっくりと言った。 

「わたしは、・・・全部つこうておりませぬ。・・・そのはず・・・・・・よも

やそんなはずは。・・・六人の・・・おなごしか・・・術を施してはおらぬゆ

え・・・なにかの・・・お間違いで・・・ござりましょう。・・・へへへ・・・」 

 

庄次郎はとうとう最後には笑い始めた。 

御坊は、ため息をついて言った。 

 

「お絹さんを覚えてるかい？」 

 

お絹という名を聞いて、庄次郎の涸れた目が輝いた。 

「おお・・・お絹。・・・忘れましょうか、お絹でござりますよ。・・・わたし

の大事なお絹が。・・・死んでしもうた。・・・蘇ったが、心が戻っておらぬ。・・・

もとのお絹が蘇ってきてくれれば。・・・」 

「そのお絹さんを蘇らせるのに、おまえは二つ分の『あまつい』をつこうてし

まったのよ。」 

「どういう意味・・・でございましょう。」 

「お絹は、死んだとき、すでにおまえの子を孕
はら

んでおったのよ。」 

「？・・・」 

 

庄次郎の目がひときわ大きく見開いたようだ。 

「そんな・・・」 

「ほんとうだ。お絹も気づかなんだ。まだ小さすぎたでな。周囲も、おまえも、

誰も知らなんだ。が、そこにもう一つ、いのちが確かに宿っておったのよ。だ

から、お絹を蘇らせたとき、おまえは二粒の『あまつい』をつこうてしまった

のよ。勘定がこれで合うだろ。七粒をつかい切ったというおれの言っている勘

定が。」 

 

庄次郎はよだれを垂らしたまま口を開き、がくがくと震えていた。 

「それでは・・・」 

「おまえは、もう死んでいる」 

 

その瞬間、庄次郎の体は乾いた粘土細工が崩れ落ちるように、ぼろぼろと土塊
つちくれ

となって畳に散らばった。あとには、髪の毛が生えたままの髑髏や四肢の骨が

山となっているだけだった。 

其の直後に、次の間に立ち尽くしていた死女たちも一斉に崩れ落ち、またたく

まに土塊と髑髏になって一面に散った。 

 

一同は呆然としてただそのありさまをぼんやり見つめているしかなかった。 

 

「行ったか・・・納得したんだろうが、どうかな。・・・一応、六道を迷う人



 

 

を誰でもお救いになる地蔵菩薩にでもお願いしようか。」 

 

御坊は、地蔵菩薩の印を結び、真言を唱え始めた。 

それを聴きながら、庄次郎の母と妹は、ようやく現実を受け入れることができ

たのであろう、肩が震えていた。 

 

御坊と豊丸が、道後を発ったのはその三日後だった。 

お頭が駆けつけてきて、御坊に書付の証文を手渡した。 

 

「これは道後の湯宿、いつどこにお泊りになっても勘定はいただきませんって

いう永久使用証文でござります。ぜひお受けとりを。」 

「それは大変有り難いが。また、いつまたこれるかどうか。百年後では使えん

でしょうしなあ。」 

「は？ 百年後。」 

「いやいや冗談にござる。ありがたく頂戴つかまつります。ぜひまた寄らせて

いただきます。お頭も、なにとぞお達者で。」 

「まことにこのたびはありがとうございました。いねやは庄次郎の叔父が継ぐ

ことになりまして。とりあえずは安泰。ほんとうにお世話になりました。たい

した御礼もできずに申し訳ありませんでした。」 

「なに、これがそれがしの稼業でござるよ。」 

「また、必ずお立ち寄りのほどを。」 

 

御坊は立ち去りながら、「だから、百年後かもしれんっていってるじゃねえか。」 

とぶつぶつ独言のように言った。 

豊丸がくすくす笑っていた。 

「いいじゃないの、また来ようよ。あたしゃ気に入ったよ、道後。きれいな体

になって、おまえさんと一つになれるんだもの。湯の町はいいねえ。」 

御坊はまた『おまえさん』と聞いて、げんなりするばかりだった。 

内子への道は足が重そうだ。 

 

・・・ 

 

 

「へえ。蘇りってほんとうにあるんだ。」 

「うそかもしれん。」 

「なにそれ。作り話だったの？」 

「栞ちゃんがほんとだと信じるならほんとだ。うそだと思うなら、作り話だ。

栞ちゃん次第だってことよ。」 

「なんか、禅問答みたいだね。」 

「それにしても、この話は『生兵法は怪我のもと』という典型だな。そうだろ。

おれもびっくりしたぜ、素人があそこまでやっちまうってことにさ。人間って

のは、思い詰めるとなんでもやるってことだよな。こええこええ。」 

「庄次郎さんがお絹さんを完全に蘇らせようとしたら、自分が結局死ななきゃ

駄目だってことなの？」 



 

 

「そういうことになるな。七つの『あまつい』を全部使い切って初めて一人の

人間を蘇生できるらしい。てことは自分が死ぬ。命の引き換えに、人を救うと

いうのは、こういうところからも来てるのかもしれねえなあ。」 

「で、御坊さんはこの話のとき、徳が一つ上がったの？」 

「一応、点数はつけてくれたようだぜ。なんてったって、吒枳尼がおれに頼ん

だわけだからな。」 

「え、あれって頼まれたってことなの。」 

「そりゃそうだろうよ。庄次郎はもう死んでるって言ってたじゃないか。って

ことはいつだって吒枳尼が食って、あいつの魂を連れて行きゃいいのに、なん

で手も足も出ずに墓地でうろついてたんだい？ 庄次郎に『自分は死んだのだ』

と気づかせてくれと、そう頼んだのといっしょだろ？」 

「そうか。なるほど。じゃあ、豊丸さんが言った『吒枳尼は、ささやかだけど

御坊さんに一つ借りができた』っていうのは、そういうことだったんだ。」 

「そういうことよ。あいつがいなきゃ、おれは迷路の中にハマったままだった

ろうな。」 

「ときにさ、どうしてあたしって彼氏できないの？」 

「またそれかよ。勘弁してくれよ。おれは予言者じゃないんだ。」 

「そうだ占に行こう。ちょっとさ明日、付き合ってよ、御坊さん。」 

「いやだよ。」 

「なんで？」 

「庄次郎が唐人に占ってもらったくだり、覚えているだろ？ ろくなことはな

いんだよ。」 

「だからさ、占い師がろくなものかそうでないか、ちょっといっしょに来てさ、

品定めしてよ。」 

「占い師がどうのこうのじゃないの。占そのものが問題なんだってば。」 

「お願い、御坊さん。一生のお願い！」 

「あ～、まいった。ほんとに行くのか？」 

「当然です。思い立つ日が吉日ってね。」 

 

御坊はいやいやながら、翌日わたしにせがまれて新宿に引っ張り出された。 

不思議なことに何人かの占い師が、同じことを言った。 

 

「あなたは、え～と、あら、不思議な相ねえ。見たことないわ、こんなの。長

いつきあいの恋人がいる、できる？ ん、どういうこと。でもいまはいない。・・・

あら、ちょっと待ってね、これむずかしい星ねえ、どういうことなのかしら。」 

 

どの人も結局、わたしに彼氏ができるのかできないのか、どうもはっきりわか

らないと言って、代金は要らないと言い出す始末。 

 

「御坊さん、あたしさ、もしかして死んでる？」 

 

御坊さんは、爆笑した。 

「生きてるよ。しっかり生きてる。安心しろ。死んでるのは俺の方だ。」 

「それにしてもみんな悩んでたよね。あたし、へんな人生を生きてるのかな。



 

 

怖くなってきたよ。」 

「大丈夫だ。おれが太鼓判押してやる。栞ちゃんは、まっとうだよ。焦るなっ

て。物事はな、なんでもタイミングってものがあるんだ。な。じっと待とうぜ。」 

「待っているうちに死んだらどうしよ。わたし、彼氏もできないうちに死んじ

ゃうんだよ。可哀想なわたし・・・」 

 

わたしは自分でそういいながら、じんわりと目頭が熱くなってきた。 

御坊さんの爆笑はずっと止まらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第八夜 大利根異聞 

 

※翻案素材 

『黒衣の僧（チェーホフ）』 

『天保水滸伝（室井琴凌）』 

 

・・・ 

 

大学に入ると（就職したてでも同じらしいけど）五月病というのが最初のハー

ドルなのだそうだ。新しい環境に適応できずに、神経を病むのだ。 

占い師が匙を投げてしまってから、とくにそうだ。 

 

五月に入ると、もう世の中は夏の風情でめっぽう暑いし、このまま梅雨を迎え

ることなしに、夏になってしまうのではないかとすら思われる。 

じんわり汗ばむ陽気ででますます苛々してくるのだ。 

 

「男の予備軍なんて、後から後から腐るほど出てくるさ。急ぐこたない。物事

っていうのはな、なんでもタイミングだ。待てば海路の日和ありってな。はは

は。」 

 

御坊さんは他人事だと思って実に呑気なものだ。 

わたしの身にもなってほしい。 

大学で新しい友人たちはできたけど、恋人の候補の一人も出てこないじゃない

の。友人たちには、もうちらほらボーイフレンドが出来始めたというのに。 

 

「月下老人の話を知ってる？」 

「なに、それ？」 

わたしはかなり仏頂面をしていたと思う。 

 

「赤い糸の伝説さ。」 

「ああ、知ってる。生まれる前から、だれと結ばれるかが決まっている。それ

は月下老人が赤い糸で二人を結びつけているってお話でしょ。おとぎばなしじ

ゃないの。」 

「それがな、ほんとうにあるらしいんだわ。」 

「え？ ほんと？」 

「うむ。ありゃな、天保十五年（一八四四年）のことだ。下総(しもうさ)国は

佐原(さわら)に行ったときのことだ。知り合いの蘭学医がな、月下老人に偶然

会うたと言い出してな・・・」 

 

それは幕末といっていい時代だ。 

一八四〇年から五〇年代というと、国定忠治や山本長五郎（清水次郎長）など

侠客の全盛時代だ。賭場はどこも大賑わいで、花会や縄張り争いを巡る出入り

も頻発していた。 

ちなみに、九年後には黒船（ペリー）が来航。明治維新は二十四年後である。 



 

 

時代が風雲急を告げる、嵐の前だった。 

 

そんな頃、御坊と豊丸はかねてから薬草の検品で知り合い、以後懇意にしてい

た佐原の江川玄徳宅を訪れていた。 

玄徳はこのころ三十過ぎ、ちょうど御坊と同じくらいの年令だった。 

七年前に妻を病で亡くし、以来漢方一辺倒の医学に疑問を覚え、長崎で学び、

大坂の適塾で緒方洪庵に師事し、地元の佐原に戻って学究に勤しみながら、町

医者をしていたのだ。 

蘭語・漢文に通じていたが、「もう和蘭陀(オランダ)語は古い。世界は、英国

(エゲレス)と仏(フ)蘭(ラン)西(ス)が二分しておるわ。」と言い、この頃すで

に夜ともなると大坂で手に入れた私本の英蘭辞書に首っ引きだった。 

適塾の学生が副業として原本から転写したものを買い受けたのだ。玄徳はオラ

ンダ語がわかるから、そこから英語を学んでいたのだ。 

 

玄徳は貪欲に西洋医学の知識を貪っていた。 

内科、外科を問わずなんでもだった。 

近頃では人間の骨格に非常に関心があるようで、動物と人間の骨格の違いにご

執心なようだ。 

なんでも二足歩行の人間と四足歩行の人間では頭骨と脊椎のつなぎの違いが

あるという。 

本人勉学が過ぎるため、肩や首が凝る。 

四足歩行の動物には「凝り」などというものがあるのだろうかと疑問に思った

という。 

あれだけ重い頭を直立の脊椎で支えるわけでもない四足歩行の動物は、どうし

て「凝り」など感じないのであろうかという疑問らしい。 

それで、さまざまな動物の頭骨を集めていたくらいだ。近在の百姓町民たちも、

『玄徳さんは、骨を集めているらしい』というので、薬代を負けてもらおうと、

死んだ馬や犬などの頭骨を持ち寄ってくるので、裏手の蔵の近くに大きな縁台

を設け、そこにおびただしい頭骨（なかには、行き倒れで死んだ人間の頭骨ま

であった）が並べられ、それぞれ細かい説明書きをほどこした札までついてい

た。 

前回御坊が玄徳に会ったときには、『ついこないだもな、近所の零落した若侍

がおってな。賭場を張っている親分の用心棒をしている侍。ずいぶん零落した

若侍なんだが、それが肺病病みでうちにもよく来るんだ。ひょっこりこの前来

て、診療かと思えば、猫の頭骨を持ってきてぜひ学究にお使いくだされと、置

いていったわ。もううちの裏は骨だらけよ。ははは。』と豪快に笑っていた。 

 

玄徳の家はずっと開業医だった。 

彼もそれを継いだ。 

医者というのは不思議な身分で、武士でもないのに、苗字帯刀を許されていた。 

なかなかの偉丈夫で、精悍な顔つき、太い眉など意思の強固なところが伺えた。

当時蘭学を修めたくらいであるから、非常に物事を合理的に考える男だった。 

およそ、幽霊だの、妖怪だの、いずれ子供騙しのおとぎ話だと一笑に付してい

たくらいだ。だから、御坊も玄徳のところに寄るときには、その手の話は一切



 

 

したことがない。かえって、御坊にとっては楽な相手だったのだ。 

江戸で知り合ったころ、幽霊がいるいないで大喧嘩をしたことがある。 

それがきっかけだったのか、お互いやけに好きなことを言い合える仲になって

しまったようだ。 

いつも「おれ、おまえ」の間柄である。 

 

玄徳が自宅兼診療所を構えていたのは、佐原の小野川沿いにあった。 

水郷の町だ。折しも五月に入り、花菖蒲があちこちに咲き乱れていた。 

この後、夏が本格化すると睡蓮や蓮が辺りを埋め尽くす。 

 

二人が診療所の門をくぐると、待合の八畳間には誰もおらず、今日は運良く玄

徳も暇なようだ。 

そう思って入ってみると、続き間の診療室でなにやらご婦人と面談している。 

 

「診察中か。あいつ婦人病なんぞやっとったかな。」 

 

御坊が玄関から「お～い、御坊だあ。待合で待たせてもらうからな。」と声を

一声かけた。 

すると、「おう、御坊か。しばらく待ってろや。腹が減ってたら、鍋の残りが

あるでな、勝手に食え。昨夜、さんざん医者仲間がつっついた後だが、まだ多

少残っているだろうよ。」 

 

二人は早速炊事場に行って、火を起こし、鍋を煮立て始めた。 

しじみとマグロのねぎま鍋だ。 

『マグロとは珍しい。銚子から上げてきたものだな』 

二人が舌鼓を打っていたところ、さきほどのご婦人が玄徳に伴われて診察室か

ら出てきた。 

歳のころ二十二、三であろうか。 

どちらかというと幼い顔立ちで、もっと年少に見えただろう。 

造作が、目にしろ、鼻にしろ、口にしろ、小づくりだからかもしれない。 

いかにも優しげな面持ちで、武家の御内儀と見たが、物腰はずいぶんと庶民的

だ。 

食えない武士が多く、浪人も長年の社会問題であったから、その類いの家なの

だろう。 

薄い萌黄の着物がよく似合う。 

そのご婦人が、一目御坊を見るなり、『あっ』と思わず声を上げて、巾着を落

とした。 

びっくりしたのは、御坊と豊丸のほうだった。玄徳も驚いた。 

ご婦人はしばし御坊の顔をまじまじと見つめ、微動だにせず立ち尽くしている

のだ。 

「おい、おまえ、知り合いか？」 

玄徳が御坊に声をかけた。 

御坊も、あっけにとられ、箸を口にくわえたまま「いんにゃ。知らんがの。」 

 



 

 

ご婦人は、いきなり真っ赤な顔をし、「失礼しました。人違いでございました。

よく似た方だと、早合点してしまいました。ごめんなさいまし。」 

そう言って、慌てて土間に腰を下ろして草履をはき、玄徳に慌ただしく頭を下

げると、逃げるように診療所をたちさった。 

 

三人とも、それを見送りながらぽかんと口を開けていた。 

「なんでえ、ありゃあ。」 

御坊は不愉快そうに、マグロをひとつまみ口に放り込んだ。 

「よお、この鍋な、ちょっと醤油が濃くねえか。医者のくせに体に悪いぞ。」 

「んなもん、自分で湯を足しゃあいいじゃねえか。煮立っちまったんだよ。」 

「湯。」 

「なに？」 

「だから、湯をくれっての。」 

「この野郎、物臭(ものぐさ)もたいがいにしねえか。自分で取ってこいよ。」 

いつも二人の会話というのは、万事この調子だった。 

豊丸が、苦笑しながら「はいはい、あたしが取ってきますよ。」といって席を

立った。 

 

「で、なんだい今日は、また世間の善良な庶民をだまくらかして、わけのわか

らん護符でも売りつけにきたのかい。」 

「いや、なんでも鹿嶋のほうに幽霊屋敷があってな、祈祷をしてくれと頼まれ

たんで、それでな。途中、おまえの馬鹿面でも見て冷やかしでもしようとおも

って寄ったまでよ。」 

「そうかい、そりゃご苦労な話だ。当然土産の一つくらいはあるんだろうな。」 

「おう、そうだ。」 

 

御坊は、分厚い書物を一冊ぽんと頭陀袋から取り出して畳の上に投げ出した。 

 

「おっ。」 

 

玄徳がそれを手に取ると、感に堪えたように言った。 

「こりゃおまえ、和蘭陀語で書かれた英国(エゲレス)語の文法書じゃねえか。

よう手に入ったな。こんなものが。」 

「高かったぜえ。」 

「ほんとか。ありがたい。」 

「ただとは言ってねえ。」 

「なんだと？」 

「飯食わしてくれ。」 

「お、おお、そのくれえ、お安いご用だ。」 

「実は大したことはなかった。ただよ。長崎の和蘭陀商館で、勝手に物が飛ん

だり、椅子が動いたり、大騒動になってよ。それをおれさまが鎮めてやったっ

てわけ。したら、お礼のほかに、これも買ってくれたって次第。おまえのこと

を思い出してな、こういう書物があったらうれしいんだが、と言ったらくれた。」 

「そうか。いや、よく思い出してくれた。おまえは、ほんとうはいいやつなん



 

 

だよな。」 

「うそでもいいやつだよ。」 

「そうそう、そういうことにしておこう。・・・ときによ、お八重さん、おめ

え知ってるのか？」 

「さっきの女？ 知らねえよ。知るわけねえだろ。ここに来たって、いつも二

三日しかいないんだから。」 

「そりゃそうだ。・・・なんであんなにびっくりしてたんだろうな。」 

 

鍋にお湯を注ぎ足していた豊丸が言った。 

「人違いさ。でも、なにかありそうだね。浮気と見たな。」 

 

それを聞いて玄徳が血相を変えた。 

「お八重さんにかぎって、そんなことはあるまいよ。」 

 

御坊はその変化を見逃さなかった。 

「へえ、おまえ、あの女に横恋慕してんの？ どこぞのしがない武家の御新造

(ごしんぞ)さんだろ。まずかねえか、それ。殺されるぞ。」 

「馬鹿こけ。おれがそんな真似するか。」 

と言いながら、玄徳は顔を赤くしていた。 

「へへへ。当たりだ。で、なんの用事だい。昼日中から、おおっぴらに診療所

で逢引もあるまいし。どこぞ、悪いのか？」 

「ああ・・・まあな。一番おれが苦手な病だ。」 

「なんだそれ？」 

「心の病かな。」 

 

当時、日本の医学は、細菌やウイルスなどの感染症にはまったく無力だった。 

また、もう一つ彼ら医療従事者にとって盲点であったのは、心療科という分野

だった。まったく手つかずだったといっていい。 

もっぱら祈祷などに頼る以外なかったのである。 

 

「ああ、そりゃ難しいわ。身の上相談ってことだな。」 

「ま、そんなところだ。・・・で、おまえたちはまた二、三日は泊まっていく

んだな。」 

「おう、厄介になるぜ。江戸からここまで疲れちまってよ。一気に行こうと思

ったんだが、四分の三来たところで、さすがに足が重くなってな。」 

「途中、この人がサイコロやってさ。負けがこんだから、頭に血がのぼったの

さ。それで余計時間食ったってわけ。」 

「ははは、そういうことか。坊主のくせに博打やるからなあ、おまえは。」 

「近頃じゃあ、京でも食えないお公家さんが多くてな、屋敷を開放して鉄火場

をやらせて、テラ銭とってるお方もいるくらいだ。」 

「へえ、そんなものかい。」 

「玄徳さんそれより、あんな人妻にご執心になるくらいなら、真面目に後添え

貰ったらどうなのさ。もちろん、あんたがお八重さんって人に手を出すなんて

ありえないと思っているよ。玄徳さんらしくもない。でもさ、叶わぬ夢を見て



 

 

いるより、ちゃんとしたお相手をお探しよ。」 

 

玄徳は腕組して、『う～ん』と唸ってしまった。 

「それはそうなんだが、・・・あ、そうだ。そういえば、この前な往診の帰り

に三町ばかし成田のほうに行ったあたりの八幡の祠、あるだろう？」 

「あの街道沿いのか？」 

「そうそう。あそこを通りかかったときな、祠の段々のとこに腰を下ろして（ち

ょうど柏の大木の裏に入ったところだ。）月明かりの中でな一人の僧侶が書物

を読んでいるのに出くわしたのさ。」 

「あら、そりゃ妙なこと。」 

「だろ？ 月明かりといっても、書物を読めるほどではない。しかも、書物と

いうとすぐにおれは興味を持ってな、近づいていって何を読んでるのか覗いた

のさ。すると、その僧侶はな、『あんたにゃわからんよ。』とぶっきらぼうに言

いおる。」 

「僧侶といってもどんな成りをしていたんですか。」 

「うん、それがな、禅宗の坊主みたいな真っ黒な僧衣でな。おお、おまえのそ

の成りによく似てる。やっぱり禅宗系なのかな・・・あれ、僧侶だということ

は間違いないが、顔がとくに思い出せんな。あのときははっきり見たんだ

が。・・・とにかくぶつぶつ言いながら読んでおったのよ。でな、まさか英国

(エゲレス)語や、仏(フ)蘭(ラン)西(ス)語ではあるまいな、と顔を近づけたと

ころ、『冥府の言葉じゃ。おまえさんにはわからんて。』と言いおる。なにを、

冥府の言葉だ。そう思って、ちょっと貸してみろ、と言ってやにわに奪い取っ

て見たのさ。僧侶は、馬鹿にしたように笑いおってな、『どうじゃ。わかるま

い。』と言う。確かに、どこの文字だかもわからん。まるで絵文字のようなも

のが綴られておる。ふんと言って、返してやった。するとな、『これはな、誰

を誰と縁づければいいのかが書いてある。』そう言うのだ。・・・」 

 

玄徳の話は不思議な話だった。 

まるで唐代の『定婚店（李復言・続玄怪録』に書かれている「月下老人」の話

そのままだったのだ。 

玄徳は「縁」という言葉に心を引かれた。 

そして、自分の縁というものはその書物にあるのか、と半ば冗談で訊ねてみる

と、「ある」という。 

物は試しだ、と玄徳は思った。 

 

例の、お八重に心を寄せていると御坊主たちに指摘されたのは、実は図星だっ

た。 

しかし、なにしろ旗本崩れの貧乏侍の女房であるし、そこは身持ちの固い玄徳、

ハナから浮気なぞ思いも寄らなかった。 

かといって、ほかに当てはない。八重のことばかりが頭から離れない。それだ

けに、自分に良縁はあるのだろうか、と悩んでいたのだ。 

 

僧侶は、何枚か書物をめくっていくうちに、玄徳の名すら聞いていないのに、

『あった、あった。』と言って、玄徳の縁を話しだした。 



 

 

 

「おまえさんの女房は。・・・一人目はもう死んでおる。気の毒にな。して、

次はな、・・・あるじゃないか。若いが、子連れの女だ。この女の旦那は、は

てどうなったか・・・ん、妙だな。二人おる。ああ、そういうことか・・・」 

 

そこまで聞いて玄徳は、がっかりして言った。 

「子持ちかい。そうかい。・・・」 

 

続きを読んでいた僧侶は、その玄徳の失望した声を聞いて顔を上げた。 

「しかしな、この女はいい女房になるぞ。おまえさんもたいそう気にいるはず

だ。子持ちじゃ悪いか。」 

「いや、まあ、悪くはないが・・・」 

「なんでも新しきゃいいってもんじゃねえぞ。おまえさんだって、連れ合いが

亡くなってしまったとはいえ、もう『お古』じゃねえか。違うか？」 

「まあ、そうだ。人のことは言えない。」 

「そうだろう。子なんてものはな、血が大事なんじゃないんだよ。同じ血じゃ

ないほど、おまえさんが教えられることは多い。子からな。気持ちは実の子よ

り深くもなれるぞ。お互いにな。」 

「そういうものかな。」 

「そういうものさ。一緒になればわかる。」 

「運命というのはあるのかね。」 

「決まっておろうが。わしがこうやって結びつけておるんじゃから。」 

「変えられるのか」 

「無理だ。その選択をしなければ、次の選択が待っている。同じことだ。どの

選択を取ろうが、試されているのは選択そのものではない。選択自体は、おま

えさんの勝手だが、いったん選択したものにおまえさんがどう応えたかで、す

べてが決まる。選択が問題なんじゃない。その後のおまえの生き方が問われて

いる。・・・ちなみに、その女はおまえの近くに居るみたいだが。・・・」 

 

そう言われても、子持ちの女で独り者など玄徳の周りには思い当たらなかった。 

ふと、玄徳が『どこの女なんだい？』と尋ねようとして老人の顔を見たら、僧

侶はすでに姿を消していた。・・・ 

 

「ほんとかい、その話。おまえ、おれのことをいかさま坊主だなんだと言うく

せに、自分こそ意味不明の幻を見てるんじゃないのかい。」 

「ほんとだって。このおれが言うんだ。はっきり見た。間違いなく、人間だっ

たって。月明かりに照らされて、僧侶の影が濃く祠の段々に映じていたからな。

しかも、おれは一旦はあの書物をこの手に取ったんだ。あのときの厚さ、紙の

匂い、ずしりとくる重さを感じんだよ。」 

「幽霊じゃねえ、ってことだな。」 

「そんなもん、信じるか。しかし、おれの女房が死んだってことを、見事に当

ておった。・・・冗談とは思えん。」 

「月下老人がなあ、坊さんの格好して出てくるもんかな、わが日の本では・・・」 

 



 

 

豊丸が言った。 

「じゃあさ、あたしたちがここに二、三日ご厄介になっているうちに、界隈で

玄徳さんの後添えになりそうな人を探してあげるよ。」 

「そうしよう。」 

「いらんおせっかいよ。とっとと食え。昼過ぎには患者が来ようってもんだ。」 

 

二人はそそくさと鍋を平らげ、風呂屋に出かけることにした。 

さっぱりして、その上でゆっくり寝たかったのだ。 

まだ正午過ぎであったが、そのくらい疲れていた。 

二人がまずは診療所を後にして、小野川沿いから奥の風呂屋に向かっていると、

土壁の陰から「もし・・・」と女に声をかけられた。 

見ると、さきほど玄徳が『お八重さん』と呼んでいたあの女だった。 

 

「もし。さきほどは、たいへんご無礼つかまつりました。平にお許しくださり

ませ。」 

「おお、さきほどの。誰ぞにわたしはそんなに似ておりましたかな。」 

「いえ、似ているというふうには、・・・顔があまり思い出せないもので。た

だ、お医者さまのところ僧体でいらっしゃるので、びっくりしたのでございま

す。」 

「坊主、ということですか？」 

「はい。あの、もしや、御坊さんとおっしゃいますか？」 

「はい。玄徳からお聴き及びかな。」 

「よく、御坊さんのお話を伺うことがあります。玄徳さまは、ご自分は幽霊や

妖怪など信じないが、御坊がかかわっていることを無碍に否定はしないと仰っ

て。・・・たいそう玄徳さまは、御坊さんを買っておられるご様子です。なん

でも江戸で、幽霊騒ぎがあったのを御坊さまが見事に収められたとか。自分は

その世界のことはわからぬが、たしかにあの男は不思議な力を持っているのだ

ろう、とつくづくそうおっしゃってます。」 

「そうか、あの野郎、面と向かってはなんだかんだ言うくせに、実はおれに一

目置いているってことだな。よし。許してやろう。で、お八重さん、・・・で

すな？ なにかわれらにお話したいことでもおありか？」 

 

八重はうつむいてしまい、なにやら非常に言いにくそうであった。 

そこで、豊丸が気を利かした。 

「立ち話もなんだからさ。どうですか、茶店に行って、一部屋充てがってもら

いませんか。そこでゆっくり人目をはばからずにお話をうかがいましょ。」 

「それがいい。」 

 

三人は連れ立って、街道を成田方面に戻るようにして歩いた。六町も行くと茶

店があったのを思い出したのだ。 

そこで、部屋貸しはふだんしていないのだが、豊丸が心付けしてしばらく一部

屋を貸してもらうことにした。 

小野川が見える。その先には小江戸とも称された瀟洒な佐原の町並みが続いて

いる。花菖蒲の白や紫が、五月の陽光に照りかえり、もう夏が踊りはじめてい



 

 

るようだった。 

 

お八重の話はある意味恐ろしい内容だった。 

妖
あやかし

というより、実際に生きた人間に悪さをされているのではないかと疑うよ

うな話だったのだ。 

 

お八重の夫は江戸三番町の旗本の御曹司だった。 

旗本というのはもともと将軍の『近衛兵』である。 

徳川幕府開闢
かいびゃく

以降、戦国時代を通じて大名家が潰れてしまった浪人たちをか

なり吸収した経緯がある。 

大部分は土地の広い関東に知行地を得たが、なにしろ人数が多い。所領は極端

に細分化されてしまった。 

土地争いや、所得の欠乏から、不逞を働く不良旗本も増え、治安が悪化。 

そのため、関東取締出役が設置されるようになったくらい。 

将軍御目見ができるのは 1万石以上。 

三千石以上はごく一部にすぎなかった。 

五百石以下の零細旗本は、全体の九割に及んだ。 

旗本の窮乏化は幕府にとって大問題だったのである。 

 

夫の名は村田信兵衛。 

二十五歳。 

神田お玉ヶ池の千葉道場に通い、最年少記録で目録を得たというほどの剣の腕

がたったようだ。 

頭脳も明晰で将来を嘱望されたものだが、当時腰元として奉公にきていたお八

重と懇ろになった。 

お八重の実家は千住河原町の「やっちゃ場（青果市場）」の卸問屋だった。 

村田の家では、上司の娘との縁組を紹介されたのだが、信兵衛はこれに納得せ

ず、あくまでお八重を娶りたいと主張。 

お八重は狭間にあって、一時は自裁して果てようかとも思ったくらいだったが、

とうとう信兵衛の頑な態度に、父親は信兵衛を廃嫡の上、勘当。弟に家督を継

がせることとした。 

信兵衛は悪びれるようすもなく、お八重を伴って家を出た。 

千葉道場で後輩だった倉科
くらしな

盛蔵
せいぞう

という町民が（これもめっぽう腕がたったよう

だ）、地元の佐原で賭場を張って大いに勢力を伸ばしていた。 

この盛蔵が信兵衛を慕っていたこともあり、気の毒に思ったのか声をかけ、「用

心棒」として囲われることとなった。 

駆け落ち同然に江戸を離れた二人は、盛蔵の口利きで庄屋の古い持ち家を充て

がってもらい、そこでひっそりと暮らすようになった。 

 

料亭で賭場が立つ日は、信兵衛は夜通し一室に籠もっていざ揉め事というきに

出張ることができるよう待機した。 

「どっちもどっちも」 

「ないかないか」 



 

 

「コマが揃いました」 

そんな掛け声を聴きながら、信兵衛は次第に厭世的な気分に浸ることが多くな

り、今で言う鬱を発していたかもしれない。 

 

自らが選んだ道だが、さりとて収入も将来も見えない。 

世が世なら、腕一本で名をなし、世に出る機会もあったろうが、なにしろ二百

六十年間の平和な時代だ。 

そもそも武士の存在理由が問われていたのだ。 

信兵衛はやり場のない憤懣の日々を送っていた。 

 

やがて賭場では「せんせい、せんせい」と呼ばれ悪い気はしなかったが、明日

は依然として見えなかった。 

盛蔵の心づけだけでは、あまりにも手元不如意。また労咳
ろうがい

（結核）を発してか

らというもの、薬代にも事欠くようになった。 

江川玄徳のところには、お八重が薬を用立てに行ったが、この時代、三日で一

分、およそ現在の 1万円である。 

玄徳はこのところずっとツケということで、お八重を気遣い薬代を受け取って

いなかったくらいだ。 

 

玄徳も事情を察しており、あまり差し出がましいことを訊くことはしなかった

ものの、お八重の心中を察して心が塞がれるような思いをしていた。 

もちろんまっすぐな性格の玄徳は、自分がお八重をどう思っているかなど、お

首にも出さぬよう心がけていた。 

もっともお八重のほうでは、そうした玄徳の気持ちなど露知らず。なにも言わ

ずに薬代を取らないでいる玄徳にただただ申し訳ないと思っていた次第。 

 

「それで、わざわざわれらを呼びとめなすった事情とは、どんなことでござい

ましょうな。」 

「ええ、それが、・・・」 

信兵衛が労咳を発したのは、佐原にやってきて半年も経たないころだった。 

かれこれ一年になるが、労咳はひどくなるばかりで、近頃は喀血もひどくなっ

てきた。 

当初、信兵衛は玄徳のところに通っていたが、労咳の悪化はあっと言うまであ

った。労咳だとわかってから、信兵衛はお八重への感染を畏れ、夫婦の営みも

ぱたりと止んだ。 

信兵衛の苛々はつのった。 

けっしてお八重に当たることは無かったが、賭場では倉科一家の若者たちとの

間に悶着を起こすことが多くなり、周囲は荒れる信兵衛の言動を、まるで腫れ

物でも見るようなありさまとなっていった。 

 

お八重が異変に気づいたのは今年に入ってからだという。 

最近三ヶ月というもの、誰かと話しているというのだ。 

 

「誰かと話している？」 



 

 

「はい。最初、庭でどなたかとお話されているのを聞いていたくらいでしたが、

頻繁になって参りました。そして、しばらくすると、・・・」 

 

お八重は口ごもった。 

「で、しばらくすると？」 

 

ある夜、それは信兵衛が賭場の立つ日に盛蔵から頼まれ、用心棒としてでかけ

た夜だった。 

独り寝をしていると、深更ふと目が醒め、胸騒ぎがした。 

すると部屋の隅の暗がりに人影を認めた。 

 

『何もの！』 

 

と、お八重は起き上がり、枕元にいつも置いておく懐刀を手に取ろうとしたが

どういうわけか体が動かない。 

そして、その影は次第に濃くなってゆき、どうやら僧体であることがわかって

きた。 

 

『お坊さま・・・』 

 

黒衣の僧侶はなにもまだお八重に触れてもいないのに、お八重の体はなにかも

のすごい力で布団に抑え込まれてしまった。 

そして、その後僧侶は衣を脱ぎ、お八重の寝間着も剥ぎ取った。 

お八重は恐怖も手伝って、身動きとれぬばかりか、声も出なかった。 

僧侶は貪欲にお八重の体を貪った。 

 

「それも、・・・未明まで、繰り返し繰り返し・・・」 

 

お八重は思い出すだに恐ろしいという表情で、顔色も蒼くなり、唇も小刻みに

震えていた。 

お八重によると、僧侶がお八重の体を味わい尽くすありさまは、あたかも餓鬼

が食べ物にむしゃぶりつくような醜悪なものであったそうな。 

 

「お許しくだりませ・・・」 

 

お八重はようやく言葉を発することができたが、それは懇願の一言だけだった。 

体中が僧侶の唾液で粘つき、果てることもなく犯され続けていくうちに、僧侶

は驚くべき一言を告げた。 

 

「そなたは引き換えじゃ。そなたの亭主と取引をしたからな。悪く思うな。亭

主に思いを遂げさせたいと思うなら、そなた、おのれの身一つなどになんの未

練も抱くでないぞ。喜んでおのれを投げ出すがよい。」 

 

僧侶による陵辱は一度も止むことなく、薄明かりが仄かに見え始めるころまで、



 

 

続いた。 

お八重はその間に、長く味わったことのない快感すら覚えるようになり、未明

にはほとんど狂乱に近い自分の姿態を思い出すたびに、罪の意識にさいなまれ

るという。最後は失神状態になり、気づくと夜が明けていた。 

僧侶はいなかった。 

自分は一糸まとわぬ姿であることから、なにごとか現実に起こったことは間違

いない。 

しかし、暗がりとはいえさすがに目が馴れていたはず。 

それにもかかわらず、僧侶の顔が思い出せないという。 

 

お八重の告白を聞いて、御坊と豊丸は、『亭主も亭主なら、この女も心を病ん

でいるのではなかろうか・・・』と思った。 

お八重は、話し終わると、その眼は真っ赤に泣きはらしたようになっていた。 

 

「わたくしは、幻を見ているのでしょうか。信兵衛さまが労咳を病んでからと

いうもの、わたしを気遣い、夜伽
よ と ぎ

をすることはありませぬ。引き換えとはなん

でしょう？ どなたかに仕官などの口を聞いてもらうために、わたくしが差し

出されているということなのでしょうか？ お坊さまがそれに一枚噛んでい

るということなのでしょうか？」 

「信兵衛さんは、その後帰宅されてから、なにか様子が変わったことなどあり

ませぬか。もしそうした謀(はかりごと)が裏で行われているとしたら、さすが

に良心が咎めるものでござりましょう。信兵衛さんの挙動言動になにか不自然

なところがあっても良さそうなものですが。」 

 

しかしお八重によると、まったく変わりない。 

以前からと同様、収入が得られず、お八重には苦労をかけて申し訳ないと心か

らの言葉をかけるという。 

優しさは変わらず、そうした謀をしているようにはまったく思えないというの

だ。 

 

それからというもの、信兵衛が賭場に入る夜に限って、あの僧侶がいつとはな

く足もとに立ち、未明まで貪られる日々が続いた。 

そして、いくら抗っても、結局は快感の極みに落ち、失神して朝を迎える自分

が恐ろしい、とお八重はほとんど取り乱しそうであった。 

 

「信兵衛さまに、このようなこと口が裂けても申し上げられませぬ、ずっと苦

しゅうて・・・わたしは、いかが致したらよろしいと、御坊さまはお思いにな

るでしょうか？ わたくしが、さきほど御坊さんをお見かけして、思わずすく

んでしまったのは、同じように僧体だったからで昼日中にもわたしの前に立ち

現れたのかと思い、ぎょっとしてしまいました。あれが夢なのか、ほんとうに

今も起こっていることなのかわからないだけに、言葉を失った次第です。・・・

それに・・・・」 

「それに？・・・」 

 



 

 

先日、それまでにないことが起こったというのだ。 

昼間、お八重がお使いに行って帰宅したところ、床に臥せっていた信兵衛が半

身を起こして誰かと話していたのだという。 

『あら、珍しい。お客さま？』 

そう思ったお八重がご挨拶にと寝間に入ると、誰もいない。 

信兵衛は、にこにこしながら『おお、お八重。帰ったか。ご苦労だったね。』

そういって、すぐまた別の方をみながら、なにやら話を続けたという。 

内容ははっきりとわからない。「見えない人」が信兵衛に語りかけていること

が多いらしく、信兵衛は返事をするていどで、本人はまんざらではない心地の

ようだ。 

お八重は、信兵衛が乱心したのかと心配になったのである。 

 

数日して、事態はさらに深刻になった。 

夕餉のとき。 

信兵衛は、菜粥がなかなかすすまず、お八重はたいそう心配した。 

しかし、信兵衛はことのほか上機嫌で、咳こみながらだれかと話し始めたので

ある。 

「いや、そう大した病ではござらぬ。そこへどうか、お座りになって。ええ。

そうですか。それがまことにありがちことで。わたしも世にでる機会をようや

くにして、手にすることができましょうな・・・」 

などと話しているのだ。 

 

お八重は、恐ろしくなり、いつになく声がうわずった。 

「信兵衛さま。どなたとお話しですか？」 

 

信兵衛は、はっと気づき、お八重の顔を見ると、不思議そうな表情をした。 

「誰って、この方だ。」 

そう言って、信兵衛は自分の膳のその前を指した。 

 

お八重は震えながら言った。 

「どなたもいらっしゃらないじゃないですか。お気をしっかりなさりませ。」 

「いない？・・・お前には、このご坊が見えぬのか？」 

 

『ご坊』という言葉を聞いて、お八重は絶句し、洗っていた茄子を床に落とし

た。 

『旦那さまは、あの僧侶と話をしているのか？・・・さては、この世のもので

はないのか？』 

 

今日、玄徳のところに行ったのは、薬もさることながら、このことを相談しに

いったのだという。 

夜になると、僧侶がきて犯されるという話はとてもではないが、玄徳にも出来

ず、僧である御坊、それも、幽霊や妖怪の調伏に名のある験力の持ち主、そう

玄徳から聞かされていただけに、意を決して相談してみようと思い立ったのだ

という。 



 

 

 

「ようお話くだされましたな。ご心中お察しします。・・・幽霊であろうか。

祟り、呪い、なんであろうか？」 

御坊は豊丸の顔を見た。 

豊丸は、違うといふうにかぶりを振った。 

御坊も同感だった。 

 

「お八重さま。一度、信兵衛さまとお会いしたほうが良さそうですな。明日、

玄徳のところにお連れ願いませぬか。医者に直接見てもらいましょうとでも申

し上げて。いかがですか？」 

「はい、お立ち会いいただけますか？」 

「もちろん、玄徳にはただ病状のことを。そしてわたしは信兵衛さまになにか

取り憑いていまいか、傍でよく見てみましょう。して、次の賭場はいつ？」 

「信兵衛さまが盛蔵から頼まれているのは明後日にござります。」 

「体に触るから、やはり明日、どうしてもお連れくださりませ。」 

 

二人はお八重を励まして見送った。 

「どう思うえ？ 豊丸。」 

「妖(あやかし)の気配がまったく見えないよ。」 

「そうよな。おれもそう思った。やはり、二人とも窮した挙げ句に、心を病ん

でしもうたのかの。」 

「それともなにか違うような気がする。これは今まであたしたちが経験したこ

とのないものかもしれない。」 

「嫌なこというねえ、あいかわらず。」 

「だってさ、信兵衛さん、自分を責めてるんだろ。お八重を幸せにできず、貧

窮に落として苦労ばかりさせてるって、そう思っているんだろ。仕官かなにか

知らないが、そのために自分の女房を差し出すかね。どうも話が矛盾している

よ。」 

「じゃあ、お八重さんの幻かね。とてもそうは見えなかったがね。言葉も、話

もしっかりしていた。眼も泳いじゃいなかったぜ。」 

「そうなんだよねえ。なにがあるんだろ？」 

「ときに、豊丸。最近どうして、その髪型にしたんだえ？」 

 

二人の道中が始まってすでに九百五年が起つ。 

ずっと豊丸は垂髪を、後ろで一本束ねにしていた。 

それがこのたび江戸を発つときから、根結い垂髪にしている。髷と垂髪を併せ

たものだ。安土桃山から江戸初期には流行ったが、この頃になると湯女や吉原

などの女郎に多いものの、一般には少なかった。要するに、古臭いのである。 

が、逆にそれが希少性からなのか、近頃では妙に艶っぽくみえる。 

 

「え、これ？ あんたが気に入るかと思ってさ。」 

 

しかもこのごろは「あんた」呼ばわりだ。 

完全に年季の入った夫婦(めおと)気きどりだ。 



 

 

 

「まあ、近頃じゃあ珍しいが、ちとこそばゆい感じもするがな。色っぽすぎて

な。」 

「へへへ、そうかい。そりゃ狙い通りね。昔さ、道後で返(はん)魂(ごん)をや

ったいねやの庄次郎の一件、あんた片付けたろ？」 

「おお、あれな。ちょうど二百年前のことじゃねえか。」 

「そう。あのときさ、あんた吒枳(だき)尼(に)に会ったって言ったじゃないか。」 

「そうだ。墓場でな。おれが呼び出したんじゃなく、向こうからな、頼みにき

た。あれがどうした。」 

「吒枳尼がどんな髪型してたって聞いたら、あんた根結い垂髪で、恐ろしいほ

ど綺麗だった、ってそう言ったじゃないか。」 

「そんなこと言ったっけな。」 

「言ったんだよ。でね、いつか真似しようと思ってさ。」 

「な、なにい？ なんだって吒枳尼の髪型を。」 

「だって、あんた、あの吒枳尼の化装姿、結構好きなんだろ？ そんな言いっ

ぷりだったよ。やばいくらい美人だったってさ。だから、あたしも負けたくな

いって思ってさ。」 

「馬鹿、ありゃあくまで『化装』だ。仮の姿だ。正体がどんなに恐ろしいお姿

か、おまえだってずっと昔尾張で、その眼で見たろうが。」 

「あれはあれ。これはこれよ。だって、道後で会ったときの吒枳尼にさ、あん

たちょっと心がよろけたんだろ。お見通しだよ。あたしを吒枳尼だと思って抱

いていいんだよ。へへへ。」 

 

御坊は、豊丸がだんだん吒枳尼に見えてきて、ぞっとした。 

ただ、そんな豊丸が、自分を一重に頼っている健気な感じを、愛おしいとも思

い始めていた。 

複雑な関係が始まっていた。 

 

翌日、お八重は信兵衛を伴って玄徳の診療所へやってきた。 

かなり労咳は進行しており、玄徳はもはや打つ手無しだと思ったようだ。 

一応、薬のほか栄養のつく食材の紹介をし、できるだけ酒は控えて、体力が落

ちないようにすることを勧めていた。 

信兵衛は、結核という病気がもたらす特有の傾向で、顔色は蒼白く、壮絶な美

しい面立ちになっていた。 

座っているのもつらそうな様子に、一同も言葉が少なくなった。 

玄徳との話が終わった信兵衛はお八重に腕を支えられながら、待合に出てきた。 

その日は、診療所は休門の札を掛け、患者は独りもいない。 

御坊と豊丸が茶を飲んでいる前を通り過ぎるとき、二人には見えた。 

信兵衛の体に重なるようにもうひとつの黒い影が。 

二人は顔を見合わせ、声を掛けた。 

 

「もし、信兵衛さま。お八重さまの連れ合いにござりましょ？」 

 

信兵衛は、さもおっくうな様子で、やおら振り返ると、「いかにも、それがし、



 

 

信兵衛でごある。八重がこちらでたいへんお世話になっておりますゆえ、お二

人もわたしのことをご存じなのかな？」 

「さようで。ちとお話してもよろしゅうござりますか？」 

「なにか、ご用でも？」 

「ありもうす。信兵衛さまに取り憑いているもうひとりの何者かについてでご

ざる。」 

 

信兵衛は、ぎょっとしたような表情になり、立ちすくんだ。 

「取り憑いているとな？」 

「さよう。生の人間では到底ござりませぬな。お心当たりはありませぬか。」 

 

信兵衛はしばらく黙って眼を閉じていたが、お八重に言って二人の前に座らせ

てもらった。 

御坊と豊丸は、お八重には外してもらった。 

信兵衛になにかお八重には知られなくない秘密があるのではないかと勘ぐっ

たのだ。 

お八重は察して、『わたくし、一度、宅に戻って参ります。一刻ほどここでお

待ちいただきましょう。』と言って、診療所を去った。 

 

お八重がいなくなったのを見計らい、信兵衛はおもむろに御坊に訊ねた。 

 

「それは、・・・その影は僧体でござりましょうや？」 

「いかにも、僧体にござる。」 

 

信兵衛は『ああ・・・』と言って、肩を落とした。 

 

信兵衛は少しずつ話し始めた。それはお八重の話を上回る奇怪なものであった。 

信兵衛が労咳を患い始めてから、なにもかもが思い通りにゆかず、お八重に苦

労ばかりをかけていることに、心が始終痛むようになった。 

それは、お八重の話からも伺えることであった。 

ある日の昼下がり、庭でぼんやり梅の蕾が開くのを眺めていたとき、独りの僧

侶が庭先に立っているのに気づいた。 

 

「ご坊、なにか御用か？ 申し訳ないが、このような労咳の身で、貧乏の極み

にござる。お恥ずかしいが一銭の喜捨もままならぬ。」 

 

そう言うと、僧侶は編笠を取りながら近づいてきた。 

 

「信兵衛どの。」 

「わたしの名をご存知か？」 

「知らぬ人はおらぬ。いや、たとい今は知らずともみなそのうち御名を知るよ

うになる。」 

「はて、なにを申されておるのか・・・」 

「御手前は、選ばれし者ゆえ。」 



 

 

「選ばれし者？ このわたしが。ご冗談を。このような・・・」 

 

そう言いかけると、僧侶は畳み込むようにして語り始めた。 

信兵衛の剣は世に比類ないもの。 

かつての新免武蔵、荒木又右衛門、古くは塚原卜伝、上泉信綱など及びもつか

ぬ剣聖。世が世なら、天下にその名を轟かす剣豪にござろう。」 

 

信兵衛は、悪い気はしなかったがおよそありえない話。 

笑って聞き流した。 

 

「お褒めいただくのは過分にござる。わたしは少々腕に自信がござりましたが、

今ではこのありさま。もはや夢も、将来もなにもござらぬよ。」 

「御手前、なにもご存知ないと見ゆる。」 

「？」 

「すでに諸藩では、旗本村田家を離れた御手前に、仕官を望む声が澎湃と湧き

上がってござるぞ。」 

「まことでござるか？」 

「知らぬは本人ばかりなりとな。哀れなこと。」 

 

僧侶はそう言い遺し立ち去った。 

信兵衛は、まだ僧侶が言った言葉が信じられぬようであった。 

 

それからというもの、ふと気づくと、その僧侶が縁側で横に座っていたり、寝

ているうちに枕元に座っていたり、頻繁に現れるようになったという。 

不思議なのは、どうしても顔が思い出せぬという。 

しかし、明らかに幻ではなく、お八重が不在のとき、信兵衛自ら茶でもてなし

たそうで、お八重が帰ってきて、『あら、お客さまでしたの？』と言ってそれ

を片付けたこともあるくらいだ。 

 

黒づくめの僧侶は繰り返し、信兵衛を『選ばれし者』と呼んだという。 

そしてそれは五月十二日に成就するであろう、とも言ったそうな。 

この日は、五月十日であった。 

つまり僧侶の言う、『選ばれし者』になるその日は、明後日に迫っているとい

うのだ。 

信兵衛は、すっかりその気になっていた。 

きっとどこぞの藩から仕官の誘いがくると信じているようであった。 

 

玄徳も、御坊も豊丸も、この話を聞いて、どうみても信兵衛が錯乱していると

しか思えなかった。 

信兵衛がそのほかに、どんなことを僧侶と話したのか問いただしたが、とりた

ててこれといった内容は聞き出せなかった。 

 

やがてお八重が戻ってきて、信兵衛を抱きかかえるように診療所を後にした。 

三人は顔を見合わせたが、なかなか合点のいく答えを見つけることができなか



 

 

った。 

「どうも腑に落ちん。まだ信兵衛どのはなにかお話になっておらぬな。」 

「あたしもそう思う。肝心なことを話していないような気がする。」 

「さりとて、隠す意図も感じられぬ。」 

玄徳が口を挟んだ。 

「なにを言っていないのだろうか？」 

「女房を『引き換える』という話さ。お八重さんは、はっきりそう聞いたとい

う。それで身も心も震えたと言っていた。聴き間違えるはずがない。」 

「御坊、おまえさっき信兵衛さんに、黒い影が被っていると言ったな。」 

「おう。言った。」 

「ほんとにそうなのか。」 

「ほんとだよ。」 

豊丸が答えた。 

「だから、なにかいるんだ。でもそれがなにかわからないんだよ。」 

「わしには見えん。」 

「玄徳、そりゃおまえには見えんさ。見えるほうがおかしいんだ。見えなくて

いいものよ。よし、とりあえず、なにかわからんが、祓(はら)ってみるか。そ

うすれば、嫌がって正体を出すかもしれん。」 

 

そこで、御坊と豊丸は信兵衛宅を訪れることにした。 

申刻。二人が信兵衛宅に行くと、信兵衛は疲労が出たのか、床についており、

熟睡していた。 

庭を見ると、かなり荒れていた。信兵衛がもう庭仕事をする力などとうに無く

なってから久しいのであろう。藪に近い状態だ。 

ただ、中に昨年から大切に育てていたという牡丹が、真紅の大輪の花をたった

一輪だけ、見事に咲かせていた。 

御坊も豊丸も、おもわず感嘆の声を上げたくらいだった。 

 

「ちょうど良い。今のうちに祓ってしまおう。」 

 

御坊は、香を焚き、破邪の法を施した。 

 

「おん そんば にそんば うん ばざら うんぱった おん そんば に

そんば うん ばざら うんぱった おん そんば にそんば うん ばざ

ら うんぱった・・・」 

 

降
ごう

三世
さんせい

明王の真言だった。 

天竺にシヴァという恐ろしい神がいた。 

異教とはいえ神は神。その神ですら腕力でねじ伏せ、足下に踏みにじり頓死さ

せた明王。その神を敢えて一度蘇らせ、もう一度『殺してやろうか』と恫喝し

て、仏法に帰依させた荒療治の憤怒仏。無敵の明王である。 

半刻もしたであろうか。 

ふと、御坊の真言が止まった。 

豊丸とお八重は不審そうな顔で御坊を見た。 



 

 

御坊は、固まっていた。 

ゆっくり二人を見返すと、「おい、違うぞ。これは。信兵衛さん本人だ・・・」 

「なんだって？」 

「信兵衛さまの分身だ。妖(あやかし)でも、幽霊でもねえ。・・・降三世が効

かないなどということはありえぬ。まったくしっぽを出さぬのよ。ってことは、

信兵衛さま本人以外になかろうが。お八重さま、僧侶が信兵衛さまの前に現れ

る頃、なにかお宅でありませんでしたか？」 

「梅の咲く頃にございますね。・・・とくになにも・・・あ、強いていえば、

そうですわ、三ヶ月ほど前ですものね。宅にはそれまで雄の黒猫がおりました。 

野良猫でござりましょうが、信兵衛さまは無聊(ぶりょう)な毎日でしたので、

それを見かけると、わずかな餌をやりました。それ以来、家に居着きましてご

ざいます。 

それが、梅の花が咲く頃あたりから、とんと姿が見えなくなりました。」 

 

それを聞いた二人は、思わず顔を見合わせた。 

「猫又？・・・」 

 

きょとんとしているお八重を置いて、二人はどたばたと家を出た。 

道々、豊丸が言った。 

「八幡の祠だろ？」 

「あそこしかあるまい。玄徳が会った僧侶だ。同じ僧侶だ！」 

 

街道を成田に向かって戻り、三町ばかり。 

見覚えのあるみすぼらしい八幡の祠があった。 

まだ夕暮れまでわずかに時間がある。 

二人はそのあたりに落ちていた木の棒で、目新しい不自然な土盛りを辺り構わ

ず掘り返していった。 

すると、「あったあった・・・」と豊丸が御坊を呼んだ。 

行ってみると、そこに白骨化した猫の骨が埋められていた。まだかなり体毛が

まとわりついた惨めな有様だった。そして、首が無かったのだ。 

 

「猫又だ。」 

「なにをやったんだよ、信兵衛さん。・・・」 

「おそらく、その黒猫というのは、老猫だったろう。かなり年老いていたはず

だ。猫又使いにはは、老猫を使う。まず絞め殺す。そしてその首を祀って、四

十九日。月明かりに照らされているうちに猫の怨霊が蘇る。それは祀った者の

ために、栄華をもたらす。人を殺す。銭をつくる。それこそなんでもやる。使

役するために蘇らせる。それが、猫又。・・・どこぞに、祀ってあるはずだ。・・・

月光に照らされる場所。誰にも見つからない場所。・・・どこだ？ わからん。

そんな場所があるか。・・・」 

「じゃあ、あのお八重さんをなぶりまくっているあの僧侶は？」 

「間違いねえ。猫又だ。信兵衛さまが蘇らせ、自分の本懐を遂げるために、自

分の代わりに使役している。しかしそれは同時に信兵衛さまの執念が生み出し

たものでもある以上、信兵衛さまそのものであるとも言える。・・・」 



 

 

 

御坊の説明はこうだった。 

 

信兵衛は勘当されて以来、やることなすことすべて裏目に出て、酒浸り、挙げ

句の果てには労咳になり、もはや明日を期待すべくもなくなった。 

お八重には相済まぬという悔悟の念と、自身の夢破れた挫折感から、次第に神

経を病んだ。 

やがて、なんとか呪術に頼ってでも道を開きたいとあらぬ方向へと思いがよれ

ていった。 

どこで仕入れたのかわからないが、猫又を使役する呪法を知った。そこでたま

たま家に居着いていた黒猫を殺し、四十九日後に猫又として蘇らせようとした。

しかしな、素人がやった呪法だ。ろくな結果になるはずがない。おそらく、な

にも起きなかった。だから信兵衛もさぞがっかりしたであろう。 

しょせん、まじないはまじないにすぎぬと。 

猫又なぞただのつくり話だと。 

そうは言っても、病状の悪化とともに剣の道、お八重を幸せにしてやりたい、

そうした本懐を遂げたいという執念だけはどんどん膨張しゆき、信兵衛本人の

制御も効かなくなっていった。 

本人はよほど呪法が成功したと思いたかっただろう。だから、またその思いも

過剰なまでに膨れ上がり、その執念が、得体の知れない僧侶の姿で彼の前に立

ち現れた。あれは、信兵衛本人がつくりだした幻影だ。 

しかも実体化するほどその執念は凄まじい。 

僧体で現れたのは、武士の対極にあるものだからだ。 

武士は人を殺すのが稼業。僧侶は生者であろうと、死者であろうと救うのが稼

業。真逆に位置する存在だ。 

『選ばれし者』という思いは、剣の道を志した信兵衛本人の切ない夢だ。それ

を分身の僧侶が語ることで、信兵衛は溜飲を下げる思いがした。 

労咳だから、お八重を抱くこともできない。お八重まで労咳にしたらそれこそ

悔やみきれぬ。しかし、信兵衛はお八重を抱きたい。愛おしみたい。その激し

い情も、僧侶が言わば代行した。 

信兵衛という武士（俗）と僧侶（聖）。 

信兵衛にとっては今はとても叶(かな)うことのないものを、すべて僧侶が代弁

し、代行している。 

 

「恐ろしいものよな。人間の執念というものは、追い詰められるとそこまでの

ものを生み出し、お八重さんにまでその力が及ぶのだからな。・・。・」 

 

じっと御坊の話を聞いていた豊丸は、今ひとつ腑に落ちなかったようだ。 

「あんた。あたしにゃまだ納得できないよ。なにか裏にあるんじゃないかね、

もっと。」 

「そうかい？ なにがありそうかな。」 

「わからないけど。いいよ、僧侶というのが信兵衛さまの妄執が作り出したも

のだとしようよ。信兵衛さまこうありたいという願いを代弁したり、代行した

りしているとしようよ。じゃあ、あの玄徳さんが会ったという、僧侶の格好を



 

 

した月下老人はなんなんだい？ 猫が埋められていたじゃないか。なんで玄徳

さんの前にまで立ち現れたんだろうか？」 

「しかも、玄徳に子持ちの女が嫁いでくるなんて出鱈目を言ったしな。確かに

あの場所に、猫は埋められていた。誰がやったのかなにも証拠はない。しかし、

これは偶然とは思えない。あの死骸にまとわりついていた毛はどうみても、黒

猫よな。」 

「うん。黒猫だったよ。」 

「どんな関係があるんだ？」 

「わからないよ。」 

「まいった。確かに玄徳は、僧侶とここで話をしたと言ってたもんな。ここで

壁にぶつかっちまったようだ。・・・」 

 

夕暮れなずむ街道を二人は言葉少なくとぼとぼと診療所に戻ってきた。 

まかないの下女につくらせた夕餉の膳が用意されていた。 

二人の意気消沈した様子を見て、玄徳もあまり詮索せず、できるだけ他愛無い

話で笑いを誘ったが、結局三人は黙りこくったまま、食事を終えた。 

 

「明日は賭場が立つ。信兵衛さまは、あの体でやっぱり行くんだろうな。」 

「もう無理だ、あの病状では。長くない。酒も止めていないようだし。お八重

さんが気の毒だ。」 

玄徳はしんみり言った。 

豊丸が気にしていたのは、その次の日、つまり明後日だ。僧侶が言ったという

『約束の日』だからだ。 

 

「なにが起こるってんだ。信兵衛さん、あんたなにをしようってんだ。・・・」 

御坊は苛立たしげに、箸を置いた。 

 

翌日、午過ぎに玄徳は隣町の天領から使いがきて、往診を頼まれた。 

お偉いさんの病状が篤いというので、お抱えの藩医が助っ人を頼んできたのだ。 

いささか遠出になるので、明朝戻るということでその夜、診療所はまかないの

女中などが帰ってしまうと、御坊と豊丸の二人だけになった。 

 

風呂から帰ってきて、二人でしんみりと信兵衛やお八重の身のうちを案じては、

ため息ばかりをついていた。 

そのとき、ふとした瞬間である。 

豊丸がいつになくすべてを見通すような目つきになり、御坊を見つめた。 

 

「なんだい？ なにか思い当たったか？」 

 

豊丸は、昨日から万年床になっていた上に腹ばいのまま御坊を見ていた。 

 

「なんだよ。気味悪いな。なんか言えよ。」 

 

豊丸はおもむろに言った。 



 

 

「そのほう、猫又なぞおらぬと言いおったな。」 

「？」 

 

その声は、豊丸の声ではなかった。 

ふと見ると、顔はかつて道後の墓場で会ったときの吒枳(だきに)尼の顔に変わ

っていた。 

 

「だ、だきにてんさまあ！」 

 

御坊はひれ伏した。 

豊丸、いや吒枳尼天は腹ばいになったまま片肘をつき、御坊を諭すように言っ

た。 

 

「猫又はおるぞよ。そのほう、つくり話じゃ。ただのエセまじないじゃ、と申

すのは間違いぞ。」 

「ははああ！ しかし、信兵衛が作り出したものはしょせん幻影。お八重どの

もしょせん錯乱して幻影を見ただけと・・・」 

「わらわが、おると言うておるのじゃ。異論を唱えるか？」 

「いえ、とんでもござりませぬ！ おっしゃるとおりでござります！」 

 

吒枳尼はふふっと笑った。 

「調子のいい男よな。ま、そんなそのほうがわらわもかわゆくてならぬがな。」 

 

吒枳尼はなまめかしい色香を紛々と部屋中に漂わせていた。 

御坊がぞっとするほど美しいといった、あの道後で会ったときの容姿そのまま

で出てきていたのだ。 

 

「よいか。信兵衛は猫又を生み出したのじゃ。自身、思うままにならぬゆえ、

代役を生み出したのじゃ。信兵衛は猫又の呪法に失敗したと思うておるじゃろ

う。なにも起きなかったと思っておるじゃろう。が、実は猫又はたしかにつく

りだされておる。信兵衛も気づかないがの。・・・信兵衛の運命(さだめ)はも

うすでに決まっておる。わらわが悪いようにはせぬゆえ、安心せよ。あまつい

を食うたあと、ちゃんと然るべきところへ導いてやろうぞ。お八重の前に立ち

現れたのも猫又。玄徳の前に現れたのも猫又。いずれも信兵衛の分身にして、

信兵衛そのものよ。こうありたいと思うた信兵衛そのものよ。わかるか。」 

「はああ！」 

「見守ってやれ。わらわもただそのときを待っている。そのほうも、黙って見

送ってやるがよい。ときに・・・」 

 

吒枳尼は自分の一方の肩の衣をはだけさせ、真っ白な肌を露わにしてみせた。 

 

「そのほう、わらわを抱きたくはないか？ ほんとうは抱きたいのであろうが。

豊丸は健気じゃのう。おまえが道後で会うたときのわらわにぞっこん惚れてし

まったのを見逃さず、同じ根結い垂髪にして見せるなど。かわいいおなごでは



 

 

ないか。どうじゃ、ほんものの吒枳尼を抱いてみるか。この世では味わい尽く

せぬ快楽を与えてやってもよいぞ。」 

「め、滅相もござりませぬ！ とんでもないことでござります。」 

 

御坊はするっと後ろに下がって、またひれ伏した。 

吒枳尼は、ほほほとさも愉快そうに笑った。 

「冗談じゃ。許せ。ほんにおまえは単純でよいの。今、一瞬わらわを抱いてい

るありさまを頭に思い描いたな。ほほほ。まあ良い。せいぜい、豊丸をかわい

がってやるがよい。・・・わらわと思うてな。」 

 

御坊は図星だったので、冷や汗をかいていた。 

恐る恐る吒枳尼を見上げると、もう豊丸の顔に戻っていた。 

 

「どうしたんだい。観音さまでも拝んでるのかい、あんた。」 

 

豊丸は不思議そうな表情で御坊がひれ伏している様子を見ていた。 

片方の肩は露わになったままだった。 

冷や汗を拭いながら、御坊が言った。 

 

「今、吒枳尼が来た。」 

「え？ どこに？」 

「おまえよ。」 

「あたし？」 

「おお、お前に乗り移っておった。びっくりしたなあもう。」 

「で、あたしがなんて言ったんだい。いや、吒枳尼がなんて？」 

「猫又はおる、と。」 

「やっぱり、ただの幻影じゃないんだ。」 

「そうらしい。あの僧侶というのは、猫又だと。信兵衛がつくりだしたものだ

が、本人も気づいておらぬとな。しかし、信兵衛そのものに成り代わって、猫

又が信兵衛の前に、お八重の前に、そして玄徳の前に立ち現れたと、そう言っ

ておった。信兵衛の代役だが、信兵衛そのものでもある、とな」 

「やっぱり。で、どうしろと？」 

「なにも。なにもするなと。ただ見守ってやれとな。しかし、これも縁じゃ。

おれになにかやることが与えられているはずなんだが。・・・」 

「で、そのほかには？」 

「いや・・・な、なにも言うておらなんだ。」 

 

御坊は口ごもった。 

『わらわを抱いてみるか』という話は、とても豊丸には言い出せなかったのだ。 

豊丸は、がっかりしたような顔になった。 

 

「ちぇっ、あたしがせっかく道後であんたが会ったときの髪型にしたのに、駄

目かい。あ～あ、吒枳尼はあんたがかわいいんだよきっと。あたしなんか眼中

にないのさ。」 



 

 

「あんな化け物に関心を持たれる方が恐ろしいわい。」 

「まあそうだけどさ。ちょっと妬(や)いちゃうな。」 

「ばかばかしい。」 

 

そう言いながら、御坊は万年床に這っていき、豊丸を仰向けに転がした。 

そして乱暴に胸元を左右に開き、豊丸の上半身を開(はだけ)けさせた。 

 

「あんた、もっとやさしくしてよ・・・」 

 

豊丸は小さな声で言った。 

 

「うるさい。」 

 

御坊は獣のように豊丸をなぶり始めた。脳裏には、吒枳尼の化装した妖艶なあ

りさまが焼き付いていた。・・・ 

 

夜半、汗まみれになった二人は、ぼんやりと行灯が映し出す天井の木目模様を

眺めていた。 

 

「今日のあんた、すごかったね。・・・」 

「・・・」 

「なに、少しはあたしに惚れ直したのかい？」 

「わからん。そんなとこかもしれん。」 

「えへへ。もっとしていいよ。」 

「もういいって。」 

「遠慮しないでさ、ねえ、あんた。あたしは、あんたになら首を刈られても本

望なんだ。好きなようにしていいんだよ、ねえ、あんたあ・・・」 

 

御坊は『首』という言葉にはっとした。 

 

「おまえ、今『首』って言ったな。」 

「そうだよ。あんたに殺されてもあたし、恨みなどしないよ。いっそ、殺して

ほしいくらいなんだ。・・・」 

 

御坊はがばっと床から身を起こした。 

「首だ。八幡の祠には猫の首がなかった。猫又にするには、四十九日の間、月

光に晒さなければならない。誰にも邪魔されず、誰にも怪しまれず、それがで

きる場所は？」 

「あるのかい、そんな場所。」 

「あった・・・」 

「どこよ？」 

 

御坊は豊丸の顔を見つめながら、だまって指を後ろの壁のほうに向けた。 

「え？ 厨房？」 



 

 

「ばか、違うわい。裏手の蔵のよこに玄徳が設けた縁台よ。この前玄徳が言っ

ておった。やくざものの用心棒に雇われている、零落した若侍が肺病病みで、

この前ひょっこり猫の頭骨を持ってきたとな。玄徳が動物の骨格と人間のそれ

をくらべて研究をしているので、みなが骨を持ち寄ってくると。なかには行き

倒れの死骸から人の頭骨を持ち込む奴もあると。その若侍が持ってきたのは、

猫の頭骨だったそうな。・・・」 

「そうか。あそこなら、夜は始終月光に照らされて、だれも手をつけることを

しない。」 

「考えたな、信兵衛さまは。で、自分が名を遂げたら、どうせ死ぬであろう。

後は、八重を宜しくお頼み申す、とそういう意味も込めて玄徳のところに持ち

込んだのよ。・・・しかしそれにしても、猫又だとして、降三世の真言にも、

よく狼狽せず姿をしっぽを出さなかったものよな。」 

「猫だからさ。猫は隠れるのがうまいんだよ。」 

「そうかもしれん。そうか。降三世では相手が違うわ。猫又も使役のために殺

され、心ならずも信兵衛さまの代役として使われておる。しょせん救われたい

魂だからな。阿弥陀か地蔵、せめて観音で成仏させてやればよかったんだな。

いきなり、降三世をおれが引っ張り出して、ぶっ殺そうとしたものだから、怖

くなって隠れちまったんだな。すまんことをした。哀れなことをしてしまった

な、おれは。」 

「吒枳尼は手を出すな、見守れと言ったんだろ。」 

「そうだ。なにもするな、とな。しかし、おれがかかわった以上、なにかをす

ることになるはずだ。それはなんだ？」 

「そのうちわかるよ。それよりさあ・・・ねえ、あんたあ・・・」 

 

豊丸のおねだりはしつこかった。その瞳はもうとろんとしていた。 

朝までまだ時間はたっぷりあった。 

・・・ 

 

夜が明けて、二人は信兵衛宅にご機嫌伺いにいった。 

信兵衛は昨夜、賭場には行かなかったそうだ。 

意外だった。 

倉科組の若い衆が使いにきて、盛蔵が『お体にさわるので、今宵はお出ましな

らずに結構です。お宅で養生されますように。』といって、心づけの銭も届け

てきたそうな。 

盛蔵の好意に甘えて信兵衛は一晩を自宅で休んだようである。 

お八重の話では、僧侶は現れなかったという。 

 

午過ぎ、四人が信兵衛宅でよもやま話をしているところへ、玄徳が息せき切っ

た走り込んできた。挨拶もそこそこに宅内に信兵衛が健在であるのを見ると、

安堵したように言った。 

 

「今日、出張からけえってきたら、賭場が開かれた料亭でえらい騒ぎになって

いてな。聞けば、昨晩の賭場には隣町の山岡一家の若い衆も来ていたそうだ。

そこでいかさまだ、いいがかりだと悶着になり、斬り合いになったと。いや、



 

 

おれは信兵衛どのが昨夜賭場に入られたとばかり思っておったので、慌ててこ

ちらに駆けつけたのだが、途中町の衆によれば、山岡組には一人だけ死人がで

だが倉科組では軽傷のものがいただけで、誰も死んでおらぬと、そう聞いたが。

まあ、大事なくてようござった。」 

 

玄徳は汗を拭って一息ついた。 

そして眉間に皺を寄せて言った。 

「しかし、これは出入りになるな・・・」 

「確かに。ただでは済まぬ。このまま手打ちになれば良いがな。」 

 

日中、信兵衛の容態はつとに悪化した。 

ほとんど床に臥(ふ)してばかりいた。 

そもそも僧侶の話を真に受けて、今日こそは『約束の日』だと口走るばかりだ

った。 

今なら、おそらく結核性髄膜炎という診断になるのであろうが、幻影と妄想を

いだき、それを口にするようになっていたようだ。 

それを聞くたびに、お八重は肩を震わせていた。 

玄徳は『今宵は、もしかしたらヤマかもしれぬ。』そう言い遺して診療所へ帰

っていった。とてもお八重の苦衷を見てはいられなかったのだ。 

 

戌刻、倉科組の若いものが飛び込んできた。 

 

「出入りでござんす。村田のせんせい、もし具合がよろしければ、ぜひともお

出まし願いてえと、うちの盛蔵親分がそう申しておりやす。場所は与田浦と利

根川の間の加藤州。亥刻。確かにお伝えしやしたぜ！」 

 

「おお、ついに。時間が無いではないか。さればわたしも・・・」 

 

信兵衛はそれまでうつろだった面持ちから打って変わって、眼がらんらんと闘

志にみなぎっていた。 

お八重は、泣きながら『養生なされませ！』とすがりついたが、信兵衛はまっ

たく聞く耳をもたなかった。 

完全に錯乱していたようだ。 

 

「そうじゃ。今宵は、『約束の日』じゃ。『選ばれし者』となる大事な一日じゃ。

諸藩の方々もお揃いで、お出まし頂いていることゆえ、今日という日はわたし

は存分に働かせていただこうぞ。・・・」 

 

信兵衛は根も葉もないことを口走りながら支度をし、お八重を振り切って飛び

出していった。 

 

「なにを諸藩の方々など・・・そんなものはおりませぬ。やくざの出入りにご

ざりますよ。信兵衛さま、お気をしっかりお持ちに・・・」 

 



 

 

お八重はときどき、御坊たちに『お願いにござります。お止めしてくださいま

し。』と懇願したが、二人は黙ってそれを見送った。『どうして？ どうして？ 

お見捨てになりますの？』お八重は半狂乱だった。 

御坊は静かに言った。 

 

「信兵衛さまの本懐を遂げさせて上げましょう。これが最後の機会に違いない。

残されたお八重さま、ここはつろうござりましょうが、信兵衛さまのお心を大

事にしておきましょうぞ。」 

 

お八重は泣き崩れた。 

 

三人は、なにすることもなく、ただ黙って待ち続けた。 

お八重も気を落ち着けたようで、お茶を入れて、『さきほどは、お見苦しいと

ころをお見せして、申し訳ござりませんでした。お許しください。』としきり

に謝っていた。かすかに愛想笑いもできるようになってきていた。 

 

五月の気持ちの良い夜風が宅の中にも流れこんできた。 

表の藪のほうからは、季節はずれの虫の声が聞こえてきた。 

クビキリギリス、シブイロカヤキリ、キンヒバリなどが入り混じって、結構な

賑わいだ。 

未明近くになり、ぼっとんという重い音が庭先から聞こえた。 

大輪の牡丹の花が、重みに耐えかねてとうとう落ちたのだ。 

 

「亡うなったのかの・・・」 

 

御坊は寂しそうに言った。 

 

夜が明けてしばらくして、倉科盛蔵じきじきに宅を訪れた。若い衆が十人ほど

付添、戸板に信兵衛を載せ、運んできたのだ。 

全身十数箇所を斬られていた。致命傷は後頭部に、トビのようなもので一撃を

食らったようだ。 

しかし、まだ虫の息で絶命はしていなかった。 

 

盛蔵の話によると、山岡一家との出入りは向こうが八十名ほど、こちらは半分

にも満たない三十数名。 

結局、地の利を得ていた倉科側が勝ち、山岡一家は三名の死者を出して総崩れ。

倉科側は負傷は続出したものの、死者は一人もなかった。 

そこへ、どういうわけか信兵衛が駆けつけてきて、自分たちが止めるのも聞か

ず、一人で逃げる山岡一家を追って走り去ったと。 

 

「なんで信兵衛さま、お出ましになったんですかい。あっしが昨晩の賭場のお

つとめも御無用、お宅で養生に専念なさるようにと申し伝えたはずでしたに。」 

 

盛蔵は残念至極という苦渋の表情だった。 



 

 

 

「いや、そんなことはない。親分のところの若い衆が一人飛びこんできてな、

戌刻の時分だ。それで、ぜひお出まし願い、助太刀頼むとそう伝言があったぞ。」 

 

盛蔵は血相を変えた。 

「そんなことはありませぬぞ。」 

 

後ろの若い衆立ちの間で、にわかにざわつきがはじまった。 

数名が名乗り出て、昨晩、留守居をしていたその数人のところに、黒衣の僧侶

が一人やってきて、『盛蔵親分からの伝言だ。このさきの信兵衛と申す侍に、

ぜひ助太刀にお出まし願いたいと、急ぎ伝えるように。そう申し使った。』と

言われたそうな。 

それで一人が信兵衛のところに注進したということだったらしい。 

 

「どんな坊主だい？ おれは坊主なんかと昨夜は会うておらぬぞ。」 

 

留守居の数人はたしかに見たが、顔はよく覚えておらぬと言う。 

御坊と豊丸は、顔を見合わせた。 

「猫又だ。・・・」 

 

ちょうどそのとき、一同が見守る中、信兵衛は絶命した。 

末期の言葉もなにもなく、顔はむしろ笑っているようであった。 

お八重は、もう涙が涸れていた。 

袖口で目尻を拭うと、震える声で言った。 

 

「ご無理をなさるから・・・でも、本望ですわね。最後に剣を振るうことがお

できになって・・・」 

 

明るくなってきた。盛蔵たちは金一封を置き、深々と頭を下げて辞去していっ

た。 

庭を見ると、牡丹は無残に地に落ちて、大柄な花びらを散らしていた。 

巣立ったばかりのスズメやシジュウカラのさえずりが聞こえてきた。 

 

しばらくして、表に人の気配があった。 

「ご免くだされ。」 

 

豊丸が「あたしが・・・」と言ってでていった。 

豊丸は眼を見張った。 

僧侶だった。 

網笠を深く被ったまま、顔は見えない。 

 

「御坊どのは、こちらに？」 

 

豊丸はじっと僧侶を凝視したまま、部屋の奥にいる御坊に大きな声をかけた。 



 

 

「ちょいと、あんた！ 御坊さん、来ておくれ。」 

 

御坊が戸口にやってくると、思わず立ちすくんだ。 

 

「御手前は？」 

「名を名乗るようなものではござらぬ。御坊どの同様にござりまする。わたし

は、これでお役目を終えましたゆえ、暇(いとま)させていただきたく。一言ご

挨拶にまいった次第。」 

「すべてが終わったのかい？」 

「いかにも。終わりもうした。なるべきように、なりもうした。それでは。」 

 

僧侶は二、三歩立ち去りかけたが、ふと立ち止まり、やや振り返ったまま話し

だした。 

 

「そうそう、忘れるところであった。信兵衛さまから言伝(ことづて)が。・・・

この佐原から街道を成田に向かう途中、そうさな、三町ほどのところに小さな

八幡の祠がある。そのすぐ下の盛り土に不浄のものを埋めてある故、『一つに

して』供養してくださらぬかと。柏の大きな木の下にござりますと、そう申し

ておりました。しかとお伝えいたしましたぞ。では、これにて・・・」 

 

僧侶はゆっくりと歩き始めた。 

御坊はただ黙って見送った。豊丸は全身の毛が逆だっていた。 

朝日の中で、当たりの雑木林の間から漏れてくる眩い光にところどころ照らさ

れる僧侶の姿は、次第次第に薄くなり、街道に突き当たるころには、とうとう

霞のように消えてしまった。 

後に、ちりんという鈴の音だけが一度、それも長く響いているばかりだった。 

 

当日、御坊と豊丸は玄徳に尋ねてみると、果たして信兵衛が持ち込んだという

猫の頭骨はたしかにあった。 

裏手の蔵の近くに設けた縁台に、数々の頭骨の標本が無造作に並べられていた

が、その中にそれはあった。玄徳が、『信兵衛 天保十五年如月四日 老猫 雄』

と表札がくくりつけてあった。 

 

二人はそれを持って、八幡の祠に詣でた。 

そういえば、八幡は武家の神、武神であった。 

前日掘り返した猫を掘り返し、頭骨を一緒に埋葬し直した。 

御坊が読経し、香を焚き、『一つにして』供養し、すべてが終わった。 

猫又は鎮まった。 

 

二人は数日滞在を延長した末に、鹿嶋へと発った。鹿嶋では思った以上に苦戦

し、調伏に一ヶ月を要したが、とうとう収め終えた。 

庄屋からは大枚の駄賃を受け取り、意気揚々と佐原に戻ってきたところ、玄徳

から意外なことを聞かされた。 

 



 

 

「お八重さんがな、懐妊しとったのだ。亡くなる前に、信兵衛さまが子を宿し

て逝ったということだなあ。不憫よのう。」 

 

二人になったとき、豊丸が言った。 

「あの僧侶かな？ 猫又の子ってことかい？」 

「いや、猫又でも、信兵衛さまでも同じこと。吒枳尼がそう言ってた。」 

豊丸は、いやらしそうな笑顔になって御坊に言った。 

「あんた・・・やっぱり吒枳尼にぞっこんなんだろ。あの化け物の化装に騙さ

れてさあ。それよっか、あたしのほうが良かないかい？ この髪型、気に入っ

たろ？ この前、一晩中、あたしを泣かしてくれたじゃないか。・・・ねえ、

いいだろ？」 

「おめえ、ほんとに色鬼だ。取り憑かれてるわ。」 

「いいよ、吒枳尼に取り憑かれているんなら、そのほうが。あんた、たっぷり

可愛がってくれるだろ？」 

 

御坊はつくづく女というものは、恐ろしいと思いを深めた。 

 

半年後、越後から江戸に戻ったところ、品川の定宿・寿屋に玄徳からの手紙が

届いていた。このころは老舗も老舗となっていた寿屋だが、場所はとうに東海

道の本道沿いに移っていた。 

ずいぶん昔に仕置場が、札の辻から鈴ヶ森へと移転していたので、もはや死臭

漂う品川の宿場町ではなくなっていたからだ。 

それによると、あのあと懐妊したお八重を娶
めと

ったという。 

月下老人、いや、猫又の予言は成就したことになる。 

玄徳はつくづく、この世には不思議なことがあるものだと神妙なことが手紙に

は書かれていた。 

もう二度と、『おまえを馬鹿にしないと約束する』、そう書かれていた。 

御坊が笑い飛ばしながらいった。 

 

「ふん、今頃かい。まあいいってことよ。これで一目置くようになるだろう、

あのやぶ医者め。」 

「それよりさあ、あんた。・・・久しぶりに我が家みたいな寿屋泊まりなんだ

からさあ。ね、いいだろ？」 

「もう、勘弁してくれよ。おれはおまえがつくづく怖いわ。・・・」 

 

御坊はもう泣きっ面になっていた。 

 

・・・ 

 

「不思議ねえ。僧侶の子供かしら、猫又の子供かしら。同じことだって言われ

ても、どうしても腑に落ちないわよねえ。」 

「まあな、理解できんことは一杯あるさ。キリスト教に受胎告知ってあるだろ。 

処女マリアが妊娠したってあれだ。似たようなものかもしれん。いまではな、

想像妊娠にすぎないとか、科学的にはありえないということになっているが。 



 

 

なにがあったって不思議はない。」 

「ときに、御坊さんて、結局かかあ天下なの？」 

「どういうことだ？」 

「だって、完全に豊丸さんの尻に敷かれていたんでしょ？」 

「そんなこたあねえよ。」 

「でも、困ってたじゃない。おねだりされて。」 

「あいつはな、色気違いだからな。」 

「あ、そういうこと言って、バチが当たるよ。・・・どっかで生まれ変わって

いる豊丸さんに会ったら、御坊さんは見分けがつくのかな。おんなじ顔して生

まれ変わるのかしら？」 

「さあなあ、どうだろうか。」 

「会えば、わかるかもしれんな。顔が変わっていても。」 

「そうだね。・・・いいな、ちょっとうらやましい。深いところでつながって

いるって感じするもの。」 

「そうか・・・うらやましいか。」 

 

御坊さんは、ややはにかんだ笑いを浮かべた。 

 

「腹減った。長い話だったからな。なんか食い物ねえか？」 

「え、ピザならみんなの食べ残しが、まだ冷蔵庫にあるよ。」 

「くれ」 

「自分でいって、チンしなよ。」 

「くれって。」 

「しょうがないなあ。」 

 

わたしは、千夜一夜物語を聞かせてもらっている手前、まあいいやと思ってピ

ザを温めなおして、持っていた。 

すると、案の定、御坊さんはもうわたしのベッドでひっくり返り、いびきをか

いていた。 

わたしは、「太っちゃうじゃないの」といいながらピザを平らげ、またリビン

グのソファで一晩寝る羽目になった。 

一体、わたしの赤い糸は誰につながっているんだろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第九夜 楡
にれ

の木の下で 

 

※翻案素材 

『復活（トルストイ）』 

 

・・・ 

 

夏。 

わたしにとっては一番鬱陶しい季節。 

女は汗をかかないというけれど、わたしは汗かき魔だ。 

始終、自分の体臭が気になって落ち着かない。 

ふだんはあまり化粧をしないからまだマシだけど、これが就職などした日には、

化粧しなければならないと思うと、今からもう気が重くなる。 

 

御坊さんは、『栞ちゃんは、すっぴんで十分いける。』と言ってくれるのだが、

まったく自信がない。 

 

「髪型変えようかな。・・・」 

 

わたしは高校までは長いポニーにしていたのだが、大学にはいるとそれも邪魔

になってきた。 

といって、なかなか切る決断がつかない。 

ボブくらいにしてもいいんじゃないかと思ったりするのだが、ここまで伸ばし

てきた髪を切るのに、妙な抵抗を覚えてしまうのだ。 

だから、三編みにして外巻きにしてみた。 

すると御坊さんが、突拍子もない声をあげた。 

 

「おひょ～、これはどうしたことでしょ。栞ちゃんが、おしめさまになった！」 

「御坊さんって、江戸っ子なの？」 

「そのころまだ、江戸はない。」 

「ああ、そっか。平安時代だもんね。最初の話が。」 

「そうそう。それにしても、栞ちゃん、お美しいですぞ。なんか、身分の高い

ご令嬢って感じだわ。」 

「ありがと。なに、御坊さん、こういうのが好きなの？」 

「いやあ、惚れなおしましたよ。」 

「え？ なに、御坊さん、実はわたしのこと好きだったの？」 

 

そのときの御坊さんの顔を見せたいくらいだ。 

狼狽したように口ごもり、なんと顔がぽっと赤くなったのだ。 

御坊さんが顔を赤くしたのをわたしはそのとき初めて見た。 

 

・・・ 

「御坊さんの話は、おっかないのが多いけど、そうじゃないのもあるの？」 

「そりゃおまえ、なんだよ、百八回にカウントされないような逸話は、いくら



 

 

でもあるさ。」 

「へえ、あんまり怖くない話してよ。たまにはさ。」 

「そうさなあ、ありゃあもう明治に入ってからだ。明治二十二年（一八八九年）

の今頃。初夏の頃だな。・・・」 

「それってさ、年表見ると、あら日清戦争のもっと前じゃないの。」 

 

・・・ 

 

その年、新橋から神戸まで東海道鉄道が初めて貫通した。 

全行程二十時間という時代だ。 

御坊と豊丸は、二年前に出来たばかりの大磯駅の停車場で汽車を待っていた。 

大磯発は朝九時五十八分であったから、まだ時間があった。 

 

さる財閥系の一家から祈祷を頼まれて、幽霊騒ぎを収めたばかりだった。 

尊大な一家の主の態度に腹を据えかねて、「仕事」が終わったら、代金だけ受

け取って、さっさと飛び出してきたのだ。 

 

「ああ、いやだ。金持ちってのは、どうしてああも偉そうなのかね。」 

「ほんとにねえ。お墓に持っていけるわけじゃないのにさ。」 

「いや、あいつらは持ってくね。無駄だとわかっても持ってくよ。そういう連

中だよ。」 

 

そういう豊丸は、最近身なりがずいぶん変わってしまった。 

女学生風なのである。 

当時の女学生だ。 

袴姿である。 

さすがに女学生で袴にブーツが流行したのは明治末から大正中期だから、豊丸

はまだこの頃草履履きであった。 

髪型も長い髪を丸く上に持ち上げて留めたハーフアップ。おしゃれなリボンで

括り、後ろに垂らしていた。いわゆる「束髪くずし」だ。 

坊さんと袴姿の女学生である。 

どこへいっても奇異な眼でみられ、御坊は往生したが、豊丸は人目を集めてい

ることにご機嫌だった。 

しかも、始終腕を組み、でれでれとしなだれかかる始末だ。 

 

「おまえよ、その格好、どうにかならないのか。」 

「文明開化よ。いいでしょ。あんた、気に入らない？」 

「いや、気に入らないってことはないが、いささか恥ずかしいでな。」 

「えへへ。昔からさ、いつも同じ格好してると、あんたに飽きられちゃうんじ

ゃないかって、心配なんだよ。」 

「飽きたところで、腐れ縁だ。切っても切れねえじゃねえか。」 

「そういう言い方ないだろ。そんなこと言うと、今夜お仕置きだよ。寝かさな

いからね。覚えておおき。」 

「はいはい。」 



 

 

 

まわりは白砂青松の風光明媚なところだが、なにしろ人が少ない。 

そんな停車場に、一人見るからに薄幸そうな女性が一人、小さな袱紗
ふ く さ

のような

ものを手にして座っているのに気がついた。 

いつのまに座っていたのか。 

ちょうど向かい合わせの木製長椅子で、斜向いにその女性は座っていた。 

束髪で、太い藍色の縞
しま

絣
かすり

の小袖。 

ただ、やや髪がほづれており、かなり疲労の色が濃いように思えた。 

化粧も結構きつ目だ。 

やつれた感じから、生活の苦労を偲ばせるものがあった。 

しかし、表情だけは明るかった。 

なにか、わくわくした感じが見てとれ、どうもこれから楽しみなことでもある

のだろう。 

 

さして御坊は気にも留めていなかったのだが、いざ汽車が来て乗り込んでみる

と、相席であった。 

女性は、にっこり笑って向かいに座った。 

 

「だんだん暑くなってきましたな。」 

御坊がお愛想で声を掛けると、女性も額の汗を拭いながら「ほんとうに・・・ 

」と答えた。 

 

蝉が鳴きはじめているのだ。 

藤沢まではほとんど口をきくこともなく、たまに豊丸と新橋についたら、どの

宿に泊まるかという話をするくらいだった。 

藤沢の駅は、東海道から一キロほど南につくられていたので、まったくの田舎

同然であった。 

人家も少なく、雑木林と田畑くらいしかどこを見渡しても無い。 

新橋までまだ二時間近くはかかる。 

 

するとその女性は、「あの・・・新橋でお泊りですか？」とためらいがちに話

しかけてきた。 

「ええ、そのつもりですが、なにか？」 

「いえ。新橋に知り合いが勤めていた病院があるものですから。ふと懐かしく

なって・・・」 

「お医者さまですか？」 

「ええ。」 

女性はその「相手」のことをとても誇らしげに思っているようだ。 

他愛もない話をしているうちに、女性はぽつぽつと身の上を話し始めた。 

「わたくしは、もう二年というもの、時が止まっております。・・・」 

そう、寂しげに一言つぶやいた。 

 

女性は美弥子といった。姓は聞かなかった。 

もともと実家が大磯からかなりはいったところの百姓家なのだが、叔父夫婦に



 

 

誘われて三田のお屋敷の奉公をしていたという。 

叔父夫婦は代々そのお屋敷一家に仕えていたらしい。 

一家というのは八王子の養蚕で財をなしたそうだ。 

 

八王子は、戦国時代に武田信玄の五女、松姫が養蚕を開いたところで知られる。 

武田滅亡の折、八王子に逃げてきた。 

徳川家康の庇護のもと、旧武田遺臣たちの心の支えとなった女性である。 

彼らは八王子千人同心を組織し、幕府の西の守りを固めた。 

その生業は、半分武士で半分農民。 

生活の足しにと、松姫が始めたのが養蚕であった。 

絹の産地として名高く、この頃明治前半において、日本の最大の輸出産品とし

て大いに隆盛した。 

 

そんな一家が、東京は三田にもう一つ屋敷を構えていたのだ。 

八王子の本屋敷は叔父夫婦が詰め、三田のこじんまりとした屋敷のほうは、叔

父夫婦の母親（女性はばあやと呼んでいた）がふだん人気
ひ と け

がないこともあり、

一人で番をしていた。 

このばあやがなにしろ歳も歳。 

もう一人、手伝いが必要だろうということで、美弥子が誘われたということら

しい。 

聞けば、二十二であるから、豊丸とほぼ同い年だ。 

それにしてはやつれている。 

 

美弥子が三田のお屋敷に奉公に上がったのは十七のとき。 

東京という時代の最先端にいきなり出てきて、見るものすべてが驚きだった。 

ちょうどその頃、御曹司が住まうことになったので、その身の回りの世話をす

ることになった。 

 

御曹司は根本剛三という。 

帝大医学部に在学中で、将来を嘱望されたインテリだった。 

人柄もよく、大家の御曹司にありがちな我儘
わがまま

や横柄
おうへい

なところは微塵もなく、そ

ういう意味では非常に進歩的だったようだ。 

 

美弥子は、当初からこの剛三を眩しく思っていたそうだ。 

容姿も、聡明さも、その人柄も、美弥子にとっては言わば夢の王子さまだった

わけである。 

気に入られたい一心でなんでも言うことをきいた。 

剛三も、つねに美弥子には優しく接し、同級生と花見にいくときなどにも、美

弥子を連れていったりしたくらいだ。 

 

とはいえ、身分が違いすぎ、奉公人でしかない美弥子は、それ以上のことはな

にも望んでいなかった。 

最初からあきらめていたし、ただ剛三が喜んでくれる顔を見ることだけが日々

の生きがいだった。 



 

 

しかし、剛三のほうもまんざらではなく、美弥子に思いを寄せるようになった

という。 

 

夜、書斎に夜食を持っていったとき、去り際に剛三は美弥子の手を取った。 

美弥子はもうそれだけで心臓の音が聞こえ、息をするのもやっとというありさ

ま。 

剛三にもそれが見て取れたのだろう、いきなり抱きすくめた。 

耳元で「美弥子さん・・・」と囁かれたが、その後の言葉を聞いてはいけない、

そう思った美弥子は抗った。 

気を失いそうになりながら、「坊っちゃま、いけません！」と必死に言いのこ

すと階下に駆け下りてしまったこともあるそうだ。 

その日はしばらく体中がほてってしまい、どうにもならなかった。 

そんなことが、次第に頻繁になっていくにつれ、美弥子は抗ってはみせるもの

の、内心ひそやかな期待も芽生えるようになった。 

 

ある日、研究院から帰ってきた剛三は、ばあやにわからないように、夕食を給

仕していた美弥子の割烹着のポケットに、紙切れを忍ばせた。 

はっとした美弥子は、思わずばあやのほうを見たが、ヤカンにお湯を入れに厨

房へと歩いていくところだったので、ほっと胸をなでおろした。 

美弥子は、紙切れを取り出し、剛三に押し当て、『だめ。坊ちゃま。これは受

け取ることができません。』と早口で囁いた。 

剛三は笑いながら、それをまた割烹着のポケットに押し込んだ。 

そして口に人差し指を押し当て、『しーッ』と言った。 

美弥子は、だめだめと首を横に振ったが、ばあやが戻ってきたので、やむなく

そのままその場を離れた。 

 

ばあやと美弥子の寝所は、小さな離れであった。 

その夜は春爛漫。心地よいこと限りなし。 

沈丁花
じんちょうげ

の香りが紛々
ふんぷん

と漂ってくる。 

満月の夜、肉厚の真っ白な花弁が夜目にも際立って見えた。 

離れの小屋は居間と奥の小部屋の二つだけ。 

ばあやは、居間で寝ていた。 

美弥子は奥の小部屋だが、広い庭から裏手には小さな丘があり、雑木林になっ

ていた。 

その中にひときわ大きな楡
にれ

の木があった。 

剛三から渡された紙切れには、『今夜、楡の木の下で待つ。十時半。』と書いて

あったのだ。 

美弥子はまったく行く気はなかったが、心の中では楡の木のあたりが気になっ

てしかたかなかった。 

柱時計を見ながら、あと二時間・・・あと一時間半・・・と時間ばかりが焦燥

感とともに過ぎていく。 

母屋のほうから音がしやしまいか、剛三が外に出たのではないかと気がかりで、

どんな物音にもびくっと身を震わせてばかりだった。 

 



 

 

「どうしたんだい、美弥子。今晩は落ち着かないねえ。」 

「坊ちゃまにすすめられて、コーヒーなんてものを飲んだからかしら。」 

 

美弥子はそんなふうに誤魔化した。 

 

「おや、そうかい。コーヒーってのは、夜寝られなくなってしまうのかね。」 

「どうだろうね。おばあちゃん、飲んだことないの？」 

「ないよ。そんなもの。体に毒に決まっている。なんでも洋風かぶれのご時世

だけどさ、悪いものは悪いんだよ。そいじゃ、あたしはもう寝るからね。」 

 

ばあやがランプの灯を消した。 

表通りのガス灯が頼りなく室内をほんのりと照らすばかりとなった。 

 

美弥子は奥の部屋で、文机
ふづくえ

に向かって頬杖をつき、どうにもならない自分の気

持ちに翻弄されていた。 

「だめ。わたしはもう寝てしまおう。寝てしまえばいいんだわ。」 

そう思い切った美弥子は、布団を敷いて潜り込んだ。 

寝つかれない時間がやはり過ぎていった。 

 

やがて、コツンコツンと窓ガラスを叩く音がした。 

はっとして美弥子は起き上がり、窓のほうを見ると、剛三が中をうかがいなが

ら手招きしている。 

美弥子はすぐに窓際ににじり寄って、顔を横に振った。 

『だめ、だめです。』 

 

すると、剛三は普通の声を出して、「大丈夫。出ておいで。」と言った。 

美弥子はその声がばあやに聞こえるのではないかと、真っ青になり思わず、し

ーっと人差し指を口にあて、居間のほうをちらっとみた。 

剛三は構わず、「大丈夫だって。美弥子さん、出ておいてよ。」と言った。 

美弥子は、もうどうしようもなく、螺子鍵をきゅるきゅるとゆっくり回して、

音ができるだけしないように窓を開けた。 

 

「坊ちゃま、わたしだめと申し上げたじゃないですか。」 

ほとんど聞こえないくらい小さな声で言った。 

「美弥子さんは、誰か意中の人でもいるの？」 

「いませんけど。・・・いません。・・・」 

剛三には、おそらくわかっていた。 

日頃の美弥子の態度やその視線の熱さから、美弥子が自分に気があるとわかっ

ていた。 

「美弥子さんほどの器量良しなんか、世間がほっとかない。奪われてしまうな

ら、わたしが美弥子さんを奪ってみせる。」 

これは美弥子にはほとんど殺し文句となった。 

 

剛三が、「さあ、ここから出ておいで。」とまるで日常会話の声で言ったものだ



 

 

から、美弥子はもう泣きそうな顔になって、『ちょっとお待ちください！』と

消え入りそうな声で言い、抜き足差し足で居間のほうへ入っていった。 

美弥子は玄関から草履を持ち出してきたのだ。 

それを窓から下に落とすと、窓をまたいで外に出ようとした。 

剛三はそれを抱きかかえ草履の上に立たせるように下ろした。 

美弥子は、剛三に抱かれたというその一点でもう気持ちが舞い上がってしまっ

ていた。 

 

剛三は美弥子の手を取り、裏庭から丘に引っ張っていった。 

美弥子は誰も周りにいないだろうか、とそればかりが気になっていた。 

やがて大きな楡の木の下につくと、剛三が「やっと二人だけになれましたね。」 

「坊っちゃん、どういうおつもりですか。わたしをからかっているのなら、ご

免くださいまし。」 

「からかってなどいない。本気だよ。」 

「わたしは、坊っちゃんと身分が・・・」 

と言った瞬間に、唇が重ねられた。 

もう美弥子は抵抗するどころではなく、気持ちはとっくに走り出してしまって

いた。 

甘く、長い時間が過ぎた。 

美弥子は膝ががくがくしてしまい、ほとんど立っているのもやっとという有様

になった。 

陶然として立ち尽くす美弥子の体を剛三は抱きかかえるようにして支えてい

た。 

「身分なんて・・・そんな時代じゃないよ、美弥子さん。」 

「でも・・・」 

「いつもそばにいて欲しいんだ・・・」 

「・・・」 

 

その後、二人はばあやの目を盗んでは、楡の木の下でささやかな逢引を繰り返

した。 

美弥子はそれが、永遠に続くわけがないとわかっていた。 

どうせ飽きられるとも思っていた。 

そして、夫婦などゆめゆめ思うまじと心に言いきかせてもいた。 

しかし、剛三との楡の木の下の逢引を止めることはできなかった。 

 

そろそろ夏だという頃のある日、美弥子はばあやがいないのに気づいた。 

『あら、おばあちゃん、どこへ行ったのかしら。お買い物にでもいったのかし

らね。・・・』 

そんなことを思いながら、剛三の寝室の掃除をしていた。 

朝がた表に干した布団を叩いて、寝室に運び込み、押入れに入れようと思った

ところに、剛三が帰ってきた。 

まだ、午後二時だ。 

聞けば、今日は研修医の挨拶に行っただけで、用事がなく帰ってきたという。 

 



 

 

「あら、そうでしたの。では、ごゆっくりできますわね。ばあやがどこへ行っ

たのか、わたくし存じませんの。お洗濯ものがありましたら、わたしすぐに洗

いますから・・・」 

と言いかけたところ、剛三は意外なことを言った。 

「ばあやは、鎌倉に使いに出したよ。もう週末なのでお宅に帰った教授のとこ

ろに、論文を届けてもらったんだ。締め切りを過ぎているので、お願いしたん

だ。悪かったかな。」 

「いえ、そんなことは。でしたらきっと遅くなりますわね。お夕食、わたしが

用意しますね。」 

「ばあやは明日にならないと帰ってこないよ。」 

「え？」 

「教授に添削してもらって、明日それを持ってきてもらわないといけないから

さ。日柄が無いんだ。ばあやには、往復するのも大変だから、一泊鎌倉でゆっ

くりしておいで、と宿賃も渡してある。」 

「そうですの・・・」 

 

美弥子はなにも知らなかったので、きょとんとした顔になった。 

剛三はすぐに美弥子の手を取り、抱きしめた。 

「坊ちゃま・・・」 

そのまま二人は深い深い淵に落ちていった。 

・・・ 

 

二人だけの一昼夜は、ほとんど生まれたときのまま、体を寄せ合いつづけて時

が過ぎた。 

合間にする会話は、剛三の勉学の進捗、世の中の動き、美弥子にはほとんどが

わからなかったが、ただ剛三の将来の夢を、まるで自分のことのように誇らし

く思え、憧れ、そして心から励ますのだった。 

会話が途切れると、剛三はそのたびに美弥子を求めた。 

初めての経験で、けっして美弥子にとっては心地よいものとも言えなかったが、

それでも剛三に抱かれているというだけで、幸せで胸が一杯になった。 

 

しかしそんな幸せは当然長く続くわけもなく、いきなり幕を閉じることになっ

た。八月になると、美弥子の妊娠が明らかになってしまった。 

ばあやと美弥子は八王子の本屋敷に呼出された。 

叔父夫婦は、江戸時代からずっと根本家に仕えてきていただけに、この醜聞は

耐え難いものだった。 

剛三の父親はさほど怒っていたわけではなかったが、美弥子をうちに置いてお

くわけにはいかぬ、という判断を下した。 

叔父夫婦は、美弥子と美弥子の両親とは絶縁せざるを得なかった。 

美弥子は、いったん実家に帰ったが合わせる顔もなく、数日してすぐに家を出

た。 

当座のお金を剛三の父親から預かっていたので、翌年 1 月に子供は産んだが、

不幸なことにその子は育つことが叶わず、すぐに死んだ。 

 



 

 

美弥子にとって辛かったのは、この一連の醜聞が露わになっていった過程で、

一度も剛三が顔を出さなかったことだった。 

それが、親から止められたものだったのか、それとも本人の意思で自分に会お

うとしなかったのか、それはわからない。 

ただ、それだけが辛く、悔しい思いとして残った。 

自分は、ただ遊ばれただけなのだ、剛三は最初からその気が無かったのだ、そ

う思うと、悔し涙に暮れるようになった。 

剛三の父親からもらったお金も底をついた。 

美弥子は、もうどうでもよくなっていた。 

最初、新橋で女中やまかないをしていたが、もともと器量良しときていたから、

酌婦の声がかかるようになった。 

根津、千住と花街を転々とした末に、深川は洲崎弁天町の花街に落ち着き、客

を取るようになり、坂道を転がり落ちるように身を落としていった。 

 

転機が訪れたのは、そんな頃。 

楡の木の逢引から一年半ほどして、驚くべき事実を耳にした。 

根本剛三が、昨年十月の秩父事件に関わり、捕縛されたという。 

秩父事件とは、年々激化していた自由民権運動が暴発したもので、それまでに

も三年間というもの、秋田事件、板垣退助遭難、福島事件、群馬事件、加波山

事件と頻発。飯田、名古屋でも武力衝突が発生するなど世情は大荒れだった。 

秩父では結局七人が死刑判決を受けたが、二名は逃走。 

根本剛三は、まったく実は関係が無かったのだが、医学生仲間が自由民権運動

に熱を入れ、秩父の蜂起に参加したため、それを引き戻すために現地に赴いて

いたのだ。 

鎮撫台が出動して鎮圧されたわけだが、剛三は蜂起したものとみなされ、言わ

ば冤罪で十二年の宣告を受けた。 

逃走した二名の身代わりにされてしまった格好のようである。 

剛三はその後、北海道開拓のための道路建設に駆り出され、まず樺戸集治監に

送られ、石狩平野を横切る月形-市来
いちきしり

知の樺戸道路建設に動員された。 

その後、釧路集治監に移され、上川-網走間の中央道路の開削に仕向けられた。 

当時網走は人口六百人のところ、千五百人の犯罪者が動員された。 

 

いわゆる北海道の「囚人道路」と呼ばれる過酷な道路建設現場で作業していた

のは、ほとんど全国の徒刑者、西南戦争（七年前）の敗残兵、そして自由民権

運動で捕縛された政治犯が根こそぎ動員されたものである。 

俗に朝鮮半島で徴用されたものが多いといった説が一方であるが、日本が韓国

併合を行い、半島人が日本に大量に流入してきたのは七年後である。 

始終鎖につながれた囚人たちは、逃亡した場合即座に斬り捨てられ、重労働に

耐えられず倒れたものは、そのまま屍体が放置された。 

余暇を盗んで囚人たちが軽く土を盛った土饅頭がいくつもできていった。 

囚人道路の惨状があまりのも悲惨であるということが帝国議会で問題となり、

政府が追及されたのは十年後の日清戦争のときである。 

 

美弥子はこの衝撃的な事実を知って愕然とした。 



 

 

八王子の根本家に顔を出すわけにはいかなかったから、叔父夫婦からなんとか

人づてに事情を聞き出したところ、やはり剛三は冤罪であるという線が濃厚に

なってきた。 

美弥子の知っている剛三は、一本気だが、決して暴力に訴える人間ではない。 

蜂起などもってのほか。これは誰かの身代わりにさせられている、事実誤認が

あるとそう推察し、剛三が所属していた帝大の研究院にも消息を探ったところ、

くだんの級友は何食わぬ顔で研究院に復帰していることがわかった。 

そもそも、秩父事件ではこの人物は、蜂起の際に剛三の名を騙っていたことが

わかってきた。 

そして剛三はそれと知らず、級友を武力衝突の最中から救いだそうと赴いてそ

のまま官憲に捕縛されてしまったというわけだ。 

しかし、女郎が騒ぎ立てたところで判決が覆るわけもなく、美弥子は涙をのん

だ。 

 

さらに追い打ちをかけたのは、八王子の叔父夫婦と何気なく連絡を取ってもら

った人がもたらした消息だ。 

美弥子が追い出されたとき、剛三は美弥子と駆け落ちをするつもりだったとい

う。 

そのため、家では剛三を座敷牢に入れてしまい、美弥子と一切面会をさせない

ようにしたというのだ。 

挙句の果てに、美弥子は子を堕ろし、根本家から示談金を受け取ると、かねて

からの愛人とともに遁走したと剛三には伝えられたという。 

剛三は絶食の末、危険と判断した医者が流動食で命をつなぎ、ようやく回復に

向かったという経緯があったと、そう美弥子は聞かされた。 

 

美弥子は、もう必死だった。 

それから釧路集治監にたびたび手紙を出し、剛三と連絡を取ろうとした。 

また集治監の医療従事者にも手紙を書いた。 

剛三がいかに医学生として将来を嘱望されていたかを訴え、過酷な道路建設現

場から医療部門の補助役に移してくれないか、きっとお役に立つと思うという

懇願書である。という懇願書である。 

 

それから四年、美弥子はずっと手紙を書き続けた。 

毎夜、男たちに体を愛撫されながら、思っいはたった一つだった。 

半年は、なにも返事がなかった。 

剛三がどう思っていたのかは、わからない。 

いまさら、という思いだったろうか。 

いや、そんなはずはない。 

わたしが一度は信じた男だ。必ず振り向いてくれる。 

わたしが救わなければ誰が救う？ 

そういう一念が美弥子を突き動かしていた。 

 

手紙を書きはじめてから、八ヶ月ほどすると、釧路集治監から返事がきた。 

剛三の医学生としての知識を知らせてくれたことに謝意を述べており、道路建



 

 

設現場から医務部門に移され、官医の下で医療事務を補助しており、大変助か

っているという内容だった。犯罪者ではあるが、破格の待遇。なにしろ監督す

る側の官憲も体を壊すものが続出している状態なので、官医ではとても手が足

りないということから、特別なはからいになったようだ。 

 

その後、剛三からも手紙が来た。 

美弥子に降り掛かった災難は、すべて自分の責任だということを繰り返し謝罪

していた。 

美弥子に対する自分の誤解はもう解けたが、自分としては十二年の刑期ゆえ、

とても美弥子に報いることはできない。 

自分のことは忘れてくれるように、と切々と訴える返事だった。 

すでに八王子の実家からは勘当されており、戻るところとてない。 

晴れて刑期が満了となったあかつきには、このまま北海道の開拓事業に身を埋

めようと思うとそう告げてきた。 

 

美弥子は諦めなかった。 

十二年を待つ、と手紙を出し、それまで身は穢れても将来困らないようにせっ

せと銭を貯めるといって剛三を励ました。 

なんなら、剛三が刑期満了となれば、いつでも自分は北海道に行くつもりだと

も書いた。 

 

それからというもの、頻繁に釧路と深川の間を、二人の往復書簡が行き交った。 

以来、四年。 

今年、明治二十二年（一八八九年）二月、大日本帝国憲法が発布。 

その恩赦で、剛三は放免となった。 

美弥子は長らく寄ることもなかった実家に趣き、その足で新橋へ、そして思い

出の三田の屋敷の裏手にある楡の木に行くのだ、と美弥子は会心の笑顔でそう

言った。 

待ち合わせしているという。 

言わずもがな、あの楡の木の下だ。 

 

長い話を御坊と豊丸は、まんじりともせずじっと聞き入っていた。 

事実は小説より奇なり。 

波乱万丈とはこのことだった。 

自分たちは、ふつうではありえないほどの流転の生涯を繰り返しているが、そ

れよりよほど、剛三や美弥子の人生のほうが壮絶だと身にしみた。 

 

最近では、当初かたくなだった剛三の手紙も、ずいぶんと穏やかになり、二人

の将来のことをあれこれと思い描くような内容になってきた、と美弥子は誇ら

しげだった。 

 

「良かったですね。きっと今度こそお幸せになりますよ。」 

 

豊丸などは涙ぐんでいた。 



 

 

しかし、御坊はもうすでに気づいていた。 

美弥子がこの話をし始めたとき、『もう二年も、わたくしは時が止まっており

ます。』といった言葉がずっと引っかかっていたのだ。 

聞けば、剛三との蜜月は五年前。 

そして別れ、剛三が北海道に流刑となったのが四年前。 

美弥子が手紙を出し始めたのもその頃。 

なぜ、二年前から時が止まっている？ 

 

「あ・・・」 

美弥子がそのとき、小さな声をあげた。 

「剛三さんが、お知りになったようです。・・・」 

豊丸は、なんのことかわからなかった。 

「え、なにがですか？」 

「・・・剛三さんが、わたしのことをお知りになってしまわれた。・・・」 

 

すると、美弥子は袱紗の中から封筒を差し出し、御坊に手渡した。 

「これ、お預かりいただけませんか？」 

 

御坊は黙ってそれを受け取った。 

「中には、置屋の借り入れ完済と、給金の積立証書が入っております。剛三さ

んにお渡しいただけませんか。少しでもお役にたてたらと・・・」 

 

豊丸はにわかに動揺し始めた。 

「美弥子さん、あなたなにを言っているの？ これから三田にいらっしゃるの

でしょう？」 

 

美弥子は、はにかむようにして、首を横に振った。 

「もう、いけませぬ。知られてしまったから・・・」 

 

御坊は、ようやくにして言った。 

「わかりました。確かに今日、剛三さんにお渡ししましょう。それでよござん

すな。ほかにお伝えすることはござりましょうや？」 

 

美弥子はにっこり笑って、首を横に振った。 

もうじき汽車は新橋に着く。 

夏の暑い一日が盛を迎えようとしていた。 

窓はすべて袋戸に落として全開になっていたから、ゆっくりと進む車内には気

持ちの良い風が吹き込んでいた。 

煉瓦づくりの町並みがここは東京だと告げていた。 

 

美弥子は微笑みながら、恩に切りますというように、手を合わせ、そのまま次

第次第に姿が薄くなり、やがて笑顔とともに消え去った。 

 

豊丸は、泣き崩れた。 



 

 

「あんまりだよ、こんなのあんまりだ。・・・」 

 

御坊は、「いやな仕事、引受けちまったな。」 

ひとしきり泣いた豊丸が気を取り直して言った。 

「まいりましょう。楡の木の下へ。」 

「そうさな。剛三さんは、今日来るのかな。」 

「来ますよ。わたし、いくらお待ちしてもよくってよ。」 

 

御坊は怪訝そうな顔で豊丸の顔を見た。 

豊丸が、『なあに？』という表情をした。 

「おめえ、なんでそんな山手言葉みたいな、そんな言葉使いしてんだ。」 

「あら、美弥子さんがとても綺麗な言葉遣いだったから、わたしも見習わなく

てはと、そう思いましたの。」 

御坊は思い切り嫌な顔をした。 

「よせやい。似合わねえよ。頼むよ。」 

「いやん、わたし心を入れ替えて、言葉から綺麗にしなくてはと、そう思いま

したの。旦那様は、いいんですよ。いつものように自由にお話になって。」 

 

御坊は、『あ～、先が思いやられる。ますますこいつが、恐ろしくなってきた。』

と思い、ただ目を白黒させるだけだった。 

 

・・・ 

 

わたしは御坊さんの話の中では珍しい内容だっただけに、正直心が重くなって

しまった。 

「ほんとのことだよね？」 

「ほんとだ。つくり話してもしょうがね。」 

「どうして、自分で渡さなかったんだろう？」 

「たぶん、あのとき剛三さんがなにかの理由で、美弥子さんが二年前に死んで

るってことを、知ったんだろう。美弥子さんはそれがわかったんだ。あんとき

な。それで、化け物として彼氏の前に出て行きたくはなかったのさ。」 

「あんまりだよ、そんなの。」 

「だから、豊丸もあんまりだ、と言ったんだ。」 

「じゃあ、二年前からの手紙って、ずっと死んだ人が剛三さんって人に書き続

けていたってこと？」 

「そういうことだな。」 

「そんなことってあり？」 

「あるんだよ。そういうことが。死者から何通も何通も手紙が届くってことが

な・・・」 

 

 

 

 

 



 

 

第十夜 木曜島から 

 

※翻案素材 

 

眠れる森の美女（ペロー） 

茨姫（グリム） 

 

 

・・・ 

 

かれこれ御坊さんがうちに転がり込んでから一年になるから、かなりたくさん

の話を聞いた。 

身の毛がよだつ話も中にはあったが、まだまだ九十九の話のすべてを聞いたわ

けではない。 

ただ、このときはわたしにとっては忘れられない話になったので、記録にとど

めておこう。 

 

今年の夏、大学のサークルで軽井沢に泊まりに行こうということになった。 

恋人や友人を連れてきても構わないという話だったが、未だにこれという相手

がみつかっていないわたしは、やや躊躇したのだが、御坊さんを誘ってみた。 

見るからに異様な風体だが、人とすぐ馴れ親しむあの性格だし、とにかく話題

には事欠かない。 

しかも、こういう集まりには夜欠かせない怪談ときたら、彼の実話だから盛り

上がること請け合い。 

それで、リスクを承知で誘ってみた。 

すると、断るかとおもいきや、「おい、可愛い子、いるか？」と来たものだ。 

「たいてい売約済みだから、期待しないほうがいいよ。」 

「ま、蓼食う虫も好き好きっていうからな。売れ残りもいるかもしれんじゃな

いか。おれさまのお気に入りがもしかしたら、な。いくいく。」 

「ひど～い、その言い方ぁ。」 

「栞ちゃんだって、売約済みなんて、女を商品化したような言い方したじゃん

か。」 

 

軽井沢は中軽井沢のちょっとしたホテルだったが、夏休みの始めを利用として

二泊三日の企画だった。参加者は皆それぞれ勝手に三々五々現地に集まるとい

うことだった。 

サークルにしても結構ゆるい。 

 

御坊さんとわたしは、電車が混むのが嫌なので早朝から家を出た。 

車中、腹が減ったといって御坊さんはいきなり駅弁を広げて食べだした。 

 

「そういやあ、軽井沢の軽便鉄道が出来たのは、ありゃ大正九年（一九二〇年）

のことだった。」 

「よく覚えているわね。」 



 

 

「おお、そりゃな忘れられない思い出があるさ。その前年、大正八年（一九一

九年）にな。これもなにかも巡りあわせなんだろうよ。」 

「へえ、どんな巡り合わせ？」 

「いけばわかるんだろう。そうか、七月か。そうだよな。・・・」 

「なに、どうしたの。七月に意味があるの？」 

「先月は万霊節だったんだがな・・」 

 

御坊さんは、割り箸を口に加え、唇にはご飯粒をつけたまま、なんだかぼんや

りしていた。 

わたしも、あまりしつこく問いただすのも気が引けてしまった。 

 

万霊節はカトリックでは十一月だ。 

スマホで調べてみたら、五・六月に万霊節があるのはロシア正教会だった。 

毎年五旬祭の直後の第一主日が万霊節だからその年によって違う。 

すべての死者を弔う日。 

日本で言ったら、お盆のようなものかもしれない。 

 

近年の異常気象による暑さもあって、さしもの高原の涼地軽井沢も暑かった。 

それでも空気が乾燥しているから、東京のような酷い暑さは感じずに済んだ。 

わたしたちは、午前中十時前にはついたものの、ホテルにチェックインできる

はずもなく、自転車を借りて、夕方まであちこち回ってみることにした。 

 

軽井沢は天明三年（一七八三年）の浅間山の大噴火でほとんどの植物がいった

ん死滅した。 

現在の植物生態系はその後のものである。 

高原の草花は昼なお暗い林の中でなく、樹林帯の縁や草原など陽が当たる明る

い場所に多く見られる。 

葉が生い茂った夏の木立の中では、地表まで陽が届かないので、暗い場所でも

生育できる植物しか花を咲かせることができない。 

そのかわり、渓流沿い、林道、草原には夏を惜しむかのように、ささやかな花々

が歌う。 

シロツメクサ、クサフジ、クモキリソウ・・・。 

 

中軽井沢から、追分まで回ってみて、気に入ったお蕎麦屋さんで軽く食べ、そ

こから旧軽井沢に向かう。 

すると、御坊さんは、軽井沢銀座へは向かわず、どんどん勝手に鹿島の森の方

へこいでいった。 

北原白秋の「からまつの林」を通り、別荘地の中へとどんどん入っていく。上

りも多くなり、「どこまでいくの、御坊さあん！」と後ろから呼んで見ると、

「もうちょっともうちょっと」と言いながら一向に止まる気配がない。 

ちょうど湯川と精進場川の間の広大な緑地の奥といったらいいだろうか。 

旧軽井沢倶楽部別荘地のさらに奥だ。 

点在する別荘やお洒落な店を通り過ぎていくうちに、こんもりとした雑木林の

奥に、古い木造のこじんまりとした洋館見えた。 



 

 

ずいぶん古いが、丁寧に手入れしているのだろうか、とても清潔そうだ。 

どこかアメリカやヨーロッパの風情とは違う。 

スラブ的な独特のオリエンタリズム。 

三角形の切妻になっているファサード（破風）に施された彫刻の飾り模様が、

ここがまったく別の空間だということを静かに主張しているようだ。 

トタンを貼った臙脂
え ん じ

色のクーブ（曲線屋根）が眩しい。 

たまねぎ型のクープは、これがロシアのハリストス正教会だと告げていた。 

ひじょうにこじんまりとして、大きさはほぼ普通の一軒の家ほどしかない。 

森の中にひっそりと佇む教会は、まるで世を厭う隠者のようだ。 

御坊さんは迷わずそこに続く小径に自転車を進めた。 

 

「誰か知り合いでもいるのかしら。」 

御坊さんは、自転車を玄関先のベランダ脇に止めると、まるで勝手知ったとこ

ろでもあるかのように、さっさと中に入ってしまった。 

わたしも慌ててついていくと、満面の笑顔の老人が両手を広げて御坊さんを迎

えた。 

白人だ。七十代であろうか。八十に近いかいもしれないが、それにしては赫灼
かくしゃく

たるものだ。白人に有りがちな、歩くのもおっくうそうな肥り方などまったく

していない。 

ちょうど庭仕事から戻ったところらしい。 

皮ベルトで締めた白いルバシカや黒いズボンには泥があちこちついたままだ

った。 

二人はしばらく抱き合ったまま、なにか小声で言葉を交わしているようだった。 

御坊さんが、紹介してくれた。 

 

「この人はな、ミハイルだ。ミハイル・アントノフ。・・・」 

「今、うかがいましたよ。栞さんとおっしゃる？・・・」 

流暢な日本語だ。 

「日本に長いんですか？」と聞くと、ミハイル老人は御坊と顔を見合わせて、

「かれこれ百年ほどでしょうか。」 

「え、百年？」 

びっくりした。冗談だと思った。 

「百二十一歳です。」 

わたしの疑問に答えるように、老人はこともなげに言った。 

わたしが御坊さんのほうを見ると、「そういうことだ。話せば長い。お茶でも

いただこうや。」 

そう言って、居間の木の椅子にどっかりと腰を下ろした。 

 

もともとは教会だったのだろう。 

が、長いこと教会としては使われておらず、ほぼ住宅のしつらえだった。 

ただ、あちこちにかつての教会の名残と思われるつくりや、調度品が目につい

た。 

全体に暗い。 

森に囲まれていることもあって、昼間でもランプを灯しており、室内やわたし



 

 

たちの顔がほんのりオレンジ色に照り映えていた。 

 

ミハイル老人は、サモワールを炊き始め、自家製のジャムの大瓶や陶器のカッ

プなどをいそいそとテーブルに運んできた。 

やがてチンチンチンとサモワールが沸騰を知らせ、わたしたちはコックをひね

ってはお茶を入れた。 

 

御坊さんたちは、しきりにジャムをスプーンですくって舐めてはお茶を啜る。 

ロシアは寒いから、ジャムを紅茶には入れないのだそうだ。 

せっかく温かい紅茶が冷めてしまう。 

そのときは夏だが、二人は習慣のままにロシア茶を飲んでいたようだ。 

比較的温暖なウクライナでは紅茶にジャムを入れてしまうらしい。 

 

「スヴェトラーナは？」 

「ああ、いまね、買い物へ。じき帰ってくるよ。・・・先月、万霊節だったが。」 

「そうだな。なにか変わったことはあったかい？」 

「もうそろそろかな、と。わたしたちもそう時間が残されていないようだ。」 

「そうか。」 

「それにしても、長かったね、御坊さん。」 

「長かったよ。・・・千年以上生きているのに、この百年ほど長いと感じたこ

とはない。・・・」 

御坊さんは意外に言葉少なだった。 

ミハイル老人が、ときどきちらっとわたしのほうをみるので、それが妙に気に

なった。 

「きみのほうは、とくに無かったかい？」 

ミハイル老人が、御坊さんに尋ねた。 

御坊さんは、なにも言わず、ただかぶりを振っただけだった。 

「そうなのか。・・・スヴェトラーナがきみを呼んだほうがいいと言うんで、

急遽連絡したんだけどね。万霊節も過ぎたことだし。」 

「・・・」 

 

ということは、たまたまわたしは自分の都合で御坊さんを引っ張り出したつも

りだったが、御坊さんは御坊さんで軽井沢に来る予定があったということのよ

うだ。 

思い切って、わたしは聞いてみた。 

「お二人は、いったいどういう関係なんですか？ 百年前って、本当なんでし

ょうか。」 

二人は、お互い顔を見合わせながら、笑った。 

御坊さんが、「話してあげてよ。長い話だが。」 

ミハイル老人は、「わかったわかった」と言った。 

「ほんとうですよ、栞さん。百年ほど前、ここで大きな事件がありましてね。

御坊さんはそれ以来のお付き合いです。・・・」 

老人は、身の上を話し始めた。 

御坊さんが、合間合間に説明を入れる。 



 

 

昼下がり、ほかの野鳥の声を次々と真似るコサメキビタキがにわかに歌い始め

ていた。 

 

・・・ 

 

一九一九年、大正八年。 

当時御坊と豊丸は、日本人のハリストス教会神父に友人がいた。 

吉村という神父だ。 

日露戦争前からすでに御坊たちは吉村と知り合いだった。 

吉村神父の実家が信州にあり、天台宗のお寺の次男坊だった。 

寺には双身毘沙門天の珍しい彫像があるということから、御坊たちは住職であ

った父親にぜひご尊顔を拝したいと願い出て、長いこと寺に投宿していたこと

があるのだ。 

そのとき、双身毘沙門天の秘術、『浴油祈祷』を伝授され、そのための曼荼羅

も住職から与えられた。 

双身毘沙門天とは、毘沙門天（多聞天）と、その妻神・吉祥天とが背中合わせ

になった尊像だ。 

真言宗は聖天歓喜仏（聖天と十一面観音）という組み合わせがあるが、これに

対抗して天台宗で作り上げたのが、双身毘沙門天であると伝えられる。 

二人は、聖天歓喜仏の修行は会得していたので、双身毘沙門天の秘術を得よう

と吉村の実家に入り込んでいたのだ。 

法力が何倍も増加する秘術に用いられるのだそうだ。 

 

二年に及ぶ修行の間、二人はすっかり吉村とは仲良くなった。当の吉村は地元

の駆け出しの小学校教諭であったが、やがて徴兵により日露戦争に出征してい

った。十五年前のことだ。 

小諸の駅頭まで、住職と二人は吉村を見送ったが、二度と会うこともあるまい

と思っていた。 

実際吉村は乃木第三軍隷下であったので、満洲は旅順から奉天に至るまで、も

っとも過酷な戦場を渡り歩くことになった。 

弾が尽き、銃剣も折れ、白兵戦では日露両軍兵士が死にものぐるいで噛み付い

たり、指で敵兵の眼を思い切り潰したり、転がっている石で相手の頭を殴り合

うような凄まじい地獄絵図に吉村はほとんど心が折れてしまった。 

死線をさまよったが、幸いなことに戦争を生き延び、いったんは帰国し、除隊。 

しかし吉村は再び満洲・ハルビンへと旅立った。 

現地の聖ニコライスキー会堂で修行の末神父になったという。 

酷い戦争を自ら経験した吉村は、ロシア人との親交を深め、両軍の戦死者の冥

福を祈りたいと、実家の天台宗を捨て、ハリストス教会に入信したようだ。 

 

聖ニコライスキー会堂は、ハルビン大広場にある古代ウォルゴット様式の木造

大教会だ（一九六六年、文化大革命で破壊されて今はない）。 

吉村はここで得度をした。 

その後は聖ソフィア聖堂（ソフィースキー）にいる。 

 



 

 

二年前、一九一七年（大正六年）、ロシア革命が起こった。 

怒涛のごとくロシアの貴族や軍人、知識人やテクノクラートたちは、ロシアを

逃げ出した。 

革命の混乱から逃れて、多くの白系ロシア人が満洲・ハルビンにも流入してき

た。 

 

当時ハルビンは中華民国が領有を主張していたが、中国自体が五年前の革命で

清朝が倒れたばかりであり、満洲はもともと清朝・満州族の土地。漢民族は少

なかった。中華民国の実効支配はほとんどなく、満洲系の軍閥や匪賊
ひ ぞ く

がやりた

い放題。ほとんど無主の地といってもよかった。 

その中にあってハルビンだけは、いまだにロシア軍が駐留しており、人口三十

万のほとんどがロシア人で占められ、事実上治外法権的な特殊地域であった。 

町並みも、完全にロシア風であり、よもやここが中国であるとは誰も想像でき

ないほどであった。 

吉村は、このときおびただしい流入を続ける白系ロシア人たちの支援や、日本

人コミュニティとの交流につとめていた。 

白系ロシア人とは、革命を受け入れることのできない保守的なロシア人たちの

ことである。ツァー（露皇帝）をいただく帝政ロシアへ限りない郷愁を覚える

ひとたちだ。 

 

そして一九一九年（大正八年）、吉村はさる「深刻な事情」から、知り合いの

スヴェトラーナとその恋人のミハイルを伴い、日本に連れ帰ってきたところだ

ったのだ。 

すでに信州軽井沢は、避暑地として外国人の別荘や一般住宅が多くなってきて

いた。 

スヴェトラーナやミハイルのようなロシア人には、気候的にも軽井沢は馴染み

やすかったのだろう。 

唯一この地にあったハリストス教会に吉村は二人を預けた。 

アナトリイ神父と、修道僧のワシイリイの二人がハリストス教会にいたが、離

れの倉庫を改造して、スヴェトラーナやミハイルを住まわせた。 

 

その日、御坊と豊丸は、小諸の吉村実家のお寺に久々の挨拶をした後、吉村が

いるという軽井沢のハリストス教会を訪れようとしていた。 

ロシア人男女を連れ帰った吉村から『ぜひ来てくれ、力を貸してくれ』という

連絡を受けたからだった。 

ちょうど季節は五月から六月にかけて。 

梅雨時で、そぼ降る霧雨の合間に、眩い陽光が差し込むなど、不安定な時節だ

った。 

軽井沢駅で降り、商店街を過ぎ、からまつの林を抜けていく。 

成長が早い落葉した葉は、繊細に重なり合いビロードの絨毯のようになる。こ

れは針葉樹ならではの光景だ。 

二人は精進場川を越え、緑地を奥に上がっていき、ハリストス教会にたどり着

いた。 

 



 

 

この頃、豊丸はすっかりお洒落になっていた。 

ひところの、女学生スタイルではなく、モガさながらだった。 

上下の白いツーピースは、太いネイビーのストライプが横に三本並んでいる。 

下はスカートではない。いわゆる「あっぱっぱ」である。 

それにベージュ色で薄手のメッシュのカーディガンをはおっている。 

布製のパンプスを履き、長い髪は二本の三編みにして頭部の外周に巻きつけた

外巻き。ちょうどオリーブの葉の冠をしたような髪型だ。 

言葉づかいまで、御坊のことを「あなた」と呼ぶ。 

御坊は、もう『どうとでも呼んでくれ。』と投げやりになっていた。 

そんな豊丸と、僧体の御坊である。 

どう見ても、やはり奇妙な二人連れだった。 

 

教会につくと、すぐに吉村が出てきてアナトリイ神父とワシイリイを紹介した。 

二人共、日本語が出来た。 

アナトリイ神父は長い髭に白髪がかなり混じった老人で、丸眼鏡をかけていた。 

ワシイリイは二十五歳前後であろうか、ロシア修道僧独特のおかっぱ頭で、濃

い茶の厚い口ひげをたくわえ、頬や顎には無精髭が目立った。 

アナトリイ神父がロシア語でなにか言うと、ワシイリイがへこへこしながら対

応しているさまが、御坊たちには可笑しかった。 

 

「ここはね、御坊さん、正式にはブラツキー聖堂という名前があるんだけど、

ここしばらく『木曜島』と呼んでいるんですよ。」 

「木曜島？ 不思議な名前だねえ。」 

「うん、スヴェトラーナたちが追われているので、当座この場所も隠語を使お

うということになってね。ハルビンにいたころ、スヴェトラーナの実家は本宅

のほかにも、松花江（スンガリー）の大きな中洲にダーチャ（夏の別荘）があ

ったんです。ロシア人のダーチャがたくさんあるところなんですよ。その中洲

のことを中国人たちは太陽
タイヤン

島
ダオ

と呼んでいるんでそれにちなんでね。二人が軽井

沢に到着したのが、たまたま木曜日だったので、木曜島という隠語をつくった

というわけなんです。」 

「追われているというのは、物騒だね。」 

「ええ、非常に危険です。」 

「どんな悪いやつらなんだい？」 

「人ではありません。」 

「？」 

「 人
じんろう

狼です。」 

「何だって？」 

「巨大な狼に変身する男に、二人は追われているんですよ。」 

 

御坊と豊丸は、自分たちが呼ばれた理由はわかったが、人狼などいまだかつて

聞いたこともないから、なにをどう考えればいいのか、二人とも黙って顔を見

合わせるばかりだった。 

 

「一応ね、わたしにも、軍務についていた頃に軍関係者に知り合いたちがいま



 

 

す。ロシアで革命が起きて、ボルシェビキ（ロシア共産党）のシンパも日本に

入りこんでいます。そういう事情もあるので、軽井沢の外国人を保護するとい

う名目で、松本の歩兵第五十連隊から何人か陸軍兵士の歩哨をこのあたりには

配備してもらってるんですが。とても鉄砲でどうこうできるような相手ではな

いのでね。」 

「ちょっと待て。なんだってそういうことになってしまったんだ？」 

「それは、二人から直接話を聞いてもらったほうがいいでしょう。わたしも必

要なら補足しますので。」 

 

二人は吉村の案内で、離れの木造屋に向かった。 

丸太を積み上げ、隙間には苔
こけ

をねじ込んだ粗末な倉庫を改造したものだ。 

部屋が一つあるだけで窓すらない。 

冬場もここで過ごさなければならない場合に備えて、そのうち煉瓦
れ ん が

づくりの暖

炉を設けなければ、と吉村は説明する。 

離れは教会から百メートルほど木立を分け入ったところにあり、まず緑地を通

る道すがらからはまったく存在に気づかない。 

 

ちょうど白人の男女が折りたたみ式の丸テーブルを表に運び出し、白いテーブ

ルクロスを掛けている最中だった。 

ランチらしい。 

女性は、濃いブロンドで亜麻色といったほうがいい。長い髪を束ねて折り返し

た、いわゆるマガレイトだ。ただそのときはプラーク（ロシア風のスカーフ）

を頭に巻いていた。いかにも涼しげな亜麻のレース生地を重ねたブラウスに足

もとまでの長いスカートをしていた。 

顔立ちはきりっとした、どちらかというと堅い表情の女性で、綺麗なだけに黙

っていると氷のような冷たさを感じた。恐らくだれに対しても疑いの眼でみる

ような心理状態だったのかもしれない。 

男性は細面だが、いかにも人の良さそうな青年だった。白い開襟シャツを腕ま

くりし、濃いグレイのニッカボッカにブーツを履いていた。 

女性も痩身だったが、男性のほうも結構背の高い、痩せ型だった。馴れない外

地での生活だからなのか、置かれている状況が深刻だからなのか、女性よりも

不安気な様子が伺えた。 

 

吉村が声をかけると、二人とも一瞬びくっとしたが、吉村だとわかるとようや

く安心して笑顔になった。ロシア人はあまり不必要に笑わないから、よほど緊

張が解けたということなのだろう。 

かなり日常怯えて生活しているようだ。 

御坊たちを、興味深そうにちらちら見ながら、男女は吉村とロシア語でなにや

ら話をしていた。 

そのうち、「ああ、・・・そうなんですね。」と日本語で女性のほうがいい、納

得したような顔つきになった。 

彼らは、御坊たちが来ることを聞かされていたので、饗応するためにランチの

用意をしていたところだった。 

 



 

 

サモワールがテーブルの真ん中に置かれ、まずお茶だった。 

ジャムや黒パン、丸い大皿が銘々に配られた。 

テーブルの横では石炭で火を起こし、深い鍋で湯を沸かしている。 

 

たぶんスヴェトラーナという女性が、あらかじめ来訪が告げられていた御坊た

ちをもてなすために、腕によりをかけたのだろう、アクロシュカという冷製ス

ープが最初に出された。 

細かく刻んだ黄瓜
き う り

、玉葱
ねぎ

、馬鈴薯
じゃがいも

、卵、ハム、それにクワスという黒パンから

作った飲料を注いで作ったものだ。 

ザクースカ（野菜の酢漬け）で黒パンをちぎっては食べながら、ひとしきり、

五人は日本語で他愛ない話をしていた。 

 

スヴェトラーナもミハイルも、ハルビンの日露友好協会に出入りしており、日

本人にロシア語を教えていた。知り合ったのもそこでだったようだ。 

友好協会には、日本の商社員や実業家、学生や教員、軍人も多かった。多くの

日本人の知遇を得た二人は、日本への親近感がかなり強くなったようだ。 

スヴェトラーナのほうは、ハルビンのローザヴィル女学校の教諭であり、ミハ

イルのほうは病院の検査医になったばかりだった。まだ駆け出しだ。 

 

そうした身の上話をしているうちに、ミハイルが分厚い牛肉を五枚持ってきて、

沸騰した鍋に入れて色が変わるくらいに湯がくのだ。 

湯を切って、それぞれの大皿にのせ、塩や胡椒を振りかけながらのメインディ

ッシュだった。 

たったそれだけなので、素朴で、実に簡単な料理である。 

料理とさえ言えないくらいかもしれない 

ただ、午後の日だまりのなかに丸テーブルを出してのこのランチは、御坊たち

にとってはこの上ない贅沢でお洒落なものに感じられた。 

料理そのものは、それこそ単純なものだ。 

しかし、外での食事というものがこれほど幸福感を与えるものだとは、御坊た

ちも感嘆する以外なかったようだ。 

やがて、ランチを終え、紅茶を飲みながら、ロシア人男女の逃避行が詳しく語

られ始めた。 

 

・・・ 

 

スヴェトラーナ・ロストヴァは、ロストフ家の一人娘だ。 

実はそのほかに、三人の姉がいた。 

ナターシャ、タチアナ、そしてアナスタシアの三人だった。 

しかし、この三人はロストフの血を引いていない。 

 

ロストフ家は、名前こそロシア式だが、ユダヤ系である。もとよりハリストス

正教会に改宗している。 

ロシアでのユダヤ迫害は想像を絶するものがあり、日露戦争中に起こった「血

の日曜日事件」の暴動以後、失敗したものの革命騒ぎとなったことで、帝政は



 

 

民衆の不満のはけ口にたびたびユダヤ人を悪者にしたてた迫害を行った。 

このためユダヤ人への襲撃事件があいついだ。 

ロストフ家は父親のアンドレイがユダヤ人だが、妻はロシア人だった。 

しかし、「ポグロム（破壊）」と呼ばれるユダヤ人迫害が激しくなったので、一

家はサンクトペテルブルグの商家を捨て、満洲までシベリアを横断して逃げて

きたのだ。 

日露戦争中に、シベリア鉄道は貫通していたが、なかなか席は取れず、馬車や

徒歩での大陸横断を余儀なくされた。 

途中、母親のほうは早々に病をえて倒れ、カザンで亡くなった。 

一行はエカテリンブルグにたどり着いたところで、同じく迫害を受けて東洋を

目指して逃避行をしていたジプシー（ロマ族）の親子に出会った。 

母親一人と、三人の娘たちだ。 

夫は殺されたという。 

母親もこのとき肺病を病んでおり、ほぼ危篤状態に陥っていた。 

エカテリンブルグ滞在中、このジプシーの母親も死んだ。 

死の間際、ロストフに銀貨の詰まった革袋とともに三人の娘を託した。 

 

ロストフは荷物を馬車に積替えながら、少女四人を連れての逃避行を続けた。 

途中、シベリア鉄道に乗り込むことも出来、ようやく半年をかけて国境を越え、

ロシア人の都ハルビンにたどり着いた。 

ちょうど日露戦争が終結し、満洲のロシア人社会は動揺。混乱の最中にあった。

しかしハルビンが戦場になることはなかった。 

ロストフはハルビンで有り金すべてをはたいて肉や野菜の流通業を始め、メイ

ンストリートのキタイスカヤ・ウーリツァ（中国通り、現中央大街）に陣取る

同じユダヤ系のチューリン（秋林）百貨店の物流を請け負うことに成功。これ

で大いに財をなした。 

同じユダヤであるということで、ロストフがチューリンから優遇されたことは

間違いない。 

 

スヴェトラーナが五歳から六歳にかけてのことだ。 

義理の姉三人は全員七歳。 

いずれもエカテリンブルグで死んだジプシー女の実の娘ではなかった。 

四人は、お互いまったく血がつながっていなかったわけだが、まるで実の姉妹

のように仲が良かった。 

三人の姉たちには秘密があった。 

いずれも魔女の血統を引いていたのである。 

ジプシー女は孤児だった三人が魔女の血族だということを見込んで引取り、娘

のように育てていたのだ。 

 

その一番下のアナスタシアが長い逃避行で心身ともに疲弊したのであろうか、

ハルビンについてしばらくして死んだ。 

アナスタシアは病床に集まった三人にみとられて逝ったが、その死の間際、力

無く片腕をそっとスヴェトラーナのほうに伸ばした。 

ナターシャとタチアナは、スヴェトラーナに『手を取ってあげて、スヴェトラ



 

 

ーナ。』と強く勧めたので、彼女は両手でその手を握ってあげた。 

アナスタシアは安心したように、笑顔を見せて、そのまま息を引き取った。 

魔女の死の間際にその手をとると、本来残っていた寿命と魔力がすべてその人

に譲り渡される。 

この瞬間から、スヴェトラーナは魔女の三人姉妹に入った。 

 

しかし指南役の義理の母はすでに死んでおり、彼女たちもまだ六、七歳である。

魔力の使い方も、その技量の向上も図るすべはなかった。 

ただ、ふつうの人に出来ないことはふとしたときに垣間見えた。 

 

・・・ 

 

この話をしている最中、スヴェトラーナが『お茶にジャムを入れてみようかし

ら。ウクライナではそうするようだから。』と言って、紅茶にジャムを入れ、

スプーンで掻き回したのだが、話に夢中になったあまり、スプーンから指を離

し、頬杖をついた。 

ところが、その後ずっとスプーンは勝手にカップの内周をぐるぐる回り続けた

のである。 

延々とスプーンが回り続けるのを目前に見た御坊と豊丸は、眼が点になった。 

ミハイルが「スヴェトラーナ」とたしなめるように言った。 

「なに？」 

ミハイルが、彼女のカップのほうに目配せすると、スヴェトラーナは「あ、ご

めんなさい。うっかり・・・」といって、回り続けるスプーンを止めた。 

御坊と豊丸は、しばらくぽかんと口を開けたままだった。 

・・・ 

 

さてその後三人は長ずるにつれて、自己流で魔力の上達を試みたりしたがしょ

せん限界があった。 

そこで、週末になると聖ソフィア大聖堂の聖体礼儀に行ったあと、かならずエ

レオノーラのところに寄った。 

ハルビンの中心は松花江（スンガリー）沿いの埠頭区に集中していた。 

大通りのキタイスカヤ・ウーリツァがあり、それを中心に銀行や商家、領事館

などが立ち並び、裏手にいくとレストランや酒家が軒を連ねていた。 

日本人居留者たちは、このころ四千人に膨れ上がっていたが、大半はこの埠頭

区に住んでいた。 

中国人たちはもっと東の傳家甸（フー・ジア・ティエン）に集中していた。 

雑多な賑わいを見せる町だ。 

豪華な埠頭区の南側にはサハロフカと呼ばれるロシアの貧民街・難民街があっ

た。 

エレオノーラはこのサハロフカにいた。ハルビンに古くからいるジプシー占い

の老婆だ。 

薄汚い煉瓦づくりのビルの地下に一部屋借りており、天井近くに小さな鉄格子

のはまった小窓がある。路面すれすれのところだが、ここからわずかに外の陽

が差し込む。ただ、雨の日ともなると、路面の排水がしっかりしていないため、



 

 

道路を誰か歩くと雨水がこの小窓から部屋の中に入ってくる始末だ。 

 

三人は、このエレオノーラを慕っていた。 

魔女の理解者だったからにほかならない。エレオノーラのほうも三人がお気に

入りの「娘たち」だった。 

ロストフは、治安の悪いサハロフカに娘たちが入り浸っているのを快く思って

はいなかったが、「特別な娘たち」だけに、大目に見ていた。 

 

三人はエレオノーラが持っていた魔女経典からさまざまなことを学び、半人前

ながら、あるていどの魔力は使えるようになっていった。 

エレオノーラは魔女ではなかったが、魔女を育てることはできた。 

あのエカテリンブルグで死んだロマ族の女と同じだ。 

 

三人が魔女であるということは、ハルビンのロシア人社会にも次第に公然の秘

密として知れ渡っていった。 

ただ、誰も彼女らを非難することはなかった。 

困り事が起こると、みな三人のところに相談にいくからだ。 

探しもの、予言、病気の治癒をする祈祷、読心術、さまざまな依頼が来るよう

になった。 

三人とも、手土産ていどのものは受け取ったが、お金を取って収入を得るよう

なことはしなかった。ただ、楽しかったのだ。 

魔女とはいえ、無邪気な青春の日々が過ぎていった。 

 

そんなスヴェトラーナにも恋人ができた。ミハイルである。 

日露友好協会で知り合ってから三年たつが、とくにこの一年というものは、日

を追うごとにお互いの気持ちを育てるようになっていた。 

今年の七月、二人は馬車を借りて郊外へピクニックに行った。一時間ほどいく

と、地平線まで続くのではないかと思われるほど広大なひまわりの群落がある。 

中国人は、ひまわりの種を塩と油で炒ったものが好物だ。 

大量消費される。油も取れる。 

そんな一面のひまわりで埋め尽くされた緩やかな丘陵地帯に、白樺の小さな林

がある。 

二人は馬車を近くにとめて、木陰に麻布のシートを敷いて籐製のランチバスケ

ットを広げた。 

北の大地とは言え、さすがに夏は暑い。 

しかし、木陰に入ると空気が乾燥しているからか、むしろ心地よい。 

蜜蜂がしきりに二人の周りを飛ぶが、冷やかすだけで飛び去っていく。 

 

「きみがやってるのかい？」 

「うん。邪魔しないでねって。」 

スヴェトラーナは笑った。 

「いいの？ ミハイル。花嫁が魔女でも？」 

「いいさ。だって、人間だろ？」 

「そうよ、ただの人間よ。魔法が使えるってだけ。長生きはできるかもしれな



 

 

いけど、やがて死ぬわ。」 

「どのくらい長生きするんだろう？ ぼくはやっぱり先に死ぬんだろうね。」 

「ううん。一緒に生きるの。魔女が生きる限り、連れ合いの夫も同じときまで。

魔女が長生きなのは、ほかの魔女が死ぬ間際に命を受け渡しするから。二倍生

きることになるの。その夫も同じだけね。そして、普通の人の半分の速度で老

いていく。でも、病気にもなるし、事故に遭えば死ぬし。だから、長生きする

ことは可能だというだけで、途中で死ぬときがくればやはり死んでしまうわ。

死に際の魔女から受け渡しされることがなかったら、ふつうの人と同じように

死ぬし。」 

「空を飛んだことはないの？」 

スヴェトラーナは笑った。 

「そんなのおとぎ話よ。傘を差したまま、屋根から飛び降りて、ふわりとゆっ

くり地面に降りてくることくらいはできるけど。鳥のように空を飛ぶなんて、

あるわけ・・・」 

そのときミハイルの唇が、スヴェトラーナのそれに重ねられた。 

幾度もキスを繰り返し、長いこと二人は昼下がり白樺の木陰で肉体の夢を見て

いた。・・・ 

 

午後五時を回ったくらいだろうか。 

ブラウスのボタンをとめる様子を見ながら、まだ半裸状態のミハイルが言った。 

「ぼくは心配なんだ。イーゴリがきみに言い寄ってきていると噂を聞いた。」 

「ああ、チューリンのところの？」 

「そう。」 

 

チューリンのイヴァン・チューリン（創業者ではなく二代目）には隠れた庶子

がいた。 

イーゴリという男だ。めっぽう美男子だったが、なにしろ素行が悪い。 

粗暴で、あたりかまわず女に手を出し、ろくな仕事にもつかずに、悪い仲間た

ちと恐喝ばかりして歩いている。 

おまけに非常に頭脳が明晰ときているから、タチが悪い。 

 

「断ったわ。イーゴリは、父親のイヴァンから勘当されそうなのよ。それでロ

ストフの娘と結婚して、物流の会社をいただこうという算段でしょう。父親を

見返してやるにも好都合だと思っているのよ。」 

「でも、三人姉妹のうち、なぜきみなんだろう？」 

「一番『やりたい』って思うんですって。面と向かってそういうことを言う人

よ。まっぴらだわ。」 

「でも、きみのお父さんは乗り気らしいじゃないか。」 

「いくら、父がイヴァン・チューリンに頭が上がらないからって、わたしはご

めんよ。」 

「だいじょうぶかな。ぼくはほんとうに心配なんだよ。」 

「心配性ね、坊やは。わたしがもう一度勇気をあげましょうか？」 

スヴェトラーナはまたミハイルにしなだれかかった。 

ハルビンの夏の夜は遅い。七時半になってもまだ明るいくらいだ。八時九時で



 

 

夕方から黄昏どきである。 

二人は離れがたい思いのまま、星が出てくるまで愛しあった。 

 

二十歳を越えていた三人姉妹は相変わらず仲が良かったが、波紋が起き始めた。 

やはりイーゴリの問題で、スヴェトラーナの身辺が慌ただしくなってきたから

だ。 

噂通り、アンドレイ・ロストフは、イーゴリとスヴェトラーナの結婚に前向き

だった。イーゴリを婿に迎えてロストフを継がせることまで念頭に入れていた

に違いない。 

ハルビンでも指折りのブルジョア同士の姻戚であるから、お互い断る理由など

ない。とんとん拍子で話が進んだ。 

親同士がその調子である。イーゴリは露骨にスヴェトラーナにまとわりつくよ

うになった。 

教会の帰り、日露友好協会の帰り、三人姉妹が買い物に出かけると執拗につき

まとった。 

ナターシャとタチアナは、当初無視していたが次第に我慢ならなくなってきた

ようだ。 

三人はいつもお揃いの白い亜麻のレース生地でこしらえた夏用ドレスを着て、

エレオノーラのところに相談に行った。 

水晶玉やタロットで、イーゴリの素行を探ってみたのだ。 

すると、出てくる出てくる。 

悪事が数えきれないほど浮かび上がってきた。 

父親のイヴァンはたいていのことは、尻拭いをし、息子の揉め事を隠蔽してき

たが、イヴァンも知らないことがたくさんでてきたのだ。 

満洲一帯の北洋軍閥との阿片の取引だった。 

日本や中国の売人や軍隊まで絡んでいた。 

当時中国は全土が阿片中毒者で溢れかえっていた時代だから、いくらでも金に

なったのである。 

この縄張り争いから人も殺していた。 

日中の官憲は愚か、軍閥からも密かに追われているような事案まで出てきた。 

ハルビンが事実上、ロシア人都市で治外法権のようなものだったから、権力の

空白地帯であった。公然とは軍閥や中国、あるいは日本の官憲が介入すること

も慮られていた。だからイーゴリは、暗殺ということさえ警戒していれば、ハ

ルビンにいる限りはまだ安全を保つことができたのである。 

 

三人はぞっとした。 

この恐ろしい男からどうしたら離れることができるだろうか。 

エレオノーラは、「呪い」はかけてはいけない、と厳しく三人に言い渡した。

それは、倍になって三人に返ってくるからだ、と。 

隙をついてスヴェトラーナが逃げる以外になすすべはない、とも言った。 

なぜなら、これは運命だからだと言った。 

 

スヴェトラーナが、「いやだ。わたしはあんな男の妻になどなりたくはない。」

と涙ながらに訴え、二人の姉も「なんとかならないの、エレオノーラ！」と詰



 

 

め寄った。 

エレオノーラは、無理だという風にかぶりを振った。 

 

すっかり気落ちした三人が薄暗い路地裏のエレオノーラの部屋から立ち去ろ

うとするとき、エレオノーラがおもむろに言った。 

「もし、ナターシャとタチアナが、スヴェトラーナのために命を投げ出す覚悟

があるのなら、方法は一つだけある。」 

「だめよ、そんなの。お姉さんたちが死んで、わたしだけが助かるってことで

しょ。冗談じゃないわ。」 

スヴェトラーナはドアを開けて出ようとしたら、ナターシャとタチアナがそれ

を押し留め、ドアを閉じた。 

「わたしたちは、構わないわよ。アナスタシアはもう、あなたの中にいるわ。

わたしたちも、あなたの中で生きていくの・・・わたしたちが恋人をつくらな

いのは、あなたと一つだから。そう定められているから。・・・」 

 

それは『血の結束』という呪術だった。 

その場でエレオノーラの指示のもと、呪術が施された。 

魔女ならではの儀式だった。 

 

スヴェトラーナは呪術が始まる前、心配そうにエレオノーラに訊いた。 

「そんなことして、死ぬことはない？」 

「魔女は、自分では死ねないんだよ。」 

 

エレオノーラが香を焚き、十字架を逆さまにし、祈祷書の呪文を唱えはじめた。 

なんのことはない、マタイによる福音書二十七章四十五-六十六節にあるイエ

ス・キリストの断末魔の叫びだった。 

 

・・・エリ エリ レマ サバクタニ（神よ、なぜわたしを見捨てたのですか）

エリ エリ レマ サバクタニ・・・ 

 

どうやら彼女たちは、背教者（反キリスト）としての黒魔女ではなく、あくま

でもキリスト信仰の異端としての白魔女だったようだ。 

エレオノーラがこれを繰り返し繰り返し唱える中で、三人は自分の右手首をナ

イフで切った。 

血が流れ、それぞれが右隣の人の血を吸い、次に左隣の人の血を吸う。 

やがて、三人で両手をつなぎ輪をつくって、呪文を唱えるごとに右に回り、左

に回り、エレオノーラに唱和し始めた。 

四人の唱和が興奮点に達するころ、締め切った地下室に一陣の風が吹いた。 

部屋中の蝋燭は一斉に消えた。 

闇の中でエレオノーラの声が聞こえた。 

 

「そのままお待ち。」 

 

すると、すぐに蝋燭が再び一斉に灯った。 



 

 

 

「成就したようだね。・・・」 

 

エレオノーラは、「おまえたちにはもう怖いものはなにもない。自分が犠牲に

なることを厭わなければ。・・・」そう言って、いくつかの注意を三人に言い

渡した。 

三人は、代わる代わるエレオノーラの前で片膝をついて挨拶をし、立ち去った。 

 

このところミハイルは気が気ではなかった。 

貧乏な病院勤めの自分が、二つの大家を相手に抗えるわけもなく、このまま指

を加えてスヴェトラーナが奪われていくのを見守るしかなかったのだ。 

食事も喉を通らず、気が滅入る一方だった。 

そんな夕方、ミハイルは病院を出て、重い足取りで鉄の門扉を押し開くと、そ

こに三人姉妹がいた。 

スヴェトラーナが駆け寄ってきて、「ミーシャ、河岸通りのマリインスキーで

お食事しましょ。」とご機嫌で声をかけた。 

「スヴェトラーナ・・・しかし、きみはもう。」 

怖気づくミハイルを、三人は追い立てるように、馬車に押し込んだ。 

スヴェトラーナは二人にキスすると、すぐに馬車に乗り込んだ。 

 

走り去る馬車を見送る二人の背後に、イーゴリが近寄ってきた。 

三つ揃えを着たイーゴリは、皮の紐タイを蝶結びにして垂らし、当時流行のパ

ナマ帽子をやや斜めに被っていた。ベストのポケットには銀の懐中時計がアク

セントになっていた。 

「どうやら、まんまと邪魔をしてくれたようだね。ご丁寧にも。」 

ナターシャは冷たく言い放った。 

「イーゴリ、あなたがどこでなにをしようと、わたしたちにはお見通しよ。無

駄なことね。スヴェトラーナは渡さない。決してあなたと二人にはさせない。」 

タチアナも続いた。 

「あなたのお父様に、阿片のお話を詳しく手紙にしてお送りしておいたわ。今

頃、さぞびっくりなさっているでしょうね。」 

二人は高笑いした。 

イーゴリは、真っ青になって二人に掴みかかろうとしたが、その瞬間、二人が

さっと掌を見せて前に突き出すと、イーゴリの体は宙を飛んだようになって六

メートルほど後方に吹き飛んだ。 

衆人の中で恥をかいたイーゴリは、「この薄汚い、魔女め。売女め。・・・思い

知ることになるぞ。」と悪態をついた。 

「思い知るのは、どちらでしょうね。」 

ナターシャはどこまでも冷たかった。 

「ナターシャ、行きましょう。人間のクズと話をしていたら、魔女ですら体が

腐ってしまいそうだわ。」 

二人は笑いながら、『わたしたちはどこでお食事する？ ナ・ズダローヴィ？ 

それともマリンカ？』などと呑気な話をしながらその場を後にした。 

イーゴリは埃を払いながら、二人の後ろ姿をずっと睨みつけたまま立ち尽くし



 

 

た。 

 

イーゴリはその夜のうちにチューリン家から追い出された。 

当座の金は渡されたが、イヴァンは堪忍袋の緒が切れたようだ。 

ナターシャとタチアナが送りつけた暴露文書は、すでにイヴァンが調べていた

欠落部分を、見事に説明する内容だったのだ。パズルがあらかた揃ったわけだ。 

イヴァンとしても庶子のイーゴリを持て余していたところに、軍閥や日本、中

華民国の官憲に追われているようでは、仕事上差し支える。 

早い所縁を切っておかないと、後々問題になると判断したのだろう。 

 

その後、イーゴリの消息は途絶えた。 

ロストフ家では、商家の後継者としてアンドレイの弟一家に経営や資産のすべ

てを譲渡していくことになった。 

一人娘を国外に逃したほうが良いという話になったため、婿をとるという目算

は成り立たなくなったからだ。 

 

数日は、平穏な日々が続いた。 

ミハイルとスヴェトラーナの結婚がロストフ家では相談されたのだが、なにし

ろイーゴリがなにをしでかすかわかったものではない。 

そのため、これもやむなく断念し、二人で海外に落ち延びたところで適宜婚姻

をするようにしたら良いということになった。 

その候補地として、日本が選ばれた。 

スヴェトラーナやミハイルのことを良く知る、聖ニコライスキー会堂の吉村神

父の支援を得て、軍にも話をしやすいことから、日本の滞在許可をとることが

容易だったためだ。 

当時ハルビンにいたロシア人の大半は事実上無国籍者であったから、どこの国

へ亡命するにしろ、手続きは困難をきわめた。その意味では、吉村神父の存在

は彼らにとっては願ってもないものだったのである。 

 

そんなとき、エレオノーラから伝言が届いた。 

ジプシーの乞食の少年が届けてきた。 

ナターシャとタチアナに、すぐに二人で来てほしいということだった。 

二人が例の地下室を訪れると、エレオノーラは顔がさんざんに膨れ上がってい

た。ひどく殴られたようだ。左手首は包帯が巻かれていた。 

小指を切り取られたという。 

エレオノーラが衝撃的なことを伝えた。 

イーゴリに脅されて、昨日やむなく彼に術を施したという。 

それは『人狼魔法』だった。 

 

人間の変身を可能にする魔法。 

ただ、魔女の支配下にあってはじめて人狼なのであって、それ自身では力に限

界があった。 

たとえば、いつでも人狼に変身はできる。満月のときにはしやすいだけで、変

身だけはいつでも可能である。但し、三度までである。三度変身をしてしまう



 

 

と、二度と人間の姿に戻れない。 

また、力は百人力となるが、それ以上の特殊なパワーというものは、ほとんど

無い。 

ただの化け物になるだけのことだった。 

イーゴリは、それでも良いから自分にその人狼魔法を施せと強いられたと、エ

レオノーラは震えながら告白したのだ。 

 

エレオノーラによれば、イーゴリは昨夜人狼に変身し、父親のイヴァンを襲っ

た由。しかし、たまたまその夜自邸に北洋軍閥の高官や、中華民国の代表団な

どを招いたパーティをしていたので、変身はしたものの、未遂に終わってしま

ったという。 

憤懣やるかたないイーゴリは、あと二回しか変身できないことになる。一回は、

イヴァン殺害のため。しかし、そうすると、最後の変身をしたら、もう人間に

戻れなくなる。その目的がなんであれ、これでは三回目の変身はできないのと

同じだ。 

この変身の回数を無制限にするには、魔女と交わることしかない。 

エレオノーラは、このことは口が裂けても教えまいと思っていたが、イーゴリ

の手下どもに押さえつけられ、手首を切り落とすと脅された。 

ただの脅しじゃないぞとばかりに、左小指を切り落とされてしまい、とうとう

話してしまったというのだ。 

エレオノーラによれば、魔女の心臓を生きたまま食えば、さらに魔女の魔力す

ら手にいれることができ、無敵になるという。 

こうなると、イーゴリの狙いは明らかだ。まずは変身回数が無限になるために、

ナターシャかタチアナを犯して、その心臓を生きたまま食う。 

しかし、スヴェトラーナにはまだ強い未練があるからモノにするのは後回しで

も良い。標的はまっさきにナターシャかタチアナだということに間違いない。 

 

エレオノーラのところから戻ったナターシャとタチアナは覚悟を決めた。 

一刻も早く、スヴェトラーナをミハイルと一緒に日本に送り出すこと。 

そのため、女中を吉村神父のところに走らせ、事態の急を知らせた。 

イーゴリが自分たちを襲っている間に、二人をハルビンから逃さなければいけ

ない。吉村神父には今夜中に二人をハルビンから連れ出してほしいと要請した

のだ。大連経由、日本への脱出行である。 

一方で、ナターシャとタチアナは遺書をしたためた。 

ミハイル当ての伝言とともに、別の女中に持たせ、ミハイルのところへ行かせ

た。 

これでミハイルはただちに荷物をまとめてスヴェトラーナをピックアップし、

吉村神父の待つ聖ニコライ堂に向かうはずだ。 

 

二人は、父親やそのほかの奉公人たちに訳を言って、弟一家のところへ赴かせ

た。今晩一晩はそこにいるように、と。 

その後、父親が所有していた銃器から拳銃を二丁取り出した。 

魔除けの銀の弾丸を装填し、それぞれが持つことにした。 

今晩にも、イーゴリはここにやってくる。 



 

 

二人は湯を浴び、洗いたての白いドレスに身を包み、一緒にベッドに座ってカ

ードをしながら、その時を待った。 

スーシュキ（クッキー）をつまみながら、二人はお茶を飲みながら、思い出話

をしながらカードを続けた。 

昔、タチアナが面白半分にテーブルの上の生花を花瓶ごと空中に浮かせてみた

のを見て、スヴェトラーナがあんぐり口を開けてみていた、その表情があまり

に可笑しかったことなど。・・・ 

 

置き時計が深夜十二時を打った。 

玄関のドアが開いたようだ。 

鈴の音が響いた。 

二人はそのままカードを続けていた。 

しかし表情は真顔に戻っていた。 

やがて、靴音が木の階段を上がってくる様子を伝えてきた。 

彼女たちの寝室の前までくると立ち止まり、ぎいっととドアは押し開かれた。 

イーゴリだった。 

いつぞやの洋装と同じだった 

 

「先日はずいぶんとご挨拶だったな。」 

二人は黙ってカードをベッドに置き、イーゴリのほうを向いた。 

「覚悟はいいか、お二人さんよ。たっぷり可愛がってやるぜ。生きながら、・・・

死ぬまでな。」 

イーゴリは、一瞬体を震わせたかと思うと、全身が痙攣しだした。 

二人はまんじりともせずその様子を見つめていた。 

イーゴリの体は次第にばきばきと音をたてて変形していった。体長もどんどん

大きくなり頭が天井につくのではないかというくらい肥大化していった。 

服が千切れ、シャツやスーツのボタンが弾け飛び、露わになった皮膚には体毛

があっという間に生え広がっていった。 

狼さながらに突き出した顔面や頭部は、全身の三分の一はあるかとも思われた。 

始終涎を垂らし、低く唸り声を発するその姿はもはや人ではなかった。 

 

ナターシャとタチアナは、立ち上がると横に置いてあった拳銃を手に取った。 

人狼は銀に弱い。 

二人はかすかに笑っていた。 

軽蔑の色すら浮かんでいた。 

 

「イーゴリ、残念ね。あなたはわたしたちのどちらの心臓も、生きたまま食ら

うことはできない。魔女を甘くみるものじゃないわ。」 

「さあ、銀弾に穢された心臓を食うてみよ！」 

二人は向き合うと、抱き合いながら同時にお互いの心臓を拳銃で撃ち抜いた。 

ほとんど声も上げることなく、ため息のようなものが口から漏れたかと思うと、

崩れ落ちるように床に倒れた。銀弾に破壊された心臓から鮮血が流れ出て、白

いレースに染み渡っていく。それはどんどん床に広がり、人狼のほうにまで迫

っていった。 



 

 

人狼は後退
あとずさ

りした。 

あまりの光景に直面した人狼は、絶望と悲嘆の叫び声を上げた。それは近隣に

まで伝わるほど、長い遠吠えだった。 

イーゴリの襲撃はまたしても失敗した。 

 

・・・ 

 

そこまで話を聞いた御坊と豊丸は、『これは容易ならぬ相手だな。』と身震いし

た。正直なところ、二人の範疇ではなかった。 

化け物に変身しようがなんであろうが、相手は人間だということだ。 

今まで扱ってきたどの事案にも経験値は無かった。 

 

「これは姉たちがそのときわたしに届けさせた手紙です。」 

 

スヴェトラーナは分厚い封書を開いて、手紙を見せた。 

キリル文字だから読めない。 

しかし、あちこちインクが滲んでいる。 

スヴェトラーナは涙無しには読めなかったのだろう。 

 

「どうやって自分たちが、イーゴリを食い止めるかまで詳しく計画が書かれて

います。あの晩、家でなにが起こっていたのか、わたしは手にとるようにわか

ります。・・・」 

 

スヴェトラーナは眼に涙を浮かべていた。 

唇はわずかに震えていた。 

 

「わたしたちが、エレオノーラのところで行った『血の結束』の話、覚えてま

すか。」 

「ええ。」 

「あのおかげで、ナターシャとタチアナは、お互いの心臓を撃った瞬間に、自

分たちに残っていたはずの寿命と魔力のすべてを譲りわたしました。彼女たち

が言っていたように、今、わたしの中にいます。わたしたちは三人で一人にな

っています。あ、その前に亡くなったアナスタシアの分も。」 

 

スヴェトラーナはそう言うと、耐えられなくなったのか、「イズヴィニーチェ

（ごめんなさい）・・・」と呟いて、席を立って屋内に足早に入り込んでいっ

た。 

ミハイルが心配そうに、「ちょっと失礼しますね。」と言って、後を追った。 

 

「で、わたしにどうしろと？」 

御坊は吉村神父に尋ねた。 

「仏法ではどうにもなりませんか？」 

「ならぬこともないが、かなり手に余りそうだ。まともな行法ではとても効か

ぬのではないかな。相手はなにしろ、人だからな。化け物とはいえ、死んだも



 

 

のではない。どうしたものか。・・・邪道を使うしかないか。・・・」 

「手はあるんですね」 

「うむ。完全に命と引き換えだな。ま、乗りかかった舟だ。・・・そのイーゴ

リってやつは、残りの一回、狼に変身する機会を確実にスヴェトラーナ襲撃で

成功に結び付けなければならんわけだね。」 

「そうです。失敗すれば、狼のまま一生終えることになる。」 

「しかも今回は、スヴェトラーナへの恋慕などどうでもよく、とにかく生きた

まま魔女の心臓を食わなければならぬ、と。つまり、あっちもこっちも一回の

チャンスに賭けることになるわけだ。・・・ときに吉村さん、イーゴリの消息

はつかめているんですか？」 

「いや、皆目わかりません。一応、ロシア人が軽井沢に入ったら連絡をこの『木

曜島』にくれるように、主要なホテルなどには申し入れてあるんですがね。た

だ、エレオノーラが予言したところによると、スヴェトラーナの危機は、万霊

節の日から五十日後だと。」 

「して、それはいつですか？」 

「三日後です。」 

「・・・」 

御坊が豊丸を見ると、彼女は黙って木立のほうを向いたままだった。 

 

・・・ 

 

軽井沢の夏の午後にしては、暑さが鬱陶しいほど残っていた。 

御坊と豊丸は『木曜島』を後にして、ひとまず宿に入ることにした。 

緑地地帯から精進場川に降り立ち、追分方面に戻る途中に宿があった。 

吉村があらかじめとっておいたのだ。 

『杵屋
き ね や

』という宿で、これまた古い二階建て。 

湯に入れてもらい、早めの夕食が用意されていた。 

二人はあまり口数が多くなかった。 

経験がまったくモノを言わないのだ。 

豊丸は浴衣に着替え、髪も下ろして一本束ねに戻していた。 

洗いざらしの髪が裸電球に映えて、きらきらと輝いている。 

まだ濃い黄昏どきという時分だった。 

 

「豊丸。こたびというこたびは、おまえに助けてもらわにゃいかんかもしれぬ。」 

御坊は重い口を開いた。 

豊丸は、『えっ？』という表情をした。 

御坊が自分を頼りにするなどと、およそ言ったことはない。 

それだけ深刻な事態なのだろうとは思ったが、同時に「自分が初めて頼られて

いる」という思いで、むしろ胸が高まった。 

 

「うれしいわ。あなた。・・・初めてですよ、そんなこと仰るの。」 

「あの・・・そのお言葉づかい、もそっとふつうになりませんかね？」 

「えへっ。駄目なの？」 

豊丸がいたずらっ子の顔に戻って、笑った。 



 

 

「いや、ちょっとな、こそばゆくてな。おれはそんな言葉づかいされるほどの

玉じゃないんでさ。」 

 

豊丸はいつものこととはいえ、今度も御坊が死ぬんだろう、それもかなりひど

い死に方をするかもしれないと覚悟を決めていたが、一方でなんとか自分が力

になれるんだと思うと、むしろ身が引き締まった。 

 

「うれしい。ほんとに。御坊さんがそんな頼りにしてくれるなんて。」 

「頼りにしてる。こんどというこんどはな。」 

「なにをすればいいの？」 

「吉村の実家のさ、・・・」 

「ああ、あそこでわたしたちが修行した・・・」 

「そう、双身毘沙門天。吉村の親爺さんからいただいた曼荼羅を持ってきてい

る。まさかここで使うことになるとはな。」 

「あれは、二仏一体化の呪法でしょ？」 

「そうだ。二年もかけて二人で修行したんだ。あれで今宵おれはおまえと一体

になる。」 

「いつも、一体になってるじゃないの。」 

豊丸は、冷やかし半分で笑った。 

「ばか、そういう話じゃねえ。おまえの力をもらう。」 

「いいよ。いつだって。わたし、御坊さんのためならなんでもするもの。」 

「二人で合力せんと、とても人狼なんぞに対抗できまいよ。それだってまだ不

十分と思うくらいだ。」 

「あと何が必要なの？」 

「それはな・・・どうかな・・・そこに手を出すかどうか・・・」 

御坊は口澱んだ。 

「なに？」 

「うむ。これは邪法だ。蠱毒
こ ど く

と言ってな。」 

「蠱毒？」 

「中国で昔から使われてきた、必殺の呪術だ。仏法でもなんでもねえ。禁断の

呪法だ。」 

「危ないの？」 

「あぶねえ。こっちの身もあぶねえよ。いや、やめたやめた。正攻法でいこう。

とにかく双身毘沙門天法で、おまえの力をおれにくれ。それで真正面から行こ

う。」 

 

御坊はそう言いながら、食事の味がしていないようだった。 

豊丸にはわかっていた。 

御坊はその『蠱毒』とやらに手を出すつもりだと。 

 

杵屋は誰も宿泊者がいなかった。 

おまけに杵屋の従業員や家主は、別のところに居住しているらしく、夕食をか

たしたら宿から自宅へと帰ってしまったので、二人だけになった。 

後でわかったことだが、吉村がそういう宿をみつくろっていたのだ。 



 

 

そして、数日だけ客をとらないよう、宿に頼んでいたのだ。その分お金をかな

り積んだらしい。 

もとよりごくごく小さな宿であったから、部屋数といっても一階に一部屋、二

階に三部屋しかなかった。 

吉村は、御坊が事前に祈祷を行うことがわかっていたから、余計な邪魔が入ら

ないように配慮していたのであった。 

 

その夜、二人は法力を倍加させる行に入った。 

内護摩だ。 

香を焚き、双身毘沙門天曼荼羅を広げた。 

中央の第一院には、毘沙門天と吉祥天。それに随身の五人童子がいる。 

これを囲む第二院には、剣
けん

鎧
がい

護法に空
くう

鉢
はつ

護法、八大夜叉大将、二十八使者。 

毘沙門天と吉祥天一体の尊仏が四十三体の随神を率いた曼荼羅だ。 

御坊は毘沙門天王経をさんざんぱら読経し続け、やがて陀羅尼
だ ら に

に移った。 

 

「あり なり となり あなろ なび くなび 

あり なり となり あなろ なび くなび 

あり なり となり あなろ なび くなび・・・」 

 

小一時間も唱え続けただろうか。 

やがて、御坊が毘沙門天真言、「おん べいしらまんだや そわか」と唱える

と、続いて豊丸が吉祥天真言「おん まかしりえい そわか」と唱える。 

二人で交互に延々と唱え続けるのだ。 

やがて、二人は裸身になり交接し、感応道交、歓喜の極みに至るまで真言を繰

り返し唱え続けた。 

 

「おん べいしらまんだや そわか」 

「おん まかしりえい そわか」 

「おん べいしらまんだや そわか」 

「おん まかしりえい そわか・・・」 

 

昂揚の頂きに達する頃には、宿の裸電球がことごとく小刻みに明滅を繰り返し

た。 

深更、午前二時頃には二人は果てた。 

それまで虫の声はぱたりと止んでいたが、二人の行が終わるや、気の早いマツ

ムシがいたのか、まだ七月だというのに鳴きはじめた。 

 

「これでおまえの法力をもらった。おまえはしばらく無力に近い。・・・だか

ら豊丸、ここからは無理するな。おれを助けようとするな。絶対前に出るなよ。

おれの後ろにいろ。いいな。」 

「あい。仰せのとおりに。」 

豊丸はこころなしか、ぐったりしており、全身から力という力が抜けたように

なっていた。 

豊丸はにっこり笑って、裸身のまま御坊に抱きつき、「わたし、嬉しい。・・・



 

 

死ぬほど。・・・」と甘えた。 

御坊は優しく豊丸の細い肩を抱いた。 

しかしその瞳はずっと向こうを見ていた。 

まだ見ぬ人狼の影を追っていた。 

豊丸は、生まれて初めて人に心底頼られたことにこの上もない幸福を感じてい

た。 

「もう、死んでもいいよ・・・」 

豊丸はひとりごとをつぶやいた。 

御坊にはそれは聞こえなかった。 

 

翌日、御坊は宿の調度品から小さな陶器の坪を片手に、森に入ってあちこち歩

き回り始めた。なにやら、虫を探しているらしかった。 

なかなか見つからない種は、どこかで手に入らないかと百姓家にまで訪れて訊

いたりしていたようだ。 

昼頃まで帰ってこなかった。 

この間、豊丸は昨晩の行ですっかり脱力してしまい、およそ歩くのもやっとと

いう有様になっていたので、ずっと二階でごろごろしていた。 

宿の仲居や番頭らが掃除にやってきても。豊丸は浴衣もはだけたままでだらし

なく、見られても恥ずかしいという気すらおきないような状態だった。 

 

御坊は昼すぎに戻ってきた。 

壺の中でかさかさと妙な音がする。 

なにやら何種類か虫の類いを集めてきたようだ。 

「なにを捕まえてきたの。」 

「これか？・・・」 

御坊は蓋
ふた

につかっていた重い石をずらして、中を覗かせてみた。 

ゴキブリ、スズメバチ、カバキコマチグモ、ドクガ、サシガメ、ムカデ・・・。

おお、スズメバチはサシガメの毒臭に当てられて、ほとんど失神しとるじゃな

いか。さすがのスズメバチもなあ、たまらんか。・・・」 

「なにこれ、御坊さん。きっもちわるいぃ・・・」 

「毒虫ばかりだ。こいつらをいっしょくたにして、明日、生き残った最後の一

匹を使う。・・・それが蠱毒。」 

「え、どうするの？」 

「まあ、見てりゃわかる。・・・最後の切り札はこれしかねえだろう。おそら

くな。・・・」 

豊丸は、虫を見ているうちにだんだん気分が悪くなり、万年床の上にごろんと

気失ってしまった。 

御坊の言う通り、力という力が御坊に一時的に預けられているのだろう。 

毒虫の殺し合いの様子を見たところ、豊丸は抵抗力がなくなっているから、ま

さに毒気に当てられて失神したようだ。 

 

そんな頃、吉村から宿に電話が入った。 

「ロシア人が一人、昨夜三笠ホテルに入ったようです。たぶんイーゴリでしょ

う。」 



 

 

「おいでなすったかい。」 

「御坊さん、木曜島に来ていただけますか？」 

「わかった。これから行く。」 

御坊は胸元も片方が完全にはだけてしまい、しかも大股びらきでひっくり返っ

たままの豊丸を残し、一人で木曜島に向かった。 

 

・・・ 

 

木曜島には、吉村のほかに陸軍の少佐が一人いた。 

「まあ、にわかに信じられん話ですが・・・」 

少佐は苦笑いしながら言った。 

「ほかならぬ吉村さんのお願いですから。満洲では陸軍の特務機関が、ハルビ

ンへ潜入してきたボルシェビキの動静の件でずいぶんお世話になっています

のでね。奉天の関東軍からも連絡がはいってますよ。一応、裏の小屋には二人

歩哨を立てています。」 

 

スヴェトラーナとミハイルは小屋に閉じこもってずっとお祈りをしているそ

うな。 

アナトリイ神父はお茶を持ってきてもてなしていた。 

ワシイリイは神父のお使いで軽井沢商店街に買い物に言っているらしい。 

礼拝室の隣の庫裏で四人はキッチンテーブルを囲みながらお茶を飲んだ。 

 

「来るなら今夜ですかね？」 

御坊は尋ねた。 

「どうですか。エレオノーラの予言では明日ですから。まだ今夜ということで

は無いような気がしますが。」 

「そうか。」 

 

少佐はお茶を干すと、立ち上がった。 

「では、わたしはこれで失礼します。一応、二人の歩哨は明日未明に交代要員

をよこします。明晩はまた入れ替わりますので、ご承知おきください。明後日

の未明には撤収させるということでよろしいですね。」 

少佐は、敬礼して退室していった。 

 

「ミハイルが、歩哨の二人に銀弾を使うようにと、いくつか作って渡している

ようです。」 

「なるほど。しかし、銀弾はこれまでの話によると、人狼を排除するには効果

があっても、倒す致命傷にはならんのでしょう？」 

「仰る通り。」 

「どうします？」 

 

すると、これまであまりこの話には入ってこなかったアナトリイ神父がお茶を

啜りながら言った。 

「ヤマナラシの木を。」 



 

 

「ヤマナラシ？」 

「ええ、ヤマナラシの木で杭をつくります。これは人狼には致命傷になります。

心臓に打ち込むのです。」 

 

吉村が言った。 

「ああ、ハコヤナギのことですね。防風林対策で多数植えられています。アナ

トリイ神父、あれが人狼には効くんですか？」 

「そう。ヤマナラシの杭が。・・・ロシアではそう伝えられています。しかし、

人狼はそれで死にますが、蘇ります。そのときには、不老不死の吸血鬼になる

と。ロシアではそれをウィプリといいます。ロシア語ですが、破門された者と

いう意味です。」 

「なんですと？」 

「それでは、話にならん。」 

「ですから、ヤマナラシで人狼を倒した後は、必ずその首を刎ね、焼いて灰に

し、河に流します。永遠に戻れないように。」 

「なるほど・・・」 

 

吉村は、早速、交換台を通じて材木屋に電話をかけた。 

ヤマナラシ（ハコヤナギ）の杭を至急何本かつくるよう頼んだ。長さや太さな

どあれこれ電話で指示しているのが庫裏にも聞こえてきた。 

今日中には木曜島に届けてくれるそうだ。 

 

「さて、そうなると、あとはわたしの出番ということになりますかな。スヴェ

トラーナに近寄せないようにするにはどうしたらいいか・・・」 

 

アナトリイ神父は、奥から分厚い祈祷書を持ち出してきた。 

「これに、人狼や吸血鬼を寄せつけない結界の張り方が出ています。そのため

の祈祷文もあります。わたしは用いたことがないのですが、昔イルクーツクに

いたわたしの先輩の神父が、人狼から信者たちを助けたことがあると言ってい

ましたから、有効なのでしょう。」 

「それはどういったもので？」 

「白墨で周囲に円を描き、その中で祈祷するだけです。倒すことはできません

が、人狼は中に入れない。」 

「ああ、おれがいつもやっている土砂加持を使った結界と同じですな。」 

「しかし、お言葉ですが、あなたのおやりになる土砂加持は幽霊や亡者の類い

に対する結界でしょう。人狼や吸血鬼のような、怪物相手の祈祷ではないので

は？」 

「仰るとおり。ここは、アナトリイ神父の結界でいきましょう。」 

 

アナトリイ神父は満足そうにうなずいた。 

「それであなたは、最終的にどうなさいます？ ヤマナラシの杭を黙って打ち

込まれるほど、人狼はお人好しではありませんよ。」 

「策が、・・・あります。危険ですが。それしか無い。」 

御坊はそう言ってお茶を呑み干した。 



 

 

 

午後の日だまりで、ミソサザイのさえずりが聞こえてきた。 

ずんぐりむっくりで、地味な色をしているが、その鳴き声はひときわ軽井沢の

高原に馴染む心地よいものだった。 

 

・・・ 

 

豊丸が眼を覚ましたのは、宿の主人が伝言を持ってきたときだった。 

慌てて身繕いをして、襖を開けると主人から封書を渡された。 

 

「あなたのいのちにかかわるだいじなおはなしがあります いまからおいわ

けのすわじんじゃに おひとりで いーごり」 

 

下手な字からすると、外人が書いたと思われる一枚の紙切れがはいっていた。 

 

「誰がこれを？」 

「あの、外人のお坊さんでしたよ。黒い僧服の。口ひげをはやした、おかっぱ

の。」 

「ああ、ワシイリイっていう修道僧ね。・・・へえ、どうして彼が、イーゴリ

なんかと。」 

 

豊丸はこれが御坊宛だということはわかっていた。 

御坊はどこへ行ったのか、いない。 

木曜島だろう。 

伝言は「いまから」と書いてある。 

豊丸は、自分がほんとうに御坊の役に立つときだ、と思った。 

イーゴリというのは、人狼だが、まだ昼間の話だ。 

人通りもあろうし、滅多なことはすまい。 

豊丸は決めた。 

 

『わたしが行こう。』 

 

御坊のためになんとか役に立ちたいと、一途にそれだけを思っていた。 

豊丸は出かける用意をした。 

例のあっぱっぱ姿になって、杵屋を出た。追分はそんなに遠くない。 

宿の人から自転車を借りたらすぐだ。 

午後の日差しが一番強い時間帯だった。 

心ははやるのだが、なにしろ体があまり言うことをきかない。 

なにしろ昨夜の行の後から、ぐったり力が抜けてしまっているのだ。 

暑い日盛りの中で、行き交う人はごく少なかった。 

 

追分を過ぎ、右への分岐を行くと、まばらな木立の合間に、諏訪神社の近くで

ワシイリイが立っているのが見えた。 

豊丸の自転車を見つけると、こちらへというふうに手招きした。 



 

 

豊丸は、自転車を降りて近づいた。 

ワシイリイは顔がこわばっていたが、イーゴリと一緒なのだろうから、当然恐

ろしいに決まっている。 

自分も怖いが、なんといっても昼間だ。 

ワシイリイも一緒にいる。御坊の代わりに、イーゴリの言い分を聞いてやろう

と、むしろ気負い立った。 

 

「お坊さんは、来られないんですか？」 

ワシイリイは、おずおずと豊丸にたずねた。 

「御坊さん？ ブラツキー聖堂に行ったんじゃないかしら。わたしも知らない

うちにいなくなってたから。それでわたしが代わりにきたの。さっきの伝言・・・

あれ、どうしたんだろ。宿に置いてきたんだわ。・・・」 

「そうですか。」 

 

ワシイリイはがっかりしたような顔になったが、こちらです、と言って木立ち

の中に入っていった。 

豊丸は自転車を木に立てかけて後に続いた。 

ちょっと入ると、ぽっかりと開けた芝のような空間に出た。 

ハルニレの大きな木が真ん中に立っていて、ちょうどそこだけ日だまりの中で

ちょっとした木陰をつくっていた。 

木陰には、白人の男が白いシーツを敷いて、ランチボックスのようなものを開

けて、お茶を飲んでいた。 

その男は豊丸を見ると、一瞬当惑したような顔になったが、すぐに笑顔になり、

こちらへと手招きした。 

豊丸は体がまだなんとなくふらふらしていたが、なんとかしっかり歩いてハル

ニレの木の下までたどり着くと、言った。 

 

「イーゴリさん？ 豊丸といいます。御坊はどこへ行ったかわからないので、

わたしが代わりに来ました。なにか、彼に言伝
ことづて

でも？」 

 

豊丸はシーツの上に座ると、ワシイリイが二人の前に立って通訳をした。 

 

「そうですか。それは残念だ。大事な話をしようと思ったが。」 

「わたしでは駄目ですか？」 

「そうですね。」 

 

豊丸はがっかりした。 

この怪物は一体なにを御坊に告げたかったのだろう。 

いずれ警告であろう 

 

「警告でしょ？」 

 

イーゴリははははと笑った。 

「ご明察。その通りです。」 



 

 

「なら、わたしに言えばいいじゃないですか。お伝えしておきますよ。すぐに

帰ってくるでしょう。」 

「わかりました。・・・せっかく来られたので、どうですか、一緒にお茶でも

召し上がりませんか。日本の夏というのは、暑いですねえ。喉が乾きます。思

った以上だ。」 

 

イーゴリは、横にあった魔法瓶から、陶器のカップにお茶を注いで、豊丸に手

渡した。 

豊丸が飲もうとすると、それを制してジャムを指差した。 

 

「ウクライナでは紅茶にジャムを入れます。ロシアは寒いので習慣がら温かい

紅茶に入れないのですがね。ここは暑いから、入れたほうが美味しいですよ。

試してごらんなさい。・・・イチゴがいいですか、それともオレンジのマーマ

レード？ このブルーベリーも混ぜると格段に美味しくなりますよ。」 

 

豊丸は思考が鈍っているということもあるが、糖分を欲していた。 

イチゴを掬って紅茶に入れた。 

するとイーゴリは、『もっといれないと』という手真似をしたので、たっぷり

入れてみた。 

イーゴリは満足そうに、それを見ながら一緒にお茶を飲んだ。 

 

甘さが体中に染み渡っていくようだ。 

温かい紅茶は、この暑さの中でむしろ心地よかった。 

豊丸は少し神経がすっきりしてきたような気がした。 

 

「まだ御坊とやらには会っていないから、いまのところは直接なんの関係もな

い。横からでしゃばっているのは『彼』のほうだ。違うかい？ その警告をし

ようと思ったんだが、まあいいか。・・・」 

 

豊丸は、次第に手足のしびれを感じ始めた。 

『なんだか具合が悪くなってきたわ。やっぱり出歩いたのはまずかったのかし

ら。・・・』 

 

「ほかに伝言が無いなら、わたしはこれで帰ります。」 

 

イーゴリは、笑って左手を差し出し、『どうぞ、お引取りを。』といった手真似

をした。 

豊丸は、ふらつきながら立ち上がった。 

ワシイリイは、わなわな震えながらその様子を見ていた。 

 

『なに、この人。なんでわたしを見て震えてるの？ わたしの様子がそんなに

変？ よほど顔色が悪いのかな、わたし。・・・』 

 

豊丸がそう思った途端、嘔吐し始め、腹痛が始まった。 



 

 

鼓動が異様に早くなり、さーっと体中の血が引いていくような気がしてきた。 

次第に痙攣
けいれん

が始まった。息苦しくもなってきた。 

 

『まさか。・・・わたしはとんでもない過ちをした？・・・御坊さん、助けて・・・

またヘマをしたみたい、・・・』 

 

それが豊丸の意識の最後だった。 

 

イーゴリは、立ち上がって豊丸の脈をみた。 

 

「あっけないな、ワーシャ。人間なんてこんなものさ。たかが一グラムでこの

ありさまよ。・・・さて、帰ろうか。」 

 

ワシイリイは震えながら豊丸の死体を呆然と見つめていた。 

 

「おい、ワーシャ。どうした？ 職業柄、死体を見ることなんざ日常茶飯事じ

ゃないのか。なにをそう驚いているんだ。ああ、そうだ。駄賃をやろう。約束

だったな。ほら・・・」 

 

イーゴリは小さな革の巾着袋を投げてよこした。 

それはワシイリイの足もとにぼとっと鈍い音を立てて落ちた。 

ワシイリイはとっさにそれをつかむと、中をあらためた。 

七ルーブル金貨がぎっしり詰まっていた。 

 

「いいか、次におまえと会うときは、おれは人ではない。気をつけるだな。お

れからの助言だ。今すぐとんずらしたほうがいいと思うよ。それとも、おれと

組むか？」 

 

イーゴリは含み笑いをした。 

ワシイリイは、ひえーっと叫びとも悲鳴ともつかない声をあげて走り去った。 

 

・・・ 

 

御坊は胸騒ぎがした。 

異様な胸騒ぎだ。 

杵屋につくと、豊丸がいない。 

襖のところになにやら封書が落ちていて、紙切れを手にとってみた。 

御坊の顔が真っ蒼になった。 

脱兎のごとく階下へ降り、宿の主人に豊丸がいつでかけたか尋ねた。 

 

「いやまだ一時間も経っておらんでしょう。三十分くらいかもしれません。」 

 

御坊は裾をまくりあげ、裸足のまま一目散に追分まで駆けた。 

 



 

 

『馬鹿野郎、豊丸。あれほど前にでるな、と言っただろう！・・・なんてこと

してくれたんだ。・・・行くな、豊丸！ 戻ってこい。・・・』 

 

そのときだった、豊丸の想念が伝わってきた。 

『・・・ごめんね、御坊さん。勝手なことして。・・・もう御坊さんが死んで

も、わたし面倒見てあげられなくなっちゃうよ。・・・もっと一緒にいたかっ

たな、わたし・・・』 

 

御坊は走りながら号泣していた。 

鼻水を垂らしながら、思い切り走った。 

『行くな、豊丸。行くんじゃない。・・・そうだよ。おまえがいなくなったら、

どうやってまだ十数回も生き返ることができるってんだ。おまえなしで、おれ

はどうやって・・・豊丸、がんばれ。まだ行くんじゃない！』 

 

最後に帰ってきた豊丸の想念は映像だった。 

なにか言っている。豊丸は笑っている。手を降りながら、なにかを言っている

のだ。しかし、声はもう届いてこない。 

 

御坊が杵屋の自転車を見つけたのはそのすぐ後だった。 

木立を分け入ると、ハルニレの木の近くに豊丸の姿を認めた。 

駆け寄って脈をみた。呼吸も確認した。 

肌は木陰のせいか、もうひんやりしていた。 

周囲は時間が止まったように、ひっそりとしていた。 

鳥のさえずりも、虫の羽音も聞こえてはこなかった。 

御坊は、膝を落とし、慟哭した。 

 

『すまんかったな・・・豊丸・・・おれはもう・・・おのれ、よくも・・・豊

丸、かたきは討ってやる。そのうち、かならずあっちで会おうな・・・』 

 

ようやく軽井沢は夕方になろうとしていた。 

 

・・・ 

 

豊丸毒殺の報は吉村やアナトリイ神父を恐怖させた。 

警察が豊丸の遺体を収容し、即座に検死をしたところ、「トリカブト」の薬物

中毒であることが判明した。 

 

「秋の花ですね。濃紺の美しい花だ。」 

アナトリイ神父が呟いた。 

「魔術の女神ヘカテーが 司
つかさど

る花とされています。ギリシア神話では、地獄の

番犬・ケルベロスの涎
よだれ

から生まれたとも言うようです。ケルベロス。・・・や

はり狼ということなのでしょう。」 

 

その夜のうちに、豊丸の遺体は木曜島に運び込まれ、アナトリイと吉村の二人



 

 

の神父で葬送儀礼を行った。 

午後のうちにとっくにお使いから帰ってきていたワシイリイだが、体の具合が

悪いといって、奥の修道室に籠もって休んでいるということだった。 

豊丸の遺体は、日の当たる東側の庭に埋葬した。 

取り敢えず、卒塔婆を立てておいた。 

吉村が、後日、日を改めて墓石を調達すると言っていた。 

 

御坊は明日、イーゴリがやってきた場合の段取りを、アナトリイや吉村と確認

し、その足で杵屋に戻った。 

毒虫を入れた壺を取り出し、蓋を開けてみた。 

かさかさ音がしているが、一匹だけのようだ。 

 

『さて、どいつが残った。期待に違
たが

わねば、恐らく・・・』 

 

新聞紙の上にばさっと壺の底を上げると、息絶えた毒虫たちが転がり落ちてき

た。 

その中に一匹だけ、蠢
うごめ

いているものがいる。 

百足
む か で

だった。 

御坊はピンセットでつまみあげると、体をくねくねと捻じ曲げながら抵抗をし

た。尾や頭でピンセットを噛もうとしているようだ。 

 

『やはり、おまえだったか・・・そのはずよな。そう始めから決まっていたと

いうことだ・・・さあ、呪え。おれを呪うんだ。・・・参るぞ。』 

 

御坊は糸切りバサミで百足の頭を斬り落とした。 

それでも百足の胴体は蠢き続けた。 

 

・・・おん べいしらまんだや そわか 

おん べいしらまんだや そわか 

おん べいしらまんだや そわか・・・ 

 

毘沙門天の真言
マントラ

が繰り返される。 

百足は毘沙門天の化身にほかならない。 

 

『もっと呪え。もっとおれを呪うんだ。・・・おれの中に入ってこい・・・お

れの中に無限の怨念の毒を吐き出すがいい・・・』 

御坊は、いつになく冷たい瞳になって百足をじっと見つめていた。 

 

・・・ 

 

翌日、関係者はみなスヴェトラーナたちの小屋の前でランチをとった。 

誰もが豊丸の遭難があっただけに、言葉少なかった。 

御坊はしかし、ふだんと変わらなかった。 



 

 

眼は異様に冷たく凍りつくようであったが、表情や言葉遣い、身のこなしなど、

なにも変わることがなかった。 

かえって皆は気遣ってしまったようだ。 

それでも穏やかで、幸せなランチにはなった。 

恐怖におののくスヴェトラーナやミハイルを励まし、必ずイーゴリを倒すとい

う思いで心を一つにした。 

豊丸の塔婆が庭先の日だまりでそよ風にわずかに揺れていた。 

ワシイリイは、まだ具合が悪いらしい。昨日からずっと修道室から出てこない。 

その割には、アナトリイ神父が食事を修道室の木戸の下の小窓口から差し入れ

ると、やがて完食して差し戻してきたという。どういうふうに具合が悪いのか、

アナトリイ神父も首をかしげていた。 

警察の動きもあった。 

木曜島の関係者の話から、あきらかに前日三笠ホテルに投宿し始めたロシア人

が怪しいということで納得し、張り込みを始めた。 

イーゴリも三笠ホテルからそう簡単に出かけることはできまいと思われた。 

 

いったん御坊は杵屋に帰った。 

途中、軽井沢商店に寄って、野沢菜の「おやき」を買った。 

杵屋の二階で、豊丸を供養してやるのに供えようと思ったのだ。 

今回軽井沢に来るにあたっては、当初「こんどこそおやきを食べたい」とずっ

と言っていたのだ。 

それは叶わなかった。 

さて、杵屋に戻ろうかとあるきだすと、馬車が一輛中通りを駅のほうからやっ

てきた。 

御坊が商店街の端に身を寄せたとき、馬車が目の前で止まった。 

中から華族のようなご婦人がひょっと顔を覗かせ、「お坊さま・・・」と声を

掛けてきた。 

御坊は思いがけないことだったので、慌てて振り向くと、白いレースのショー

ルを被った洋装のご婦人だった。 

その美貌は一瞬息を呑むほどだったが、・・・ 

 

「だ、吒枳尼天さま・・・」 

 

昼日中である。御坊はあまりのことに跪くのも忘れて、びっくりしたまま立ち

すくんでいた。 

 

「御坊、豊丸は気の毒なことをしたの。・・・」 

「は、はい。・・・無念です。おれがうかつだったばっかりに・・・」 

 

吒枳尼は同情の表情だったが、諭すように語り始めた。 

「しかしな、豊丸の『あまつい』じゃが、わらわは預かっておらぬ。」 

「どういうことでござりましょう？」 

「死んでおらぬということよ。」 

「意味がわかりません。」 



 

 

「如来からはなにも言われておらぬ。気を落とすな。死んではおらぬというこ

とじゃ。それより今宵、気を抜くな。」 

「もとより、そのつもりで。」 

「言うておく。身を捨てよ。いつぞやと同じにな。身を捨てれば、かならず勝

つ。そう毘沙門天が伝えてくれと申しておった。」 

「毘沙門天さまが・・・」 

「おお、吉祥天もその後ろでしっかりうなずいておった。よいか。身を捨てれ

ばおまえの勝ちじゃ。我欲の権化の化け物など、自己犠牲の憤怒の前ではしょ

せん風前の灯火。忘れるでない。」 

「はい。仰せのとおりに。その節はよろしくお願いいたします。」 

「はて、なんのことであろう？」 

「いや、その、相討ちになった後にござります。よもやわたしは生きて残ろう

とも思えませぬ。蘇りを施してくれる豊丸もおりませぬゆえ。」 

 

吒枳尼はほほほと笑った。 

「だから如来からはなにも言われておらぬと言うておるに。・・・達者でな。」 

吒枳尼は馬車の屋根をこんこんと叩いた。 

馬車はゆっくりと走り去っていった。 

御坊はそれをいつまでも見送っていた。 

 

・・・ 

 

一寝入りした御坊は、夜半『木曜島』に向かった。 

礼拝室はすでにあらかた片付けられており、アナトリイ神父がチョークで直系

六メートルほどの円を床に描いてあった。 

ハリストス（キリスト）像やイコンが並ぶその前には足高の書見台が置かれ、

祈祷書がすでに開かれていた。 

香の準備も出来ていた。 

吉村神父と二人ですべてしつらえたらしい。 

まだワシイリイは閉じこもったまま出てこないという。 

食事はやはり見事に完食であったそうな。 

アナトリイは、『今回の騒動で、頭でもおかしくなったかもしれませんな。ま

あ、誰しもこんなことは経験したことはないでしょうから、無理はないが。・・・』 

と言っていた。 

 

スヴェトラーナとミハイルも礼拝室にやってきた。 

東方教会の数珠を腕に絡め、八端
はったん

十字架（ロシアン・クロス）を手にしていた。 

時間は刻々と過ぎていった。 

深夜十二時にもうすぐなるというそのとき、エントランスの窓ガラスに人影が

映った。 

こんこんと木戸を叩く音がする。 

アナトリイ神父がロシア語で、「お入りなさい、イーゴリ。」と言った。 

木戸はきしみ音を発しながら、一人でに開いた。 

イーゴリがそこに立っていた。 



 

 

三つ揃えのスーツ姿だった。 

そのとき、庫裏からごとごと音がして、ワシイリイがよろよろと出てきた。ア

ナトリイ神父は、「ワーシャ、大丈夫か。ここは危険だ。この円の中に入りな

さい。」と小声で言った。 

しかし、ワシイリイは聞こえているのか、聞こえていないのか、ぼんやりした

まま柱に寄りかかったままじっとしていた。 

円の結界の中には、二人の神父、御坊、スヴェトラーナ、そしてミハイルの五

人が固まっていた。 

いくら呼びかけても、ワシイリイの眼は虚空を泳いでいるだけなので、アナト

リイ神父は諦めて、祈祷書を読み始めた。 

結界を強化する祈祷文である。 

イーゴリは、せせら笑った。 

「ふん、そんなもの。役に立つとでも思っているのか？ 爺ぃ。・・・ああ、

そういえば、御坊とやら、おまえの連れ合いはほんとうに気の毒なことをした。

あらためてお悔やみ申し上げる。」 

そう言って、わざとらしく深く腰を折って頭を垂れた。 

ロシア語なので、吉村がすべて通訳した。 

口ごもると、御坊は、「構わず、全部訳してください。」と言って促した。 

 

「かわいそうだったよ。見るも哀れだった。命だけは助けてくれとな、目に涙

を浮かべて、歯をがくがくさせながら、必死で命乞いをしていたっけな。」 

イーゴリは、おかしくてたまらないといったように、くっくっくと笑っていた。 

 

「愚かもの。豊丸はけっして命乞いなどせぬ。喜んで死んでいったろうよ。お

れのためにな。」 

 

アナトリイ神父は乳香の粒を入れた振り香炉を揺らしながら、祈祷文を延々と

読み続けていた。 

スヴェトラーナとミハイルは、ハリストス数珠と八端十字架を握りしめて、わ

なわなと震えるばかりだった。 

 

「さて、時間だ。」 

イーゴリはそう言うと、めきめきといった音がして骨格が変形し始めた。あっ

という間に服やボタンが裂け、飛び散り人の二倍もあるかと思われるほどの人

狼に成り代わった。 

やはり頭部が異様に大きい。 

一声叫ぶとその大きさたるや、近隣にまで鳴り響いたのではないかと思われる

ほどだった。 

小屋の前に歩哨としてたっていた兵士二人が何事かと慌ててやってきた。 

彼らは庭との出入り口から入ると、目の前の光景に立ちすくんだ。 

御坊がすかさず、「臆するな、銀弾を撃て！」と叫ぶと、われにかえった兵士

たちが撃鉄を引いて撃ち始めた。 

ほとんど至近距離であるから、合計でも五、六発の銀弾であったが全弾命中し

ていたはずである。ミハイルからもらった銀弾はすべて撃ち尽くした。 



 

 

人狼は被弾するたびに激しく悲鳴をあげては反対側の壁にどすんと倒れこん

だ。 

御坊はその隙に、兵士たちに言った。 

「兵隊さん、命中だ。 もう良いから、すぐに退去して原隊に復帰してくださ

い！ 今すぐ！」 

兵士たちは、逃げるようにして庭に飛びだし、走り去った。 

「そのうち、小隊規模でやってきてくれるだろう。」 

「そうはいくか！」 

人狼は、「銀くらいで俺が倒せるとでも思っているのか！」 

「思ってやいないさ！ だからおまえに切り札を用意した！ とくと味わ

え！」 

 

その間にもアナトリイ神父の祈祷は読み進まれている。 

スヴェトラーナとミハイルも震えながら必死で唱えていた。 

 

「オーチェ・ナーシ・スッシーイ・ナ・ニェビエサーフ！ ダ・スヴャチッツ

ァ・イミャー・トゥヴァヨー・・・」 

 

『マタイの福音書』の『主の祈り』だ。 

 

・・・天に在ます我等の父や。 

願はくは爾
なんじ

の名は聖とせられ。 

爾の國は來たり。 

爾の旨
むね

は天に行はるるが如く、 

地にも行はれん。 

我が日用の糧
かて

を今日
こんにち

我等に與
あた

へ給
たま

へ。 

我等に債
お

ひめある者を我等免
ゆる

すが如
ごと

く、 

我等の債ひめを免し給へ。 

我等を誘ひに導かず、 

猶
なお

我等を凶惡より救ひ給へ。・・・ 

 

人狼は銀弾のショックから立ち直り、円相の結界を前足で思い切り叩いた。 

がーんという轟音とともに小さな聖堂は揺らぐかのように思えたが、見えない

結界は崩れない。 

アナトリイ神父は汗だくになって、一段と大声で祈祷文を読み上げていった。 

吉村も、通訳をしながら、床に置いていた五本のヤマナラシの杭のうち一本を

手にとり、機会を伺っていた。 

礼拝室の中には、強風が吹き荒れ、イコンの像や調度品がばたんばたんと壁か

ら落ち始めた。 

怒り狂った人狼は何度も結界を切り裂こうとするが、見えない壁は頑強で凶暴

な前足を寄せつけなかった。 

吉村は人狼が結界を叩いた直後の瞬間に杭を打ち込もうと身構えるが、それを

察した御坊が言った。 



 

 

「吉村さん、いかん。まだだ。打ち合わせ通りにいきましょう！ 化け物め。・・・

おまえにほんとうの地獄を見せてやる・・・」 

御坊は全身に力を込め、想念を一点に集中した。 

すると、五人の立っている円相の床板の隙間から、巨大な百足
む か で

が後から後から

這い上がってきた。 

五人は、思わずうわーっと絶叫したが、もとより打ち合わせのときに御坊から

聞かされていたので、ぶるぶる震えながら身を寄せて固まっていた。 

 

そのときである。今の今まで、この大混乱の中で呆然と柱に寄りかかったまま

のワシイリイが、やおらふらふらと歩き始めた。 

アナトリイ神父はなにやらロシア語で、ワシイリイに叫んだ。もうこっちに来

るなと言ったのか、それともやはり早くこっちに来いといったのか。 

一方、人狼は、ワシイリイに命令した。 

「ワーシャ、結界を破れ！」 

ワシイリイは、引きつった笑いを浮かべながら、夢遊病者のように円相に近づ

き、跪いてその一箇所を手で擦るように消し去った。 

皆、眼が点になった。 

ワシイリイは、人狼の手先に堕ちている。 

もしかしたら買収されていたかもしれない。 

昨夕からずっと部屋に閉じこもっていたのは、イーゴリを匿っていたのではな

いか。 

でなければ、厳重な監視の下にある三笠ホテルから、イーゴリが出てこれるわ

けがない。 

とっくにイーゴリは修道室に隠れていたのだ・・・ 

みな、一瞬でそれを読み取った。 

 

「うっ・・・」 

御坊のうめき声が聞こえた。 

御坊がうずくまり、胸を押さえている。 

吉村が見ると、御坊の僧衣は裂け、横殴りのように胸板が抉
えぐ

られ、血がほとば

しり出ていたのだ。 

「御坊さん！」 

「なんのこれしき・・・」 

御坊は意識が朦朧としたが耐えた。 

百足は次々に床下から現れてきた。 

全長一メートルはあろうかという巨大な百足ばかりだった。 

胴体は気持ちが悪くなるほど鮮やかな深緑色、頭を尾だけがそれこそ蛍光色の

ように明るいオレンジ色だった。それが合計で四十三匹も湧き出てきた。 

人狼の足から胴へと這い上がっていき体中に絡みついた百足たちは次々と人

狼に噛み付いた。 

人狼は悶絶しながら、後退りし、百足を払おうとするのだが、そのたびに湧き

這い上がってくる百足に自由を奪われていった。 

御坊は激痛に耐えながら言った。 

「御坊、参る。」 



 

 

御坊の体が変身し始めた。 

体全体が深緑色に変色していき、頭はオレンジ色に輝き始めた。 

そして天井を越えてしまうほどの巨大な百足になったかと思うと、人狼の外周

をぐるぐると「とぐろ」を巻くように空中を旋回して、だんだん人狼の体を締

め付けていった。 

人狼は四十三匹の百足と大百足に締めつけられ、噛まれ、ひたすらのたうち回

った。 

吉村の脳裏に御坊の声が届いてきた。 

『吉村さん、今だ。ヤマナラシの杭で突け。』 

吉村は思い切り人狼の胸を狙ってヤマナラシの杭で突き刺した。 

人狼は絶叫したが、急所ではなかったようだ。 

吉村は躊躇した。百足に覆われていてどこが胸か判別できなかったのだ。 

『ためらうな、吉村っ。おれごと突け』 

再び御坊の声が届いた。 

吉村は夢中で「うわーっ！」と叫びながら、二本、三本と杭を突き続けた。 

大百足はその巨大な毒牙で人狼の頭部を噛み砕いた。 

人狼はいきなり動きを止めたかと思うと、そのまま床に轟音とともに倒れ込ん

だ。 

四十三匹の百足はするすると床板の裂け目から土中に帰ってゆき、気がつくと

大百足は御坊の姿に戻っていた。 

『エレオノーラの呪いが解けた、ってことだな・・・』 

結界の中の四人は、腰が砕けたように座り込んでしまった。 

ぜえぜえ息をしていた御坊は、自分の胸元を見るとたしかに僧衣が裂けていた

ものの、抉られた胸は何事も無かったかのように回復していた。 

 

「終わった・・・」 

吉村がへたり込みながら呟いた。 

「まだですよ、吉村さん。早く今のうちにこいつの首を刎ねてくださいよ。」 

 

吉村は「ああ、そうだった・・・」と思いなおし、イコン像のところに立て掛

けてあった軍刀を手に取り、抜いた。 

日露戦争当時に使った軍刀だ。 

吉村は狙いを定めて刎ねた。 

 

・・・ 

 

まず駆けつけてきたのは、警察だった。さきほどの二人の兵士が原隊に戻る途

中、警察に一人が事情を説明したのだ。 

一時間ほどして五十人ほどの小隊が到着した。 

誰もが、見たこともない巨大な狼を前に驚愕したが、しょせん狼が出たという

話で終わった。 

軽井沢にはツキノワグマはいるが、狼まで出たというのは初めてだと翌日の新

聞にも掲載された。 

気がつくと、ワシイリイの姿は見えなくなっていた。 



 

 

イーゴリと内通していたことは明らかだったから、逃亡したのだろうと思われ

た。 

しかしそのワシイリイも、翌朝には聖堂の裏手のヤマナラシの木に縄をくくり

つけ、首を括って死んでいた。 

足もとには、革袋の巾着とこぼれ落ちたルーブル金貨が散乱していた。 

 

木曜島の日常は、すぐに回復していった。 

スヴェトラーナとミハイルは、一度はハルビンへ戻ろうかとも考えたらしいが、

結局そのまま軽井沢に居着き、裏の小屋を立て直すなどして暮らし始めた。 

ロシア風のさまざまなジャムを自家製造をしながら生計を立てた。 

地元でも人気となり、生活はすぐに楽になっていった。 

豊丸の初七日が終わった日、皆でまた屋外のランチを取った。 

スヴェトラーナが一生懸命につくった料理がたくさん並んだ。 

あれ以来、どこか気が抜けて呆けたようになった御坊も、この日ばかりは笑顔

につとめ、スヴェトラーナの料理に舌鼓を打っていた。 

ミハイルが吉村といっしょに買い出しにいってきたタラをつかったウハー（ス

ープ）は絶品だった。玉葱
ねぎ

、人参、馬鈴薯
じゃがいも

を加えたロシアの定番料理だ。 

庭先には豊丸の墓が新しくなっていた。 

小さな石の八端十字架が立てられた。 

卒塔婆は御坊が処分した。 

ときどき、御坊がそちらを見る。 

軽井沢には珍しい、青筋アゲハが八端十字架にとまっていた。 

『おまえか？・・・違うわな。・・・』 

 

スヴェトラーナが言った。 

「御坊さん。豊丸さんは・・・死んでないわ。」 

「・・・そうらしいんだが、・・・でもやっぱり・・・もういないから、やはり

死んだと思うしかない。おれのせいだ。悔やまれてならん・・・」 

「眠っているだけよ、御坊さん。」 

 

御坊はそれを文学的な修辞だと受け止めた。 

死はよく眠りに例えられる。 

プラトンの時代からそういう表現は使われてきた。 

「こんどはわたしが恩返し。ちょっと時間がかかるけど・・・わたしと、三人

の姉に残されていた寿命と魔力は、百年後に終わる。わたしとミハイルの寿命

もそこで尽きる。豊丸さんにすべて魔力を譲っていくことになるでしょう。そ

れまで豊丸さんは、ただ眠っているだけ。・・・百年。長いようで、けっこう

短いはずよ。百年後の万霊節から五十日後よ。忘れないで。それまではときど

きはこちらにいらしてくださいね。」 

 

御坊はそう言われても実感が無かった。 

しかし、魔女がそう言うのだ。 

「そうか、百年後か。・・・わかった。忘れないようにしよう。だけどそれま

でおれはチョンガーってことだな。あ～あ、・・・え、なんだって？ あいつ



 

 

今度生まれ変わったら、魔女になるってこと？」 

スヴェトラーナは笑いながら、頷いた。 

「これもきっと運命ね。・・・」 

 

・・・ 

 

長い話が終わった。 

わたしはこれまで御坊さんが話してくれた九つばかりの話の中でも、一番荒唐

無稽なのでまともに受け止める気にならなかった。 

しかし、ミハイル老人はしごく真面目に話していた。 

いい加減な御坊さんの話ならともかく、このロシアの老人の話はよどみなく、

事実をゆっくり話していたようにしか思えない。 

 

そこへミハイル老人の連れ合いが買い物から戻ってきた。 

スヴェトラーナだ。 

彼女はとても百歳をとうに越えているとはとても思えないほどだった。 

スヴェトラーナは御坊さんを見るなり、抱きつき顔中にキスをした。 

御坊さんは困っていた。 

そしてわたしをちらちら見ながら、にこやかに握手を求めてきた。 

それを御坊さんはじっと見ていた。 

ひとしきり、彼女を交えて、たった今わたしが聞いた話のことで盛り上がった。 

サモワールの紅茶を何杯飲んだことだろう。 

ジャムも肥りそうなくらい舐めてしまった。 

 

「だけど、豊丸さん、どこで生まれ変わってるんでしょうね？」 

 

わたしは素朴な疑問を言ってみた。 

三人とも、笑って「さあ・・・」と肩をすくめてみせるだけだった。 

わたしは頬杖をついて、表に眼をやると、八端十字架の古い墓石が眼に入った。 

 

円卓のほうに向き直ると、三人が一様に笑いながら同じところを見ている。 

「えっ？」 

と思って彼らの視線をたどると、わたしのカップだ。 

そこには、ジャムを掻き混ぜたスプーンが、そのままひとりでにぐるぐるとカ

ップの内周を回っていた。 

「えっ？ どういうこと？」 

 

御坊さんが紅茶を啜りながら笑って言った。 

「そういうことさ。」 

わたしが驚いてスヴェトラーナを見ると、彼女も満足そうに笑っていた。 

「おかえりなさい。」 

わたしは初めて、自分が誰かそのときわかった。 

 

・・・ 



 

 

エピローグ 

 

その日、予定があったので御坊さんとホテルに行ってチェックイン。 

もちろん別室だ。 

それから三日にわたってサークル仲間たちとさんざん遊んだ。 

御坊さんたら、テニスはからっきし駄目。 

空振りかホームランしか打てない。 

本人も腐ってもうやらんとむくれてばかりだった。 

 

帰りの日、わたしは『木曜島』へもう一度行っておきたかった。 

自分であらためて確認してみたかったのだ。 

自分の墓なんてどうもまだしっくりこない。 

記憶はすべて置き忘れてきてしまったということなんだろうか。 

 

二人で『木曜島』へ歩いていったが、道々御坊さんは、「行ってもしょうがな

いとおもうんだがなあ。」と意味不明なことを言う。 

ようやくたどり着いたと思うと、どうも様子が違う。 

ブラツキー聖堂に入っていく小径はほとんど草木に覆われてしまい、わずかに

その跡がかいまみえるだけだ。 

それをかき分けながら入っていくと、木立の中に鬱蒼と生い茂る雑木の一帯に

出た。雑草も下手をすると腰くらいまである。 

 

「なんで？ 昨日確かにここにあったよねえ？」 

「そうだ。あった。確かにここだ。もう今じゃ、誰も『木曜島』なんて覚えて

いないよ。・・・」 

歩いているうちに、建物の礎石のようなものが藪の下に見え隠れする。 

その跡をたどると、たしかにこのあたり、このくらいの面積の建物があったと

いうことは確認できた。 

『そうだ、庭先の豊丸さんの八端十字架の墓石だ。』 

わたしは思い出し、その方角へ草木をまた掻き分けて行った。 

そして、それはあった。 

すでに石が劣化して、半分に崩れていたものの、確かに八端十字架の名残だっ

た。 

すべてが終わり、これまで眠っていたものが再び始まった。 

昨日、スヴェトラーナがわたしに握手したあの瞬間が、どうも「そのとき」だ

ったらしい。 

午後の日だまりに、ミソサザイもお帰りとさえずっているような気がした。 

百年の眠りから醒めたわたしは、いつ記憶が戻るんだろう？ 
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「ほら、出来たよ。」 

 

わたしはコーヒーカップの中でスプーンがくるくると回りながらミルクをか

き混ぜる様子を見せた。 

 

「なんか、もっとできねえのかよ。おまえ、魔女だろ。」 

御坊さんは、わたしのベッドにひっくり返って、兄が隠しもっているポルノ小

説を読みながら、ちらともこっちを見ずに言った。 

 

わたしはむっとした。 

「だって、誰もやり方教えてくれないじゃないの。」 

「東京のどっかにも魔女の一人や二人、いるんじゃねえの？」 

「知らないわよ、魔女がどこにいるかなんて。」 

「魔女は群れないから、なかなかわからないよなあ。そっか、探しに行けばい

いんじゃん。」 

「どうやって？」 

「おまえがわかんなきゃ、おれがわかるわけない。」 

「じゃあ、無理じゃん。」 

わたしはまたむくれた。 

「そのうち、兆しがあろうよ。待てば海路の日和あり、ってな。ははは。」 

 

確かに、少しずつ変化がある。 

外出したり、とくに遠出をしたときなどはそうだが、木に触れることが多くな

った。ふとしたときに樹木、それも古い大木の樹皮に手を当てている自分に気

づくのだ。 

コーヒー党のわたしはハーブティーや、アロマなんて、正直まったく興味なか

ったのだが、最近とみに自分の日常生活の中に多くなってきている。 

少しずつ、なにかが始まっているのだろうか？ 

それにしても、豊丸の記憶はどこに行ってしまったのだ。 

御坊さんは、引き続き怪談を語ってきかせてくれる。豊丸の記憶が気になって

しかたがないので、しょっちゅう御坊さんにわたしが尋ねるからだ。 

なにかきっかけがつかめるのではないか、とそう思うのだ。 

 



 

 

・・・ 

 

「ありゃあなあ、・・・たしか康平三年（一〇六〇年）のことだ。」 

「平安時代だね。」 

「後半だな。桓武天皇が平安京を開いてから二六六年経過したころだ。あの頃

は大内裏
だいだいり

の中もけっこう荒れ果ててな。」 

「大内裏って、 帝
みかど

や貴族が住んでいた区画でしょ？ 京都、いいなあ。また

行きたいな。今夜は、ちょっと雅
みやび

な怪談かな？」 

「いや、おまえが想像するような典雅な風情ではなかったぞ。この頃の都はか

なり荒れていたんだよ。」 

「そうなの？」 

「おお、租庸調の徴税がうまく機能しなくなってきていたんだな。」 

「財政破綻ってやつだね？」 

「そういうことだ。帝がおられる内裏から東側（左京区）、五条から北の区画

にほとんどの公家
く げ

の連中は住んでいたから、その一帯はかろうじて都の面目を

保っていた。しかしな、大内裏の西側の壁なんぞ、ほとんど崩落したままでな、

狐狸や浮浪者がうろつく物騒なところになっておった。庶民や下級役人どもは

大内裏の外側、それもずっと南の五条以南に居住していたが、糞尿はそこらじ

ゅうに垂れまくり、行き倒れや餓死は当たり前。廃屋はそのまま・・・おまえ

が見たらさぞびっくりするありさまだろうよ。」 

「そんなにひどかったの？」 

「だってさ、一般庶民が住んでた家なんて知ってっか？ 縄文時代以来の竪穴
たてあな

式住居だぞ。」 

「えええ？ そうなの？ 平安時代でしょ？」 

「そうだよ。今で言うテントみたいなもんだな。もっとも茅
かや

葺
ぶ

きのテントだけ

どな。柱何本かおっ立ててさ。平安時代も末期になってくると、さすがに板塀

を打ち付けた一般家屋も登場し始めたが、それとて中に入ればすべて土間よ。

板床なんぞありゃしない。中は木の板で仕切ってな、部屋割りしていたんだ。」 

「なんか、抱いていたイメージと違う。・・・」 

「こんときの話はな、最後にどんでん返しを食らってさ、呆然としたもんだっ

た。言わば、未解決事件だな。」 

 

御坊さんはまた遠くを見ているような眼差しになった。 

 

 

・・・ 

 

御坊と豊丸は伯耆
ほ う き

国、因幡
い な ば

国、丹後国、丹波国と日本海側を行脚して、老ノ坂

を経由して、都に入った。 

右京区（大内裏の西側一帯）は、この頃には御坊の言っていたように、かなり

荒れていた。 

平安京が出来た二百年前は公家などの居宅もあったらしいが、湿地帯であった



 

 

ことも影響して人が棲まなくなり、相当荒廃していた。 

多くは田畑にもなっていたが、森や藪が多く、大内裏の西側は、およそ都の風

情などもはや無かった。 

 

大内裏の中でさえ、中心から西側にはかなり広大な荒れ地があり、宴の松原と

呼ばれる魔所が存在した。 

もともと内裏（帝の居住区）の建て替え地だったのではないか、宴を催すため

の広場だったのではないかと諸説あるようだが、御坊たちが訪れたころはまっ

たくそのようなことには使われず、もっぱら人が立ち寄らない「危険な地域」

になっていた。 

大内裏の中でさえこの有様である。 

 

「都は、去年火事があったってよ。」 

老ノ坂の首塚大明神で一休みしていたとき、豊丸がそう言った。 

「なんか、そうらしいなあ。このところ、何年かごとに焼けてないか。それも

大内裏の中ばっかりだ。火付けするやつがいるのか。いるとしたら 帝
みかど

の御政

道に遺恨を抱いている連中かもしれん。あるいは、怨霊かなあ。」 

「怨霊？」 

豊丸は、思わず笑った。 

「なんだ、おかしいか？」 

「ううん。でも、たしかに十四年前に太政官朝所が焼けて、六年前には高陽院

内裏が焼けて、去年は一乗院内裏が焼けたっていうから、多すぎるよね。」 

「ほんにな。」 

 

当時、日本の人口は五百万人から六百万人だったという。 

京には十万人から十二万人が住んでいた。 

このうち、公家（貴族）はせいぜい百五十人くらい。家族を入れても七、八百

人くらいのものだった。つまり、京の都の総人口の一パーセントにも満たない

特権階級が全国を支配していたことになる。 

土台無理な話だ。 

人口が増え、それまでの秩序が長い年月のうちに制度疲労を起こす。 

権威だけでは統治能力は維持できない。 

徴税能力も大きく落ち込んだ。 

もともと公家たちの警護役に甘んじていた武士が次第に台頭しはじめてこよ

うとしていた時分のことである。 

 

「そういや、この首塚大明神もな、鬼の首を祀ってあるという。」 

「 酒 呑
しゅてんどうじ

童子だろ、あたしだって知ってるよ。鬼だよ。」 

「そうそう。鬼。ところが、実は鬼はその一匹だけじゃなかったって話もある。」 

「そうなの？」 

「おお、でな、ときどき都にやってきては人を食ったり、奪ったり悪さをする

ものだから、ことごとく退治されたと。」 

「源頼光と四天王だよね、退治したっていうのは。」 

「うむ。噂だぞ。あくまで噂だ。頼光に付き従った四人以外にもうひとり、陰



 

 

陽師がいたという。どうもその陰陽師は誅伐した鬼の群れのうち、一匹の鬼の

女を哀れんでな、ひそかに匿ったというんだ。」 

「ええっ、ほんとかえ？」 

「だから噂だって言ってるじゃねえか。二百年も前、京の都が出来てまだ間も

ない頃の話よ。ことの真偽は定かじゃねえ。だからいまだに鬼はいる、と。」 

「なんか怖くなってきたよ。御坊さん。変な話しないでよ。場所が場所なんだ

からさ。」 

そうだった。彼らがいま午前
ひるまえ

の休憩をとっている場所は、首塚大明神。参道を

上がった石段のところだったのだ。 

「わるいわるい。いや、ふと思い出したんでな。火事も多いっていうし。なん

か妙なことでも始まってやしないかとさ、気になってしもうたというわけよ。

すまなかったな。世も末法だ。仏の教えも形ばかりで、腐れ坊主があちこちは

びこっておる有様だからなあ。」 

「ほかならぬ御坊さんがそう言うと、説得力があるね。」 

豊丸が笑った。 

御坊も、「ほんにな。おれが言うんだからな。」と言って笑った。 

活気に満ちた陽の光が木々の間を縫うようにして参道を暖めていた。 

 

すると、公
きん

達
だち

が童
わらべ

に馬を託し、女御を一人伴い石段を上がってきた。 

首塚神社に詣でるのだろう。 

公達は束帯ではなく、動きやすい直垂
ひたたれ

を着ていた。 

基本的には庶民の服であったが、武士階級もこの行動しやすい直垂を着用する

ことが多くなってきていた。 

この時代、公家は白粉や紅をさすなど化粧をしていたので、はっきり年令はわ

からないが、二十七、八であろうか。 

女御のほうは若い。十五歳前後。立ち居振る舞いから娘のようではある。 

二人は古い社に参拝し、なにやら神妙にお祈りをしていた。 

やがて戻ってくると、石段のところで休んでいた御坊たちに公達が声をかけた。 

 

「そのほうらも、首塚神社にお参りか？」 

 

御坊たちは、正座になおって平服した。 

「はい、都までの遠路、ここで休みをとらせていただいているばかり。さきほ

ど、お参りさせていただきもうした。このような下賤の身、お目汚しで申し訳

ござりませぬ。」 

「なんの。なかなかここは恐ろしい場所ゆえ、参る人も少ない。珍しいと思う

てな。」 

「鬼とはいえ、元は人にござります。無慈悲に討たれた恨みは供養に値するも

のと心得ますが。」 

 

公達と娘と思しき女御は、にわかに感に堪えたような表情になった。 

ふと見上げると、二人ともなにやら目に涙が浮かんでいるようにすら見えた。 

公達もなかなかの美男であったが、女御のほうはことさら美麗で、瞳の輝きは



 

 

かつて御坊が見たこともないほど眩しいものがあった。 

楚々な容姿というより、むしろ派手な印象だ。 

花に例えれば、菖蒲
しょうぶ

や百合ではなく、牡丹や薔薇といったほうがいいだろうか。 

 

「そのほう、名は何という。」 

「名などありませぬ。諸国行脚の生臭坊主。御坊とでも。これに控えるは、妹

にござる。」 

 

公達は巾着から、宋銭の束一本を御坊の手元に落とした。 

 

「殊勝じゃな。くれぐれも供養お願いする。油小路権少将じゃ。いずれどこか

で会うとも限らぬが、こたびはこれで。」 

 

立ち去る二人を見送った御坊には、女御が涙ぐみながら微笑んでいたのが印象

深かった。 

 

「御坊さん、ほんとに気の利いたこと言うね。たいしたもんだよ。」 

「ほんとうに、そう思ったのさ。鬼も好きで鬼になったんじゃなかろうってな。

それだけのことよ。・・・」 

 

豊丸は、飛騨の天生
あ も う

峠以来、ずっと御坊とともに国中を行脚してきた。これで、

百二十一年経った。 

かなり気心は知れた仲になったと、自分では思うのだが、いつも御坊が魑魅魍

魎と戦っては死ぬたびに、蘇生の術を施さねばならぬのが辛かった。 

なにより御坊の死を間近に見るのが耐え難くなってきたのだ。 

「いやだな、都なんてさ、ろくなところじゃないんだ。また御坊さんが死ぬと

こを見たくはないな。」 

「なあんだ可愛いこと言ってくれるようになったじゃねえか。ひょっとして、

おれにそろそろ惚れちまったのか？」 

「坊主なんかに惚れるかい。冗談じゃない。」 

豊丸は、見透かされたような気がして、頬がぽっと赤くなった。 

御坊はそれを冷やかすのだ大好きだったから、タチが悪い。 

 

・・・ 

 

老ノ坂を下り、都に入ったのは夕刻であった。 

季節は夏。 

流行り病も多くなってきている頃合いだ。 

とくに風呂という習慣が無かっただけに（せいぜい蒸し風呂）、皮膚病は階級

を問わず多かった。不衛生で恒常的な栄養失調のため、皮膚病で命を落とすこ

とすらあったのだ。 

平均年令三十歳と言われた時代である。四十歳など老境と言ってもよかった。 

御坊たちはそれもあって、水場では欠かさず頭から足の先まで体中を洗い流す

ように心がけていたくらいだ。 



 

 

 

まだ黄昏にはならない、陽が落ちかけてきた頃、大内裏の真正面、朱雀門の近

くを通りかかった。 

行き交う人々は逢魔
お う ま

が刻
どき

が迫っているだけに、みな足早だ。 

朱雀
す ざ く

大路の幅八十四メートルがうんざりであった。 

それほど疲れていた。 

大路はそんなこともなかったが、小路や坊に入ると、ところ構わず人糞がある

ので、二人とも用心して草履から足駄に履き替えた。 

そのとき、一人の放免が声を掛けてきた。 

 

「御坊さん、御坊さんじゃねえかい？」 

 

放免というのは、検非違使
け び い し

の配下で最下等の身分だ。 

検非違使というのは、非違（不法、違法）を取り締まる、言わば警察組織なわ

けだが、犯罪者を部下にして取締や捕縛、誅殺などをやらせていた。 

実動部隊である。 

それが放免と呼ばれている人たちだ。 

罪を問わないかわりに、汚い仕事をやらせていたわけだ。 

 

以前、内裏（大内裏の中心にある、帝の居住区）に出没した幽霊に公家衆が恐

れおののき、大騒動になったことがある。陰陽師も、教王護国寺も祈祷をした

が、なかなか収まらず、手を焼いた事件だった。 

以前、検非違使の府生（下級書記官）が、御坊のことを聞き及んだ。 

七条に住んでいた部下の案
あん

主
じゅ

（事務役人）の家に怪異が起こったが、これを通

りがかりの御坊が収めたときのことだ。 

府生は案主を介して御坊に相談したところが、会うなり府生はこの人こそと思

って検非違使別当に申し上げた。 

ほとほと内裏の幽霊騒ぎ手を焼いていた別当は早速御坊を召して協力を頼ん

だところ、一夜にして幽霊騒ぎを収めたので大変な信頼を得た。 

放免たちもみな御坊の手際を見ていたから、当時検非違使庁で御坊を知らぬも

のはいなかった。 

放免の一人、この真砂
ま さ ご

もそうだ。 

とくに、御坊は真砂と親しかった。 

人殺しだったのだが、荒っぽい仕事にはめっぽう腕があったからとくに召しか

かえられていたのだ。 

 

二人のやりとりは、いつもこんな調子だ。 

御坊は、『真砂なんてよ、女みてえな名前、おめえ恥ずかしくねえのか？』と

からかっては、『そう言うない。おれだって好きで名乗ってるわけじゃねえ。

親が女だと思いこんでたら、おれが生まれちまったんだからさ、仕方ねえだろ。』

という間柄だった。 

『それも、人殺しだもんなあ。』 

真砂は、しーっと指を口にあて、『声がでかいよ、御坊さん。堪忍しておくれ



 

 

よ。』 

豊丸も、この二人の会話には飽きることがなかった。 

その真砂が声を掛けてきたのだ。 

 

「よう、真砂じゃねえか。どうでえ、内裏の様子は。以来、変わったこたあね

えか？」 

「あるある。大ありだよ。別当さまが御坊はいないのかともう大慌てでいなさ

る。ここで会うたが百年目、ちょっと一緒に来ておくれな。」 

「おうおう、まだ都に入ったばっかりだぜ。明日にしてくんねえか。」 

「阿呆ぬかせ。あんたを一度逃したら、もうどこに行ったか皆目わからなくな

っちまう。別当さまはもう首でもくくりかねないほど頭かかえていなさる。ど

うせ、今夜の寝ぐらもねえんだろ。別当さまがなんとかしてくださるよ。とに

かく、府生のところに行こう。」 

 

半ば強引に二人は検非違使庁に連れて行かれた。 

 

御坊が来たという知らせが、とっくに帰宅していた三条西洞院
にしのとういん

に住まう検非

違使別当に伝えられると、すぐに呼べというので、今度は別当の居宅に連れて

行かれた。 

すでに一日中山から降りてきた二人は、足が棒のようになっており、別当の居

宅についたときには、へとへとであった。 

 

別当は気さくな人柄で、「ようまいった、御坊。無理を言うて済まなんだが、

事が事なだけに、赦せ。してな・・・」と、慌ただしく門のところまで出迎え

る始末。 

御坊たちからしたら、とんでもない上流階級の公家で、まずお目見えもできな

いはずだがこの別当はもうそれどころではないという剣幕だった。 

よほど心労がかさんでいるのであろう、以前の闊達な様子は微塵も見られず、

病でも患っているのではないかと思われるほど憔悴していた。 

それが館の表にまで出てきて、前後の見境なく話をし始めたものだからたまら

ない。 

 

「別当さま、お願いでございますよ、なんか食わしてくれませんか。もう腹ペ

こでお話を伺う前に、二人とも餓死しそうですわ。」 

別当は、正気に戻ったのか、「おお、そうかそうか、そうじゃな。まずはなに

か用意させよう。落ち着いてからな、話を聞いてもらうとしよう。」 

別当はすぐに下人たちに言いつけ、ありあわせの夕餉を整えてくれた。 

小庭の見える接客用の居室だったが、もうこのときには闇に包まれていてなに

も見えなかった。 

室は油を燃やした灯明皿を台架の上にのせていたが、手元がわかるくらいで、

室全体はほんのりとしか照らし出さない。 

隅のほうは暗がりといってもいいくらいだ。 

小さな蛾が舞い込んできて油火にたちまち焼かれた。 

 



 

 

夕餉は豪勢だった。 

少なくとも二人にはごちそうだったのだ。 

庶民が食うヒエやアワなどの雑穀粥ですら、行脚中は口にすることがない。 

それがここでは、白米である。といっても、強
こわ

飯
いい

だ。 

ただ乾魚がついている。 

大根、茄子、黄瓜の塩漬けもある。食べ残しだろうが、鴨の肉も膳に載ってい

た。 

二人は餓鬼のように貪り、庭先では府生や放免がうらめしそうにその様子を眺

めていた。 

 

ひとしきり経つと、待ちかねたように別当が自ら室に入り込んできて、「とに

かく話を聞いてくれ」とまくしたてた。よほどの事が起こっているに違いない。 

 

別当の話は豊丸に不安を感じさせるのに十分なものだった。 

異様である。 

今年の春から、連続して公家や武士が殺されているという。 

大内裏の中での話だ。前代未聞のことである。 

それも、権勢を誇る藤原氏の二人、そして配下の武士ら四人、都合七人も殺害

されている。 

藤原氏以外の権門には一切被害が出ていないというのだ。 

藤原氏に恨みを持つ者の仕業としか考えられまい。 

驚くべきことに、最初の被害者である藤原某は真横一文字に一刀両断されてい

る。それも上半身と下半身が、真っ二つに切断されているというのだ。 

刀にしてもとんでもない怪力だということになる。 

その後は、首が刎ねられていたり、手足がばらばらに刎ねられていたり、武士

の一人などは、頭から斬られ、全身が左右真っ二つに分断されていたというの

だ。 

およそ人間わざではない。 

しかし、あくまで刀で斬られているのだ。 

 

御坊と豊丸は、顔を見合わせた。 

「別当さま。こりゃ、われらの出る幕ではないような。」 

「待て待て、見たものがおる、というのだ。」 

「現場をですか？」 

「そうじゃ。」 

「して、なにもの？」 

「聞けば、なんとそれは鬼じゃという。」 

「鬼ぃ？」 

二人は素っ頓狂な声を上げた。 

午前
ひるまえ

に首塚大明神で鬼の話をしたばかりだっただけに、二人とも嫌な予感が的

中したような気がした。 

 

目撃者は 油
あぶらの

小路
こ う じ

権
ごんの

少将の娘だという。 



 

 

 

その名を聞いて、御坊と豊丸は一驚した。 

老ノ坂の首塚神社で遭遇したあの姫のことではないか。 

二人は顔を見合わせたが、そのことには一言も振れず、別当の話を促した。 

 

別当は続けた。 

その夜、藤原某とその友人の公家二人が、肝試しをしようというので大内裏の

「魔所」と呼ばれる宴の松原に来ていた。 

卯月（四月）も終わり、もう皐月（五月）になろうかという日の夜だった。 

すると、藪の中にやんごとない姫君がおられた。 

瞳の輝きがとりわけ印象的な姫君で、どういうわけか藤原某を手招きしたとい

う。 

藤原某は悪い気はしなかったものの、友人たちの手前一人で藪に入るのはため

らわれたが、二人にけしかけられ、結局入っていた。 

しばらく二人は松原の前で立ち話をして待ったが、うめき声のようなものが聞

こえてきたので、二人は淫靡な笑いを含みながら、じっとその後の物音に聞き

入っていた。 

しかし、それからというものまったくなにも聞こえてこない。 

事が終わったのであれば、もうそろそろ出てきても良さそうなものだが、一向

に藤原某は出てこない。 

訝っていると、いきなり男の絶叫が聞こえた。 

さてはと抜刀して、藪の中に二人は分け入った。 

木々に月明かりが遮られ、木立の中は漆黒の闇である。 

かなり進んでいくと多少開けたところに出た。 

そこにさきほどの姫君が呆然と立ちすくんでいる。 

藤原某はいずれにと問うと、姫君はわなわな震えて指差した。 

目を凝らしてみると、そこに下半身むき出しの藤原某が袈裟懸けに胴体を一刀

両断されて息絶えていた。 

しかもその向こうには、上等な直垂をまとった公家が抜刀したまま立っていた。 

その顔は、額から角が生えており、真っ白な顔は般若そのものという恐ろしい

形相。 

二人は仰天して姫君の腕をつかむと、必死で松原から抜け出した。 

宿直していた検非違使庁に通報が入り、放免たちも動員されて宴の松原に乗り

込んでみたころ、通報通り無残な現場が残されていた。 

 

「面を被っていたということはございませぬか。」 

「それは無い。」 

「なにゆえで？」 

「姫君がな、そう言うておる。あれは鬼であった、と。美男の面立ちの公家が

やってきて、にわかに角が生え、恐ろしい形相に変わっていったと、そう言う

ておるのじゃ。」 

「う～む。鬼・・・ですか。」 

御坊はどこか本気になれなかったようだ。 

「鬼は、この都のどこかに逼塞しておる。御坊よ、なんとかならぬか？」 



 

 

「はあ・・・」 

 

御坊はすきっ腹にがっついたこともあって、実はもう睡魔に襲われていた。 

正直思考があまり働いていなかったのだ。 

豊丸が、助け舟を出した。 

「差し出がましゅうございますが、もの申してもよろしゅうございますか？」 

「おお、なんなりと、御坊の妹じゃな。先般もえらく世話になったと聞いてお

る。申してみよ。」 

「わたくしども、いずれにしましてもこの一件、受け賜りました。明日より早

速探ってみることにいたします。」 

「そうかそうか。やってくれるか。いや、頼もしい。そのほうら二人、解決の

暁には必ず関白さまに言上して褒美を取らせるようはからう。約束する。頼む

ぞ、御坊。・・・ときにな、このこと、他言無用じゃぞ。検非違使庁の中にと

どめくように。よいな。権少将の姫君じゃ。それでのうても噂になり始めてお

る。よいか、くれぐれも姫君のこと、安易に人に言うでないぞ。」 

「承知いたしました。ちなみに、その姫君の御名は？」 

「摩耶
ま や

姫と。」 

「摩耶？」 

 

御坊が急に口をはさんだ。 

「釈迦牟
しゃかむに

尼（ブッダ）の母じゃの名だ。摩耶夫人の摩耶。それを取ってお名付

けになったのであろう。さぞ御仏への信仰が厚い方でおられるのだろうよ。末

法の世がくるにあたり、娘にそうした名を敢えてつけられたのであろう。」 

御坊は午前、老ノ坂で会った権少将の言葉を思い出しながら、しみじみと言っ

た。 

 

別当は多少安堵したようで、ひとしきり満足そうに頷いていると、『ゆっくり

休め。当面わが館を根城して良い。下に阿波
あ わ

女
め

というものがおる。それに面倒

を見させる故、なんなりと申し付けよ。』そう言いおいて、出ていった。 

表で一部始終を確認した府生と放免も、明日検非違使庁で待つと言って去った。 

阿波女が膳を片付けている間、二人は白湯を飲みながら話し込んだ。 

 

「おい、豊丸。おまえ、ずいぶん安請け合いしたな。大丈夫か。」 

「だって、別当さまの前で断れるかい？ 御坊さんなら、問答無用で引き受け

たろ？ ほとんどもう船を漕いでいたじゃないの。だから、あたしが代わりに

言ってやったのさ。」 

「まあ、それで良かったんだが、どうも腑に落ちん。」 

「鬼かい？」 

「うむ。それよ。明日、検非違使庁に赴いて、詳しく聞いてみようや。別当さ

まのお話だけでは、どうも合点がいかない。」 

「どのへんが？」 

「そもそもその摩耶姫、なんだってあんな物騒なところ、それも松原の中にい

たんだろか？」 



 

 

「だから、『あそび』だろ？」 

 

この時代、売春というものはあるにはあったが、非常にまだ少なかった。 

そもそも自由恋愛の時代であるから、売春というものが成り立つ風土が無かっ

たのだ。 

財産権は女性にあり、位階（地位・権勢）は男性にあった。 

ある意味、男女平等の権力均衡が取れていたのだ。 

ところが、この後武家社会が成立してくると、財産権も男性に奪われ、女性は

拠って立つ社会的基盤を失った。 

そこに、女性は生き残るために、やむなく自身そのものを商品化する売春の流

れが一気に加速していったという見方がある。 

もちろん当時にあっても、当座食うに困って売春をするものはいたであろう。

が売春が一般的な生業
なりわい

にはまだなっていなかった。 

『遊女』『遊び女』と呼ばれる女性たちもいたが、基本的に芸事に優れたもの

たちのことであり、客を饗応するにあたって夜伽をすることもあったろうが、

それは本業でもなんでも無かったのである。 

男女の交わり自体がきわめて緩やかな時代だっただけに、夫婦間の固定的な性

関係というものは、土台きわめて曖昧なものだったといってよい。 

だから、豊丸が言った「あそびだろ」というのは、あくまで好みの男との目合
まぐわい

を求めていた、という意味である。 

 

「あそび、なあ・・・権少将の姫ともあろう方が、こともあろうにあの物騒な

松原でな・・・今ひとつピンとこんな。」 

 

そのとき、阿波女が膳を片付けながら口をはさんだ。 

まだ、十三、四歳ころの娘だ。 

「お屋敷は、油小路、市場の近くにございます。」 

「おお、東市のそばか？ あの辺りは七条町だ。商売屋がかなり集まったとこ

ろよな。」 

「よくご存知で。」 

「あんなところに、権少将のお屋敷があるというのか？」 

「さようで。お家柄はよくわかりませんが、もともと陰陽寮のお方らしいです

よ。」 

「おお、安倍晴明がおられた役所よな。」 

「はい。なんでもかなり占や祈祷に秀でたお方だそうですが、さほど身分が高

いわけではなかったようです。」 

「妙な話だ。それが今では権少将か。」 

「お屋敷も行かれてみればわかりますが、廃屋同然で、恐ろしくて誰も近寄ら

ぬと言います。」 

 

阿波女がいなくなると、豊丸が言った。 

「権少将、やはり怪しくないか？ まさか本人が鬼ということはなかろうな。」 

「まさか。あの娘さん見て、父親が鬼とは思えないよ。」 

「そうよなあ。無理があるなあ。・・・権少将の出自はいったい、なんだろう



 

 

か？」 

 

また灯明に蛾が焼かれ、じりじりという音が沈黙の間に聞こえてきた。 

 

・・・ 

 

翌日、朝から二人は検非違使庁に出かけた。 

昨夜の府生が対応してくれたので、いろいろ話を聞いてみた。 

そこで殺害された藤原一党の公家やその配下の郎党（武士）たちの筋。 

そして、油小路権少将の筋。 

この二つの筋で情報を洗いなおしてもらったのだ。 

すると、両者の過去の経歴に不思議な接点が浮かび上がってきた。 

それは、橘氏の閨閥の一つが皆殺しとなっている事件である。 

 

遡ること八年前。天喜二年（一〇五二年）。 

世の中は、『末法の時代』に入った。 

それは仏の教が形骸化し、悟りに入る人がいない時代のことを言う。 

釈迦の死後千五百年（あるいは二千年）以降を末法の時代と呼んだ。 

乱世突入への警鐘である。 

 

大内裏であいついで火災が頻発したのもこの頃からである。 

陸奥国では、有力豪族の安倍貞任一族が朝廷に叛旗を翻し、内乱が発生した。 

公家が君臨して朝権を専横していた時代は陰りを見せはじめ、武士の台頭が治

安を著しく悪化させていた。 

仏教界においても腐敗・堕落が著しくなり、僧兵の登場でそれは決定的となっ

た。 

民心はそれを『末法の時代』と重ね合わせ、動揺が大きくなっていった時代で

ある。 

 

治世においては、荘園の増加によって国家財政が危機的状態にあった。 

整理をして、再区画することで、徴税能力を回復しようという動きが帝から始

まった。 

この頃の後冷泉天皇はまさにそうした上からの改革者だったと言っていい。 

帝は即位早々に荘園整理令に着手したが、その荘園の既得権者であった藤原一

族の激しい抵抗にあい、結果的には藤原氏の権門を逆に養護する結果に終わっ

てしまった。 

 

しかし藤原氏は藤原氏で焦っていた。 

藤原道長の全盛期を受け継ぎ、その子の頼通が関白だった。 

平安中期以降、最大の対抗勢力であった橘氏が零落すると、貴族階級の中にお

よそ藤原氏の敵は存在しなかった。 

そういう状況下で藤原頼通が抱いた焦りとは、一人娘の寛子が後冷泉天皇に嫁

していたのだが、一向に世継ぎに恵まれなかったのだ。 

天皇家を半ば傀儡
かいらい

化し、権力を専横するには、天皇家に娘を嫁入りさせること



 

 

が最善の方策だった。 

いわゆる摂関政治である。 

このままでは次の後三条天皇は後を継ぐことになる。後三条天皇が誕生すると、

その治世はまったく藤原氏と姻戚関係のない王権であるから、藤原氏は次第に

疎んじられ、権勢を失っていくことになりかねない。 

 

では後の後三条天皇に嫁を押し付ければよいではないかということになるが、

運悪く頼通にはもう娘がいなかった。息子ばかりなのである。 

藤原頼通という人物は、正妻・隆姫を一途に愛していたので、ほかに女性を侍

らせるということも嫌った。 

父・道長とこのことで大いに争った経緯があるくらいだ。 

それが逆に仇となり、藤原氏の権門を揺るがす大事になろうとしていた。 

 

そこに追い打ちをかけるように、驚愕の知らせが舞い込んできた。 

とっくに落ちぶれていたはずの橘氏系の公家の娘・桂姫が、たまたま内裏の女

御勤めに入ったところ、帝の覚えめでたく、懐妊したというのである。 

もし正式に桂姫が帝に輿入れということになった暁には、藤原一党の権門は一

夜にして崩れ去る。後三条天皇誕生による衝撃どころでは済まない。 

 

最も動揺したのは、頼通本人よりも家臣団であった。 

とくに本家を食い物にした格好で利権に預かっていた傍流の公家たちである。 

頼通自身は預かりしらぬことだったが、既得権を失う畏れを抱いた藤原氏の傍

流の中には、橘氏が再び台頭することをなんとか阻止しようという動きが出た。 

その中心人物が、藤原俊房を始めとする傍流の公家たち、そしてその配下にい

た武士団郎党である。 

 

藤原一党にとって事態は切迫していた。 

帝
みかど

自身が再び国家財政の危機を打開しようと、徴税の根幹である荘園制度の

改革を始めたのだ。 

この帝の改革を大いに励まし、藤原氏の利権専有を崩そうという動きが、今回

の桂姫ご懐妊で勢いづいた橘氏勢力だったのだ。 

 

桂姫は橘氏の本流ではない。 

あくまで傍流で、地下
じ げ け

家である。 

昇殿を許されない立場の位階だが、そこから帝の世継ぎを懐妊したかもしれな

いという期待が浮上したから、勢いづいたのも無理はない。 

橘氏のこの傍流は一斉に藤原氏専横を非難し、帝の荘園改革を支援した。彼ら

は失うものが無かったのだ。その急先鋒が桂姫の父・橘公知
きんとも

であった。 

 

藤原俊房らが画策したのは、橘公知らの謀反の疑いを捏造することだった。 

藤原頼通の娘・寛子（後冷泉天皇の后）に世継ぎが生まれないのは、橘公知ら

が配下の陰陽師などに祈祷をさせ、呪っているからだという噂を広め、橘公知

らを窮地に追い込んだ。 



 

 

朝廷は藤原氏の意向を受けて、ただちに橘公知をはじめ一族十五人を土佐に流

罪という処断をした。 

桂姫は女であり、懐妊もしていることから、老ノ坂の近くのいまでは廃寺とな

った尼寺の寂浄院に押し込めた。乳母一人だけ随伴が赦され、俊房配下の郎党

が三人で監視に当たった。 

 

話はそれでは 済まなかった。 

藤原俊房らは、桂姫が懐妊している帝の血統を根絶やしにする必要があった。 

そこで密議を凝らした結果、討手を差し向けて桂姫殺害を試みたのではないか

と噂されているが、食い散らかされた乳母の無残な亡骸が残っていただけで、

桂姫は行方不明となっていた。 

監視をしていた三人の郎党は、一刀両断で斬り殺されており、討手は腰を抜か

してほうほうの体で逃げ帰ってきたという話だ。 

 

俊房らは知らせを受けて、なにが起こったのかまったくわからず狼狽したが、

とにもかくにも鬼王ヶ島に配流となっていた橘公知ら十五人にも討手を差し

向け、これをことごとく誅殺したと言われている。 

もちろん証拠はない。ただ、十五人が後日、何者かに全員斬り殺され、島に放

置されていたという事実だけがある。 

 

「俊房さまたちが殺ったというのは、噂ですよ、あくまで。」 

 

府生は念を押した。下手に口を滑らすと自分が危ない、と畏れているのだ。 

 

「わかりました、他言しませぬゆえ、ご安心めされい。しかし、それがほんと

うなら、なんと酷いことを。まさに末法だな。」 

「まことに。」 

府生もがっくり肩を落としていた。 

平安時代を通じて、基本的に死刑というものは存在しなかった。 

帝が死を穢れとして忌み嫌ったのである。 

だから、最高刑でも島流しであった。 

 

「しかし、不思議ですな。桂姫はどうしたのだろうか？」 

「これも噂です。乳母は明らかに、食われていたそうです。鬼が襲ったのでは、

と。姫も鬼にさらわれて行ったのではないか、というわけですが。」 

「・・・」 

 

しばらく御坊は考えていたが、ふと府生に行った。 

「で、検非違使庁としては当面どういう見立てでおられる？」 

「今の所、やはり怪しいのは権少将ではないかと。」 

「油小路権少将ですか？」 

御坊はびっくりした。 

「そうです。」 

「なにゆえ。」 



 

 

「実は・・・」 

府生が話した内容は、もっと驚くべきことだった。 

 

・・・ 

 

油小路権少将は、下女の阿波女が漏らしていたように、中務省陰陽寮づとめの

役人だった。元をたどると、遥か百年ほど前の村上天皇の血を引いている家柄

だったらしいが、傍流も傍流で権勢を育むことはまったくなかった。 

先祖は六十年前に安倍晴明から薫陶を受け、その後は代々優れた陰陽師として

名のしれたものを輩出したらしい。 

同じ頃、源頼光が四天王を伴い、老ノ坂の鬼を成敗した事件にも先祖は随伴し

ていたという噂があるという。 

しかし、不思議なことにこれらの少将の出自はすべて噂にとどまり、過去の陰

陽寮の記録にも、まったくその痕跡が無い。 

もっと不思議なのは、いつ少将がその位階を賜ったのか、なんの恩賞としてな

のか、あるいは権官というのはこの時代ほとんど名目的なものだったにせよ、

それまでにどういう昇進をしてきたのか、誰も知らない。 

知らないどころではなく、誰もそれを気にもとめず、少将の名を出せばみな一

様にさも当たり前のようにその存在に納得している。 

関白ですらそうだという。 

要するに、誰も少将が何者なのかを知らないのに、どういうわけか自然に受け

入れているというのだ。 

帝の深いご配慮があって、相当の後ろ盾があるということなのだろうか、とせ

いぜいそのていどの理解に終始していると。 

 

御坊は、察知した。 

 

「結界を張っているのよ。」 

「結界？」 

「陰陽師でござろう。結界などお手の物。幻想や幻惑を抱かせるように結界を

張っている。それ以外無い。」 

「なんと。」 

「怪しいな、権少将。」 

「実は・・・」 

 

府生はそこでこの事案に関する数々の証言を取っていた。 

それを一つ一つ、二人に話し始めた。 

 

・・・ 

 

昨年まで、権少将の家で下人をしていた老人の証言がある。 

同様に、権少将の家柄については、具体的に老人はなにも覚えていないという。 

ただ、はっきりしているのは、一年ほどぱったり館には姿が見えなくなってい

た時期があるということ。 



 

 

季節から言うと、ちょうど橘桂姫が老ノ坂の寂浄院の廃寺に押し込められ、つ

いには消え失せてしまった頃までに当たる。 

権少将の館は、すでにこの頃には痛みが激しくなっており、雨漏りは愚か土壁

が崩れ落ちる箇所も出てきており、自分はずいぶんその修繕に手間を掛けてい

た。さほど収入に難があるようには見えなかったが、館が朽ちていくことにほ

とんど関心を持っていなかった様子。 

蔵が奥にあったが、それだけは頑丈なつくりだったようで今でもしっかりして

いる。なにが中にあるか知らない。 

不可解なことと言えば、権少将は二十七、八になるはずで、幼少の頃から知っ

ているが、一度も女御との噂が無かった。 

娘など聞いたことがない。 

ただ館から姿が見えなくなるまでの二、三年間というもの、足繁く橘公知の館

に通っていたということは知っている。 

橘公知の下人がお使いで油小路にやってきた折に、そう聞いたことがある。 

もう一つ不可解なことがある。権少将が姿を見せなくなる直前に、自分は暇を

出された。その後、今年になって春先になり、朱雀王路で姿を見かけた折には、

十二歳くらいの童を従えていた。 

童は見目麗しく、薄く化粧をしていた。 

何度か街中で見かけることがあったが、そのたびに童が違う。はて、おなごで

はなく、お稚児
ち ご

を愛でる趣味もあるのかと訝った次第。そういえば、この年令

まで一度も妻を娶ったことがないが、これが理由であろうかと思ったという。 

 

・・・ 

 

次に、摩耶姫の証言。 

摩耶姫によれば、父（権少将）はたしかに妻を娶ったことがない。 

自分は、かつて父がまだ十三歳のころ、同じ年頃の下女に産ませた子だという

話はあるが、本当のことかどうかはわからない。 

ただはっきりしていることは、父は自分を心から大切にしてくれた。 

先日、宴の松原に行ったのは、あばら家同然と化した油小路の屋敷の修繕のた

めに、いくばくかでも足しになればと、公達を誘って体を売ろうと思ってした

こと。 

父にはその次第については、なにとぞ内緒にしてもらいたい。 

当夜、三人の公達のうち藤原某を選んだと言われる件だが、自分が選んだので

はない。藤原某が最初に自分に気づき、声を掛けてきたのも藤原某である。 

自分はいざとなると気持ちが抗ってしまい、振り切って逃げ出そうとしたが、

藤原某に押したおされ、犯された。 

事が終わった頃、鬼が現れ、あられもない姿になった藤原某を一刀両断で斬り

捨てた。 

恐ろしくて立ちすくんでいるところを、二人の公達が駆けつけ、自分を引きず

るように松原から救い出してくれた。 

 

・・・ 

 



 

 

巫女の証言。 

 

巫女が幻視したところ、昨年老ノ坂は寂浄院の廃寺から行方不明になった桂姫

こそが、権少将を鬼に仕立てあげた張本人であるという。 

桂姫は、監視の郎党から、「そのうち、鬼王ヶ島に配流となったおまえの一家

は、討手が襲って皆殺しにするはずだ」と聞かされた。 

桂姫は絶望し、帝の子を懐妊した自分を生かしておくわけもなかろうと思い知

った。 

日々の食べ物も一切与えられなくなり、飢えに瀕した。 

思い余って乳母が、「わたしを召し上がるように」と桂姫の前で自刃して果て

た。 

桂姫は、子供を生かしたい一心で、泣きながら乳母の肉を食べた。 

それも尽き、いよいよ餓死かという時分に、権少将が夜に忍んでやってきては

慰めてくれた。権少将は近くの首塚大明神に日中は隠れ、夜になると忍んでき

てくれるようになった。 

権少将は、桂姫が昇殿して女御づとめに入るまで、実は桂姫と言い交わしてい

た仲であった。 

ところが、桂姫が帝に召し出され、懐妊までしたとあって、権少将の心痛は筆

舌に尽くしがたいものだった。 

思いもがけない橘公知一家の悲運に、権少将はなにかしなければと思い立ち、

とうとう桂姫を救いだそうと算段したのだ。 

しかし、桂姫の衰弱はどんどん悪化するばかりで、寂浄院から連れ出すなど到

底できぬありさま。権少将も手立てなく悲嘆に暮れるばかりだった。 

桂姫は、もはやこれまでと、権少将に願いを託した。 

すでに心神崩壊に至っていたようだ。 

その願いとは、自分と一族の恨みを晴らしてくれというもの。 

我が腹の子を食べて、おまえは鬼となれと口走った。 

衰弱が甚だしくなってから、このような恐ろしい言葉を吐いたり、権少将を悪

し様に罵ったり、狂乱のさまを体することが頻繁になった。 

その様子を目の当たりにして、権少将は絶望した。 

やがて、桂姫は奇声を上げるようになり、外の武士、郎党が怪しむようになっ

た。 

権少将もこれまで一途に思いを寄せていた桂姫にかくも酷い仕打ちをした藤

原氏を呪った。権少将も次第に正気を失っていった。 

飢えの中で、とうとう桂姫の望みを叶え、生きながら桂姫を食った。 

桂姫は食われながら、嬉々として『呪え、呪え、鬼となれ・・・』と呪文のよ

うに繰り返した。 

其の頃には監視の武士郎党の姿が見えなくなったが、なぜかはわからない。 

わずかな肉と骨だけになった桂姫の亡骸の残骸をそのまま一人で食べ尽くし

た。 

桂姫の怨念はそのまま権少将に乗り移り、今も二人は一人である。 

 

・・・ 

 



 

 

童の証言。 

 

童は、つい最近まで権少将に付き従っていたもの。 

十二歳だと思うと自分では言っている。 

この童は先日暇を出された者で、一月ほど仕えたという。 

最初に東市の捨場をうろついていたところ、権少将に見初められ、屋敷に連れ

てこられた。すでに館には童が二人いた。 

以前からいた童のようだった。 

しばらくその童二人から、お付きとして外出する際にはどうしたらいいのか、

要領や次第を聞いて覚えよと言われた。 

馬のつなぎ方や、身だしなみ、言葉遣いなど自分のそれまでの生活とは別世界

だったので当惑したが、なにしろ飢えからは解放されたので極楽と思って一生

懸命に覚えた。 

忘れもしないのは、ふと夜中に目が醒めて、外へ小用に出ようとすると、なん

ともいえないうめき声が聞こえた。 

隣には一人の童が寝入っていたが、もう一人がいない。 

恐る恐るそのうめき声のほうへ忍んでいって中を伺うとくだんの童がはだけ

た格好になり横たわり、権少将が覆いかぶさるようにしながらなにかを吸って

いる。 

童は苦しいのか、心地よいのかわからぬようなうめき声を上げていた。 

ただ表情からは、痛いとか苦しいとかいう感じには見えず、うっとりとしたよ

うに見えた。ただ月明かりとはいえ、童の顔色は真蒼になっていた。 

自分は、権少将はお稚児の趣味がある御方なのだと思ったが、ふと権少将が顔

を上げたとき、口の回りは血だらけで、自分は動転した。 

よく見ると、先の童の胸や首筋、そして手首などから血が滲んでいる。 

恐ろしくなって室に戻り、自分もあのような目に遭うのかと思うといてもたっ

てもいられなくなり、そのまま館を逃げ出した。 

その後、その童は翌日、屋敷から姿を消したようだ。 

残ったもう一人の童もいずれいなくなり、代わりに新たな童が屋敷に呼び込ま

れるのだろう。 

 

・・・ 

 

おぞましい話が重なり、御坊と豊丸は絶句した。 

「地獄じゃな。血を吸う鬼か。若さを保つためであろうな。それとも化
け

楽
らく

に耽

っていたのか。」 

「さように。」 

「ちとよろしいか。誰が本当のことを言い、嘘を言っているか、これではわか

らぬ。覚え違い、見間違いもあろう。」 

「藪の中ですね。」 

「まったくだ。藪の中だ。・・・そうとなれば、当の桂姫の霊を降ろそうと思

う。」 

「亡霊ですか？」 

「うむ。それよりほかない。ついては、一室ご用意願えぬか。依代
よりしろ

は、妹の豊



 

 

丸をつかおうと思う。」 

「えっ？ あたし？」 

豊丸ばびっくりした。 

「そうだ。」 

「おまえは心がすなおだ。桂姫が本当のことを訴えたければ、すんなりおまえ

に入るはずだ。」 

 

豊丸は喜んでいいのか、悩んでいいのかわからなかったが、御坊が自分を使っ

てくれるというだけで、なにか心に湧き立つものを感じた。 

府生は掛け合って、ふだん人がいない大内裏の西北の角、漆室を借り切り、御

坊と豊丸を案内した。 

そこで御坊は桂姫の魂を豊丸の体に降ろした。 

 

・・・ 

 

桂姫の証言。 

豊丸に乗り移った桂姫は意外なことを言った。 

かねてから権少将とむつまじく将来を夢見た自分だが、折悪しく家の 謀
はかりごと

で

昇殿し、帝のお側づかえの女御となった。 

帝がどこまで心底自分をいとおしんだか正直わからない。手慰みていどであっ

たかもしれない。 

ただ、懐妊したことは事実だ。 

日夜、離れ離れになってしまった権少将のことを思って泣き暮らし、断腸の思

いであった。 

こたび謀反の濡れ衣をきて、一族郎党皆殺しの憂き目となったが、老ノ坂の寂

浄院では、乳母がおのれを犠牲にして自分を生かそうとしてくれた。 

それも甲斐なく、飢えは再び襲ってきた。腹の中の子も風前の灯火となり、絶

望に陥り、早晩自分も死ぬことを覚悟していた。 

権少将が救い出そうとして駆けつけてくれたが、監視の目も厳しく、自分もも

はや歩くことさえできぬ身になっていた。 

腹が痛みだし、尋常ではなくなってきた。 

子はもう死んでいるのかもしれないとも思った。 

自分でもこのときには、なにを口走っていたかわからない。 

呪うとか、権少将には自分を食って鬼になれとか、ひどいことを言ったように

思うが、いずれ本心ではない。 

むしろ自分の惨めなありさまを目の当たりにした権少将のほうが、藤原一党へ

の恨みを濃くしていったようだ。 

権少将には、『このままではいかぬ、ここを立ち去り、自分のことをすべて忘

れてくれるか、さもなければここで自分が死ぬまで残るのであれば、いっその

こと自分を生きたまま食うてくれ』と懇願した。 

ここに残れば権少将も餓死することは必定。 

かくなる上は、いっそ自分を食うてこの地獄を終わりにし、早くここを立ち去

り権少将は生きてくれとそればかりを訴えた。 

自分が生きていれば、権少将はいつまでも去らず、ともに死んでしまうだろう。



 

 

また、討手が来て見つかれば、やはり権少将も討たれるであろう。 

おそらくあのときは、自分も権少将もすでに狂ってしまっていた。 

この頃には、どういうわけか監視役をしていた武士郎党たちは姿を見せぬよう

になっていたが、もはや遅かった。 

自分は息も絶え絶えとなっており、権少将も生きた屍同然となっていた。 

結局、権少将は自分の願い通り、涙ながらに生きながら自分を食い、自分はそ

れに快感をすら覚えながら、死んだ。 

痛みなど少しもなかった。 

哀れ権少将。願わくば、われらが悲運の仇を討とうなどと思わず、恨みを捨て、

ただひたすら安らけくあってほしいと心から願う次第。 

 

・・・ 

 

正気に戻った豊丸は、乗り移った桂姫が何を言ったか、はっきり覚えていた。

それどころか、桂姫の口惜しささや権少将に早くここから逃げてくれという痛

切な思いばかりが伝わってきた。 

豊丸は、目を赤く腫らしていた。自分が哀しいと思ったのではない。 

我知らず、涙が零れ出てしまうのだ。 

 

「だれも、嘘を言っていないってことだよね。それぞれが言ったことは、どれ

もこれも事実だということでしょ。」 

豊丸が言った。 

「そうだな。物事というのは、一面の事実もあれば、向こう側からみたら違う

一面に見えるということだ。誰も嘘を言ってはいない。」 

 

府生が言った。 

「やはり権少将ということになりますかね。」 

「それしかあるまいよ。して、橘公知さまはじめ面々を殺いた謀に関わった者

は、噂で良いのだがほかに誰が残っておろうか？」 

「噂に名のでた公達はもはや誰も生きておりませぬ。先日宴の松原で惨殺され

た者が、橘一党誅殺の指揮を取ったと噂される藤原俊房さまです。残っている

関係者といえば、誅滅を実際に下知なさったかどうかはわかりませぬが、・・・

強いて言えば、藤原のお家の頂点に立つもの・・・」 

「関白か？」 

府生は、深く頷いた。 

「狙いは関白だね。これまでは前座、脅しということさ。」 

豊丸は、吐き捨てるように言った。 

府生は言った。 

「実は、すでに藤原氏のほうではそれを警戒して、手を討ち始めました。」 

「どのような？」 

「摩耶姫を拉致し、大内裏の太政官院（朝堂院）に置きとどめ、権少将が彼女

を取り戻すために討ち入ってくるよう誘い出す、という策略であるという。朝

堂院は二年前に焼亡しましたが、今は建て直されていますが、まだ完成し切っ

てはおらず、吹き抜けが多いので、見通しも効きやすいということで選ばれた



 

 

ようです。」 

「荒療治ですな。」 

「ええ。油小路の屋敷にこちらから討ち入るということを、別当さまは進言し

たのですが、藤原のほうではそれを拒否しました。武士郎党を大挙して油小路

などに差し向けようものなら、何事かと世間ではあらぬ取り沙汰をしかねない。

それでは表沙汰になるから駄目だという。それならいっそ、鬼をおびき寄せろ

というのです。そして、鬼を退治したら、外で討ったということにして処理せ

よ、という。」 

「万事その調子ですな。大内裏が死の穢れで塗れようと、知ったことではない、

世間のほうが恐ろしいと。末法の世とはこのことよな。」 

御坊は腹立たしそうに言った。 

「摩耶姫は、気の毒にね。・・・」 

「ほんにな。鬼とはいえ目の前で父親が殺されるのを目の当たりにせににゃい

かんのかい・・・」 

「鬼の弱点はなんなの、御坊さん。」 

「鬼は陽光にさらされると消滅すると言い伝えられてるが、そうではない。昼

間は普通の人間よ。神通力がなかなか効かないというだけのこと。夜になると、

自在に鬼に变化する。弱点などはとくにない。」 

 

・・・ 

 

ただちにその日、検非違使庁が動いて、『もう一度宴の松原の一件を聴取した

い』ということで、摩耶姫に迎えを差し向けた。 

これで検非違使は、摩耶姫の身柄を確保し、朝堂院に拘束し、衛士の見張りを

厳重にした。 

 

本番は、やはり鬼が变化する夜だった。 

その日は、満月。 

湿気が多く、朧
おぼろ

であった。 

うっすらと闇夜に霧が出てきて、これから起ころうとすることを不気味に予告

しているかのようであった。 

関白頼通は太政官に床几をしつらって、腰掛けていた。 

すでに六十八歳という、この当時にあっては驚くべき高齢であったから、さす

がに長い時間の待ち伏せは耐え難いものがあった。 

藤原全盛期を築いた父親の道長も六十二歳まで生きたから、長命の家系なのか

もしれない。 

関白の周囲には藤原の若い公達が太刀持ちで警戒にあたった。 

頼通は鬼の出現を今か今かと待っていたが、落ち着きがなかったが、それでも

ときどき目の前に座っていた摩耶姫を労
ねぎら

っていた。 

 

「肉親が鬼じゃというても、そなたに罪があるわけではない。こたびは辛い一

夜になるやもしれぬが、これも御政道のためじゃ。赦せ。」 

 



 

 

摩耶姫は、殊勝にも気丈に振る舞っていた。 

「お恥ずかしい限りでござります。検非違使の方々からうかがったことがまこ

とであれば、わたくしは情けのうて表を上げることもできませぬ。父とはいえ、

もはや父とは思えず、さながら我が身は消えてなくなりとうござりまする。」 

 

御坊は太政官の外廊に豊丸と控えていた。 

すぐ前には検非違使別当が立っていたが、太政官の内外を固める衛士（ほとん

どが武士）の配置に目を配り、せわしなく歩き回っていた。 

とうに子刻を過ぎ、もう二刻もすると夜が明けるという時分。 

一陣の生暖かい風が吹いた。吹き抜けにしていた太政官の内部にもその薄気味

悪い風は流れ込んできた。 

春の草いきれが胸を塞ぐようであった。 

 

すると、遠く朱雀門かその横にある式部省のあたりから、叫び声が聞こえてき

た。 

一同はみな何事かと身を固くした。しばらく何人かの雄叫びが聞こえたが、そ

の後はしんと静まり返った。 

なにかあれば、衛士が駆けつけて連絡してくるはずだ。 

しかし、なにも起きない。 

そのときである。朝堂院の長い外廊の先、闇に包まれたあたりに人影が現れた。 

その影は応天門から一直線に朝堂院に走りきたり、それはほとんど滑るような

ありさまだった。 

途中、誰何する衛士や警護にあたった藤原配下の武士らが抜刀して押し留めよ

うとしたが、その影はあいついで一刀両断にしながら一目散にやってきた。 

次々に『鬼じゃ！ 権少将じゃ！』という叫び声が上がるが、そのたびに悲鳴

の中で立ち消えていった。 

 

松明の灯りに照らされるところまでくると、その影は太刀を振るう権少将の姿

を浮かび上がらせた。あの動きやすい直垂姿であった。 

髪を振り乱し、額から角を生やし、口は裂け、牙がむき出しの恐ろしい形相で

あった。 

般若そのものであった。 

武士団ですら、腰が萎えてしまい、およそ太刀合わせなどする余裕もなく、幾

人も権少将の見事に円を描く太刀裁きの前に首を刎ねられ、手足を払われて倒

れていった。 

 

権少将は中央にまできて、大極殿を後ろに控えたところで床几に座っていた関

白の姿を認めると、歓喜の笑い声を上げた。 

「関白、お命頂戴つかまつる！」 

太刀を振りかぶりながら、権少将はつつつと関白に走り寄った。 

関白は慌てて、その場から逃げ出しすんでのところで横から薙ぐようにして迫

る太刀をかわし、摩耶姫の後ろに身を隠した。 

権少将は勢い余った。そして関白が逃げたほうに、太刀は流れた。 

その瞬間、豊丸の「御坊さん！」という悲鳴が聞こえた。 



 

 

御坊がとっさに権少将と摩耶姫の間に飛び込んだのだ。 

御坊は摩耶姫と関白を同時に後方へ突き飛ばした格好になる。 

御坊は「うっ」と鈍い声を上げてその場にうずくまった。 

血が滴り落ちたが、左腕をわずかに斬られた程度だったようだ。 

打ち損じた権少将は、態勢を立て直し、再び太刀を振りかざし、関白の姿を目

で追った。 

もう一度かかっていこうという意図に見えた。 

その時である。 

 

「もう良い！ 権少将！」 

 

その一声で、権少将の動きは止まった。 

「摩耶御前さま。・・・」 

権少将は、おもわずそう言った。 

御坊もそれを聞き逃さなかった。 

 

『摩耶姫ではない？ 摩耶御前さまだと？・・・摩耶は権少将の娘ではねえっ

てか？・・・』 

 

すると、祝詞の声が朗々と聞こえてきた。 

摩耶御前だ。 

 

「黄泉
よ み

の国 鬼神
かむ

留
づま

り坐
ま

す 鬼の火以
も

ちて 敷島
しきしま

津々浦々鬼人
おにびと

たちを 鬼集
つど

えに集え賜
たま

い 鬼議
はか

りに議り賜いて 我は豊
とよ

葦
あし

原の水
みず

穂
ほ

の国を 闇
やみ

の世と知

ろし食
め

せと 事依
よ

させし 奉
たてまつ

りき・・・」 

 

御坊は、身も凍るような思いになった。 

鬼の祝詞だ。 

大祓祝詞をことごとく鬼という言葉に置き換えた恐るべき祝詞であった。 

御坊はゆっくりと摩耶姫を振り返った。 

すると、その顔は次第に激しく憤怒の形相になり、額からどんどん角が生えて

くるではないか。みるみるうちに般若の顔になりおおせた。 

豊丸が駆け寄って、慌てて御坊の腕を引っ張り、外廊に引きずっていった。 

検非違使別当らも駆け寄って、腰を抜かしている関白頼通を抱きかかえるよう

にして逃げ出した。 

御坊は信じられんという表情で、ずっと摩耶御前の变化の様子を見つめていた。 

当たりには摩耶御前の悲鳴とも、おめきともわからぬ怒りの祝詞が尾を引き、

あたりにいた公家や郎党たちはみな思わず後ずさりした。 

 

鬼に变化し終えた摩耶御前は、すっくと立ち上がり、あたりを睥睨して悪罵し

始めた。松明の灯火に浮き上がるその姿はおよそこの世のものではなかった。 

 

「仏の道に外れたこの世に、わたしが仏に代わりて罰を与えてやろう。」 



 

 

御坊は、豊丸が必死に抱きついて引き止めているのを振り払うように前に出て

訴えた。 

「ゆがんでいる。御仏がそのような所業で、喜ばれるとお思いか？」 

「おお、喜んでおろうよ。わたしが汚れ役になってくれようぞ。」 

「それで往生できましょうや？」 

摩耶御前はにわかに語気が荒くなった。 

「往生？ 往生させてみい！ このわたしを。永遠に死ねぬこのわたしを、そ

のほう往生させてみまいか！ そのほうも死ねぬ身であろう。お見通しじゃ。

お互い様ではないか。この苦しみはそのほうも重々承知しておろうが！」 

摩耶御前はほとんど号泣しながら叫んでいるようであった。 

それを合図のように、権少将が太刀をかざしなおして御坊に斬りかかった。 

御坊はとっさに、それまで放免の真砂に持たせていた金剛杖を手に取り、太刀

を防いだ。太刀を跳ね返された権少将は、おもわず態勢を崩し、後ろによろめ

いた。御坊はそのまま権少将の胸元を金剛杖で思い切り突いた。 

権少将はうめき、よろめき、摩耶御前とともに退いた。 

御坊は追った。 

金剛杖の先についている錫杖を取って外し、仕込みとなっている槍刃を杖先か

らぽんと突き出した。そのまま権少将の体を刺し突き貫こうとしたが、権少将

はその場で三間ほど宙に飛んだと思うと、摩耶御前の横に飛び降りた。 

 

「御坊、なかなかの腕じゃな。どこでなろうたのか？」 

「山で。・・・熊や狼を相手にしていますとな、自然とこのような技量にはな

るもの。あなたたちのように異能を使わずともな。」 

 

摩耶御前は、「もうよい、権少将、それまでにしておけ。・・・そのほう、さき

ほどは権少将の流れた太刀からわたしを救おうとしてくれた。それを多としよ

う。鬼にも、義はある。人よりも遥かに潔い義がな。人など、・・・ふっ・・・

笑ってしまうわ。理屈ばかりこねて、いざというときにはおのれのことばかり

じゃ。見るも浅ましい。・・・権少将、まいろうか。」 

権少将は深く頭を垂れて、立ち去る摩耶御前の後に続いた。 

 

「どこへ参られる？ まだ終わったわけではござらぬよ。」 

摩耶御前は不敵な笑いを浮かべた。 

「引き分けとしておこうぞ。おおそうじゃ。わたしはご覧の通り鬼じゃ。昔、

源頼光らに殺されたわが一族の唯一の生き残り。この権少将の先祖が哀れに思

うて、ひそかに匿もうてくれた。わたしは瀕死の傷を負っていたが、よう介抱

してくれた。代々、権少将の家がわたしを蔵でひっそりと匿ってくれた。もう

かれこれ六十年、いや七十年にもなろうか。されば彼らの家は陰陽師としては

なかなかに優れておったであろう。わたしが手取り足取り教えたからな。・・・

このたびは、権少将の哀しみが我が哀しみのように思えてな、力になろうと思

うた次第じゃ。自ら鬼になってしもうた権少将が哀れでな。・・・御坊。また

どこぞで会うこともあろう。それまでせいぜい達者でおれ。次に会う時は、容

赦はせぬ。・・・」 

 



 

 

御坊は腕の傷を押さえながら言った。 

「ご同様で。それがしも決して手加減いたしませぬぞ。」 

「強がりを。」 

せせら笑うように摩耶御前は言った。 

御坊は念を押した。 

「こたびはこれで終わりでしょうな。摩耶御前さま。」 

「くどい。二言は無い。安堵するがよい。・・・さて、どこへ行こうか。権少

将。われら、これからなにを生きがいにしていったら良いのか。関白は御坊の

せいでし損じたが、どうせ早晩藤原も終わりじゃ。われらが手を下すほどのこ

ともない・・・おお、そうじゃ。この世を乱し、えも言われぬ腐臭で満たして

やるのであったな。人を殺すも化
け

楽
らく

、犯すも化楽、地獄を見せるのは化楽その

ものじゃ。童の血でも吸うていつまでも生きながらえ、この世を呪い、かき乱

してくれようか。のう、権少将・・・」 

「御意に従いまする。摩耶御前さま。」 

権少将は太刀を鞘に戻すと、御坊を一瞥して摩耶御前の後に従った。 

 

二人は未明の朝霧の中に消えていった。 

二人の顔はもとの美しい面立ちに戻っていた。 

御坊はただそれを見送った。 

衛士たちの一人として道を譲らぬ者はなく、畏れ後退りして二人を通した。 

気の早い鳥が鳴き始め、やがて東の空が白んできた。 

 

その後、藤原の権勢はもろくも瓦解した。 

帝に輿入れさせる娘がいなかったのである。 

この話の六年後、後三条天皇は、藤原氏とはまったく関係のない帝として誕生

した。 

貴族が権力を専横した摂関時代は終わりを告げた。 

天皇親政と、隠居したはずの先帝が上皇となった院政と、いわば権力の二重構

造が生まれた。 

やがてこの混乱が武士の台頭をますます許し、およそ百年後に源平抗争の時代

へと突入していくことになる。武士の世界が幕を開ける。 

 

・・・ 

 

御坊は検非違使庁で、放免の真砂に手当してもらった。 

 

「御坊さん。あんた坊主のくせにとんでもねえ槍の腕前を持っていなさるんだ

ね。」 

「そうでもねえよ。お前の殺しに比べりゃ、子供の遊びみてえなもんだ。」 

真砂はもう泣きそうな顔で、声を押し殺しながら言った。 

「頼むよ、御坊さん。もう昔のことなんだからよ・・・勘弁してくれよ。」 

 

検非違使別当はえらくご満悦で御坊に大枚の宋銭を賜った。 

昨夜は結局、応天門から太政官院（朝堂院）までの間に、衛士は合計十二人が



 

 

斬られ、五人が死亡していた。 

死によって穢れることをなにより畏れていたはずの大内裏だが、まるでなにも

無かったかのように処理された。 

死亡はすべて大内裏の外で発生したとされたようだ。 

御坊が一番嫌ったご都合主義がよく現れた後始末だ。 

 

別当の館を出た御坊と豊丸は、油小路の屋敷を訪れてみた。 

確かに、もはや廃屋といっていいような状態になっていた。 

草木も生い茂り、およそまともに居住できる環境ではない。 

奥に蔵があるということだったので、行ってみると扉は開いており、中は驚く

ほど清潔で、手入れが行き届いていた。 

おなごの住まいであったことは一目瞭然であった。 

まだ摩耶御前の匂袋の香りが仄かに残っていた。 

 

豊丸が言った。 

「摩耶御前が太政官に囚われの身になることは、あらかじめ自ら仕組んだこと

だったんだろうね。宴の松原で自らの姿を示し、それをきっかけにしてわざと

囮になろうという策略だったってことだよね。そのことで権少将が関白に接近

する機会をつくろうとしたに違いないよ。」 

「恐らくそうだろう。そういうふうに、人心を誘導していったんだろうな。そ

ういう幻を抱かせるのが、鬼は特異だからな。また、どこぞで会うことになる

んだろうか。嫌な相手だな。倒すといっても決め手がねえよ。」 

御坊は珍しく愚痴った。 

どうも鬼というものが、御坊は苦手らしい。 

「ま、向こうも同じことを思っているだろうがな。」 

そう言って、御坊は苦笑いした。 

 

油小路の屋敷を出て、放免の真砂が世話してくれた商売屋の納屋に泊めてもら

うことにした。七条町だ。 

東市の賑わいはたけなわという時刻だった。 

 

御坊が、いつのまにかどこで摘んだのか、藤の花を幾房が束ねたものをぶっき

らぼうに豊丸の胸にぽんと押しつけた。 

豊丸は、『えっ？』というような表情をして、思わず手にした。 

 

「きれいだろ？ やるよ。」 

 

藤の花は、鬼が嫌うと言われる言い伝えがあった。 

聞けば、油小路の屋敷の隅に、藤棚があり乱れ咲いていたのを取ったという。 

鬼の屋敷に、鬼の嫌う藤とは。 

 

「ほんとうに鬼だったのかのう？・・・」 

 

御坊はしみじみ呟いた。 



 

 

 

藤の花にはそのほかにも伝承がある。 

女神に恋い焦がれた男神が、藤の花を女神に贈ると、その美しさゆえに女神の

心を動かし、恋愛が成就したという。 

豊丸は、御坊がそれに引っ掛けて藤の花をくれたのだと思って、急に胸に熱い

ものがこみ上げてきた。口争いすることが多い二人なのだが、このときばかり

は豊丸はいやに素直な気持ちになっていた。 

 

「うん、うれしい。ありがと。・・・あたしのこと、好き？」 

 

御坊は「ばか、早とちりするな。仮に好きでも、どうにもならんだろうが、お

れたちは。」とにべもない。 

 

それでも豊丸は上の空で、ずっと藤の花を抱きしめていた。 

 

 

・・・ 

 

御坊さんがしてくれた話のうちで、この話はある意味例外的だった。 

なにしろ、御坊さんが一度も法力を使っていないのだ。 

生身の体でぶつかっていったことになる。 

 

「勝算があったの、御坊さん？ だって、相手は鬼だよ。」 

「無かったね。そもそもそれまで鬼などというものに出会ったこともないから、

どう対処していいか正直わからなかったしな。おまけに、とんだ見当違いして

いた。本丸は権少将ではなく、その娘だった。」 

「ほら、この前さ、御坊さんが戸隠に行ったって言ってたでしょ。あのとき、

とんでもない奴と、現代でまた会いそうだとか、そんなこと言ってなかった？ 

あれって、この人たちのこと。」 

「そうそう。それよりさ、なんか思い出したか？」 

「え？ 豊丸の記憶？ 全然。」 

「ちっ、いつになったら思い出すんだよ、おまえ。」   

「知らないわよ。御坊さんが軽井沢でうかつだったからこういう事になってい

るんじゃないの？」 

「はいはい、済みません。気をつけます。じゃあ、先にさあ、魔女の能力をさ

あ、ブラッシュアップしようや。」 

「どうやって？」 

「魔女に合わせてやる。」 

「どういうこと？」 

「だからよ、本物の魔女のところに行って、ちょいと指南してもらおうぜって

の。」 

「なんだ知ってるんじゃないの。」 

「何人かな。」 

「早く言ってよ。」 



 

 

御坊さんは手を出した。 

「なにそれ。」 

「金。」 

「え～？ またお金。」 

「金がねえんだよ。」 

「この前パチンコで勝ったじゃないの。」 

「飲んじまった。金。」 

御坊さんは完全にわたしのヒモ状態になっている。 

しかも彼は、「男の最大の幸福っていうのは、きっとヒモなんだろうな。」とま

ったく悪びれる様子がない。 

修験僧なのか、疫病神なのか、だんだんわからなくなってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十二夜 夏木立 

 

※翻案素材 

『武蔵野 (山田美妙) 』 

 『雨月物語・浅茅が宿（上田秋成）』  

・・・ 

 

 

その日、御坊さんは魔女を一人紹介してくれるというので、わたしはどきどき

しながら待ち合わせ場所に行った。 

御坊さんは、タピオカ入りのマンゴージュースを飲みながら、渋谷のスペイン

坂下で待っていた。あの僧体だ。全然不釣り合い。あたりでもまったく浮いて

いた。 

若い子が通り過ぎていくのを目で追う仕草が、はたからみてもいやらしい、 

 

「ねえ、すごくみっともない感じだよ、御坊さん。」 

「ん？・・あ、そう。いかんね、そういうことじゃ、坊主が。さ、行こうか。」 

 

御坊さんが連れて行ってくれたのは、ごちゃごちゃした雑居ビルの四階で、小

さなお店だった。 

名刺の印刷屋さんや、雑貨の輸入商社やらの間に、お茶とかコーヒーとか、ジ

ャムとかそういったものばかり盛りだくさんに積み上げているお店だった。 

どうやら内外のマニアックな物品ばかりを扱っているらしい。 

御坊さんが声を掛けたのは、小太りの女性で、脚立を持ちだしてきたところだ

った。 

いかにも「おばさん」である。 

 

「あ、御坊ちゃん、いいところに来た！ ちょっとさ蛍光灯、取り替えておく

れよ。あたしゃ手が届かないよ。いや、届くかもしれないけどひっくり返った

ら、みんな棚から落ちてきたりして大変なことになるからさ。」 

 

「御坊ちゃん」は、あいよと言って脚立に上がり、長い一本の蛍光灯を外して

付け替えた。 

このおばさんが、魔女？ 

 

あらためて御坊さんは、わたしをそのおばさんに紹介した。 

わたしはどぎまぎしてしまった。 

あまりにもイメージとかけ離れていたのだ。 

おばさんは、にこにこしていた。 

「あんた、魔女ってのは？ へえ、かわいいじゃないの。やっぱり魔女ってい

うからにはさ、このくらい若くて見た目が良くないと、世間体ってものがある

ものねえ。」 

そう言い終わらないうちに、せっかちそうなそのおばさんは、奥の部屋に顔を

突っ込んだ。 



 

 

「ねえ、お父さん。あたし、ちょっとさ、ごちそうになってくるから。・・・

じゃあね。」 

 

奥からは、やはり年配の男性の「はいよ。いってらっしゃい。」という声が聞

こえた。 

夫婦でやっているのだ。 

どうやらわたしがごちそうすることになっているらしい。 

 

わたしたちは、近くのファミリーレストランに入って、ひとしきりランチを取

りながら話をした。 

なにも言い出せないわたしを気にしてか、おばさんは結構気をつかってくれて

たようだ。ただその気のつかいかたは、完全にピントがずれている。 

 

「で、なに、あなた。栞ちゃん。あ、そう。栞ちゃんっていうの。名前もおし

ゃれだねえ。あたしみたいに和子なんて、古臭い名前じゃなくて。へえ。御坊

さんも、隅におけないねえ。こんな子と、なに、千年以上も『やってた』の？」 

「な、和子さん、品がねえよ。なんとかしてよ、それ。このおれでも穴があっ

たら、はいりたくなるじゃないの。」 

「きゃっ、『穴にはいりたい』だって！ いやだあ、御坊ちゃん！ どっちが

品がないのよお！」 

もう、おばさん絶好調。一人で大爆笑している。 

われわれ二人は、冷や汗もので回りの席をびくびくしながらうかがっていた。 

 

聞けば、おばさんは夕方以降の時間帯には占いとかしているらしい。 

なんと予約は向こう三ヶ月待ちらしい。 

人は見かけによらないものだ。 

 

「栞ちゃん、とりあえずさ、占いを遊びでやってごらんよ。馬鹿にしたもんじ

ゃないよ。遊びでね、遊び。だったら、当たろうが外れようが誰も気にしない

でしょ。ということで、はいこれ・・・」 

 

おばさんは持ってきたビニールのトートバッグから、分厚い、そしてものすご

く古い本をぽんとテーブルの上に置いた。 

 

「これ、あたしも最初に渡されたものなんだ。占いの手引書なんだけどね。ま

ずこれをつらつら読みながら、試しにやってみてごらんよ。だんだん、コツが

つかめてくるからさ。気がついたら、占いじゃなくて、ほかのことができるよ

うになっていると思うよ。あたしがそうだった。」 

 

その本を手にとってページをめくると、黄ばんだ三センチほどもあるÅ５版ほ

どの冊子なのだが、活字ではない。すべて万年筆か、フエルトペンのようなも

のをつかった肉筆なのだ。 

 

「もうあたしはいらない。手引書だからね。あなたみたいな新入りに渡してい



 

 

くのが道理でしょ。あなたもきっとそのうちそうするよ。」 

 

・・・ 

 

その夜、和子さんからもらった手引書をつらつら眺めてみた。 

御坊さんが、「お、やってるやってる」といって部屋に入ってきた。 

「まだちゃんと読んでるわけじゃないよ。なんとなく眺めてるだけ。」 

「それでいいんじゃないの。そのうちさ、なんとなく読むようになってるよ。

あちこちつまみ読みしてればいいんでねえ？」 

「そんなもんかな。」 

「そんなもんですよ。」 

「あの、和子さんてさ、ほんとに魔女なの？」 

「そだよ。若い頃、怒りにまかせてやりすぎて、三人死んじまってさ。それか

ら本人ショックのあまり、魔術は封印しているんだと。もっぱら占だけだそう

だ。」 

「へえ・・・それはショックだろうね。怖いな。」 

「けっきょくな、魔女っていっても、要するに霊力とかの助けを借りて、自分

の念を集中してなにかを発動させるわけだ。魔女そのものにとんでもない力が

あるというわけではないんだ。わかるか。」 

「うん。」 

「つまりさ、おれがやってることと変わらないってことよ。」 

「じゃ、御坊さんは、さしずめ魔男
まおとこ

だね。」 

「あまり、その言葉いただけないね。間男
まおとこ

と間違われるじゃんか。」 

「わざと言ったんだよ。」 

「だからさ、愛とかさ、希望とかさ、幸せとかさ、ポジティブな念に霊力を集

中させる魔女は俗に言う『白魔術』っていうことになるんだろうな。それがネ

ガティブな念、たとえば怒りとか、憎しみとかそういう念に霊力を集中させる

魔女は『黒魔術』だ。・・・ただな、世の中そう簡単に割り切れないんだよ。

いい念を発動させたいと思っても、その人にとってそれがほんとうに良いこと

だったのか、わからん。それが難しい。」 

「御坊さん、そんなことあったの？」 

「あったあった。良かれと思ってやったことがな、その人にとっては必ずしも

望んだ結果にならないってことがな。結局、おれたちを振り切ってその人は飛

び出していったが・・・」 

 

・・・ 

 

「ありゃあな、元弘三年（一三三三年）、五月のことだ。」 

「え、それってさあ（わたしはまた山川の日本史年表を開いてみた）、鎌倉幕

府が倒れた年じゃないの。」 

「そうそう。そのときの話なんだ。おれは、自分の無力感をつくづく思い知ら

されたなあ。」 

御坊さんは、またいつものように遠くを見るような目つきになった。 

 



 

 

鎌倉幕府が倒れたのは、その年の五月二十日のことだった。 

話はその直前、五月十五日に遡る。 

はじめの頃に御坊さんが話してくれた『大なゐ』は、ちょうどこの四十年前に

なる。 

 

御坊と豊丸は、それまで京都にいたのだが、後醍醐天皇を奉じる武士団が二年

前から蜂起し、鎌倉幕府打倒を呼びかけていた。 

鎌倉幕府を仕切っていた北条執権得宗家は御家人衆を動員して鎮圧を試みた

が、戦乱はかえって全国に飛び火する様相を呈し始めていた。 

御坊と豊丸は、京都がまた戦乱の渦中になりはじめた時点で早々に逃げ出した。 

しかし情勢は彼らを追い越していくくらいの速さで関東にも及ぼうとしてい

たのだ。 

 

二人が関東へ下ると、いったん鎌倉に落ち着いた。 

まだ鎌倉そのものは、平穏であった。 

もちろん庶民から見て、うわべだけのことだったが。 

しかし、その後、京都にある幕府の出先機関・六波羅探題と鎌倉の間の連絡が

急に頻繁になり、情勢の異変を誰しも感じはじめるようになった。 

鎌倉幕府初期のころは、関東の御家人たちは危機に際して招集がかかると、『い

ざ、鎌倉』を掛け声に一斉に武装して参集したものだが、五十二年前の元寇以

降は、ほとんど掛け声だけのものとなり、形骸化していった。 

 

二人は、そうした鎌倉に嵐の前の静けさを感じ取ったのであろうか、鎌倉も逃

げ出すことにしたようだ。 

一路のんびりと陸奥国のほうへでも戦乱を避けようかということになり、その

日、鎌倉街道上道を北に歩いていた。 

それは鎌倉と北関東の高崎を結ぶ街道で、途中、府中を経由する。 

世
せ

野原
や ば ら

（瀬谷原）を過ぎて、もうすぐ本町田の宿になる。 

 

この頃二人は、竹籠の笈
おい

を鹿の革で背負子
し ょ い こ

にしつらえ、物を入れていた。 

修験者が用いた木製の箱笈は余計な重量がかかるから、竹で編んだ大きな籠で

代用していたのだ。 

履物も藁を編んだ草履だったが、足を護るためにやはり鹿革で靴のように仕立

てたものを履いていた。 

雨天は動かないのが基本で、たいていは雨宿りするのだが、避けられない場合

も多々ある。 

そういうときには、油紙で鹿革草履をまるごとくるみ足首をしばり、当座をし

のぐようにしていた。 

二人とも刀を腰に差していたが、御坊は長刀、豊丸は脇差だった。 

このほかにも長い金剛杖をそれぞれ手にしていたが、先端の錫杖はすぐ取り外

せるようになっており、杖を勢いよく突き出せば、槍刃が飛び出す「仕込み杖」

になっていた。 

護身用だが、盗賊への対策というよりも、山を歩くことが多いので、熊や狼の

類いを警戒していたためだ。 



 

 

 

豊丸はあいかわらず垂髪を、肩下あたりで一本束ねにしており、このときは夏

日になってきていたので、手ぬぐいを頭に巻いていた。 

御坊は網笠である。 

 

街道行き交う人たちは、あちこちで噂話が花を咲かせていたが、どうやら上州

で新田某が挙兵し鎌倉に向かって攻め上っているという話だった。 

叛乱である。 

ただ、新田勢はさほどの大兵ではないらしいという話だった。 

ちょうど二人が本町田の宿場に差し掛かるところで、鎌倉方の軍勢に追い抜か

れた。 

見るからに大兵であり、その後も後から後から御家人や雑兵が府中を目指して

北上していった。 

どうやら、今日の夜明けに両軍は府中あたりで激突していたらしいということ

が、行き交う人たちの話からわかってきた。 

思ったより新田勢は兵力が膨張していたらしいが惨敗。 

狭山方面に散り散りに敗走したという。 

ということは、今北に向かっている北条勢は勝ち戦した本隊へ、さらに増援を

送り込んでいるということになるのかもしれない。 

 

「戦
いくさ

だのう。」 

「いやだねえ、あたしたち巻き添えを食わないようにしないと。」 

「ほんになあ。」 

「まあ、すぐに終わるものであれば、まだ良いが。」 

 

二人はひとしきり街道を所狭しと急ぐ軍勢を見送ろうと、路傍の庚申塚のとこ

ろで笈を降ろし、一休みすることにした。 

竹筒の水を飲んで喉を潤したが、人馬が通るたびに土埃が舞いたったので、こ

れはかなわんということで、奥の祠の近くに入りこんだ。 

 

するとそこに一人の武者と徒
かち

立
だ

ちの雑兵二人が、馬を囲んでなにやら話し込ん

でいる。 

見ると、どうやら馬が脚を怪我したらしい。 

どういう具合かわからないが、前脚が不自由そうだ。 

日本馬はもともと蹄が固かったこともあり、さほど蹄鉄は普及していなかった

が、やはり怪我は多かった。 

馬は脚が命であるから、いったん怪我をすると使い物にならない。 

とくに戦で甲冑を身にまとった武者が乗るのはほぼ不可能だ。 

それで三人が困っていたようだ。 

 

御坊は差し出がましいとは思ったが、馬の脚の様子を見てやろうと、声を掛け

た。 

「もし、よろしければそれがしにお見せ願えませぬか。」 

 



 

 

意外な申し出に、武者は驚いたものの大歓迎であった。 

 

「ご坊は、馬がおわかりになるか。」 

「多少は。どれ・・・」 

 

御坊の見立てでは、たいした怪我ではなかった。 

 

「骨が折れていればまた話は別だが・・・」 

 

見ると、蹄の間に切り込みを深めた木切れがあり、これが脚を痛めているのだ。 

それを取り外してやった。 

そして、よくお湯で洗ってやること。清潔な布で肢巻
し ま き

などを巻いて、厩舎のな

かで傷口が汚れないようにすること。そうすれば、一月もせずに全快するだろ

う、と教えてやった。 

ついでにそうした外傷に効く薬草も笈から取り出して分けてやった。 

 

武者は大いに悦び、御坊に礼を述べた。 

聞けば、堀田国長という地侍らしいが、御家人配下にあってこのたび『いざ、

鎌倉』ということで出陣するらしい。 

これまで鎌倉に在番警護の役についていたそうな。 

それが急なことに、新田義貞謀反。その鎮圧のため北条泰家が征討軍を発した。

それを追いかけているところだ、という。 

 

「しかし、どうなさる。この馬は今はつかえませんぞ。」 

「なあに、うまくしたものでな、馬はもう一頭ある。それで追いかけることに

しようと思うとる。」 

「さようで。それならばご安心ですな。」 

「なにより、馬は大切じゃからな。ご坊のおかげで安心したぞ。うちの女房が

な、馬に乗るので、どうしても二頭は要るのじゃ。」 

「ほう、それはまたお珍しい。」 

 

武者は四十に近いだろうか。眉が太い、どちらかというといかつい面立ちをし

ていたが、笑うと子供のように無邪気な笑顔になる。 

 

「ははは、それがな、あれは男勝りの 戦
いくさ

上手でな。若いころから、幾度かこ

まかい兵乱がござって、わしもよう駆り出されたものじゃ。生乃
い く の

というのだが

な、これまでに三人の武者の首を取った猛者
も さ

よ。 さすがにもう歳じゃでな、

三十路も半ばを過ぎてしもうて、わしも恥ずかしゅうて姫武者などとは呼べぬ

が。はははっ。」 

 

よほど妻のことが自慢なのであろう。 

武家に女武者はいるにはいたが、きわめて少ない。 

夫婦で戦に出るとは、御坊もさすがに聞いたことがないくらいだった。それど



 

 

ころか首を取ったなどというと、このいかつい武者に輪をかけたような恐ろし

げな容貌を想像してしまったものだ。 

 

「どうじゃ、ご坊。わしの屋敷に来なさらんか。ちと戻ることになるが、渋谷

庄にわしの屋敷がある。そこで休んでいかれたらよろしかろう。生乃に世話を

させようぞ。わしはその間に、ひさびさの大戦
おおいくさ

にご奉公せねばならぬ。なあ

に、泰家さまは十万の兵じゃ。新田の田舎者どもなど手も足も出ぬに決まっと

る。今日も、新田勢は泰家さまにさんざん打ち破られ、府中から敗走した由。

わしが間に合わなんだのは無念至極じゃが、まだまだ残党狩りもあることだし

な。手柄を立てる機会はあろうというもの。よし、馬の怪我もそうとわかった

ら、平蔵、助三
す け ざ

、馬をな厩舎に入れて、ご坊の言われたようにせい。わしはご

坊を屋敷に案内する。」 

 

徒
かち

立
だ

ちの雑兵は馬を引いて先に発った。 

国長は御坊らと道々よもやま話をしながら屋敷に向かった。 

屋敷は渋谷庄（現在の座間）にあった。だからこの本町田で交差する矢倉沢往

還を左に折れて座間まで戻る格好になった。 

屋敷はこんもりとした小さな丘の麓にあった。 

コナラに囲まれた、一見木立の中に埋もれるようにしてその屋敷はひっそりと

うずくまるようにしていた。 

敷地に入るあたりには、ノウゼンカズラのオレンジ色が屋敷の一角に咲き乱れ

て、それがこの屋敷の場所の目印にもなっていたようだ。 

木立に隠れるようにして、奥まったところに厩舎が見えた。 

さきほどの雑兵が馬の怪我の処置をしているところだった。 

 

三人がノウゼンカズラの下をくぐるようにして敷地に入ると、屋敷内から国長

の女房らしき者が急いで飛び出してきた。 

想像していたのとはまるで大違い。 

どちらかというとすらりとした容姿で、刀や槍を振り回して敵の首を取るよう

な女性とは、到底思えなかった。 

確かにかなり日焼けはしていたし、とても深窓の女御という感じではない。 

化粧もほとんどしておらず、非常にきりりと締まった面立ちは堅い表情がよく

似合った。 

無骨な武者の女房としては、不釣り合いなほど美人ではないだろうか。 

なにより驚いたのは、すでにその生乃という女房は、武者鎧をまとっていたと

いうことだった。額にも鉄製の鉢を巻いていた。 

御坊たちを見て、やや訝しげであったが、軽く目で挨拶を交わすや、それも早々

にして国長に言った。 

 

「戦にござりますな。」 

「おお、新田勢がな。」 

「わたくしも用意は万端。いつでも出立できまする。」 

「それがな、生乃。こたびは、そのほう屋敷で留守居を頼む。」 



 

 

 

生乃はまさか、という表情になった。 

「なにゆえにござりますか。足手まといになどならぬことくらい、ようご存知

のはず。」 

「足手まといなどと、わしは金輪際思うておらぬよ。ほれ、先だって鶴川での

領地争いの小戦の際も、わしが蹴躓いた挙げ句、あやうく首を搔かれそうにな

った折も、そなたの槍の一突きで救うてくれたではないか。」 

「ならば、なにゆえ。」 

「馬よ。」 

「馬？」 

 

国長が生乃を厩舎のほうに連れていき、事情を説明した。 

とても徒立ちでは間に合わぬ故、今回は国長一人で戦に向かうということだっ

た。 

 

「なに、生乃。そなたが出るまでもないて。新田勢は府中・分倍河原あたりで

泰家さまに木っ端微塵にされてしもうたらしい。鎌倉の精鋭十万、田舎武者な

どなにほどのことがあろうか。そなたは、こたびは屋敷でゆるりとしているが

よい。」 

 

生乃は無念そうであったが、やむを得なかった。 

国長は御坊たちに世話になったことを説明し、慌ただしく飯を食うと、代わり

のもう一頭に乗って屋敷を発った。 

屋敷には、御坊と豊丸、そして生乃の三人が残された。 

 

「それでは、一晩だけご厄介になりもうす。」 

「なんの。たいしたおもてなしも出来ませぬが。・・・なにしろわたくしはて

っきり戦に赴くとばかり思うておりましたゆえ。」 

 

豊丸が正直なところを口にした。 

「生乃さま、ご無礼ながらお見受けしたところでは、戦で渡り合う姫武者とは、

到底思えぬほどお美しい。国長どのから伺いましたが、まことでござります

か？」 

 

生乃は、恥ずかしそうに笑った。 

「国長どのは、大げさなのでございますよ。どうせ、小戦でこれまで首を三つ

も獲ったと、そう申したのではございませぬか？」 

「はい、そのように伺いました。」 

「一人だけです。あとは、手傷を負わせただけ。これまで何度か小戦にかかわ

りましたが、傷を負わせた数では、両手の指ではおさまりませぬが。」 

 

二人は、びっくりした。 

やはり女武者なのだ。 

このしなやかな体つきで、重い刀や槍を縦横無尽に扱うのであろうか。 



 

 

 

「力など要りませぬ。力まかせの武芸は、疲れるだけ。無駄が多うござります。

できるだけ、刀は女のように、子供のように、老人のように優しく扱ってやら

ねば。刀は力任せに振るものではありませぬよ。刀の重さにまかせて自然に下

ろしたほうが、一番斬れまする。」 

 

二人とも妙に納得してしまった。 

湯を取ってもらい、綺麗さっぱりになったところで、甲冑を解いてふだん着に

なっていた生乃が夕餉の支度を終えていた。 

鎌倉時代に入ると、西日本では二毛作が始まっていたくらいで、米の生産は一

気に増大していた。 

とくに武士の消費量は多くなり、『握り飯』を作り始めたのも、この鎌倉時代

からだ。 

 

・・・ 

その日、二人は玄米を蒸した強
こわ

飯
めし

をたらふくごちそうになった。 

醤油の元となった『溜
たま

り』もこの頃にはあり、野菜の漬物は豊富になってきて

いた。 

生乃はそれに煮ごぼうと、干魚も付け合せてくれた。 

ある意味、この鎌倉時代の食生活は、非常にバランスの取れたものになってき

ていたと言えるかもしれない。 

 

上道からはかなり木立に入ったところではあったが、まだ街道を急ぐ雑兵の群

れが、時折松明を掲げて走り抜けていく。 

生乃は亭主のことが気になってしかたがないのだろう、始終話の途中で言葉が

詰まったようだ。 

幕府北条勢が勝つことは決まりきっていたとはいえ、戦であるから何が起こる

かわからない。 

亭主の身にもしものことがあったらと、気が気ではないのだ。 

生乃は三人で夕餉を取る間、ずっと陰
かげ

膳
ぜん

を横に供えていた。 

御坊と豊丸は、陰膳に手を合わせ国長の武運を祈った。 

生乃の心中を察し、二人の言葉も少なげになった。 

 

夏の夜が始まっていた。 

夜、時折まだ鳴き尽くしていない蝉の声が聞こえてくる。 

開け放しの吹き抜けにしたままの屋敷は、気持ちの良い風が通り抜け、寝苦し

さをさほど感じずに済んだ。 

国長はもう府中に着いていることだろう。 

戦は始まっているのだろうか。 

それとも今、夜戦に入っているのだろうか。 

二人とも生乃の気持ちを思うと、妙に寝つかれない。 

豊丸が、横で寝ている御坊の手をそっと握った。 

御坊も同じ気持ちなのだろう。しっかり握り返してきた。 



 

 

 

・・・ 

 

翌朝五月十六日、街道は妙にひっそりとしていた。 

御坊と豊丸は生乃に丁重な挨拶をして、卯刻には早々に出立した。 

生乃が握り飯と漬物を竹の皮に包んで持たせてくれた。 

 

二人は上道を北へ、北条勢が走り去った後を追うように歩いた。 

ところが異変が起こった。 

上道を鎌倉方面に向かってくる人が多くなってきたのだ。かなり狼狽している。 

中には徒立ちの雑兵も混じっている。混乱に近い状態になっていた。 

井手の沢、野津田と進むうちに、ほとんどそれは恐慌状態に陥った人の群れが、

ばらばらに逃げてきているありさまになった。 

荷物を持って道を急ぐ家族連れさえ見受けられた。 

まだ辰刻だ。 

 

「おい、豊丸。幕府は敗けたんとちがうか？」 

「なんか、おかしいね。物騒な感じがしてきた。」 

 

そのうち、あきらかに敗残兵が街道を埋め尽くすようになってきた。 

口々に『世
せ

野原
や ば ら

へ！』と声を掛け合っている。 

負傷した者も多い。 

どうやら、十五日未明に、分倍河原で激突したときには、確かに北条勢が圧倒

したらしい。 

新田勢は、いったん堀兼に後退し、敗残兵をまとめていたところ、三浦大多和

義六千騎が援軍に駆けつけた。 

勢いを盛り返した新田勢は、十六日未明に北条勢を奇襲反撃。 

北条勢は勝ちに油断していたこともあって、無残な敗北を喫して後退している

ということらしい。 

 

二人はなにが起こるか予想がついた。 

乱取りである。 

略奪暴行の限りが尽くされる。 

そこで、街道沿いの七国山の森の中に身を隠した。 

ここからなら街道の様子が手に取るようにわかる。 

午前
ひるまえ

には北条勢はほぼ退却し終わった。 

やがて新田勢の先鋒隊が本町田に向けて南下していった。 

新田義貞の本隊はどうも多摩川を越えた関戸に小休止しているようだ。 

 

二人はにわかに生乃のことが心配になり、戻ることに決めた。 

ただ危険極まりない情勢なので、一晩七国山の中で過ごすことにした。 

北条勢が世野原に残兵を終結させているとすれば、新田勢は鎌倉上道をまっし

ぐらに本町田を通過して世野原に襲いかかってくるはずだ。 

 



 

 

・・・ 

 

果たして、昼下がりには新田の本隊が上道を一斉に本町田に向かって大移動し

た。 

二人は息を潜めてその様子を見下ろしていた。 

夜にはもはや兵の移動は無くなっていた。 

翌朝、山を降りるとほぼ人心は落ち着きを取り戻していたようだ。 

二人は上道を戻ることにした。 

ときどき北条方の敗残兵が、倒れていた。 

傷を負い、絶命しているのだ。ここまで逃げてきて動けなくなったものたちだ

ろう。 

子どもたちが、物珍しそうに集まっては、木の枝などで死んでるのかどうかつ

っついたりしていた。 

 

途中、七国山の麓に差し掛かったとき、一頭の馬が木立の陰で草を食んでいた。 

主がいない。ただどこか見覚えのある鞍だ。 

気になって近くに寄ってみると、侍が一人倒れていた。 

なんと、それは堀田国長であった。 

二人は呆然とただ亡骸を見ているばかりで、何もモノが言えなかった。 

すでに息絶えている。 

今しがたではない。かなり経っている。 

恐らく顔色や体の硬直の様子から、昨晩ここまでたどり着いて力尽きたかと思

われる。 

どうやら槍で脇腹を抉
えぐ

られたようだ。 

兜もつけておらず、ほかにも刀傷を負っているように見受けられた。 

とにかく生乃に知らせなければならない。 

馬に乗せていくと今どこにいるかわからない新田勢に怪しまれる。 

そこで、遺髪を切り取り、脇差を笈に仕舞い込んで座間へ急ぐことにした。 

手早く供養をすると、すぐに二人は七国山を発った。 

 

・・・ 

 

本町田の宿は人がまばらで皆家に逼塞しているようだった。 

新田の雑兵があちこちに点在していたが、北条勢の動静を探ることに必死だっ

たのか、乱暴狼藉は見られないようだった。 

二人は矢倉沢往還を右にそれて座間に走った。 

ノウゼンカズラが見えてきた。 

世野原からはここはかなり遠い。戦に巻き込まれることはよもやなかろうと思

われた。 

 

屋敷では生乃が庭で黄瓜を採っているところだった。 

なんとなくだが、生気が失せているようにも見えた。 

亭主が討ち死にしたことをすでに知っているのか？ 

 



 

 

生乃は二人に気づくと、すぐににこやかになって、「あら、どうなさいました。

戦で街道が通れなくなりましたか？」 

「生乃さま。・・・申し上げにくいことが。」 

 

生乃の顔は一瞬曇った。やはりやつれている。明らかに昨日の意気軒昂とした

様子とは違う。亭主のことが気が気ではないということなのかもしれないが、

それにしても憔悴、と言っても良いくらい顔に疲労が浮かんでいた。 

 

「国長さま、お討死になされました。・・・」 

 

生乃はさっと顔色が変わったが、すぐに笑顔に戻った。 

「また、ご坊は人の悪い冗談を。」 

「冗談ではござらぬ。」 

 

二人は笈を降ろして、中から遺髪と脇差を渡した。 

生乃は手が震えていたが、気丈にもうろたえることはなかった。 

 

「して、これはいずれに。」 

「七国山にござる。新田の雑兵がうろうろしておりますゆえ、国長さまをこち

らにお運びすることもできず、まことに心苦しゅうございます。せめて、とり

あえず遺髪と脇差だけはと存じ、急ぎ戻ってきた次第。おそらく亡骸の様子か

らしますと、昨日早い時分にお亡くなりになっているのではないかと。十六日

未明に北条泰家の御陣は敗走されている由。その後、国長さまも傷を負われて

こちらへ戻る途中、七国山で力尽きてしまわれたかとお見受けします。」 

 

生乃はややあって、落ち着いた声で言った。 

「それは・・・まことにお心遣い、感謝申し上げます。・・・しかし、昨夜、国

長は宅に帰ってきました。」 

「？」 

 

二人はなんとも言えない顔になった。 

「ほんとうにございますよ。」 

「なんどきでござります？」 

「子刻を過ぎておりました。」 

 

ありえない。 

「国長どのは、なにか仰せられましたか？」 

「難儀な戦になったと。利あらず、泰家さまは兵を引いたが、また世野原で態

勢を立て直して一戦に及ぶと申しておりました。未明には自分はまた行かねば

ならぬと。いつもと違って神妙な面持ちでした。・・・鎌倉はこたびはもう駄

目かもしれませぬ。・・・」 

 

豊丸は、御坊と顔を見合わせた。 

同じことを思っているのであろう。 



 

 

そこで御坊に代わって生乃にたずねた。 

 

「生乃さま、ご無礼の段、なにとぞお許しくださりませ。どうしても伺いたい

ことがございます。よろしいでしょうか。お怒りになりませぬよう。」 

「なんなりと。」 

生乃は採ったばかりの黄瓜のヘタを取りながら答えた。 

「国長さまと、昨夜、夜伽をなさいましたか？」 

 

生乃が怒り出すかと思ったが、それどころか顔をぽっと赤くした。 

「・・・いたしました。・・・ええ、夜伽を確かにいたしました。久しぶりで。・・・

このようなことお話することではござりませぬが、なにやら戦で興奮していた

のでございましょう、いつもより・・・わたしも我を忘れてしまうほどで・・・

またなにゆえそのようなことをお聴きなさいます？」 

 

御坊が口を開いた。 

「生乃さま、国長どのは確かに亡うなっておられる。それは間違いない。昨夜、

現れたのは、・・・」 

「わかっております。」 

 

二人はまた仰天した。 

「ええ、わかっているのです。このような恥ずかしいお話をお手前にするのも、

おそらくそのことを仰っしゃりたいのだろうなと思い、敢えて恥を晒しており

ます。・・・夜伽の最中も、国長は『そなたとまた戦場
いくさば

を駆け回りたいものじ

ゃ』と何度も言っておりました。・・・そんなことは、国長は申しませぬ。『わ

しと一緒に来い』とも申しておりました。戦場のことかと思いましたら、『二

人でもっと遠くへ行こう』と、そんなことも。・・・おかしいではありませぬ

か。国長はけっしてわたしにそのようなこと、口にする男ではござりませぬ。

空威張り、やせ我慢、それが国長の人柄。わたしもそんなところが昔から憎か

らず思っておりましたに。・・・どこか気弱な様子。やり場のない寂しさの中

にあの人がいるような気がいたしました。・・・だからでしょうか、わたしも

ひさびさの夜伽とはもうせ、思わずいとおしさで胸塞がるような心持ちになり

ました。・・・明け方、国長はいませんでした。・・・あれは夢か、それとも・・・」 

 

御坊は、意を決して言った。 

「生乃さま。国長どのに心残りなく成仏していただきましょう。それがし豊丸

と、誠心誠意ご供養させていただきまする。このままではいけませぬ。生乃さ

まにもよろしくない。」 

 

生乃はしばし悩んでいたようだ。 

なにを悩んでいるのか？ 

本人も国長の亡者が現れたと感づいているにもかかわらず。 

 

けっきょく生乃は承知した。 

国長の菩提を弔い、今生に思いを残すことなく成仏してもらうことはなにより



 

 

だと思い切ったようだ。 

『よろしく、供養お願い申し上げまする。』と言った生乃の目には涙がたまっ

ていた。 

 

・・・ 

 

午後、御坊と豊丸は、回向の支度をし、居間に国長の遺髪と脇差を置き、二人

で段取りを考えた。 

 

「やはり生乃さま、一夜にしてやつれておられたね。」 

「ああ。精気を抜かれている。・・・国長どのは、生乃どのを連れて行こうと

なさっておるのだろう。憑
と

り殺されてしまうわ、このままではのう。・・・観

音さまに、国長どのの魂を救うていただこう。王道で行こう。観音さまなら、

国長どのもお寂しくはなかろう。」 

 

夕方、豊丸が街道に出て行き交う人たちから話を聞いてきた。 

その日、新田勢は息つく暇もなく南下をし、世野原で敗兵を再編成していた北

条勢に襲いかかり、一気に押し潰したらしい。 

もはやこの時点では、北条勢の六倍にまで新田勢は膨れ上がっていたとも。 

京都にあった六波羅探題（鎌倉幕府の出先）が叛旗を翻した足利高氏の軍勢に

攻めたてられ、五月九日に陥落していた。 

その知らせがこの頃には届いており、北条勢の兵の中には離脱するものが続出

した可能性はある。 

兵力差が一気に大きく開き、世野原ではとても膨張を続ける新田勢に抗するべ

くもなかったようである。 

 

その夜、二人は生乃を伴い、国長の回向をした。 

八字文殊の結界を張り、護身法に始まり、十八道へと手順に沿った完璧な次第

で供養を始めた。 

香華灯燭を絶やさず、読経をいくつかした後、あとはひたすら十一面観音呪を

唱え続けた。 

 

「おん ろけいじんばら きりく おん まかきゃろにきゃ そわか 

おん ろけいじんばら きりく おん まかきゃろにきゃ そわか 

おん ろけいじんばら きりく おん まかきゃろにきゃ そわか・・・」 

 

やがて、子刻を過ぎ、丑刻になろうかという頃、夏の夜の虫の声が、一斉に鳴

り止んだ。 

 

「豊丸、来るぞ。」 

「あい。」 

 

生乃も、豊丸に教えてもらった真言を一心に唱えていた。 

簾
すだれ

を下ろしただけの居間に、一陣の風が吹き込んできた。 



 

 

灯火が揺れたかと思うと、ふっと消えた。 

 

「豊丸、灯をつけてくれぬか。絶やさぬように。」 

 

豊丸はすぐに火打石で火を灯した。 

そのときである。ノウゼンカズラが乱れ咲く門のあたりから、甲冑の音が聞こ

えてきた。 

 

「あの人が・・・」 

生乃が呟いた。 

 

「もはや見てはなりませぬぞ。国長どのためじゃ。国長どのの成仏だけを思う

てくだされ。」 

「はい。」 

 

亡者は簾の外で立ち止まった。 

 

「どうしたことであろうか。中に入れぬ。生乃・・・いずれにある。わしを中

へ入れてくれぬか。・・・」 

 

生乃は。『ああっ・・・』と声を漏らした。 

豊丸がしっかり生乃の合掌する手を握った。 

生乃はかすかに震えていた。 

御坊は亡霊が何を言おうと、それには一顧だにせず、一心不乱に真言を唱え続

けた。 

亡者は、簾を前に立ちすくんだまま、動けぬらしい。 

 

「生乃、入れてくれ。戦の最中じゃ。・・・のう、生乃、どうした？・・・なに

を畏れておる。・・・いとおしいのお。長いこと連れ添ってきたが、いまほど

いとおしいと思うたことはない。・・・われらは子が無かったが、それにもま

して、そなたと添い遂げられたのはなによりじゃった。・・・日頃、なかなか

そなたの前では素直になれなかったが、今はどういうわけか、幼子のように素

直になれる。・・・不思議よのう。・・・さあ生乃。わしを中へ入れてくれ。・・・」 

 

生乃は合掌しながら泣いていた。 

御坊は、生乃がいまにも結界を破って表に飛び出してしまうのではないかと畏

れていたが、それはなかった。 

やがて夜が白んできた。 

いつのまにか、亡者の声もしなくなっていた。 

 

・・・ 

 

明けて五月十八日。 

ようやく東の空が明るくなってきた頃。 



 

 

しばらく御坊と豊丸は、白湯を飲んで一息ついていた。 

生乃の姿は見えず、どうやら奥の室に入ってなにやらしている様子。 

蝉の声がいきなりうるさくなってきた。 

二人は、後で七国山へ行って、様子を伺いながら、国長の亡骸を収容しようと

いう段取りを話していた。 

 

そのときである。 

生乃が居間に現れた。 

甲冑姿であった。 

二人は息を呑んだ。 

 

「生乃さま、もしや。」 

 

生乃は微笑んでいた。 

「回向していただきましたゆえ、きっと、国長も成仏したと存じます。心から

礼を申しあげまする。」 

そう言って、手をついた。 

 

「いや、それはともかく、どうされるおつもりで。」 

「ご覧の通りにござります。これより鎌倉へ。」 

「生乃さま、昨日新田勢は世野原で北条方を退けましたぞ。あの勢いでは本日

すでに鎌倉に殺到しているはず。それを分け入って鎌倉に入るなど無謀という

もの。」 

「鎌倉は天険にござります。大兵でも、七つの狭い切り落としを通らねば入る

ことあたわず。そう簡単には落ちませぬ。落ちるにしても、一矢報いて落ちま

しょう。わたしもこれより鎌倉に参陣つかまつる所存。国長のためにも、鎌倉

の意地を見せておかねばなりませぬゆえ。」 

 

御坊は語る言葉がなかった。 

豊丸はもう涙ぐんでいた。 

「そんな・・・」 

 

生乃は晴れ晴れとした表情だった。 

「この屋敷は、どうとでもお使いなされますように・・・棲むも良し、捨てる

も良し。ご随意に願います。・・・こたびは、よい 餞
はなむけ

をしていただきました。

心から御礼申し上げまする。一期一会とはいえ、ありがたいこと。・・・おさ

らばにござります。」 

そう言って、立ち上がった。 

 

二人はもうなにも言えなかった。 

 

厩舎から脚に怪我をしていた馬を引き出し、生乃は馴れたように鞍に腰を落ち

着けた。 

 



 

 

「国長が寂しがっておりましょう。成仏したとはいえ、・・・あの人は口下手

にございましたから。わたしが行ってさしあげましょう。手柄の一つや二つ、

手土産に持ってまいろうと存じます。されば、・・・いざ、鎌倉へ・・・」 

 

生乃は緋縅
ひおどし

の甲冑に身を包み、額には鉄鉢を巻いていた。 

槍を背に負い、腰には長刀と、国長の脇差が差してあった。 

女武者はこれ以上無いというほど会心の笑みを浮かべ、二人に会釈すると馬を

前に進めた。 

コナラの木立の陰から、朝の燦めく陽の只中に生乃の騎馬は屋敷を出ていった。 

ノウゼンカズラの燃えるような色が、それを励ましているように見えた。 

御坊と豊丸は、夏の木立の陰に佇んだまま、ただ見送った。 

女武者は街道に出ると、鎌倉を目指して馬に鞭を当て、たちまち姿が見えなく

なっていった。 

 

・・・ 

 

御坊さんは、珍しく話を終えるとため息をついた。 

 

「おれが間違っていたのかな。それともあれしか無かったのかな。きっとそう

なんだろうな・・・」 

「その夫婦、ほんとに結ばれていたんだろうね。」 

「そうだろうな。・・・生乃どのが鎌倉に向かった日、あれは十八日だ。新田

義貞の軍勢が鎌倉を包囲した日だ。えらい酷たらしい戦が、鎌倉の七つの切通

で行われたらしい。いまでも、鎌倉は由比ヶ浜であろうとどこであろうと、掘

ればたくさんの遺骨が何百、何千と出てくるほどだ。皆殺しよな。・・・二十

日には鎌倉は滅んだ。生乃どのは、どこで亡うなったのかのう。鎌倉には到底

たどりつけなんだとは思うが。・・・どのような最期を遂げられたのかのう。・・・

それを思うたびに、やるせない思いになってな。」 

 

御坊さんはいつになく落ち込んでしまった。 

わたしもなんて声を掛けてあげたら良いのかわからず、思わず涙ぐんでしまっ

た。 

 

「おい、ときにおまえ、少しは占い、わかってきたのか？」 

「え、まだに決まっているじゃないの。始めたばかりだよ。」 

わたしは鼻を啜って気を取り直した。 

 

「ときに、御坊さんはどうやってわたしがこの家にいるってわかったの？」 

「いや、軽井沢の一件から百年後、万霊節から五十日後、そこから豊丸の歳を

逆算して、つまり二十年ほど前だが、そこで生まれた女児のうち、栞って名を

つけられた子を片っ端から探したのよ。簡単だが、手間だった。」 

「そっか。じゃあ、あとはほんとにわたしが豊丸さんの記憶を取り戻すかどう

かにかかっているわけね。」 

「そうだよ、頼むよ。もうヘマしねえからさ。なんとかしてくれよ。おれさあ、



 

 

もう我慢できねえんだよ。」 

「あ、駄目だよ。わたしに無理強いして、手篭めにしようなんて。」 

「しねえよ、そんなこたあ。早く戻って来いっての。なにしろ、おまえが帰っ

てこないと、てんで仕事にならないんだっつうの。」 

「そう言われてもねえ。」 

 

御坊さんは、『あ～あ・・・』と言って、わたしのベッドに手足を投げ出して、

ふてくされた。 

なんだか聞き分けのない子供を見ているようで、妙に可愛らしく思える夜だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十三夜 きりぎりす 

 

 

※翻案素材 

『実盛 （世阿弥）』  

『地獄変 (芥川龍之介)』 

 

 

・・・ 

 

 

珍しく週末、匠
しょう

太
た

がうちに来た。 

例の、宿題やわからないところがあると、現金を持参の上、御坊さんに教えて

もらいにやってくる従弟だ。 

 

いつも見てもらうのは数学。 

ときに国語がある。 

といっても、漢文や古文が多い。 

 

「だってさ、御坊さんは昔の日本の生き証人だぜ。千年以上生きてるんだろ。

まじすげえよ。古文なんか、教えてもらわない手はないっしょ。どんな問題も、

全問正解だぜ。」 

 

匠太は、学校でも御坊さんがいかにすごいかということを吹聴しているそうな

のだが、当然誰も信じるものはいない。 

匠太はかわいそうに学校では、大ホラ吹きで通っているらしい。 

もっとも、匠太は一度も、御坊さんから怪談を聞いたことがないので、正直ど

こまでわかっているのか疑問だ。 

なんとなく曖昧な認識で、その気になって流されるところは、典型的な日本人

なのだろう。 

 

今日は御坊さんの真骨頂である古文の課題を持ってきた。 

匠太には、まるで外国語にしか思えない、という。 

御坊さんは苦笑しながら、これはなあ、と一つ一つ意味を教えていた。 

 

「ところでおまえ、今日の上納金はちゃんと用意してあるんだろうな。」 

「へい、この通り。手元に無かったもんで、お袋の財布からちょいと。あんま

り抜くとバレるんで、このていどで今日はご勘弁を。」 

「おまえは虫も殺さぬような顔して、けっこう悪
わる

だのう。」 

「そういう御坊さんこそ。すべてご承知なんだから、お人が悪い。」 

 

『くっくっく・・・』と二人で含み笑いをし合っている様子は、まるで悪代官

とそれにへつらう商人そのものだ。 

 



 

 

匠太が持ってきたのは、芭蕉のいくつかの句だった。 

これを解釈して、感想を述べよという課題らしいのだが、たいていはそのまま

ズバリでなんとか誤魔化そうとしたらしいが、どうもぴんとこないのがあると

いう。匠太は感想文というのが、大の苦手なのだ。 

その句というのが、・・・ 

 

むざんやな甲(かぶと)の下のきりぎりす 

 

芭蕉が『奥の細道』で詠んだ句だ。 

匠太の感想文の原稿を読むと、「まんま」である。 

つまり、合戦かなにかがあって、武者が死んだのだろう。 

兜が落ちている。その下敷きになって出られないきりぎりすが鳴いている。 

そういう情景を詠んだのだろう、というわけだ。 

 

「でよ、だからどうだっての？」 

 

御坊さんが突っ込む。 

 

「え、だから、そういうことじゃないの？」 

「つっまんねえ・・・芭蕉もさ、伊達や酔狂でこれを詠んだわけじゃないでし

ょ。きっとなにかに感動したんだよねえ。それって、なに？ じゃ、きりぎり

すってなんなのよ。突然でてきてさ、おっかしくねえ？ なにかを意味してる

んだよね。」 

「兜に潰されて苦しいみたいな？ かわいそうみたいな？」 

「ばかかおめえ。想像力の貧困、ここに極まれりだな。」 

「えええ？ 全然わかんないっすよ。」 

「背景を調べてみりゃいいでねえの。芭蕉がこれを詠んだ場所は？ いつ？ 

どういう状況で？ それがねえと、わかるものもわからないんじゃねえのか。

ググってみ。 おまえが書いた感想文ていどのことはみんな書くだろうが。少

なくとも、芭蕉の気持ちには全然届いていないわ。ははは。」 

 

俳句というものは、背景を知らなくても詠んでそのまま味わえるものもあるが、

なにしろ極端に短い字数で表現するため、背景が分かったほうが遥かに味わい

深くなるものも少なくない。 

この句も、その一つだ。 

 

きりぎりすは、今で言うところのコオロギのことだ。 

すらっと詠んでしまうと、匠太が書いたように、まるで 戦
いくさ

の後、荒廃した野

辺に落ちている兜の情景が浮かぶ。 

コオロギがそれに押しつぶされているようにして、苦しげに鳴いている。そん

な風に思えるかもしれない。 

つまり戦の後の哀感を謳いあげたもののように思える。 

「夏草や 兵
つわもの

どもが夢のあと」と同じような句と思う人も多いだろう。無理も

ない。 



 

 

しかし、「夏草や・・」で源義経を詠んだものより、遥かにこの句はモチーフ

となった人物への共感が濃く、そして深い。 

それはこの句の背景を知らないと、到底わからない。 

 

そこで、御坊さんは、この句の背景を匠太に話しだした。 

 

「これはな、若いの。芭蕉が加賀の小松にある多太神社で詠んだものだ。斉藤

別当実
さね

盛
もり

が愛用した兜が祀
まつ

られている。実盛は、武蔵野国長井庄(現在の埼玉

県熊谷市)を本拠とした鎌倉武士だ。しかし、出身は越前だった。」 

 

御坊さんは時代の背景から話し始めた。 

源平合戦の頃の話だという。 

 

・・・ 

 

当時の埼玉に土着化していた実盛だが、地
じ

侍
ざむらい

として生き残りのために 主
あるじ

を

転々としなければならなかった。埼玉（武蔵国）は複雑な土地の利権や勢力が

複雑に入り組む権益の結節点だったのだ。 

もともと源平がまだ両立して覇権を争っていた時代、実盛は 源
みなもとの

義
よし

賢
かた

に仕え

ていた。 

 

平氏に比べ、源氏は同族間での血で血を洗う殺し合いが後を絶たない。 

久寿二年(一一五五年)、義賢が実の兄義
よし

朝
とも

に急襲され死ぬ。 

実盛は 主
あるじ

の実子・駒王(当時二歳)を命がけでかくまい、ツテを頼って信濃に

送り届けた。この駒王こそが、後の旭将軍・源義仲(通称、木曽義仲)である。 

 

その後、保元の乱、平治の乱においては上洛し、義朝の下で奮戦。 

利あらず、主の義朝は敗れ、源氏は四分五裂となって壊滅状態に追い込まれた。 

平氏が全権を掌握し、源氏は滅亡寸前となった。 

ところが実盛は、東国歴戦の有力武士として、戦後も平氏から重用された。 

源氏についていたにもかかわらずである。 

実盛が平氏に恩を感じたのも無理はない。 

 

ところが後年、治承四年(一一八〇年)、義朝の子・源頼朝
よりとも

が起死回生の挙兵を

した。 

しかし、実盛は旧主である源氏の旗揚げに馳せ参じなかった。 

あくまで平氏を見限ることなく、平氏方にとどまり、今度は源氏と闘う羽目に

なった。悲しいかな、実盛の主はどういうわけかことごとく敗れ、滅び去って

いく。 

 

運命のいたずらというものはたしかにある。 

成人した木曽義仲がこんどは挙兵。頼朝に先んじて京都を目指し、地侍たちを



 

 

糾合しながら、雪だるま式に膨張し、怒涛のごとく京都に攻め上ってきたのだ。 

そんな折、なんと実盛は平氏から義仲追討の命を受けてしまった。 

 

実盛は、すでに七十二歳になっていた。 

出陣前からこれを最期と覚悟し、敵にあなどられまいと白髪を黒く染めたとい

う。 

寿永二年(一一八三年)、迫りくる義仲軍を迎え討つため北陸に進発する。 

しかし加賀・篠原の戦いで敗北。平氏方が総崩れとなる中、実盛は老齢の身を

押して一歩も引かずに抵抗した。 

この頃の合戦は武士の一騎打ちである。 

渡り合った義仲配下の手塚某は何度も名を問うたが、最後まで実盛は名乗らな

かったという。 

何と言っても老人である。ついに討ち取られた。 

 

首実検の際には、義仲や側近たちはすぐにはその首が実盛本人とは分からなか

ったが、やがてその事実が判明する。首を洗わせたところ、みるみる白髪に変

わったのだ。 

義仲は、かつての命の恩人を討ち取ってしまったことを知り、人目もはばから

ずに号泣したという。 

このときの実盛の最期の様子は、平家物語の巻第七『実盛最期』として描かれ

ている。 

 

時代はずっと下って、室町時代の応永二十一年(一四一四年)、加賀で布教中の

時宗の遊行
ゆぎょう

十四世太空のもとに、実盛の亡霊が現れたという。太空は、結縁し

て卒塔婆を立て、その霊魂を慰めた。 

 

以来、実盛の兜(義仲がかつて寄進したもの)を所蔵する小松市の多太神社で、

時宗の上人の代替わりごとに回向が行なわれ、現在に至っている。 

当時、世阿弥もこの話を聞き及び、謡曲『実盛』として作品化している。 

 

もともと平家物語の中でも、とりわけ大の義仲好きの芭蕉が、やはり義仲と縁

の深い斉藤別当実盛の遺品を前にして詠んだ句が、くだんの「むざんやな」の

句なのだ。 

 

だからこの句は、避けることのできない運命や悲しい巡り合わせ、それらをす

べて静かに引き受ける覚悟を見せた実盛への、心からの鎮魂の句だという。 

兜を前に、往時に思いを馳せれば、実盛の生きざま、死にざまが、おそらく芭

蕉の胸に彷彿として蘇り、感無量だったのだろう。 

兜の下では、コオロギが悲しげに鳴いている。コオロギは、もしかしたら、実

盛の霊魂かもしれないではないか。 

そんなふうに芭蕉は思ったのではないか、そう御坊さんは話して聞かせた。 

 

・・・ 

 



 

 

匠太は、もうマジ顔で御坊さんの話に聞き入った。 

 

「すげえ。そういうこと？ 御坊さんは、やっぱりすげえ。」 

 

この日を境に、匠太にとって御坊さんは悪代官から、いきなり神になってしま

ったようだ。 

 

御坊さんはその斎藤別当実盛の話を踏まえて、怪談を語り始めた。 

真っ昼間である。 

初めてのことだ。 

 

・・・ 

 

ときは、文安二年（一四四五年）。 

御坊と豊丸の道中が始まってから五〇六年後のこと。 

『大なゐ』から一五二年、『夏木立』から一一二年が経っている。 

二話とも鎌倉時代だが、この話はその後の室町時代。将軍足利義満の頃。室町

幕府全盛期である。 

 

申楽
さるがく

（散楽・猿楽）を能と呼ぶようになったのは、明治になってからだ。 

民間発祥のこの伝統芸能は、もともと滑稽ものをはじめ、さまざまな内容に富

んだものだったようだが、鎌倉・室町時代を通じて、幽玄の風が流行した。当

時の貴族や武士たちの好みだったのだ。 

それを大成したのが、世阿弥である。 

 

世阿弥は十二歳の折（幼名は鬼夜叉、その後は藤若）、京都の今熊野神社で演

じたところを、将軍義満に見初められ大々的に庇護を受けた。 

もともと世阿弥は稚児で、東大寺の尊勝院にいたという。 

つまり仏教僧の男色行為の対象だったわけだ。 

その美童ぶりは一斉を風靡するほどだったそうな。 

世阿弥の人気や、彼を巡る貴族たちの嫉妬の凄まじさなどが伺える話は、彼ら

の手紙などで今に伝えられているほどだ。 

 

しかしその栄華も義満存命中に限られた。 

また義満の寵愛そのものも、もっと若い申楽師に奪われた。 

義満死後は零落が加速し、挙げ句の果てには佐渡に流され、いつどこで死んだ

かもわからない末路をたどる。（一説には京都に戻ったとも言われるが） 

この話は世阿弥が死んだ翌年の頃にあたる。 

 

申楽は、死者の物語である。 

主人公（シテ）はすべて死者であり、死者の視点で死者に語らせるのである。 

一方脇役（ワキ）は生者であり、死者から話を聞き出す役である。 

 

世阿弥の正式な名は、世阿弥
ぜ あ み

陀仏
だ ぶ つ

である。 



 

 

父とともに時宗の信者であり、深く仏道に帰依したその思いには、生き死にに

対する深い洞察がある。それは幽玄とともに縦糸と横糸となり、申楽を見事な

芸術に織りなした。 

 

・・・ 

 

九月。御坊と豊丸は京都に入った。 

秋色に染まる京都は、人恋しい不思議な風情だ。 

近頃は地方の行脚が多かったためだろうか。 

新嘗祭を前に、各地の寺社で秋の祭りが催されていた。 

 

豊丸を熊野に連れていき、半年ほど修行した帰りだったのだ。 

鎌倉幕府が滅び、南北朝の大乱もなんとか収束し、足利政権が安定してからと

いうものは、比較的京都を根城にして単発で地方に行脚することが多くなって

いた。 

熊野は女人禁制だが、女人が詣でることができる女人高野もあった。 

三箇所が有名だが、そのうちの万年山慈尊院に逗留していたのだ。 

この頃から、二人は熊野で日銭稼ぎのために薬草採りにも精を出し始めていた

ので、それも兼ねての行脚であった。 

 

二人は、未刻には洛中に入ったので、旅
はた

籠
ご

に向かうことにした。 

この頃には、ようやく旅籠屋や木賃
き ち ん

宿が増えはじめていたが、まだまだ宿泊の

旅というのは難儀なようだったらしい。 

木賃宿は食事がない。旅人が米を持参し、薪代を払って自炊するのだ。 

炊飯を頼むこともできたらしい。 

木賃というのはそのときの薪代のことだ。 

しかし米を担いで行脚するのは億劫なので、二人はあれば旅籠屋に泊まるよう

にしていた。 

 

この頃、二人が常連にしていた旅籠屋は、宿がかなり集中していた七条にあっ

た。 

京都と言っても、ほとんど右京（京都の西側）は放棄されて荒れ地が多く、左

京（東側）に限定されていたと言っても良い。 

昔に比べて京都は小さくなったわけだが、逆に密集度は高くなっていた。 

 

五条まで下ったところで、奉公衆に呼び止められた。 

幕府の軍事・警察組織、 侍 所
さむらいどころ

の在番である。 

かなり地方出身者が多かったようだ。 

棟方
むなかた

義成という男だったが、雑用係の小舎人が付き添っていた。 

 

「御坊どの、おお、御坊どのではござらぬか。久しゅうござるな。」 

 

御坊はしまったと思った。 



 

 

室町通りなど通らなければ良かったと思ったが、後の祭りだ。 

どういうわけかこの辺で、奉公衆に声を掛けられることが多いのだ。 

立ち寄る番所が多いのだろうか。 

棟方はかなり年配の武士で、阿波国出身だった。 

御坊は面倒だなと思いながらも、そんな風情は微塵も見せずに愛嬌を振りまい

た。 

 

「おお、これは棟方さま。なんと奇遇なことでございましょうな。」 

「そうよ、まさに奇遇。いや実はご坊にな相談したい旨あって、このところず

っとご坊の消息を小舎人や雑色に当たらせていたのだが、とんとつかめず困っ

てたっところよ。一つ、どうかの。相談に乗ってくれまいか。」 

 

嫌と言えぬであろう。 

せっかく旅籠でひさびさにゆっくりできると思ったら、またこれだ。 

京都はどこよりも暮らしやすかったが、なにが面倒かというと、武家や公家か

ら相談を受けることだった。 

たいてい、未解決事件の相談なのだ。 

それが亡者、魑魅魍魎が相手というのならまだしも、まったく世俗の殺人事件

やら失踪事件やらの相談も多く、正直二人にとっては「管轄外」だったのだ。 

 

「なにか、またお困りでも？」 

「ううむ。実はな、まだ何も起きておらぬ。と、思う。」 

「てことは、これから起こると？ それこそ侍所の出番ではござりませぬか。

それがしに何ができましょう。謀反の類いとか？」 

「いやいや、ご坊好みの事案じゃよ。」 

「はあ？」 

「これ、これよ。」 

 

棟方は髭面で、四角四面の顔をおどけながら、両手を胸元でだらりと垂らした。 

 

「お化け？」 

 

すると、棟方はしーっと指を口に当てて、「大きな声では言えぬがな・・・」

と大きな声で言った。通行人が誰でも聞こえるような大きさだ。 

そもそも地声が大きいのだ。 

 

「わしには、そうとしか思えんのだよ。で、ご坊にな、ちと見てもらいたいと

思うてな。」 

「はあ。して何を見れば。」 

「申楽
さるがく

じゃ。」 

 

御坊も豊丸も、なかなか話の要点がつかめなかった。 

 

「どこへ今宵は泊まられる？」 



 

 

「いつも七条の備前屋に。」 

「そうか。どうじゃろ。一晩だけな、わしの屋敷でちと相談に乗ってもらえん

かのう。いや、きっと礼はする。公金ではないが。だから、わしの手銭で少な

いかもしれんが、そこをなんとか頼む。な、ご坊。」 

 

仕方がなかった。 

関所の手形など、かなりいつも融通してもらっている手前、粗略に扱うわけに

もいくまい。そういうことで二人して、棟方屋敷に一泊させてもらうことにし

た。 

せいぜい、ご馳走してもらおう、とそういうことだ。 

 

さんざん二人分の、大量の湯を沸かしてもらい、髪からなにから体中を洗い流

した後に、ようやく人間に戻ったような気がした。 

 

「無礼講じゃ。」 

 

と上機嫌の棟方が用意してくれた身拭
みぬぐい

（浴衣）を着て、早速夕餉に案内された。 

秋になったとはいえ、今年はかなりまだ残暑が続いている。 

身拭いだけでもちょうど良いくらいだった。 

 

鎌倉時代までは、玄米や餅米を蒸した「強
こわ

飯
いい

（こわめし）」がふつうだったが、

この頃になると米を釜で炊いたやわらかい「姫
ひめ

飯
いい

」を食べるようになっていた。 

昆布や鰹節などのダシや、醤油も普及し始めていた。そのため味噌汁というも

のが登場してきたのも、同時代である。 

 

「して、申楽を観ろとは、いかなることで？」 

「おお、それよ。世阿弥が亡うなってからもな、その演目はなんというても傑

作が多い。だから、あちこちで世阿弥のつくった演目は、寺社でよう催される。」 

「ですな。」 

「でな、世阿弥のもとで申楽の裏方をしていた今春
いまはる

無間
む げ ん

という者がおる。」 

「知りませんな。」 

「裏方よ、裏方。だが、演出の次第が見事じゃというので、世阿弥が随分重宝

した男でな。今、どうじゃろ、六十を越えたくらいか。かなりの歳じゃ。その

無間がな、このところどういうわけか、あの歳で自らワキ（脇役）を演じてな、

所々で申楽を興行し、大変な評判を得ておる。」 

「それは結構なことじゃありませんか。師匠の世阿弥の灯を絶やすまいという

思いなのでござりましょう。」 

「そうなのじゃが、一度見て見れば良い。明日にでもな。右京四条にある月夜

見神社の神楽殿で『実盛』をやる、という。」 

「おお、『実盛』。なかなか心を震わせる申楽ではござらぬか。たいていのもの

がやっても、あれは観た甲斐があったと思う傑作でござりましょう。」 

「それが、格別なのじゃ。度肝を抜かれるぞ。ご坊といえどもな。」 

「はあ。棟方さまは、その無間とやらの申楽の、なにが問題だと思うていなさ



 

 

る？」 

「あれは、人ではない。」 

「は？」 

「シテ（主役）を演じておる者は、あれは人ではない。」 

 

棟方は自分で大きくうなずきながら、確信を持っているかのように断言した。 

 

「人ではない、と。」 

 

豊丸が、もう蒼い顔をして聞いた。 

「死人、ということでござりますか。」 

 

棟方は手をパンとたたき、「おお、妹ご。さすがご坊の妹ごじゃ。察しが良い。

その通り。あれは死人に違いない。でなければ、あのような芸当、できるもの

ではない。町民どもは『あっぱれなからくりじゃ』とたいそう褒めそやしてい

るが、違う違う。あれは、死人じゃ。」 

「幽霊ということでござるか。」 

 

棟方はうんと大きく頷いた。 

 

「で、ご坊に判断してもらいたいのじゃ。もしも、わしの見立てが間違うてな

ければ、あの無間、人を殺しておるのではないかとな。それも酷い殺し方で。・・・

ま、そういうことだ。」 

 

なにか、棟方は言いよどんで、そこで止めた。 

御坊はそれを見逃さなかった。 

棟方はなにかを本当は言いたかったのであろうが、寸止めした風に見えたのだ。 

 

「棟方さま、ご出身は四国でござりましたな。」 

「おお、よう覚えておられたな。そうじゃ。阿波国でな。だから・・・」 

 

といって、また言いよどんだ。 

御坊は畳み込んできいた。 

 

「で、その無間とやらの出身は？」 

 

棟方は、一瞬黙ったが、「阿波、・・・そう聞いておる。」と言った。 

 

御坊はぴんときた。 

豊丸も長年御坊とずっといっしょに行脚してきた仲である。 

体の隅々まで知り合った仲と言っても良い。 

日本国中の文物は言うに及ばず、知らないことはおよそない。 

二人は顔を見合わせて、同時に口をついてでた。 

 



 

 

「犬神？・・・」 

 

棟方は、仰天した。 

 

「なんでわかった。」 

「話の流れでそうとしか思えませぬよ。もうご自身ですべてお話になったも同

然でしたぞ。」 

「そうか。・・・わしも、脇が甘いな。」 

「なあに、そこが棟方さまのお人柄。みなから慕われる所以ではござらぬか。」 

「まあ、そう言うてくれるのは嬉しいが。そうか。わかったか。そうなのだ。

わしゃ、ありゃ犬神を使役しておるのではないか、と思うてな。」 

「しかし、犬神で申楽を舞うことができましょうや？」 

「そうではない。うむ。さすがのご坊でもそこまでは読めなんだか。ははは。

そうかそうか。」 

 

棟方は自慢げであった。 

御坊でもわからぬことを、自分は知っているぞという勝ち誇った笑いだった。 

 

「犬でなければなにを？」 

「だから、人をよ。」 

「なんですと？」 

「人を殺めて、その怨霊を使役しておるのではないかとな。臭いんじゃ。どう

も臭い。人をな、犬畜生と同じように酷い目にあわせ、苦しみの限りを強いて

殺める。その執念を祀りあげ、好きなように使役しておるのではないかとな。」 

「ひでえ話だ。」 

「もちろんな、犬神使いの法を無間が知っているという前提での話だが。もし

かすると、土佐あたりの『いざなぎ流』も絡んでいるかもしれん。どちらにし

ても、悪用されたとなれば、容易な相手ではござらぬぞ。ご坊。じゃから、お

ぬしに相談したかったというわけじゃ。」 

 

御坊は、結構手に余るなと正直思った。 

犬神使いにしろ、生霊も使役するといういざなぎ流にしろ、悪事に用いたらそ

の調伏は並大抵ではない。犬神返しか、いざなぎ返しでもしないかぎり、とて

もではないが太刀打ちできるような相手ではない。 

 

御坊は、いきなり飯がまずくなり、「そうですか。とりあえず、明晩、右京七

条の月夜見神社とやらに参りましょうかね。」とため息まじりに言った。 

 

「行ってくれるか。そうか。よし、そうとわかれば、飲もう。前祝いじゃ！」 

 

なんの祝なのか、御坊にはまったく意味不明だった。 

 

・・・ 

 



 

 

夜、床を並べて二人は寝物語に、さきほどの棟方の話を反芻していた。 

犬神のことである。 

 

犬神使い、犬神憑きというのは、四国や九州に古来からある呪術だが、基本的

には犬神は女系に代々付き従っていくと言われている。 

その方法とは、首まで土中に犬を埋め、さんざん食い物を見せながら飢えの限

界まで苦しめる。 

とうとう最後に食らいつかせてやる瞬間、刀で首を刎ねる。 

それを新月の晩、戌刻、人通りの多い四辻に埋めて大勢の人の踏むにまかせて、

屈辱と怨念を増幅させる。 

月の一巡を待ち、掘り出す。 

白木の小箱に収め、呪物として祀れば犬神が誕生する。 

 

が、これは俗説である。 

実は大事なことは一子相伝で口伝によって継承されるから、本当のところなに

が呪力を発動させるのか、そのメカニズムは誰も知らない。 

俗説には大事なことがたいてい「抜けて」いるのである。 

ときにこうした俗説というものは、故意に嘘を挟み込んでいることも多い。 

俗説通りやってみると、とんでもない結末に至ることもざらにある。 

 

棟方は勘で、無間が犬ではなく人でやっているに違いない、とそう断言してい

た。 

いざなぎ流もからんでいるかもしれぬという。 

御坊はさすがに、突破口を探しあぐねた。 

 

「御坊さん、あたし怖い。」 

 

豊丸は、横から御坊のほうに体を寄せてきて、ぴったり離れなくなった。 

 

豊丸は『大なゐ』の一件後、にわかに女っぽくなった。 

初めて御坊の夜伽をして以来、堰を切ったように御坊を求めることが多くなっ

た。 

御坊のためなら、死をもいとわないというくらいに「入れあげて」しまってい

ると言ってよい。 

前世からずっと、何度裏切られても、豊丸は人に尽くしてしまう因果のような

ものを持っていたのだろう。 

今世ではまたその因果を繰り返そうとしている。 

それが彼女の業なのかもしれない。 

恐らくその因果を断ち切るために、如来から再び御坊の前に生を与えられたの

であろう。 

豊丸は今、『この人なら、わたしはまた騙されてもいい』と思い切っている。 

御坊は、その思いがわかるだけに、よけい不憫に思うこの頃だった。 

 

・・・ 



 

 

 

翌日の夕、荒れ地同然となっていた月夜見神社の境内は都の町民たちでごった

返していた。 

いつになく出店まで出ていたくらいだ。 

 

「こんな賑わいで、幽霊なんかでるのかしらねえ。」 

 

豊丸がとみに女らしい言葉遣いをする。 

人が多いから、周囲を意識するといつもこうなるらしい。 

 

「シテ（主役）がどうとか申されていたな。」 

「生きた人と幽霊、桟敷から演目を観る人たちに、その違いはいくらなんでも

わかるんじゃないかしら。」 

「だからさ、みんな『からくり』だと思って見ているんだろう。人間ってのは、

そう思って見ているとそう見えてしまう。本当のことが見えなくなるんだよ。」 

「そうねえ。・・・」 

 

『実盛』が始まった。 

たいてい観衆はいつまでたってもざわついているものだが、この夜ばかりはど

ういうわけか静まり返っていた。 

みな、演出の物凄さを話には聞いていた。 

一度観たものはあの驚くべき舞台が、瞼の裏に刻みつけられていたのだろう、

固唾を呑んで見守っていた。 

 

『実盛』は、修羅物と呼ばれるカテゴリーの中でも難曲とされる。 

未熟な役者は到底つとまらない。 

特に実盛が、義仲の武将手塚と戦う場面、やはり義仲の武将樋口が実盛の首を

洗う場面、・・・シテ（主役）は手塚、樋口、義仲をその語りの中で、自分一

人で演じ分けなければならない。 

 

前半、諸国を行脚している遊行上人が、加賀国篠原で説法を行っている。 

一人の老人が現れる。 

その姿は上人以外の誰にも見えない。 

周囲の人たちは、上人が独言を言っているようにしかみえない場面。 

 

観衆はどよめいた。 

老人の姿は、うっすらと透き通っているのだ。 

シテはたしかにそこにいるのだ。 

観衆はそれがすでに実盛の亡霊であることを、目の当たりにする。 

 

「どうやったら、ああなるのだろうか？」 

 

観衆はひそひそとささやく。 

名月に照らされて、神楽殿の舞いはありえないほど美しく、柔和な風情。それ



 

 

が亡霊の透けたありさまによって幽玄の極みを映し出していた。 

 

後半、夜、上人が念仏を唱えていると実盛が往時の甲冑姿で現れる。 

老武者の装いだ。 

首が無い。 

観衆はまだどよめく。 

 

「ありえぬ。ありえぬ舞いじゃ。」 

 

口々に言い合う。 

亡霊は、木曽義仲の前に実盛の首が差し出されるさま、その首を洗うと墨が流

れ、白髪があらわになるさま、赤地の錦の直垂を着て故郷での戦いに赴いたさ

ま、手塚との最期の場面などを語っていく。 

やがて亡霊は上人に弔いを懇願して消えていく。 

文字とおり、観衆の前で消えていったのである。 

あたかも、二六二年前、老武者を襲った悲運が眼前に繰り広げられているよう

ではないか。 

 

潔い覚悟で戦に臨んだ気概。 

討ち取られ、白髪が露わになってしまう無残。 

初秋の夜、篝火に大輪の花が咲き、朽ちていく盛者必衰のありさまが、観衆の

心に染み入っていく。 

演目が終わってからも、しばらくは観衆は立ち去らない。 

やがてワキ（遊行上人）を勤めていた今春無間が、舞台上で挨拶に出てきた。 

老人である。 

心からの感謝を述べ、きたるべき日には世阿弥の『井筒』を催すと述べた。 

観衆からは喝采の嵐が巻き起こった。無間は陶酔の面持ちでそれを体中で受け

止めていた。・・・ 

 

・・・ 

 

御坊たちはまだ棟方の屋敷に逗留していた。 

月夜見神社での『実盛』を観た二人は脱兎のごとくに屋敷へ戻り、棟方に告げ

た。 

 

「間違いござらぬ。棟方さまのお見立て通り、シテは亡霊にござる。」 

 

棟方は、癖なのだろうか、手をパンっとたたき、「やなりな。わしの目に狂い

はなかったということじゃな！」 

「さようで。ついては、次なる犠牲者が出まする。」 

「なに？」 

「棟方さまが仰せられていたように、おそらくどこぞの武士を呪い殺
あや

め、言い

なりに使役していると思われます。が、あの無間、舞台上で『次なる演目は、

井筒を考えている』とはっきり申しましたぞ。」 



 

 

「井筒？」 

 

『井筒』は世阿弥自身が最高傑作と自賛した演目だ。 

若い女性をシテとして舞う。 

帰らぬ夫を待ち続ける女の亡霊を描いたものだ。 

寂しさと喪失感に耐えながらなおも夫を待ち続ける愛を美しく歌い上げた名

作である。 

 

「つまり、次は妻女か？」 

「そうとしか。恐らく夫のほうを呪い殺めて亡霊を使役したのも、餌はまだ生

きてある妻女と心得まする。妻女を殺め、その亡霊も使役して『井筒』を演じ

ようということは、夫の亡霊のほうがもはや制御できなくなってきているから

かもしれませぬ。しょせん、素人の呪法にござりましょう。破綻しかけている

のではないか、と。」 

「ど、どうしたらよい？」 

「まずとにかく、急ぎこの夫が誰かを特定せねば。呪法が破綻しかけていると

すれば、四十九日が道理。この間、まだ浮世にとどまっている夫の亡霊を好き

勝手に使役していると存ずる。されば、日柄の余裕をみてここ二、三ヶ月、老

いた夫と若い妻の武家の組み合わせで、夫が突然行方知れずとなった者をお探

しください。火急の事案でござる。」 

 

棟方は蒼くなった。 

すぐさま雑色を一人呼びつけ、在番するもの、非番の者も含め、さらには小舎

人にも手伝わせ、そうした者がいないか徹底的に調べよ、と命じた。 

 

「早くせねばの。犠牲者を出さぬためにもな、。・・・」 

 

・・・ 

 

それが誰かは意外にもすぐにわかった。 

夜に叩き起こされた小舎人が、しぶしぶ番所に出向いてつらつら記録を調べて

いたところ、つい三ヶ月前から、家出人の捜索以来が届けられていたことに気

づいた。 

柳原兵左衛門という、六十歳にもなる者だった。 

兵左衛門は政所の普請奉行に仕えていた下役人だった。 

妻女は三十歳であるから、歳の差が大きかった。 

それは兵左衛門には先妻がおり、先立たれていたため、後添えとして柳原家に

嫁入りしたものだった。 

歳の差が大きかったからか、兵左衛門は妻女をいつくしむこと限りなく、妻女

もそれに応えて、夫婦仲は周囲が羨むほど睦まじいものだったという。 

子は無かった。 

ところが、祝言を上げてわずか一年もしないうちに、夫は突然普請場に出かけ

ていったきり、帰ってこなかった。 

役所に問い合わせても、誰も消息を知らない。 



 

 

それで奉公衆に家出人の捜索を願いでていたのである。 

 

子刻になろうかというときに、その知らせが棟方の屋敷にもたらされた。 

御坊は、棟方をせっつき、ただちに妻女のもとへ駆けつけることとなった。 

 

棟方は奉公衆の若侍たちを引き連れ、六条堀川近くの柳原屋敷の周囲を固めた。 

小さな屋敷であるから、八人も警護に当たるのはいささか過剰なほどであった。 

棟方は御坊と豊丸の三人で妻女に面会を求めた。 

 

妻女は寝間のまま木戸を開けたが、ただならぬ様子から夫の消息でもわかった

のかと思ったに違いない。 

 

「このような格好で申し訳ございませぬ。さ、どうぞお入りになってください

ませ。」 

 

妻女はやつれていた。 

名を鞠
まり

という。 

今しがたまで寝ていたからというのではない、髪が乱れていた。 

垂髪には白髪も目立っており、相当心労がかさんでいたのであろうと思われた。 

時折、咳き込む。やせ細った姿から、どうやら胸を病んでいるようだ。 

ただくぼんだ目の中には、どこか覚悟を決めたふうがうかがえた。 

そして、棟方の話をじっと待っていた。 

 

「奥方、政所は普請奉行にお勤めなされていた兵左衛門殿のことでござる

が・・・、申し上げにくいが、すでに亡うなっている。」 

 

鞠は一瞬目を見開いた。 

心なしか『ああ・・・』とため息をついたように見えた。 

 

「どのように亡うなりましたか？」 

「それが・・・わからぬ。ただ、亡うなったことだけは間違いないと。」 

「やはり・・・」 

 

三人は鞠の一言に驚いた。 

 

「最初は、生霊であろうかと訝りました。それゆえ、まだきっと生きていなさ

ると信じておりました。いや信じようとしていたと申し上げたほうが良いか。」 

 

聞けば、ここ数日のことだという。 

三ヶ月に及ぶ一人暮らしに、精も根も尽き果てようかという時分、夜になると

寝苦しくなり、いよいよ自分も体を壊したかと思ったそうな。 

ふと目を開くと、足元に夫が立っている。 

夏のことゆえ、戸は開け放っており、月明かりに照らされてうすぼんやりと部

屋の一隅が見える。そこに夫が立っていたというのだ。 



 

 

出かけていった成りで夫はただ立ちすくんでいた。 

表情もなく、なにを言うでもなく、またなにをするでもない。 

 

「兵左衛門どの・・・」 

 

呼びかけるが、返事もしない。ただ、すうっと消えていくというのだ。 

それがこの三日は続いているという。 

その前もいたのかもしれないが、自分は気がつかなかった。 

 

「夫は、・・・そうですか。亡うなったと。間違いないのでござりましょうね。」 

 

棟方の大きな体躯は、まるで子供のように小さくなっていた。 

 

「間違いのうござる。」 

「して、どのように？」 

「それはまだはっきりいたしませぬ。分かり次第、奥方には一番にお知らせ申

す。それまで何卒、ご自愛なさり、お待ちくださるよう。」 

「わかりました。何分、よろしくお願い申し上げます。・・・なにもおもてな

しできませぬが、お許しくださりませ。」 

「なんの・・・」 

「しばらく、この屋敷の周囲に、二、三人番所の者を立たせます。いや、近所

にあまり目立たぬよう、外には雑色に見回りさせ、屋敷の塀の内側に二人表裏

で目付をさせますでな。用心のためじゃ。辛抱なさりますよう。」 

 

鞠は、つくり笑いのような笑みを浮かべた。 

「まあ、そのようなこと。無用でございますのに。」 

「いやいやそうはまいらぬ。かならず手を下したものを捕らえますゆえ、ご安

心を。」 

 

鞠は力なく、また笑った。 

屋敷を出たところで、棟方は雑色や部下に下知し、残りを連れて帰ることにな

った。 

豊丸が言った。 

「棟方さま。なにかわたしは、鞠さまの最後の言葉が妙に気になって・・・」 

「なんじゃ。どう気になる。」 

「警護は無用、とそう仰いました。」 

「うむ。それが？」 

 

御坊もそれが気になっていた。 

そのときである。屋敷の中で『うっ』というような鈍い呻き声が聞こえたかと

思いきや、押し殺されたような苦痛の響きに変わっていった。 

三人は、慌てて屋敷に戻ろうとしたが、木戸が内から閂をかけられていた。 

棟方は体当たりして木戸を押し倒し、屋敷内に倒れ込んだ。 

奥の襖を思い切り開くと、鞠は短刀で喉を突いて悶ていた。 



 

 

虫の息であった。 

月明かりの中でどす黒い血が生き物のように床を舐めていく。 

鞠は白目を剥いたまま、痙攣をしていたが、ひゅうひゅうという息の後、ぴく

りとも動かなくなった。 

御坊は脈をとり、無念そうに鞠の眼を閉じた。 

棟方は呆然と立ちすくむばかりだった。 

豊丸は、裾で顔を覆ったまま、鞠の死に顔を見ようとはしなかった。 

 

棟方の屋敷に戻った頃には、もう丑刻であった。 

やたらモノに当たる御坊を見て、豊丸は自分のことのように悔しくなった。 

棟方は腫れ物にでも触るように、おずおずしながら御坊に話しかけた。 

 

「御坊どの、・・・無間を捉えようと思うが。」 

「証拠がござりませぬよ。兵左衛門殿の亡骸がどこにあるのかもわかりませぬ。

周到な無間のこと、屋敷のどこぞに隠し祀るなどというヘマはよもやしますま

い。」 

 

御坊は吐き捨てるように言った。 

 

「ううむ。されば、いかがいたそうか。」 

「放っておかれるがよろしいかと。しょせん、呪いは解けてしまえば、自身に

倍返しになって襲いかかるもの。鞠殿はさきほど、その呪いを自らの命をかけ

て絶った。時間の問題にござりますよ。」 

「そんなものか。」 

「お信じなされ。そう遠い話とは思えませぬ。四十九日を過ぎ、次第に無間の

素人まがいの呪法は、効き目を失いはじめていたのでござろう。ただ、まだ兵

左衛門殿は逃れ切れてはおらなんだ。だから鞠殿の寝所に立っても、なにもも

のが言えなかったのでは。・・・今頃は、鞠殿と再会を喜んでおられましょう。

彼らが成仏すれば、呪いはおのずと無間に返ってゆきまする。二人の成仏はそ

れがしにおまかせくだされ。されど、無間は、それがしにももはや手の施しよ

うがこざらぬ。」 

 

その夜、御坊は豊丸と与えられた居室で二人の菩提を弔った。 

二人は、妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五を唱えた。 

ことに、『呪詛諸毒薬 所欲害身者 念彼観音力 還著於本人』のくだりは繰

り返し繰り返し念誦された。やがて、十一面観音菩薩の真言に移り、それは未

明まで続いた。 

 

・・・ 

 

御坊は翌日、棟方から無間の居所を聞き、豊丸とともに訪れた。 

九条野寺小路の無間の家は、小さなものだった。 

西市を南に下ったところにあった。 

もう少し西にいけば、もう荒れ地に近い。 



 

 

 

「ごめんくさだれ。御坊と申す。一介の僧にすぎませぬが、火急の用事で参っ

た。お目通り願いたい。」 

 

家の中はしばらく静まり返っていたが、やがて物音がし 

やがて、無間が木戸を開けて顔を覗かせた。 

 

「なにか、ご用か？ 托鉢でもなさそうだが。」 

「いや、昨夕の月夜見神社神楽殿での『実盛』、お見事でござった。感服申し

た。そのことでお話が。」 

「おお、ご覧になっていただけたかな。それはそれは。では、狭いところじゃ

がまずはお入りなされ。」 

 

老人だが、足腰はさすがに赫灼たるものだった。 

音も立てずに歩むそのさまは、根っからの舞いの名人ということを思い起こさ

せるに十分だった。そもそも歩むときに腰が上下動しない。ふだんの生活から

そうした歩みが習慣づいているのであろう。 

 

居間は上り框
がまち

のすぐ先だった。 

「この刻限じゃ、おもてなしはできないが。」 

「無用にござる。」 

「して、お話とは？」 

「舞台でこう申されましたな。次の演目は、『井筒』を考えておられると。」 

「さよう。そのつもりでな。『実盛』よりも一段と見事なものをお見せしよう

ぞ。」 

「シテは、どなたかお決まりでしょうや？」 

「うむ。決まっておる。もうとうに以前から決まっておるのだが、・・・それ

がなにか？」 

「おそらく、その舞い方は『井筒』を舞うことはもはやないと存ずる。」 

「なにを、申されておるのかな、ご坊は？」 

「柳原兵左衛門殿の妻女・鞠殿は、昨夕自裁し果てもうした。」 

「・・・」 

 

無間は真蒼になった。 

「いま、なんと申された。」 

「『実盛』を演じた亡霊、兵左衛門殿のご妻女が、昨夕われらの目の前で喉を

突いて果てもうした。」 

 

無間は、しばらく固まっていたが、「そうか・・・」と肩をがっくり落とした

かにみえた。 

 

「もう、『井筒』は演じることができませぬな。伺いたいのは、兵左衛門殿の

首でござる。犬畜生同然に殺
あや

め、それを祀り上げたと思うが、いかが？ もう、

このようなことは終わりにしましょうぞ。」 



 

 

 

無間は、無表情だった。 

「わしの芸が、中途半端に終わってしもうたか。・・・わしは世阿弥さまの思

いを継ぎ、世阿弥さまのご無念をはらし、世に真
まこと

の芸を知らしめようと思う

たが、・・・それも中途半端に終わってしもうたのか。・・・芸一筋で、すべて

を犠牲にしたに、あの妻女はそれを、台無しにしてしもうた。愚かものめ。地

獄へ落ちるがよい。」 

「さて、地獄はどちらが行かれることになるか。・・・芸のための芸は、もは

や芸ではござらぬ。」 

「そなたはなにも芸のことがわかっておらぬ。言うても無駄じゃ。完璧な芸は、

人より崇高なものなるを。」 

「さようでござりましょうか。枯山水をご覧なされ。そこには水などない。し

かし、清き水が流れているかのようにみえまする。これぞ芸。水を流して、清

く、心地よい風情を見せるなど誰にでもできまする。しかし、水を使わず、水

を感じるがごとくに見せる、これぞ芸ではござらぬか。」 

「あれは偽物じゃ。本物の水ではない。本物を使わずして、芸の極みなどない。」 

「われら浮世のものは、すべて偽物にござる！ だからこそ本物を演じる価値

があろうというもの。それが芸ではござらぬか。無間どのが使役する亡霊は本

物。芸ではござらぬ。無間どのはおのれを誤魔化しておられる。芸を極めると

申されながら、なさっていることは亡霊を操るだけ、つまりはただのいかさま。

違うござるか。少なくとも、無間どのの芸でもなんでもござらぬ！」 

いつになく、御坊は憤っていた。 

横にいた豊丸が、いまにも御坊が腰の長刀で無間を成敗しやしないかとひやひ

やして見ていた。 

無間は、御坊の必死の説得を柳に風と流した。 

 

「まあよい。しょせん、理屈倒れの僧侶の申すこと。戯言と聞き流しておこう。

さあ、お帰りなされ。わしは次の『井筒』の算段に余念が無いのじゃ。」 

 

「この期に及んでまだ誰かを殺め、亡霊にして使役なさろうとするおつもり

か。」 

「もう無理じゃ。『井筒』はむつまじい夫婦の思いを演じるもの。あの妻女が

愚かなことをしたおかげで、もう叶わぬ夢になってしもうた。ちょうど良い取

り合わせの夫婦であったに。台無しじゃ。口惜しいのう。凡人にはしょせん芸

の真髄などわかりはせぬと思うてはいたものの・・・なんということを。」 

 

無間は、しばらく黙っていた。 

茫然自失という体であろうか。 

しかし、なにかふと思いついたように、やがて、くくくと不敵に含み笑いを始

めたか。そしてだんだんそれは高笑いになっていった。 

気味が悪いほどである。 

 

「兵左衛門の妻女が死んだ？ そうか。死んでしもうたか。・・・それは計算

違いであった。わしとしたことが。・・・いや、兵左衛門がいつになったら、



 

 

妻に会わせてくれると毎夜しつこく枕に立つのでな。そろそろ会わせてやろう

かと思うておったに。そうか、自らあの女死んだか。はははは。」 

 

それはもはや狂人の笑いであった。 

 

「無間どの。これが最後じゃ。兵左衛門殿の首はどこにある？ すべて終わり

にしましょうぞ。」 

「誰が言うか。」 

「なに？」 

「死んでも言わぬ。地獄の果てまで使役しつくしてくれる。」 

「無駄じゃと思いますがの。」 

「なぜじゃ？」 

「四十九日を過ぎれば、おのずと兵左衛門殿は無間どのから離れましょう。兵

左衛門どのが消息不明になって、すでに三月にござる。聞けば、このところ毎

夜、ご妻女の寝所に黙ってお立ちになっていたとか。まだ呪力が効いていたの

か、それだけにござった。が、妻女は自ら自裁し、呪いを絶った。呪いは返る

べきところへ返りましょう。もはや、兵左衛門殿の首は、なんの呪力も持たぬ

髑髏にござる。さあ、在り処をお教えくだされ。」 

「いやじゃ。ご坊はわが呪法のことなどなにも知らぬ。そんな浅いものではな

い。さあさあ、お帰りなされ。芸の邪魔じゃ。僧侶の戯言など聞いている暇は

ない。さあ。」 

 

御坊は、あきらめた。 

ほとんど聞く耳を持たぬ無間を残し、豊丸とともに屋敷を出た。 

背後に遠のく屋敷からは、いつまでも身の毛もよだつような無間の笑い声が聞

こえ、耳を塞ぎたくなるような思いだった。 

棟方の屋敷に戻っても、御坊は悔しくてならなかったようだ。 

後味の悪い一件も、もはや御坊にはなす術
すべ

がなかった。 

 

午過ぎ、驚くべき知らせがもたらされた。 

番所から棟方の使いで、小舎人が屋敷に駆けつけてきたのだ。 

無間が短刀で喉を突いて死んだという。 

辺りを張っていた雑色が屋敷内の気配を怪しみ、踏み込んだところまさに自裁

したところだったという。 

 

「返ったな・・・そういうことだ。恐ろしいのう。呪いというのは。・・・」 

 

・・・ 

 

御坊と豊丸は棟方の屋敷を去り、七条の備前屋に入った。 

気が滅入ってしまい、数日逗留した。 

すると、妙な噂が耳に入ってきた。 

月夜見神社の神楽殿で、夜になると亡霊が舞うというのだ。 

さてはと思った二人は、その夜行ってみた。 



 

 

 

月が寂しげに照らし出す神楽殿に、果たして亡霊は舞っていた。 

怖いもの見たさに、数人の町民がおっかなびっくり来ていた。 

『井筒』を舞っているようだ。 

帰らぬ夫をひたすら待ち続け、寂しさの高じた女が、夫の形見の衣装を身にま

とい、夫への思いを募らせながら舞う。 

面をつけているが、それが無間の亡霊であることは二人にはよくわかっていた。 

 

「もう良い。放っておこう。自分で気づきがなければどうしようもない。生き

ているうちに狂うてしもうた人は、死してなお狂うたままなのかのう・・・」 

「病人もね、治りたがらない病人は、病人とは言わないって誰かも言ってたよ

うな。」 

「ほんになあ。・・・こたびは、おれたちはまったく出る幕が無かったようだ。」 

「良かった。御坊さんが殺されなくて。あたしはそれだけで十分よ。」 

「さあ、勝手に舞いをさせておこう。知ったことではないわ。」 

「あい。」 

 

二人は境内に背を向けて歩き始めた。 

数歩も行かぬうちに、『おおお、なんじゃあれは！』という物見遊山の連中の

動揺する声が聞こえた。 

その直後には、思わず身震いするような、夜を切り裂く悲鳴が聞こえてきた。 

二人が振り返ると、神楽殿から亡霊は消えてきた。 

腰が抜けたようになっていた町民たちに聞いた。 

それによると、真紅の巨大な腕がどこからともなく現れ、狂乱のうちに舞いを

続ける亡霊を、その手に絡め取るようにしてつかむと、たちまち消え去ったと。 

 

「なんであろうか。呪いが返ってきたということだとは思うのだが、もしかし

たら・・・人が人の命を 弄
もてあそ

ぶ時、ことにそれが魔性の権益を冒すことになる

とき、一体なにが起きるのか・・・」 

 

ただ中秋の名月が空虚な神楽殿を無意味に照らし出しているだけだった。 

御坊たちがあの真紅の巨大な腕が一体何であるのかを、ずっと後になって知る

ことになる。 

『屍林の夜』の一件は、この二十三年後のことである。 

 

・・・ 

 

翌日、二人は棟方のところに顔を出した。侍所の番所である。 

どうもこのたびの一件は気持ちが悪いので、一応犬神落としをしてもらってお

こうということで、棟上に阿波国の某所を紹介してもうらおうと思ったのだ。 

 

「こたびは、わしが迂闊だったばかりに、死なずともよい妻女の命を無駄にし

てしもうた。お恥ずかしいところをお見せした。情けのうてな。・・・無間の

家を打ち壊し、掘り尽くしてみたが、とうとう兵左衛門の首はおろか、亡骸は



 

 

何一つでてこなかった。無念じゃ。」 

「致し方ありますまいよ。いずれ、妻女には事実を話さなければならなかった

でしょう。それに妻女は、知っておられたではありませぬか。確かに棟方どの

は、妻女に踏ん切りをつけさせるきっかけになったかもしれませぬ。が、それ

も定め。妻女は自由の身となった連れ合いと、今はきっと幸せでござろうよ。 

」 

「そうであろうか・・・」 

 

棟方はじんわりとまなじりに涙が滲んでいた。 

鬼瓦のような男が悄然としている姿は、見るに忍びなかった。 

 

御坊と豊丸は、午過ぎには京都を出た。 

阿波国に渡るのだ。 

深
ふけ

日湊
みなと

で一泊した。 

船を待っている間、湊の石垣に座り込んだ。 

竹の皮を解いて、握り飯を取り出した。 

ずいきを焼き味噌につけてはかじり、それをおかずに握り飯を食べ始めた。 

今日はいい海路日和になりそうだ。 

 

「ねえ、御坊さん。実盛って人は、平曲（平家物語）では幽霊になってなかっ

たね。」 

「そうだな。幽霊になって現れたっていうのは、ずっと後の時代だものな。遊

行上人だっけ？」 

「そうそう、お上人さまのところに現れたって話。あれは、ずっとずっと後の

ことだよね。」 

「ざっと、何年後だ？ ええと、実盛が討ち取られてからだいたい二三〇年く

らい後のことだ。」 

「なんだって、そんなに長い年月が経っていたのに、いきなりお上人様の前に

現れたんだろうね？」 

「おお、そう言われてみれば。・・・言い伝えによると、上人が群衆に布教な

さっていたときのことだという。説法をなさっていたのだろう。そこに、一人

の老人がやってきて、十念を授けてほしい、と言うた。それが実盛じゃったと

いう。」 

「十念・・・南無阿弥陀仏の名号を十遍念ずることでしょ？」 

「そうそう。・・・上人が念ずると、老人は群衆の中に消えていったそうな。

浄土宗の修行法だが。それで往生できる、とな。不平も愚痴も言わずに、見事

に悲運を体ごと受け止めた実盛だったが、・・・もしかすると、ずっと迷って

いたのかもしれぬな。口惜しいとな。・・・二三〇年もな。長い。あまりにも

長い年月。さぞ辛かったろうにな。十念で往生したであろうよ。」 

 

船が出るらしい。 

水夫
か こ

が呼び出しをし始めた。 

 

「さて、風も良さそうだ。まいろうか。」 



 

 

「金毘羅大権現にお参りしたいな。」 

「そうだな。お参りしようや。」 

「あい。」 

 

豊丸は、まだ暑さが残る初秋の海風を心地よく感じながら、御坊の肩に 頭
こうべ

を

委ねた。 

 

・・・ 

 

「どうだ、匠太。芭蕉のきりぎりすの句は。怪談のおまけまでついて、よう理

解できたんじゃないか。え？ 怪談は余計か。ははは。」 

「お～、すげえ話だった。ほんとだとすると、身の毛がよだつな。」 

「だろ？」 

「よしうちに帰って、感想文を書き直そうっと。」 

「おまえちゃんと覚えてんのか？ ノートにメモ一つとらなかったじゃない

か。怪談の前におれが話したきりぎりすの句のことさ。怪談を聞いているうち

に、すっかりもう忘れてんじゃねえのか。」 

 

匠太は、へへへと笑いながら、ポケットからペン・タイプのＩＣレコーダーを

取り出してみせた。 

御坊さんも呆れていた。 

 

わたしも芭蕉が、木曽義仲好きだったとは知らなかった。 

「芭蕉って、義仲が好きだったの？」 

「らしいな。死んだら義仲の墓の側に埋めてくれと遺言しているくらいだから

な。実際、滋賀県義仲寺の義仲の墓の側に芭蕉の墓もある。」 

「へえ～。なんでそんなに義仲びいきだったんだろうね。」 

「一匹狼だったからだろう。源氏も平氏もみんな、昔からの郎党がいる。苦し

くても支える大勢の家臣団がいる。しかし、義仲は親爺が義朝に殺されて、実

盛が信州に逃しただろ。縁
えん

も 縁
ゆかり

もない土地で育って旗揚げだ。地元のごく少

数しか、本当に信頼できる家来はいなかった。根無し草よ。だから、勝ち戦で

は雪だるま式に軍勢は増えたが、いったん敗けがこんでくると、蜘蛛の子を散

らすようにみんな逃げちまった。義仲の悲劇を、芭蕉は平家物語の中でも一番

心を痛めたものだったんじゃないのかねえ。ただ、豊丸が言ったようにな、二

三〇年も後になって幽霊になって遊行上人に往生させてもらったというのが

本当だとすれば、武士の鑑
かがみ

とさえ言われたあの実盛でも、ずっと長いこと口

惜しさに苦しんでいたということだろう。芭蕉はその長い年月の実盛の苦渋と

いうものも、・・・おそらくそこまで読み込んでの、『むざんやな』、なんだろ

うな。きりぎりすが実盛の魂の叫びを、静かに鳴いて訴えると、そう思ったん

だろうよ。」 

「俳句って、なんだか深いね。」 

「まったくな。おれには無理だ。おれが俳句を詠むようになったら、それこそ

この世は終わりた。」 



 

 

 

御坊さんはまた意味不明なことを言って、一人笑いをしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十四夜 奈落 

 

 

※翻案素材 

『悪霊（ドストエフスキー）』 

『金烏玉兎集』 

 

・・・ 

 

日曜日、大学に併設している聖堂のミサに、御坊さんを連れて行ってあげた。 

たいていは教授たちも神父なので、ミサの後に挨拶したのだが、なにしろ御坊

さんはあの僧体だ。周囲の耳目を集めること甚だしかった。 

教授が御坊さんに興味を持ち、カフェテリアでお茶でも飲みませんかと誘って

くれた。 

なんでもおごってくれるとなると御坊さんは二つ返事でいそいそとついてい

った。 

 

そこで初めて知ったのだが、もともと御坊さんは高野山（真言宗）で得度した

のが仏門に入った最初だったそうだ。 

それまでは熊野山中でひたすら修行していた由。 

その後は、時間だけはいくらでもあるので、比叡山（天台宗）にも籠もったそ

うだ。 

とくに禅宗には念のいった修行をした。 

妙心寺、大徳寺、建仁寺、南禅寺、鎌倉五山なども「はしご」したのだそうだ。

大寺に籠もった一番最後は身延山（日蓮宗）だそうな。 

大寺だけではない、地方の中小の寺でも修行を積んできたという。 

 

「が、だからどうだという気がしてきましたよ。おそらくとても単純なことを

本当は求めているだろうに、これだけ修行しなけりゃわからぬというのであれ

ば、やはりそれはなにかおかしいんじゃないかと、逆にそんな風にも思います。」 

 

といつになく謙遜したものの言い方だ。 

神父は興味深いと思ったのだろう、なかなか僧侶と話をする機会もない。そこ

で御坊さんに一つ重い問いかけをした。 

 

「御坊さん、人間の罪ってなんでしょうね？ お坊さんとしては、どういう風

にお考えになるんでしょうか。もし、良かったらお話しくださいませんか。」 

「う～ん、仏教がというより、わたしがつらつら思っていることでよけれ

ば。・・・ふつうみんなが考えるのは、悪いことをしたいという願望ですよね。

人を殺したい、女を犯したい。ドストエフスキー風の表現をすれば、『泥濘
でいねい

へ

のノスタルジア』というのでしょうか。」 

「悪いことをしたくないのに、してしまうってことですね？」 

「いえいえ、そうではありません。それはパウロが聖書の中で言っていること

でしょ。『悪いとわかっているのにしてしまいます、正しいことをしたいのに



 

 

できません』というあの苦悩は、罪でもなんでもありませんよ。だって、パウ

ロはなにが良くてなにが悪いのか、わかっているんですから。それがなかなか

守れないという悩みですからね。」 

「となると、本当の罪というのは・・・」 

「だからやりたくてしかたなくてやることのほうが、罪は深いですよね。そり

ゃね、人を殺したくないのに殺す場合もあるでしょう。それは日常ではまれで

す。殺人の九割以上は衝動だといいますが、一瞬の刹那にせよ殺したいと思っ

ているわけでしょう。犯したくないのに、女性を強姦するやつもいないです

よ。・・・ドストエフスキーはそれを、罪だといったんじゃないかと思います

ね。」 

「なるほど。これは救いようがない罪ですねえ。」 

「でもね、ドストエフスキーは、もっともっと恐ろしい罪があると気づいてい

たようですよ。」 

「ほう、それは？」 

「遊びです。それもほんとうに楽しんでいるのではない。罪深いことを行って、

それで興奮するわけでも、喜ぶわけでもない。」 

「遊び？」 

「ええ、強いて言えば暇つぶしのようなものでしょうか。こうなると、もう人

ではなくなっている。」 

「・・・」 

 

その夜、わたしは御坊さんに聞いてみた。 

「今日のね、暇つぶしや遊びで罪を犯すっていう例が、昔やっぱりあったの？」 

「あったあった。ひでえのがあった。ありゃあな、元亀二年（一五七一年）の

ことだ。戦国時代の真っ最中。長島一向一揆というのがあったんだが・・・」 

 

・・・ 

 

一向一揆というのは、浄土真宗・本願寺によって組織された一揆のことを言う。 

僧侶、武士、農民、商工業者などあらゆる階層の人たちが参加した。 

その熱狂的な信仰を背景にした一揆は、「南無阿弥陀仏と唱えながら突貫して

死ねば、極楽浄土にいける」を合言葉にしていた。 

恐れを知らず、鉄砲で武装し、大集団で圧倒的に襲いかかってくるそのありさ

まは、それこそ当時の各地の戦国大名の心胆を寒からしめた。 

これに対し容赦ない弾圧と殺戮で応えた一人が、織田信長だった。 

伊勢・長島一向一揆、加賀一向一揆では、織田勢は何万という一向宗門徒を殺

戮。老若男女おかまいなし、という凄惨な戦いだった。 

 

五月のことだった。 

尾州（尾張国）河内長島は、幾筋にも枝分かれした木曽川の流れでたくさん中

洲島があり、陸地から隔絶された特殊な地形だった。 

本願寺門徒が願証寺を建立し、これが当地の拠点となって地元の国人衆を取り

込み、一帯を完全支配していた。 

織田信長は尾張統一をしたといいながら、実はこの長島だけはまったく実効支



 

 

配が及んでいなかったのである。 

 

永禄十二年（一五六九年）、信長は伊勢国をほぼ手中に収めたので、喉元に突

き刺さっていたのは、この長島一帯だけとなった。 

元亀元年（一五七〇年）、長島一向宗は一斉蜂起。 

伊勢国北部の小豪族も巻き込み、大坂の本願寺からも数万の援軍を得て、長島

城に拠った。桑名の滝川一益勢を撃破し、反信長の「のろし」を上げた。 

信長は、絶体絶命の危機が近づいていた。 

近江では浅井・朝倉勢と対峙しており、東では甲斐の武田信玄が動こうとして

いた。 

 

信長包囲網が構築されようとしていたのだ。 

まずは、お膝元の長島を陥落させ、尾張を盤石にしなければならない。 

信長が動いたのが、この元亀二年（一五七一年）の五月十二日だった。 

 

御坊と豊丸は、情勢不穏を承知の上で、長島は揖斐
い び

川左岸を行ったところにあ

る瑞祥寺を訪れた。 

以前からの知り合いであった僧侶・浄珍から『来てくれ』と支援を要請された

からだ。 

もともとは天台宗僧侶で、御坊は比叡山で見知った仲だったのだ。 

 

寸鉄人を刺すような鋭い感性と、強靭な意思の持ち主だということだったが、

久しぶりに会ってみると、どうも様子が違う。 

どこか厭世的な、投げやりな風が見えた。 

思うことがあって、敢えてこの殺伐とした長島に小さな寺を編んで布教しよう

としたのだろうが、自身の無力感を痛切に感じる日々だったらしい。 

織田勢と、一向宗との殺し合いはいつ果てるとも知れず、ますます激化してい

く一方だったのだ。 

 

浄珍は、二人を快く迎えてくれた。 

浄珍には豊丸は初めてだったが、とくに詮索する気も無かったようだ。 

御坊もいちいちわざとらしい説明はしなかった。 

聞きもしないのだ。 

なにもこちらから話す必要もないだろう、そう御坊は思ったのだ。 

 

浄珍の表情には笑みというものが無かった。 

不思議に笑わないのだ。話している最中に、ふつうは笑みが出るものだが、一

切無い。 

熱というものもあまり感じないのだ。 

決して冷たくはない。しかし、暖かさはまったく見受けられない。 

というよりどこか何事にも突き放しているかのようだ。 

 

「まあ、聞かずともおまえの苦衷は、容易に察することができようというもの

だがな。揖斐川からここまで四里くらいか。ずいぶん死骸が打ち捨てられてお



 

 

った。犬や烏の餌になってな。門徒宗ばかりではない。侍や雑兵も捨ておかれ

ておったぞ。」 

「そうだろう。それが日常になってしまってな。よくぞまあ飽きずに殺し合い

ができるものよ。」 

 

浄珍は自嘲気味に言った。 

さりとて、それを辛い、と思っている風でもない。 

 

「して、こたび、おれを呼んだのはどういうわけだ。助けを借りたいという文

をもらったが。」 

「おお、そのことでな、一つ頼みがある。この先、三里ばかり揖斐川に沿って

北に上がるとな、生国
しょうごく

屋藤五郎の屋敷がある。庄屋だがな、手広く乾き物な

どの商売もやっておる。その藤五郎の屋敷が、どうも不穏なのだ。」 

「どう、不穏なのだ。」 

「いずれ 妖
あやかし

であろうよ。おれが行って鎮めても良いのだが、一応、弟子の浄

弥を行かせてある。が、しょせん生兵法だ。おぬし、行って鎮めてやってくれ

ぬか。」 

「おお、そういうことか。お安い御用だ。日の暮れぬうちに早速行って見よう。

それで、 妖
あやかし

というのは、どのような？」 

「うむ。死人が蘇って襲ってくるとな。」 

「死人が？」 

「おお。それも、一人や二人ではないという。大勢が押し寄せてくると。」 

 

話は穏やかではない。 

 

「そんなものに、おまえの弟子ごときでつとまるのか？」 

「だから、御坊に来てもらったんじゃないか。おれでも往生すると思うわ。」 

「ふむ。わかった。やはり急いだほうが良さそうだな。」 

 

御坊と豊丸はすぐに瑞祥寺を出た。 

道々腐臭漂うのには閉口した。 

戦で死んだ亡骸のむごたらしさというものはいつしか慣れるものだ。しかし、

匂いだけは何百年たっても決して慣れるものではない。 

この時、二人は出会ってからちょうど六三二年が経っていたが、そうであった。 

 

「ねえ、御坊さん。浄珍さんはあたしのこと何も聞かなかったね？」 

「うむ。不思議よな。」 

「なんかどうでもいいって感じだったけどね。冷たいっていうのではなくて、

関心が無いというか。」 

「あんな感じの男ではなかったんだ。もっと快活な男でな、結構無駄話や馬鹿

話が多かったんだがな。高野山にいたころは、それでよく怒られていたものだ。

それが妙にあっさりしてもうたな。よほど、ここへきて心が折れてしまったん

だろうよ。」 



 

 

「そうなんだろうね。気の毒だね。」 

「しかし、それはあいつが選んだことだからな。聞く耳持たぬ連中に道を説こ

うとしたんだ。無念だろうが、耐えなければの。しかし、織田勢と一向宗が十

二日に激突したというから、つい五日前ではないか。いささか物騒なときに来

ちまった。さっさと終えて逃げ出そうや。」 

「そうね。」 

 

・・・ 

 

夏に入ったばかりだから陽はまだ長い。 

集落は焼けてしまったものも多く、人の姿もまばらだ。 

織田勢が焼き討ちをしていったのだ。 

しばらく湿地帯の荒野を難儀しながら歩いていると、どこから湧いてきたのか、

にわかに人の群れが慌てふためいたように、背後のほうから迫ってきた。 

 

「いかん。一揆勢か。それとも織田勢か。いずれにしろ、急ごう。」 

 

二人は走リ出した。 

驚いたことに、百姓などではない。 

雑兵や甲冑姿の侍が、逃げてくるのだ。 

ちょうど道は河と小高い丘に挟まれた隘路にさしかかっており、追い込まれれ

ば死地になりかねない。 

その隘路で、さらに後方から迫ってきていた武装集団に追いつかれた。 

激しい斬りあいが、織田勢と一揆勢の間で始まった。 

織田勢はせいぜい二十人もいないだろう。 

一揆勢のほうはゆうに百人を越えている。とてもではないが太刀打ちできそう

にない。 

幸か不幸か隘路が織田勢には有利に働いた。 

二人は河に近い藪の中にあった樫の大木に身を寄せて、機会があればその場か

らこっそり抜け出そうとうかがったのだが、悪いことに雑兵たちが樫の木のほ

うに押されてきた。 

竹槍や刀で武装した一揆衆が襲いかかる。 

御坊と豊丸は、金剛杖の槍刃を突き出し、やむを得ず一揆勢を隘路に押し戻し

た。 

織田勢を率いていた鎧武者が、「おう、助太刀。痛み入る！」と大声を出し、

十四、五人に減った雑兵たちを励まし、隘路を反対に押し始めた。 

 

そのとき一揆勢の後ろから、「どきゃれ！」と甲高く叫びながら、直垂姿の公

家が一人飛び出してきて、あっという間に太刀で雑兵を四、五人斬り倒した。 

それも、体が真っ二つに分断されてしまうという信じられないありさまだった。 

 

「おや、御坊ではないか。何年ぶりじゃ？ 久しぶりよの。」 

 

なんとその公家は、権少将その人だった。 



 

 

五一一年前、都の大内裏で渡り合って以来、とんと記憶から消えていたあの権

少将だ。 

あいかわらず薄化粧で、紅をさしているところはまったく昔と変わらない。 

この武家と一向宗の殺し合いの場に、もっとも似つかわしくない風体で登場し

てきたのには、御坊も豊丸もびっくりした。 

 

「権少将・・・」 

 

一向宗も、また織田勢も、彼らが知り合いだということがわかったのか、武器

を構えたまま、動きが止まった。たちまち犠牲者が出た織田勢は、あと一度一

揆衆が襲いかかれば、全滅という状況に近かった。 

雑兵たちの顔は土気色になって、唇も真蒼だった。 

中には負傷したのか、道端にうずくまる者もいた。 

御坊は槍を中腰に構えたまま言った。 

 

「都のお公家さまが、なにゆえ、かようなところにおられる？」 

「知れたこと。楽しいからよ。世の中が乱れれば乱れるほどに。・・・そのほ

うは、まだ 妖
あやかし

を退治してばかりおるのか。ご苦労なことよのう。」 

「いらぬお世話。決着をつけましょうか。」 

「望むところ。」 

 

権少将は真顔に戻っていきなり太刀を振りかぶり、御坊に斬りかかった。 

そのとき、「お待ち、権少将！」と女の声が聞こえた。 

権少将の後ろからやってきたのは馬に乗った一人の女御だ。 

一揆勢は、百姓姿のものもいれば、にわか甲冑姿のものもいる。 

彼らは自然にその女御に道を開けて通した。 

甲冑を胴にまとった摩耶御前であった。 

なにも変わらない。 

大きな瞳の輝きは、以前と同じく眩しいほどであった。 

美しい。 

権少将にもまして、この場面には似つかわしくない存在だった。 

 

一揆勢も、武者衆も、状況がまったく飲みこめず、いつでも斬りあいに応じる

態勢で成り行きを見守っていた。 

権少将も太刀を引き、馬を通した。 

馬上の摩耶御前は柔和な笑みを浮かべていた。 

 

「懐かしいな、御坊。かようなところでおまえに会うとは。なんの因果であろ

うか。達者そうではないか。・・・さて、おまえには借りがあったな。それも

こたびで終わりじゃ。よいな。」 

「一向宗に肩入れでござるか？」 

「さよう。おもしろいぞ。人と人との殺し合いは。愚かなものたちよ。・・・

そこの織田方の。いずれ柴田勝家殿の配下のものであろう。逃げ遅れたようじ

ゃな。信長さま、佐久間信盛殿の諸隊はとうに撤収した。そのほうらの柴田隊



 

 

は、殿軍にいたためかさんざん打ち負かされて逃げおった。勝家殿も深い手傷

を負われたようじゃ。いまは氏家殿が残軍を率いている由。ここは見逃してや

るゆえ、はよう本隊にもどるがよい。・・・良かったのう。御坊がいたおかげ

じゃ。命拾いをしたではないか。」 

 

摩耶御前は、御坊に微笑みを投げかけると、踵
きびす

を返した。 

権少将や一揆勢もこれに従い、悠々と立ち去っていった。 

隘路には織田勢十人ほどと、御坊たちだけが残された。 

安堵感からか雑兵たちはあちこちでへたりと地面に腰を下ろして、息を整えて

いた。 

侍が御坊に近づいてきた。 

四十半ばの武士であろうか。 

草摺
くさずり

はさんざんに切り裂かれ、ずたずたになっていた。 

弦
つる

走
ばし

りにも槍で突かれたり、刀傷が目立っていた。 

大袖などは、左側が完全に切り飛ばされ、無かった。 

兜もどこぞで打ち捨てられたのであろう、鉄製の額金を織り込んだ鉢巻をして

いた。 

 

「ご坊。おかげで犬死にせんで済みもうした。まことにかたじけない。」 

「柴田さまのご家中で？」 

「さよう。志垣備前と申す。一帯に火を放ち、撤収していたところ、一揆勢が

森や藪に伏せておってな、背後から襲われてしもうたのじゃ。えらい目に遭う

たわ。おかげで手勢四十人はおったものを、これこの通り十人になってしもう

た。口惜しや。」 

「で、これからどうなさる？」 

「うむ。氏家さまが今はまとめておられるようじゃから、それを追おうと思う

が。」 

「どうでござろうか。それがしこれから、妹とこの先にある生国屋藤五郎どの

屋敷に参るところ。所用がありましてな。もしよければご一緒いたしませぬか。

もう黄昏になりまする。伏兵があれば、もっとも危険。まずは屋敷にご厄介に

なり、負傷した者も手当をなさり、出立は明日でもなさったほうがよろしかろ

うと存ずるが。」 

「おお、そうか。それは良いことをうかがった。異存はござらぬ。一つ同道さ

せていただきたい。」 

一同は重い体を引きずるようにして生国屋藤五郎の屋敷にむかった。 

 

 

・・・ 

 

屋敷は不自然なほど静かだった。 

周囲は里山が迫った谷戸
や と

。 

近接する田にはまだ苗代から若い稲が移されてはいない。 

水が張られたまだなにもない田を見ながら、志垣備前がしみじみと言った。 



 

 

 

「田植えが近い。・・・信長さまご自身の兵は、銭を賜っておるからもっぱら

戦にかまけていれば良いが、わしの手勢はみな百姓じゃ農閑期にしか戦には出

れぬ。。それもあってな、此度は田植えの前に、長島一帯に火を放つだけとい

うことになさったのであろうが。・・・三十人も失うてしまい、わしゃ所領に

帰って皆になんと申し開きをしたらいいやら。」 

 

志垣備前の顔には苦渋が滲んでいた。 

織田勢が庭で休息をしている間に、御坊と豊丸は屋敷内を誰何
す い か

した。 

屋敷は雨戸がすべて閉じられており、すべての間が閉め切り状態になっていた。 

一揆勢が恐ろしくて家人はみな閉じこもっていたのであろう。 

とくに夜半は灯りを頼りに襲ってくることもありうる。 

 

表の木戸をどんどんと御坊が叩くと、やがて中から老人が顔を出した。 

主の藤五郎らしい。六十を越えていそうだ。 

事情を話すと、奥から浄珍の弟子・浄弥が急いで出てきた。 

若い。まだ二十歳にもなっていないであろう。 

聞けば、それでも七歳の頃より比叡山に入ったというから、一通りのことはで

きるようだ。 

家人は老妻、息子夫婦にその子どもたち、さらに下男や下女ら総勢で十二人。 

屋敷は豪農といった風情で大きい。二階まであるくらいだから、十分志垣備前

の兵を入れることが可能だ。 

 

藤五郎は、兵が来たというので心強いと思ったのか、家族総出で負傷した兵を

屋敷内に招き入れ、炊き出しを始めた。 

豊丸は、手当に大わらわだった。 

主に、兵は一階に集められ、家人は二階へ上がるように決めた。 

歩哨はもっぱら二階から物見することにした。 

屋敷の敷地はかなり広く、すぐ裏手には大きな蔵が二つもあった。 

備蓄米は、一向宗の一揆勢にすべて挑発されたので、蔵はからっぽだという。 

いざとなれば家人も織田勢も蔵に余裕で閉じこもることが可能だ。 

 

御坊は大方の手配が終わったところで、浄弥に 妖
あやかし

の事情を尋ねてみた。 

 

「近頃は一向一揆で天地がひっくり返ったようになっているから、今さら妖で

もないだろうが、・・・して、浄弥さんよ、いったいこの屋敷で何が起こって

いるというんだ？」 

「一向宗ではござらぬ。」 

「？」 

「一向宗はこの屋敷にはきませぬ。」 

「なにゆえ？」 

「主が一向宗の門徒だからです。」 

「ほお。・・・」 

 



 

 

ということは、物理的な危険はこの屋敷には無い、ということだ。 

織田勢がそこにいると気取られなければ良いということになる。 

その点は、藤五郎が近在の百姓家を回って、口止めに出かけたと浄弥は言って

いた。一晩だけ匿って、明朝には一路北へ、つまり岐阜へ逃がすという算段ら

しい。 

 

「となると、この屋敷の問題とは？」 

「死人どもが襲ってくるのでござります。」 

「うむ、浄珍もそのような意味不明のことを言っておった。」 

 

浄弥が語ったそれまでの事情というのはこういうことだった。 

五日前、織田勢が三方向から長島に迫った。 

信長本隊は津島砦に、佐久間隊は佐屋川と木曽川本流の中洲にある立田輪中か

ら小木江城に、柴田隊は木曽川本流や揖斐川を渡って西岸に、それぞれ分かれ

て長島を包囲する構えを見せたらしい。 

ところが行く先々で火を放ってはみたものの、まったく一向宗の手応えがなく、

威嚇にとどめて一旦は撤収することにした。その帰路、あちこちに伏兵してい

た一揆勢が一斉に襲いかかり、さんざんな目に遭い、ほうほうの体で逃げ出し

たという。 

柴田勢はしんがりの殿軍であったため、もっとも死傷者が多発したというわけ

だ。 

 

異変はその夜から起こり始めた。 

夜半になると、数十名単位で正体不明の群れが百姓家を襲い始めたという。 

二日目も、夜半にそれが起こった。 

なんとか撃退して生き残った連中の話によると、みな死人
し び と

らしい。群れの中に、

今般の戦で死んだ者が確かにいた、という話が一つや二つでは無かったのだ。 

それも一揆勢の死人だけではない。 

織田勢の武者や雑兵も混じっているという。 

いずれも、手足が無かったり、首の無いものまでいるという。 

手に手に、刀や槍、鉈
なた

のようなものを持って、家々を襲うというのだ。 

それも夜に限ってのことらしい。 

今宵で五晩目。 

またどこぞの集落が襲われる。 

あるいは、またこの屋敷にも攻め寄せるかもしれない。 

 

浄弥は自分ではまだ未熟なのを承知で、回向を施し、一応屋敷の周囲に結界を

張ってみたという。すると亡者の群れは、結界の外からおめき騒ぐだけで、決

して敷地内に足を踏み入れることが無くなったというのだ。 

 

「おお、お見事。浄弥さん、やるじゃないか。」 

 

浄弥もまんざらではなかったようだ。 

 



 

 

「しかし、それならなぜ浄珍は、おれをここへ寄越したのかな。」 

 

腑に落ちなかったのはその点だ。 

 

「浄珍はな、わしに亡者たちを鎮めてくれと、そう言っておった。供養をして

くれというのであろうが。おまえさんは、供養してみたかい？」 

「はい。してはみましたが、せいぜい家屋敷を守る結界がせいぜい。とてもで

はありませぬが、撃退するような呪法は、わたくしには・・・ですから、その

後はふつうの回向くらいしかできませなんだ。しかしそれで鎮まるとは到底思

えませぬ。実際、鎮まってはおりませぬし。」 

「そうよなあ。ならばわしになにをせよと。・・・まあとにかく、深更になっ

たらとりあえず、もう一度おれがやってみようかな。」 

 

今ひとつ、打開策が頭に浮かばなかった御坊は、深更になったらあらためて回

向をしてみようということになった。 

一方御坊は、土砂加持も行った。 

最悪、二の手を考えたのだ。 

清流を取りに行くことは危険だったので、屋敷の井戸水を使った。 

龍神の加護を信じるしかない、という。 

これで洗った砂に土砂加持を施し、浄弥に渡した。 

万一、屋敷が亡者に襲われて仕舞う事態になったら、一方では亡者を防いでい

る間に、一方では蔵の二つにまるごと結界を張り、みなでそこに逃げ込むよう

にと申し渡した。 

 

屋敷内は静かになった。 

夜が深まっていく。 

雑兵たちは家人から亡者がやってくるという話を聞いていたので、みな口数も

少なく、手元から刀や槍を決して離すことが無かった。 

 

浮かない顔をしている御坊をみて、豊丸が心配した。 

 

「御坊さんらしくないね。この期に及んで、策が定まらないなんて。」 

「どうもなあ。浄珍の頼みってえのが、よくわからんのよ。この状態をあいつ、

知っておろう？ で、たいていのことは浄珍はできるはずだ。なぜおれにやら

せる？ おれのほうが腕は上だと、そう思っているのか？ いや、なんか違う

な。・・・」 

「御坊さん、いっそなにもしなけりゃいいんじゃないの？」 

「なにもしない？」 

「そう。」 

「回向をか？ そうはいかんよ。頼まれたんだから。」 

「そうねえ。・・・でもなにもしないほうが良いような気がするんだ、あたし。」 

「おまえ、妙な勘が当たるからな。・・・ま、ふつうの回向ならとくに問題な

いだろう。」 

 



 

 

・・・ 

 

深更、二階の物見が騒ぎ始めた。 

屋敷の周囲に得体の知れないものが集まり始めたと。 

皆一斉に武器を手に取り、一階の雨戸を開いて見たところ、広い敷地の周囲に

有象無象
う ぞ う む ぞ う

黒い影がどよめいている。 

篝
かがり

火
び

もなにもないが、月明かりでぼうっとうっすら姿形が浮かび上がってい

る様子は、明らかに死人であった。 

肉体がひどく損傷したまま、目は真っ黒に落ち窪んで瞳はまったく確認できな

い。 

しかし、屋敷の周囲を取り巻くだけで、一向に敷地に足を踏み入れることもな

く、ただ、うごめいているのだ。 

その真っ只中を、彼らに追われるようにして一人の男が屋敷内へ走り込んでき

た。 

なんと、権少将であった。 

烏帽子も被っていないところをみると、よほどのことだと見受けられた。 

長い髪を振り乱して権少将は屋敷の灯り目指し、死人たちを太刀で振り払いな

がら、一目散にやってきたようだ。 

 

「おお、御坊！ しばし厄介になるぞよ！」 

 

雑兵たちは、昼間自分たちを襲った一揆勢の頭目と思っているから、志垣備前

はとっさに抜刀。雑兵たちも抜刀し始めたが、御坊がそれを制した。 

 

「皆の衆、安堵めされい！ 大丈夫、ここでは敵味方はござらぬ。・・・権少

将どの、いかがなされた？」 

「いや、えらい目に遭
お

うたぞ。いま話す。ひとまず、水をくれぬか。」 

 

豊丸が急いで水瓶からどんぶりで一杯に汲んできた。 

それを権少将は一気に飲みほした。 

織田勢の一同は、外の亡者たちとこの権少将を代わる代わる恐ろしげに見守っ

ていた。 

 

「いやな、わたしたちが根城にしていた廃寺がある。摩耶御前もな。一向宗の

ものども、・・・今日、おまえたちを襲ったときのあの連中だが、みな明日の

織田勢追撃の用意をしておった。すると、見張りが騒ぎ出してな、敵襲だとい

う。すわ、と言うんでおっとり刀で駆けつけてみると、なんと死人ではないか。

それが斬っても斬っても、あとからどんどん湧いて出てくるように襲いかかる。

まるで地獄が一杯で、地上に溢れでてくるようであった。・・・わたしもこの

手の扱いは苦手じゃ。拉致があかぬ。一向宗どもは日頃『南無阿弥陀仏を唱う

ておれば、極楽浄土に行ける』などとたいそうなことを言っておったが、いざ

死人の群れを目の当たりにするや、腰は抜けるわ、身動きできなくなるわ、お

めきさけんで狂ったように四分五裂。どうにもならぬ有り様になってしもうた。



 

 

亡者にとっつかまった連中は、片っ端から殺された。酷いぞよ。内蔵を素手で

つかみだしよる。しかし、鬼のようにそれを食うわけでもない。ただ、殺すの

みじゃ。ひたすら殺し続けておる。見たこともないわ、あのような地獄のあり

さま。・・・」 

「鬼でも、おぞましいと思いましたか？」 

「冗談を言うてる場合ではないぞ、御坊。」 

「して、どうなさる。」 

「こちらが聞きたいわ。そのほう、手立てがあろう。」 

「それが、・・・ござらぬ。」 

「なにい？」 

「皆目見当がつかぬのですよ。」 

「頼りにならんやつじゃな、そのほうも。摩耶御前さまがそのほうに一目置い

ておられるのが、わたしにはわからぬようになってきた。」 

「摩耶御前さまはどうなさいました？」 

「お逃げいただいた。わたしが亡者を一手に引き受けて囮になったのでな。今

頃は長島一帯からは遠く逃れることが出来ているはずじゃ。」 

「さようで。」 

 

御坊はひとまず安心した。 

敵であるはずなのだが、妙に摩耶御前のことが心配でならなかったのだ。 

 

「御坊、なんとかせい。」 

「こともあろうに、権少将どのからそう言われましてもなあ・・・」 

 

相変わらず亡者たちは、屋敷に入れず、なにやらもがいている様子。 

このままただ、亡者の群れを見物していても仕方ない。 

御坊はやおら居住まいをただし、居間に入って香を炊き始めた。 

 

「では、回向を・・・」 

 

十八道の後、回向偈文を唱え、衆生の冥福を祈って般若心経や観音経、理趣経、

阿弥陀経を延々と唱えた。 

 

「ノウボウ アラタンノウ タラヤアヤ ノウマク アリヤ ミタバアヤ 

タタギャタヤ アラカテイ サンミャク サンボダヤ タニャタ オン ア

ミリテイ アミリト ドバンベイ アミリタ ギャラベイ アミリタ シッ

デイ・・・」 

 

阿弥陀如来根本陀羅尼が延々と繰り返し唱えられた。 

やがて一刻ほどして、回向も終盤。 

御坊は正直、心そこに無かったのだ。 

つい回向も、惰性に流れた。 

表の様子も気になる。どうもなにも変化はないようだ。 

 



 

 

「だろうな。・・・いったいどこに急所があるのやら・・・」 

 

独言を呟いた御坊は、結誦
む す び

に入った。 

金剛合掌をして、結界解除の真言を唱え始めた。 

 

「オン キリキャラ ハラハラ フタラン バソツ ソワカ 

オン キリキャラ ハラハラ フタラン バソツ ソワカ 

オン キリキャラ ハラハラ フタラン バソツ ソワカ・・・」 

 

その時、御坊は、はっと我に帰った。 

体中が固くなった。 

 

「いかん！ これだ！」 

 

大声を上げた御坊のほうをみな一斉に見た。 

 

「くそ、たばかられたか！ 騙しおったな浄珍、ただではおかぬぞ！」 

 

権少将が血相を変えて御坊に詰め寄った。 

 

「どうした？ なんだ？」 

「浄珍は、おれに結界を解かせた。・・・死人を供養してくれと、あいつはそ

う言った。おれがここにくれば、とりあえずまず、通常の回向をするはず。多

くは語らず、おれがそうするように仕向けた。そして、おれが予定通りそのま

ま回向をやれば当然、最後に結界を解く・・・手順だからだ。あいつの狙いは

それだったのだ。そして、ここにいる者どもはみなこれから、・・・皆殺し。・・・」 

 

みんな色を成した。 

 

「雨戸を閉めろ！」 

 

一同慌てて雨戸を締め、つっかえ棒で押さえ、皆であちこちの雨戸を全員で支

えた。 

重苦しいうめき声を上げながら、亡者の群れはたちまち敷地内に入り込んでき

たらしい、庭に面した雨戸を激しく叩き、破壊しようとしてくる。 

織田勢は総出でこれを反対に押し戻そうと必死だ。 

御坊は浄弥を呼んだ。 

土砂加持の入った壺を二つそれぞれ持ち、権少将に声をかけた。 

 

「権少将殿。われら裏の蔵に改めて結界を張り申す。援護をお願いしたい。」 

「おお。心得た！」 

「豊丸、おまえはここでみなを助けよ。破って入ってくる亡者は、ひとり残ら

ず槍で突き伏せろ！」 

「あいわかった！」 



 

 

「藤五郎さん、家人を一階に集め、いつでも蔵に飛び込めるように！」 

 

藤五郎は、声が出なかったが、うなずいて慌てて二階へ駆け上がっていった。 

 

三人は裏の木戸を開けて外に飛び出した。 

権少将は母屋と蔵の間の敷地に仁王立ちとなり、太刀を抜いて辺りを睥睨
へいげい

して

いた。 

浄弥と御坊は急いで土砂を蔵の回りに巻き、不動明王の火界呪で結界を張った。 

その間、母屋の前面に押し寄せていた亡者たちのうち、数人が裏によろよろと

回ってきたが、たちまち権少将は一刀両断に斬り伏せて倒した。斬り飛ばされ

た上半身のうち腕がまだ無意味に虚空をつかもうとうごめいていた。 

 

すぐに、二人は浄弥と家人を蔵に入れ、その上で織田勢を呼び、もう一つの蔵

に招じ入れた。 

未明まで決して開けるなと言い含めた。 

志垣備前が問うた。 

 

「御坊どのは、これからどうされる？ 蔵の中はまだ余裕がござるぞ。」 

「けじめをつけもうす。さればこれにて！」 

御坊たちは、蔵の重い扉を閉じた。 

表に残った三人は最後の打ち合わせをした。 

 

「敵中突破だな。・・・あの亡者ども、いずれも馬鹿だから、ほとんどまだ母

屋の前面を突破しようとしている。・・・おお、そんなことを言うているうち

に、雨戸が一つ破られたようだ・・・」 

 

裏にもその音が聞こえた。亡者たちがおめきながら屋敷内に入り込む物音だ。 

 

「瑞祥寺へ。三里はある。豊丸が一番きつい。権少将、あまり飛ばさぬように

お願いもうす。」 

「よかろう。ここでそのほうの連れ合いを失
うしの

うたら、後が怖いでな。」 

「豊丸、前を権少将とおれで血路を開く。おまえはその後に続け。遅れをとる

な。倒さずともよい。槍の両先で左右の亡者どもをはねのけよ。」 

 

豊丸は蒼くなっていたが、しっかり頷いた。 

 

御坊が偈を唱え始めた。 

 

「・・・頭破作
ず は さ

七分
し ち ぶ

 諸余怨敵 皆悉摧滅
かいしつざいめつ

・・・」 

 

そして九字（六甲秘呪）を切り、『魔界偈』を唱えた。 

 

「天魔外道
げ ど う

皆
かい

仏性
ぶっしょう

 四魔三障成道来
じょうどうらい

 魔界仏界同如
どうにょ

理
り

 一相
いっそう

平等無差別
むさしゃべつ

！



 

 

参るぞ！」  

 

権少将は御坊を制した。 

「屋敷の庭を出るまでは、わたしが先導する。・・・」 

そう言うと、権少将の顔は見る見るうちに般若の形相に変わっていった。 

額から角が生え、口は裂け、牙が剥き出しとなってきた。 

今更ながら、鬼だと二人は思い知った。 

 

闇夜を切り裂くような鬼の雄叫びに続き、御坊と豊丸は走った。 

二十間ほどの庭の外周にたどり着くまでに、およそ百や二百はいるかと思われ

る死人の群れが、三人に襲いかかったが、走りながら権少将は左右ともに斬り

払い、二人を先導した。 

屋敷を出てから瑞祥寺まで、あちこちで亡者が立ちはだかったが、屋敷に群が

ったような大人数ではなかった。せいぜい多くても五、六人。 

ほとんどは権少将が斬り倒し、残りは御坊が足を払って行動不能にした。 

豊丸はたまに二人が討ち漏らした亡者を槍で突き放していた。 

 

ようやく瑞祥寺にたどり着いた、 

雨戸は開け放しで、油火が本堂の中を明るく照らし出していた。 

三人は息を整えながら、本堂に土足で上がりこんだ。 

権少将はすでに人の顔に戻っていた。 

本尊の前では、浄珍が書見台を開いてなにやら読んでいたようだ。 

浄珍は、後ろを振り返りもせず言った。 

 

「御坊か。」 

「ずいぶん、ご挨拶だったな。」 

「して、首尾は？」 

「首尾もなにもあるけえっ！ おまえはおれにわざと結界を解かせたな。浄弥

がせっかく張った結界を、・・・おまえ、あれが邪魔だったんだ。それでおれ

に結界を解かせた。自分は傍観者の立場のままでいて、おれにそれをさせた！ 

そうであろう！」 

「だから、どうだというのだ。それだけのことだ。解いたのだろう？ ここに

おまえがいるということは、そういうことだ。」 

「おお、解いた。うかつにもな。解かせていただいたよ、おまえのおかげでな。

なにを企んでいる？ なにをしたいのだ？」 

 

浄珍はゆっくりこちらに向き直った。 

ほとんど表情らしい表情はない。 

 

「目的など、なにも無い。つまらないんだよ、すべてが。」 

「あれほど叡山で厳しい修行をしたおまえが、・・・」 

「ああ、凄まじいものだった。しかし、叡山は腐った。死にものぐるいで千日

回峰行をした。最後に堂入りをして、萬行となった。しかしどうじゃ。叡山そ

のものは。腐っておる。おまえも女づれでそのようだな。童は童で、道に外れ



 

 

た坊主の夜伽に明け暮れておる。しかも寺の勤めとは、いまや銭、銭、銭。・・・

そのうち、滅びるであろうな。」 

「それと、こたびの 謀
はかりごと

と、なんの関係がある。」 

「大ありだね。なにもかもくだらなくなったのだ。つまらなくなったと言った

ほうが正しいか。」 

「つまらぬ？」 

「ふむ。当地でもずいぶんと布教をしたが、とんと相手にもされなかった。必

要ないのだろう。いや、おれが密教で、地元の連中が一向宗だからというよう

な、宗派の違いを言うているのではない。連中の信仰などというものも、ただ

の迷信だ。思い込みといってもいい。これを殺しまくる武家。その横では欲に

くらんだ寺。無情と言えばそれまでだが、要するにくだらぬ。さように、なに

ごともつまらなく思えてしまうたのよ。」 

 

御坊は書見台の書物を取り上げてみた。 

 

「金鳥玉兎集・・・かようなものを・・・」 

「それにはなにも書いてない。芦屋道満が、死んだ安倍晴明の骨を拾い集めて

『生活
しょうかつ

続
ぞく

命
みょう

法』で蘇らせたという故事が書かれているだけだ。結局、蘇った

安倍晴明に道満が、首を斬られてしまうがな。・・・じゃから、おれは自分で

いろいろ調べてみた。その生活続命法とやらがどんなものかとな。わかったよ。

たどり着いたのさ。いい暇つぶしになった。実際にやってみたら、そうさな、

五、六百人は蘇らせたとは思うが。まあまあうまくいった。しかしだからどう

だという気になってきた。」 

「おまえ、気は確かか。」 

「御坊、おまえのほうこそ気は確かなのか。この奈落の中で、みんな喜んで殺

し合っておるじゃないか。おまえもその一人だ。なにが好きでこの奈落にとど

まっておるのか、おれには不思議でならぬ。」 

「おまえは、可哀想な男だな。」 

「なに？」 

「自分が、何も信じていないことさえ、信じていないのだ。」 

「そうとも言える。問題なのはな、御坊、生きていることが気が狂いそうなほ

ど退屈だということなのだよ。人の一生など、死ぬまでのただの暇つぶしだ。

そうは思わぬか。」 

「暇つぶしで、かようなことをしたと言うのか。」 

「なにかおかしいか。・・・ああ、もう道満の術にも飽きてきた。一つ死んで

みるのも、暇つぶしになるかもしれぬな。・・・」 

 

にこりともせずにそう言う浄珍を見て、御坊は心底哀しくなってきた。 

一度はともに比叡山でそれこそ血を吐くような修行をした仲のはずだ。 

それが、このありさまとは。 

 

それまで後ろで二人のやりとりを黙ってきいていた権少将が、ぼそりと言った。 

 

「面倒臭い坊主よのう。・・・」 



 

 

 

すると権少将はすすっと前に進みでてきた。 

 

「御坊、そのほうちと話が長いわ。・・・これ、そこの厄介な坊主、そうとな

れば思い立つ日が吉日とも言うではないか。」 

「あなたは？」 

「鬼じゃ。」 

「鬼？」 

「暇つぶしに冥府でも見てきたらどうじゃ。・・・」 

 

権少将はそう吐き捨てると、いきなり抜刀して浄珍を袈裟懸けに斬った。 

一刀両断である。 

浄珍の上半身が斜めに真っ二つに斬れ、ずるりと上体が床に落ちた。 

御坊は呆気にとられたまま、目を見開いて浄珍の無残な死体に釘付けとなった。 

豊丸は、『あっ』と息を呑んだまま、裾で顔を覆った。 

 

「な、なんということを・・・」 

「そのほうができぬことを、代わりにしてやったまでのこと。悪く思うな。あ

れは人ではない。」 

「権少将殿に『人では無い』と言われたら、もうおしまいじゃ。・・・」 

 

御坊はやっとの思いでそう言った。 

 

「御坊ほどのものが、この者の本性見抜けなんだとはのう。・・・ほんに恐ろ

しいのは、人じゃ。のう、御坊。」 

 

御坊はもう言葉がなかった。 

豊丸は、浄珍の下半身がまだ正座したままであるのを目の当たりにして、気分

が悪くなったのだろう、本堂から庭先に走り出て吐いた。 

 

やがて東の空も白みはじめてきたようだ。 

もうキビタキが鳴き始めた。 

 

権少将と分かれ、御坊と豊丸はとぼとぼと生国屋の屋敷に戻ってみると、屋敷

の回りは死骸だらけであった。 

聞けば、亡者たちは蔵に押し寄せたが、あまりに頑丈なのでずっと回りの土塀

を叩いたりしながらおめき続けていたそうな。 

それが、未明近くになったら、途端にぱたりと音も声も止んだという。 

恐る恐る扉を開けてみると、死骸が折り重なって倒れていたと。 

 

四ヶ月後、信長の軍は比叡山を焼き討ち。 

数百とも数千とも言う老若男女の殺戮を行った。 

長島一向一揆との戦いは、この年からまる三年続いた。 

信長勢も一揆勢も、双方ともに数万という 夥
おびただ

しい死者を出して、一揆勢は潰



 

 

えた。 

 

・・・ 

 

「今で言うところの、ニヒリズムってやつかねえ。」 

「虚無主義？」 

「そう。違うかな。・・・あいつ、奈落と言ってたな。・・・奈落をじっと傍観

者のように見つめていると、やがて、奈落が向こうから見つめているのに、気

づく。・・・そんなことをニーチェも言ってたよな。・・・あんなやつが実際に

いるんだよ、おっかねえ。権少将の言ってた通りだ。ほんとうに怖いのは、妖
あやかし

でも鬼でもなんでもねえ。人ってことだよなあ。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十五夜 人恋し 

 

※翻案素材 

『オペラ座の怪人（ルルー）』 

『ノートルダム・ド・パリ（ユゴー）』 

 

 

・・・ 

 

「摩耶御前や権少将と御坊さんの関係って、妙な感じになっちゃったんだね。

敵なんだか味方なんだか、わからないよね、それじゃ。」 

 

わたしはひとしきり『奈落』の話を聞いて、そう言った。 

 

「ほんになあ。しかしだ、その後、もっと妙な関係になっていったんだよ。」 

「へえ、どんな風に。」 

「ありゃな、『奈落』の一件から二十七年後のことだ。」 

「あら、ずいぶん今度は間隔が短いのね。」 

「そうなんだよ。慶長四年（一五九九年）のことだ。」 

 

・・・ 

 

御坊と豊丸は、熊野の女人高野に来ていた。 

豊丸がだんだん修行にいそしむようになってきたので、熊野に籠もることも多

くなった。 

このときには、奈良の宀
べん

一
いち

山 室生
む ろ お

寺に籠もっていた。 

 

『奈落』から二十七年経過している間に、世の中は大きく変わった。 

織田信長が本能寺に倒れ、明智光秀の謀反は失敗に終わり、豊臣秀吉の時代と

なった。 

大阪城は四年前に天守が完成している。 

 

室生寺にいた御坊に、驚くべき書状が送り届けられた。 

なんと、太閤の側室淀君からの書状だ。 

太閤秀吉は前年に没しており、淀君こそが天下に号令する立場にあった。 

それも、淀君直筆の書状だから御坊も腰を抜かした。 

そもそも、淀君が自分を知っているということ自体がありえない話であり、さ

らにいえばなぜ、室生寺にいるということがわかったのか、ということで二度

驚いた。 

しかも登城に当たっては問題ないように、淀君がわざわざ入城を認める証文を、

二通も同封してあった。これで三度驚いた。 

御坊に連れがあることを知っているということになる。 

書状には折り入って頼みがあるという。 

火急な事案ゆえ、ただちに登城してもらいたいという内容。 



 

 

それも非常に丁寧に、天下の女主人が頭
こうべ

を下げて懇請しているのだ。 

 

御坊は、豊丸と相談した上で、単身大阪城に赴くことにした。 

豊丸はもうすぐ冬の山ごもりも終わるので、その後大阪城へ後を追いかけると

いうことになった。およそ二週間後のことである。 

 

大阪城は当時不穏であった。 

秀吉の死とともに朝鮮出兵に出ていた日本軍は、前年十一月には撤兵を完了し

ていた。 

加藤清正をはじめ帰還した武将たちと、戦時中大坂で采配を振るっていた石田

三成ら奉行衆と、ことあるごとに衝突する場面が多くなり、両者の間で一触即

発という危険な雰囲気が大坂にはあった。 

 

ことに、石田ら奉行衆は淀君に近く、加藤清正らは秀吉の正妻（すでに京都に

隠棲していた）・北 政 所
きたのまんどころ

寧々
ね ね

に近く、それぞれが推し頂く権威が犬猿の仲の

女性二人であったから、話が厄介である。 

これに、豊臣政権内の権力抗争を激化させて、内部崩壊に導こうとしていた最

大勢力・徳川家康が横槍を入れてくるものだからたまらない。 

 

御坊はそうした政治がらみの話であるなら、まったく自分はお門違いであるか

ら、道中ずっとどうやって断ろうかと頭を悩ませていた。 

 

閏三月のことである。 

まだ寒い。大阪は梅が満開であった。もう終わろうとする盛の最後だった。 

紅梅がとくに美しい。 

童たちが無邪気に枝を折るなどして、家に持ち帰ろうとするのであろう。 

手に手に折り取った梅の枝をかざして走りすぎる。 

枝の切り口は、花と同じく紅色に染まっていた。 

まるで梅の木にも血が通っているかのようだと、御坊は思った。 

 

桜御門や表御門を通るごとに番所の者たちが訝しげに見たが、淀君直筆の証文

を見せると、手のひらを返したように平伏して対応してくれた。 

本丸では取次の者が何人も変わり、広い奥御殿を延々と招じ招かれたのは、以

外に小さな部屋であった。 

すぐ下に淀君がこよなく愛した山里郭が見える。 

松林や藤、桜など山里の風情を再現した広い敷地で、いくつも茶室をしつらえ

てある。 

その先には水堀を渡る極楽橋も見える。 

 

小さな部屋といっても、御坊一人では身の置き場には困る。 

落ち着かない思いで待っていたら、意外にこれまた早く主がやってきたようだ。 

回廊を幾人かの足音が聞こえてきた。 

麝香
じゃこう

であろうか、かなり濃厚な芳香が漂ってくる。 



 

 

人より速いのだ。 

御坊は額を畳につけ、平伏して待った。 

女御たちである。 

三人だ。 

襖が開き、主が入ってきたようだ。 

二人は入るとすぐにそこに座った。 

主のほうは、上座に上がらぬうちに歩きながらもう御坊に話し掛けた。 

 

「御坊ですね。待ちかねておりました。山に籠もっていたそうですが、急に呼

び出してあい済まぬこと。許せ。」 

 

御坊は、「めっそうもございませぬ。・・・ほかならぬ淀君からの書状を拝領し

驚き慌て、急ぎ罷
まか

り越した次第でござります。」 

「そなたには、もうひとり妹ごがいると聞き及んでいますが。」 

「は、はいっ。まだ山籠もりをしております。七日もすれば終わりますゆえ、

おっつけ駆けつけることかと。」 

「そうですか。置き去りにさせて、ほんとうに申し訳ありませんでした。そな

たたちの部屋は、長屋のほうに一室用意させています。まだ城は普請をあちこ

ちでしておるゆえ、城内を歩くときには気をつけなされ。怪我でもされてはわ

たしが面目ありませぬ。」 

「なにかそれがしとんでもない過ちでもいたしたのかと、内心怯えておりまし

たが。」 

 

淀君は笑った。 

ずいぶん、世間の風評と違い気さくな人柄なようだ。 

 

「鬼でもないのに、そなたを取って食おうなど・・・わたしが鬼に見えますか？」 

 

淀君は上品に笑った。 

御坊はますます額を畳に押しつけて、「ははあ！」と平伏するばかりだった。 

 

「さあ、 面
おもて

をあげてください。そう下を向いてばかりいたら、お話ができま

せぬ。」 

 

思い切って御坊は面を上げた。 

美しい。 

声もそうだが、もっと神経質そうな、気の強そうな面立ちを想像していた。 

全然違う。 

柔和で、むしろ気弱そうなくらいであった。 

 

「実は、御坊。今この城では面妖なことが起こっています。すでに、童
わらべ

が二

人、わたしの身の回りにいる奥女中の女御が三人、行方不明です。」 

「？」 



 

 

「それもここ一と月の間のことです。」 

 

それは城内奉行たちの仕事であろう、と御坊は合点がいかなかった。 

 

「石田三成さま、増田長盛さまはじめ、奉行の皆様はいったいどのように？」 

「お手上げです。いつ、どのように消えてしまったのか、誰も見ておりませぬ。

そのすぐ後に用事がある者も、その寸前に消えていなくなってしまっています。

それも、決まって夜のことです。童を小脇に抱えてこの奥御殿の廊下を走り去

るのを、女御が一人見ております。なんとその者は直垂姿で、増女
ぞうおんな

の面を掛

けておったそうな。・・・恐ろしいこと。」 

 

町中ではない、こともあろうに城中だ。 

しかも本丸や二の丸を出入りするには厳重な番所がある。 

どういうことだ？ 

 

「どうやら鬼がいるようなのです。」 

「鬼？」 

 

御坊はびっくりした。 

「そう、鬼。このことにかけては、そなたを置いて日本中どこにも頼りになる

者はいない、と摩耶がそう言うので、突然ではありましたが呼びだてした次第。」 

「摩耶？」 

 

その名を聞いて、またびっくりした。 

淀君が襖の前に侍る女御二人のほうをちらりと見た。 

御坊は、自分を横から見る位置に座っている女御二人のほうに恐る恐る頭を向

けてみると、その一人は摩耶御前
ご ぜ ん

であった。 

 

「あっ！」 

 

御坊は思わず、声を上げてしまった、 

摩耶御前は安堵したような笑みを浮かべていた。 

 

「二人は昔からの知り合いであろう。摩耶は今、わたしの侍女をしています。

のう、御坊。一つこの不可解、なんとか鎮
おさ

めてくれませぬか。詳しいことはこ

の摩耶に聞くと良いでしょう。必要なことはなんでも申し伝えてください。で

きる限りのことはいたします。これでは夜も安心して寝につくこともできませ

ぬゆえ。一応、城内を自由に回れるよう、これを用意しておきました。」 

 

もうひとりの年増の女御がすすっと淀君の側近くまで進み、淀君が差し出した

書付
かきつけ

を受け取った。 

御坊のところにやってきて渡してくれた。 

それは、淀君の御用であること、できる限り便宜を図ること、という証文であ



 

 

った。 

非常に配慮が行き届いており、御坊はそれをまた推しいただいて平伏した。 

 

「あなただけが頼りです。摩耶からあなたの話はたいそう聞きました。あなた

なら、必ずや解決してくれましょう。摩耶が太鼓判を押してくれました。・・・

近頃は、 政
まつりごと

も不穏になって・・・。太閤殿下がお亡くなりになってから、

にわかに。・・・報告は摩耶を通じてで構いませぬ。」 

 

淀君は多忙なようだ。 

満足そうに微笑むと、「摩耶、後は頼みますよ。」と言いおいて出ていった。 

部屋には、御坊と摩耶御前の二人だけが残された。 

 

御坊は、額の冷や汗を拭うと、摩耶御前の方を見た。 

 

「こたびは、どういう 謀
はかりごと

でござろうか？ それがしを面倒なことに巻き込

まないで頂きたいものだが。」 

 

摩耶御前はいかにも質素な武家の女御の衣装。 

垂髪だが、高結いして一本束ねで後ろに落としていた。 

御坊のすぐ前までやってきて、座り直して言った。 

 

「すまぬ。御坊にわけあって、どうあっても会いたかった。」 

「恋仲でもあるまいし。なにを仰せじゃ。どうせろくな話ではござらぬな。・・・

そもそも、面妖な話であれば、権少将がおられるでしょう。十分頼りになる鬼

じゃと思うが。」 

 

摩耶御前は『しーっ』と人差し指を立てた。 

 

「御坊、声が大きい。今この部屋の周囲には誰もおらぬ。が、それにしてもも

そっと声を落としてたもれ。・・・ここでは、わたしはあなたとごく親しい、

幼馴染のようなものということになっています。そもそもわたしは御前でもな

んでもない。ただの鬼。・・・飾らぬ言葉で話しましょう。」 

「はあ。・・・」 

 

そう急に言われても、御坊はなかなか距離を縮めるのが難儀だと思った。 

 

「権少将はおらぬ。・・・というより、今、権少将はわたしを狙っている。」 

「なんと？」 

「もう二十七年前にもなりますね。長島で御坊と会うたあの後、二人は亡者ど

もに襲われてちりぢりに。・・・」 

「覚えている。権少将が生国屋に逃げ込んできた、あのときじゃ。」 

「わたしは命からがら長島を逃げ出したが、なんとか権少将と近江で落ち合う

ことができた。しかし・・・仲違い。・・・」 

「ほう、仲違い。鬼同士でも喧嘩をすると見える。」 



 

 

 

摩耶御前は自嘲気味に笑った。 

あの印象的な大きく輝く瞳は変わらなかったが、傍目
は た め

からもずいぶんと不安げ

な、心細さを映じているようだった。 

こんな頼りなげな摩耶御前を見るとは御坊は思いもよらなかった。 

 

「まあしかし、よくこの大阪城で、しかも淀君の侍女におさまることができた

ものですな。」 

「そこは鬼。回りの人たちに、以前からわたしがここに居るかのように思い込

ませるくらい容易
た や す

いこと。隠れ棲むことには長けているゆえ。・・・権少将に

はかような真似はできぬ。」 

 

権少将と仲違いしたというのが、今ひとつわからない。 

しかも権少将が摩耶御前を狙っているとはこれまた信じがたい。 

権少将は、あれほど摩耶御前にかしづいていたではないか。ほとんど奴隷のよ

うにも見えたくらいだ。それがいったいどうしたことだ？ 

 

聞けば、長島を後にした摩耶御前と権少将は、十年にわたり加賀の一向一揆に

与
くみ

したという。 

織田軍、あるいは上杉軍と凄惨な戦いを繰り広げ、結局一揆は潰えた。 

一四六七年の応仁の乱以来、すでに戦国時代は百十三年も続いていた。 

この間、権少将は地獄絵図を化
け

楽
らく

だと酔いしれていったが、摩耶御前は逆に嫌

気がさしてきた。 

 

「わたしはもう疲れてしまった。・・・」 

 

一五八二年（天正十年）、本能寺の変あたりからは、望むものに大きな違いが

はっきりしてきた。 

さらに一五九一年（天正十九年）秀吉が太閤となり名実ともに天下統一が成る

と、完全に二人は物別れとなったという。 

 

「権少将は、長年の修羅場を化楽しているうちに、人の心を失うていったよう

じゃ。わたしは・・・わたしは人になりたい。・・・」 

 

意外な言葉だった。 

 

「このような短い命の人などに、御前はなりたいと申すか？」 

「終わりがあるからこそ、尊いのであろう？ 権少将は鬼になりたい由
よし

。神通

力を得て、この世に地獄を巻き起こし、それを面白おかしゅう味わいたいのじ

ゃ。」 

「権少将鬼ではござりますからな。」 

「権少将はしょせん人。鬼と化してはいるが、正真正銘の鬼ではない。鬼は、



 

 

昼日中
ひ な か

はただの人と変わりがない。しかし夜ともなれば一変する。わたしと権

少将の神通力差は歴然。権少将などわたしの足もとにも及ばぬ。権少将は、そ

れが欲しいのじゃ。よいか、権少将が食うたのは、桂姫。人じゃ。権少将は鬼

のようなものにはなったが、『のようなもの』であってやはり鬼ではない。し

かし、わたしはもともと鬼。・・・」 

「正真正銘の鬼となって、神通力を得るには？」 

「鬼を食らえばよい。・・・このわたしを・・・」 

 

御坊はようやく意味がわかった。 

 

「御前は、もはや鬼を捨てたいとな？」 

 

摩耶御前は、恥ずかしそうにうなずいた。 

 

「夜はとても御前を襲うことはできぬ。叶うわけもない。とすれば、昼のうち

に御前を襲うはず。・・・それでは夜、童や女御が行方不明となっているのは？」 

「あれは、腹が空いておるために権少将が拉致したとみゆる。よほど腹が空か

なければ鬼とてやたら人を食うものではない。ふだんは血を吸えば十分。わた

しはこの二十数年、血を吸うても少しだけじゃ。何人か少しずつ吸えば、それ

で数ヶ月は若さを保てる。人を殺すまで吸うたことはこの数百年、一度も無い。

しかし、権少将は死ぬまで吸う。そしてときに食う。」 

「となると、この城のどこかに権少将は潜んでいるということになりますな。」 

「さよう。ここに城の図面がある。」 

 

摩耶御前は御坊の隣に座りなおし、懐から小さく折りたたんだ図面を広げて見

せた。 

黒田如水らが最初に縄張りしたころの図面のようだ。 

 

「ようこんなものを・・・見つかったらえらいことになりますぞ。」 

「大丈夫じゃ。城の構築に携わった石工の棟梁の心を操り、図面を描かせたも

の。ここに・・・」 

 

摩耶御前が指差したところは、天守閣や奥御殿、そして月見 櫓
やぐら

から伸びてい

る三本の通路らしきものだった。 

 

「これが地下にあるという。城壁と同じ石造り。頑丈なものじゃ。そこには火

災や大なゐ（地震）などのときには、逃げ場所がもうけてあるという。」 

 

たしかに回廊のところどころに横に入り込むように空間が描かれている。 

 

「ここにおると？」 

 

摩耶御前はうなずいた。 

 



 

 

「この地下回廊。実は誰も知らぬ。あるらしいということは、そこはかと知ら

れておるようじゃが、どこから出入りするのかは誰も知らぬ。」 

「なんと？」 

「太閤のみがご存知であったようじゃ。誰も信じることができなかった御仁ゆ

え、この秘密の場所は誰にも明かさなかったと見える。万一のときのためにな。」 

 

御坊はため息をついた。 

恐らく行方不明の女御や童たちの死骸も、この地下回廊のいずれかの空間に、

放置され、腐るがままにされているのだろう。 

 

「わたしは年を追うごとに心が病み荒
すさ

んでいく権少将を厭
いと

うようになった。権

少将は、そんなわたしを裏切り者とみなしておるようじゃ。今はもう、わたし

を食らうことのみ、それのみに生きておる。わたしの心の臓を喰らえば鬼にな

れる。・・・御坊、助けてくれぬか？」 

 

こんな話になるとは到底思いもよらなかったが、断る道理も無い。 

「わかりもうした。お護りもうそう。夜は心配ないとして、御前すら力を失う

昼日中
ひ な か

が問題ということですな。」 

 

摩耶御前は、ふっと笑った。 

「夜も、かつてほどの力がもう無い。・・・」 

「どうなされた？」 

「人になりたい、と思うておるゆえに。」 

「正真正銘の鬼が、どうやって人になれると申すのか？」 

「恋・・・」 

「恋？」 

 

摩耶御前はまたうなずいた。 

「人との恋が成就すれば、おのずと人になれる。・・・たとえば、・・・」 

 

摩耶御前はそう言って、柔らかい手で御坊の手に重ねた。 

御坊はじっとしたまま呟いた。 

 

「めっそうもない。」 

 

摩耶御前は、さっと手を離して笑った。 

「冗談じゃ。・・・からこうてみただけじゃ。・・・さあ、御坊、いかがいたそ

う。権少将の処置。すべてそなたにまかせる。よしなにお願いする。」 

 

摩耶御前は真顔に戻り、気持ちを吹っ切るようにさっさと図面を折りたたみ始

めた。 

 

「これは焼き捨てておく。」 

 



 

 

摩耶御前は醒めた声で呟いた。 

御坊にははっきりわかっていた。 

冗談でも嘘でもない、ということを。 

摩耶御前は、ほんとうに人になりたいのだ。 

真顔に戻ったときの摩耶御前の表情には、この上ない寂しさが漂っていたのを

御坊は見逃さなかった。 

 

・・・ 

 

御坊は摩耶御前の案内で、奥御殿から出たところにある長屋に行った。 

そこの一室を充てがわれ、とりあえず旅の疲れもあることであり、休むことに

した。 

井戸の水を汲んできて行水し、夜になるまで休むことにした。 

戌刻の頃に起きて見ると、上り框
がまち

のところに膳が置かれていた。 

摩耶が食事を届けておいてくれたようだ。 

小さな書付が添えてあり、今宵はゆっくりお休みになられますように、とあっ

た。 

さすがに、身分の低い高野 聖
ひじり

といえども、客人のためにまかなった膳だけに

たいそうなご馳走であった。 

椎茸の溜り漬けや、カラスミなども数切れだがあった。 

太閤が好んで食べたものではないか。 

カラスミはもちろんだが、椎茸でさえこの時分、かなり高級品であった。 

摩耶御前は鬼の神通力とはいえ、よほど淀君の侍女として存在感を得ているの

だろう。 

仄かに山里郭のほうから、梅の香りが漂ってくる。 

ほんの微かに甘い。 

それが冷めた茶の苦さと絶妙な心地を与えた。 

 

この頃、大阪城は石田三成ら近江からきた奉行衆と、加藤清正ら尾張からきた

武断派七将との確執が決定的になっていた。 

事の発端は、朝鮮出兵に赴いていた加藤清正らの軍事行動について、内地にい

た奉行・石田三成による太閤秀吉への報告が、事実と違うということだった。 

そのため秀吉からは、いわれなき叱責を現地軍の武将たちは被った。 

この怨みが帰国後に暴発寸前の衝突へと導いていったとされている。 

 

裏には豊臣政権の内部分断を図り、その力を減殺
げんさい

していこうとする徳川家康の

策謀もあった。 

事態を複雑にしていたのは、西国の雄・毛利輝元がどちらにつくかで、これま

た内部で安国寺恵瓊
え け い

と吉川広家が反目。 

奉行衆の中でも、増田
ま し た

長盛は裏で家康に鞍替えするなど、複雑怪奇な動きにな

っていた。 

 

大坂城内は、誰と誰がどうつながっているのか、疑心暗鬼が増幅し、日々の政



 

 

務どころではなくなっていたのだ。 

いつどこで暗殺や武力衝突が起きてもおかしくない状況だったといっていい。 

これがまだ発火しなかったのは、太閤亡き後、遺児・秀頼の後見をしていた五

大老の一人・前田利家が大阪の自邸にあって睥睨
へいげい

していたためである。 

この秀吉恩顧の老臣一人が、世を乱す動きに対して大いなる掣肘
せいちゅう

を施してい

たから、かろうじて衝突が抑えられていた。 

ところが今、その前田利家が病に倒れ、いつ命が消えるともわからぬ状態にな

っていた。 

 

・・・ 

 

夜半、御坊は城内の見回りに出た。 

淀君の寵愛めでたい側近の大野治
はる

長
なが

が、御坊に付け人として但馬
た じ ま

弦之
つ る の

介
すけ

を差し

向けてきた。二十歳にも満たない若侍だ。 

摩耶御前との連絡も、この但馬弦之介が取り持っている。 

 

二人は手燭で灯りをとりながら、奥御殿の見回りをした。 

御坊の関心事は一つで、地下回廊への入り口である。 

城内で行き交う人はごく稀だ。 

客をもてなす大広間の外廊下を通り、書記などの事務方が詰める部屋を過ぎた。 

今は誰もいないからひっそりと静まり返っている 

一部屋ずつ二人は灯りをかざしながら吟味していると、背後から人の気配がし

た。 

若い女御だ。 

やはり手燭を頼りにこちらに長い廊下を歩いてくる。 

聞けば、天守に続く渡りの戸を閉じに行くのだという。 

女御を見送り、二人は来た外廊下を戻り始めた。ぐるりと回って反対側から天

守に続く渡りに向かったのだ。 

途中女御たちの詰め所を過ぎた。 

部屋によっては灯りが灯っていた。 

摩耶御前もこのあたりに寝所をとっているのだろう。 

 

やがて、大方の部屋の吟味を終えて、天守に続く渡りに向かう最後の廊下に出

たとき、幽かに女が誰かと会話をしている様子が聞こえてきた。 

二人は耳を澄ました。 

間違いない。小声でやり取りをしている。 

相手は男のようだ。 

なにやら言い争っているような風にも聞こえた。その後、女の低く呻くような

声がした。 

二人は急いで一本の長い外廊下を走り突き当りから右に折れた。 

その先を左に折れると天守に向かう渡りだ。 

その曲がり角をちょうど抜けている人影が見えた。 

女御をなんと小脇に抱きかかえた直垂姿の男だとわかったが、一瞬のことだっ



 

 

た。女は気を失っているようだ。 

二人は追ってみたが、そこは渡りになっており、頑丈な木戸は開け放しになっ

たままだった。 

表に出てみたが、そびえ立つ天守以外には、石垣ばかりでなにも無い。 

周囲をどう見ても二人の姿は見当たらなかった。 

 

・・・ 

 

翌日、但馬の報告を受けて奥御殿は騒然となったが、淀君が鎮めた。 

御坊は昨夜、女御が消えた天守へ続く渡りの周辺を丹念に調べてみた。 

そして見つけた。 

天守の土台にある物置に仕掛けがあった。 

板塀がどんでん返しになるところが一箇所だけあったのだ。 

御坊はその日のうちに、すべてのどんでん返しの場所を特定することができた。 

 

午
ひる

過ぎ、長屋で但馬と膳を囲んだ折に、それを告げた。 

但馬は大いに驚き、淀君に知らせるべきだと言ったが、御坊はそれを制した。 

『鬼に手を出させましょう。逃げてしまいかねない。』 

但馬もそれに同意し、詳細は省き『鬼の所在がわかりそうだ。』とのみ連絡し、

奥御殿に安心感を与えるに留めることとした。 

但馬が報告に行くと、御坊は長屋に一番近い 月見櫓のどんでん返し口から、

地下回廊に入ってみた。 

水堀が近いだけに、非常に湿気が多い。 

巨石を組んだ回廊は隙間から水が滲んでおり、足元はぬかるんだ。 

物音一つしない。 

腐臭も漂ってこない。 

もう一箇所、鉄御門の近く、馬上同心番所裏のどんでん返し口も確認してみた

が同じだ。 

どうやら、権少将の居場所はやはり天守の土台にあるどんでん返し口からほど

近いところにあるらしい、と目星をつけた。 

わずかだが腐臭が漂ってきたので間違いない。 

御坊は和紙の切れ端を一応、三箇所それぞれのどんでん返しの板塀に挟みこみ、

開ければ落ちるように仕掛けておいた。 

それを但馬と定期的に確認するのだ。 

 

・・・ 

 

翌日、但馬と地下回廊に入る相談をした。 

権少将の人さらいは、おおむね七日前後の間隔で起こっている。 

しばらくは動くまい、と御坊は踏んだ。 

そこでただちに、但馬と天守口から踏み込むことにしたのだ。 

但馬は番所の雑兵を何人か呼び出し、三箇所の口周辺に歩哨として立たせた。 

そこで少々悶着が起こった。 

その日、朝廷からの勅使が大阪城に到着しており、番所をはじめなかなか人を



 

 

回せないというのである。 

道理で朝から城中が慌ただしい。 

 

朝廷からの勅使は、卯月に予定されている太閤の阿弥陀ヶ峰への埋葬に関する

ことだった。 

亡骸はいまのところ伏見に安置されている。 

勅使は太閤の明神祀り上げや、その他の諸事万端にかかわる書状を持参したら

しい。 

 

「しかも・・・」 

 

但馬は神妙な顔で言った。 

「前田利家さまが危篤にござります。」 

「なんですと？」 

「それで、城中てんやわんやです。大坂の屋台骨が揺らいでおります。」 

「石田さまは？」 

「備前島の私邸ですが、・・・」 

但馬は声を潜めて耳打ちした。 

御坊はびっくりした。 

反石田の諸将の動きが不穏だという。 

関係する武闘派七人の諸将は、それぞれ自邸に兵を集めているという噂だ。 

 

「おそらく今夜にも、動きまする。前田さまご逝去と同時に動く所存かと。毛

利さま、徳川さま、城中にあっては大野治長さまや大谷吉継さまなど、重鎮の

方々の間では、なにやらせわしく人が行き交っております。淀君は只今勅使の

ご対応をなされておりまするが、気が気ではないという面持ちでございまし

た。」 

 

 

「摩耶御前もいっしょであろうか？」 

「おられました。もう勅使の儀も終わったころではないでしょうか。」 

 

御坊は、摩耶御前が淀君のお側
そば

近くにいると聞いてやや安堵したが、それでも

このにわかに動き出した政局の真っ只中で、権少将は摩耶御前を狙うと確信し

た。 

 

「これから踏み込みましょう。」 

 

但馬には、槍を持たせた。刀ではさほど広くはない石の回廊で振り回すことが

できない。権少将との間合いにも大事を採ったほうが良いと思ったのだ。 

二人は、天守口のどんでん返しから地下に入った。 

仕掛けておいた紙切れが落ちていた。 

権少将は出たか、出て入ったか、どちらだろうか？ 

御坊は思い悩んだ。 



 

 

昼日中、出たとしても結局すぐに戻っているはずだ、と踏んだ。 

 

むっとするような湿気でただでさえ胸が悪くなりそうだが、くわえて昨日より

もずっと腐臭が強くなってきている。 

 

「御坊どの、これはいったい・・・」 

「六人の骸
むくろ

が腐っておるのでござろうよ。」 

 

手燭を持つ但馬の顔は真蒼で、手も震えているようだった。 

 

「但馬どのは、人をお斬りになったことはござらぬか？」 

「ありませぬ。まだ一度も。」 

「それはようござった。人を斬って良いことなど万に一つもござらぬ。」 

「しかし、今から行くのは・・・」 

「鬼でござる。」 

 

二人は屈曲する石の回廊を進んだ。 

時折横に引っ込むように六畳ほどの空間はあるが、地下水でじめじめした土が

あるばかりだ。 

しかし、だんだん腐臭はひどくなってきている。 

但馬は、一度吐いた。 

最後の張り出し空間を過ぎたが、そこに六人の骸が重なりあっていた。 

すべて衣服は剥ぎ取られ、横に放り投げられていた。 

おそらく殺す前にさんざんいたぶり、弄んだに違いない。 

骸は、昨夜拉致された女御の体がほどんど食われており、あとの五人は死ぬま

で血を吸われたのであろうということが、一目瞭然であった。 

但馬は、回廊のほうに立ったまま、入ってこようとはしなかった。 

恐ろしい顔をしていた。 

 

やがて、回廊は行き止まりとなった。この先は、おそらく極楽橋近く、大川が

上に流れてきているあたりと思われたが、どう見ても出口は見つからない。 

 

「はて、ほかのどんでん返し口だろうか？ いないはずはないのだが。・・・

但馬どの、ここにはいないようだ。ほかを当たってみましょう。」 

「はい。」 

 

二人は引き返した。歩きながら御坊は考えを巡らせた。 

 

『なぜここにおらぬ。骸はあるに。・・・』 

 

二人は、ほかのどんでん返しも確認してみたが、紙切れは落ちていなかった。

ここではない。 

 

「なぜだ？ 昼日中なのに、なぜおらぬ。まさか城中に？・・・しかし公家
く げ

の



 

 

あの成りで城中は目立ちすぎよう。ありえぬ。では、どうやって・・・」 

「いや、御坊どの。公家姿であれば、本日は勅使が来られておりますゆえ、紛

れることも可能かと。」 

「勅使か！ 勅使って、誰だ？ まさか、なりすましておるのではあるまいな。

但馬どの、お急ぎあれ！」 

 

二人は脱兎のごとく天守に向かい、駆け上がっていった。 

 

・・・ 

 

勅使の儀が終わった後、淀君は勅使を労
ねぎら

うため、『なにを所望するか』と訊い

たところ、勅使は『一度大阪城の天守からの眺めを見とうござります』と答え

た。 

それで淀君はじきじきに勅使を天守へと案内した。 

これに摩耶御前、そして女御三人、大野治長の小姓も一人付添でついていった。 

 

天守からの展望は格別のものがあった。 

天気もよく、眼下の山里郭には紅梅が絨毯のように敷き詰められた様子が見え

た。 

陽光に水堀や大川の水面がきらきらと照り返る。 

風も無く、暖かな日だった。 

淀君は、『まだこちらに移り棲んで間もない』と言い、自分もこの天守からの

眺めを満喫したことはない、と言った。 

勅使はたいそう亡き太閤秀吉の偉業を讃え、秀頼さまにくれぐれも御身ご大切

になされますようお伝えください、と言っていた。 

 

しばし、天守からの展望を一同で堪能していたところ、天守に急の使いが上が

ってきた。 

大野治長配下の家臣だった。 

 

「前田利家さま、お亡くなり！」 

 

淀君は真蒼になり、勅使への挨拶もそこそこに天守から下りた。 

『勅使のお見送りは大野治長に申し付けておく』と淀君は言いおき、あとは摩

耶御前と女御二人に託した。 

 

階下では大騒ぎになっていることだろう。 

天守には、勅使と摩耶御前、そして女御二人が残された。 

やにわに、勅使は直垂の内側に隠し持っていた太刀を取り出した。 

驚いた女御たちが身を引くと、勅使はにわかに抜刀してそのまま一人を斬り倒

した。女御の首が飛んだ。 

もうひとりの女御は悲鳴を上げて、階下に駆け下りていった。 

摩耶御前は冷ややかに言った。 

 



 

 

「権少将、よく朝廷の勅使になりおおせたものよな。」 

「いともたやすいこと。本物の勅使は、斬り捨てもうした。わたしがなりすま

しただけのこと。 油
あぶらの

小路
こ う じ

権
ごんの

少将仁
ひと

麿
まろ

がな。さあ、ようやくこの時が参りま

したぞ。昼日中
ひ な か

、天守にはわれら以外に誰もおらぬ。」 

「まがりなりにもここは城中じゃ。血迷うな。すぐ人も来よう。」 

「血迷うておるのは、御前
ご ぜ ん

であろう。鬼のくせに、人になりたいなどと、たわ

けたことを。・・・なあに、お手間はとらせぬ。ほんの少しの間じゃ。心の臓

を切り取るだけのこと。じきに石田治部少輔の屋敷に加藤清正らの乱暴者ども

が兵を率いて押し寄せるはず。さんざんわたしが煽っておきましたゆえな。淀

君もあのように大慌てじゃ。前田の爺
じい

がくたばりなさった今は、もはや世の乱

れ、止まりませぬぞ。愉快愉快。・・・城中はさぞてんやわんやの大騒ぎでし

ょうなあ。天守で何が起きていようが、それどころではなかろう。さあ、おと

なしゅう死になされ。昼日中
ひ な か

では鬼の力もでるまいよ。しょせん男にはかなわ

ぬ。」 

 

権少将は太刀を放り投げ、懐から短刀を取り出した。 

それを抜きながら摩耶御前に近づいていった。 

そこに階段を激しく踏み鳴らしながら御坊と但馬が天守に上り詰めた。 

息が荒い。 

 

「ここじゃと思うたわ。権少将。年貢の納めどきだな。」 

 

御坊がそう言い終わらぬうちに、但馬は抜刀して斬りかかっていた。 

権少将はこれをかわしざまに脇腹を刺した。 

但馬は思わず崩れ落ち、傷を押さえながら呻くばかりだった。 

顔色はたちまち真蒼になっていった。 

 

権少将はやにわに摩耶御前の体を引き寄せ、短刀を首に当てようとした。 

御坊はとっさに槍の先でそれを弾き、そのまま権少将に飛びかかって組み付い

た。揉み合った末に、御坊は権少将の手から短刀をはたき落とした。 

その拍子に二人は勢い余って欄干から外に飛び出した。 

 

摩耶御前は『あっ』と息を呑んで欄干に駆け寄ると、権少将が片腕だけで欄干

にしがみついており、御坊がその下半身にしがみついていた。 

権少将は、残りの手と足で御坊を振り払おうとするが、うまくいかない。 

 

「御前！ 斬れ！ 権少将の腕を斬れ！」 

 

摩耶御前は転がり落ちていた短刀を手にしたものの、震えていた。 

顔は小刻みに左右に振れ、『いやだ』と告げていた。 

御坊は声を励まして怒鳴った。 

 

「なにを迷うておる！」 



 

 

「いやじゃ。わたしにはできぬ。・・・そんなことはできぬ。御坊が死んでし

まうではないか・・・五三九年前、そなたは権少将が振り流した太刀からわた

しを救うてくれた。以来、わたしはそなたを一度として忘れたことはない。・・・

なぜそのわたしがそなたを殺
あや

めなければならぬのじゃ！ いやじゃ、いやじ

ゃ！」 

「これが定め。はよう斬れ！」 

 

摩耶御前はほとんど号泣していた。 

権少将は御坊を必死に振り落とそうとするが、もはや片腕では持ちこたえられ

なくなってきた。 

そのとき欄干をかろうじてつかんでいた権少将の指が離れた。 

摩耶御前の絶叫が天守に響いた。 

 

・・・ 

 

摩耶御前からの急使で御坊の死を知った豊丸は、山籠を投げ出して大阪城に駆

けつけた。 

御坊の亡骸は木桶に入れられ、城内の氷室
ひ む ろ

に安置されていた。 

豊丸の悲嘆は見るも哀れで、淀君の慰めもなにも本人には聞こえなかった。 

ただ、うつむいて震えているばかりだった。 

御坊と権少将は天守から、屋根瓦にさんざん打ち付けられながら、東中段帯曲

輪の石造りの城壁に叩きつけられたようだ。 

遺体の損傷は激しく、ほとんど原形をとどめていなかった。 

豊丸は、ただ一度、摩耶御前の顔を睨みつけ、「あんたを赦さない。・・・死ん

でもあんたは赦さない。・・・」そう呟いた。 

悄然としていた摩耶御前は、その後二度と豊丸の前に姿を見せることがなかっ

た。 

 

・・・ 

 

御坊の遺体は豊丸が引き取った。 

淀君が手配し、豊丸の望み通り京都に運び、上賀茂神社（賀茂別雷神社）裏の

森に埋めた。 

豊丸は、毎日『十種
とくさの

大祓
おおはらえ

』を唱え、御坊の蘇生を試みた。 

水を呑むだけでひたすら毎日行ったが、御坊は一向に蘇生しなかった。 

三週間を過ぎ、次第に豊丸の体も限界に近づいた。 

一ヶ月に及ぼうかという頃、豊丸はほとんど諦めていた。 

 

『御坊さんは、死んでしまったんだ・・・』 

 

豊丸の顔は表情のないうつろなものとなり、体は見る影もなく痩せこけてしま

った。 

涙という涙はもう枯れ果てたようだ。 



 

 

豊丸は自分の命脈も尽きようとしているのを感じた。 

 

『もう、生きていても仕方ないよね・・・御坊さんがいないんだもの。・・・

ね、御坊さん。』 

 

豊丸は、ふらふらと鴨川のほとりへ歩いていった。 

月明かりに鴨川は光の流れを波打たせていた。 

 

『匕首をつかわなくても、このまま死ねそうね。・・・』 

 

豊丸は一足、二足と川岸に踏み入れていった。 

冷たい。気持ちよくすらあった。 

しびれるほどのこの冷たさなら、たぶんなにも感じないだろう。・・・ 

すると、後ろから誰かが近づいてきた。河原の石を踏みしめる音がしてきた。 

物盗りか、女を犯そうとしているのか、豊丸にはもうどうでもよくなっていた。 

そのまま川に入っていき、膝まで浸
つ

かった頃、後ろから声を掛けられた。 

 

「おい、まだ死ぬのははやいんじゃねえのか。」 

 

御坊の声だった。 

振り返ると、泥まみれの御坊が木の枝を杖にして立っていた。 

豊丸は、悲鳴を上げて飛びついた。 

もうあとは、ただ泣きじゃくるばかりだ。 

 

「あたし・・・今度という今度は、もう駄目かと思ってたよ・・・」 

 

あとはほとんど言葉にはならなかった。 

 

大坂ではあの夜、武闘派七将が石田三成私邸を襲撃。 

事前に察知していた石田三成は逃亡した。 

徳川家康が両者の仲介をして、石田の失脚が決まり、いったんは騒動が収まっ

た。 

しかし、それは翌年の関ヶ原合戦の前哨戦でしかなかった。 

 

・・・ 

 

「ずいぶん、今回は蘇るのに日にちがかかったんだね。」 

 

わたしはコーヒーを飲みながら言った。 

 

「そうなんだよ。なにしろもうばらばらになっていたそうだから。えらく蘇生

には日柄が必要だったのおかもしれんな。」 

「ねえ、あの権少将は死んじゃったっていうことなの？ この前、御坊さんが

戸隠に行ったのは、その消息がつかめたとかいう話じゃなかったっけ？」 



 

 

「あの後ね、権少将の遺体、といってもこれも滅茶苦茶だったらしいが、一応

六条河原に晒
さら

したそうなんだ。ところが不思議なことにいつの間にか消えてい

たんだと。ちゃんと晒し場には目付の下郎たちが番をしていたのにな。」 

「生き返ったってこと？」 

「そうとしか思えん。ただな、おれは豊丸のおかげでなんとか蘇生できたが、

権少将は自力でだ。とてもではないが、そう簡単には元には戻れぬて。誰かが

手を差し伸べたとしか考えられないな。」 

「摩耶御前じゃないよねえ。」 

「ありえないな。」 

「それにしてもさあ、摩耶御前ってなんか可哀想。鬼に生まれたばかりに、・・・

しかも人になりたいなんて。しかもよりによって、それを成就する相手が御坊

さんだったなんて。」 

「おれも二股はできんからな。如来に怒られる。」 

「え、怒られるからなの？ 御坊さんは豊丸さんが好きなんじゃないの？ ど

っちでもいいの、御坊さんは？」 

「いや、そういうわけじゃないが。」 

「あ、結局そうなんだ。やっぱり男なんて、女なら誰でもいいんだ食えそうな

女なら食っちゃうんだ。」 

「そんな鬼みたいに言うなよ。」 

「御坊さん、ひっど～い。摩耶御前に手を握られたとき、まんざらじゃなかっ

たんでしょ。」 

「いや、そんなことはないが、・・・いや、若干そんなこともあったりして・・」 

「きゃあ、不潔。いくら生き死に繰り返して修行を積んでも、これじゃだめだ

ね、御坊さん。」 

「はい、済みません。・・・気をつけます。・・・」 

 

御坊さんは、図星だったらしくうつむいてしまった。 

そのうち、こそこそとわたしの部屋から逃げ出した。 

明日は、あまりいじめないであげよう。 

 

さあ、わたしは魔女の練習。 

なになに・・・空気を水の流れのように手で掬うようにしてみる、と・・・で、

空気の重さを感じよだって？・・・できるわけないじゃないの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十六 金木犀
きんもくせい

の咲く頃には 

 

 

※翻案素材 

『椿姫（小デュマ）』 

『南京の基督（芥川龍之介）』 

 

 

・・・ 

 

長雨だ。 

魔女の本ばかりに、最近は夢中になっていた。 

気の所為だろうか、最近はやたら御坊さんのことが気になってしかたがない。 

大学で講義を受けていても、友達と居酒屋に行ったりしていても、すぐに『あ、

御坊さん、今頃なにしてるんだろ？』とか、ふと思っている自分に気づく。 

こんなことは、以前は無かったのだ。 

雨に降り込まれて、わたしの部屋に二人で逼塞している間も、ちらちら御坊さ

んのほうに目をやる自分がいる。 

 

「ときに、ふっと思ったんだけど、例の摩耶御前のこと。人間との恋が成就す

れば、人間になれるって言っていたじゃない？」 

「そう言ってたな。」 

「じゃあその場合、人間の男と一緒になって子供が生まれたら、その子はどう

なるんだろうね。」 

「知らん。ただ、どうも鬼というのは、母系で継承されていくんじゃないかな

とは思った。犬神もそうだろう。母系だ。女にしか犬神憑きは出ない。あれと

似ているような気がする。」 

「なんか不思議ねえ。」 

「まったくだ。・・・たとえば、卵子の中の、母親由来のミトコンドリアだけ

が子に継承されるじゃないか。あれと同じかもしれんよ。だから鬼女が人にな

ったとしても、心がそうなっただけで、遺伝子的にはずっと遺伝子レベルでは

鬼が潜伏する、とかな。・・・」 

「だとするとね、なにか極端な恐怖とか、危機に直面したときって、その潜在

している鬼の遺伝子がミトコンドリアの中で暴れだすかもね。」 

「そうな。沈黙していた遺伝子が暴走を始めるのかもしれん。先祖返りってや

つだな。・・・そう考えるとおっかえね。犬がそうじゃないか。遺伝子的には

ほとんど狼と変わらない。飢えや恐怖の極限に追い詰めて先祖返りをすると、

狼になってしまう。一度狼になった犬は、二度と犬には戻れない。・・・」 

 

雨は鬱陶しい。 

今月は週末になると雨ばかり。 

どこにも出かける気にならない。 

 

「雨がいいんじゃないの。家の中で屋根に落ちる雨音を聞いているのも風情。



 

 

雨の中をしんみり当て所もなく歩くのも風情。ちがうの？」 

「う～ん、言ってることはわかるけど、やっぱりつまんない。」 

「じゃ、本読んだら？」 

「え～ッ。あ、映画観に行こうか。」 

「なんでおれを誘うのよ。」 

「だって、暇そうにしてるから。」 

「男の一人や二人、まだできねえのかよ。おれは、豊丸を待ってんだよ。」 

「へ～、わたしに彼氏ができても、嫉妬しないんだ。」 

「んなこたねえ。が、物事には決まった定めってものがある。」 

「なにそれ。やっぱりわたしはどうやったって彼氏が出来ないってことじゃな

いの。なんて、可哀想なんだろ、わたしって。・・・」 

 

わたしはまた落ち込んでしまった。 

この眼の前にいるお坊さんと、やがていい仲になるなんて、想像もできない。 

正直なところとても好きなのだ。それは否定できない。 

でも、どうしてもそういう対象としては考えられない。 

仮に豊丸の記憶が戻ったとして、栞の記憶はどうなるんだろう？ 

二つの記憶や意識が同時に成り立つんだろうか？ 

不思議でならない。 

 

御坊さんがふと思い出したように言った。 

「真実を知るってことは、そんなに重要なのかなあ。」 

「え？ なに、どういうこと。なんの話をしてるの？」 

「いや、いま栞ちゃんがね、栞ちゃんとして生きているわけだ。でも昔豊丸だ

ったことがある。この前、魔女の力は受け継いだ。でもまだ豊丸はきみの中で

目覚めていない。なにが起こっているんだろうねえ。・・・いまのきみは、一

体どういう存在なんだろう。」 

 

そうなのだ。 

それが一番知りたい。わたしの真実ということだ。 

 

「だけどね、それを知ることはそんなに大事なことなのかな、とふと思ったり

もするわけよ。それがとても辛いことだとしても、知るべきことなのかなって

さ。なにをおいても、真実をつきとめることが、ほんとうに正しい人間の生き

方なんだろうかってね。・・・」 

「わたしの真実って、そんなに深刻なものなの？」 

「いやいやあくまで仮に、って話だよ。おれだって知らないもの。教えてほし

いくらいだよ。・・・ただね、昔、そんなことがあったなって思い出したんだ。

真実ってなんだろうなって考えさせられるような話がさ。」 

 

・・・ 

 

それは、天明八年（一七八八年）。 

江戸は品川宿。 



 

 

御坊と豊丸が常連になっていた寿屋だ。 

まだこの頃の寿屋は、東海道からは八町奥まったあたりにあった。 

ずっと今まで場所は変わらなかった。 

ただ、一度建て直しをしている。 

なにしろ徳川幕府開闢
かいびゃく

直後に出来た宿だ。以来一度も屋号が変わっていない

のだから大したものだ。 

それだけ東海道というのは、人の往来が激しく、商売には事欠かないというこ

となのだろう。繁盛すること極まりない。 

三十年くらい前から、品川宿はとくに賑わいを増してきている。 

岡場所が急増してきたのだ。 

いわゆる、非公認の花街である。 

 

寿屋の主
あるじ

は代々みな、二人のことを知っている。 

みな、赤ん坊の頃から二人があやしたりしたくらいだから、ほとんど家族のよ

うなものだ。 

だから二人は一度として粗略に扱われたことがない。 

当然、二人が異能の人種だということも寿屋はよくわかっている。 

この話は、『あまつい』からちょうど百年。 

平安時代に二人の道中が始まってから、八四九年が経っていた。 

 

その日、二人は札の辻から江戸市中に入った。 

鎌倉の誠
せい

拙
せつ

禅師から手紙が来て、ちょっと顔をかせというのだ。 

この誠拙周樗
しゅうちょ

という禅師は当時その名僧ぶりが知られ始めていた。 

験力
げんりき

があり、逸話も多い。 

このころ、すでに鎌倉円覚寺前堂の首座についていた。 

御坊たちが呼び出されたのは、どうやら病
やまい

重篤
じゅうとく

に陥った大店
おおだな

の娘の祈祷に立

ち会えということのようだ。 

 

二人が誠拙と落合ったのも、江戸市中にある甲州屋という呉服問屋だった。 

まだ誠拙は来ていないようだ。 

甲州屋の主によれば、何人もの医者に診てもらったが拉致があかず、祈祷もい

くつか頼んだが一向に効果が出ないという。娘はもはや虫の息になっており、

このときも誠拙はまだかまだかと気を揉んでいた。 

はじめ誠拙にも断られたというのだ。 

医者が診て駄目なものは、自分が祈祷したところでどうなるものでもない、に

べもない返事だったそうだ。 

そこを頼み込んだ。 

米俵をいくつ、金子をどのくらいと、たいそうなものを円覚寺に送りつけて、

拝み倒した末に、ようやく誠拙を鎌倉から引っ張り出すことができたというの

だ。 

 

午
ひる

過ぎに、その誠拙がようやくたどり着いた。 



 

 

 

「暑いのう。・・・梅雨明け十日、今頃は山籠にはもってこいの時節じゃが、

娑婆は暑うてかなわん。」 

 

とうに四十を越えていようか。老境に入った名僧が愚痴を言いながら甲州屋に

はいってきた。 

 

「おう、御坊。待たせたな。豊丸もな。いつも仲の良いことで何より。」 

「誠拙さま、こたびはまたなんで、それがしをお呼びになったんで？」 

「とくに、・・・ない。わしがやって駄目なら、御坊に丸投げしようと思うて

な。ははは。」 

 

まったく人を食ったような話だ。 

誠拙というのは万事この調子で、どこまで本気でどこまで冗談かわからない。 

飄 々
ひょうひょう

としていながら、肝心なところは外さない。 

禅宗の名僧にはこのタイプが結構多い。 

 

御坊は呆れた。 

「いい加減にしてくださいよ。誠拙さまにできぬものを、それがしができよう

はずもない。」 

「なあに、なんとかなるものよ。豊丸、これも修行の一つぞ。よう見ておけ。」 

「はい。」 

 

豊丸は、いつものことながらこういうとき妙に緊張してしまう。そして、誠拙

や御坊の一挙手一投足を見逃すまいと、神経を研ぎ澄ますのだ。 

だから、たいていこういう事案の後というのは、一生懸命すぎて疲れてしまい、

一日中寝込んだりする。ときに、熱を出したりもするのだ。 

 

甲州屋の 主
あるじ

は誠拙に上がってもらったかと思うと、客間に通し、お茶を出す

よう女中に申し付けた。 

誠拙は、「ああ、いらぬいらぬ。で、娘はどこじゃい？」 

主は、慌てて「お茶は後でよい」と大声で言いつけ、「こちらにござります」

すぐに誠拙を奥の部屋に案内した。 

 

さすがに大店の母屋だけに奥が深い。 

長い廊下を何回か折れたところの部屋に、娘が臥せっていた。 

そこには主の内儀が付き添っており、生きた心地もしないような顔色だった。 

娘は年の頃十七、八くらいであろうか。 

一目見て御坊は、『気の毒だが、こりゃもういかん。』と思った。 

豊丸もそう思ったようだ。 

 

誠拙は、「よし、それじゃあ始めるゆえ、しばし外してくれぬか。」といって、

娘の側に座り込んだ。 

主が内儀をせきたてて部屋を出ていくのに続いて、御坊たちも退出しようとし



 

 

たら、誠拙が「おまえたちはよいから、ここにおってくれ。」というので、娘

の足もと近くに座った。 

 

さて、なにが始まる？ 

御坊たちは文字とおり、祈祷に入ると思ったのだが、意外な展開になった。 

 

「のう、娘ご。わしがわかるか？」 

「お坊さま・・・」 

 

かすれるような声で、乾ききった唇から返事が漏れてきた。 

 

「そうじゃそうじゃ。おまえの親爺からな、祈祷をしてくれと頼まれた。」 

 

娘は、ほとんど無表情な、力のない顔つきでただこくりとうなずいてみせた。 

 

「見たところ、おまえはもう駄目じゃ。あきらめよ。しかしな、死ぬ前に一つ

だけ非常に良いことをしたぞ。おまえの親爺がな、わしを鎌倉から引っ張り出

すのに、たいそうな数の米俵と金子を寄越したのだ。あれでどれだけの困って

いる貧乏人や病人が助かるかのう。ありがたいことじゃ、のう。おまえがいた

からこそできたこと。感謝しておる。じゃからな、おまえはもうなにも心配す

るな。思い残すことなく、死ね。良いな。」 

 

御坊と豊丸は、びっくりした。 

これはいったい・・・ 

 

娘の表情はかたまった。 

そしてわずかに浮かび上がってきたのは、憤怒の面持ちだった。 

悲しみでも、嘆きでもない。 

わずかだが、うつろな瞳の中に怒りが垣間見えたように思われた。 

 

「よし、では帰ろう。」 

誠拙はさっさと立ち上がり、部屋を出ていった。 

あわてたのは、御坊と豊丸だ。 

急いで追いかけていくと、もう誠拙は店の土間に降り立っていた。 

主が飛び出してきた。 

 

「あの、誠拙さま、・・・ご祈祷は・・・」 

 

誠拙は草鞋
わ ら じ

を履きながら主のほうも見ずにいった。 

「ああ、もうありゃ駄目だ。祈祷など無駄じゃ。ただこう言いおいた。おまえ

の親爺が大枚の米と銭を寺に送ってくれたんで、たくさんの人が助かる、おま

えは死ぬ前に一度、とんでもなく良いことをしたのだ、だから思い残すことな

く死ねとな。」 

 



 

 

主は一瞬、目が点になった。口ごもって言葉にならない。 

内儀はもう板の間に膝を折って、泣きはじめてしまった。 

ようやく主は、どもりながら、「いんちきだ。金を返せ！」 

 

誠拙は振り返りざま、吐き捨てるように言った。 

「もらったものは返せぬわ。さればこれにて。」 

誠拙はさっさと暑い日だまりの中に出ていってしまった。 

御坊たちも、面倒に巻き込まれるのはまっぴらとばかりに、逃げるようにして

大店を飛び出した。 

 

東海道をどんどん歩いていく誠拙の後ろ姿に、主が表にまで飛び出してきてお

めき叫んでいた。 

「この、人でなし！ いんちき坊主！ 死んでしまえ！」 

 

誠拙は振り返りもせず、その罵声を聞きながら、「いかんなあ、人に死ねなど

と言っては。あの親爺、バチが当たるぞ。」 

 

まったく自分のことは棚に上げて、いけしゃあしゃあと言ってのける誠拙には

いつものことながら意表を突かれる思いだ。 

品川宿まで来たところで、誠拙が通りに面した茶屋の縁台に寄ろうと言い出し

た。 

まんじゅうでも食わんか、と言うのだ。 

 

「誠拙さま、あれでようござりましたのか？」 

「あん？ 甲州屋の娘か？」 

「ええ。」 

「いいさ。あれ以外に何ができた。おまえの出る幕は無かったのう。わざわざ

呼び出して済まなんだが。ここはわしがおごってやるでな。」 

「いやまあ、それはかまいませんが、あの娘ごですよ。」 

「御坊、見てわかったろう。ありゃ駄目だ。」 

「たしかに、もういくばくもないとは思いましたがね。」 

「だろ？ 祈祷など無意味じゃ。良いか、よう覚えておけ。人はなにかといえ

ば、験
げん

力とか法力とかいう。坊主はやたらと段取りだあ、行法の次第だあと細

かいことに気を使いすぎる。どうでも良いとはいわぬが、それはただの形じゃ。」 

「はあ。」 

「たとえてみればだ、鉄砲がある。法具がどうとか、祈祷の種類や順番がどう

とか、護摩焚きの作法がどうとか、・・・わしに言わせれば、うるさいの一言

よ。そりゃみな、ただの鉄砲の話ではないか。しかし、敵を倒すのはなんじゃ？ 

鉄砲か？」 

「銃弾
た ま

にござる。」 

「そうよ。銃弾よ。飛んでいくのは銃弾だ。鉄砲が大事なんじゃない。」 

 

誠拙は我が意を得たりとばかりに、両手をパンと鳴らした。 

 



 

 

「では、あの娘ごの銃弾とはなんぞ？」 

 

御坊は、ふと考えてあの娘の顔や瞳に浮かんだ、一瞬の憤怒の表情を思い出し

た。 

「気力・・・でござるか？」 

「いかにも！ さすが御坊じゃな。だてに千年も生きておらぬな。ははは。」 

「まだ九百年にもなりません。」 

「いいんだって、細かいことは。・・・でな、あの娘、たいそう怒っておった

ろ。最後の頼みはあの本人の気力よ。それしかない。それを引き出すには、あ

あ言うしかあるまいよ。ちがうか？」 

 

御坊は、また誠拙に教えられたと痛感した。 

 

「なにがほんとうなのか、なにが真実なのかは誰にもわからん。わからんこと

は、わからんでもいいのではないか。・・・が、はっきりしていることはたっ

た一つ。必死の思い、それだけよ。祈祷の段取りだの、法具だのというのは、

『おさまりをよくする』だけのこと。座禅だってそうじゃ。座らなきゃいかん

というものではない。立っていようが、歩いていようが、どうでもよいのだ。

座るのはただ『おさまりがよい』からという、それだけのことよ。」 

「こたびの誠拙さまの、銃弾とは・・・」 

「菩提
ぼ だ い

心
しん

。・・・救いたい、その一念だけじゃ。そこで突いてでたのが、・・・ 

」 

「死ね、という一言。」 

 

御坊は、目から鱗だった。 

「参りました！」 

 

誠拙は、豪快に笑っていた。 

「気持ちいいな、いくつになっても、人に偉そうに物を言うのは。ははは！」 

 

豊丸は、ぽかんと口を開けていた。そして乱暴にまんじゅうにかぶりつき、茶

で飲み下す誠拙を前に、まるで怪物でも観るような顔で唖然としていた。 

 

その後明らかになったことは、数日で娘は奇蹟的な回復をし、なんと一月もし

ないで全快したという。 

誠拙の放った「死ね」の一言が、娘の怒りに火をつけたのか、『なにを、この

糞坊主』と思ったか、それで彼女の六十兆個もの全細胞を活性化させて、自浄

治癒力を一気に高めたのか、それは誰にもわからない。 

ただ、誠拙のこの『死の説法』は、たちどころに江戸中の評判となり、誠拙の

名を知らぬものが無いほどになったのは事実である。 

 

・・・ 

 

夏も盛りだ。 



 

 

暑さも次第に遠のくだろうが、それにしても暑い。 

うだるような暑さの中、御坊と豊丸ははだけた浴衣でひっくり返っていた。 

まだ午過ぎだ。一番暑くなる時間帯。 

茣蓙を近くの目黒川まで持っていってじゃぶじゃぶ水に浸け、それを持ち帰っ

ては、その上に二人で転がった。 

下からややひんやりする。 

それでも豊丸が『暑い、暑い』と言いながら、御坊に体をぴったり寄せてくる

ので往生した。 

 

「おめえ、暑いって自分で言ってるじゃねえか。」 

「暑いよ・・・でも、あんたから離れたくない・・・こうしてぴたっと。・・・」 

「頼むよ、もうちょっとそっちに行ってくれえ。」 

「いやだ。」 

 

そこへ、寿屋の番頭が二階へ上がってきた。 

「御坊さん、例の甲州屋の長男坊がいらっしゃいましたよ。」 

豊丸が片方の乳をさらけ出していても、もうなんとも思わなくなっているらし

い。 

「あん？ なんでまた。おれは用がないぞ。」 

「知りませんよ。あちらさんはご用がおありなんじゃないですか。」 

 

豊丸は、「なんだい、これからいいところと思ったに。とんだ邪魔が入ったね

え、おまえさん。」 

「いや、おれは別に・・・」 

そう言って、そそくさと起きようとすると、豊丸が思い切り御坊の股ぐらを握

り潰したので、御坊はあられもない悲鳴を上げた。 

 

・・・ 

 

甲州屋の御曹司というのは、清一郎といって、あの娘の兄だ。 

二十歳にまだ及ばない、十八九といったところだろう。 

真面目そうだが、一面いなせな感じはいかにも大店の御曹司らしい。 

それが、思いつめたような顔つきで、番頭に案内されて御坊たちの部屋に上が

ってきた。 

二人は浴衣を身繕いして、清一郎を招じ入れた。 

 

おそらくふだんとは違う精神状態なのだろう。 

清一郎は落ち着きが無かった。 

しかし、なにか心に決めたものがあるようで、その相談にやってきたのだろう

とは推測できそうだ。 

 

その後、妹は誠拙禅師の『死の説法』のおかげで、みるみる元気になってきて

いるという。 

今回、清一郎が寿屋の二人に会いにきたのは、その誠拙禅師の推薦に基づくも



 

 

のだというのだ。 

 

「なにしろ、誠拙さまが祈祷にかけては、御坊さんの右に出るものはいない、

と仰るので。」 

「へえ、清一郎さんは、鎌倉まで禅師を訪れなすったんで？」 

「はい。そうしましたら、誠拙さまが、『そりゃ、御坊が大の特異分野じゃ。』

と仰って。」 

「なんですか、そのわたしの得意分野とは？」 

「愛法です。」 

「愛法？」 

 

言うのは簡単だが、結構危険な線上にある祈祷だ。 

男女の和合を成就させる呪法なのだ。 

実際、頼まれる祈祷というのは半分以上がこの類
たぐい

、言わば男と女の好いた惚

れたという話だ。銭になるのも、この依頼が一番だ。 

危険と紙一重だというのは、生きた魂を相手にしているからにほかならない。 

死人の魂ではないのだ。 

世に生霊ほど厄介で、たちの悪いものもない。 

こじれたときには、解きほぐすのが容易ではないのだ。 

説得が効かないこともあるからだ。 

 

清一郎が事の次第を話しはじめた。 

十六歳の娘との経緯だった。 

 

・・・ 

 

当時の品川は、現在の京浜急行の北品川から、青物横丁にかけての一帯だ。目

黒川をはさんで北品川と南品川に分かれていたが、とくに東海道の宿場として

は、北品川に宿が集中したいへんな賑わいだった。 

それも幕府非公認の花街（岡場所）があったからだ。 

 

吉原が公認の遊郭だったが、なにしろ花代が高い。 

それに比べると庶民が行きやすいのは、やはりあちこちに点在する非公認の岡

場所が手頃だった。 

なにしろ、飲んで食って、一晩女郎と過ごして四百文、現在の価格にして一万

三千円くらい。 

面白いことに、夜の花代より昼間のほうが高かった、六百文（二万円ほど）だ。 

これは非番の武士や町民が昼間押し寄せるため、需給が逼迫したのはなんと昼

間だったためだという。 

 

非公認というのは、正式な遊女がいたわけではないからだ。 

宿は表向き、一般的な旅
はた

籠
ご

だ。 

しかしそこには食事を給仕するという名目で飯盛女がいた。 

これが、夜伽にも応じたのだ。 



 

 

その数、板橋や内藤新宿、あるいは千住などの倍から三倍、と言われる。 

幕府が手入れをすることもたびたびで、無免許のこうした女郎（飯盛女）の一

斉検挙が行われた。 

この後の時代、江戸後半のことだが、一度に千三百人を検挙したということも

ある。 

このうち、相模屋（土蔵相模）は最盛期に五百人の女郎を抱えていたという大

妓楼であった。 

 

こうした女郎たちは地方などからスカウトされてきた者もいたが、多くは身売

りである。 

子供のうちから買われてきて、炊飯や縫い物、掃除など雑用をしながら、将来

女郎になっていくために、現場を見ながら育った。 

十七歳くらいから水揚げ（初めての夜伽）され、たいていは四十歳前後の年配

の店の大得意が初夜の相手になった。 

ふつう年季明けは十年である。 

勤め上げて二十七歳にはお役御免となるわけだが、なにしろ日に当たらず、栄

養も悪い時代、梅毒が蔓延した江戸時代ということもあって、多くは途中で死

に、遺体は無縁仏としてそれ専門の寺に投げ込まれた。 

平均寿命は二十二歳だったと推定されているようだ。 

 

後ろには桜の名所の御殿山、前には潮干狩りなどの行楽で栄えた品川の海浜が

広がる。 

遠浅の干潟でその景観は文字とおり白砂青松。 

品川の人気は尽きなかった。 

土蔵相模の裏手には、もうすぐ近くまで江戸湾が迫っていた。 

 

清一郎は、やはり大店の御曹司たち三人といつも不実な遊びに耽ることが多か

った。 

佃煮屋の新左衛門、船問屋の孫次郎、紺屋の籐兵衛の三人。 

不実な遊びといっても、さすがに賭博には手を染めない。 

もっぱら女の尻を追いかけ回していたのだ。 

 

おおむね十五、六歳いわゆる筆おろしを経験しており、この四人はそのときの

快感が忘れられない同好の士というわけだ。 

それでふだんは親からの充てがい扶持をためては、わざわざ深川から品川にま

でやってきて、女郎買いにいそしんでいた。 

 

四人の遊びは、一種の競争である。 

たとえば、新左衛門が肛交に興味をもったことがある。 

女郎のお福が、『あたしゃ、陰間
か げ ま

じゃありませんよ。』と断った。 

それを仲間に言うと、孫次郎がお福を買いに上がり、お福が観たい観たいと行

っていた歌舞伎につれていくことを条件に、いやいや肛交を果たしたと自慢す

る。 

こんな具合だ。 



 

 

だから、四人が集まると、清一郎が『おれはお峰と相舐
な

めをした』と吹聴すれ

ば、新左衛門が『おれは、二倍の花代を払って縛り上げ、一晩中畜生同然に泣

かしてやった。』となる始末。 

『おれが、おれが』の世界には際限が無い。 

 

まだ女郎を相手にしているうちは、銭で話がつく。 

が、堅気
か た ぎ

の娘となると事情は一変する。 

四人は、それに気づいた時、興奮を抑えることができなくなった。 

 

目黒川をはさんで境橋を渡り、南品川に入ると、百足屋脇本陣などもあり、武

家屋敷も少なくない。 

周囲には寺も多く問屋場もあり、青物横丁で農家で集荷された野菜などが毎日

盛んに取引されていた。 

東海道を挟んですぐ海だが、そこには洲崎と呼ばれる長い砂州が突き出してお

り、その先端には弁天社が祀られていた。 

今年の春のこと、四人が洲崎で潮干狩りをして遊んだとき、弁天社にお詣
まい

りに

きていたごく若い娘に目が釘付けとなった。 

どうやら市場に野菜を買いに来て、そのついでに弁天社に来たようだ。 

小柄で、色白。 

まだ幼い面立ちを残していた、長ずればきっと眉目秀麗になるだろうと容易に

想像された。 

きりっとした目鼻立ちや、物腰は町民然とした風情はあまり感じられなかった。 

 

「ありゃ、まだ蕾
つぼみ

だな。・・・」 

 

新左衛門が呟いた。 

孫次郎が声をかけた。 

 

「お嬢さん、いくつだい？」 

 

娘は顔を赤くしながら、それには答えず足早に立ち去ろうとした。 

四人はしつこくつけまわしていたので、娘はほとんど泣きそうな顔になった。 

不良の男どもに周囲と固められたら大変と、娘は四人が手をだすのを一生懸命

に『ごめんくださいまし。』と、か細い声で振りきり、野菜を抱えたままとう

とう駆け出した。 

ところが、古く荒れた弁天社の石畳の角に草履を引っ掛けて転んでしまったの

だ。 

三人は大笑いして見ていたが、清一郎はとっさに駆け寄り手を貸した。 

散らばった野菜を掻き集めた。 

 

「男が四人もからかっちゃあ、びっくりするよなあ。堪忍しておくれよ。」 

 

娘はますます真っ赤な顔になり、ムキになって野菜を取り戻した。 



 

 

そのときである。 

娘がちらっと清一郎の顔を一瞥
いちべつ

するなり、みるみるうちに顔中に驚きの表情が

広がっていったのだ。 

それは恐怖なのではなく、感動や感激に近いものだ。 

清一郎のほうがこんどはびっくりした。 

しばらく二人は向き合って、互いに見つめ合うという異様な光景になった。 

ほかの三人は、その様子を訝しげに離れたところから見ていた。 

娘は拝むような眼差しでずっと清一郎を見つめていたが、やがて心から嬉しそ

うに、つぶやくように『必ず、・・・また・・・』と言って走り去った。 

 

「なんでえ、ちぇっ、つまらねえ女。」 

「おまえ、あれがいいんじゃないか。」 

「そうだよ。ああいうのを手
て

篭
ご

めにしてえよな。いつも女郎ばかりじゃ、飽き

てくらあ。」 

「手篭めはまずいぜ。」 

「しかし、清一郎にいきなり一目惚れかい？」 

「んなこたあねえだろう。世の中そんなお話のようなことはねえって。」  

「じゃあ、この四人のだれが最初にあの娘を籠絡するか、賭けてみねえか。」 

「あの娘を最初に落としたやつに、花代一晩四百文。どうだ？」 

「乗った。」 

 

結局そういうことになるのが、この四人だった。 

清一郎も、心が逸
はや

るのを抑えられなかった。 

なぜあの娘は、自分の顔を観るなり、にわかに顔が晴れやかになっていたのだ

ろう？ 

藤兵衛が言うように、自分に一目惚れしたのだろうか？ 

いや、そんな表情とは違う。 

もっと別のことだ。 

清一郎は、確信していた。 

 

・・・ 

 

しばらくして、地獄耳の孫次郎があの娘の消息を得た。 

どうやら新側浦に沿った海浜、それも南品川からやや下ったあたりにぽつんと

ある旅籠・丸金
まるかね

で下働きをしているらしい。 

地元の人間ではないという。 

丸金は、北品川に集中していた旅籠と同様、飯盛女を抱えていたが、三人だけ

だ。こじんまりした宿で忠兵衛という目つきの鋭い親爺が家主だった。 

娘の名は、佳代。十六歳だ。 

新左衛門の言った通り、生娘であろう。 

果たして忠兵衛の娘であろうか。 

どうも親子にしては顔が似ないという。 

忠兵衛の女房も見てきたが、それとも似ていない。 



 

 

奉公に来ているのだろう、と四人は話していた。 

 

それからというもの、四人は当時江戸で流行していたプロポーズを試みた。 

歌や手紙を書いて、妓楼の禿
かむろ

に持たせ、佳代に届けたのだ。 

熱烈な、しかし陳腐な恋歌を送りつけたり、恋文を連日届けたり。 

しかし、当然のことながらまったく誰にも返事がくることは無かった。 

そもそも四人のだれがなんという名前かも、佳代には見当もつかないはずなの

だ。 

 

清一郎は思案した。 

きっと、あの洲崎の弁天社が鍵だと。 

必ず佳代はまたあそこへやってくる。 

そこで、数日して同じ頃合いを見計らい、弁天社に行ってみた。 

あの日、佳代が抱えていた野菜の中に『うど』がかなり大量にあった。 

恐らく妓楼で、梅和えや天ぷらにして出しているのだろう。 

青物横丁で訊いてみると、『うど』が入るのは、卯の日と酉の日だという。 

そこで次の卯の日に清一郎は洲崎弁天社へ行ってみた。 

驟雨
しゅうう

に祟られたが、それもほんのわずかで、すぐに雨雲が大きく切れて、眩い

日の光りが地上に降り注ぎ、あらゆるものが生気を取り戻したようだ。 

洲崎の砂州は目黒川が作り出している非常に狭いもので、一キロ近くの長さに

わたっていた。 

 

弁天社の社殿の木組み段に腰をかけてぼんやりしていたが、一刻ほと待っても

現れない。 

『今日は来ないのかな。・・・』 

半ば諦めて洲崎を後にして目黒川まで来たところで目を見張った。 

佳代が巾着だけを手にして、海浜沿いの小径を歩いていくのだ。 

清一郎は駆け出し、追いついてその肩をぽんと叩いた。 

びっくりした佳代は振り返るなり、「やっぱり・・・」と満面の笑顔で答えた。 

 

「え？ わたしが来るって思っていたのかい？」 

「はい。信じていました。」 

 

清一郎の心は踊った。 

すると、佳代は手を合わせて黙って清一郎を拝み始めたのだ。 

清一郎は当惑してしまった。 

まるで佳代は、神仏を拝むように自分に手を合わせているのだ。 

 

「どうしたの？ 困ったな・・・拝まれてしまうと。どう言ったらいいのか。」 

 

佳代は、小さな声で言った。 

「文殊さま・・・」 

 

文殊菩薩のことか？ 



 

 

清一郎はますます困惑した。 

佳代は、清一郎を促しすぐ近くの小さな堂宇
ど う う

に連れて行った。 

屋敷や長屋が混在する合間に、隠れるように小さな堂宇が佇
たたず

んでいた。 

 

「わたし、いつもここにお詣りにきています。今も、来ようとしていたところ

に声を掛けていただいたの・・・」 

「え、洲崎の弁天じゃないのかい？」 

「あそこは、先日ちょっと寄ってみただけです。いつもはここ。文殊菩薩さま

がいらっしゃるので。」 

「文殊は、・・・文殊が佳代さんには大事な仏さまなのかい？」 

「はい。わたしは卯年生まれなので、文殊さまのご加護を頂いていると思っ

て。・・・」 

 

なるほど、と清一郎は納得した。 

佳代と二人で、堂宇の狭い縁側に腰掛けひとしきり話をした。 

佳代の身の上が次第にわかってきた。 

 

・・・ 

 

佳代は、美濃の下級武士の長女だった。 

しかし、三十年前、祖父の時代に郡上一揆で美濃八幡藩が改易、取り潰しとな

った。祖父は一族を連れて流浪した末に、駿府は三島に落ち着いた。 

といっても、一族はばらばらになり、父親の宍戸右近は浪人。 

妻と、佳代、そして弟二人の四人だけとなり、その日の食い扶持にも事欠くあ

りさまに成り果てた。 

 

とくに右近は労咳
ろうがい

（結核）肺病を患い、一年に渡って床に伏せており、薬代も

無く切羽詰まった。 

妻の内職ではとうてい賄えない。 

以前右近の家に奉公していた下人の忠兵衛は、宍戸家から暇を申し渡された後、

品川で非公認の妓楼を起こし、こじんまりとしたものではあったが、なんとか

生業
なりわい

を得ていた。 

元の主家の様子を心配した忠兵衛が、昨年三島を尋ねてみたところ、宍戸家の

惨状に愕然としたが、どうにもならない。 

 

すると右近から、『娘の佳代を買ってくれないか』と申し出を受けた。 

とんでもないと断ったが、是非にもと言うことで、とうとう引き受けた。 

農村から少女を買う場合、この当時三両から五両。ざっと三十万円から五十万

円であろうか。 

下級武士の場合は、十八両。百八十万円である。 

 

忠兵衛は、流行りの妓楼とはいえ、羽振りが良いわけではない。規模が小さす

ぎるのだ。けっこう無理をしたことになる。 



 

 

だから糞尿を屋敷から買い取って、卸しに売る商売と兼業をしていたくらいだ。 

農家の肥料用である。意外にこれが銭になる。 

忠兵衛は、けっして佳代に無体
む た い

なことをしないと約束して、佳代を買い取った。 

それが今年始めのことだという。 

以来、丸金旅籠に居候をして女郎たちの下働きをしているという。 

 

「わたしも、お新造として見習いをはじめます。今は六月。八月にはわたしも

十七になりますから、妓楼に上がらねばなりません。」 

 

忠兵衛から、そう申し渡されたそうだ。 

『佳代さん、辛いだろうが一つ辛抱しておくれ。どうしても嫌なお客は、わた

しがお断りするからね。』と言ってくれはしたが。・・・ 

 

「でもわたしは、いや。あのようなことは、わたしにはできません・・・いや

なんです。忠兵衛さんにはとても良くしていただいていますし、甘えているわ

けにはまいりません。。・・・でも丸金に来てすぐ、一人お姉さんが病気で亡く

なりました。まだ二十歳でした。・・・とても死に顔を正視できまんでした。

亡骸は、海蔵寺に投げ込まれました。あの可哀想な死に方は、わたしには耐え

られません。」 

 

佳代は思い出したように涙ぐんだ。 

海蔵寺がほかの投げ込み寺と違ったのは、女郎の遺体だけでなく、もっと南に

ある鈴ケ森刑場での処刑者も含まれていた点だ。 

牢屋での獄死者の遺体も持ち込まれた。 

一説には、江戸時代を通じてその数七万余と言われている。 

 

佳代は、これから自分の地獄が始まるのだと思うと身の毛がよだつ思いがした

という。 

十年の年季が明けるまで、果たして生きていられるものかさえわからない。 

絶望的な思いに胸が塞がる思いの毎日。 

暇があれば、この文殊を本尊としている小さな堂宇に詣でては、救いを求めて

いたのだそうだ。 

 

それが、つい十日ほど前、夢を見たという。 

文殊菩薩が現れたのだと。 

あくまで夢の話だ。 

それは普通の町民の成りで現れたが、自分は文殊菩薩だと名乗ったという。 

そして必ずおまえを救うゆえ、心配するなとしみじみ諭してくれたという。 

しかも文殊菩薩は毎日現れたというではないか。 

それはあの日、洲崎弁天で清一郎に出会ったあの前の晩まで続いていたのだそ

うだ。 

驚くべきことに清一郎がまるで夢に見た文殊菩薩そのものだったのだ。 

あれは夢ではない。・・・ 

 



 

 

「奇蹟って、ほんとうにあるんですね。」 

 

話を聞き、清一郎とて不思議なこともあるものだとは確かに思った。 

そう言われて悪い気こそしなかったが、決して佳代に一目惚れしているわけで

はない。 

不実な遊びに耽る四人のうち、誰が最初に佳代をモノにするかという動機しか

このときはなかったのだ。 

好みの娘ではあったが、やや佳代の話は自分には荷が重いと正直思った。 

ただ、体はもうそんな斟酌などまったく頓着せず、性急に佳代を求めているの

も感じていた。 

 

「清一郎さま。・・・わたしを抱いてください。このまま連れて行ってくださ

いまし・・・わたしを地獄からお救いください・・・」 

 

ほとんど哀願に近い。 

そういって佳代は、清一郎の胸に顔を埋
うず

めた。 

 

・・・ 

 

清一郎は思い切って、近くの金連という出合茶屋に佳代を連れて行き、抱いた。 

佳代にとっては初めての男だったが、清一郎にとっても生娘は初めてだった。 

清一郎は貪るようにその初めての女を抱いた。 

佳代は佳、清一郎と一つになることだけを求め続けた。 

 

黄昏とき、佳代が休みをもらっている卯の日と酉
とり

の日に、またあの堂宇で落ち

合おうといって分かれた。 

佳代の顔には、見るからに幸せが溢れていた。 

何度も振り返っては、清一郎に笑いながら手を振っていった。 

ふと気がつくと、佳代がこの間、一度も清一郎がどういう家の者で、どんな暮

らしをしているのかを、訊いていない。 

もちろん身なりや金払いを見ていれば、それなりに裕福な家なんだろうとは察

しはついたろう。 

それにしても、なにか聞くものだ。それが無かった。 

二刻あまりの時間、佳代がひたすら清一郎にむしゃぶりついていたさまを、清

一郎はつくづく思い出してみる。 

佳代は、自分を文殊菩薩の化身だとほんとうに信じているのではないか。文殊

菩薩に身を捧げる、そういう必死の思いなのであって、自分を好いているのと

はいささか違うのだと、改めて感じたのだ。 

 

・・・ 

 

清一郎は、勝負に勝った。 

三人は、無念そうにそれぞれ四百文を清一郎に渡した。 

しかし、相模屋で金の受け渡しをしたときに、清一郎は自分の中になにか、重



 

 

大な変化が起きている、そう思えた。 

『こんな、銭の問題ではないのだ。』 

清一郎は、にわかに佳代に対する新しい思いが湧き上がり始めているように思

えた。 

三人は、どんな目合
まぐわい

だったかと、根掘り葉掘り聞きたがった。 

あれをやったか、これをしたかとしつこい。 

清一郎はうざくて仕方がなかった。 

適当に答えていたので、三人はすっかり失望してしまったようだ。 

清一郎は、その夜女郎を買わずに深川へ帰った。 

もはや妓楼に興味を失っている自分に気づいていたのだ。 

 

・・・ 

 

卯の日・酉の日以外、二人は頻繁に手紙のやりとりをした。 

佳代は落ちぶれたとはいえ、さすがに武家の出。読み書きは達者なものだった。 

そして酷暑の夏、二人は金連で落ち合い、激しく燃えた。 

いつも佳代はそのたびに燃え尽きてしまいそうな自分に至福の思いだった。 

清一郎は、日を追うごとに佳代にのめり込んでいった。 

 

寝物語に、佳代が言った。 

 

「あの堂宇に、金木犀
きんもくせい

があるの、おわかりになりました？」 

「ああ、あったね。何本も植えられていたじゃないか。」 

「そう。黄色い綺麗な花。・・・三島の大社にも金木犀があります。銀木犀か

しら。花が白いから。お盆が終わって、秋が始まるという頃、とても芳しい香

りが漂ってきます。わたし、あれが大好き。・・・清一郎さまは？」 

「金木犀はたしかに甘くて、とても濃厚な香りがするね。わたしも好きだな。」 

「良かった。・・・でも・・・その頃、わたしは妓楼に上がるんだわ。・・・」 

 

佳代が、しんみりと寂しそうに言った。 

もう清一郎は放ってはおけなかった。 

 

「佳代さん、わたしと一緒になろう。」 

「えっ？」 

 

佳代は信じられないう顔になって、清一郎を見つめた。 

 

「父に説得するよ。佳代さんと所帯を持ちたいって。」 

 

佳代は清一郎にしがみついたままだった。 

肩が震えていた。 

ようやくにして言葉にしたのは、「金木犀が咲く頃には・・・わたしはほんと

うに清一郎さまのものになれるかしら。・・・」という呟きのようなものだっ

た。 



 

 

 

清一郎は、『一緒になろう』などと、どうしてそんなことが口から突いて出た

のか不思議でならなかったが、しかし嘘ではなかった。 

むしろ言い切ったことで、心の中の霧がたちまち晴れていくような思いすらし

た。 

 

・・・ 

 

清一郎の父親は、けんもほろろだった。 

ほとんど相手にしなかったといっていい。 

 

「およしなさい、清一郎。はやまるんじゃありませんよ。やっと妹が全快した

というのに、こんどはおまえが問題を起こすのかい？ 冗談はよしてください

よ。武家の出ということだから、それは構わないが、落ちぶれたおうちだろ？ 

それは甲州屋の後継ぎには釣り合いませんよ。わたしはかねてから大店の娘を

あれこれ物色しているのだから、任せなさい。お佳代さんとかいったね、その

娘。幸いまだ妓楼に上がっていないんだろう？ 遊びならいいが、祝言をあげ

るなんてとんでもない。どうしてもというのなら、お 妾
めかけ

くらいにしておきな

さい。いいね。」 

 

清一郎は、『妾ではない、妻として迎えるのだ』と言って父と言い争いになっ

た。 

母親はおろおろして二人の間に入り、お互い頭を冷やしてまたあらためてお話

しましょう、と一旦は収めた。 

しかし、収まらないのは清一郎だった。 

反対されればされるほど、心は逸るのがこうしたものの常。 

 

次の卯の日。 

清一郎は、親に反対されていることを正直に佳代に話したが、意外にも佳代は

あまりそれに失望の色を見せなかった。 

 

「大丈夫です。わたしは。文殊菩薩さまにお会いできたんですもの。きっとい

いことがあると信じています。」 

 

そう言って清一郎の胸の中に顔をまた埋めるのだった。 

それでも清一郎の胸元には熱い涙がつたっていくのを感じた。 

清一郎は、駆け落ちまで考え始めた。 

 

次の酉の日、なぜか佳代は来なかった。 

待てど暮らせど来ない。 

雨が降り出したので金木犀の木立では雨宿りも頼りない。 

清一郎は丸金に赴いて忠兵衛に尋
たず

ねてみた。 

忠兵衛も、佳代から清一郎の話は聞いていた。 

 



 

 

「清一郎さんと仰いましたな。お佳代さんはね、事情があって一旦三島に返し

ましたよ。一と月ほどしたら戻りましょうが、しかしすぐに水揚げです。あな

たも悪いことは言いませんから、お佳代さんはおあきらめになったほうがよろ

しいと存じますよ。身請けなどお考えにならないように、二百両はいただかな

いといけませんから。そりゃ甲州屋さんなら、それも可能でしょう。しかし、

あなたはまだ若旦那だ。こんなことにうつつを抜かしたていたり、親に大金を

使わせたりするのは、どうかと思いますがねえ。」 

 

吉原なら身請け五百両と言われたが、岡場所あたりではこのていどだ。 

それでも今の値段にしたら二、三千万円はする。 

忠兵衛とて、もともと主家の娘を自分の妓楼の娼妓にしようなど、考えてもい

なかったのだ。 

右近から『頼む』と手をつかれ、やむなく大枚を叩いて引き受け、佳代を買い

上げた手前、慈善事業などはとてもできない。 

しかし清一郎は、忠兵衛の言い分に道理があることなど眼中になかった。 

もとより、駆け落ちするつもりなのだ。 

 

「そうですか。ではまた・・・」 

 

そう言いおいて、雨の中を傘もささず、悄然として立ち去った。 

 

佳代とは連絡も取れない。 

忠兵衛もそこまでは教えてくれなかった。 

清一郎は居ても立ってもいられなくなった。 

そこで誠拙を通じ、御坊を頼ったという次第のようだ。 

神仏を頼る以外にもはやない、という思いつめたようだ。 

 

・・・ 

 

御坊と豊丸は、どうしたものか顔を見合わせた。 

 

「とても、駆け落ちなどおすすめできないわ。」 

 

豊丸は正直なところを伝えた。 

御坊も言った。 

 

「駆け落ちしたところで、あんた、どうやって食っていくつもりだい？」 

「多少蓄えもあります。」 

「いやさ、蓄えはじきに失
の

うなってしまう。その後のことよ。」 

「わたしも呉服問屋の倅ですから、多少のツテはあります。小さくても呉服屋

を構えて、ほそぼそとやっていければ本望です。」 

 

御坊がやるとすれば、愛染明王を祈祷本尊とした愛法だ。 

御坊にとっては数ある愛法のうち、愛染明王法に縁がある。 



 

 

もともと愛染明王という仏の尊格は、唐
から

（中国）にも、天竺（インド）にも存

在しない。 

日本で独自に生まれた尊格だ。 

稲荷の本体・吒枳
だ き に

尼天を明王にまで格上げして祀ったものと言われる。 

吒枳尼天は、しょせん夜叉、魔性である。 

ただこの絶大な呪力というものを活用するのに、夜叉や魔性のままでは役不足

だ。そこで、一気に明王にまで尊格を引き上げたのが、愛染明王だという説が

ある。吒枳尼天の尊格引き上げは呪法では顕著なものだ。だから吒枳尼天には

辰狐王菩薩という異名すらある。 

辰は北斗七星の意味だ。稲荷にしろ、吒枳尼天にしろ、北斗七星の化身だとい

う言われがある。 

それほど現世欲を成就するため、吒枳尼天の呪力というものにすがった人々の

切羽詰まった思いというものがこうしたことによく現れているだろう。 

 

愛染明王は一面六臂だが、六本の腕にはそれぞれ弓矢などをもっている。 

ただ一本の腕だけは空手
くうしゅ

で、なにも持っていない。 

愛染明王法では、その空手に「あまつい」があると観想して祈祷をするのだ。 

人の命の根源だ。 

吒枳尼天＝愛染明王という呪法上の公式がこうして成り立っている。 

 

御坊は、考えた末、意外にあっさりと、「わかりもうした。やりましょう。お

代は、うまく事が運んだら、そのあかつきに頂くということでよろしい。」 

「ほんとうですか。」 

「銭が要りましょう？ 駆け落ちは勧めないが、お二人がうまく添い遂げられ

るように、それだけを目的にそれがし、やってみましょう。」 

 

清一郎は伏して御坊に手を合わせた。 

 

清一郎が帰ってから、豊丸が言った。 

 

「御坊さん、ほんとにやるの？」 

「やらねえよ。」 

「え？」 

「やるかい、そんなこと。おれの仕事は死人
し び と

が相手だ。生者
しょうじゃ

じゃねえ。生き

てるものの命運を 弄
もてあそ

ぶような真似は、おれにゃできん。」 

「じゃあ、なんでやるって言ったのさ。」 

「気休めよ。ああでも言わんと、清一郎とかって若旦那、おさまらないだろ。

嘘も方便だ。」 

「だいじょうぶかなあ。」 

「平気だあ・・」 

 

豊丸は一抹の不安を覚えた。 

 



 

 

あまり豊丸が心配するのを見て、御坊も引っかかりを覚えた。 

こういうときの豊丸の勘は鋭いのだ。 

ふと真顔になって、言った。 

 

「まてよ、佳代ってその娘は文殊を熱心に信仰していると言ってたな。・・・」 

「うん。清一郎さんを文殊菩薩だと信じているみたいだし。」 

「あれえ・・・ちと嫌な予感がしてきた。」 

「なに？」 

「よく考えてみりゃ、文殊菩薩は愛染明王のその上じゃねえか。」 

「どういうことよ？」 

「昔からの教説本にな、『神道集』というのがある。仏や神とは何なのかを詳

細に解き明かしたものだ。それには、稲荷大明神の本地
ほ ん ち

は大聖
だいしょう

文殊師
もんじゅしり

利菩薩

だとある。垂迹
すいじゃく

は吒枳尼天、等流
と う る

の化身であり、濁
じょく

悪
あく

の教主であるという。」 

 

きょとんとしている豊丸に、御坊は説明した。 

 

「つまりよ、密教では、稲荷の本体とされる吒枳尼天を格上げして祀ったのが、

愛染明王法だ。一方、神道集では、稲荷の本地は文殊菩薩だという。その化身

が吒枳尼天だという。どっちも同じことを言っている。下から観るか、上から

観るかの違いだ。合わせてみれば一本の線が浮かんでくる。上から、稲荷大明

神-文殊菩薩-愛染明王-吒枳尼天。・・・みんな、名前は違うし、尊格も違うが、

実は同じものだと、そうじゃねえか。」 

「ほんとだ。」 

 

佳代は、知らず知らずのうちに、強烈な愛法を行
ぎょう

じていたのと同じだ、と御

坊は言う。 

誠拙が先日言ったように、法具も、経典の種類や段取りも、しょせんは手続き

上の話。要は必死の一念。それがすべてだと。 

たまたま佳代は、何の知識も無いのに、気がつけば完璧なまでに愛法をずっと

行じ続けているのと同じだというのだ。 

 

「文殊菩薩って、学問を司っているんじゃないの？」 

「智慧だ。学問とは違う。後世みんな誤解して学問の仏だと勘違いしただけの

ことよ。」 

「智慧？」 

「そう、智慧。密教で智慧とは、宇宙、天体、人間のこの世界すべての運行を

解き明かした奥義のことだ。文殊だけがそれを知っている。・・・だから、昔、

平安の頃には呪術といえば、もっぱら文殊菩薩を用いた。釈迦の取り巻きのう

ち、唯一実在の人間であったと確認されている仏だ。それが文殊菩薩。・・・

人が文殊に託したものとは、学問や知識などといううすっぺらいものじゃあね

え。もっと凄まじい運命を支配しようという情念の塊よ。」 

 

ややあって御坊が呟いた。 



 

 

 

「こりゃ、佳代って娘は、自分でも気がつかねえうちに、とんでもない呪力を

発揮しているかもしれんな。生まれ年の守護仏が文殊だという、ただそれだけ

のきっかけだったかもしれんが。夢にまで見、そして瓜二つの清一郎が現れ

た・・・」 

「清一郎さんを引き寄せる験力？」 

「そう。清一郎はぐいぐい引っ張られているのかもしれん。一念というのは、

恐ろしいものよな。地獄から逃れたいという一心が、そうした験力を生んだの

か。・・・」 

 

・・・ 

 

八月になった。 

ただ七月にお盆が過ぎてから、気持ち空気が乾いてきて凌ぎやすくはなった。

そろそろ、秋の風が人を寂しくさせるようになる。 

まだ夏の残りががここかしこに残っている時分だ。 

 

御坊たちが、そろそろ行脚にでも出かけるかという話をしていたところに、清

一郎が飛び込んできた。 

血相を変えている。 

 

話は意外な展開を見せていた。 

清一郎の悪友たちとは、佳代と付き合いはじめてからめっきり会うこともなく

なっていた。 

しかし、佳代が三島に戻っている間、清一郎は自身でも愛法の数々を試したと

いう。 

素人の生兵法だ。 

御坊に愛染明王法を依頼したのでは物足らず、自身でもしなくてはいられなか

ったようだ。 

千手千眼合薬経法、歓喜母法、馬頭観音敬愛法、求馬古秘密印法、鬼子母神敬

愛法・・・手当たり次第に古書経典を手に入れ、見よう見まねで佳代との恋の

成就を行じたという。 

その話に御坊も眉をしかめた。 

 

そんな折、悪友三人とたまたま会う機会があった。 

なにやら三人、にやけている。 

なにかを清一郎に言いたそうだったが、なかなか言い出せないでいるような、

そんな様子だ。 

不愉快なので、問い詰めたところ、なんと佳代と寝たという。 

清一郎は頭が真っ白になった。 

どういうことだとさらにせっつくと、三人は堰を切ったように話しだした。 

 

七日ほど前、三人はそれぞれ佳代から文を送られたという。 

お新造（まだ正式な娼妓ではなく、見習い段階の娼妓）として、丸金の妓楼に



 

 

上がったというのだ。 

遊びにきてくれという内容だった。 

そこで三人は順番を決めて、連日次々に丸金に上がり、佳代を抱いたというの

だ。 

つい昨夜は、孫次郎に二度目の順番が回ってきて、さんざん好きなように弄ん

でやったという。 

 

「女郎になったからとはいえ、目合
まぐわい

の思い切りの良さったらなかったわ。ひい

ひい泣かしてやった。いや、気持ちよくてひいひい泣いてただけじゃねえ。何

度も平手打ちをするたびに、もっともっとなんて言いやがってさ。いや、まい

ったね。おれもさ、こんなことまでしていいのか、と正直おっかなくなったく

らいだ。ふつうの女郎でもここまではやらねえだろうってことまで、なんでも

いいなりだったぜ。」 

 

清一郎は血の気が失せ、立っているのもやっとだった。 

三人は、もとより清一郎が佳代とこっそり付き合っているなどと知らない。 

むしろ、例の『誰が最初に佳代をかどわかすことができるか。』の一件以来、

清一郎は妓楼にも上がらなくなったので、てっきり佳代ともそれっきりで、と

っくに捨てたと思いこんでいたらしい。 

 

清一郎には衝撃だった。 

佳代が品川に帰ってきているにもかかわらず、自分には一切連絡もない。 

それどころかさっさと娼妓となり、あろうことか悪友三人を呼び出しては客に

とっていたのだ。 

 

清一郎は、制御が効かないくらい激高していた。 

取り敢えず、御坊にこの事実を知らせ、その足で丸金に踏み込もうと思うと、

そう言った。 

 

「ちょっと待ちな、清一郎さん。こりゃあぶねえよ。」 

「なにが危ないんですか。わたしは、佳代さんの本心を知りたい！」 

「本心などはっきりしている。あんたを文殊だと信じ切ってる。そしてあんた

と一体になることしか頭にねえ。」 

「なら、どうして。どうして、こんなことに。わたしは、行きます。はっきり

話をつけてきます！」 

 

そう言うと、部屋から飛び出そうとして立ち上がった。 

御坊は、「待てと言ってるじゃねえか！」と一喝すると、思い切りぶん殴った。 

もんどり打ってひっくり返った清一郎は、我に返った。 

清一郎は泣いていた。 

 

「あんまりだよ、佳代さん。どうしてこんな目にわたしを合わせるんだ。・・・」 

 

豊丸は、水手ぬぐいを持ってきて、みるみる腫れ上がっていく清一郎の顔に押



 

 

し当て、抱き起こした。 

 

「清一郎さん。悪いこたあ言わねえ。絶対に丸金に近寄るな。いいな。命取り

になるかもしれんぞ。」 

「佳代さんがわたしを殺すとでも言うんですか？」 

「そんなつもりは彼女にはなかろうよ。ただ本人そう思わなくても、あんたを

引っ張ろうとしているかもしれん。」 

「御坊さんの言ってる意味がわかりません。」 

 

ややあって、御坊は本音を言った。 

「佳代さんはな・・・軽々には言えんが、もしかすると、もう死んでるかもし

れんてことよ。」 

「？」 

「でなければ話の辻褄が合わねえ。いいか、おれの言うことをよく聞け。とに

かく、深川に帰れ。そして、おれがいいと言うまで丸金には一歩も近づくな。

いいな。死にたくなければ、そうしろ。後はおれに任せろ。」 

 

清一郎は、『死ぬ』という一言でやや頭が冷えたようだった。 

二人に慰められ、励まされ、必ずこちらか連絡を入れるから、深川でじっとし

ていろと言われた清一郎は、「わかりました。・・・お願いします。必ずご連絡

くださいまし。」と言って、帰っていった。 

 

豊丸が言った。 

「やっぱり、佳代さん、亡くなっているのかね？」 

「そうとしか思えん。」 

「三人の不良を誘っているのは？」 

「なにかがあったんだ。それを確かめにいこう。」 

 

御坊と豊丸は、丸金に出かけた。 

 

・・・ 

 

忠兵衛は、遅い朝餉をとっていた。 

御坊が事情を話すと、『ああ、お佳代さんのことですか・・・』と、ため息ま

じりに言って、二人を奥の勘定部屋に通した。 

ここなら妓楼にいる女郎たちや奉公人たちに聞かれない。 

 

忠兵衛の話も衝撃的だった。 

実は、一と月ほど前の酉の日。 

休みの日に、ずいぶん遅くなって佳代が丸金に帰ってきた。 

昼過ぎから雨が降ってきたので、なかなか帰れず、遅くなったんだろうなくら

いにしか思っていなかったそうだ。 

ところが佳代は、茫然自失という感じでほとんど目はうつろだった。 

いつもなら、清一郎と逢引した後というのは、上機嫌で帰ってくるものだがど



 

 

うも様子が変だ。 

おまけに、衣がひどく乱れており、顔も頬が腫れ上がっている。 

鬢
びん

もかなりほづれて、髷
まげ

自体が崩れてしまっていた。 

忠兵衛は、もしやと思って問いただすと、案の定、男たちに輪姦
ま わ

されたという。 

 

佳代はその日、清一郎からの文で、大崎村の小字
こ あ ざ

・五反田に赴いた。 

落ち合う場所は、文徳寺という廃寺だった。 

そこで待ち受けていたのは、見知らぬ三人の若い不良たちだった。 

佳代は、見たこともない、という。 

騙されたと思ったが、あっという間に三人に身ぐるみを剥がされ、さんざんに

弄ばれた挙げ句、雨の中に放り出されたという。 

丸金に戻ってきたときには、すっかりずぶ濡れで、体も冷え切っていたという。 

 

翌日、佳代は熱を出し寝込んだ。 

忠兵衛は、大事な水揚げが九月には控えているから、気持ちを整理したりする

のに一度実家へ帰ってきたらどうだと勧めたところ、佳代は感謝してそうする

ことにした。 

風邪を引いたかも知れないから、治してからでもいいじゃないかと忠兵衛は言

ったのだが、佳代は聞かずに品川を経ったそうだ。 

お盆も近いことだし、きっと宍戸家の両親も本人を久しぶりにみて安堵するだ

ろうと、忠兵衛は仏心で佳代を実家に送り出したそうだ。 

 

ところが、盆が過ぎ、八月になるというのに、一向に佳代が帰ってこない。 

かれこれ一と月にもなるという近頃、気がつくと夜、佳代は二階の自室に帰っ

てきているのに気がついた。 

灯りがついたからだ。 

慌てて行ってみると、すっかり娼妓の居住まいで、衣装も忠兵衛が用意してい

たものをまとっている。 

化粧もしっかり整えていたという。 

 

「忠兵衛さん、わたしは毎晩夜には帰ってきます。朝にはいませんが、気にし

ないでください。ちゃんとお客はとりますゆえ。あとは何も聞かないでくださ

いまし。後生です。・・・」 

 

とうつむいたまま、にこりともせずにそう言ったそうな。 

そうこうしているうちに、いいとこの若旦那風の客がふらりとやってきて、『佳

代さんはいるかい？』と言う。 

二階のどの部屋だと言うと、気前よく前払いしてさっさと上がっていった。 

 

朝、佳代のところに行ってみると、もう佳代はいない。 

客の姿もない。 

しかし、その晩、いつのまにか佳代が部屋に帰っており、すぐにまた別の若い

客が佳代を指名して上がっていく。 



 

 

 

こんなことがもう六日も続いているという。 

 

「今は、まだ昼日中
ひ な か

だから、佳代さんはいえねってことだな。」 

「さようで。ご坊。あたしはなんか、気味が悪いんですがね。」 

「どういうことだい？」 

「もしかして、お佳代さんは、もう亡くなっているんじゃないかと。」 

「たぶんね、忠兵衛さん、それ、当たりだよ。」 

 

忠兵衛はがっくり肩を落とした。 

 

「いや、宍戸の家にお仕えしていた時分、まだお佳代さんが赤ん坊の時分から

あたしはよく知ってます。だからね、幽霊だとしても、ちっとも怖くなんかな

いんですよ。・・・でね、三島でなにかあったのかなと。使いを出したんです、

急ぎでね。折返しすぐに連絡がありましたよ。お佳代さん、熱があるのに無理

して三島へ帰って、・・・もともと右近さまが労咳で臥せっておられたから、

もしかするとお佳代さんも労咳をもらっていたのかもしれません。・・・三島

に帰ってから、二十日も経たないうちに亡くなったそうです。急なことだった

そうで。」 

「そりゃ、忠兵衛さんも、災難だな。大枚はたいてお佳代さんを引き取っただ

けにな。」 

「いや、銭はもういいんです。ただ、あまりに不憫でね。なにもいいことが無

かったじゃないですか。可哀想でね。」 

「文殊さまを信じていたんだ。悔いはないと思うよ。」 

「そうですかねえ。もう死んでしまったんだから、あたしのところで客をとっ

てまでして、銭を残さなくったっていいのに。・・・あの娘は、それだけ律儀

だったんでしょうかねえ。ご坊、良ければお祈りしてやってくださいよ。もう

いいんだよ。うちの店のことなんか気にしないで、往生しておくれ、ってね。

お願いしますよ。」 

 

忠兵衛は目を真っ赤に泣きはらしていた。 

労咳はふつう結構長引く。 

それがわずか二十日で急死するというのは、なんらかの合併症を併発したのだ

ろう。 

確かにもともと労咳病みの父親と暮らしていて、佳代にしろその他の家族にし

ろ、労咳を潜伏させていた可能性はある。 

急死はもしかしたら、今で言う結核性髄膜炎かもしれない。 

 

「そう言えば・・・ご坊が、文殊と申されたから思い出しました。最初の晩、

お佳代さんと話したとき、『わたしは身が穢れた。文殊さまのものなのに、穢

れてしまった』と力なく呟いていましたよ。」 

「結局、五反田でお佳代さんを輪姦した三人ってのは、どこの誰かはまだわか

らないんだね？」 

「ええ、聞いてませんから。ただ、毎晩代わる代わるやってくる、あの三人の



 

 

若旦那衆ではないかとあたしは思うんですがね。」 

「たぶん、そうだろうな。ま、いい。放っておきなさい。」 

「証拠もありませんしね。」 

「いや、証拠とかそういう問題ではなく、早晩その三人にも災厄が降りかかる。

下手するととんでもないのがな。ま、おれは依頼されているわけじゃないから、

関係ないが。」 

 

・・・ 

 

忠兵衛には、佳代の好きなようにさせておけと言い置き、二人はいったん寿屋

に戻ってきた。 

 

「今日これから深川というのも遅いから、明日にでも行こうかね。」 

「そうね。明日、清一郎さんに話すのは、気が重いでしょ。」 

「ああ、気が重い。しかしほかに言いつくろえるようなこともできんしなあ。

いやな仕事だな。ほんとに。」 

 

その夜、二人はなんとも沈痛な思いで床に着いた。 

豊丸は、例によってぴったり体を押しつけ、御坊を抱き枕のようにしていた。 

暑さもぐっと引いたこの頃は、夜の心地よさが格別だったが、どうにも重苦し

い思いだけは吹っ切れなかった。 

目黒川のせせらぎに、秋の虫の声が交じる。 

 

ふと二人は寒気がした。 

 

「開けっ放しはちと寒いかしら・・・」 

 

豊丸がそう言って身を離して上体を起こすと、『あっ』と小さな悲鳴をあげた。 

そして御坊の腕を黙って引いた。 

御坊が身を起こすと、暗がりの部屋の隅に女が座っていた。 

小綺麗な衣の若い娘だ。 

髷
まげ

もきちんと結っていた。 

ただ、うつむいたまま、じっと座っているのだ。 

 

「お佳代さん・・・だね・・・」 

 

幽霊はこくりと頷いた。 

 

「なにか、清一郎さんに申し伝えたいことでもあるのかな？」 

 

しばらく答えなかった。 

 

「よかったら、話してくれまいか？」 

 



 

 

幽霊は、うつむいたまま、小さな声で話し始めた。 

 

「わたしは・・・間違っておりました。文殊さまなどと・・・でも、それは良

い・・・・心配なのは、清一郎さんのこと。」 

「清一郎さんがどうしたっていうんだい？」 

「清一郎さんは、一生懸命にいろんなお祈りをして、わたしと一緒になろうと

しています。・・・それを止めさせていただけませぬか。」 

 

愛法のことだろう。 

まだやっているのに違いない。 

 

「わたしはもはや、清一郎さんとは所帯など持てませぬ。・・・でも、あのま

までは、本当にわたしと一緒になってしまいます。清一郎さんが祈れば祈るほ

ど、必死であればあるほど、どんどん死が近づきます。どうか、もうわたしの

ことは忘れて、後生を精一杯、元気でお暮らしになるよう、お話していただき

ませんか・・・」 

 

御坊は身につまされた。 

「あんた・・・今では、すっかりわかっているんだね。・・・」 

「わたしは、こんなことになってしまったけど、ずっと幸せでした。そうお伝

えください。こちらには決して来ようとしないように、お伝えください。お名

残惜しい・・・でも、そうでなくては。・・・」 

「わかった、よう伝える。明日、深川に行くでな。ちゃんとお佳代さんの気持

ちを伝えておくよ。」 

 

幽霊は、ゆっくりとお辞儀をしてだんだんと薄くなり、暗闇の中に消えててい

った。 

 

・・・ 

 

翌朝、一番に二人は寿屋を出て、深川に向かった。 

ところが、甲州屋には清一郎が帰ってきていない、という。 

そこで二人はとって帰して品川に戻り、丸金に行ってみた。 

忠兵衛によれば、昨晩は佳代は戻ってこなかったという。 

三人の若旦那たちの誰一人としてやってこなかったそうだ。 

御坊はさてはと思い、南品川にまた戻った。 

そこで文殊の 祠
ほこら

を人に聞いて行ってみたところ、奉行所の同心や目明かしが

来ており、ちょっとした人だかりがしていた。 

若い男が金木犀の花の下で息絶えていたという。 

外傷もなく、ずいぶんやせ衰えていたようで、恐らく栄養失調の末の自然死で

あろうと言う話だった。 

すでに遺体は奉行所のほうに運ばれていた。 

 

「遅かったね・・・」 



 

 

「ああ、遅かった。清一郎の生兵法、どうせ効験
こうげん

なんぞありゃしないとたかを

くくっていたおれが甘かったんだ。済まねえことした。・・・」 

 

清一郎の亡骸が横たわっていたという場所の上には、金木犀が一斉に開花し、

濃厚な甘い匂いが当たり一面に染み入っていた。 

それは御坊や豊丸の衣にもまとわりついているようだった。 

 

・・・ 

 

御坊さんは、話し終わると深いため息をついた。 

あまり思い出したくない一件のようだ。 

 

「せっかくお佳代さんが、こっちへ来るなと言いたかったのに。清一郎さんは

一緒になりたいばかりに、呪術をやったのは、やっぱりまずかったんだろう

ね。・・・お佳代さんが生きていれば、呪術がそのまま効いて、もしかしたら

駆け落ちしたり、めでたく祝言を上げることができたかもしれないけど。・・・

でもお佳代さん、もう死んでたから、清一郎さんの思惑と違って、死ぬことで

一緒になるように一生懸命祈っていたってことでしょ。」 

「そういうことだな、・・・あんとき、素人の生兵法だなんて思って、どうせ

なにも効果なんぞありゃしないと甘くみていたおれの失策よな。一念貫くとな

んでも起こりうるってことだ。高い宿題になっちまったよ。」 

「お佳代さん、ほんとうに文殊菩薩だと信じていたんだろうね？」 

「信じていたろう。結核性髄膜炎なら、脳障害を起こす。それで文殊菩薩とい

う幻影を見てしまったのかもしれない。・・・違うとわかったのは、死んでか

らよ。わからんがな。で、おれたちの前に現れて、清一郎にも同じ過ちをさせ

ないでくれと、そう頼もうとしたんだろう。清一郎は、お佳代が当然生きてい

ると信じていたからな。・・・どちらも信じていたものは、間違っていたけれ

ども、それで良かったんじゃないかと、おれは思ったりもするんだよ。なにが

真実かなんてそんなに大事なのかな。なにがあっても真実は知るべきだとは、

おれにはどうも言い切れないんだよ。・・・」 

 

 

聞けば、お佳代さんを手篭めにした三人の若い衆は、ことごとく死んだらしい。 

船問屋の孫次郎はすぐあの後に縊死したそうだ。 

紺屋の藤兵衛は物狂いのようになって、永代橋から身を投げた。 

佃煮屋の新左衛門は閉じこもりの生活になり、やがて餓死した。 

それがお佳代さんの復讐であったかどうかは、わからない。 

そうであってほしくないな、とわたしは祈るだけだ。 

 

天気予報では長雨が明けるのも今週一杯だそうだ。 

開けたら、二人で江ノ島にでも行こうかと御坊さんを誘ってみた。 

そしたら、今日は「彼氏まだできねえのかよ」という皮肉は、一言もなく、「う

ん、いくいく。一緒に行こう」と素直に応じてくれた。 

なにかちょっとうれしかった。・・・ 



 

 

第十七夜 龍の爪 

 

※翻案素材 

『猿の手（ジェイコブス）』 

 

・・・ 

 

 

「運命って、ほんとにあるのかなあ？」 

 

わたしはぼんやりしながら、なんとなくそんな言葉がついてでた。 

 

「あるさ。」 

「じゃあさ、わたしと御坊さんて、また元の豊丸さんとの関係みたいになるの

かな。」 

「どうかなあ・・・違うかもしれん。最近な、違うんじゃないかって気がして

きた。」 

「え、そうなの？」 

 

意外な御坊さんの言葉に驚いて、振り返った。 

 

「うん。・・・あ、・・・」 

 

御坊さんが、わたしの胸をガン見している。 

ふと胸元を見ると、パジャマの上二つのボタンが取れていて、完全に開
はだ

けてし

まっていたのだ。 

 

「いやん。見たなあ。」 

「栞ちゃんのおっぱいのどこに黒子
ほ く ろ

があるかまで知ってんだ。なにをいまさ

ら・・・」 

「だって、わたしは覚えてないもの。」 

「まあ、そりゃそうだ。」 

 

とくに理由はないのだが、魔女の影がだんだん自分の中で濃くなってきている

ような気がするのだ。 

それとともに、だんだん本来の豊丸ではなくなっていきつつあるのではないか

と、意味もなくそんなふうに感じたりする。 

それを言うと、御坊さんががっかりするんじゃないかと思って、なかなか言え

なかったのだ。 

思い切って言ってみると、意外にも御坊さんは、「それが一番自然なんじゃな

いのかなあ・・・」と、寂しそうに言うのだ。 

御坊さんは、それがわかっているのだろうか？ 

 

「じゃあ、御坊さん、豊丸さんをなにがなんでも取り戻そうとは思わないの？」 



 

 

「やっていいことと、悪いことがあるからな。栞ちゃんの中でなにが育ってい

るのか、おれには正直わからん。おれがどうこうすることではないとおもう

よ。・・・陰騭録
いんしつろく

っていう本がある。中国・明朝の時代、万暦帝のころまで生

きていた袁了凡という人が、自分の倅
せがれ

に書き遺した教訓書でね。・・・豊丸に

は話したことがあるが、・・・栞ちゃんは覚えてないわな。」 

 

袁了凡という人物は、もともと運命論者だった。 

禅宗の棲
せい

霞
か

寺で座禅を組んでみた 

三日間続けたところ、そこの雲谷禅師が話しかけてきた。 

なにしろ、素人とは思えないほど見事な座禅だったそうだ。 

そこで雲谷禅師は、座禅の心得がおありなさるかと聞いたのだ。了凡はズブの

素人だった。 

「それにしてはまったく邪念がない。とても素人ではこうはいかぬ」と禅師は

感嘆することしきり。 

 

了凡はふと気がつき、それは恐らく、子供のころ孔という名の老占者に、一生

の吉凶を占ってもらったことがあるからだろうと答えた。 

 

占いによれば、 

『科挙の地方試験では、県の試験は十四位、府の試験は七十二位、道の試験は

九位で合格する。何年には貢士になり、何年には四川省の長官となり、在任二

年半で辞して故郷に帰る。五十三歳のとき、八月十四日丑の刻に一生を終える

はずだ。子供は残念ながら無い』 

ということだった。 

 

そしてこれまで自分の人生は、その通りになってきた。 

どんぴしゃりである。 

だから、もはやなんの妄念も迷いも、自分にはないんだろうと了凡はさらりと

言ってのけた。 

 

それを聞いた禅師は、大笑いして言った。 

「なんと。大変な人物かと思ったが、私の目も節穴だったようだ。つまらぬ人

だな。」 

 

禅師は、そこで了凡に語って聞かせた。 

運命はある、と。 

しかし運命を選択するのは本人の意思なのだと。 

それを「立命」という。 

それが良い方向に変わっていくためには、人知れず陰徳を積めばよいと。 

 

了凡は目が覚めたようになり、人生の見方も変わったようだ。確かに運命はあ

るのかもしれないが、それは一つではなさそうだ。結局、どの運命を選択する

かは本人の意思に委ねられている。 



 

 

そしてその選択によってより良い結果を導くには、徳を積むしかないのだ。 

 

それ以来、占いの結果とは違う人生が運行し始めた。 

そして八十三歳まで生きた。 

そのことを、息子に書き残したのが、先の陰隲録だ。 

 

「へえ。面白いね。・・・御坊さんの怪談には、そういう運命を変えようとし

た話はあるの？」 

「あるよ。それも人の運命を変えちまったのがな。しかも、悪いほうにな。・・・

ありゃあな、文政六年（一八二三年）のことだ。」 

 

・・・ 

 

その頃、御坊と豊丸は、出羽国を行脚していた。 

羽黒山詣での道中、庄内藩の支藩・松山藩を通る。 

ついでに左沢
あてらざわ

に寄った、旧知の修験者・快
かい

道
どう

が出羽三山からちょうど下りて

きたところだったのだ。 

この時節に快道が出羽三山に入ると、以前文をもらった。それでは久しぶりに

会おうかということになり、左沢で落ち合おうと決めていたのだ。 

 

夏の終わりだ。 

それで二人は冬になる前に、品川の寿屋を出て、秋一杯を出羽国で過ごという

ことにした。 

 

快道は出身こそ出羽国だが、長く聖護院
しょうごいん

門跡
もんぜき

で修行をした熟練の山伏だ。 

本山派、つまり天台宗系だ。 

御坊はもともと高野山から始まったこともあって、当山派、真言宗系だが、あ

まりにも長い人生の過程で、およそ主だった宗派の本寺で修行を重ねてきてい

るから、あちこちの宗派に知り合いが多い。 

快道も聖護院門跡で修行したときに、意気投合し、肝胆相照らした仲である。 

 

年の頃は御坊より一回り上、四十半ばだ。 

肩の要らぬ物言いが、お互い心地良かったようだ。 

 

左沢は水運の拠点だ。 

庄内藩は昔から水運が盛んで藩内の産物は最上川を下って日本海側に出、そこ

から京都、九州まで運搬されていた。 

 

このあたりは、青苧
あ お そ

の名産で知られる。 

イラクサ科の多年草で高級織物の糸にする。 

奈良晒
さらし

や小千谷縮
ちぢみ

に使われるなどするが、たとえば武士の袴や富裕層の単衣

に欠かせない。 

 



 

 

二人が向かったのは旅
はたご

籠「かじか」だった。 

仲居に「快道さんはいるかい？」と聞くと、二階の端の部屋だと教えてくれた。 

行ってみると、膳にかぶりついている。 

 

「おう、快道。きたぜ。」 

「あ、御坊。・・・豊丸もな。おまえら、飯食ったんか？」 

「済ませてきた。」 

「そうか・・・」 

 

と言いながら、まったくそんなことを気にしていないような食べっぷりだ。 

 

「いやあ、久しぶりに人間の飯はうまいな。しかも、今日は畳の上、布団に潜

り込んで寝ることができるときたもんだ。」 

「どうせ、おれの払いなんだろ？」 

「決まっているだろう。そういうことを言うのは、野暮ってもんだ。」 

「ちっ。このたかり野郎。」 

 

快道はへっへっへと、これ以上下品な表情はないという位の笑い方をした。 

口の周りには、惣菜の舞茸の溜まり漬がこびりついている。 

もう湯にも入ったのだろう、すっかり浴衣姿になっており、完全にそのへんの

おやじ然という成りだった。 

 

快道はかなりがたいのいい男だ。 

背丈も御坊より首一つ高い。 

二人も、とりあえず湯に入れてもらうことにした。 

長いこと会っていない。 

きっと、面白い話をいろいろしてくれるだろう。 

こういう修験仲間というのは、全国を行脚しているだけに、普通ではなかなか

手に入らないような情報をもたらしてくれることが多い。 

 

二人が風呂から上がると、もう快道は畳の上に転がってすでに寝ていた。 

まだ戌刻である。 

御坊は枕を蹴り飛ばして快道を起こした。 

 

「馬鹿野郎。人に宿代払わせといて、なに先に寝てんだこの偽
にせ

坊主。」 

 

「あ、あ～、・・・そうであった。・・・」 

 

やおら起き上がった快道は眠気覚ましだといって、傍らの酒壺を取り上げてど

ぶろくを煽った。 

 

「そうそう、面白い話があるんだわ。御坊。おまえよ、正林坊
しょうりんぼう

覚えてるか？」 

「正林坊？ 誰だっけ？」 



 

 

「ほれ、後から聖護院に転がりこんできた、元 侍
さむらい

よ。青山なんとか言っとっ

たが、・・・忘れた。正林坊だよ。」 

「あ～、播磨出身の、あの真面目だが、なにやっても出来の悪い？」 

「そうそう、あいつ。」 

「覚えとる。あれでもいっぱし行者を張ってるんだろ。」 

「よくやってたと思うよ。あいつなりにな。ところが、死んだ。」 

「死んだあ？」 

「と、思う。」 

「なんだそりゃ。行方がわからないだけじゃねえのか。」 

「うんにゃ、死んだ。間違いねえ。」 

「だからなぜわかる。」 

「死ぬといって出ていったからよ。」 

「ほう・・・」 

 

意外だった。 

正林坊というのは、彼らよりずっと若い後輩で、よく面倒を見てやった男なの

だ。 

 

「おまえ、知ってたか？ あいつ、百年生きたんだぜ。」 

「嘘つけ。」 

「ほんとだって。・・・まあ、おまえらみたいな化け物からしたら、百年くれ

え子供の遊びくらいでしかないだろうがな。・・・あ、済まん。」 

豊丸が苦笑した。 

 

「でな、百年目。予定のその日に死んだに違いないよ。」 

「いったい、なんの話だ。おまえの言ってることは全然わからん。」 

「おまえら、『龍の爪』って知ってるか？」 

 

初耳だった。 

 

「なにやら、呪物の一種のような感じがするけどな。名前からしたら。」 

「ご明察。呪物よ。しかし、なんの言われのあるものかはわからん。」 

「その龍の爪がどうした。」 

「あいつが持っていたのよ。」 

「へえ。で、それはなにに使うんだ。」 

「なんでも。願い事が三つだけ叶う。」 

「そりゃ便利だな。」 

 

御坊はだんだん馬鹿らしくなってきた。 

さっさとこの男と分かれて、明日にでもすぐに羽黒山に向かおうと思った。 

 

「御坊。おまえなら、なにをお願いするよ。」 

「死なせてくれ。」 

「次は？」 



 

 

「いますぐ、死なせてくれ。」 

「最後は？」 

「苦しまないように死なせてくれ。痛いのは絶対だめだ。」 

「つまんねえやつだなあ。ほんとに。」 

「おまえほどじゃねえ。で、どうしたんだ、その鷹の爪じゃねえ、龍の爪。正

林坊はどうやって手にいれたんだよ。」 

「それがな・・・」 

 

快道が声をひそめて話し始めた。 

 

「あの正林坊な、まだ侍だったころのことだそうだが、あいつの家は、元禄十

四年の赤穂藩断絶で禄を失った。」 

「ずいぶん昔のことじゃねえか。」 

「おお、いまから百二十二年前のことよ。」 

「で？」 

「あいつはまだ赤ん坊の頃だったがな。」 

「うそつけ。俺たちが聖護院門跡でいっしょにいたときは、二十歳そこそこく

らいにしかみえなんだぞ。赤穂藩断絶のときに赤ん坊だったら、百歳前後の年

寄りじゃなきゃ、勘定が合わんだろうが。」 

「だからよ、そこがこの話の要なんだ。まあ、聞きな。でな、正林坊は 

ずっと一族は浪人だったって話だろ？」 

「そんなこと言ってたな。」 

「両親は早々に死んで、一族はばらばらに散っていったんだが、あいつは一人

ツテを頼って美濃国までやってきた。商売に手を出す器量もないと本人よくわ

かっていたんだろうな、寺子屋をいくつも掛け持ちして、なんとか自分一人で

食っていた。そんなときにな、行き倒れの修験者を介抱したのさ。」 

「へえ。そんなことがあったんか。」 

「冬の日だったらしい。大雪の夜だったそうだが、御嶽
おんたけ

から下りてきた行者が

いた。かなりの歳だ。それが長屋の近くの路傍で倒れていたんだと。童
わらべ

たち

がそれをみつけて正林坊に知らせた。まあ、寺子屋でお師匠様だからな、なん

つったって、童たちにとっては一番頼りになる人に思えたんだろうよ。あいつ

はとんだ迷惑だと思ったが、童たちの手前、おれは関係無いとは言えなんだ。」 

「そりゃそうだ。」 

「で、狭いあばら家同然の長屋に運び込んだわけさ。火で暖めてやってな、意

識はあったが、なにしろろくに何も食べていなかったようだ。それで、あいつ

ありあわせの山菜でな、粥をつくってやって、少しずつ食わしてやったそうだ。

その行者、翌日にはなんとか身を起こしたり、話せるようにはなったそうだ。

ところがその行者、介抱してくれて心から感謝するが、しょせん自分は幾ばく

もないと思うので、あんたに一つこれを譲ろうとと言って取り出したのが、そ

れが龍の爪よ。」 

「なんだ、そりゃ。」 

「わからん。おれも見たわけじゃねえ。あいつがそう言っていただけだ。」 

「まじないの道具か。」 

「そうらしい。どういう筋のまじないかもわからん。ただ、その行者によると、



 

 

三つだけ願いが叶うという。良いことであろうと、悪いことであろうとな。」 

「呪いもか？」 

「そうだ。」 

「そんな馬鹿な。」 

「まあ、そうなんだが、そのときはあいつもそう思ったとさ。翌日朝には、そ

の行者は死んでいた。名前すら聞いていなかったから、近くの無縁に葬ったそ

うだ。龍の爪のことはしばらく忘れていたのだが、ひょんなことから思い出し

た。女に惚れたのさ。たまたま夏祭りに来ていた大庄屋のお嬢さまに一目惚れ

してな。あんな女を嫁にできたらなんて幸せだろうか、と思ったそうだ。で、

龍の爪を引っ張り出して、行者に言われた通りにまじなってみた。」 

「すると？」 

「なんと、三日と経たず、そのお嬢がいきなりやってきた。祭りであいつを見

かけたが、それ以来、恋焦がれてもうどうしようもない、自分を嫁にもらって

くれ、と言う。」 

「えええええ？ おれの和合符よりずっと験が出るじゃねえか。」 

「しかもだぜ、そのお嬢、相思相愛の許嫁がいたんだぜ。それを振って、正林

坊のところに駆け込んできたってわけよ。お嬢、親からも反対されるわ、許嫁

からはなじられるは、さんざんな目に遭っても、正林坊のボロ屋からいっかな

動こうとしねえ。で、勘当された。」 

「まあ、仕方ねえわな。惚れたんじゃ。」 

「だからよ、そこなんだよ。惚れてねえのさ。」 

 

豊丸が急に興味津々になってきたらしい。 

「どういうこと？ 惚れてたわけじゃないのに、駆け込んできたの？」 

「そうよ。」 

「どうして分かるの、惚れてなかったって。」 

「まあ、急ぐな。でな。しばらく正林坊は夢のような毎日だったそうだ。あい

つはお嬢に溺れた。贅沢な暮らしに慣れていたはずのお嬢だが、何一つ文句も

言わず、お互い死ぬほど惚れあったそうだ。」 

「ご馳走さまだね。」 

 

豊丸は、思わず吹き出した。 

 

「ところがだ、どういうわけか満月の夜、一晩だけ、お嬢は正気に戻るんだ。

そして、なぜ自分は今ここにいるんだ、あんたは誰だと言い出す始末。正林坊

はあれこれ説明するが、本人はまったく納得しない。お嬢曰く、そもそも自分

はあんたみたいな男に惚れた覚えなどない、好みでもない、あんたはそんなあ

たしを好きなように嬲
なぶ

り者にしたのか、と詰るありさまよ。」 

「つまりなにか、まじないの験が切れたってことか？」 

「たぶんな。それでお嬢は、こんなあばら屋になんぞ、寸刻たりともいられる

ものかと言って、実家に帰っていった。」 

「なんだ、効かないじゃねえか。」 

「ところが、翌朝、帰ってきた。」 

「へっ？」 



 

 

「昨夜、さんざん悪態ついて出ていった同じ女が、まるで何事もなかったかの

ように、入ってくるなり正林坊に飛びついてべたべたよ。」 

「ほおおお。」 

「そしてな、次の満月の夜、また女は正気に戻って飛び出してゆき、翌朝には

けろっとした顔で帰ってくる。この繰り返しだ。」 

 

豊丸が言った。 

「それって、正林坊さんも、けっして幸せを感じなかったろうねえ。」 

「そうなんだ。だんだん不憫に思えてきてな。まじないを解いたんだと。」 

「そしたらどうなったの？」 

「悲劇が訪れたんだな。つまり、また悪態ついて実家に戻ったお嬢は、もう実

家でも気狂い扱いだ。許嫁はとうに愛想をつかして、別の女とねんごろになっ

ていた。祝言をあげる予定まで決まっておった。それを知って、お嬢、首吊っ

て死んじまったよ。」 

「あら、なんてこと・・・」 

「あいつな、まじない解かなかったほうが良かったのかな、とつくづく言って

いた。そもそもまじないに頼ったってこと自体が間違いなんだけどな。御坊、

これがな、あいつが出家しようと思い立った動機よ。」 

「へえ、そうだったんだ。知らなんだわ。」 

 

御坊も感に堪えた様子だ。 

 

「ところが、」 

「まだあるのかい？」 

「そうなんだよ。あいつ、自分は人の倍は修行しないととてもじゃないが、悟

りにまでは辿りつかないと思ったらしい。」 

「倍じゃ効かねえよ。あの根性なしじゃな。」 

「まあ、そう言うな。でな、あいつ龍の爪を持ち出して、願をかけた。」 

「またかい。性懲りもなく。」 

「おお、なんて願を掛けたか。それはな、百年生きさせろ。修行を積ませろと

な。」 

「長きゃいいってもんじゃねえんだ。」 

「もう遅いよ、おめえ。」 

「うむ。で、その後どうなった。」 

「いや、あとはご存知の通り、聖護院門跡に入門してきた。俺たちにさんざん

尻拭いさせて、やっとこさ行者になって出ていった。」 

「あれから、もう十五年にはなる。」 

「そうよ。おれがあいつから龍の爪の話を聞いたのは。聖護院門跡を出たあと

だ。ちょうどおれが伯耆国の大山に山籠
さんろう

しにいったとき、たまたまあいつが下

りるところでな、偶然、炭焼小屋で会
お

うたのよ。そこで聞いた。」 

「へえ。面白い話だが、それで正林坊が死んだってのは？」 

「それがどうもこの出羽国でのことじゃねえかと。」 

「なんで？」 

「修験やってると、意外に知り合いや仲間の消息ってえのが、あちこちから耳



 

 

に入ってくるだろう？」 

「おおそうよな。不思議なくらい入ってくる。」 

「それでな、風のたよりで、昨年出羽三山に入ってからというもの、ぷっつり

消息が途絶えているのさ。だから、おれは今回山籠の後、さんざん嗅ぎ回って

みたんだ。七十里参道も一般の街道もな。まったく出てこない。残っているの

は、古寺
こ で ら

周辺だけだ。」 

「古寺？」 

「支流の月布川沿いに上がっていくとな、七軒、本郷と集落を通って、古寺っ

てところに着く。行者がつかっていた古道でな、道智道っていう行者道もここ

を通ってるから、昔は古寺千軒と言われたくらい栄えたらしい。しかし今じゃ

もうなにも残ってない。聞けば七十年、あるいは百年前にはもう廃墟になって

いたらしいがな。千眼寺南光院というのがあったようだが、これも放棄された

らしい。いまじゃ、ほとんど人も通らぬ。まだ崩れた寺社や宿坊が残っている

という話もあるが、いずれは朽ちて、森に埋もれていくことだろうよ。」 

「おめえ、そこが正林坊が最期を遂げた場所じゃないかと、怪しんでいるの

か？」 

「おお、この出羽三山周辺で消息が途絶えたこと。そして、行者が立ち寄りそ

うな場所といったら、おれが探った限り、残っているのは古寺周辺しかないん

だ。そして、なによりぱったりあいつの話を聞かなくなったのが、昨年だとい

うことよ。」 

「昨年・・・あいつが龍の爪に百年の願を掛けたのはいつだ？」 

「あいつによれば、享保七年。あいつが消息不明となったのは昨年、つまりち

ょうど百年後だ。」 

「・・・」 

 

豊丸が口をはさんだ。 

「ってことは、正林坊さんは、その後もあちこちのお寺でずっと修行を繰り返

していたってこと？」 

「そうらしい。俺達と聖護院門跡で出会う前にも、あちこち出入りしていたら

しい。」 

「ほんとにできの悪いやつだよなあ。聖護院門跡に来るまでに、八十年前後も

修行してきて、あのざまかい。」 

「龍の爪に頼ったりするんだから、お里が知れてるだろうがよ。」 

「まあそうだ。なんかそういうことを聞くと、可哀想な気になってきた。」 

「ほんとな。」 

「で、なんだ。おまえ、これから古寺を探ろうってのか？ もう人も棲んでい

ないんだろ？」 

「おお、そうよ。」 

「この左沢から、どのくらいある？」 

「そうさな、七里、いや八里くらいか。」 

「それも、山だろう？」 

「そう。しかも、もう獣道
けものみち

状態になっているところが多いはずだ。」 

「そりゃ難儀だな。」 

「御坊、行ってくれるか？」 



 

 

「え、おれもか？ 豊丸、どうする？」 

豊丸は、もう乗り気だった。 

「いいよ、あたしは。あんたが行くなら、一緒についてくよ。」 

 

それを聞いて、快道はパンと手を打った。 

「よし、そうと決まったら、明朝、早めに出よう。未明のうちに発たぬと、山

は日暮れが早い。」 

 

三人は、どぶろくを軽く煽って早速寝床に転がり込んだ。 

正直このときは、しょせんなにもわかりゃしないさ、と三人ともタカを括って

いた。 

しかし、行ってみると意外な事実に直面することになる。 

 

・・・ 

 

昨年、百二十歳くらいで死んだ（と、快道は思っている）正林坊は、百年前に

瀕死の行者から『龍の爪』を譲り受け、たまたま一目惚れした庄屋の女を手に

入れたいと試してみた。 

そこで理不尽を感じ、女にかけたまじないを解いた。 

ところがそれによって思わぬ悲劇的な死が女に訪れた。 

正林坊は、そこで出家を決意し、最後のまじないとして、百年の修行の機会を

願った。 

聖護院門跡で快道や御坊たちに出会ったのは、最後の願を掛けてから八十年後。 

聖護院門跡を後にして、諸国を浪々とし、昨年でその百年が経過した。 

彼は、悟りに到達できたのだろうか。 

 

三人は、月布川に沿ってひたすら上流を目指した。 

まずは七軒、柳川の樵
きこり

小屋に一泊。 

翌朝、古寺川に沿って歩いた。 

ちょうど水源の小朝日岳を目指す格好だ。 

秋とはいえ、まだ残暑が残る。 

山に入ると冷気が強くなってくるが、なにしろ登攀途中は汗塗れだ。 

古い桂の木があるとその木陰に入って小休止した。 

足を揉みほぐしながら渓流を眺めていると、日だまりには黄苑
き お ん

がよく目につく。

逆に日陰には、ミヤマリンドウの清々しい青が目に入ってくる。 

あとはただ渓流の音がずっと絶え間なく耳を通り過ぎていくだけだ。 

道はあってなきが如し。 

途中はほとんど獣道と化していた。 

夏の後だからかもしれない。 

ほとんど人が通ることも無くなっていたようだ。 

 

豊丸にはかなりきつそうだ。 

「もう半分はとうに過ぎているから、辛抱な。」 

御坊は珍しく、優しい声をかけた。 



 

 

珍しい。 

憎まれ口ばかり叩く男が。 

豊丸は、返事をするのも難儀らしく、こわばった笑みを浮かべるのがせいぜい

だった。 

快道はといえば、なにかに憑かれたように黙々と金剛杖で草木を払いながら、

先頭切って歩いていく。 

 

申刻にもなろうというころ、不安げに三人は木々の合間から見える空を見上げ

た。 

暗い。 

どうやら雨雲が近づいてきているようだ。 

 

「わかっていたこととは言え、こりゃ急がねばならんな。」 

快道はそう言うと、休む間も惜しむようにまた歩き始めた。 

黄昏どき。 

ようやく古寺が近づく。 

雨が振り始めた。 

はじめ霧雨のようなものだったが、次第に木の葉を打つ音が聞こえはじめた。 

三人は一帯に散在する廃墟のうち、まだかろうじて屋根が残っているところを

探した。 

ほとんど山陰は、闇に近い。 

崩れた基礎や、卒塔婆のようにぼんやりと立ち尽くす朽ちた柱が目につくばか

りだ。 

寺だったのか、宿坊だったのか、なんとも見当もつかない有り様。 

雨宿りできるところはあるのか、正直不安になったところ、豊丸が灯りを見つ

けた。 

「あれ、あんなところに灯りが・・・」 

それは途中遮るように古木がたちはだかるので、見る角度によっては見えない

ような灯りだった。 

戻ってきた二人が見ると、たしかに灯りがなにやら漏れている。 

急に雨足が強くなてきた。 

「急ごう」 

とにかく、人がいることだけは確かだ。 

古道である。 

かつての行者や、出羽三山詣での旅人などほとんどいなくなっているこのご時

世。よもや盗賊のアジトでもなかろう。 

三人は足もとに気をつけながら、灯りを目指した。 

すると、わずかに原形をいくばくかは残している大きな伽藍にたどりついた。 

後ろ半分は屋根が崩壊している。 

なにしろ大木が下から大瓦を突き破っているのだ。 

しかしこちら側.半分、本堂のほとんどと、その続きのいくつかの間取りは十

分雨をしのいでいた。 

 

「こりゃいい。よう残っとったのお。」 



 

 

 

本堂に上がる段はすでに落ちていたので、外縁に手を掛け、よじ登って本堂に

よじ登ってみた。 

すると、なんとそこには二十尺（六メートル）もあろうかという、巨大な不動

明王の太刀姿があった。 

まだ木の感じからして彫ったばかりのようだ。 

本堂の壁はかなりあちこちが崩壊しているため、流れ入ってくる風に大蝋燭の

灯りがゆらめき、荘厳そのものだった。 

その灯りのゆらめきで、不動は刻々と表情を変えた。 

ときにその憤怒は、嘆きとも、哀しみとも見えた。 

 

立ち不動の姿に圧倒されて、すぐその足もとに、老人が一人、炉を組み暖をと

っているのに気づかなかった。 

 

「なんと、これは奇遇。こんなところに客人とはな・・・」 

 

老人が声を掛けてきた。 

それで初めて三人は、その老人に気がついたくらいだった。 

 

「おお、一つ雨宿り願いたいが、よろしいか？」 

「なんの。ここはわしの家でもなんでもない。ゆるりとされたらよろしかろう。」 

 

老人は年の頃、恐らく六十代。 

その割には、凛
りん

とした佇まいと、落ち着いた声だ。 

 

「山の夜は寒かろう。こちらへ。もそっとお寄りなされ。」 

 

三人は笈を下ろし、鹿革で巻いた足駄
あ し だ

を外縁に脱ぎ、老人と一緒に炉を囲んだ。 

本堂はかなり広い。 

あちこちに木彫の道具や、木材が置かれている。 

 

快道が口火を切った。 

「ご老人、まさかここにお住まいか？」 

 

老人は苦笑した。 

「まあ、そうじゃな。まだ一年にもならぬが、そろそろ馴れてきたところでな。

ここで、あれを彫っておった。ちょうど今朝、出来上がったばかりよ。」 

「一刀彫ではありませんよね。」 

御坊が尋ねた。 

「もちろんよ。そんな大木など手に入らぬ。寄せ木じゃ。南大門にある運慶の

金剛力士像には及ばぬが、わしとしては一生に一度、渾身の作じゃ。・・・ど

こから来られた？」 

「左沢から。」 

「そりゃ難儀であったの。昔はずいぶんここも賑わったそうだが、もうすべて



 

 

森に飲み込まれてしもうた。わしの子供の自分には、もう失
の

うなっていたらし

い。そうじゃ・・・腹が減っていよう？ ちょうどな。今日、久しぶりに昼間、

川に降りて山女魚
や ま め

を獲ってきた。大漁よ。塩をまぶして、どうじゃ、焼いてく

わぬか？」 

 

異存のあろうはずもない。 

本堂奥の部屋の一つに煎餅布団やら何やら、日用の物が置かれていた。 

さらにその奥にもう一つ、半ば崩れかけた部屋があり、 竈
かまど

が三つも備え付け

られた土間になっていた。 

恐らく昔は、ここで僧侶たちが炊き出しをしていたのであろう。 

魚籠は三つだったが、どれも一杯山女魚が入っており、数えてみると二十匹以

上はあった。 

四人は手分けして、老人が持ってきた魚
び

籠
く

の中の山女魚
や ま め

を枝で串刺しにした。

塩をまぶし、次から次へと炉に突き立てて炙
あぶ

り始めた。 

たちまちいい匂いが堂内にたちこめた。 

外の雨音はかなり大きくなっており、思った以上の降りになっていた。 

この分では川も増水するであろう。 

すぐには山を降りることもできそうにない。 

いざとなれば、出羽三山に向けて古道を北上しよう、といったような話を三人

でしていた。 

老人は口をはさむこともせず、山女魚を炙りながらじっと聞いていた。 

 

豊丸が老人に聞いてみた。 

「もしかして、お一人でここに一年近くもいらしたのでしょうか？」 

「いや、もう一人おった。女房・・・がな。死にましてな。」 

「それは、申し訳ないこと、お聞きしてしまいました。」 

「いやいや、かまわん。これも、恐らくめぐり合わせなのであろう。わしは、

安慶と申す。ご覧の通り、一介の仏師じゃ。もともと左沢におったが、故あっ

て、ここに逼塞しておる。・・・言うに言われぬ事情があってな。よければ、

これもご縁じゃ。つまらぬ話じゃが、老人の愚痴と思うて聞いてくれまいか？」 

「喜んで伺いますぞ。安慶どの。」 

快道は、答えた。 

むしろ、自分のほうからいろいろ問いただして見たかったくらいだったのだ。 

 

安慶老人の話は、今まで聞いたこともないような内容だった。 

一昨年のことである。 

 

元は尾花沢の出身だそうだ。 

名を甚兵衛という。 

子供のころから彫り物が好きで、百姓が嫌で、半ば家出同然に飛び出し、あち

こちで丁稚をしながら、最終的には左沢にいた仏師・楽慶に弟子入りした。 

まだ、十七の頃だそうな。 

今からもう四十年も前のこと。 



 

 

 

楽慶は、甚兵衛の才能を高く評価し、ゆくゆくは稼業を継がせたいと、そう思

ったそうだ。 

もっとも当時楽慶はまだ二十代だったが、嫁がいなかった。 

甚兵衛とは歳もそう離れていたわけではなく、ほとんど兄弟同然だったといっ

ても過言ではないらしい。 

楽慶本人も仏像の修行に明け暮れていた時分で、嫁などもらう余裕などはなか

ったのだ。 

甚兵衛は師匠の楽慶について、京都仏師の院派、そして慶派と一緒に修行を積

み、二人で郷里に戻って慶派の流れで日本一の仏師になろう、と誓い合ったと

いう。左沢慶派の立ち上げだ。 

運慶、快慶を祖とする、鎌倉風の豪壮な彫りが特徴だ。 

 

左沢では土産物の注文からなんでも引き受けていたが、次第にその腕が買われ、

まともな仏像の注文も、藩内はおろか、藩外からも入ってくるようになった。 

二十年はあっという間に過ぎ、楽慶は知る人ぞ知る著名な仏師になっていた。 

甚兵衛も、それが誇りだった。 

 

その歯車が次第に狂い始めたのは、楽慶がようやく嫁をとり、一人娘が生まれ

てからだった。 

残念なことに楽慶の妻は、産褥で死んだ。 

一人娘のお峰を、楽慶は溺愛した。 

お峰は、幼いころから見目好い娘で、長じては相当の美人になるであろうと思

われた。 

 

その楽慶が、五年ほど前から体調を崩した。 

どうやら労咳らしい。 

この頃には弟子が五人ほどに増えていた。 

楽慶は、万一のときのため、自分が死んだ後、左沢慶派を甚兵衛に継がせよう

と思い立った。 

ところが、十五歳になったお峰は、若い弟子の安二郎に首ったけとなっており、

老境に入り始めていた甚兵衛など、眼中になかった。 

父親から、甚兵衛と夫婦になれと言われ、お峰は激しく動揺した。 

そして、これを拒み続けた。 

屋敷内では、お峰はことさら甚兵衛を避け、偶然会うとさも不快そうに一瞥し

て通り過ぎる有り様だった。 

甚兵衛は、忸怩
じ く じ

たる思いの日々が続いた。 

 

楽慶はお峰と甚兵衛が所帯を持ち、甚兵衛を安慶として家を継がせたいと、再

三お峰を諭したが、お峰は頑として応じなかった。 

楽慶の具合はだんだん悪化の一途を辿っていき、甚兵衛は心配と不安、居心地

の悪さに誰とも口をきかなくなっていったという。 

若い弟子たちからは、陰で笑いものになっていることも知っていたのだ。 

一度お峰から面と向かって言われたことがある。 



 

 

 

「甚兵衛さん、わたしはあなたと夫婦
め お と

になるつもりなど、毛頭ありませんから

ね。なんで父親くらい歳の違う男と、わたしが夫婦に成らねばならぬのか。こ

のこと、よく承知おきくださいよ。」 

 

若い娘のことである。無理はない。 

しかし弟子たちの目の前で言われただけに、甚兵衛は恥ずかしさと、悔しさで

顔が真っ赤になってしまったらしい。 

以来、左沢慶派の家は居心地が悪くなってしまった。 

 

甚兵衛は、楽慶とともに、まさに四十年近くにわたり、二人三脚で左沢慶派を

築き上げてきた自負がある。 

そんな昔話など、お峰や若い弟子たちにはなんの説得力も無かったのだ。 

甚兵衛は、ずっと楽慶とともに暮らしてきた屋敷を出て、かなり遠い三軒長屋

に小さな部屋を借り、そこから屋敷に通う毎日になった。 

 

そんな折り、一昨年の冬、雪深い日にひょっこり一人の若い行者が甚兵衛をた

ずねてきた。 

人々に利益をもたらす霊験あらたかな仏像を彫る人間を探していたという。 

楽慶を知り、尋ねてみた。すると、病床にあって、楽慶は甚兵衛を指名したと

いう。 

甚兵衛は、それを聞いてはらはらと涙を流した。 

師匠はあくまで、自分を頼みとしてくれているのだ。 

その若い行者は、一生に一度、渾身の仏を彫ってはくれまいか、と言った。 

もしやってくれるなら、甚兵衛に譲りたいものがあるとそう言ったそうだ。 

 

快道は我慢できずに甚兵衛に問いただした。 

 

「甚兵衛どの、もしやその若い行者とは、名を正林坊とは言いませんでしたか

な？」 

「おお、よくご存知で。その通りじゃ。正林坊と申してな。ご坊らはお知り合

いだったのか？」 

「さよう。昨年から、ぷっつり消息が途絶えてしもうたので、我ら探している

ところで。」 

 

甚兵衛は、感に堪えたように大きくうなずき、「そうか。そういうことか。・・・

それでは、詳しくお話ししておきましょう。」と言った。 

 

正林坊は、『龍の爪』の話を甚兵衛にしたそうだ。 

三つの願いが叶うと。 

ただし、満月の夜だけ、どういうわけか効験
こうげん

が薄れたり、途切れたりする。 

一晩だけ注意が必要だが、それをしのいでいさえすれば、願
がん

は叶い続けると言

ったそうだ。 



 

 

実際の龍の爪だが、甚兵衛によると初めてみる代物だったと。 

龍など見たこともないが、想像するにいささか小さい気がしたという。 

しかし大鷲の爪にしては、小さすぎると思った。 

百年ほど前に正林坊が経験した、例の不思議ないきさつも詳しく話してくれた

そうだ。 

正林坊は、『今宵が、その百年目です。悟りは叶いませんでした。が、この龍

の爪をお譲りできる方にこうして巡り得た。それだけでも 願
ねがい

が叶ったと思う

べきなのでしょう。あなたなら、きっと衆生をこの現世の苦しみから救う霊験

あらたかな仏を、彫っていただくことができるに違いない。』といって、穏や

かな笑みを浮かべては、満足そうに甚兵衛の手をしっかり握ったそうだ。 

 

翌朝、起きてみると、正林坊は息を引き取っていたという。 

出自も宗派もわからぬ故、仕事でつきあいのある寺に、無縁として葬ったそう

だ。 

龍の爪のことは、正直まともには受け取っていなかった。 

一応、空いていた手頃な桐箱にいれて 、そのまま忘れていたという。 

 

しばらくして、左沢慶派の家では大騒動がおこった。 

病床に臥せっていた楽慶が、娘のお峰と大喧嘩したのだ。 

楽慶はあくまで、甚兵衛を婿に入れ、お峰と祝言を上げるつもりだった。そこ

で、弟子たちに指示してどんどん祝言の日取りなど決めていったのだ。 

お峰は激しく抵抗して、大変な言い争いになったという。 

 

仕事場にいた甚兵衛や安二郎、ほかの弟子たちも、まともに仕事が手につかな

いありさまになった。 

甚兵衛にしてみれば、美しいお峰を好いてはいたが、師匠の愛娘だけに憧れに

近いものだったようだ。とくに嫁取りに執着していたわけではない。 

ただ、慶派の跡を継ぐ自負だけは譲れぬものがあった。 

実際、それに値する技量のものは、ほかの弟子には皆無だったのだ。 

しかし、安二郎は別だった。 

彼はお峰に惚れていたし、なにより慶派の家を継ぐ意欲も見せていた。 

技量では一番弟子の甚兵衛には到底かなわないが、婿に入りさえすれば、甚兵

衛の上に立つことができる。そのくらい上昇志向は強かったとみえる。 

 

そして事件が起こった。 

楽慶が急死したのだ。もう数日で甚兵衛とお峰の祝言という寸前のことだった。 

ちょうど庄内藩では、コレラが入ってきていた。 

文政五年（一八二二年）は、コレラが初めて世界的大流行をしたときだが、日

本にも上陸してきたのはこのときである。 

朝鮮半島、琉球から九州に入ってきたらしいが、西日本中心に広がり、東海道

を東進したものの、このときには江戸には至らなかった。 

ただ、このコレラ（虎狼
こ ろ り

狸）の猛威はたちまち全国に知れ渡り、それまでの赤

痢などと混同され、地方でもちょっとしたパニックが起こったりしたものだ。 

 



 

 

このとき庄内藩でもそうした事例が見られた。 

楽慶の死があまりに突然であったこと、嘔吐や腹痛，下痢、そして呼吸困難を

訴えて悲惨な死に方をしたことなどから、誰言うともなく西日本で猖獗を極め

ている虎狼
こ ろ り

狸ではないか、と噂がたった。 

実際庄内藩は、最上川水運から日本海がを経て、西日本各地と物資の運搬が盛

んであっため、誰も疑わなかったのであろう。 

赤痢とどう違うのかも不分明であったが、三年前にも江戸では赤痢が大流行し

た経緯がある。とにかく伝染するという意識が強く、左沢慶派の家には誰も寄

りつかなくなり、また弟子たちも、安次郎や甚兵衛を除いてみな遁走した。 

 

病が病なだけに、楽慶は葬儀らしい葬儀もなされず、亡骸も土葬ではなくただ

ちに荼毘
だ び

に付された。 

このあまりにも寂しい師匠の最期というものに、甚兵衛は泣き崩れ、お峰の仕

打ちを怨んだ。 

 

甚兵衛はそんな時、ふと正林坊が遺していったあの龍の爪のことを思い出した。 

そして神にもすがるような思いで、願を掛けてみて。 

正林坊によれば、言葉に出して龍の爪に願を掛けるということだった。 

とくに呪文やそのほかの段取りは必要ない。 

即座に効験は顕れるだろうという。 

 

『なにとぞ、お峰をわたしにくださりませ。』 

 

あれほど忌み嫌われ、満座で自分に恥をかかせたあのお峰である。 

儚
はかな

い望みとは思ったが、事態は急転し始めた。 

その夜、三軒長屋にお峰が現れ、いきなり『後生です、抱いてください。わた

しはずっと甚兵衛さんに恋焦がれていました。』と言い放つと、その場で衣を

脱ぎ捨て甚兵衛を求めたのだ。 

 

「しかし、安次郎とあれほど恋仲ではなかったのか？」 

「ああ、いや・・・あんな男のことなど口にしないで。どうかしていたのです。

わたしは穢れてしまっているけど、今はもうあなたに夢中。お願い、抱いて。

お怒りなら、どんな仕打ちでも構わないわ。甚兵衛さんが、満足いくまでいじ

めて・・・」 

 

甚兵衛は、溺れた。 

憧れていた若い娘を、朝まで味わい尽くした。 

 

おさまらないのは安次郎である。 

にわかにお峰が心変わりしてしまったことに、当惑もし、詰
なじ

りもした。 

お峰は安次郎に冷たいこと極まりなく、こうも人間は変われるものか不思議な

くらいだったという。 

執拗に安次郎はお峰につきまとい、挙げ句のはてには甚兵衛がなにか入れ知恵



 

 

したのではないかと疑い、その罵倒の矛先は甚兵衛にも向いた。 

 

「うるさい蝿のようねえ、安次郎は。」 

 

お峰は冷たくそんなことを言うようになった。 

 

「ほかの弟子たちのように、安さんもお 暇
いとま

してくれれば、丸くおさまるんだ

が。」 

そう甚兵衛が言うと、お峰は「おまかせくださりませ。甚兵衛さんに悪いよう

にはいたしませぬ。それより、わたしを可愛がってくださいまし・・・」 

そう言うとお峰は昼となく夜となく甚兵衛に体を預けてくるのだった。 

 

その翌日のこと。 

安次郎が自宅にしていた十軒長屋で一人死んでいるのが発見された。 

状況からして、楽慶を同じだったため、コレラだとされた。 

長屋は封鎖され、また一騒動となった。 

夏場だけに、赤痢なのか、コレラなのか、なんだかわからないうちに、とにか

く流行病だということで処理された。 

 

晴れて甚兵衛とお峰は先伸ばししていた祝言を挙げ、甚兵衛あらため安慶と称

することになった。 

弟子たちは離散し、安次郎も死に、流行病ということで女中や下人も誰もいな

くなった屋敷で、二人は幸せな毎日を送っていた。 

 

ところが、寝物語にお峰が妙なことを言い始めた。 

 

「こんなことなら、ただお父様の言うとおりにしておけばよかったわ。」 

 

安慶には意味がわからなかった。 

楽慶は、嫌がるお峰を自分と夫婦にしようとしたのではないか。 

お峰はあれほど嫌がっていたではないか。 

安慶がそう言うと、こともなげにお峰は「だって、石見
い わ み

銀山
ぎんざん

でお父様を殺して

しまったんですもの。」と言った。 

 

安慶は仰天した。 

顔を見ると、お峰はにこりともせず、真面目な顔をしてさらりと言ってのけて

いるのがわかった。 

 

 

石見銀山とは、ねこいらずとも異名のある殺鼠薬だ。 

主成分は亜ヒ酸。つまり、ヒ素である。 

確かに、その症状はコレラや赤痢に似ている部分もある。 

 

「おまえ・・・」 



 

 

「だって、お父様ったら、無理やりわたしをあなたと夫婦にしようとして、祝

言の日取りまで決めていたじゃありませんか。わたし、あのときはどうかして

たの。ほんとうにいやでいやでどうしようもなくて、切羽詰まってお父様を殺

してしまったのよ。・・・でも、今思い返すと、どうしてあんなに抗ったのか

とても不思議。こんなにあなたのことをいとしいと思っているのに・・・どう

してあんなことを・・・」 

 

安慶はそういうことをまるで他人事のように話すお峰が、心底怖くなってきた。 

もしや、自分の龍の爪のまじないの効験によるものなのか？ 

いや、違う。 

なぜなら、龍の爪に手を出したのは、楽慶が亡くなって、とうとう孤立無縁に

なった当時の甚兵衛こそが切羽詰まったためだった。 

ということは、お峰は正気で父親を殺していた？ 

それほど自分を嫌っていた、ということか？ 

 

安慶は体がこわばるのを感じた。 

そして師匠の楽慶を自分の欲望のために殺したこの若い女房に対して、にわか

に憎悪を覚え始めた。 

 

お峰は続けた。 

「でも、人を殺すのなんて、一人やったら、あとは同じね。」 

「どういうことだ？」 

「だって安次郎も、あなたとの祝言に邪魔になってきたから、石見銀山を使っ

たんだもの。」 

そう言って、お峰はさもおかしそうに笑った。 

 

安慶はぞっとした。 

お峰はまじないによってではなく、正気で父親を殺した。 

安次郎はまじないによって殺した。 

二人の祝言の邪魔だったからだ。 

 

「あの人ったら、わたしがお父様を殺したとき、一緒にその謀をしていたのよ。

それをね、町方にたれこむなどといってわたしを脅したんです。そんなあくど

いことまでして、あなたとの祝言を邪魔しようとしたんですよ。だからわたし

が、天罰を下してあげました。いい気味。」 

 

そう言って、お峰は安慶の胸に抱かれながら、笑いを一生懸命にこらえている

のだった。 

 

それからというもの、安慶はなんという恐ろしい女、そして自分はなんて恐ろ

しいことをさせてしまったのだという慄きに震える毎日を過ごした。 

このままでは済まない。 

自分の一生というものは、楽慶とともに日本一の霊験あらたかな仏像を彫り出

すことだったはずだ。 



 

 

それが、人殺しに関与し、なおかつ自分が誰より大事にし、尊敬をし、恩義を

感じていた師匠までを死に至らしめてしまった。 

自分の存在自体を呪うようになった。 

 

さらに話は異様さを増していく。 

夕方まで、お峰はふだんと変わらず、安慶に始終しなだれかかる痴態を露わに

していたが、夜になるといきなり豹変してしまったのだ。 

真蒼な顔をして、立ちすくみ、わなわなと震えていた。 

 

「どうしたんだ？」 

 

安慶が心配して声を掛けると、振り返ったお峰は鬼の形相をしていた。 

 

「なぜ、わたしは今、あなたと夫婦なの？ ありえない話だわ。・・・お父様

をせっかく殺したのに・・・安次郎を、ああ、わたしは安次郎も殺してしまっ

た。あんなに二人で周到に謀をしたはずなのに、こともあろうにその安次郎を

殺してしまうなんて。・・・」 

 

安慶は、言葉を失くし、ただ呆然とそのお峰が正気を取り戻したのを目の当た

りにするばかりだった。 

お峰の目はすわっていた。 

 

「あんたがいけないんだ。全部あんたのせいだ。冗談じゃない。あんたみたい

な醜い老いぼれの女房なんて、金輪際ごめんだよ。あたしは出ていく。ああ、

逃げてやるさ。二人も殺したんだ。死罪は免れない。しかし、死んでも捕り方

なんぞにつかまるものか。」 

 

そう言い放つと、荷物まとめをものすごい勢いで始めた。 

 

「ちょっと待ちなさい。」 

 

安慶は、お峰の腕をつかんで説得を試みようとした。 

 

「わたしはおまえがしたことを、捕り方になど知らせない。安心しなさい。そ

れより・・・」 

 

と言いかけたところで、お峰は掴まれた腕を振り払い、思い切り安慶の横っ面

をひっぱたいだ。 

 

「汚らわしいんだよ、この糞爺
くそじじい

！」 

 

安慶はかっとなった。お峰に対する憎悪が一気に沸騰点に達し、思い切り殴り

倒した。 

そして、おめきさけぶお峰をさんざんに殴りつけて黙らせ、衣をすべて剥ぎ取



 

 

り、荒縄で身動きできぬように縛り上げた。 

 

「朝まで、そうやっているがいい。」 

 

お峰は血の混じったつばを安慶の顔に吐き飛ばし、悪態を放ち続けた。 

安慶は、かつてお峰が自分に対してした仕打ち、敬愛する師匠にした仕打ちに

対する怨みや憎悪が湧き上がった。 

そして怒りにまかせてさんざんにお峰を打 擲
ちょうちゃく

し、辱めた。 

お峰の号泣と悲鳴は、明け方近くまで続いた。 

 

未明、日頃飲みつけない酒を煽った安慶はいつしか寝入っていた。 

未明、ふとか弱い声で目が醒めた。 

あられもない姿で転がっているお峰が、恨めしそうに安慶に呼びかけていたの

だ。 

 

「あなた、・・・あなた。わたし、どうしてこんなことになっているの？ と

んでもない粗相をしたの？ もしそうなら、ほんとうに堪忍して。許してくだ

さいな。・・・なんでも仰る通りにしますから、後生です。お見捨てにならな

いで・・・」 

 

安慶は慌てて縄をほどき、泣きじゃくりながら安慶の胸にしがみつくお峰をし

っかりと抱きしめた。・・・ 

思えば、昨晩は正林坊が言っていた、満月の夜だった。 

 

以来、安慶は満月の夕方には、お峰を荒縄で縛る習慣がついた。 

そして夜通しさんざんいたぶり、怨みを晴らした。 

明け方になるとお峰を愛した。 

その繰り返しの日々が続いた。 

 

だんだん安慶は自分の中の価値観が音をたてて崩れ始めているのを感じだ。 

いったい、自分はなにをしているのだ。 

人の運命に、とんでもない手を加えた結果、だれも心から幸せな生活を送れな

くなってしまったではないか。 

師匠の楽慶が死んだのは、たしかにお峰自身の犯行だが、それとて自分さえ

早々に身を引き、左沢慶派には暇乞いをしてしまえば、それで済んだことでは

ないか。 

なにからなにまで、自分が周囲を地獄に引きずり込んだ張本人ではないか、そ

う思うようになった。 

 

安慶は決心した。 

左沢を捨てよう。 

そして、誰の目も届かないところ、そうだ古寺あたりの廃墟に庵を設け、そこ

で一世一代の仏を彫ろう。 

だれもなしえなかったような、霊験あらたかな不動明王を彫り、衆生の苦しみ



 

 

を和らげよう。 

そう思い立った。 

そのためにあの龍の爪をつかおう。 

不動明王に命を吹き込むのだ。 

自分の一生で、最後にできることはそれしかない。 

 

安慶はお峰と二人で何度も古寺と左沢を往復しては、物を運んだ。 

そして唯一まだ原形の半分はとどめていたこの本堂伽藍に落ち着き、精魂こめ

て不動明王を掘り出した。 

 

お峰との山奥での不自由な暮らしも、まじないが効いているうちは、むしろ幸

せの極みだった。 

お峰はなんの不平不満も言わず、心から安慶の偉業を待ち望んでは甲斐甲斐し

く尽くした。 

そして、満月の一晩だけは、女の悲鳴と罵倒、男の呪いの言葉が響き渡った。 

 

もうあと数日で、不動明王が完成するというとき、安慶はお峰を自由にしてや

るときだと思った。 

まじないを解こうと決心したのだ。 

満月ではなかった。 

しかし、自らの手でお峰を正気に戻し、向き合いたかったのである。 

 

その夜、二人で茶を飲みながら、これまでの一年近くの越し方を振り返り、し

ばし談笑をしていた。 

お峰は美しかった。 

心から自分を慕っていてくれているということに、望外の悦びを噛みしめなが

らも、『これはまじない。幻にすぎぬのだ。』・・・そう思い切り、おもむろに

龍の爪を取り出した。 

 

「あら、なんですの、それ？」 

「これか、・・・これはわしに分不相応な悦びと、それに相応な苦しみの、両

方を与えたまじないものだ。」 

「まじないもの？」 

「うむ。今から、おまえを正気に戻す。わしは覚悟ができておる。まず、なに

が起きても良いように、先にまじなうことがある。」 

 

安慶は龍の爪を押しいただき、願を掛けた。 

 

「お不動さま。なにとぞ、この悪しき世を、お救いくだされ。世直しに一役買

ってくださりませ。わたしをこの地獄からお救いくださりませ。」 

 

表現はいくつもあったが、龍の爪に託したことはただ一つ。 

不動に命を与えよ、それだけだった。 

 



 

 

何も起きなかった。 

お峰は不思議そうに、茶を飲みながらそれを見ていた。 

 

「なにも・・・起きぬな。・・・それもそうじゃな。開眼供養もまだしておら

ぬ。・・・きっと誰ぞこれを見い出せば、してくれるであろう。」 

「だって、あなた。霊験あらたかな仏さまを彫り出しになったのでしょう。目

に見える霊験などなくってよ。見えなくても、きっとお力が及んでいることで

ございましょうに。」 

「それもそうじゃな。」 

 

安慶は苦笑いした。 

 

「おまえの言うとおりだ。・・・さて、それではこの龍の爪、最後のまじない

じゃ。おまえのまじないを解く。」 

「え、わたしの？ いやだわ、なにをおまじないしたのかしら？」 

 

安慶は心の中で呟いた。 

 

『お峰のまじないを解いてくだされ。自由にしてやってくだされ。』 

 

蝋燭の灯火がかすかに揺れて、堂内がまるで揺れているように感じた。 

ふとお峰の顔を見ると、表情はにわかにこわばっていた。 

腹の底から絞り出すような、恐ろしいほど冷たい声だった。 

 

「あんたは、いったいあたしに何をしたの？」 

 

お峰はまばたきもせず、目の前の囲炉裏をじっと見つめていた。 

 

「済まぬ。お峰。わしはおまえが欲しいばかりに、まじないをつこうた。それ

が大きな間違いだとつくづく後悔しておる。しかし、わしがおまえを愛しいと

思っている気持ちは、昔からなにも変わっておらぬ。お願いじゃ。ことここに

至っては、二人で世を逃れ、慎ましく生涯を全うしてはくれぬか。この通りじ

ゃ。」 

 

お峰は肩が少し震えていた。 

笑っているのだ。 

 

「なにを血迷うたかこの糞爺。よくも、さんざんあたしを慰み者にしてくれた

な。父を殺させたのも、そのまじないか？」 

「ちがう。あれは、おまえが自分自身で決めたこと。わしがまじないを使う前

のことだ。」 

「嘘をつけ。」 

「ほんとうだ。まじないをかけた後におまえがしたことは、安次郎を殺したこ

とだけだ。」 



 

 

「安次郎を？・・・あたしはいったいこれまでなにをしてきたのか。 ・・・・

ようさんざん、あたしの一生を弄んでくれたものよ。・・・死んでも赦さぬ。

おまえを永遠に呪ってくれる。・・・」 

 

お峰は傍らにあった裁縫箱から、糸切り挟
はさ

みを手にとった。 

安慶は覚悟した。殺されるのも因果応報。もはやこれまで、と思い切った。 

すると、お峰はいきなりその糸切り挟みで自分の喉を突いた。 

鈍い呻き声がしたかと思うと、見にくく歪んだお峰の顔は、ひきつるように目

を見開き、何度も何度も自分の首を突いた。 

しばらくして血が滲み始めたかと思うと、間欠泉のように迸り、白目を剥いた

お峰は床に崩れ落ちた。 

安慶はただ呆然とその結末を見ているしかなかった。 

 

「お峰。・・・酷いことをさせてしもうたの。堪忍じゃ。・・・」 

 

・・・ 

 

ひとしきり安慶の話を聞いていた三人は、途中、なにも言葉を差し挟むことを

しなかった。 

龍の爪のまじないはもちろんだが、人間というものの地獄の一端を見せつけら

れてしまったようだ。 

 

御坊が言った。 

「お峰さんは、・・・亡骸はどうされましたのか？」 

「あれは、この近くに苔むした石地蔵がある。なんの言われのあるものかは知

らぬが、、地蔵のことだ。きっとお峰をお救いくださるじゃろうと思ってな、

そこに埋めた。」 

 

快道が言った。 

「して、それはいつのことでござる？」 

「実は、つい昨夜のこと。」 

 

三人は、うめいた。 

 

「じゃあ、明日にでもお峰さんの供養をしないといけないわね。」 

豊丸が、寂しいそうに言った。 

「そうだな。」 

御坊も、快道もうなずいた。 

 

「そうしてくだされ。てっきりわしを殺すと思うたが、まだわしにはなにかせ

ねばならぬことがあるらしい。たった一日だが、生き延びてしまったようだ。

おそらく、この不動明王のことであろう。」 

 

御坊が言った。 



 

 

「けじめをつけろと言うことなんでしょうな。それがなんだか・・・」 

「開眼供養であろう。」 

「開眼供養？」 

「うむ。わしは龍の爪でこの不動に命を与えよと願を掛けた。じゃから、命は

与えられているのだろうが、仏像として開眼供養をしておらぬ。わしにはでき

ぬ。そこにどういうめぐり合わせか、ご一同が今宵、参られた。これを縁と言

わずして何と言おう。しかも、龍の爪を譲ってくれた正林坊は、ご一堂の知り

合いというではないか。こうなれば、ほかになにを望もう。」 

 

三人もこの不思議な巡り合わせに、抗すべくもなかった。 

 

「わしは罪深い。しかし、不動のこの彫り物にはなにも罪はござらん。できれ

ば、ご一堂、開眼供養をお願いしたい。この通りでござる。」 

 

老人は、両手を床につき、伏して懇請した。 

御坊は答えた。 

「ようわかりました。開眼供養をいたしましょう。」 

 

快道がふと吹き抜けの伽藍の表正面に目をやると、「雨が上がったようだ

な。・・・月明かりが・・・」 

 

安慶は独言のように呟いた。 

「そういえば、今宵は満月であった。・・・」 

 

そのときである。 

物音に四人は振り返った。 

そこに、泥塗れの女が一人立ちすくんでいた。 

 

「お、こんな時分に、こんなところへ・・」 

そう快道が言うと、「お峰・・・」と安慶が漏らした。 

 

三人はぎょっとしてまじまじと女を見た。 

血の気は失せている。 

首から胸元はどす黒い血に汚れていた。 

鉛色の目が、堂内に揺らめく蝋燭の灯りがそれを異様な輝きで反射していた。 

 

固まった三人を前に、御坊が言った。 

「豊丸。予備に持っている加持土砂はあるな？」 

「ええ、あるわよ。」 

「おめえ、お不動さまの前にあれを撒け。その中で、おれはお不動さまの開眼

供養をする。皆の衆、豊丸が撒く加持土砂の円の中に入られよ。・・・快道、

すまんが豊丸を手伝ってやってくれ。そして不動明王の火界呪で結界を張って

くれんか。」 

「心得た。」 



 

 

 

三人はすぐに動いた。 

御坊は結界を待たず、すぐに開眼供養に入った。 

快道と豊丸は、笈から加持土砂の袋を取り出し、御坊を中心に大きく円を描く

ように加持土砂を撒き始めた。 

その間にも女は両手を前に伸ばしながら近づいてくる。 

安慶はただ固まっていた。腰を抜かしてしまったのだ。 

女の手がまさに安慶の頭にかかろうかというとき、それに気づいた快道が咄嗟

に女に体当たりをして突き飛ばした。女はいったんは倒れたが、そのままの姿

勢ですくっと立ち姿に戻り、いきなり両手を快道にむけて力強く押し出した。 

快道は、目に見えぬ力で突き飛ばされ、激しく向かいの大柱に打ち付けられ、

失神した。 

 

「安慶さん、こっちへ来て！」 

 

安慶は我に返って、豊丸の呼ぶ結界円の中に這いつくばりながらやってきた。 

がたがた震えている安慶はそのままに、豊丸は必至で不動明王の火界
か か い

呪
じゅ

を唱え

た。 

 

「のうまく さらば たたぎゃていびゃく さらば ぼっけいびゃく さら

ば たたらた せんだ まかろしゃだ けん ぎゃーき ぎゃーき さらば

びきんなん うんたらた かんまん 

のうまく さらば たたぎゃていびゃく さらば ぼっけいびゃく さらば 

たたらた せんだ まかろしゃだ けん ぎゃーき ぎゃーき さらばびき

んなん うんたらた かんまん 

のうまく さらば たたぎゃていびゃく さらば ぼっけいびゃく さらば 

たたらた せんだ まかろしゃだ けん ぎゃーき ぎゃーき さらばびき

んなん うんたらた かんまん・・・」 

 

一方、御坊は、略式で開経の段取りを済ませ、開眼供養を始めていた。 

重誓偈
じゅうせいげ

だった。 

 

「我建
が ご ん

超世願 必至無上道 

斯
し

願
がん

不満足 誓
せい

不
ふ

成
じょう

正覚
しょうがく

 

・・・ 

 

斯願
し が ん

若剋果
にゃっこっか

 大千応
だいせんのう

感動 

虚空
こ く う

諸天人
てんにん

 当雨
と う う

珍妙
みょう

華
げ

」 

 

続いて仏眼仏母の印明を施した。 

 

「ノウボウ バギャバテイ ウシュニシャ オンロロ ソボロ ジンバラ 



 

 

チシュタ シッダ ロシャニ サラバ アラタ サタニエイ ソワカ・・・」 

 

あとはひたすら、不動明王の慈救咒
じ く し ゅ

を延々と唱え続けた。 

 

「ノウマク サーマンダ バサラダン センダ マカロシャダ ソワタヤ 

ウンタラタ カンマン 

ノウマク サーマンダ バサラダン センダ マカロシャダ ソワタヤ ウ

ンタラタ カンマン 

ノウマク サーマンダ バサラダン センダ マカロシャダ ソワタヤ ウ

ンタラタ カンマン・・・」 

 

死女は囲炉裏のところにやってきたが、安慶が見当たらないので、あたりを睥

睨し、あちこちあらぬほうへ行ったり来たりしだした。 

 

「見えておらんのか・・・」 

 

安慶が呟いた。 

 

「そう。結界を張っているからね。・・・快道さん、早くこっちへ！」 

豊丸が叫んだ。 

快道は、しばらく脳震盪を起こしていたようだが、ようやく気がついたらしい。

頭を押さえながら、女を避けるようにして結界円の中に飛び込んできた。 

そして、豊丸と一緒に、不動明王の火界呪を唱え始めた。 

 

死女はようやく結界円の見えない壁にぶつかったようだ。そこをまるでパント

マイムのようにさわり始め、悔しげに叩いたりおめき叫んだりしている。 

結界円は、直径六メートルほどはあったろうから、四人でも余裕の広さだった。 

 

死女は狂ったように、乾いた喉をからして罵詈雑言を投げかけていた。 

そのときである。 

御坊がぴたりと真言を止めた。 

それに気づいた快道と豊丸が、振り返った。 

大きな影が、結界円を覆った。 

なんと、立ち不動の木目色が、青黒く変わっているのだ、 

筋肉は盛り上がり、皮膚には生命力が漲っている。 

 

「不動に、ほんとに命が宿った・・・」 

 

御坊はまるで呆けたように、それをぽかんと口を開けたまま見ていた。 

 

不動は一面二臂。 

降魔
ご う ま

の三鈷
さ ん こ

剣
けん

と羂索
けんじゃく

（縄）を持っている。 

衣は赤土色で、光背は本物の火炎が燃えたち、渦巻いている。 

六メートルもの立ち不動である。 



 

 

圧倒的な迫力でそれが、台座から動き出したのだ。 

切れ切れになって、ほとんど原形をとどめず、だらしなくぶら下がっている天

蓋をくぐるようにして、不動は大きく身をかがめた。 

大きな尊顔は御坊の真横を過ぎながら、睨みつけていた。 

 

「あわわわわ・・・」 

 

御坊は思わず失禁しそうになったくらいだ。 

動き出した不動を見た安慶は、ほとんど陶酔しきったように、涙を流していた。 

 

堂内に、にわかに疾風が入り込み、道具や鉄鍋、がらくたなどを吹き飛ばした。 

不動は一足一足、重い音を立てて四人の結界円を過ぎた。死女は震えだし、後

退りした。 

顔から憎悪の表情が消えてきた。 

明らかに怯えていた。 

そして堂宇から逃げ出そうとし始めた。 

 

不動は羂索を投げ、それは生き物のように死女に巻きつき、全身を締め上げた

かと思うと、ぐいと引き寄せた。 

死女は必死に抗おうとしているようだが、ずるずると不動のほうに引きずられ

てきた。 

それを見た安慶は、気が抜けたようになったまま、よろよろと立ち上がり、結

界を踏み出した。 

 

「いけない！ 安慶さん！ 戻ってきて！」 

 

豊丸が叫んだがまったく聞こえていないようだ。 

 

「お不動さま、わしも・・・わしも連れていってくだされ・・・」 

 

安慶はそんなことをぶつぶつと繰り返しながら、不動の横まで歩いていった。 

不動は羂索を持ったまま横にきた安慶をつかみ、そのまま腕を前に伸ばしたか

と思うと、死女を重ねるように掴んだ。 

そして三鈷険で、二人の胴体を刺し貫いた。 

安慶と死女の悲鳴が吹きすさぶ嵐のような堂宇に響き渡った。 

すると不動の光背の火炎がみるみるうちに不動の全身に燃え広がり、二人もそ

の猛火に包まれていった。 

 

堂内は渦を巻くような強風と、火の粉が舞いたち、あちこちに燃え広がってい

った。 

 

「いかん。出るぞ！」 

 

御坊は笈や金剛杖をひっつかむと、二人を追い立てるようにして、伽藍から外



 

 

に飛び出した。 

 

表で振り返ると、燃え盛る不動明王はもはや伽藍全体の炎の中でほとんど見え

なくなっていた 

激しい轟音とともに、半壊していた伽藍は真っ赤に燃え落ちていった。 

 

・・・ 

 

未明まで暗闇の中、三人はぼうっとしていた。 

急に正気に戻ったからか、寒気がする。 

燃え落ちた伽藍からまだくすぶったり、火が残っている木切れや板を引っ張っ

てきて、焚き火にし、そこで暖をとった。 

誰も長い時間、言葉を発しなかった。 

 

未明、東の空が明るく成り始めてきた。 

百舌鳥
も ず

の高鳴きが始まった。 

 

快道がぼつりと言った。 

 

「あれで良かったんかのう。」 

「安慶さんなりに、けじめをつけたんでしょうよ。」 

豊丸がそう言った。 

「あ～あ、龍の爪、どこにあったんだか。これでわからんようになってしもう

た。」 

「なんだおまえ、やっぱり龍の爪を手に入れようとしてたのか。罰当たりめが。」 

「だってよ、使い方次第だろうが。」 

「手に入れたら、いい使い方をしなくなるのさ。必ずな。」 

「そんなもんかな。」 

「決まっておろう。」 

 

豊丸が、快道の馬鹿面を笑った。 

 

「さて、どうするよ。快道、おまえ左沢に下りるか？」 

「そうだな。出羽三山には行ってきたところだしな。」 

「じゃあ、おれたちは出羽三山に向かおうか。な、豊丸。」 

「あい。あんたと一緒なら、どこでも。」 

「へっ、ご馳走さまだね、この破壊僧が。」 

 

三人は灰燼に期した古寺の廃墟の前で分かれた。 

御坊と豊丸は、百舌鳥の高鳴きを聞きながら、道智道を辿って地蔵峠を目指し

た。 

大井沢の大日寺までは女人も行けるはずだ。 

そこから迂回して、女人禁制のない羽黒山へと詣でることにした。 

山の中ではもう秋が深まり始めていたようだ。 



 

 

 

 

・・・ 

 

 

「そっかあ。怖いね、運命をいじるのって。」 

「こわいよ。もうあれ以来、おれも生きた人間に術を掛けるのというのは、恐

ろしくてな。だからできるだけ死人相手と決めている。」 

 

わたしは御坊さんが、ずっとわたしを黙って見守っているのが、なんとなくわ

かるような気がしてきた。 

実はかくいうわたしは、このとき御坊さんの話を聞いているうちに、なんだか

胸のなかでどうしようもなく切ない気持ちが湧き上がるのを感じていた。 

 

それは一体なんなのか自分でもわからない。 

ただ、御坊さんを見ていると、あるいは思い出すと、その思いが胸を締め付け

るように膨れ上がり、制御できなくなるのだ。 

豊丸が、わたしの中で蘇ろうとしているのだろうか。 

ばらばらに散らばった、覚えのないたくさんの記憶が、つながり始めているの

だろうか。 

 

「御坊さん、わたし・・・なんか、苦しい。・・・わたしたち、また愛し合うよ

うになるのかな。」 

「ばか、おまえが一方的におれにつきまとったんだ。」 

「なんで、そういうつれないこと言うの？ ひどい。」 

 

いつもそうだ。御坊さんは突き放すのだ。 

そのうち、魔法でぎゃふんと言わせてやるから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十八夜 あの夜
よる

、星がささいた 

 

 

※翻案素材 

『少年の裏切り（ドーデ）』 

 

 

・・・ 

 

 

「栞
しおり

、あんたいつ御坊さんと一緒になるの？」 

 

いきなり母がそう言った。 

夕食のときだ。珍しく家族四人がそろっていた。 

もう家を出ていた兄が、久しぶりに用事で帰ってきていたのだ。 

わたしはびっくりしてしまった。 

なんの脈絡もなく、唐突なその一言。 

 

「え・・・別に、なにも・・・だって、去年大学入ったばかりだよ。」 

 

みんな、心なしかニヤニヤしている。 

なんなのだ、この雰囲気。 

わたしは、それをきっぱり否定する自分がいないことに、内心もっと驚いてい

た。正直、内心は狼狽していた。 

 

「お、栞が赤くなった。」 

 

父まで調子に乗り、げらげら笑っている。 

 

「お似合いだと思うよ～。」 

 

覗き込むようにした母のその言い方といったら、それはもう気味の悪いこと。 

兄は、「え、もう決めてるんじゃないの？」と、さもわたしたちが結婚するの

は当然のような言い方さえする。 

 

どうも居心地が悪くなってしまい、早々に食事を終えると二階の部屋に上がっ

て御坊さんを問いただした。 

 

「ねえ、ちょっと、御坊さん。」 

 

そう言いかけたわたしは、目が点になった。 

御坊さんは、なんとわたしのブラを頭からかぶっていたのだ。 

小型のアイスノンをカップの一つで押さえて、顎のあたりでストラップを縛っ

ている。 



 

 

ほとんど変質者だ。 

 

「なに、やってんの・・・。」 

 

ちょっと怒って見せた・ 

御坊さんはうつろな目でわたしの顔を見上げ、力無げにぼそりと言った。 

 

「あったまがいてえのよ。・・・あ、これな。ちょうどいいから、借りた。」 

 

「も～！」と言いながら、わたしは取り上げた。 

そのとき御坊さんは、さりげなくわたしの胸を手ですっぽり覆った。 

 

「ねえ、どこ触ってんの？」 

「乳
ちち

。」 

「ど～して、触ってんのって聞いてるの。」 

「栞ちゃん、最近嫌がんないな。」 

「え？・・・だって。」 

「だってなんだ？」 

「だって、・・・別に嫌じゃないから。」 

「あ～・・・そ～いうことなんだ。あ～なるほど。」 

 

御坊さんは、納得したような顔になったが、頭はやはり痛そうだ。 

ちょっと動くとずきんと響くらしい。 

 

「バファリン、持ってきてあげようか。」 

「はい。お願いします。」 

 

しばらくすると御坊さんは、すっきりした顔になってきた。 

目の焦点もしっかり定まっている。 

 

「あのさ、うちの家族になんかまじない掛けた？」 

「いや。なにもしておらん。このまえ、ご両親に和合符仕込ませたら失敗した

じゃないか。加減が難しいんだわ。で、以来、やめた。」 

「そう。変だなあ。」 

「なんで？」 

「さっきね、食事してたらね、わたしが御坊さんと結婚すると思っているらし

いの。結婚して当たり前みたいな言い方なのよ。。」 

「ほう。」 

「だから、また御坊さんが悪だくみでもしたんじゃないかと思って。」 

「しませんよ。この前言ったでしょ。運命には逆らいませんって。」 

「そっか・・・じゃあ、なんだろう。やっぱりそうなるのかな。」 

「わからんな。ただ、人間っていうのはな、やリ残したことがあれば、何度で

も生き返ってやり遂げようとするもんだ。」 

「そうなの？」 



 

 

「らしいぞ。しかも、自分ではなく、人がやり残したことなのに、ときにはそ

れすら引き受けようとすることもあるらしい。・・・悲劇的な結末がわかりき

っていたとしてもな。敢えてそれを選ぶときが、あるらしい。」 

 

・・・ 

 

元治元年（一八六四年）十二月十四日のこと。 

御坊と豊丸は、長州は長門湯元に来ていた。 

赤間関街道の中道筋にあった宿駅で、藩主も湯治にきていた由緒ある温泉場。 

藩お抱えのお茶屋『清音
せいおん

亭』という接待どころも置かれていたくらいだ。 

 

実はこの湯元の大庄屋で湯治宿の元締めもしていた主から、幽霊退治を依頼さ

れたのだ。広島から大坂に向かおうとしていたときだったが、長州に逆戻りし

たわけだ。 

 

時勢が悪かった。 

なにしろ幕末。 

開国（幕府）か、攘夷（長州など）かを巡って、国論が二分。 

庶民のことはそっちのけで、武士階級が血で血を洗う殺し合いを繰り返してい

たのだ。 

日本の歴史では大変珍しい、国策やイデオロギー（思想）の対立による武力衝

突である。 

 

すでに、攘夷を主張する水戸の天狗党は、幕府の弾圧で全滅。三歳の乳児に至

るまで、攘夷派の家族縁者はでことごく処刑され、酸鼻を極めた。 

そして同じく攘夷派の土佐勤王党も、藩政府の苛烈な粛清によってやはり壊滅。 

攘夷派として残っていたのは、わずかに長州一藩だけとなった。 

その長州藩がこの年の夏（七月）、自らの正論を釈明させてくれと帝
みかど

に請願す

るため、兵を起こし、大挙して京都に乱入する禁門の変が起きていた。 

幕府側は、会津・薩摩の二つの大藩がこれを迎え撃ち、長州軍は木っ端微塵と

なり敗走。朝廷に発砲したかどで朝敵の汚名まで負う始末。 

長州国境の四方八方には、たちまち幕府軍が押し寄せた。その数、総勢十五万

人。翻って長州藩は、どう寄せ集めても二万人前後。 

長州藩は、降伏の上、恭順するか。それとも徹底抗戦するかの二者択一に迫ら

れた。 

幕府軍がいつ長州国内に攻め入るともわからない緊迫した状況になっていた

のだ。 

日本中、攘夷を叫ぶ徒党の最後の灯火が、今まさに消えようとする瞬間を迎え

ていた。 

二人は、長州から出るにも出ようがなくなっていたのだ。 

 

幽霊退治には難儀を敷いられ、結構滞在期間が長引いたのも悪かった。 

とりあえず、二人は朝湯に浸かって善後策を考えようということにした。 



 

 

音信
おとずれ

川に臨んだ「神授の湯」は、二つに分かれていた。 

上の礼
れい

湯
とう

は、武士や僧侶向けだったので御坊が入っていった。 

下の恩
おん

湯
とう

は一般人用なので、豊丸が入った。 

 

温まったはいいが、なにしろ寒い。 

走るようにして庄屋の屋敷に戻ったが、そこで囲炉裏にあたり、また暖をとら

なければならなくなった。 

用意された朝餉の膳で再び体中が温まった。 

御坊は、長州名物だった鯖
さば

の背わたの塩辛が好物で、何杯も飯をお代わりして

いた。 

 

朝餉をぱくついている二人を前にして、庄屋の河
が

次郎
じ ろ う

が心配していた。 

 

「御坊さん、困りましたねえ。長州から出られんようになってしもうた。」 

「まったくよ。今度は長州で戦
いくさ

になるんかのう。」 

「まあ、お呼びだてしたのはわたしですからね、この騒動がおさまるまで、何

ヶ月でもここにいらっしゃればよろしいよ。」 

「河次郎さん、そんな悠長なことを言っておられんかもしれないよ。長州は禁

門の変の責任を追及されてるんだろ。ただでは済まんて。家老の首を差し出し

たくらいで終わると思うかい。交渉次第じゃ藩主の首も要求されかねんよ。長

州そのものが無
の

うなってしまうやもしれんよ。」 

「なんだって、うちの殿様はあんな乱暴なことをお許しになったんだろうねえ。

京都に攻め上るなんてねえ。」 

「おたくの藩主は何でも家臣の言いなりらしいじゃないか。若い連中が中心に

なっていきりたち、挙げ句の果てには暴走したって話だ。」 

「いやね、正直わたしたみたいな 政
まつりごと

に関係のない人間からするとね、不思

議でならないんですよ。この数年、藩は攘夷攘夷ともう物狂いのように大騒ぎ

でしたよ。攘夷って、夷狄（外国）を打ち払えってことでしょ？ わたしも馬

関で見ましたよ、あの黒船っちゅうやつを。とんでもねえ。あんな恐ろしいも

のをつくる外国と、とても渡り合えるもんじゃねえって、つくづく思いました

よ。」 

「そこよな。なんで攘夷にこだわるのかね。幕府がずっとやってきた開国のほ

うがずっと、道理だと思うがねえ。しばらく我慢して、外国の進んだ技術を学

んでさ、力がついたら、あらためて渡り合えばいい。違うかねえ、河次郎さん。」 

「まあそう考えるのが普通ですわな。なんでああも、将軍さまのなさっている

開国に文句をつけて、戦までしなさるのか。、わたしの頭ではとんと合点がい

きませんよ。」 

「まあな、要するに、幕府を倒したいんだろ。それだけよ。それには、幕府と

同じ開国論じゃあ、サマにならん。非常識でも攘夷の旗を掲げないとな。そう

いうことだと思うがね。・・・だってさ、おれもあの奇兵隊っていう連中を見

かけたんだが。・・・」 

「ああ、あの高杉さんがおつくりになったっていう。」 



 

 

「そうそう、身分を問わない武装集団な。連中が持っていたゲベール銃ってや

つは、みんなメリケン（アメリカ）から入ってきたものらしいじゃないか。攘

夷攘夷なんて口から泡を飛ばしても、やってることは開国よな。・・・ま、常

識では革命は起こせないんだろう。嘘でも狂ってみせねば、革命をする以上は

な・・・」 

 

豊丸が不安そうな顔で言った。 

「雪が降ってきそうだよ。」 

「え、雪が。まあ今頃は降っても、そうは深くはならんと思うがね。」 

河次郎はそう言ったが、豊丸はかぶりを振った。 

「大雪になるよ。きっと。」 

どんよりと暗い雪雲が朝だというのに空一面を覆っていた。 

鳥も鳴かない。 

豊丸は、こういう勘がいつも当たるのだ。 

そこで御坊は、「よし、食い終わって落ちついたら、出発しよう。」 

河次郎は驚いた。 

「どこへ行きなさる？」 

「馬関
ば か ん

（下関）よ。」 

「馬関っつうたって、海峡はさんで向こうには小倉藩が長州攻めの軍勢を整え

ているって話ですよ。」 

「あの辺りから漁をやっている連中に銭やって、舟を出してもらうよりほかあ

るめえ？ 狭い海峡だ、なんとかなるだろ。」 

「まあ、そうだが。」 

 

・・・ 

 

二人はしばらくして、長門湯元を発った。 

そして赤間関道を一路南下し、美祢を経由して、吉田、馬関に向かうことにし

た。 

手や足には鹿革を巻きつけ、衣の間には使い古しの紙を挟んで放熱を抑えた。 

「寒い寒い」と言いながら、二人はひたすら中道を下っていった。 

美祢を通過したのが未刻。 

「ここで宿をとるか、それとも四郎ヶ原まで足を伸ばすか？」 

「行けるとこまで行きましょ。」 

「そうするか。」 

二人は、美祢で少し休んでまた歩きだした。 

大嶺を通るころには、とうとう雪が降り出した。 

もうすっかり当たりが暗くなってくる頃に、ようやく四郎ヶ原宿についた。 

もともとは閑散とした宿駅だったようだが、厚狭川が掘削されて川舟が通じる

ようになると、米の運搬などで活況を呈したらしい。 

 

雪は人通りがまったく無いだけに、たちまち細い街道を覆っていった。 

小さな峠を超えるとき、妙に足が滑る。この降り始めが一番危ない。 

金剛杖で上体をしっかり支えながら二人は歩いた。 



 

 

もう九二六年も行脚を続けてきた二人だから、そこは要領が良かった。 

この時は、『龍の爪』から四十一年。『大利根異聞』から二十年が経っている。 

 

この小さな峠を超えれば四郎ヶ原の里山が開けてくるというとき、坂の前方を

一人の男がずいぶん苦労しながら登っていく。 

足が悪そうだ。右足がなかなか利かないらしい。 

どうやら、薪を背負っているようだが、かなり無理な歩き方だ。 

やがて、滑って転んだ。 

束ねた薪の縄が解けて、ばらばらと雪の坂道を弾けていった。 

御坊たちは駆け寄って男に声を掛けた。 

「難儀そうだ。合力
ごうりき

いたす。しばしここで待たれよ。」 

尻もちをついて痛そうに顔を歪めている男をそこに待たせ、二人で散らばりな

がら坂道に転がった薪を拾い集めた。 

それを二つに分けて、縄で縛り上げ男の代わりに背負った。 

「どこまで運びなさる？ そこまで参ろう。」 

男は、さも済まなそうに感謝を何度も述べ、道案内をした。 

峠は短いものだったが、なにしろ雪で足の自由がなかなか利かない。 

ふと表を上げると、男が「越えもうした。じきにござる。」と杖をついて言っ

た。 

里山が開けていたが、すでに一面の雪景色に変わっていた。 

厚狭川だけがどす黒く闇に浮かんで見えた。 

ぽつぽつと民家がある。その先に宿場の灯りが降りしきる雪の合間に見える。 

 

男が先導して行ったのは、宿場の手前、かなりはずれのほうにある一軒家だっ

た。 

彼の家なのであろう、三つ四つは間取りがありそうな、貧相な茅葺きだった。 

 

言葉遣い、身のこなし、目つきなどから、武士だと思われた。 

あるいは、元武士なのかもしれない。 

当世、下級武士の場合、百姓でもしなければ、とても食えたものではなかった

のだ。 

歳の頃、四十をちょっと越えたくらいか。 

 

「平蔵じゃ。帰ったぞ。」 

 

中から、女の子の「は～い」という声が聞こえ、がたがたと閂を外す音がした。 

がらがらと開けたそこには、十一歳くらいの女童がいた。 

「お帰りなさいませ」と笑いながら戸を開けた女童は、御坊たちを見ると、真

顔に戻った。 

 

「お久
ひさ

、わしはな先刻このお二人に助けてもろうたんじゃ。ようお礼を言うて

な。」 

 

お久という女童は、あらたまってお辞儀をしてみせた。 



 

 

はにかんでいる様子から、あまり人と接する機会もなかろうと思われた。 

 

「では、これにて。」 

御坊と豊丸が、薪の束を土間に下ろし、立ち去ろうとすると、男はそれをとど

めた。 

「宿はお決めになっておられるのか？」 

「いや、なにも。」 

「では、むさ苦しいところだが、一晩ここにお泊りなすってはどうか？ たい

したもてなしもできまいが。さあさあ、お入りなされ。」 

 

男は、家人を呼び出した。 

土間を上がったすぐのところの囲炉裏には、気難しそうな痩せた老人が一人座

っていた。 

奥から、女房が出てきた。 

みな、事情を聞いて、二人を歓待した。 

「素子
も と こ

、飯じゃ、飯じゃ」と平蔵は言いつけたところ、女二人がせっせと膳を

用意して囲炉裏の周りに運んできた。 

ちょうど夕餉の支度が出来上がったところのようだ。 

平蔵が帰ってくる頃合いを見計らっていたらしい。 

 

女房と童が奥の部屋に引っ込もうとしたので豊丸が、「あの、よろしければご

一緒にここで召し上がりませぬか？ われらのことはお気遣いなく。」と声を

掛けた。 

老人が、「ああ 仰
おっしゃ

っておられる。ここで皆と一緒にいただこう。」と優しく言

った。 

囲炉裏は比較的大きかったから、六人が身を寄せ合えば十分囲むことができた。 

 

「ちょうど薪が足らんようになってきていたのでな。雪が降らぬうちにと思う

て薪場に行ったのだが、いや、お恥ずかしいところをお見せした。」 

「足を悪うされておられるようだが。」 

「ああ、これな。夏の禁門の変でな。負傷したところが、・・・治るようなも

のではないらしい。」 

平蔵は、爽やかに笑ってみせた。 

年令よりはるかに老けて見えた。苦労が絶えないらしい。 

聞けば、一家はいわゆる無給通士だ。 

土地を支給されない下級武士だ。 

屋島というこの一家は、やはり土地を借り、百姓をして凌いでいる。 

奥に、まだ男の赤ん坊が寝ているらしい。 

ということは、五人家族か。 

老人の連れ合いはとうに亡くなったという。 

 

食事は豪勢だった。 

たまたま前日知り合いが獲れたばかりの猪を分けてくれていたそうで、なんと



 

 

猪
しし

鍋
なべ

であった。 

干し魚のようなものでも月に一回あるかどうかという暮らしだ。 

猪鍋は格別だった。 

あとは蜆
しじみ

と切り干し大根を煮付けた『むき身切り干し』だ。 

「アサリがなかなか手にはいらんでな。蜆で勘弁してくだされ。」 

平蔵が申し訳なさそうに言った。 

あとはたくあん。そして米だ。 

一家は、客人と夕餉をともにするということもまず無いらしい。 

いつにも増して明るい団欒となったとみえる。 

あの気難しそうな老人も、口を開けば決して性根が曲がっているということで

はなさそうだ。頑固ではあるようだが、一本筋が通っているということなのだ

ろう。 

 

夕餉は長い時間に及んだ。 

二人が諸国を行脚していることから、あちこちの話を聞きたがったのだ。 

亥刻になり、さすがに女二人と平蔵は先に奥の部屋で休んだ。 

文蔵という老人と、三人で囲炉裏を囲んだ。 

老人は、「しばしお待ちなされ。」と言って、音を立てずに竈
かまど

のある方へ行き、

床板を一枚、二枚外すと、そこから酒壺を一本引っ張り上げた。 

 

「ご坊、内緒でござるぞ。」 

この老人がいたずら小僧のような笑いを浮かべた。 

「妹ごも、いける口かな。」 

老人は二人からいろんな諸国の話を聞けたことが、さぞ愉快だったらしい。 

この頃にはすっかり胸襟を開いたようだった。 

 

文蔵というこの老人は、長州の藩政改革を断行したあの村田清風の家臣だった

らしい。文蔵は村田の下で長年力を尽くした。 

村田の改革は財政の建て直しにずいぶんと効果を発揮した。 

しかし、晩年村田が痛風に倒れてしまった。 

再起したものの守旧派の椋
むく

梨
なし

藤太ら反対勢力との権力闘争に敗れ、藩政から身

を引いた。 

ほどなくして村田は死んだ。 

こうなると、村田に組みした藩士たちはことごとく弾圧されてしまう。 

文蔵も村田一派とみなされ、粛清の対象となった。 

さすがに殺されはしなかったものの、身分が低かったこともあり、ほとんど放

逐に近い状態に追いやられ、半農の生活を強いられたようだ。 

 

老人は、「もともと百姓仕事は好きでな。」と笑っていたが、藩政改革が椋
むく

梨
なし

藤

太らによって頓挫させられたのは、よほど口惜しかったようだ。 

この村田の藩政改革の挫折は、その後も守旧派と改革派との間に遺恨を残した。 

椋梨らの守旧派は、佐幕の傾向を強めた。開国をすすめる徳川幕府にあくまで

も従う姿勢だ。 



 

 

一方、村田と気脈を通じていた周布政之助ら改革派は、攘夷論を過激化させて

ゆき、ついには討幕運動へと暴走していった。 

 

しかし、それも例の禁門の変で攘夷派が大失態を演じたことで、ほぼ勝負がつ

いたかに見えた。 

今、長州藩内では攘夷派がことごとく職を負われ、先月すでに禁門の変を指導

した三人の家老が切腹を強いられ、首は幕府軍に差し出されている。 

追って四人の参謀格も処刑された。 

若手の攘夷派も、指導的立場の者はあいついで獄に下っている。 

その一人、井上聞太（後の井上馨蔵相）は、藩政府が放った暗殺団になますの

ように斬られ、重傷。虫の息だった。 

伊藤俊輔（後の伊藤博文総理大臣）や、攘夷派の非正規武装集団・奇兵隊を起

こした高杉晋作は逃亡。行方不明となっていた。 

身の振り方に困難を極めていた奇兵隊や諸隊は、正規軍の藩兵から圧力がかか

り、解散か叛乱かという瀬戸際に追い詰められていた。 

隊士たちの家族も、藩政府から言われて諸隊を訪れ、息子たちが諸隊から脱退

し、藩に帰順するよう勧めていた。 

多くの隊士がもはや望みは無いと覚悟し、家に戻るものが続出していた。 

叛乱を起こしたところで、せいぜい二、三千人の諸隊に対して、正規軍の藩兵

は二万人。 

到底かなうわけもなかった。 

さらに国境には圧倒的多数の幕府軍が長州を包囲している。 

攘夷派の残党が不穏な動きを見せれば、一気に国境を侵して藩内に殺到してく

る構えだった。 

日本最後の攘夷派も、もはや風前の灯という状況に陥っていた。 

 

文蔵は六十歳を越えたくらいだろうが、赫灼としたものだった。 

囲炉裏に向かうその姿は、まっすぐ背を伸ばし、凛々しいくらいだった。 

おそらくかなり剣の腕がたつほうなのだろう。 

動作におよそ無駄がないのだ。 

 

「椋梨さまは、・・・わしは許せぬ。到底許せぬが、かと言うて攘夷にもわし

は納得できぬ。幕府に逆らうのは、わしは反対じゃ。その点では、椋梨さまに

異論はない。」 

 

老人はそう言った。 

「わしのような古い人間ですらわかるものを。若い跳ねっ返りの連中は、目が

血走るあまり、見えるものも見えぬようになってしもうた。」 

 

御坊もまったく同感だった。 

「彼らは二言目には尊王と言っておりますな。」 

「愚かな。幕府とて尊王よ。」 

「いかにも。違いは、開国か攘夷かのみ。」 

「答えは、はじめからはっきりしておる。若い連中には、討幕という見果てぬ 



 

 

夢しか見えておらぬのよ。理屈ばかり説くが、要は幕府を倒すというその一念

に取り憑かれ、言わば呪われておるのだろうな。自らを正義派と称し、幕府に

恭順する藩政府を俗論派と罵
ののし

っておる。」 

 

屋島一家は二十石取り。 

今でいえば、年収二百万円くらいだろうか。 

しかし、手取りは四割であり、御馳走米を引かれるから、実質的には七十万円

ほどだ。 

極貧と言ってもいい。 

とくに権力闘争に敗れた一派、それも下級武士は、ほとんど捨てられたも同然

の生活だったと言っていい。自給自足で日々の生活を糊塗
こ と

せざるをえない。 

にもかかわらず、いざ戦
いくさ

となると戦力として駆り出される。 

夏の禁門の変でも、帰って来なかったものは多い。 

平蔵は生きて帰っただけまだ運の良いほうだった。 

 

・・・ 

 

雪はしんしんと降り積もっているようだ。 

音一つしない。 

厚狭川の流れる音も、雪の静寂さの中に埋もれてしまっているようだ。 

 

御坊がそのとき思い出した。 

さきほど文蔵が酒壺を取り出したとき、穴蔵に妙なものが見えた気がしたのだ。 

どうにも気になったので、文蔵に訊いてみた。 

 

「文蔵どの、さきほど酒壺を取り出されたときに、穴蔵に鉄砲のようなものが

見えたのだが、あれはやはり鉄砲でござろうか。」 

「おお、よう気がつきなされたの。そうよ、鉄砲よ。」 

 

文蔵はやおら立ち上がり、鉄砲をとってきて見せた。 

先日御坊が奇兵隊とすれ違ったときに見かけたゲベール銃とはどうも違う。」 

「これは、孫が預かってくれと言うてな。置いていったものだ。」 

「孫？ まだほかにもおられるので？」 

「うむ。平蔵の子は、奥に寝ている赤子が四番目。上三人のうち、二人は子供

の頃に死んでな。三番目が、諸隊に入っておる。」 

「奇兵隊ですか？」 

「いや、遊撃隊と言うておった。他藩からの浪人者が多いらしい。どこでも攘

夷派はお尋ね者じゃ。水戸も潰れ、土佐も潰れ。残った長州もこたびの禁門の

変で潰れた。もう攘夷派も終わりじゃ。この浪人ども、逃げ場をとうとう失う

てしもうた。遊撃隊は、名前こそ勇ましいが、要するにそういう連中の寄せ集

め、吹き溜まりよ。遊撃隊とはよう名付けたものよな。・・・三男は孝三郎と

いうてな、遊撃隊の石川なんとか言う軍監のもとにおるそうな。石川小五郎と

か言うたかな。いずれ、過激な愚連隊、不良であろうよ。」 



 

 

 

百石取りで、家老も出す家格の高杉晋作が、旧態依然とした藩兵制度に飽き足

らず、身分の隔てなく有志を募った武装集団が奇兵隊だ。 

近代国民軍の先駆けのような存在だが、身分によってではなく、論功行賞で階

級が決まる。 

この画期的な武装集団は、次にくる平等な社会、民衆の社会とはどういうもの

か、具体的な形で示した日本初の事例といっていい。 

理屈や議論で、民主主義や四民平等を言う者はいくらでもいた。 

しかし、具体的な形で示したものは高杉以外には誰もいない。 

奇兵隊の後、どんどん類似した武装集団が増えていった。 

御楯隊、遊撃隊、報国隊、膺懲隊、八幡隊・・・ 

その意味では、この長州の一角で、たしかに革命は始まっていたのである。 

開国だ、攘夷だという不毛の議論はともかく、新しい時代や世界観というもの、

それも誰が見ても一目でわかるものが、ここに紛れもなく生まれていたのであ

る。 

 

「実は、先日孝三郎がこの銃を置いていったのは、一仕事するので、終わるま

で預かってくれと言うことであった。これはミニエー銃というそうな。銃弾の

装填がえらい楽だそうだ。しかも銃身の内側には螺旋状に溝が切ってある。こ

うすると、命中率は比較に成らないほど精度が高くなるという。」 

「ほう。新式銃ですな。」 

「さよう。こんな大事なものを置いて、野山獄を襲いに行った。」 

「なんと。」 

「攘夷派の幹部七人が、椋梨どのの命で萩のお城に出頭しましてな。みな野山

獄に放り込まれた由。すでに攘夷を指導した三人の家老は切腹、参謀格四人は

処刑された。この攘夷派の幹部七人も斬首か、切腹をさせられるのは時間の問

題であろう。孝三郎は、それを救出、奪回するのだと言っておった。火薬もあ

る。獄を爆破して、みな救い出すとな。・・・まったく大それたことを。」 

「それで決行なすったので？」 

「さて。・・・どうであったか。・・・」 

「そのミニエー銃があるということは、まだ帰って来られていないということ

ですな。」 

「うむ。いずれ、取りに戻るであろうよ。生きておればな。」 

 

そのとき平蔵が奥の部屋からのそりと出てきた。 

「えらく冷える。・・・ちと、厠
かわや

へ・・・」 

平蔵は、三人の話の腰を折って申し訳ないという顔をしながら、 竈
かまど

の向こう

の木戸を開けた。 

「雪が・・・本降りになってしもうたようだ。・・・」 

平蔵は、三人にそう言うと外の厠へ出ていった。 

 

御坊は言った。 

「それでは、皆さま、ご心配でしょうな。孝三郎どのの安否が。」 

「是非もない。平蔵が禁門の変に引っ張られたのは藩命じゃが、孝三郎は好ん



 

 

で諸隊に入った。どれだけ話してきかせたかわからぬが、あれは聞く耳を持た

なんだ。世の中を変えるのだとな。爺様も村田先生の下で、世の中を変えよう

としたではないか、と盛んにまくしたてられ、さすがのわしも往生した。・・・」 

 

文蔵の顔には苦笑いが浮かんでいた。 

 

「血は争えんというところか。」 

 

平蔵が厠から戻ってきた。 

寒い寒いといいながら雪を払い、囲炉裏の前に座り込んだ。 

 

「孝三郎のことですか。」 

 

平蔵がそう言うと、文蔵がうなずいた。 

平蔵が、かたわらに置いてあるミニエー銃を手に取ってしげしげと言った。 

 

「そういえば、今日、薪場で町方の治作がやってきましてな、孝三郎はどうし

てると聞かれましたわ。」 

「ほう。治作が。いずれ諸隊の動静を探りにきたのであろう。」 

「いや、それもありましょうが、ことさら孝三郎のことを気にしておりました。

例の、野山獄襲撃ですよ。」 

「あれはどうなった？」 

「治作の話によると、数日前、野山獄が襲われたと。五、六人の士分とおぼし

き連中が殴り込みをかけた由。」 

「やはりやったのか？」 

「それが、たまたま近くで藩兵の移動があったらしく、慌ててその連中は蜘蛛

の子を散らすように逃げたそうで。獄の番士たちの話を聞き、藩兵らは街道沿

いに分かれてこれを追うたらしい。治作も萩の奉行からの指示で、下手人を探

り出しているところだと言うておりました。置き捨てられた火薬の 類
たぐい

はすべ

て押収されたように聞いていると。孝三郎は、まさかその連中の中にはいやせ

んだろうな、と何度も念を押されました。」 

「当たり、じゃな。・・・治作の懸念は。」 

「困ったものだ。討たれておらねば良いが。」 

「討たれた、という話は無いのであろう？」 

「ありませぬ。今のところは。」 

「あの跳ねっ返りが。」 

 

文蔵は、いまいましそうに言った。 

小枝で赤くなった薪を起こしながら、新たに二、三本の薪を炉に投じた。 

部屋の中は囲炉裏の火に照らされて、全体に赤味を帯びてほんのりと明るい。 

しかし、背中のほうはほとんど闇である。 

四人は夜も深更に及んだことで、そろそろ寝るかという話をしだした。 

すると、静まり返った外のほうで、ざくざく雪を踏みしめるような音が微かに

聞こえた。 



 

 

みな、それに気づいた。 

木戸が、がたんと揺れた。 

 

「爺さま、父上、孝三郎です。・・・まだ起きておられますか？」 

 

若者の声が聞こえてきた。 

 

「おお、噂をすれば。・・・孝三郎か。ちと待て。」 

 

平蔵が難儀そうに立ち上がろうとすると、豊丸は「あたしが、・・・」と言っ

て代わりに木戸に向かった。 

閂を外し、木戸を開けると、立ち袴姿の若侍が入ってきた。 

濃紺の陣羽織を着込み、額には鉄鉢を巻いていた。 

木戸を開けた豊丸を見ながら家人に訊ねた。 

 

「客人がおられるので？」 

「おお、このお二人はな今日、わしの薪運びを手伝うてくれた方々じゃ。さあ

さあ、はよ上がれ。孝三郎。よう生きてたの。今ちょうどおまえの話をしてお

ったところだ。よう帰った。はよ火に当たれ。」 

 

孝三郎は、豊丸と御坊に丁寧に挨拶をした。 

豊丸が御坊の横にぴったり座りこんで、囲炉裏の一隅を孝三郎に譲った。 

「かたじけない」 

孝三郎はそう言うと、二本差しを腰から抜いて後ろに置いた。 

平蔵が、ミニエー銃を差し出し、「ほれ、そなた、これを取りに戻ったのであ

ろう？」 

 

孝三郎は黙ってそれを手にとって、大事そうに眺めていた。 

 

平蔵は、「野山獄は、やはり襲ったようじゃの？ 町方がここでも動いておる。

治作にそなたのことも聞かれたくらいじゃ。夜が明けぬうちに、それをもって

遊撃隊に戻ったほうがよかろう。ま、わしが言うことでもないが。」 

 

御坊と豊丸は、この間、文蔵がそれまで見せたことのない鋭い目つきで孝三郎

を睨みつけているのに気がついていた。 

尋常ではない様子だ。 

 

「総督が・・・高杉さんが、馬関に戻ってこられているようです。」 

 

孝三郎は、ミニエー銃を見ながらそう言った。 

 

「なに。しばらく杳
よう

として行方知れずと聞いていたが。」 

「ええ。椋梨さまなど俗論派（佐幕派）が藩政を牛耳って以来、正義派（討幕

派）はみな戦々恐々。・・・そこに、高杉さんが戻ってこられたのです。」 



 

 

「まさか、決起しようというのではあるまいな。」 

「そのまさかにござります。しかし、奇兵隊の山縣さん始め、諸隊の軍監はみ

な腰が引けておられる。隊士たちの多くも弾圧や粛清が及ぶのを畏れ、浮足だ

っております。脱退者は引きも切らぬありさま。情けない話ではござりませぬ

か。」 

 

平蔵は、ため息をついた。 

「して、高杉さんはどうされると？」 

「即時決起と。一刻の猶予もならぬと、諸隊の説得にこれつとめおられる由。

されど、だれも動きませぬ。」 

「破れかぶれの暴発じゃな。・・・して、そなたはどうするつもりか？」 

「言うまでもありませぬ。」 

「応じるつもりか？」 

「はい。・・・」 

「そうか・・・行くのか。」 

「今夜、未明、高杉さんを始め有志のみ数十名、功山寺にて決起。」 

 

平蔵が言った。 

「功山寺と言えば、京から逃げてこられた攘夷派の公家衆が長府から移ってこ

られたと聞いているが。」 

「その由
よし

にござります。攘夷派の五人の公家衆に、高杉さんが決起を言上する

ようです。」 

 

沈黙が流れた。 

ややあって、平蔵が諭すように言った。 

 

「死ぬるぞ。こたびは。・・・わかっておろうな。」 

 

孝三郎は黙っていた。 

 

「高杉さんが、むかし松蔭先生に幾度となく諭されたそうな。・・・死して不

朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも生く

べし。大義は生死の理外にある、と。・・・たとえ、数十人でも、同志にござ

ります。わたしは、ほんとうのところなにが正しいのか、わからぬ。が、痩せ

ても枯れてもこの屋島孝三郎、同志を裏切ることはできませぬ。・・・爺さま、

父上、お世話になりました。」 

 

孝三郎は、そう言うと銃を置き、両手をついて深々と頭を下げた。 

そしてやおら立ち上がると、草鞋を履いて表に出た。 

そして屋内に振り返り、再び深くお辞儀をし、木戸を閉めた。 

 

四人はただ黙って、見送った。 

平蔵がふと気づいた。 

 



 

 

「あのたわけが・・・」 

 

ミニエー銃が囲炉裏ばたに置きっ放しだったのだ。 

それを掴み、杖代わりに立ち上がると、慌てて土間に降り立った。 

すると、それまで一言も口をきかなかった文蔵が大きな声を出した。 

 

「平蔵、よせ。もう良い。」 

「しかし、父上・・・」 

「良いと言うに。」 

 

平蔵は、当惑した表情でミニエー銃を持ったまま立ちすくんでいた。 

 

「おまえ、わからなかったか？」 

「は？」 

「あれが入ってきたとき、気づかなんだか？ 雪は相当の降りじゃった。しか

し、あれの頭にも肩にも、どこにも雪がかかっておらなんだ。あれはもう生き

てはおらぬ。・・・野山獄襲撃に失敗した後、逃亡中に追手に討ち果たされた

のであろう。獄が襲われたなどと藩政府は公言できまいよ。恥を晒すようなも

の。おそらく、孝三郎の骸
むくろ

は、牛馬の捨て場にでも人知れず放り込まれてし

もうたのよ。・・・一目会うて、わしに一言申し述べたかったのであろう。」 

 

確かに、遠路歩いてきた間にはそうとうの降りに見舞われていたはずであるか

ら、体中雪まみれになっていてもおかしくなかった。 

 

「孝三郎は、もうこの世におらぬ。」 

 

平蔵は咄嗟に木戸を開け放ち、表に出た。 

入ってきた足跡も、出ていった足跡も無かった。 

雪は知らないうちに止んでいた。 

平蔵は、雪の中に座り込んでしまった。 

「孝三郎・・・」 

 

一方、文蔵は黙々と戦
いくさ

支度
じ た く

を始めた。 

厚手の内着を上下に着込み、胴鎧をつけ、その上から紋付きを羽織った。 

袴はすそを紐で縛り上げ、鉄鉢を額に巻いた。 

手甲
て こ う

脚
きゃ

絆
はん

の鎧は紐を口で引き、二本差しを腰に押し込んだ。 

竹皮に握り飯を包み、竹水筒を下げた。 

 

 

「父上、いずれに参られる？」 

「功山寺へ・・・」 

「なんですと？」 

 



 

 

文蔵は黙って支度を終えると、爽やかな表情で言った。 

 

「今から発てば、未明には功山寺に着く。間に合うだろう。」 

「なにゆえ。父上も、孝三郎に軽挙妄動はするなと、あれほど仰っていたでは

ありませぬか。」 

「あれは・・・孝三郎はまだ思いを残しておる。・・・その思いを遂げさせて

やらねば。・・・この年寄りに尻拭いをさせるとは、あの愚か者め。・・・」 

 

文蔵はそう言って、にが笑いをしていた。 

 

「ご坊、豊丸どの。とんだところをお見せして、心苦しい限り。この通り、お

許しいただきたい。・・・今宵は諸国の興味深いお話をたんまり賜った。心か

ら礼を申し上げる。・・・平蔵、素子
も と こ

には孝三郎の件、言わずにおけ。やがて

は知るかもしれぬが。・・・」 

 

平蔵は、立ったまま慟哭していた。 

そして黙ってミニエー銃を文蔵に手渡した。 

老人は草鞋を履き、御坊と豊丸に深々と頭を下げた。 

そして平蔵の肩を抱き、「健勝でな。・・・」と言いおき、表に出た。 

まだ雪は止んだままだった。 

 

二十六夜だった。  

弥陀
み だ

、観音、勢至
せ い し

菩薩の弥陀三尊が顕れるという夜だ。 

三人は表に出て、老人を見送った。 

吉田を経て、赤間関へ。 

街道を辿っていく老人の後ろ姿が、ぼんやりとした青白い世界の中で次第に小

さくなっていく。 

雪は一時的に止んでいた。 

仰げば、厚い雪雲の合間に、ぽっかりと夜空が見え隠れしている。 

二十六夜の仄かな月明かりに照らされて、僅かな雲の切れ目には、物言わぬ月

の回りで、星々がひそやかに語りかけていた。 

老人は、もう振り返ることもない 

御坊と豊丸は、合掌して文蔵の後ろ姿が見えなくなるまでずっと見送った。 

 

・・・ 

 

四年後、幕府が倒れ、江戸城明け渡しの年。 

官軍の中に遊撃隊もいた。 

功山寺挙兵の当時に隊士だった浅野 某
なにがし

から、あの夜のことを聞く機会があっ

た。それによると・・・ 

 

未明、文蔵は功山寺に駆けつけた。 

決起は当初十四日だったが、遅れて十五日と定まった。 



 

 

この日は大雪となった。 

文蔵は、遊撃隊を率いていた石川小五郎に、孝三郎が野山獄襲撃に失敗して討

ち死にしたこと、そして自分はその代わりにやってきたことを述べ、遊撃隊に

志願した。 

 

ちょうどこのとき、浅野某が総員の確認を石川と一緒にしていた。 

文蔵を入れて八十四人であった。 

石川の遊撃隊、伊藤俊輔の力士隊、そして義侠心から参加してきた任侠者
やくざもの

たち、

合わせてわずか八十四人であった。 

あとの諸隊は軍監が、ことごとく決起に反対。高杉の檄に応じなかった。 

決起を約していながら、土壇場で参集しなかった諸隊もある。 

 

石川と浅野某が出陣準備が終わった旨、高杉に報告にいった。 

高杉は紺糸通しの胴鎧をまとったまま、三味線を鳴らし、都々逸
ど ど い つ

を歌っていた

という。 

石川が背後から、「総督、揃
そろ

いました」と告げた。 

高杉は静かに三味線をおき、「何人揃うた？」と言った。 

「総勢、八十五人。」 

浅野某は今しがた、石川と総員誰何
す い か

をして八十四人と何度も確認したばかりだ

った。しかし石川はこのとき、八十五人と確かに言ったそうだ。 

 

高杉は振り返り、にっこり笑った。 

「されば、この八十五人で歴史をつくるとしよう。参るぞ。」 

 

この挙兵は、奇蹟を生んだ。 

高杉起
た

つの急報が各地に飛んだ。 

諸隊では動揺が走った。 

「なぜ、うちの隊は起たないのか。高杉さんと行動をともにしないのか。」と

激しい突き上げが始まった。 

軍監たちは、藩政府軍の大兵を畏れ、暴発を制止しようとしたが、それを押し

のけてでも決起に参加しようと暴発が始まった。 

半ば、軍監たちが激高する隊士たちに引きずられるように、雪なだれ式に諸隊

の決起が始まった。 

挙げ句の果てには農民一揆まで誘発し、諸隊と連携するありさまとなった。 

 

明けて慶応元年（一八六五年）一月六日、諸隊の先鋒は藩の正規軍と大田
お お だ

・絵

堂で激突。 

このときの戦力比較では、藩兵が千九百人。諸隊の先鋒がどのていどだったか

は定かではないが、数百人ではなかったかという。 

浅野某によれば、文蔵はこの大田・絵堂の戦いで戦死した由。 

諸隊の奇襲で始まった十日間の戦いで、諸隊はついに藩兵を撃破。 

一気に長州藩の俗論派（佐幕派）政権を倒すに至った。 



 

 

椋梨藤太は逃亡の末、津和野で捕まり、野山獄で息子とともに処刑されている。 

六月、瀕死の攘夷派にあって、風前の灯火だった長州藩は、土壇場で息を吹き

返した。 

そしてついに国境に集結する圧倒的な大兵の幕軍と交戦。 

しかし全戦線でなんとこれも撃破。 

ほとんど消えかかっていた討幕の灯は、誰も予想し得なかった歴史の逆回転に

大きく舵を切っていく。 

明治元年は、この三年後である。 

 

・・・ 

 

「因果は、巡るらしい。・・・な。」 

 

御坊さんはそう言うと、お箸のような細い杖を一本わたしに手渡した。 

お箸よりは長い、ちょうど菜箸くらいの長さだ。 

でも一本だけなのだ。 

オーケストラの指揮棒のようにも見える。 

漆塗りをしてあり、軽い。 

装飾は一切無い。 

 

「イーゴリを倒したときのヤマナラシの杭で作ったんだ。・・・栞ちゃんが魔

法を使うようになったときのためにな。」 

「わたしたち、一緒に歩んでいくことになるのかな。」 

「さあ、どうだろうか。おれもまだわからないよ。困ったもんだよな、記憶喪

失ってのも。」 

「だって・・・」 

 

わたしは気持ちだけが高ぶり、記憶がまだなにも追いついてきていないことに、

苛立たしさで胸塞がれるような思いが多くなっている。 

 

「それ、なんの気無しに、使ってみ。まだ要領を得なくてもさ。振っているう

ちに却ってコツがつかめるかもしれないじゃない。」 

「うん。」 

 

わたしは言われた通り、気を取り直して、窓際に置いてあったデンファレの一

輪挿しにヤマナラシの杖を向け、上に振ってみた。 

すると、驚くべきことに、音もなく一輪挿しが宙に浮いて静止した。 

わたしたちは顔を見合わせたまま、声も出なかった。 

御坊さんが、指で下に下ろせと合図するので、やってみた。 

一輪挿しは静かに降りた。 

 

「デンファレの花言葉って、『お似合いの二人』っていうんだよ、知ってた？」 

 

わたしは得意気に言ってみた。 



 

 

御坊さんは、さも愉快そうに、「『わがままな美人』っていうのも、あるらしい

よ。」 

 

わたしは思わず吹き出した。御坊さんは嬉しそうだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第十九夜 ゆめ忘るまじく候 

 

※翻案素材 

『ドリアン・グレイの肖像（ワイルド）』 

 

 

・・・ 

 

ものすごい変化があった。 

わたしに彼氏の候補が出てきたのだ。 

例のサークルで軽井沢にお泊りしたとき、大学の友達の従兄弟が参加していた。 

友達は、彼がとてもテニスがうまいので連れてきていたのだ。 

修司くんという。 

 

わたしが御坊さんを連れて行ったので、とても奇妙な関係に見えたらしい。 

なかなか声を掛けにくかったと言っていた。 

どうも「そういう関係」ではないらしいと、最近友達から聞いたらしく、それ

でとうとうモーションをかけてきたみたい。 

 

修司くんは真面目なのだけれど、かなりおっちょこちょいだ。 

抜けてるというのか、脇が甘いというのか。 

御坊さんもそういうところがあるから、わたしの好みなのだろうか。 

 

わたしもまんざらではないのだが、どうしてもわたしの中の豊丸という存在が

邪魔をして、なにが自分の気持ちや判断なのか正直なところ悶々としている。 

 

御坊さんは意外なほどあっけらかんとしていて、「やっとできたんかい。」とむ

しろ次はいつだ、どこで会うんだとかけしかける始末。 

あの人、一体豊丸を取り戻したいのか、縁切りしたいのかどちらかまったくわ

からない。 

 

「だからさあ、おれが決められることじゃないんだってば。」 

 

御坊さんも、一応は心の中でなにかわだかまりがあるらしい。 

というより、わたしが知らない重大なことがあるような気がする。 

正直にそれを言ってみた。 

 

「おれにとっては重大だけどね。栞ちゃんにとってはどうでもいいことだから、

気にしなくてもいいんじゃないの。」 

 

とあっさり言った。 

 

 

「それよりさ、もうヤッたんか？」 



 

 

「え？」 

「だからさ、アレ、ヤッたのかって。」 

「ねえ、ものすごく嫌らしい顔になってるよ。」 

「生まれつきだ。」 

「御坊さんは、初めてしたときって、覚えてる？」 

「忘れた。・・・あ、覚えてる。こういう輪廻転生の堂々巡りになる前。栞ち

ゃんみたいに、ほんとうの人間だったときだよ。」 

「それ、聞きたい。どんな気持ちだったの？」 

「月見に来ていた公家の女御を犯したときだ。」 

「なにそれ、犯したって。」 

「文字通りよ。今のおれとは大違いだからな。京の大沢池ってあるだろ。」 

「うん。」 

「ありゃ人工池だ。嵯峨天皇がつくった。大げさな言い方すれば、月見を楽し

むためだけにつくった池よ。」 

「へえ、そうなんだ。」 

「そう。そこに中秋の折、大勢公家さんたちがやってきてさ。その中から手頃

な女を藪に引きずり込んでヤッた。 最初だからなにをどうすればわからんで、

往生したが、一応思いも遂げたようだ。」 

「で、相手は？」 

「喜んでた。」 

「なにそれ。」 

「そういう時代だったんだって。あの頃は。男女とか夫婦っていうのが、かな

り曖昧な関係だったの。今と違うの。」 

「ふうん。わたしさ、男知らないんだよね。」 

「さんざんおれとやってたじゃないか。」 

「だって記憶ないもの。してないのと一緒だよ。」 

「まあな。それにしても、今のご時世、その歳でまだとはちと遅くないかい？」 

「なんか、わたしそんなに魅力ないのかななんて、思っちゃうよ。」 

「んなこたあない。まあ、栞ちゃんは、過去の因果があるからだろうよ。その

修司くんてのは、まだ手を出そうとしないのか。」 

「うん。なんかね、遠慮してるみたい。」 

「そいつもウブだね、今どき。」 

「そういえば・・・」 

 

わたしは思い出した。 

あの一九一九年以来百年の間、わたしは一体どこにいたのかということ。 

ずっと御坊さんに取り憑いたまま、ずっと眠っていたのかなとそう思い込んで

いたが、どうもそうではないらしいのだ。 

誰か別の人、それも女の人の中に入っていたらしいと気がつき始めた。 

修司くんと、曲がりなりにも付き合うようになってから、その思いが強くなり、

いまや確信に近い。 

わたしはその人の中で、その人と同じように悲しんだり、喜んだり、ずっとし

てきたようなのだ。その人は当初わたしの存在にどぎまぎしていたようなのだ

が、次第に慣れていった・・・そんな不思議な、記憶とも言えないような記憶



 

 

が蘇ってきている。 

そのことを御坊さんに言ってみた。 

 

「それがだれか、わかるのか？」 

「ううん。わかんない。」 

わたしは頭
かぶり

を振った。 

 

御坊さんは、なにか知ってるのか、知らないのか。 

さっき彼が言っていた、「わたしにとっては重要ではない」ことなのか。 

 

御坊さんは、唐突に怪談を話し始めた。 

 

・・・ 

 

明治に入ってすぐのこと。 

『あの夜 星がささやいた』の話からわずか六年後だ。 

明治四年（一八七一年）の東京。 

大きく社会は激変していた。 

毎日のように太政官布告が発令され、それまでの常識がことごとく覆されてい

った。 

この年の八月の散髪脱刀令もそうだ。 

いわゆる断髪令のことだ。 

が、強制ではない。髷を云わなくてもよい、士族は刀を差さなくてもよい、と

いうことであったから、実はしばらくなにも変わらなかった。 

面白い話だが、男は意外に断髪が進まず、相変わらず髷
まげ

を結っているものが多

かったが、女は律儀にも断髪するものが続出したので、新政府は慌てて「女子

断髪禁止令」を出す羽目になった。 

 

ただ全体としてみると、東京は名前が変わったとはいえ、ほとんど見かけ上は

幕末と変わらなかったのである。 

東京はさすがに洋装が増えてきてはいた。 

建物などにランドマークの大きな変化は起きてはいたが、この時点ではそれは

まだ目立たなかった。 

 

前年戊辰戦争が終わり、会津藩が降伏。 

この年の七月には廃藩置県が布告され、藩が消滅。 

社会の激変とは、江戸にいた全藩の武士やその家族が、禄を失ったので大挙し

て郷里に戻っていったことである。 

東京は、がら空きになった。 

武士だけではない。武士を相手に商売をしていた商人たちも国元へ帰ったのだ。 

東京の人口は、ざっくり半分が消えた。 

 

当然、無頼
ぶ ら い

の者が棲みつく。東京はにわかに物騒な都会になってしまった。 



 

 

宮 城
きゅうじょう

（皇居）に近い武家の上屋敷の多くは、軍隊や官庁に接収されていった

が、それでも多くの主
あるじ

無き武家屋敷はたくさん残った。 

東京府知事大木喬任は、明治二年（一九六九年）、『桑
さん

茶令
ちゃれい

』という乱暴な施政

を行った。 

唯一といっていいくらいのドル箱の輸出品となっていく生糸やお茶の生産の

ために発令されたものだ。 

後年、大木は「今となってみれば、ずいぶん滅茶苦茶なことをした。」と述懐

したが、片っ端から武家屋敷は潰されていった。 

贅を尽くした国宝や文化財級の書院は引き倒され、由緒ある築山は崩され（途

中、敷地の権利を区分するため、築山の破壊は禁止された）、風雅を極めた池

は埋められ、二百六十年間にわたって職人が丁寧に剪定をしてきた庭の名木は

ことごとく薪と化した。 

 

富裕な商人たちは二束三文となって荒れ果てた武家屋敷を、あちこちで買い漁

った。 

江戸時代、下級役人の屋敷でも二百坪はあったから、まとめてしまえば結構な

敷地になってくる。 

先の桑茶令は、結局失敗して翌年には廃止される。 

東京だけで百万坪が桑畑になったというから驚きだ。 

これが再び建物に戻っていく。 

 

御坊と豊丸は、まだ品川宿の寿屋にいた。 

八代目当主のときだ。 

品川もこの時代の激変に晒されていた。 

なにしろ参勤交代が無くなってしまい、人口が半減であるから、売上も言わず

としれたものとなる。 

ただ指をくわえていた者たちは、次第に困窮し、廃業していった。 

寿屋はそれまでの蓄えで、近所に女郎屋も営んでいたが、維新直後から横浜に

目をつけた。 

最初は急増する外国人居留者たち向けの女郎の派遣業だったが、外国の珍しい

中古の家具を買い取り、東京で転売するということを思いついた。 

寿屋の奉公人や女郎たちの中には、これに積極的にかかわる者も出てき、思っ

た以上の売上になっていった。 

とくにこの明治四年には、横浜に中国人も流入し始めている。 

西洋人の使用人として随伴してきた者が多い。 

根岸の競馬場は大賑わい。 

横浜は貿易の結節点として大いに隆盛し始めていたころである。 

 

・・・ 

 

寿屋八代目当主は、寛治という四十がらみの男だ。 

最近は横浜に出ずっぱりだが、この日は馬車を駆って品川に戻ってきていた。 

幕末より稼ぎが良くなったので、最近恰幅もいい。 



 

 

もともと愛嬌のある顔なので、いつもにこにこして太った寛治は、福の神のよ

うな空気感があった。 

ところが、そこにいるだけで福を呼びそうなこの男が、 禍
わざわい

をもたらした。 

 

三田は大木戸（札の辻）に近い崖下に、寛治はいくつか下級武士の屋敷を買い

取っていた。 

品川宿の寿屋を、洋風に建て直したいという。 

すでに、築地（旧中央卸売市場）には豪勢な築地ホテルや、オテル・ド・コロ

ニーなどの立派な洋風ホテルがあった。 

寛治は、流行りの洋風建築のホテルにしたかったのだ。そこで買い取った屋敷

のうち一つを御坊や豊丸に貸してくれたのだ。 

屋敷といっても百坪くらいのこじんまりとしたものだ。 

大木戸のあたりは、品川までずっと目の前が東海道と海岸線に張ついた漁民や

市場、商店が立ち並ぶ。 

そこを抜ければ、すぐに海だ。 

遠くまで干潟が広がる風光明媚な場所だった。 

芝あたりから、品川までずっとこの景観が続いていた。 

すぐ近くには御田
み た

神社があり、境内まで石段を上がると、目の前に東京湾の向

こうに房総までの絶景を臨む。 

 

二人は寿屋に置いていた手荷物などを大八車で新居まで運んだ。 

居宅は、東海道に面しており、板塀で囲われていた。 

豊丸は、念願の犬も飼い始めた。やはり武家が飼っていた柴が産んだ子犬だ。 

飯をやるのはいつも豊丸だし、散歩も豊丸がやるのに、どういうわけか御坊の

ほうによく懐くので、妬いていた。 

名前は御坊が名付けた。『ばんざい』だ。 

豊丸は、不満そうだったが、結局ばんざいと呼ぶようになってしまった。 

入居した当日、路地を挟んで隣の似たようにこじんまりした家の住人と知り合

った。 

武家の出らしい。 

お露と言うその女は三十歳近いだろうか。 

あまり愛想はないが、物腰自体は非常に柔らかい。 

複雑な環境だったのだろう。 

聞けば、会津出身だという。 

夫も会津藩士だが、先年の会津戦争で死んでいる。 

一族もほぼ討ち死にか、あるいは自害し果てて、夫婦いずれの実家も壊滅した

ようだ。 

自分だけ会津に戻らなかったのは、夫の蓄妾関係が原因らしい。 

彼女は武家にして、自ら夫に三行半
みくだりはん

を突きつけたようだから、よほど性根の座

った女だ。 

誇りが許さなかったのだろうか。 

とはいえ、家は維新で召し上げられてしまったので、棲むところも、また蓄え

もなにもない。 



 

 

ちょうど富裕な商人の目にとまり、夫婦にならないかと申し込まれているそう

だ。その商人というのは、ちょうど彼らの三田住居の崖上に屋敷を持っている

という。 

喜兵衛というらしい。 

相手のことは彼女もまんざらではないようなのだが、なかなか踏ん切れない。 

喜兵衛は政府から買い上げたこの家を、彼女に与えて住まわせているそうだが、

まだ一度も泊まっていたことはないという。 

彼女がそれを許さないのだ。 

 

御坊はふと、玄関先から見えた行李の紋が、腰に下げていた印籠の紋と違うの

で聞いてみた。 

 

「お露さん、あの行李の紋は橘ですが、印籠は鷹羽ですね。」 

「ああ、これですか。鷹羽は夫の家のものです。わたくしの実家は橘です。」 

「ほお、橘ですか。さぞ由緒あるお家柄なんでしょうな。」 

「どうですか。ずいぶん昔は京都にいたらしいですが、みなそういう話になっ

ているのではないでしょうか。紋だって、取ってつけたようなもので、ほんと

うに橘の血統なのかわかったものではありませんわ。わたしはまったく信じて

おりませんけど。だって、実家の者たち、みんな田舎の訛りがひどかったんで

すよ。」 

 

そう言って笑ったが、その瞬間、自分でも過去形を使ったことに心が引っかか

ったのだろうか、にわかに寂しげな表情になった。 

 

・・・ 

 

九月。まだこの頃は陰暦である。 

 

「あんた、芝海老をさ、たくさん買ってきたから、今晩これを油で揚げようよ。」 

「お、いいねえ。けっこう肥えてるんじゃないか？」 

 

芝海老は江戸湾の名産だ。 

大量に獲れたので、一帯の地名芝の名をとって、芝海老と呼ばれた。 

さっそく隣のお露にも声をかけ、その夜三人は縁台で芝海老三昧をした。 

お露が柚子塩を持ってきたので、格段に旨味が増した。 

お露もにわかに打ち解けてきたようで、御坊や豊丸の昔の話をしては、お露は

驚くやら、怖がるやら、大笑いするやら、朝方出会ったばかりの冷たい印象は

吹き飛んだ。 

 

「実は・・・」 

 

お露が言い出した。 

 

「喜兵衛さんから祝言
しゅうげん

を申し込まれているというのは、お話しましたでしょ。



 

 

三ヶ月ほど前からですが。・・・実はそれ以外に、もう一人、こっそりわたし

に申し込んでいる方がいるのです。」 

「どういった方なんですの？」 

「それが、京都出身の貿易商なんです。三十歳くらいでしょうか。なんでも都

でお着物など古くからお商売をしていたのですが、幕末に倒幕運動で英国と深

いつながりができたとのことでした。今横浜で外国と貿易に携わっているらし

く、喜兵衛さんともそこで知り会うたとか。」 

 

豊丸は興味津々だった。 

「で、色男なんです？」 

 

酒も入っているからか、お露はふだんは重い口を開いたようだ。 

 

「かなり。」 

 

お露は自分でも笑ってしまった。 

 

「いやだわ、こんなことをお話して。」 

「いいじゃないですか、今お一人で相談なさる方もいらっしゃらないんでしょ

う。わたしたちで良かったら、いくらでもお話しくださいまし。」 

 

お露は、それまで二人の魑魅魍魎とのさまざまな話を半ば冗談、半ば実話とし

て聞いていたが、いまではすっかり信じ切っているようだった。 

根はかなり、疑うことをしらない、まっすぐな性格なようだ。 

 

「ええ、それが、どうしたらいいか、迷ってますの。」 

「こっそり貿易商がいらっしゃるというのは、・・・」 

「その方は、ひと月ほど前でしょうか、ひょんなことで喜兵衛さんから紹介し

ていただいて。それから、ときどき喜兵衛さんのいないときを見計らっていら

っしゃいます。」 

「そうか。そういう事情ですから、その貿易商も喜兵衛さんを憚ってのことな

んでしょうね。」 

「ええ。そうだと思います。どちらかを選んでしまった場合、お二人のお仕事

の付き合いにヒビが入ってしまうのではないかと、それが気がかりで・・・」 

 

お露は存外、悩んでいるようだった。 

 

お露が帰ったあと、二人はこの話でまた盛り上がった。 

「ありゃ、お露さんは貿易商に首ったけとみたな。」 

「あたしもそう思う。悩むとしたら、それしかないものね。喜兵衛さんってい

うのをさ、どう断ろうかと困ってるのよ。家だって充てがってもらっているわ

けだし。元旦那が会津に戻って以来、かなり面倒なことに巻き込まれたと思う

わ。そのときにもずいぶんそのお商人には世話になったんじゃないかしら。」 

「そうだな、そういう事情はありそうだ。モテる女は違うねえ。」 



 

 

「なに、あたしがモテないっての？」 

「いや、そんなことは言ってません。」 

「そう聞こえた。」 

「違うってば。」 

「今夜、お仕置きよ。」 

「またですか。」 

「毎晩でもいいのよ。」 

豊丸の目はすっかり座っていた。 

 

・・・ 

 

二人はまるで長年の夫婦然とした日常を送っていた。 

その一方で豊丸は、およそ「飽き」ということが無いのか、始終御坊の体を触

ったリ、しなだれかかったり、なにかというと口吸いを求めたりと、何年経っ

ても付き合い始めたばかりの恋人のようにまとわりつくのだった。 

まるでなにか差し迫る時間を惜しむかのように、御坊を求めることしきりだっ

た。 

 

彼らの居宅から、大木戸のあたりまで、結構な茶店などが立ち並んでいたが 

店自体は五年前に比べると、やはり客足は少なかった。 

まだ東海道だからそれなりには人通りは多いものの、ちょっと町中に入ると、

いきなり人影がなくなるような有り様が当時の東京だった。 

彼らの三田の居宅の周囲は、寛治が買い取った小さい家を含め、空き家が多か

った。 

だんだん人が入ってきたが、それでもがらんと放置されて、痛みのひどくなっ

た家々が、結構ある。 

ときどき黒服に肩章をつけ、ケピ帽を被
かぶ

った邏卒
ら そ つ

が見回りにきては、不法居住

者を追い払っていた。 

 

三田の仮住まいに二人が入って七日とたたぬ頃、寛治が彼らの居宅にやってき

た。 

あいかわらず、和服のままだ。 

商売がうまくいっているのだろう。一段と仕立ての良いものを着ている。 

 

「御坊さん、この家の具合はどうですか？」 

「生まれて初めて、まともに家というものに住んだ。寛治さん、有り難いこと

だよ。言葉もない。」 

「そう言ってくれると嬉しいねえ。ま、実際あんなうるさい宿屋にいるよりは、

ここのほうが気が楽でしょう。それに、・・・（顔を突き出し、妙に小声で）・・・

あれも気兼ねなくできるしね。へへへ。」 

 

寛治はいやらしそうに、豊丸のほうをちらっと見た。 

 

「そうなんだよ。こいつ声がでけえからさ。悲鳴か絶叫かわからねえくらいだ。



 

 

あの間仕切りじゃあ筒抜け、慌てて口を塞いだり、もう冷や冷やしてたぜ。」 

 

豊丸は、思い切り御坊の尻を抓
つね

った。 

 

・・・ 

 

寛治の話は、幽霊騒ぎの相談だった。 

横浜で知り合った薩摩の商人、大野家喜兵衛のことだ。 

幕末の倒幕運動を通じて、薩摩藩の武器調達に手腕を振るったらしく、たいそ

う羽振りが良い。例の、お露と三角関係になっている京都の貿易商にしろこの

喜兵衛にしろ、英国と薩摩の間を取り持っていたということになるようだ。 

喜兵衛は薩摩の政府要人との太いパイプを利用して、三田の崖上、 聖
ひじり

坂のさ

る藩の下屋敷を払い下げてもらった。 

本人と、十七歳になる娘の育
いく

と同居している。 

妻はすでに亡くなっていた。 

このほか、大野家に出入りしていた業者の二十歳の倅に、かなり頭の出来の良

いのがいたので、これを書生として住まわせていた。 

総
そう

次
じ

と言うが、当時開成学校に通っていた。 

このときは予科（普通科）を修めていた。 

後の東大である。 

育はどうやらこの総次にぞっこん惚れているらしい。 

喜兵衛のほうでも、ゆくゆくは二人を夫婦にして、総次に家業を継がせても良

いと思っているとのこと。 

 

この下屋敷のある三田の台地というのは、御坊たちの三田の居宅のすぐ裏にあ

る崖上だ。 

三田といっても広く、ずっと内陸のほうまで続いているが、大木戸から品川に

かけての海岸沿いの三田は低地だ。この裏は切り立った崖になっており、崖上

に行くには大木戸から隘路がある。なだらかな聖坂がずっと一本通っている。 

そこにある喜兵衛の下屋敷というのは、二千坪はあろうか。 

築山に囲われた敷地の中は、外周をもともと藩士たちが住まっていた長屋が立

ち並び、その内側にも仕切りとなる細い築山を隔てて庭、そして御殿、続きの

奥御殿が建っていた。 

ふつう表門と裏門と二つあるのだが、この三田の台地はすぐ目の前が崖であり、

ほぼ眼下に東京湾を臨む。 

だから裏門しかない。 

 

裏門を出ると、小径
こ み ち

にでる。 

右にいくと、もと来た長い下り坂（聖坂
ひじりざか

）で、大木戸まで続いている。 

小径を左にいくと、伊皿子の分岐になる。 

この分岐を超えると崖上も、海岸沿いも高輪
たかなわ

だ。 

いずれにしろ寺ばかりになる。 



 

 

伊皿子の分岐を海岸へ下りていくと海岸沿いに赤穂浪士で有名な泉岳寺に下

る伊皿子坂だ。 

逆に伊皿子の分岐を、内陸の白金
しろかね

村に下りていくのは魚
ぎょ

藍
らん

坂だ。 

 

この聖坂の下屋敷は、例の桑茶令の被害に遭わなかった数少ない建物だったら

しい。 

喜兵衛親子と書生、これに奉公人が夫婦者も含めて五人が住んでいた。 

それでも元藩士たちの長屋が十五間口もあったから、全員が揃っていても空き

家同然の風情だった。 

 

ここに「出る」というのだ。 

男が一人、女が一人。 

いつも揃って屋敷の中にぼうっと立つ、という。 

 

「なにもせんのかい？」 

「なんも。ただ、不気味に立つと。それだけに却って怖いと。みなが見る。訴

えるわけでもなく、嘆くわけでもなく。無表情に立ってじっと見ているんだそ

うですよ。一番良くみるのが、育さんだと。」 

「誰だいったいその二人っていうのは？ 見当ついているのかい？」 

 

寛治が言うには、喜兵衛には妾がいた。 

品川の土蔵相模にいた女郎を落籍
ひ か

したのだ。 

名をお駒という。土蔵相模でもめっぽう売れっ子の女郎だったそうな。 

つい三ヶ月前のことだ。 

喜兵衛は白金村のさる藩の 抱
かかえ

屋敷を買い上げていたので、お駒をそこに住ま

わせた。 

ところが、先述の聖坂屋敷に棲み込みでいた書生、総次がこのお駒に入れあげ

てしまい、夜這いをかけてねんごろになってしまったという。 

なんでも喜兵衛から言伝
ことづて

を頼まれ、お使いとして白金屋敷に赴いたときに、一

目惚れしてしまったらしい。 

 

「だって、その総次さんとやらは、育さんと夫婦になるはずじゃなかったのか

い。」 

「そうですよ。あたしも何度か聖坂屋敷に行ったことがあるが、まあ仲睦まじ

くてな、当てられっぱなしだったんですが、まあ、男なんてものは、・・・わ

かるでしょ、御坊さん、あんただって。」 

「ああ、わかる。・・・いや、わからん。ちとその方面は。」 

 

いきなり御坊はしどろもどろになった。 

横で、豊丸がものすごく怖い顔をして御坊を睨みつけていたのだ。 

 

「ウブな書生がさ、手練手管を知り尽くした女郎上がりのべっぴんを目の前に

して、たちまち入れあげてしまったんだろうがな。」 



 

 

 

問題はその後である。 

それがたちまち喜兵衛に発覚し、大揉めに揉めた。 

ちょうど御坊たちが三田の仮住まいに入って、隣のお露と芝海老を食べていた

夜のことだ。 

繁忙のため、足が遠のいていたが、久しぶりに喜兵衛はあの夜、白金屋敷に寄

った。 

するとくだんの二人がくんずほぐれつの真っ最中。 

えらい騒ぎになったそうだ。 

総次は喜兵衛に引きずられるようにして聖坂屋敷に連れ戻された。 

朝までさんざん説教を垂れた挙げ句、未明に追い出したという。 

喜兵衛もその後、家を出たらしい。 

それっきり二人は行方不明となった。 

総次は本所の実家にも戻っていない。 

喜兵衛が二日も戻ってこず、横浜からも商談をすっぽかしたということで番頭

がやってきたくらいだから、どこにもいない。 

白金屋敷に行ってみたところ、こんどはお駒もいない。 

つまり、三人が忽然と消えてしまったのだ。 

 

聖坂屋敷の奉公人たちは心配し、邏卒に願い出て、二人の捜索が始まった。 

ところが、すぐに居場所は知れた。 

麻布は一本松の『がま池』に、このうちの二人の死体が浮いたという。 

お駒は戸板に打ちつけられ、着衣はすべて剥ぎ取られていた。 

急報を受けて、邏卒長らが駆けつけ、戸板を引き上げたところ、なんと裏側に

は総次も着衣の無いままに打ちつけられているのがわかり、皆仰天したそうだ。 

二人とも、えらく痛めつけられたらしく、匕首による刺傷は夥しいほどだった。

両名とも顔も、見分けがつかないほど殴られたらしく、無残に腫れ上がってい

た。一晩水に浸かっていたこともあって、目も当てられないほどだったらしい。 

両手両足には、長い時間きつく縛り上げられていたであろう荒縄の跡がくっき

りとついていた。 

邏卒たちは怨恨と踏んで、ただちに捜索をしたが二人のがま池までの足取りが

まったくつかめない。 

当然喜兵衛は疑われた。 

 

「しかし、実際に手を下したのはチンピラたちかもしれん。銭を渡してやらせ

たってこともあろうよな。」 

 

御坊はそう言った。 

 

「もちろん、白金と麻布は隣町ですが、二人をいたぶった後、殺して、がま池

まで運んで、戸板に打ちつけて放り込むなんてことは、到底一人じゃできませ

んわ。 十町はありますで。いや、まっすぐでそうだから、もっとありましょ

うな。間違いなく手伝った連中はいたんでしょうがねえ。」 

「どっちにしても喜兵衛さんが殺ったか、殺らせたか、そういうことだな。」 



 

 

「まあ、そう考えるのが自然でしょうなあ。」 

「どうするんでえ。痴情のもつれで二人も殺したとあっちゃ、死罪は免れまい

よ。」 

「たぶんね。だから逃げたんじゃないですかね。」 

「商売のほうは、育さんが継ぐってえのかい？ 土台無理だろう。」 

「なんでもね、今日聞いた話では、横浜で喜兵衛さんと商売をしていた京都の

貿易商がね、いろいろと世話を焼いているようですよ。家督を育さんに強制的

に移すんだそうで。女戸主は珍しいが、例外はありますわな。今回の一件は事

情が事情ですし、なにしろ喜兵衛さんが行方不明じゃどうにもならん。その例

外だということらしいですわ。いずれにしろ、その貿易商がね、やはり倒幕運

動では薩摩とえらく深い関係らしいんで、そのへんすんなり認可が降りたって

話です。育さんの代わりに、交渉したんでしょうな。やり手ですねえ。早いわ、

やることが。おそらく育さんになんか条件でも出して、その貿易商が喜兵衛さ

んの事業を事実上継承するんじゃないかと思いますがね。」 

「その京都の貿易商って、たぶんおれたちも知ってるな。」 

「え、ご存知なんで？」 

「隣のさ、お露さんから聞いたのと、同じ人だと思う。」 

「あれ、お露さんをもうご存知ですか？ あの人もねえ、喜兵衛さんから夫婦

になろうと申し込まれていたのが、とんだ結末になってしまいましたねえ。・・・

てなことで、御坊さん、そんなこんなで一つ、上の屋敷にご足労願えませんか

ね。」 

「やれ、そういうことならちと行ってみるかい。」 

 

・・・ 

 

寛治は、『十時頃（巳刻）に聖坂の屋敷で待ち合わせ』ということにして、帰

っていった。 

品川まであるいても三十分だ。 

予定の時刻までまだ二時間ほどある。 

 

御坊は、ふと疑念がよぎった。 

この一連の事件でいったい誰が最終的に得をするんだ、ということだった。 

寛治の話をまとめると、その京都の貿易商が怪しい。 

そして、これは一番考えたくなかったが、お露が一枚噛んでいるかどうか、だ

った。 

おそらくお露は貿易商のほうに気がある。とはいえ、喜兵衛に対しても、路頭

に迷っていた頃の恩義を感じていた。 

そこで喜兵衛が体
てい

よくいなくなってしまえば、仕方なく貿易商に嫁いだのだと

言い訳が立つ。なにより、自分自身を納得させることができる。 

 

「え～、それは無いんじゃないの？」 

 

豊丸は否定的だった。 

 



 

 

「そうよな。そんなお人には見えなんだ。そう思っていたとしても、実際にな

にが出来たかと言うと、なにもできやせんしなあ、あの人の立場じゃ。」 

「その貿易商がやっぱりいちばん怪しいよ。喜兵衛さんがいなくなって、育さ

んを手なずけて、事業も、お露さんも丸取りじゃないかえ。もしかしたら、事

業で喜兵衛さんと揉め事でもあったんかもしれないよ。」 

「ちょっと待て。なにもその貿易商は、喜兵衛さんを排除したわけじゃねえぞ。

喜兵衛さんがとち狂って二人を殺っちまったんだろ。おまけに怖くなって遁走

したと。だから、貿易商は、その後の大騒ぎにうまく便乗したって感じじゃな

いのかなあ。」 

「じゃあ、貿易商が喜兵衛さんを煽って、二人を殺させたとしたら？ そして

『おまえを匿ってやる』とかなんとか騙して、行方不明にさせていたとした

ら？」 

「おめえ、結構恐ろしいこと考えるな。だんだんおまえが怖くなってきたよ。」 

「考えれば、いろいろでてくるさ。・・・だとすると喜兵衛さんだって、危な

いよ。実は、もう貿易商に殺されているかもしれないよ。」 

「そうは言ってもよ、貿易商がいくら煽ったところで、分別もある四十がらみ

の親父が、二人もいきなり殺っちまうかね。言っちゃ悪いがたかが女郎だぜ。

いくらでも代わりはいようもの。そんなに激高するもんかね。割に合わないよ。」 

「まあ、そうだねえ。殺っちまったら、これまで築き上げてきたものをすべて

失うんだからねえ。やり手の商人が、そんなことで手を汚すとはねえ。」 

 

御坊は、茗荷
みょうが

を味噌につけてはかじりながら、そう言った。 

すっかり秋も熟し、もうそこに冬が近づいていた。いささか肌寒いが、爽やか

な風に潮の香りが漂ってきた。 

二人は「ばんざい」を庭につないで、崖上の聖坂屋敷へ向かった。 

まず、出掛けに隣のお露宅を叩いてみた。 

 

「あら、御坊さん。豊丸さんと、お出かけ？」 

「ええ、頼まれごとがありましてね、上の喜兵衛さんの屋敷へ。」 

 

喜兵衛という名を聞くと、お露はさっと顔色を変えた。 

 

「もうお聞き及びですか？」 

「はい。朝方、例の貿易商の方がいらして、事情はあらかた。・・・お駒さん

っていう、名前は存じ上げませんでしたが、お妾はいるということは知ってい

ました。それもあって、わたくしは喜兵衛さんの申し出に、躊躇しておりまし

たが。まさか、あんなことになるとは・・・。」 

 

お露の表情には、複雑な心情がよく浮き出ていた。 

 

「こうなれば、貿易商の方とお話しが進むってことになりましょうか？」 

 

お露は、深刻そうな顔をした。 

 



 

 

「そうですねえ。正直まだ思案しております。」 

「なにか心配ごとでも？」 

「あの方、あまりに必死なご様子なので・・・」 

 

豊丸が言った。 

「いいじゃありませんの。それほど思っていらっしゃるということでしょう？」 

「ええ、それは嬉しいのですが。なにかもっと、ご自身切羽詰まったような、

そんな気がして。わたしごときで、そんなことになるとも思えませんの。わた

しが知らない事情で思いつめている、そんな気がしたものですから。」 

 

二人は、お露の言うことがなかなかつかめなかった。 

 

気を取り直したのかお露は、にっこり笑った。 

「きっと、思いすごしですわね。もうわたしも歳が歳ですから、子を産めるう

ちにこのお話、お受けしたほうがよろしいですよね。」 

 

まるで自分に言いきかせるように、そう言った。 

 

御坊と豊丸は、なにか心配ごとがあれば、すぐに宅に来てくれと言いおいて、

表通りに出た。 

 

海岸縁
べり

の三田地区から、崖上の屋敷に通じる急階段が無くはなかったが、整備

されたものではなく、言わば獣道だ。 

二人は、急ぐ話でもないので、大木戸を通ってぐるりと聖坂に回り、緩やかな

坂道を登っていった。 

この当たりも昔から寺が多い。 

それでも武家屋敷はそれなりにあり、廃屋同然となっているところも多く、不

気味な風情となっていた。 

台地から内陸に下りていく急坂は、先の魚藍坂以外にも何本かあった。みな白

金地区に下りていく道筋だが、幽霊坂というのもあった。 

ちょうど坂の両側が寺ばかりで、鬱蒼とした木々が屋根をつくる小径だったか

ら、昼間でも真っ暗なのだ。 

いつしか幽霊坂と名付けられたようだ。 

その幽霊坂からほど近いところに、喜兵衛の屋敷があった。 

 

木戸は開けっ放しになっており、中で奉公人たちの姿が見受けられた。 

どうやら、寛治は先に来ているらしい。 

二人が入っていくと、すぐに寛治が出てきて、「ちょっとちょっと」と言いな

がら、庭のほうに二人を呼び出した。 

 

「なんだい？」 

「お育さんが、変なんですよ。」 

「どう変なんだ。」 

一日中、鏡に向かっているんだと。んでね、ものすごく気持ち悪い厚化粧をし



 

 

てね、満足そうににやにや笑っているんだと。あたしもこっそり部屋を覗いて

みたんですよ。したら、いやあ、不気味なのなんのって。女郎の化粧とかそう

言う厚化粧じゃないんです。気が振れたような化粧なんですよ。」 

 

そういうと、寛治はぶるっと体を震わせた。 

 

「とにかく会うてみよう。」 

 

二人は寛治の案内で、奥御殿に入った。 

裏門から入って、お化け屋敷のように誰もいない旧藩士たちの長屋を横に見て、

中敷居となっている細い築山を越えると、真正面が御殿で、すぐ左側に奥御殿

がある。 

育はそこにいた。 

小型の鏡台の前に座って、鏡の中の自分をじっと見ていた。 

 

寛治が先に入っていって、育に声をかけ、御坊たちを紹介した。 

振り返った育は、文字通り醜悪な厚化粧をしていた。 

正直、二人もぞっとした。 

正気ではない、と思える化粧だからだ。 

そもそも、紅が唇からやたらとはみ出してしまっていたり、なにもかもが鏡を

見ないで化粧でもしたのかと言いたくなるような有り様だった。 

 

「育にございます。こたびは、一つ宜しくお願いいたします。」 

 

言葉ははっきりしている。 

表情もとくに異様な感じがない。 

ただ、化粧だけが異様なのだ。 

 

「お育さん、ずっとお化粧をなさっているとか？ どこぞへお出ましですか？」 

 

御坊がそう言った。 

 

「いえ、今はそれどころではありませんから。いつ父のことで連絡があるやも

しれず。・・・ただこの鏡が好きで、ついついこの前に座りますと、長居をし

てしまうんですよ。」 

 

ふとその鏡台を見ると、どうも日本のものではないらしい。 

聞けば、十日ほど前に、貿易商からいただいた、とそう言った。なんでも英国

からの輸入品だそうだ。 

まだ日本では、ガラスの鏡は高価でほとんど無かった。 

たいていは銅などを磨いた金属製の鏡だ。 

文机にちょうど乗るくらいの、持ち運びも楽な大きさだ。 

二人も、物珍しいので育の後ろに座って、鏡台を覗き込んだ。 

おかしい。 



 

 

二人の間にあって、鏡に映じている育の顔が、本人の顔と違った。 

鏡の中の育は、それは美しい娘だった。 

化粧も卒なく、およそ世間でも見当たらないくらいの美しさだ。 

しかし実際の育は、おぞましい厚化粧。 

厚化粧の下は、かなり劣化しているのではないかとうかがえた。 

後ろから覗いた寛治は、それを見ると、「ひえっ！」と言って尻もちをついた。 

 

「大丈夫ですか？ 寛治さん。どうなすったの？」 

 

育は、さも心配そうに、寛治のほうを振り返った。 

 

「いや、なんでもありませんよ。ちょっとなんか、虫でも襟首に入ったような

気がしたんで。・・・」 

 

寛治は取り繕ったが、明らかに真蒼な顔をしていた。 

御坊と豊丸は、まじまじと鏡の中の自分たちを見比べて、お互い寸分変わりが

ないことを確認して下がり、改めて育の前に座った。 

 

「お育さん、幽霊が出ると聞きましたが。」 

「ええ、そうなんですの。なにも悪さをするようでもないのですが、気味が悪

くて。気がつくと、そこに二人で立っていたり。・・・うちの奉公人も皆、見

かけていますの。成仏していないのね、二人とも。」 

 

声色はごく普通なのだが、あまりにもあっさりと言うので、二人は却って奇異

に感じた。 

なにより、許嫁であった総次のことになると、不敵な笑いさえ浮かべた。 

 

「こんなことを言ったら不謹慎かもしれませんが、自業自得。それに尽きるよ

うな気がいたします。」 

 

誰の自業自得なのか。 

自分の不徳を悔いているのか。 

それとも総次の所業が因果応報ということなのか。 

 

「お駒さん、・・・わたしも一度お会いしたことがありますが、身の程をわき

まえないと、ろくなことがありませんわよね。」 

 

丁寧な言葉づかいだが、はげしい侮蔑を含んだ物言いだ。 

 

「あの幽霊二人、なんとか『始末』していただけますの？」 

 

御坊と豊丸は、その『始末』という言葉に内心、心が凍る思いがした。 

これは、ただ事ではない。 

ただ気が振れたという話ではないような、そんな気がしたのだ。 



 

 

なにかが取り憑いているのか。 

それとも、呪いのような類か。 

いずれにしろ、この鏡がおかしい、と二人とも感じていた。 

御坊や豊丸、寛治も、鏡と本人は寸分違わぬ映りようだ。 

しかし、育だけが実物は化け物のような化粧だが、鏡の中はめっぽう美しいの

だ。ありえない話だ。 

 

いったん二人は奥御殿を出て、寛治の案内で奉公人たちにも話を聞いた。 

彼らの話はいよいよもって奇怪だった。 

育が、「だんだんわたし、綺麗になっていくわ。」と言うのだそうだ。 

それと同時に、彼らにはだんだん育の顔が醜くなっていくとも、老いていくと

も見えた。 

奉公人が気づいたのは、見る見るうちに育の容貌が崩れていく一方で、鏡の中

の育は驚くほど美しくなっているということだった。 

まるで別人だ。 

さきほど寛治が腰を抜かしたくらい、実物と鏡の中の本人とでは別物なのだ。 

この点は、さきほど三人もその眼で確認したことだ。 

 

幽霊が立つのは、決まって育の前だった。 

奉公人は、それをたまたま見かけるだけで、奉公人たちの前に幽霊が立つこと

はない、という。 

一番育の身近にいて身の回りの世話をしているのは、今年十五歳になるお雅
まさ

と

いう娘だ。 

このお雅によると、育が幽霊に向かって、頻繁にこんなことを言っているとい

うのだ。 

 

「ふん、腐れた女郎がいまさらなんですか？ この世に未練でもあるってお言

いですか？ いいざまだこと。みっともない姿で、人さまに 骸
むくろ

を晒
さら

したんで

すってねえ。それに総次さんもなんですか、未練がましくお駒さんと出てきた

りして。あたしに何が言いたいのさ？ ちょっとあたしがけしかけたくらいで、

お駒さんにたちまち本気になってしまって。あたしのことなんぞただのお遊び

だったんでしょうよ。あたしゃね、あの高慢ちきなお露って女が嫌いなのさ。

武家上がりだなんてお高くとまってさ。お父っつぁんと夫婦になるなんて、不

愉快で仕方なかったのさ。お父っつあんもだらしがないったらありゃしない。

お露の前ではへいこら下出に出てさ。だから、邪魔してやろうと思ってね、あ

んたをお駒さんに仕掛けたんだよ。お父っつぁんの性格からしたら、自分の妾

を若造の泥棒猫にさらわれて、黙ってる人じゃないからね。総さん、あんたが

お駒さんを観る目が、あたしを観るときとじゃ大違いだったしさ。あたしゃ気

づいてたんだよ。あんたの本性を。で、ちょいと試してみたんだ。そしたらざ

まあない。ころっとお駒さんにいかれてしまって。なんだい。ああ、嫌になっ

た。誰も彼もろくでなしだ。次はね、お露だよ。あの生意気な年増の婆あさ。

どうしてくれようか。・・・」 

 



 

 

お雅はなんども育が幽霊を詰
なじ

っているのだが、いつも断片的でまとまりがない

そうだ。 

それをおよそまとめてみると、こうした内容を話しているというのだ。 

 

「もうそれは、目が座っていらして。とてもではありませんが、まともに聞い

ていられたものではありません。以前のお嬢様とは全然違うお人です。」 

 

この育のひとり語りを、幽霊たちはただ立ったまま黙って聞いているのだそう

だ。 

なにかを言いたげなのだが、ちょっと口が動くくらいで、なにも声には出てい

ないという。 

 

予想もしなかったことだ。 

育がお駒と総次を殺したというのだ。 

お雅は、この話をまだ邏卒
ら そ つ

にはしていない。 

頭がおかしくなった育が、妄想を言っているだけかもしれないからだ。 

そもそも、奉公人たちが寝入っている夜のうちに、二人をどこで殺めたのかわ

からないが、がま池まで運んで投げ捨てるなど、到底小娘一人にできる所業で

はない。 

それが証拠には、喜兵衛が行方不明ではないか。 

やはり喜兵衛が下手人なのではないか。 

お雅は、そう思っていると言う。 

 

・・・ 

 

三人はいったん屋敷を出て、相談することにした。 

三人は屋敷を出ると、前の来た方とは反対の左へ歩いてみた。 

まだこのあたりをじっくり散策したことが無かったのだ。 

三田の台地に来たのも、これが初めてだった。 

廃屋や寺の合間に、ちょっとした茶店を見かけた。 

この当たりは、『月の岬』と呼ばれて江戸時代を通じて名所だったところだ。 

あの徳川家康がその眺望を絶賛した場所として知られる。 

最近はとんと客足も減ったとは言うが、まだ一軒、店が残っているようだ。 

二人で暖簾をくぐり、簡単な食事を頼んだ。 

いわゆる茶屋、茶店というのはぴんきりなのだ。 

性風俗主体の色茶屋もあれば、二人が逢い引きするための待合茶屋もそうだ。 

一般的なものとしては煮売り茶屋が結構多かった。 

『へっつい』を薪火で熱し、お茶を出したわけだが、酒も出したのでほとんど

居酒屋と区別がつかない。 

すぐに出せる簡単な料理が用意されており、たいていは、刻みするめ、こんに

ゃく、焼き豆腐、くわい、れんこん、ごぼうといったものを醤油の煮しめにし

て出した。テイクアウトが出来たわけで、そういう意味では惣菜屋でもある。 

ふつうは縁台に腰掛けて簡単な食事をとりながら休憩する場所として重宝し

た。 



 

 

当然汁物もあった。 

 

二人は海を臨む縁台のほうに行ってみた。 

眼下、やや大木戸のほうを観ると、自分たちやお露の居宅の屋根が見える。 

東海道を挟んで漁民や店が並び、その向こうに干潟がずっと広がっている。 

その干潟では昨年から工事が始まっている。 

新橋から横浜に通す鉄道の足ゲタを掛けているのだ。 

鉄道が完成すると、この辺りからの景観も壊れてしまうのだろうと思われた。 

 

秋晴れ。 

房総がよく見えた。 

南の先には品川宿が海に張り出しているのが見える。 

北のほうを観ると、遥かに築地ホテルの塔楼が見えた。 

あの塔楼のてっぺんからは、向こうに筑波山、こちらには富士山がよく見える

そうだ。 

 

「ねえ、御坊さん。どう思います？ さっきの話。」 

「どうって、あの通りじゃねえのか。喜兵衛さんが我を失って、衝動的に殺っ

ちまったのよ。」 

「やっぱりそうだよねえ。」 

「ちと腑に落ちないことがある。」 

「なんです？」 

「お育さんは、お露さんを嫌っていた。喜兵衛さんとの婚儀の邪魔をしたかっ

た。そうだよな。」 

「そうですよ。」 

「一方でお育さんはお駒さんを蔑視していた。」 

「そうそう。」 

「で、自分がぞっこん惚れていた書生の総次さんをけしかけて、お駒さんとい

い仲にして、喜兵衛さんを慌てさせた。お露さんのことはともかく、喜兵衛さ

んは若造の泥棒猫に妾を寝取られたとあって、激高した。」 

「そういうこと。」 

「なんでお育さん、そこまでして自分の許嫁をそんな謀の餌に使ったんだろう

ね？」 

「ふむ。」 

「納得が行くかい？」 

「たしかにいかない。」 

「だろ？ やりすぎじゃねえか。自分が割を食うんだぜ。自分が惚れた男だぜ。

まあ、こたびのように刃傷沙汰になっちまったのは行き過ぎとしても、そうで

なかったとしてもバレれば総次は聖坂にはいられまいよ。早晩、追い出される

のはわかりきっていたはずよな。」 

「う～む。そうかあ。」 

「おかしいだろ。」 

「おかしい。」 

 



 

 

豊丸が口をはさんだ。 

「誰かが、術をかけてるね。」 

 

御坊がうなずいた。 

「おれもそう思う。たとえば、あの鏡。」 

「あれはどうやら、人の醜い心を食って、鏡に映じる姿はどんどん美しく、気

高くなっていく。一方本人は、その心の腐れるままにどんどん醜悪になってい

く。そんな仕掛けが、あの鏡にはあるんじゃねえか。」 

「そうだね。だとすると、今回の相手は結構やっかいなやつになるね。」 

 

寛治は話が予想もしないほうに行ったので、慌てた。 

「ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、誰がその怪しげな術を鏡に施したんで

しょうね。」 

「今まで上がっていた人の中で、一番怪しいのがその京都の貿易商だろうよ。

そいつが呪いのようなものをかけた鏡で、お育さんの心を壊した。あやつって、

お駒さんと総次とやらをねんごろにさせ、父親を激高させ、殺させた。」 

「そんな芸当ができるやつなら、ちょっと怖いねえ。日本の術ですかね。その

貿易商、英国と関係があるらしいから、あちらの術ですかね。」 

「さあなあ。ちと性根を入れてかからんと、こっちも危ないかもしれん。豊丸、

手分けして探っていくか。」 

「あいよ。」 

「済まぬがな、豊丸。ひとっ走り横浜まで行ってくれぬか。明日の夜には帰っ

ておいで。それで、京都の貿易商を探れ。どんなやつか、どんな暮らしをして、

どういう一族か。仕事はなにを扱っているか。なにが好きで、なにが嫌いか。

評判もな。寛治さん、その貿易商の名は？」 

「あ、えっと・・・なんだっけ？ あれ、知ってるんだけどな。あれ、なんだ、

思い出せねえぞ。いや、横浜の馬車道に商館があるんでね、わかってるんだ

が・・・名前がどうしても、出てこんわ。歳かなあ。最近忘れっぽくて。」 

「まあいいや、お露さんがそれは知っていよう。いずれにしろ、寛治さんよ、

豊丸にその馬車道の商館の場所を教えてやってくれぬか。」 

「承知しました。絵図を描いてみましょう。」 

「寛治さんは、今夜、そうだな六
むつ

半
はん

（夜七時）にもう一度、聖坂の屋敷に来て

くれねえか？ 幽霊とやらに会ってみよう。」 

「え、あたしも？ わ、わかりました。乗りかかった舟だ。御坊さんがいりゃ

あ、きっと大丈夫でしょう。六半ね。わかりました。」 

 

寛治がその場で、懐紙に関内の絵図を描き、豊丸に渡した。 

三人はそこで別れた。 

寛治は品川宿へ、豊丸はすぐにそのまま横浜へ。まだ正午だ。夕暮れには着く

だろう。 

御坊は三田の家に戻って思案した。 

なかなか頭の中で今回の事案の筋がまとまらない。 

ごろごろしていても妙案が浮かばなかった。 

「ばんざい」を連れて散歩に出たり、海岸の魚河岸と茶屋を兼ねた店で、 鰯
いわし



 

 

の塩焼きをつまんでみたりしてみたが、ただ時間だけが過ぎていくだけだった。 

 

夕暮れどき、『もう、豊丸も横浜に着いたころだろうな。あいつのことだから、

必死こいて歩いてったろう。さぞ疲れたろうな。』などと気に病んでいると、

大木戸の番所勤めをしている邏卒長、小沢という男が訪ねてきた。 

見知った仲である。 

先日も芝の幽霊騒ぎで御坊が助けてやった経緯がある。 

 

小沢は元長州藩士だ。 

幕末は遊撃隊に所属していた。 

当時と違い、立派な口髭を蓄え、単純かつ無骨だが情だけは厚かった。 

 

「去年、長州の諸隊が脱退騒動を起こしましたが、浅野さんはどうなすったか

ねえ。」 

 

浅野というのは、例の『あの夜 星がささやいた』のその後の顛末を話してく

れた人物だ。 

 

小沢は『ああ、・・・浅野は・・・』といって深くため息をついた。 

 

「死にました。」 

 

聞けば、昨年長州では版籍奉還に不満な諸隊の兵士が千三百人も脱退。 

それもそのはず。 

正規軍として残し、そのまま在職を維持するものと、縮軍のために除隊させる

ものを、身分で分けた基準が大きな過ちだった。。 

もともと高杉晋作が起こした奇兵隊はじめ諸隊というのは、その身分差別を破

壊する革命軍だったはずだが、明治維新が成った今、金ばかり食うし、用済み

ということだ。 

身分の低い隊士たちは憤激して脱退、論功行賞によって残る者と解職されるも

のを選別すべきだといって一斉蜂起した。 

が、衆寡敵せず、三ヶ月もしないうちに鎮圧されてしまった。 

このとき町民出身だった浅野は、石川の制止も聞かず蜂起する側に回り、防府

の戦いで戦死したという。 

皮肉なことに、鎮圧軍を率いた大参事は、奇兵隊創設者である高杉晋作の父高

杉小忠太だったそうだ。 

 

「やった方がやられ、やられた方がやり返す。味方だったはずの者が敵になり、

敵が今度は味方になる。なんの巡り合わせなのか、人の歴史というのは割に合

わないことだらけだ。」 

 

小沢は、そう呟いた。 

 

「して、御坊さん。こたびは大野屋の一件に、御助力いただけるそうですな。



 

 

わしゃ全幅の信頼を寄せちょりますでな。何卒、宜しくお願いしますぞ。邏卒

が必要なら、何人でも言ってくさだいよ。」 

「いやあそれが、まだ思案の最中ですわ。考えがまとまりません。一応、豊丸

を横浜に遣りました。手がかりがなにかつかめるとは思うんですがね。それ待

ちですね。」 

「おお、豊丸さんがな。いつお戻りで？」 

「明晩までには帰っておいでと言ってありますが。」 

「そうですか、今宵一晩。よし、じゃあこの間に、組織の編成の準備をしよう。」 

「なにか、組織変更でもあるんですか？」 

「ええ、いろいろ変わりますよ。まあ、御一新以来、毎日と言ってもいいくら

いなにか変わっていますがな。うちらは、なんでも巡査ちゅう名前に変わりよ

るそうで。」 

「巡査。」 

「さよう。わしはさしずめ巡査長、ってことで。来月かな。今ごたごたしちょ

りますから、逆にある程度融通が利きますぞ。なんでも言ってくだされ。」 

 

小沢邏卒長は、黄色い肩章を肩で揺らしながら、偉そうにして帰っていった。 

気のいい男だ。 

しかし、小沢の力を借りなければならないほどの大事
おおごと

になるとも思えない。 

御坊はあちこち想念が飛んでしまい、収拾がつかなくなっていた。 

 

・・・ 

 

六半、御坊は聖坂の屋敷に赴いた。 

寛治は怖がって、外で待っていた。 

まだこの当たりは街灯などというものはなかったから、真っ暗である。 

すぐ近くには幽霊坂もある。 

寛治は、御坊の提灯をみとめると、慌てて走ってきた。 

「おっかないよ、御坊さん。頼みますよ、ほんとに。」 

「大丈夫だよ。安心しな。今宵は何が起こるわけでもなかろう。幽霊とやらの

面相を確認したいだけだ。」 

 

二人は木戸を叩いて奉公人を呼び出した。 

奉公人たちはぞろぞろと築山近くの長屋から出てきて、心配そうに寄ってきた。 

 

お雅がやってきて言った。 

「ご坊、お育さまは奥御殿に入ったまま、あの後一度も出てきません。一応夕

餉のお膳をお持ちましたが、なにも食べておられないご様子です。」 

「いよいよ、毒が回ってきたとみゆるな。」 

「なに、毒？」 

寛治がびっくりした。 

「いやいや、言葉のアヤだよ。本物の毒じゃない。が、毒より怖い。」 

「やっぱり、の、呪いですかね。」 

「呪いか、それとも妖術か。」 



 

 

 

奉公人たちは、御殿に上がっていく二人をこわごわ後ろから見守っていた。 

二人が外廊下を通って奥御殿に入ると、育は例によって薄暗い行灯を横に置き、

鏡台に向かってうっとりと自分の映し姿を眺めていた。 

顔は笑っていた。 

昼間より、さらに化粧は滅茶苦茶になっていた。 

鏡の中のお育は、それは美しい娘だ。 

この異様な光景を、一度見ているにもかかわらず、どうも慣れることはないよ

うだ。二人とも、正直ぞっとした。 

 

「あら、寛治さん。ご坊も。どうなすったの？・・・あたしは、お約束がある

の。そんなにお時間は取れませんのよ。」 

「お約束が。・・・ああ、そうですか。どなたかお見えになるんですか？」 

「ええ、でもそれは内緒。そのうちびっくりさせて差し上げますわ。」 

 

お育はさも可笑しそうに笑った。 

とそのとき、にわかに彼女の顔がきつく引き締まった。 

 

「また、来やがったね。」 

 

お育は部屋の入り口のほうを見やった。 

御坊たちは、お育の後ろに回り、振り返った。 

そこに、男女二人の幽霊が立っていた。 

ぼうっとしている。 

 

寛治はぶるぶる震えて、「御坊さん、御坊さん。なんとかしてくださいよ。あ

たしゃもう・・・」 

御坊は、正座に直った。 

この間、お育は歯ぎしりをしながら、口汚く幽霊を罵っていた。 

 

「なんだいなんだい。毎晩さあ、どの面下げてあたしの前に出てきてるんだよ。

もう一度殺されたいとでも言うのかい。・・・ははは、お似合いだ、その無様

な成り。一応、着物をまとっているじゃないの。恥ずかしげもなく素っ裸で池

に浮いてたんだろ！ さあ、ここでお脱ぎよ。殺されたときとおんなじように

さあ。あたしに情けをかけてもらいたいってんなら、そのくらいのお芝居をお

し、この死にぞこないが！」 

 

お育の悪態はとどまることを知らない。 

鏡の中のお育は、ますます清純さと麗しさを増していく。 

御防は、お育の肩を抑え、「わたしにお任せ願えませんか。」と言った。 

お育は、『ちっ』とふてくされたように言って、黙った。 

御坊は、じっと幽霊二人を見すえた。 

 

「お駒さんと、総次さんだね。・・・」 



 

 

 

幽霊はうなずきもしない。 

ただ、じっと黙って立ったままお育を見つめている。 

その眼差しも、けっして意思は感じられない。 

ただぼんやり眺めているというのに近い。 

こういう様子も珍しい。 

 

「なにか、言いたいことがあるのなら、わたしに聞かせてくれませんかね。お

二人、どちらでも結構ですぞ。」 

 

幽霊は答えない。 

ただ、微かに口が動いたようだ。 

声にはなっていない。 

なにかを言いたげだが、言葉には出せないようだ。 

御坊は思った。 

 

『この人たちは、なにかを怖がっている。・・・なんだ。なにを怖がってる？』 

 

一体それはなにか？ 

そのときだ。寛治が「御坊さん、もう一人おる・・・」と震えながら言った。 

お駒と総次の後ろに、ぼんやりともう一人立っている。 

 

「ほんとだ。」 

 

御坊が眼を凝らすと、どうやらそれは中年の男のようだ。 

二人の間から顔が覗けて見える。 

 

「喜兵衛さんだよ、御坊さん。ありゃ喜兵衛さんだ。」 

 

お育がにわかに狼狽し始めた。 

 

「なんだい、お父っつぁんまで。・・・まあ、この期に及んで、どうでもいい

んだけどさ。だって、お父っつあん、もう死んでるんだもんねえ。あはは。・・・

無様だったねえ、あのうろたえたお父っつさん。お駒の血塗れの素っ裸を見て

さ、腰が抜けてたねえ。・・・挙げ句の果てには、せめてお露にだけは手を出

すななんて抜かすものだからさ、あたしゃ頭にきて、ものはついでだ、お父っ

つぁんも滅多刺しにしてやったよ。はははは・・・」 

 

御坊はまさかの展開に動きが取れなくなった。 

すると、喜兵衛の幽霊はすうっと右手を上げて、なにかを指差した。 

その先にあるものは、鏡台だ。 

御坊は、咄嗟に立ち上がってその鏡台を持ち上げた。 

意外に軽い 

せいぜい横一尺、縦二尺ほどのものだし、台座も簡便につくられていたからだ



 

 

ろう。御坊は匕首を懐から取り出し、その柄で思いっきり叩き割った。 

 

「なにするんだい、あんた！」 

 

お育はこなごなに割れた鏡台のガラスを拾い集めようとした。 

御坊は襟首を掴んで引き倒し、「寛治さん、この娘
こ

を羽交い締めにしてくれ！」

と叫んだ。 

寛治は腰が抜けたまま動けない。 

「早く！」 

慌てて寛治がお育にしがみついた。 

御坊は、その辺りにある引き出しや箪笥を引っ掻き回し、手鏡を探し出した。 

そして、それを仰向けになっているお育の顔の前に突き出した。 

 

「お育さん、これが今のあんただ！ 正気に戻れ。あの鏡台に映っていたのは、

あんたの良心を吸い取った魔性だ！」 

 

お育は当初、寛治を振り払おうとじたばたしていたが、手鏡に映った自分の醜

い顔をまんじりともせず見始めた。 

 

「これが・・・あたし？・・・そんなはずはない。どうしてこんな顔になって

しまったの・・・」 

 

ややあって、お育はけたけたと笑い始めた。 

笑い上戸にでもなったように、まるで呆けた笑い方だった。 

騒ぎを聞きつけて、奉公人たちが恐る恐る外廊下にやってきては部屋の中を覗

いた。 

すでに三人の幽霊はいなくなっていた。 

御坊は奉公人の女どもに言って、お育を裸にして、体をあらためてくれと頼ん

だ。 

皆でお育を風呂場に運び、あとは女どもに任せた。 

ずっと、御坊たちにはお育の高笑いが聞こえていた。 

身の毛もよだつ笑い方だ。 

 

やがて一番年嵩
としかさ

の女が走ってきて、「ご坊。いらして。こちらにいらして！」

と言った。 

御坊は風呂場に駆けつけた。 

 

「お育さん、済まぬがあらためさせてもらうよ。」 

 

そう言って、風呂場に入った。 

素裸にされたお育は、釜に背もたれしながら、両足を投げ出してケタケタ笑い

続けていた。 

女中たちはみな壁に張りついて、遠巻きにしてそれを見ていた。 

まだ生温かい湯でお育の顔の化粧が洗い落とされていた。 



 

 

その顔は、もう四十を越えているかのような顔だった。 

体もそうだ。 

若い張り詰めた肌はそこになく、体全体がだらしない有り様だった。 

それよりもなによりも、首筋、乳の回り、手首、内股など、あちこちに何度も

噛まれたような跡があり、どこもひどい内出血を起こしていた。 

 

「これは・・・血を吸われておる。」 

 

・・・ 

 

亥刻（十時）にはお育も落ち着いて寝入った。 

奉公人たちの動揺を収めるため、御坊と寛治は一晩、聖坂の屋敷に泊まること

にした。 

二人は御殿の広間に布団を敷き、そこで寝る支度をしたが、なかなか寝る気に

などなれない。 

奉公人たちも同じなのだろう。 

気を使って、酒や肴
さかな

を幾品か取り揃えてくれた。 

 

かつては贅
ぜい

を尽くした庭だったのであろうが、いまや剪定
せんてい

も入っていないから

荒れ放題だ。 

縁台に立ってみると、東京湾に満月が鏡のように映し出されていた。 

秋の虫ももう最後の時を迎えようとしている時節。 

 

「御坊さん、今夜のあれは一体なんだったんです？」 

 

寛治は徳利とぐい呑を持って縁台にやってきた。 

少しでも一人でいるのが嫌らしい。 

 

「あれなあ、何だったんだろうな。しかし、一応鏡を壊したからお育さんにか

かった呪いは解けているんだろうよ。三人の幽霊も、それで解き放たれたって

ことなんだろうが。それにしても、なにか異様に怖がっている風におれには見

えたんだよな。なにを怖がっていたんだろうな。・・・でもな、寛治さん、あ

の噛まれた跡を見たろ？」 

「見ましたよ、見ましたよ。ありゃなんです？ なにかの病気ですか？」 

「いや、言った通り、ありゃ血を吸われている。生気を鏡に吸い盗られ、血は

なにものかに吸いとられ。さんざんな眼に遭ったようだな。・・・しかし、な

ぜ、二つも・・・なぜ両方が必要だったんだろうか。どちらか一方でも良さそ

うなものだが。」 

「恐ろしい魔物がいるんですかねえ・・・」 

寛治はまだ震えがときどき襲ってくるようだった。 

「いや、逆だろう。力不足なんじゃねえか？」 

「え、あれでもですか？」 

「魔性が取り殺したり、完全に操ったりするのに、鏡も使うわ、噛み傷を残す

はじゃ。それも、あの傷跡からすると、日をおいては何度も襲ったような感じ



 

 

じゃないか。こりゃ、一発で仕留めることができない、かなり中途半端な 妖
あやかし

の力じゃねえのかな。そこが不思議よな。」 

「最終的にその魔物は、お育さんをどうしようとしていたんですかねえ。」 

「うむ。おそらくいいように使える操り人形にしようとでも思っていたんだろ

よ。喜兵衛さんの資産や事業をそっくり頂くのには、それが一番都合が良いで

あろう？ ところが意図しないことが起きて、なかなかはかどらない、そうい

う事じゃあねえのかなあ。ま、勝手な邪推だけどな。」 

「しかし、また襲ってきますよね。」 

「間違いない。だから、それをどうするかだ。ま、明日、昼間のうちになんと

か考えてみるわ。夜は手遅れだろうからな。」 

「へえ。」 

 

御坊は正直、暗礁に乗り上げていた。 

 

・・・ 

 

翌朝、二人が起きてお育の様子を見に行くと、すでに起きてはいたが、布団の

上に座り込んだまま、視点も定まっていなかった。 

声を掛けても反応すらしない。 

奉公人たちによると、ときどきぶつぶつとなにか呟いているというが、何度目

かに聞き取ったところでは、『あたし、なんてことを・・・なんてことを・・・』

と言っているようだったと。 

化粧の堕ちたお育の顔は、まったく五十近いもので、老境の域に達していた。 

 

「まあ、本人、三人も殺したとはいえ、まともな意思が働いていたとは思えん

し、殺したという確かな証拠があるわけでもなし。いずれにしろ、誰かほかに

協力者がなければ、とても無理な殺しだし。・・・とりあえず、今日の昼間は、

このままにしておこうや。」 

 

御坊は寛治とともに屋敷を出た。 

寛治は寿屋に戻った。 

御坊はといえば、いったん三田の家に帰ったはいいものの、ごろごろしている

ばかりで何も新たな妙案というものが浮かんで来なかった。 

「ばんざい」に餌をやったり、また散歩に連れ出したりしてみたが、却って袋

小路に陥ったと自覚する以外なにも得られなかった。 

 

お露に貿易商が怪しいという話をどれだけ持ちかけようとしたか知れない。 

しかし、それも言い出しかねた。 

決定的なものが無かったからだ。 

またお露にさして危険が迫っているとも思えない。 

お露を亡き者にしたところで、貿易商には得るものはなにもないはずだ。 

したがって、貿易商がしきりにお露に言い寄っているのは、あくまで純粋な恋

慕の情からであろう。 

だとすれば、お露はそのまま「泳がせている」ほうが、貿易商の足取りをつか



 

 

む上でも都合がよい。 

さて、次にどうしたものか、御坊はそこで壁にぶつかってしまったのである。 

 

申刻、御坊はふと目を醒ました。 

縁側に腰を下ろし、足をぶらぶらさせながら、「ばんざい」をかまっているう

ちにうとうとと寝入ってしまったらしい。 

縁側の板敷きに顔の半分が食い込んで痛い。 

やおら身を起こした御坊を見て、「ばんざい」が尾っぽを振りながら寄ってき

た。 

御坊が顔を抑えながら、「痛え・・・」と言っていると、ばんざいがぺろぺろ

顔を舐めたので、「わかったわかった、大丈夫だ。」と言って顔を離したところ、

首に結わえ付けていた縄に、書状のようなものが括
くく

り付けてあるのに気づいた。 

ちょうど神社の神木におみくじを括り付けているのと同じ要領だ。 

 

「なんだこりゃ。」 

 

御坊はそれを解いてみると、豊丸からだった。 

早飛脚で送ってきたのだ。 

本人は今晩にも三田に戻ってくるはずだから、よほど急いで知らせたいことで

もあったのだろう。 

恐らく飛脚は、『柴犬の首縄にくくりつけるように』と指示されたのだ。 

「ばんざい」はまだ子犬に毛の生えたようなものだし、で、おまけに人懐っこ

いから、滅多なことでは人に吠えない。 

自分が不在でも、「ばんざい」は庭にいるから万一の場合に言伝を犬に託せと

でも言ったのだろう。 

書状を広げると、『喜兵衛の相方は 油
あぶらの

小路
こ う じ

権
ごんの

少 将
しょうしょう

』と書かれていた。 

 

「権
ごんの

少 将
しょうしょう

か・・・」 

 

御坊はたちまち眼が醒めた。 

何百年ぶりだろうか。 

二百年。 

もっとだ。 

大阪城でふたりとも一度は死んで以来だ。 

ということは、権少将も何者かの手によって蘇生されたということになる。 

『やっぱり・・・』と御坊は妙に納得した。 

が、容易ならざる相手の登場に、にわかに神経が高ぶってきた。 

 

そのとき「ばんざい」が急に聞き耳を立てた。 

そして急に裏路地の木戸のほうを向いて唸り始めたのだ。 

明らかに敵意か、恐怖を覚えている唸り方だ。 

 

「おい、どうした？ だれぞ来たんか？」 



 

 

 

めったに人に吠える「ばんざい」ではない。 

それがどうしたことか。 

そのとき、木戸の外に気配があった。 

御坊はやにわに懐から匕首を取り出して抜いた。 

 

「ごめんくださいませ。」 

 

声の調子からして、さほどの相手ではなさそうだ。 

御坊は匕首を収めて出向き、木戸を開けた。 

そこには、今で言う燕尾服のようなものを来た老人が立っていた。 

口髭や顎髭にはかなり白髪が混じっているが、背筋が伸びており、所作は隙が

無かった。 

老人は、深々とお辞儀をして言った。 

 

「突然伺い、まことに失礼と存じますが、何分急なことで。実は、 主
あるじ

がぜひ

お会いしたいと申しております。ご一緒にご足労願えませぬか？」 

 

どうやら何者かの執事らしい。 

御坊から視線を外さず、回答を待っていた。 

 

「主
あるじ

とは、どなたで？」 

「お会いになればおわかりになるかと。わたくしからは、名前を申し上げるこ

とができませぬゆえ、何卒お許しくださりませ。築地ホテルで、主がお待ちし

ております。晩餐でもいかがかと申しております。」 

「名も名乗らぬと言うわけですか。」 

「おそらく申し上げたところで、ご存知無いと思いますし。ただ、聖坂の大野

屋さんがお持ちの屋敷についてお話したいと。あるいは、お隣のお露さまとい

う女性のことであれば、多少関心はおありかと存じますが。いかが？」 

「なに？」 

「わたくしとご一緒にどうぞ。馬車を用意してありますので。」 

 

御坊は匕首も宅に残し、手ぶらで出かけることにした。 

 

「ご本人が、とうとうおいでなすったってことだね。」 

 

老人は、それには答えなかった。 

築地までの道中、老人は一言も話すことはなく、じっと澄ましたままだった。 

 

・・・ 

 

築地ホテル（築地ホテル館）は、幕末に徳川幕府が市場開放をするにあたって

外人用につくらせたものだ。 

清水建設の二代目が、『一口百両で、年百両の配当』という触れ込みで資金を



 

 

集め建設した。 

今で言うＰＦＩの先駆けである。公共施設を、公的機関がつくるのではなく、

民間が出資して建築、経営、資金回収に至るまでを行う。 

設計は、アメリカ人である。 

もともとは、幕府海軍の軍艦操練所だった。 

外人の評判は非常に良かったらしい。 

いわゆる海鼠
な ま こ

壁。黒（瓦）と白（漆喰）のコントラストがとてもエキゾチック

に見えたのだろう。 

四年前に完工したが、そのときには幕府はもう無かった。 

この辺り一帯は以前鉄砲
てっぽう

洲
ず

と呼ばれたところ（現在の中央区明石町）だ。 

実際にホテルが建てられたのは、勝鬨
かちどき

橋の 袂
たもと

。現在は中央卸売市場の立体駐

車場となっている。 

 

二つの中庭を含んだ大規模ホテルは基本二階建て。 

ただ、三階部分は塔屋となっており、そこからの絶景は東京市の全景を俯瞰す

ることができたほどだ。 

人気だったのはこの塔屋で、富士山、東京湾、房総が一望できる絶景だったと

いう。 

建物自体は目の前の大通りを挟んで外国領事館が立ち並び、手前はすぐ東京湾

の波止場になっていて、荷揚げや荷積みに大賑わいだった。 

 

塔屋の華頭
か と う

窓、軒先の風鐸
ふうたく

、正面玄関前に配したアーチ形の石造門や、それに

取り付けられた木
き

鼻
ばな

などは、日本の伝統的な建築様式そのものだった。 

一方、館内に入れば、部屋割は約百室。 

欧米式の部屋割なら三百室は可能だと外人が評していたので、一部屋がかなり

広かったのだろう。 

客室は全室水洗トイレでシャワー付き、暖炉もしつらえてあった。 

食堂、ビリヤード・ホール、長い廊下とベランダ、応接室等があり、いわゆる

和洋折衷の傑作と言ってもいいものだった。 

英国公使のパークスなどは、わざわざ築地ホテルから料理を取り寄せていたと

いうくらい本格的な内容だった。 

しかも一泊三ドルという妥当な宿泊代（食事付）は大変な人気を博したらしい。

実際に当時滞在した外人の書き残しているものには、欧米諸国の最高級ホテル

に匹敵するという絶賛ぶりが確認できる。 

 

その築地ホテルに着くと、執事に伴われて館内に入った。 

ホールを抜けて食堂に導かれた。 

さすがに外人たちが多いが、日本人も混じっている。 

まだガス燈も普及していない時期だけに、ランプの仄かな灯りが館内をオレン

ジ色に染めている。 

 

中庭に面した一番奥の円卓に案内されると、そこにいわゆるバテレン（カトリ

ック系神父）の格好をした中年の白人男性が座っていた。 



 

 

黒ずくめ、首からロザリオを下げている。 

口髭も顎髭も綺麗に生え揃えており、髪は油でオールバックにかためていた。 

筋肉質で精悍な面立ちは、神父にしておくのが勿体ないくらいだ。 

 

神父は御坊の姿を認めると、にこやかに片手を上げて、『こちらへ』という手

招きをした。読んでいたジャパン・ヘラルドをたたむと、椅子を引いて立ち上

がり、握手を求めた。 

そういう習慣が御坊には無かったので、一瞬戸惑ったが握手を返した。 

 

神父は、「食事をさっさと出すように、伝えてくれるか。」と言ったが、そのイ

ントネーションはどう聞いても、完璧な日本語の発音だった。 

 

「どういうご用件で？」 

 

御坊は座るとすぐに切り出した。 

 

「まあまあ、そうお急ぎにならず。あなたのことはよく存じ上げていますよ。」 

「あなたは、一体・・・」 

「名前ですか？」 

「ええ。」 

「名前を聞いてどうされます？ あなただって、『無い』といつも仰っている

でしょう。できれば今後、関係を持たないほうがお互いのためだとは思います

がね。・・・でもまあ、お呼びだてしたのはわたしですから、礼儀として申し

上げておきましょう。バルトロメ。・・・バルトロメ・デ・カリオストロと申

します。」 

「舌を噛みそうな名前ですな。」 

「ははは、そうですか。なら、最近流行りの英国風に、バーソロミューと呼ん

でいただいても構いません。カリオストロというのは、欧州ではあまり評判の

良くない名前でしてね。百年ほど前に、イタリー出身のフリーメイソンに、稀

代の詐欺師がいましたが。わたしはポルトガル出身ですからね。あれとは、わ

たしはまったく関係ありませんので、念の為。・・・」 

 

そう言われても、御坊にはまったくちんぷんかんぷんだった。 

バーソロミューが先程指示したように、料理がどんどん運ばれてきた。 

まずビールだった。 

横浜の元外人居留地にあるジャパン・ヨコハマ・ブルワリーから取り寄せたも

のだとホテルの給仕がうやうやしく口上を述べた。 

常温である。 

御坊には初めての経験だったが、最初苦いと思ったものの、口直しに飲んでい

るうちに意外にいけると思ったようだ。 

メインはカツレツだ。まだブロイラーが存在していなかった時代なので、鶏が

一番高価だった。 

御坊の前に出されたのも鶏のカツレツだった。 

これにクリームコロッケ、マカロニ・スープ（マカロニを牛肉とチーズで煮込



 

 

んだスープ）だ。 

会話の当初は、料理の話やナイフ・フォークの使い方など、ほとんど説明とレ

ッスンに費やされていたといっていい。 

御坊は物珍しさも手伝って、聖坂屋敷やお露のことなど、どこかへ置きっぱな

しになっていたくらいだ。 

正直、御坊は内心『こいつは、一体敵なのか。味方なのか？』とわけがわから

なくなっていた。 

例の老齢の執事は食事の間中、ずっと円卓からやや離れたところに立ちっぱな

しだった。 

 

バーソロミューがコーヒーを頼んだ頃から、ようやく本題らしい話になってい

った。 

 

「御坊さん、・・・そう呼ばせていただいていいですね。・・・さきほど、『こ

いつは一体敵なのか、それとも味方なのか？』とお悩みでしたね。」 

 

そう言うと、微かに笑った。しかし、眼は笑っていない。 

ナプキンで口を拭うと、「違いますか」と念を押してきた。 

 

「読心術ですか。」 

「いやそんなたいそうなものでは。ただ、あなたが考えておられることは、と

きどきわかります。全部ではありませんがね。」 

「あなたは、一体、何者です？」 

「わたしですか？ そうですね、神・・・とでも言っておきましょうか。」 

「とんだお笑いだ。」 

 

御坊が皮肉たっぷりに笑うと、バーソロミューも思わず笑った。 

 

「冗談です。・・・ただ、堕ちた神といえばかなり正確でしょう。あちらでは

堕天使とも言いますが。悪魔、という言い方もできますね。ほら、日本の神に

も恐ろしいのがいるじゃないですか。それとそう大して変わりませんよ。」 

 

 

御坊が、コーヒーを飲んで、これまた苦いのに渋い顔をすると、バーソロミュ

ーは砂糖を勧めた。 

 

「人はわたしらのようなのを、ヴァンパイアと呼んでいます。」 

「ヴァンパイア？ なんです、それは。」 

「吸血鬼、といったようなものですかね。」 

「日本の鬼も血を吸いますがね。」 

 

バーソロミューは、舌打ちをしながら指を横に振った。 

 

「日本の鬼は、生きるため、精をつけるために人の血を吸う。わたしたちも基



 

 

本はそうですが、それだけではない。吸われた者も吸血鬼になる。仲間が増え

るんです。その人が死ぬまで吸い尽くしますからね。」 

「タチが悪いな。」 

 

バーソロミューは笑った。 

「そうとも言えますね。」 

「その吸血鬼は、カツレツも食うんですか？」 

「まったく問題なくいただきます。」 

「その悪魔なのか、ヴァナパイアなのか知りませんが、なぜ耶蘇教徒の飾りを

しているんですかね。」 

「あ、これですか？」 

 

そう言って、バーソロミューは首に掛けていたロザリオを手にとった。 

「一応、神父ですから。」 

「馬鹿な。」 

「御坊さん、こんなもの、ヴァンパイアが恐れるとお思いですか。ファッショ

ンですよ。一種のね。皮肉たっぷりの、小気味良いお洒落ですよ。」 

 

目の前のヴァンパイアはさも愉快そうだ。 

ヴァンパイアは、執事に言ってゆで卵を持ってこさせた。 

 

「ここの料理は東洋にしては味が良いのですが、量が足りませんね。あなたも

召し上がりますか・・・そうですか、ではわたしだけ失礼して。」 

 

彼は、ゆで卵を手のひらで押さえながら、殻をこまかく砕いていった。 

そして綺麗に殻を取り除くと、そのまま半分を口に入れた。 

御坊は、ヴァンパイアだと聞かされたからだろうか、まるで蛇が卵を呑み込ん

でいるようにすら見えて、薄気味悪くなってきた。 

 

「仲間が増えるというのは嬉しいことですねえ。ときに御坊さん、一つお願い

があるんですよ。」 

「ほう、堕ちた神が、わたしごときになんのお願いでしょうな。」 

「油小路権少将をご存知ですな。今は、油小路卿と言っていますがね。」 

 

御坊の目が鋭くなった。 

 

「大阪城であなたとともに落下して、彼は死にましたよ。それをね、わたしが

蘇生したんですがね。いや、もう原形をとどめていなかったので大変でした。 

長い年月をかけてようやく蘇らせました。ヴァンパイアにしてね。ただ、しょ

せん本性は日本の鬼です。ヴァンパイアではない。正確にはヴァンパイアの『よ

うなもの』でしかない、今の所は。だから権少将には半分、ただの鬼が残って

いる。」 

「それがなにか問題ですか？」 

「大問題なんですよ。今、彼には一つ事案を任せています。あなたも今関わっ



 

 

ておられる、聖坂の大野屋の一件です。とんとん拍子に乗っ取れるものとばか

り思っていたのですが、とんだことで足をすくわれてしまいましてね。」 

「邪魔が入ったんですか？」 

「というより、権少将の弱さとでも申し上げたらいいのかもしれませんね。お

露という、お宅の隣に住んでいる武家の女がいますね。あのお露に惚れてしま

ったようなんです。鬼が、たかが女に。それもどこにでも転がっているような

普通の女にです。なにを血迷ったのか、わたしには見当もつきません。鬼は、

人に恋をしますとね、人に成ってしまう。それでは困るんですよ、わたしが。

実に困ったものだ。せっかく鬼などとは比較にならぬほどの力を与えてやった

つもりなのに、ほんの少し残っていた鬼の部分を呼び覚ましてしまったんでし

ょうねえ。なにね、わたしがお露をヴァンパイアにしてしまえば、話は簡単な

んです。でもそれでは権少将が一人前のヴァンパイアに成りきれない。いつま

でたっても、任せることができず、わたしが何かと手助けしなければならない

ようではねえ。ここは彼にとっては正念場です。さっさとお露を殺めて奴隷に

し、予定通り大野屋の乗っ取りを仕上げることができるかどうか。・・・いや

ほんとうに困ったものだ。気弱になってしまった権少将は、大野屋の小娘一人

一思いに殺ってしまうことができません。仕方なくわたしが鏡を与えました。

それであの小娘に呪いをかけて弱らせ、権少将がもっとはかどるようにしてや

ったのですが。それでも、あのざまです。・・・彼が、はかなく、つまらない

ただの『人』に成る道を選ぶのか。それとも、わたしの期待通り、一人前のヴ

ァンパアイアになって永遠の命を得るか。・・・そうすれば、わたしの有能な

片腕として、この世に悪を撒き散らす快楽に耽ることができる。今ね、大事な

ところなんですよ、御坊さん。」 

 

御坊は不思議に思った。 

「どうして、あなたがお露を片付けようとしないんです？ いとも簡単でしょ

うに。」 

「もちろん。一瞬です。」 

バーソロミューは、手で喉を横に斬るような手真似をした。 

 

「しかし、それでは駄目なのです。彼がお露を首尾よくヴァンパイアにするこ

とができれば、合格ですね。人に成りたいなどという鬼の未練がましい思いを

捨てることができれば、立派なヴァナパイアです。それなのに、彼がなにを逡

巡しているのか、わたしにはちっともわからなくて困っているんですよ。どう

でも良いことに彼は躓いてしまっている。なにしろこの二七二年というもの、

彼にはずっと投資してきているようなものですからね。多少は見込みのありそ

うな男でしたから。ここで御破算になってはたまりませんよ。そう簡単に手放

すつもりはありませんな。」 

「で、わたしになにをお願いしたいとおっしゃるので？」 

「あなたにお願いというのは、・・・どうか邪魔をしないでいただきたい。あ

なたが言うように、わたしが手を下せばこんな面倒なことをしなくてもよいの

ですが、それでは権少将のためになりません。なので、苛々しながらも、こう

して見守っているわけです。あなたにも横槍を入れないでいただきたいんです

よ。どうでしょうか。」 



 

 

 

御坊は腕組みをして思案した。 

「しかし、権少将を放置したら、お露さんの身が危ない。わたしにそれを見過

ごすことなどできようはずもない。」 

 

御坊はそう言うと、「お話はもうすべてうかがいましたな」と腰を上げた。 

するとバーソロミューは『まあま、お座りください』と手真似をした。 

 

「では、取引しましょう。・・・実は一人女を捕らえています。あなたもよく

ご存知の女です。三ヶ月ほど前、権少将が大野屋の乗っ取り作業を始めたとき

に、この女が邪魔をしましてね。わたしはその素性を知らなかったのですが、

権少将から話を聴いて素性が割れました。で、なにかの役に立つかもしれんと

思いましてね。なにしろ権少将よりはるかに素質のある鬼だとわかったもので

すから。この仕事が終わったら、一度殺して、わたしの奴隷にしてやろうかと

思っているところなんですよ。」 

 

バーソロミューは、不敵な笑いを浮かべた。 

 

「その女、さる場所に放り込んであります。ずっと飲み食いをさせずにね。い

やなに、酷いことなど何一つしていやしませんよ。一切手を触れていませんか

ら、ご安心ください。ただ後ろ手に縛ったまま、放り込んであるだけですから。

ただ、あのままではいずれ餓死するでしょうな。さすがの鬼も、三ヶ月飲まず

食わずですからねえ。もうかなり弱っているはずですよ。どうです？ その女

と引き換えというのは。」 

 

御坊は腸が煮えくり返ってきた。 

摩耶御前の命が風前の灯火となっているのだ。 

この眼の前の堕ちた神が、そうしているのだ。 

にわかに匕首で心臓を一突きしてやろうかと思ったくらいだ。 

両の拳に力が入った。 

 

「いけません、いけません。匕首なんぞで刺そうなど、思わないように。それ

で死ぬようなわたしではありませんよ。それより、取引しませんか。」 

「なぜわたしと取引する？ わたしとて、容易に殺せそうなものじゃないか。」 

「そうです。簡単です。いとも容易にあなたを殺すことができる。しかし、あ

なたは困ったことに、いくらでも蘇ることも出来てしまうではありませんか。

無駄な争いはやめませんか。お互い、相手を倒す決定的な決め手を持ち合わせ

ていないんですから。」 

 

御坊は落ち着いて、一つ聞いてみた。 

 

「お露さんに、わたしが権少将の正体を明かしたら？ あなたはどうします？」 

 

男は首をすくめた。 



 

 

「お好きなように。お露がどうのこうのではないのです。わたしが問題にして

いるのは、お露がなんであれ、権少将がどれだけお露に惚れていようが、どう

でもいいのです。興味もない。結局わたしが問うているのは、権少将の問題だ

からです。彼がお露の血を吸い、殺し、ヴァンパイアに仕立てることができれ

ば、彼は一線を超える。もう二度と鬼にも人にも戻れますまい。わたしの期待

通りのヴァンパイアにはなれるでしょう。もし失敗すれば、・・・それだけの

ことです。まだまだ彼には『練習』をさせないといけないということになりま

しょうな。・・・御坊さん、これはね、ゲームのようなものだと思っていただ

ければよろしい。」 

「ゲーム？」 

「そう、ああ、わかりませんかね、この言葉、英語ですがね。遊戯、遊び、将

棋や囲碁のようなものだとお考えください。ゲームと言います。だから、ゲー

ムをしている以上、わたしはルールを破らない。あなたも、そうしていただけ

ると有り難いのですが。いかがですか。」 

 

御坊は思い出した。 

かつて大阪城で、摩耶御前と二人きりになったあの日。 

秘密の地下絵図を広げて、二人で算段したあのときのことだ。 

彼女は鬼を捨てたいと言っていた。 

そのためには、人との恋が成就しなければ、とも言った。 

そして摩耶御前は『たとえば・・・』と言いながら、ふと自分の手を、御坊の

手に重ねたのだった。 

その情景が生々しく思い出されたのだ。 

おそらく権少将も、お露に似たような感情を抱いたのではないか、とそう思っ

たのだ。 

 

御坊は権少将の中に残る、ほんのわずかな鬼の悲しみ、人への羨望に賭けてみ

ることにした。 

 

「いいでしょう。しかしこの件に限ってだ。次は、違う。」 

 

バーソロミューは『結構』とでも言うように、頷いた。 

 

「忘れないうちに、・・・その女の居場所ですが。大野屋がお駒とかいう妾を

囲っていた、白金村の抱屋敷に閉じ込めています。母屋ではありません。土蔵

がありましてね、その地下牢です。行けばわかります。ただ、母屋にはヴァン

パイアが五人ほどうろついていますから、一応気をつけたほうがよい。これは、

お近づきのしるしです。」 

 

バーソロミューはそう言って、頑丈な金属の鍵をテーブルに差し出した。 

二つの鍵だ。 

 

「土蔵と、・・・そしてこれが地下牢の鍵です。」 

「そいつらを始末しても、問題無いですな。」 



 

 

「一向に。雑魚
ざ こ

ですから。煮るなり、焼くなり、お好きなようになさってくだ

さい。なんの役にも立たないクズです。・・・あなたと話せてよかった。さす

が、如来が見込んだ方ですな。」 

 

聞き捨てならない言葉に、御坊は聞き返した。 

 

「如来が？ わたしを見込んだ？」 

「ええ、そう聞き及んでいます。」 

「誰がそんなたわけた話を？」 

「吒枳
だ き

尼
に

天から。」 

「なんだと？」 

 

バーソロミューは可笑しくてたまらない様子だった。 

「いや、失礼。・・・考えても見てください。彼女も堕天使のようなものです

からね。いや、正直今夜あなたと会談して、首尾よく話がまとまるか心配だっ

たのです。それで、吒枳尼天に訊ねてみたんですよ。なにしろ、あなたのこと

で彼女を怒らせたりしようものなら、かなり厄介なことになりますからね。大

黒天やら、その上の愛染明王やら、とんでもない連中をことごとく相手にしな

ければならなくなるのでね。怖い怖い。・・・あなたがわたしと手を打ってく

ださったので、助かりました。正直、ほっとしていますよ。」 

 

・・・ 

 

御坊が馬車で三田まで送ってもらったときには、亥刻になっていた。 

家には豊丸がいなかった。 

すぐに隣のお露の家に飛び込んだ。 

豊丸と、お露が深刻な話をしている真っ最中だった。 

寛治も来ていた。 

豊丸は緊張の面持ちだった。 

お露の顔は真蒼になっていた。 

どうやら、豊丸から貿易商の正体を明かされたようだ。 

豊丸は、御坊の顔を見てようやくほっとしたらしい。 

ほとんど泣きそうな顔になった。 

 

「あんた、どこに行ってたの？」 

「おお、油小路卿の裏で糸を引いていた大物と談判してきた。これから捕物

だ。・・・ときに、油小路卿の想い人だった桂姫、あれがお露さんとそっくり

に違いない、おれはそう読んだ。お露さんの実家は紋所が橘。生まれ変わりか、

それとも偶然か、おれにもわからん。が、油小路卿は間違いなくお露さんに、

桂姫の面影を見たんだ。だから、手を出せない。鬼の苦衷や人への郷愁を、お

露さん、あなたがあいつに思い起こさせたんだよ。まだあいつは、引き返せる

ぎりぎりのところで踏みとどまっているんだ。その鍵を握っているのは、お露

さん、あなただ。」 

 



 

 

お露は、震えながら深く頷
うなず

いた。 

 

「お露さん、心配には及びません。油小路卿はあなたには手を出さない。わた

しは確信しています。ほんとうにあれはあなたに恋をしているんだ。わたしは

賭けても良いと思っている。ただ、一応豊丸はここにいてもらう。万一という

ことがありますからね。・・・豊丸、夜とはいえ、あいつは弱ってる。ことお

露さんの前ではなんの力も発揮できまいよ。ただ、一応、橘の紋が入った槍や

刀があるといいんだが。」 

 

お露が、か細い声で言った。 

「あの・・・ございます。・・・実家のものが多少。」 

そう言って、お露は納戸に入って、槍を二本、刀を四振り持ち出してきた。 

 

「おそらく、あなたは八百年以上前、謀叛の罪を負って滅んだ橘の一派の末裔

でござりましょうよ。間違いないとわたしは踏んでいる。この橘の紋が、油小

路卿の良心を呼び覚ます決定的なものじゃ。あいつが鬼と化したのは、橘一党

の無念を晴らすためであったゆえ。あとはお露さん、あなたがしっかりしてお

ればよろしい。迷いますな。相手は鬼じゃ。それも、人の血を吸うて、仲間を

増やす鬼にすら堕落しておるありさま。情けは無用じゃ。きっぱりと、突き放

しておやりなされ。よろしいな。」 

 

お露は、もう一度深く頷いた。 

しかし、肩は小刻みに震えていた。 

 

「豊丸、ここは頼むぞ。」 

「あいわかった。あんたはどこへ？」 

「白金村へ。仲間どもがおるらしい。」 

 

御坊は、摩耶御前のことは口にしなかった。 

とても豊丸に言える話ではなかったのだ。 

御坊は、寛治を伴って三田を出た。 

そして走って大木戸の番所に行き、邏卒に申し入れた。 

小沢邏卒長宅へ使いを出せと邏卒に言ったのだ。 

それは二十人ほどの邏卒を武装の上、白金村は三光坂下、白金氷川神社の境内

に集めてくれという要請だ。 

そして、可燃性の油を用意することも忘れないようにと付け加えた。 

この頃、邏卒は三尺棒を装備することだけが許されていたが、できれば抜刀の

装備が欲しいとくれぐれも伝えてくれとしておいた。 

銃ではなく、あくまで刀剣だと言うことだ。 

 

その後、二人は聖坂の屋敷に向かった。 

奉公人はもう寝入っていたが、叩き起こした。 

そして交代で寝ずの番をしながら、育の様子を見守るよう指示した。 

寛治は彼らと一緒に屋敷にとどまることとした。 



 

 

御坊が育の様子を見に行くと、例によって布団の上でぼんやりとしていた。 

 

「御坊さん、もう妖術のようなものは解けたんじゃないのかねえ・・・」 

 

寛治がぶるぶる震えながら言った。 

 

「いや、完全に解けたわけではない。あんたも見たろう。育さんの体中に、血

を吸われた跡があったろう？ おれが心配なのは、ほんとうに解けた後よ。」 

「いつ解けるんだい？」 

「あるとすれば、権少将がお露さんを断念したときだ。それまでは油断ができ

ねえ。なにが起こるってわけではないだろうが、一応あんたと奉公人とで、育

さんを目付しておいておくれ。」 

「わ、・・・わかった。なにも起こりゃせんよね。幽霊とかさ、化け物とかさ、

でませんよね。」 

「出ない出ない。もうあいつにとっては育さんはほとんど用済みだ。」 

 

御坊が、もう一度育の顔をあらためると、朝方見たときよりも、多少若返って

いるようには思えた。 

四十絡みくらいには若返っているのではないだろうか。 

とんどん、権少将のパワーが落ちて来ている証左だと御坊は睨んだ。 

それもこれも、お露一人の存在によってである。 

 

・・・ 

 

御坊は提灯と槍刃を仕込んだ金剛杖を掴んで、伊皿子の分岐に向かった。 

そこから長い魚藍の急坂を駆け下りた。 

白金氷川神社はすぐだ。 

境内まで石段を駆け上がると、ちょうど小沢邏卒長が数人の部下を従えて集ま

っていたところだった。 

 

「御坊さん、捕物ですな！」 

 

小沢の顔は、暗がりでも十分紅潮しているのがよくわかった。 

 

「ええ、詳しいことは後で。何人集まります？」 

「一応、二十人。ほんとうはいかんのですが、全員着剣装備を命じました。」 

「それは有り難い。」 

「一体、相手はどんな連中です？」 

「化け物です。喜兵衛さんもいますよ。」 

「喜兵衛が？ やはりあいつが下手人か。」 

「いやちょっと話が違ってきています。いずれにしろ、もはや人ではない。五

人です。しかし、絶対にみなさん、やつらに噛まれてはいけない。噛まれただ

けで、重傷を負いますよ。下手すれば死ぬ。死ぬだけではない、ことによると

同じ化け物になってしまうやもしれぬ。」 



 

 

 

そこにいた若い邏卒たちからは一斉に、笑い声が出たが、小沢だけは真顔だっ

た。 

小沢は、御坊がどういう人間かを知っているからだ。 

 

「御坊さん、わしゃ宅で酒を飲んでしまっておったのですが。・・・」 

「いや、酒を飲んでかかるくらいでないと、正気ではとても相手にできません

よ。みなさんに、ここで酒を振る舞いたいくらいだ。」 

 

邏卒たちは、また笑った。 

相手のことがよくわかっていないのだ。 

相手が五人と聞いたので、すっかり安心仕切っているに違いない。 

そうこうしているうちに、ばらばらと大木戸や、品川、そして目黒などの番所

からも応援が駆けつけてきた。 

総勢三十人にも膨れ上がった。 

 

「さて、それでは化け物退治といきましょう。」 

 

御坊は邏卒隊を率いて、寛治から聞いていた喜兵衛の白金屋敷に向かった。 

三光坂下から古川に向かう途中、四の橋近くにその屋敷はあった。 

あたりの屋敷はことごとく潰されて桑畑になっていたが、それも桑茶令の失敗

で廃止となってからは、だれも手をつけない荒れ地と化していた。 

暗闇の中に、月明かりの下でぼんやりと古い抱屋敷が見えてきた。 

荒れ地の中にそこだけが墓標のように浮かび上がってきた。 

 

邸内にも雑草が生えてきており、藪に近い状態になり始めていた。 

お駒と総次が殺害されて以来、手つかずなのであろう。 

まださほど日にちが経っているわけではないが、家というものは人が棲まなく

なるとたちまち劣化するのだ。 

生気を失うからだろうか。 

 

邏卒隊は全員抜刀し、二手に別れた。 

一隊は御坊が表門から。もう一隊は小沢が率いて裏門から。 

御坊と小沢は、敵を挟み撃ちにする格好で、邸内中央の御殿に追い詰め、お互

い声を掛け合って敵の人数を確認する段取りとした。 

 

御坊たちは表門の外に待機して、裏門に向かった小沢隊の合図を待った。 

闇を切り裂く笛が鳴り響いた。 

一斉に邏卒隊は木戸を破って邸内に乱入し、散開しながら御殿をあちこちから

破って飛び込んだ。 

すぐにヴァンパイアたちは異変に気づき、襲いかかってきた。 

邏卒たちは、当初ただの人くらいに思っていたのだが、その有り様からどうや

ら違うと感づいたようだ。当初は、むしろ邏卒隊のほうが防戦に回る有り様だ

った。 



 

 

声を掛け合い、大広間に四方八方から追い詰めていく。 

どれが喜兵衛かはわからなかった。 

なにしろ暗闇同然である。 

提灯をかざす役の邏卒は、腰が引けてしまい灯りが届かないのだ。 

 

「ええい、情け無用じゃ。撫で斬りにせい！」 

 

小沢の一声で、我に返った邏卒たちは狂ったように襲い始めた。 

斬っても斬っても、素手で立ち向かってくる化け物たちを前に、腰が抜けて失

禁する邏卒もでた。 

が、四人で一人に当たれという指示が小沢から出ると、ようやく邏卒隊のほう

が優勢となり、化け物たちは次第に倒れていった。 

二十分も発たぬうちに、ことごとく斬り捨てられたが、首や手は、それでもま

だうごめいていた。それを見て、思わず吐く邏卒もいた。 

御坊は、全員の首を刎ね、その上で死骸を庭に積み上げ、焼き尽くすように指

示した。 

 

「小沢さん、あとで事情は説明しますが、一応これは不満士族の謀叛計画を察

知したので、それを未然に鎮圧した、ということにでもしておいてください。」 

「あい、わかりました。まあ、この様子からすると、まともに政府に報告でき

るような話じゃなさそうですからな。」 

「なにより、一人も邏卒の方々に負傷者が出なかったのが幸いですね。」 

「いかにも。」 

 

前庭で焼却作業が始まるのを見届けると、御坊は提灯を持って土蔵に行き、鍵

を開けた。 

中に入ると、がらんどうだった。 

床に仕掛けられた、地下牢に入る板戸はすぐにわかった。 

下りていくと、湿気で胸が悪くなりそうだった。 

すぐ近くを川が流れており、地下の活性脈も多いようだ。石段や周囲の石壁は

始終水が垂れていたり、流れていた。 

滑りやすい。 

十段ほどで降り立ったが、提灯で奥を照らしたとき、太い木の格子が目に入っ

た。 

地下牢のようだ。 

猛烈な臭気がこもっている。 

死体が腐乱した匂いだ。 

まさか摩耶御前はもう死んでいるのではあるまいな、と御坊はにわかに不安に

駆られた。 

すると、その地下牢の中で身動きをする物音が聞こえた。 

 

「摩耶御前、御坊じゃ。いるのか？」 

 

しばらくの静寂のあと、もう一度声をかけた。 



 

 

すると、か細い声で、「御坊？・・・あなたなの？」・・・という女の声が聞こ

えてきた。 

 

御坊は格子に駆け寄ってみると、後ろ手に縛られたままの摩耶御前がいざるよ

うにして格子のほうにずり寄ってきた。 

御坊は格子の扉を鍵で開け、中に入った。 

すぐに匕首で手足の縄を解いた。 

摩耶御前は、泥まみれになっており、手足も細く、顔はすっかり痩せ衰えてい

た。 

目もうつろで、提灯の灯りが眩しくてならなかったようだ。 

縄を解かれている間、摩耶御前は正体が無い面持ちだったが、小さな声で独り

言のように呟いていた。 

 

「来てくれた。あなたが・・・来てくれた。きっと来てくれると・・・そう信

じていたの。・・・そのあなたが、ほんとうに来てくれた・・・」 

 

御坊は摩耶御前の上体を起こし、しっかりと抱きしめた。 

摩耶御前は御坊の腕の中で泣いていたようだ。 

 

「さあ、吸え。おれの血を吸うんだ。」 

「えっ？・・・」 

 

摩耶御前は力なく顔を上げて、提灯に照らされた御坊の顔を見上げた。 

 

「なんて？」 

「おれの血を吸ってごらん。体が持たぬだろう。さあ・・・」 

 

御坊は自分の腕を捲
ま

くりあげて、摩耶御前の目の前に手首を差し出した。 

摩耶御前は、いやいやという風に頭
あたま

を横に振った。 

 

「あなたの前で・・・それもあなたに・・・鬼の所業を見せたくはない。・・・」 

「おまえを鬼だとは思うておらぬ。けっしておまえを死なせはしない。さあ、

だからおれの血を吸え。生気を取り戻せ。」 

 

摩耶は『うわあっ』と泣き叫ぶ声を上げると、夢中で御坊の手首に噛み付つい

た。 

御坊は、次第に気が遠くなっていくのを感じたが、「そうだ、吸うんだ。もっ

と吸え。そして生きろ。・・・」と摩耶御前を励まし続けた。 

 

やがて、摩耶御前は血塗れの口を拭い、御坊の顔を見上げた。 

 

「もう、これ以上吸うと、あなたが死んでしまう。・・・大丈夫。これだけで

もわたしは十分、立って歩ける。・・・御坊・・・。」 

 



 

 

そう言って、御坊にしがみついた。 

後はもう言葉にならない。 

 

「摩耶御前、生きておれば、かならず良いことはあるさ。」 

「悪いこともね。・・・」 

 

そう言って、摩耶御前は寂しく笑った。 

じっとして御坊の鼓動を感じていた。 

 

御坊が摩耶御前を牢から連れ出す時、地下牢がもう一つあるのに気がついた。 

摩耶御前が放り込まれていた向かいだ。 

そこには一つの腐乱死体があった。 

後でわかったことだが、それが喜兵衛だった。 

 

二人が地上に出ると、燃え盛る五人の死骸を邏卒隊が遠巻きにしていた。 

御坊は小沢に、地下牢の話をしおいて、摩耶御前を抱きかかえるようにしなが

ら白金屋敷を出た。 

 

・・・ 

 

摩耶御前は、もう自分は大丈夫だからと言い、一人で三光坂を登っていった。。 

御坊はそれを見送ると、すぐに三田のお露の家に向かった。 

途中、魚藍坂を登るのは難儀だった。 

相当血が失くなっていたのだろう。 

ときどき、しゃがみこんで息を整えなければならないほどだった。 

ようやくお露の家にたどり着いたときには、真蒼になっていた。 

 

中に入ると、豊丸が呆然としてへたり込んでいた。 

観ると、そのかたわらでお露が血塗れになって倒れていた。 

 

「あんた、・・・ごめんね。お露さん、自害しちゃったよ。・・・あたしが止め

る暇も無かったよ。・・・ごめんね。あたしは、いつも役に立たないね。もう・・・

あたしは嫌だ。なにやっても肝心なときに役立たずなんだ・・・」 

 

御坊は、それを聞くと、『ああ・・・』と嘆いたまま、力が抜けてその場に倒

れた。 

 

「あんた！・・・」 

 

・・・ 

 

翌朝、目覚めた御坊は昨夜のお露のことを、あらためて豊丸から聞かされた。 

 

ちょうど子刻。 



 

 

権少将は現れたそうだ。 

断髪し、三つ揃えの洋装に身をつつみ、懐中時計をベストに引っ掛け、すっか

り文明開化の姿になっていた。 

もちろんかつての公家特有の化粧もしていない。 

昔の権少将を見知っている人がいたら、しばらく見分けがつかなかったろう。 

豊丸でさえ、最初目を疑ったそうだ。 

権少将は豊丸の姿を認めると言った。 

 

「豊丸。久しぶりだ。・・・頼む、お露さんと二人きりにさせてくれないか。」 

 

豊丸は、腰に差した匕首に手を掛けたまま、お露よりやや前ににじり出た。 

 

「無駄だよ。お露さんには、あたしがすべて話して聞かせたよ。あんたのお里

はまるごと知れたってことさ。」 

「おまえがここにいるんだから、そういうことなんだろうな。・・・お露さん、

かくなる上は、もはやわたしを受け入れてくれはしまいな？」 

 

覚悟は決めていたのだろうが、豊丸を前にしてさすがに権少将も動揺している

ようだった。 

 

お露は血の気が失せていた。 

もはや震えてはいなかった。 

眼はしっかりと、権少将を見据えていた。 

そして、きっぱりとかぶりを振った。 

 

「お露さん。考えなおしてくれないか。・・・ひと月前、喜兵衛があなたを引

き合わせてくれたとき、どんなにわたしの心を震わせたことか。・・・喜兵衛

があなたと夫婦になるのだと言ったとき、どんなにわたしが嘆き悲しんだこと

か。・・・八百年。・・・いや、八百年ではきかぬ。それ以上・・・長い年月
としつき

が

流れて、まさかの出会いをあなたと果たした。この機会を、わたしから奪わな

いでくれ。お願いだ。」 

 

それはもはや哀願だった。 

見ている豊丸でさえ、不憫に思われるほどだったという。 

しかし、お露の表情は硬く、むしろ氷のように冷たかったという。 

 

「これが、かくも不幸な出会いでさえなければ、わたしとて考えもいたしまし

ょうが。・・・もはや、ご期待には添えかねます。思えば、わたしは長く生き

過ぎました。わたし一人だけが生き残ってしまった。これも、しょせん醜い未

練。おのれを高くみ、身の程をわきまえなかった罰
ばち

が当たったのでございまし

ょう。・・・会津とともに、わたしも滅ぶべきでした。」 

 

お露はそう言うと、脇差を抜き、自分の首に刃を当てて一気に押し引いた。 

権少将が、声にならない叫びを上げた。 



 

 

慌てて豊丸がお露を振り返ると、頸動脈から鮮血がほとばしり出たところだっ

た。 

権少将が駆け寄り、お露を抱きしめたが、お露の眼はもううつろになっており、

もはや何も見てはいなかった。ただ体の痙攣が続くばかりだった。 

権少将は、お露の血を浴びながらただ慟哭していた。 

 

・・・ 

 

布団に半身を起こした御坊は、豊丸の話を聞いて黙り込んだ。 

 

「ほんとうに、ごめんなさい。あたしが気づくのがもっと早ければ。・・・お

露さんがどういう選びをするか、・・・あんな選びをするとは、思ってもみな

かった。・・・あたしはほんとに役立たずだ。・・・御坊さん、堪忍。ほんとに

堪忍よ。・・・」 

「もういい。おまえのせいじゃないよ。おれとて、お露さんがそう来るとは予

想もしなかったわ。自分を責めるな。おまえは、身を張って権少将からお露さ

んを守ろうとする一心だったんだ。無理もないさ。」 

 

豊丸は、それでもまた涙が溢れてくるのを抑えることができなかった。 

 

御坊は、昨夜の白金での捕物について、摩耶御前のことは一言も触れなかった。 

豊丸に今まで隠し立てなどしたことは無かった。 

摩耶御前を救い出した話をしたら、豊丸の動揺はいや増しになるだけのことだ。

おそらく黙ってはいまい。 

だからなにも言わなかった。 

これで一つ、豊丸に秘密が出来てしまった。 

後ろめたい気持ちが御坊の心にずっとわだかまるようになった。 

 

油小路卿の消息はぱったり途絶えた。 

今回の事案は、表向きは、喜兵衛が政府高官を暗殺しようと企んでいた不満士

族を手引していたところ、逆に口封じのために彼らに殺されたという話になっ

た。 

小沢は不満士族の蜂起の計画を未然に防いだということで、邏卒長から邏卒総

長に昇進した。 

 

一方、崖上の聖坂の屋敷では、その朝、育が自室で縊死していた。 

寛治や奉公人が、ちょっと眼を離した隙のことだったらしい。 

権少将がお露から身を引かざるをえなくなったときに、育の呪いも完全に解け

たのだろう。 

正気に戻った育は、自分がしたことにあらためて向き直り、それに耐えられず

に命を絶ったと推察される。 

呪いというものは、それが解けた後が怖い・・・そう御坊は言っていた。 

そのことは『龍の爪』の事案で十分わかっていたはずのことだった。 

御坊はまだ詰めが甘かったと思い知らされた。 



 

 

これで大野屋は育が死んだことにより廃絶となった。 

家督相続もまだ済んでおらず、ましてや主が謀叛の手引をしたなど、すべては

大野屋には不利な状況だった。 

結局政府が資産をことごとく接収した。 

屋敷は早々に打ち壊され、しばらく荒れ地になったままだった。 

バーソロミューの賭けも、企ても、今回のところは不発に終わったようだ。 

 

・・・ 

 

数日して、御坊もすっかり具合が良くなった。 

冬が始まろうとしていた。 

その日、豊丸は囲炉裏や火鉢用の炭の買い出しのために、品川まで出かけてい

た。 

御坊は「ばんざい」を連れて、散歩がてら海沿いの干潟を歩いた。 

快晴だった。 

昨年から始まっていた、新橋-横浜間の鉄道工事も終盤に入ってきていた。 

このあたりは、品川に薩摩藩邸があり、東海道上に鉄道敷設することに反対が

多かった。そのため政府は、芝-品川付近に関しては、堤を海上に築き、その

上に線路を敷くことになったのだ。 

全線二十九キロのうち、三分の一にあたる約十キロが、足ゲタを組んだ海上線

路になった。鉄道が海の上を走るのだ。 

三田や高輪は、往年の絶景を失い始めていた。 

 

「ばんざい、・・・景色が悪くなってくるな。・・・なっ。」 

 

ばんざいに話しかけるが、もとより反応するわけがない。 

ただ御坊の顔を見上げては尾っぽを振るばかりだ。 

 

街道沿いの網元や茶店では、いい匂いがしている。 

そろそろ午どきだ。 

人通りも多くなってきた。 

馬車や大八車がひっきりなしに行き交うので、「ばんざい」が轢かれないよう

に注意して縄を引いていたとき、つんつるてんの着物を来た五、六歳の女の童

が走ってきて、書状のようなものを御坊に突き出した。 

 

「え、なんだい、お嬢ちゃん。おじさんにかい？」 

 

童は、恥ずかしそうに頷いた。 

右手で書状を突き出し、左手にはなにか握っている。 

どうも、銭のようだ。誰かに頼まれて駄賃でももらってるのだろう。 

早く取って、と言わんばかりに、なんども童は書状を突き出した。 

 

「あいよ、ありがとうよ。誰に頼まれたんだい？」 

 



 

 

童は、振り返って道沿いの新橋方面を指差した。 

 

「あっち？」 

 

彼女が指差すところには、馬車が停まっていた。 

御坊は、腰を落として馬車を指差し「あの馬車に乗っている人から頼まれたん

かい？」と言うと、童は初めて笑って頷き、品川のほうへ駆けていった。 

 

御坊がその場で書状を広げてみると、平仮名で一文こうしたためてあった。 

 

「おんみひとり ゆめわするまじくそろ」 

 

書状を開けた瞬間に、そこから伽羅の香りが広がった。 

これは、摩耶の匂い袋だ。 

大内裏で、彼女を権少将の太刀から守ったときも、この香りがした。 

長島で一揆勢と一触即発というときにも、そうだった。 

大阪城で、彼女がその手を重ねてきたときには、濃厚な伽羅の匂いに一瞬目が

眩んだものだった。 

同じ伽羅の香りが書状から漂ってくる。 

御坊がふとさっきの馬車に目をやると、すでに走り出していたその馬車は大木

戸を抜け、虎ノ門のほうに小さくなっていった。 

 

・・・ 

 

わたしは、御坊さんがどうして夜でもないのに、唐突に話したのかわかるよう

な気がしてきた。 

胸に沸き起こるどうしよもない切ない思いの答えがそこにありそうだった。 

御坊さんのところへ、豊丸として戻っていくことではなく、別れていくためな

のかもしれない。 

わたしは、御坊さんから離れて、一人で生きていくことが今課題として与えら

れているのか。 

どうしても豊丸の記憶が戻ってこないのは、そのためなのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第二十夜 パニヒダの夜に 

 

 

※翻案素材 

『白雪姫（グリム）』・『奇巌城（ルブラン）』 

 

 

・・・ 

 

一つの大きな区切りが来ているらしい。 

たぶん、一人の魔女が誕生しつつあるのだと思う。 

和子さんがくれた「魔女の法典」の写本を繰り返し読んだためじゃない。 

なにかがわたしの中で記憶を取り戻している。 

 

デンファレの一輪挿しを宙に浮かせるのに、いちいち「スペルナテート」と呪

文を言わなくても良くなってきた。 

唱えるときには、ラテン語の格変化もまったく関係なくなってきた。 

思いのほうが重要らしい。 

かなり本気でやらないと難しいときには、「イン・ノミネ・ドミニ（神の名の

下に）」と唱えるが、それも気合一つの問題であり、あまり呪文そのものにこ

だわらなくてよいみたい。 

呪文のほとんどはラテン語だが、日本語でも良いのだ。 

試してみてそれはわかった。 

以前、御坊さんが『金木犀の咲く頃には』で引用していた誠拙禅師の言葉を思

い出す。 

 

「法具や祈祷の次第にこだわるのは、そのほうがおさまりがいいから。座禅で

座るのも、ただおさまりが良いから。座らなくても、常に座禅はできるのだ。

より大事なのは鉄砲の銃身じゃない。弾丸
た ま

だ。」 

 

そんなことを言っていたと思う。 

 

決定的だったのは、ほんの数日前のこと。 

御坊さんを修司に紹介した。 

土曜日だった。 

御坊さんの「正体」について、わたしが話してあげたら修司は想像以上に興味

を持ってしまったのだ。 

もっと驚いたのは、彼の両親の反応だった。 

修司より過剰に反応して、ぜひ会いたいから、紹介してくれと言われたのだ。 

正直、あまりの好反応なのでわたし自身が当惑してしまった。 

 

その日、ぐうたら僧侶の尻を叩きながら修司の実家を訪れた。 

杉並だ。 

杉並は、面白いところだ。 



 

 

中央線で言えば高円寺から阿佐ヶ谷、荻窪に至る一帯なのだが、山手の風情と、

下町の風情が併存している。 

おまけに、店屋も深入りすればするほど、どんどんディープなものがここにも

あった、あそこにもあったと底しれない面白さがある。 

 

もともと荻窪あたりは、明治時代まで別荘地だった。 

それが大正の関東大震災後に、神田・日本橋・京橋、あるいは下谷・浅草など

本当の下町からどっと焼け出された人たちが、新興住宅地として杉並に流入し

てきたのだそうだ。 

だから、下町の味わい深さも、山手の風雅さも兼ね備えた実に不思議な空間が

出来上がったという。 

 

なんとか男爵の旧宅などと言ったような文化財もあった。 

 

「たしかこのへんによう、近衛さん（近衛文麿）のお屋敷もあったんじゃなか

ったかなあ。・・・」 

 

修司の桐山家はかなり裕福なようだ。 

駅から住宅街に入り、立ち並ぶ家々を見回しながら、御坊さんがまた下品な物

言いをする。 

 

「おい。栞ちゃん。いい玉の輿じゃあねえか。」 

「やめてよそういう言い方。それが目的で修ちゃんと付き合ってるわけじゃな

いんだから。」 

「へっ。しょせん、先立つものはカネよ。カネ。」 

 

わたしはこの人を連れて行ってほんとうに大丈夫だろうかとだんだん不安に

なってしまった。 

 

案ずるより産むが易しとはこのことで、とんだ取越苦労だった。 

御坊さんも、出る所に出ればちゃんとするのだ。 

自分の話ばかりするのではなく、桐山家のこともいろいろ聞き出していた。 

いわば、「話させ上手」らしい。 

 

桐山家は北海道、小樽に実家がある。 

祖父が一人でとんでもなく古い、大きな旧ニシン御殿に住んでいるらしい。 

修司は姉と両親の四人家族だが、小樽を地盤にして北海道の海産物を全国に直

販することでずいぶん裕福になったという。 

札幌にも名物市場を持っているそうだ。 

そういうこともあって、修司は大学で経済学部にいる。 

もともと一族は、曽祖父の時代にニシン漁最盛期（一九〇〇年前後）に財を成

したが、戦後一九五〇年以降は、「幻の魚」になってしまい、事業を方向転換

したという経緯がある。漁業そのものはずいぶん縮小したらしいが、陸海の輸

送業や、建設業や不動産業、海鮮食材の販売などはかなり手広くやっているら



 

 

しい。 

 

五月。といつてももう末日で六月になろうとしている。 

ときに夏日にもなるこの季節。 

桐山家の庭は、裕福な割にはあまり手入れされている様子がない。 

ナガミヒナゲシがそこかしこに、綺麗な 肉
オレンジ

色の花を咲かせている。 

いつの頃からか日本に流入した外来種だが、すっかりわたしたちにはお馴染み

の花だ。 

気持ちのよいそよ風に揺らめいている様子に、いつしかわたしは不思議な感覚

にとらえられていった。 

桐山家の人たちと御坊さんが和気あいあいと談笑している一方で、わたしだけ

が違う空間に迷い込んでしまったようだ。 

どうしたんだろう。 

幻が見えてきたのだ。 

デジャヴではない。 

本当にあったことなのだ。 

 

気がつくと、わたしはリビングのピアノの前に座っていた。 

そして、我知らずピアノを弾き始めた。 

わたしはピアノが弾けないはずだ。 

習ったこともない。 

それが、何の迷いもなく指は動き始めたのだ。 

 

その曲はあまりにも甘く、切ない。 

わたしは音楽は好きだが、クラシックはとんと疎い。 

でも、知っている。 

わたしはこの曲をなぜかよく知っている。 

 

みなわたしのピアノに耳を傾け始めたようだ。 

御坊さんが、呟いた。 

 

「これは・・・スヴェトラーナが大好きだった曲だ。・・・」 

 

それは、ラフマニノフの交響曲第二番第三楽章、アダージョ。 

ラフマニノフが、革命前のペテルスブルグで一九〇八年に自らの手で初演。 

熱狂的な称賛を浴びた名曲だ。 

スヴェトラーナはこれがお気に入りで、ピアノのソロ演奏用に自分で編曲し、

いつも軽井沢の旧ヴァレツキー聖堂で弾いていた。 

確かに、いろんなピアニストがピアノのソロ演奏用のスコアでレコーディング

している。 

 

アナトリー神父が亡くなった後、聖堂は事実上活動を停止し、ミハイルとスヴ

ェトラーナの住まいになっていったようだ。 

ミハイルが幸せそうに、スヴェトラーナの様子を見つめている。 



 

 

 

スヴェトラーナは革命でロシアを追われたラフマニノフと、自分たちの境遇を

重ね合わせていたのかもしれない。 

 

「わたしは、もう何年もライ麦のささやきも、白樺のざわめきも聞いてない。」 

 

後年、ラフマニノフはそう言ったそうだ。 

祖国を失った者たちだけが味わうロシア・センチメンタリズムが胸にこみ上げ

てくるようだ。 

 

わたしは、その過去に確かにあった情景を懐かしくなぞるように、今、その幻

のスコアを弾いている。 

 

わたしには見えるのだ。 

その日の木曜島の情景が。 

窓を開け放った聖堂に、同じような初夏の風が入り込んでいる。 

庭の向こうには、明るい日だまりの中に小さな八端十字架が見える。 

スヴェトラーナがピアノを弾いている。 

ラフマニノフを弾いている。 

今わたしは彼女とシンクロしているのだ。 

そうだ、それは戦後まもなくのことだ。 

テーブルにある東京日日新聞の日付は、昭和二十四年となっている。 

豊丸の三十回忌をしたときの情景だ。 

アナトリイ神父も吉村神父の姿もない。 

 

スヴェトラーナもミハイルも、多少年を重ねたようだが、まだ十分に若々しい。 

ミハイルの横には、御坊さんがいる。 

肘掛け椅子に座って、御坊さんがじっと聴き入っている。 

その顔を観ると、目からとめどもなく涙が零れている。 

わたしの頬にも涙が伝うのがわかった。 

どうにも止まらない。 

悲しいから泣くのではない。 

たくさんの記憶を残されているから、かけがえのない思い出があるから涙が溢

れてくるのだ。 

数え切れないくらい懐かしく想い起こすことがある幸せに、感謝する気持ちが

涙となって溢れてくるのだ。 

そのとき幻の中で、ピアノを弾くスヴェトラーナと、わたしは目が合った。 

スヴェトラーナはうなずいて、嬉しそうに微笑んだ。 

その後ろには、三人のロストヴァ姉妹もいた。 

彼女たちの白いドレスが風にそよぎ、五月の光がトレインに弾けている。 

幼くして亡くなったアナスタシア（復活という意味）も、成長していればこん

な女性になっていたろうという姿でわたしに微笑みかけている。 

みんなが、わたしが去っていったことを、祝福している。 

 



 

 

その日、たしかにわたしは豊丸の長い長い一生に区切りをつけ、新たにわたし

自身の命を歩み始めたのだと、はっきりわかった。 

豊丸の記憶はもう戻ってくることはない。 

御坊さんは、ずっと昔からそのことがわかっていたのだ。 

知っていて、ずっと黙っていたのだ。 

わたしを栞としてちゃんと送り出すために。 

 

・・・ 

 

六月に入った。 

大学は一部の老朽化したキャンパスを建て直す。 

栞が受けているほとんどの講座がこれに該当するので、前倒しで駆け込み講義

が行われた。 

結果、六月はまるまる暇になってしまった。 

このまま長い夏休みに突入する羽目に陥った。 

 

御坊はというと、「もう、おれもお役御免だ。」と言って、わずかな私物を片付

け始めた。 

もともとそう持ち物がないから、竹で編んだ大きな笈
おい

にすべて詰め込むことが

できる。 

 

「御坊さん、行っちゃうの？」 

 

その日はいつか来るかもしれないと、これまでも何度か栞の頭の隅を過ぎった

ことはある。 

が、本当にその日が来たのだろうか。 

 

「おお、だって、もう用無しだもんね。おれがここにいること自体が、おまえ

の邪魔になる。おれがここに一年ほどいた痕跡はなにも無くなる。心配するな。」 

「どこに行くの？ どうやって連絡を取ればいいの？」 

「ま、考えとくよ。おれもおまえのことがまだ心配だからな。だけど、たぶん

どこにいようと、おまえはおれに連絡がつくはずだけどな。」 

「そうなの？」 

「そう。だと思うよ。魔女なんだから。」 

 

御坊はそう言って、無残なほど不安そうな顔をした栞を笑った。 

 

そんなときだった。 

修司から栞の携帯に電話があった。 

聞けば、小樽の実家に幽霊が出るようになったという。 

明治時代以来の文化財級のお屋敷だ。幽霊の一人や二人出てもおかしくないの

だろうが、桐山家の人たちはとんとそういう経験が無いという。 

とくに祖父がひどく狼狽しているというのだ。 

ついては、御坊に一緒に小樽にまで行ってくれないかというのだ。 



 

 

 

「え～、なんでおれがおまえの彼氏の助けをしなくちゃいけないのよ。おまえ

がやればいいじゃないか。」 

「無理だよ。わたし、経験無いんだから。」 

「ちっ、今回切りだぞ。」 

 

なんとか栞は御坊を拝み倒して、小樽まで修司といっしょに行くことになった。 

栞としても、できるだけこの機会に御坊の「仕事の手順」というものを実地で

見て学ばなくてはと思っていたようだ。 

 

・・・ 

 

三人が羽田で待ち合わせて、カウンターに行くと予想もしないことが起きた。 

通関に並んでいると、航空会社のグランドスタッフの女性がやってきて、『申

し訳ありませんが、ちょっとお話があります。』といって、一緒に来てくれと

言うのだ。 

わたしたちは、なんのことかまったくわからず当惑した。 

スタッフはさも申し訳なさそうに、『どうしてもご出発前に、みなさんにお会

いしたい方々がいますので。・・・』と言う。 

 

「よう。おまえら、まさかクスリでもやってんじゃねえだろうなあ。」 

「まさか。」 

 

わたしたちは、なんと通関をノーチェックで過ぎ、航空会社のメンバー専用の

部屋に連れて行かれた。 

しかもその中の個室だ。 

そこに待っていたのは、二人の男だった。 

 

二人はわたしたちの姿を認めると、すぐに立ち上がって挨拶をした。 

一人は、三つ揃えのスーツをびしっと決めた、爽やかなエリートという感じだ。 

三十前後であろうか。若々しく、とてもにこやかで愛想が良い。 

もう一人は、これがまたえらく癖のありそうな壮年。五十がらみだろう。 

くたびれた背広を着て、ネクタイも緩んでいる。 

眼光は鋭く、ひと目見て猜疑心の塊のような顔つきだ。 

しかし、その所作はどこかとぼけたような、それでいてすべてを熟知している

ような、およそ油断のならないタイプだ。 

ただどちらも応対はとても丁寧だ。 

慇懃
いんぎん

といったほうが正しいかもしれない。 

 

若いほうは、内閣情報調査室から来たという。 

ずいぶん気を遣っているようだが、「セロとでも呼んでください。」 

「セロ？」 

「ちょっと、マジックやったりするんです。セロが人気だった頃に、憧れまし

てね。こんな感じで・・・」 



 

 

セロが栞に名刺を差し出したので、それを受け取ろうとすると、目の前で名刺

が消えた。 

「あっ。すごい。」 

セロは、「ここです。」と言って、その空っぽになった手を耳に充てると名刺が

指の間に現れた。 

結局名刺は渡されなかった。 

隣で、くだんの目つきの悪い壮年の男は、苦虫を噛み潰したような顔をして見

ていたのが印象的だ。 

まるで、『またか。馬鹿の一つ覚えみたいに・・・』と言わんばかりの表情だ

った。 

彼は警視庁公安部のものだといって、手帳を見せた。 

それも表だけだ。 

そして、言葉にするのも億劫そうに、「八咫
や た

烏
がらす

とでも呼んでください。呼び捨

てで結構」と言った。 

本人、そう名乗るのも嫌だという感じだ。 

どう慇懃につくろっても、ぞんざいな感じがにじみ出ている。 

 

「なんだ、お二人とも、要するにスパイってことですな。」 

 

御坊はつぶやいた。 

一瞬二人は黙った。 

若干不快な表情が二人に浮かんだ。 

要するに図星なのだ。 

すぐにセロがこのまずい雰囲気を和らげようとしていた。 

三人は、コーヒーを飲みながら、ひとしきり話につきあわされることになった。 

 

修司がことわりを入れた。 

「あの、ぼくたち搭乗時間があるんですが、どのくらいの時間お話することに

なるんでしょうか・・・」 

すると、セロは、「札幌に行かれるんですよね。」と言った。 

「ええ、そうですが。」 

「こんなことほんとうに申し上げにくいんですが、取りやめていただきたいん

ですよ。」 

 

三人は、きょとんとして顔を見合わせた。 

修司が、「どういうことでしょうか。」と訊ねた。 

 

セロは「実は、札幌ではなく、函館に先に行っていただきたいんです。」 

「函館？」 

三人とも、びっくりしたような声を上げた。 

「それはまたどうしてですか？」 

栞も訊ねた。 

「いや、決してお手間はとらせません。札幌に行く前に、函館に寄っていただ

きたいんです。チケットはすでに用意してあります。搭乗までの時間も十分あ



 

 

ります。函館のハリストス正教会に立ち寄っていただければ、後はもう結構で

す。鉄道か、また飛行機か、それとも最終的にはご実家の小樽に向かわれるん

ですよね。でしたら、レンタカーも函館に今、用意させます。車のほうがいい

かもしれませんね。大きめのランドクルーザーでも用意させましょうか？ 

」 

 

これもまた意外だった。 

御坊は、「スパイの方々からわざわざこんな申し出ということは、やはりなん

か深い事情があるんでしょ。」と言った。 

ことさら、「スパイ」という言葉を使っては、年寄のほうを苛立たせていたよ

うだ。 

ほとんどセロが一人で喋っていた。 

 

「みなさんが、どういう方々かは、よく存じ上げています。とくに、御坊さん、

あなたは戸籍もない。もちろん国籍もない。年令は不詳ですが、調べではどう

やら千百歳以上ではあるようですね。当然、仕事もなければ、所得税も捕捉さ

れることもない。・・・」 

「よくご存知ですな。それはなにかの脅しですか。協力しないとまずいことに

なりますよ、みたいな。」 

 

セロは慌てたふりをした。 

「とんでもない。そんなことは毛頭考えておりません。そんなことをしても、

あなたには無駄だということくらい、よく承知していますよ。並の方ではない

んですから。ただ、みなさんに是非、お願いしたいことがありまして。まこと

にぶしつけな対応をさせていただきました。」 

「協力？」 

「そうです。協力です。国家のために。」 

「大きく出たなあ、まったく。お国のためですか。」 

 

この間、八咫烏と名乗る男は、じっと腕組みしながらこうしたやりとりをただ

聞いていた。 

御坊がやにわに、八咫烏に訊ねた。 

「八咫烏、と仰いましたな・・・・・・まあ仕事がらそれは良いとして、どこ

かでお会いしましたっけ？」 

「わたしですか？ いや、そんなはずはありませんがね。」 

 

八咫烏はやや動揺したようだが、すぐに仏頂面に戻った。 

「そうかなあ。なんか、あんたの声どこかで聞いたような気がするんですよ。

どこだったっけなあ。絶対、知ってるんですよ。少なくとも声だけは知ってい

ると思う。」 

「そうですか・・・ま、思い出したら教えてください。」 

 

御坊は軽くいなされた。 

その後、セロが詳しい事情を説明し始めた。 



 

 

 

セロは政府の指示で、また八咫烏は別の筋の指示で、たまたま同じ事案を追っ

ていたのだという。 

ところが、共通の目的であることで、政府から二人タッグで取り組めという話

になったそうだ。 

その目的とは、徳川幕府の埋蔵金探しだという。 

三人とも、開いた口が塞がらなかった。 

悪い冗談としか思えなかったのだ。 

どこかのふざけたテレビ番組でもあるまいし、なにが埋蔵金だと。 

ところが、二人ともこの点に関しては、にこりともせず、真顔であった。 

主にセロがこの経緯を説明した。 

時代背景の話が長いので、途中三人はうんざりしたほどだ。 

 

・・・ 

 

時は幕末。 

この幕末というのは、嘉永六年（一八五三年）に米国東インド洋艦隊（ペリー

艦隊）が来航して以来、明治維新（一八六八年）までの十五年間のことだ。 

 

当時金属疲労を起こしていた幕府だが、実は幕吏たちの中には驚くほど優秀な

人材が数多くいた。 

 

川路聖謨
としあきら

も、きわめて優秀な当時の幕臣の一人だ。 

日田の代官の息子に生まれた川路は、極貧の中から身を立て、幕府の要職を歴

任。文字とおり、各所で引っ張りだこの名吏だった。 

このときは老中・阿部正弘によって、海防御用掛に抜擢された。 

ペリーが開国を要求したことに関して、幕府から意見を求められた川路は、強

硬に「祖法を翻し、開国」を主張。しかし幕府はこのとき、回答を避け、後日

また交渉するという逃げを打ち、ペリーはいったん退去した。 

 

その半年後、こんどはロシアがやってきた。プチャーチン艦隊の来日である。 

ロシア皇帝ニコライ 1世の支持を得、プチャーチンは苦労して日本訪問にこぎ

つけた。ニコライ 1世から「あくまで平和的な交渉をするように」と厳命され

ていたこともあり、プチャーチンは、ペリーのようにいきなり江戸湾に入って

大砲を撃つような乱暴（砲艦外交）をせず、日本政府の公式な外国交渉窓口で

あった長崎に入港。 

万事、紳士的なプチャーチンのやり方は、幕府側も多少とも気を許したようだ。

翌年七月から本格的な交渉が始まったが、このときの全権が川路聖謨だった。 

 

プチャーチンは皇帝への報告書の中で川路について、「鋭敏な思考を持ち、紳

士的態度は教養あるヨーロッパ人と変わらない一流の人物」と評している。 

二人は下田で計六回に渡り会談した。交渉はまとまらなかったが、将来日本が

他国と通商条約を締結した場合にはロシアにも同一の条件の待遇を与える事

などで合意した。 



 

 

 

ロシア側は川路の人柄に魅せられて、その写真をとろうとしたが、川路は「私

のような醜男
ぶおとこ

を日本人の顔の代表と思われては困る」と発言し彼らを笑わせた。 

 

この時、プチャーチンに随行していたイワン・ゴンチャロフは次のように書い

ている。 

 

「川路を私達はみな気に入っていた。・・・川路は非常に聡明であった。彼は

私たちを反駁する巧妙な弁論をもって知性を閃かせたものの、それでもこの人

を尊敬しないわけにはゆかなかった。彼の一言一句、一瞥、それに物腰までが、

すべて良識と、機知と、炯
けい

眼
がん

と、練達を顕していた。明知はどこへ行っても同

じである。」 

 

プチャーチンは帰国後に「日本の川路という官僚は、ヨーロッパでも珍しいほ

どのウィットと知性を備えた人物であった」とも書いている。 

 

このように当時ロシアの対日外交はきわめて紳士的なもので、アメリカの恫喝

まがいの手法とは雲泥の差があった。 

ちょうど、この交渉直後に安政大地震が起きており、津波によってプチャーチ

ンらのディアナ号は大破、死傷者が多数出た。しかし、一方でロシア側は波に

さらわれた日本の村民の救助も行っており、川路ら幕府側代表たちに深い感銘

を与えている。 

 

幕府は、西伊豆の戸田
へ だ

に回航し、そこで修理するようにと便宜を図ったので、

プチャーチンたちは伊豆半島を西へ回航したのだが、運悪くシケに遭い、沈没。

こんどは、日本人村民たちがロシア人たちを全員救助している。 

 

彼らは戸田に滞在し、日本人を指導しながら突貫工事で代船を建造。プチャー

チンは「ヘダ号」と名づけている。このとき、中断していた交渉がまとまり、

ついに日露和親条約が締結された。 

この間、再びペリー来航があり、吉田松陰の密航事件が発生している。 

 

川路は幕臣であるが、非常に交流が広く、佐久間象山のほか、間宮林蔵、藤田

東湖、江川太郎左衛門(英龍)、渡辺崋山らと親交が深かった。 

その意味では、勝海舟と通じるものがあるが、勝が幕府などくそくらえと思っ

ていたのに対し、川路は最後まで幕府に殉じたという点で、決定的に異なる。

その上、川路は人の悪口を言わなかった。勝は、さんざん明治に入ってから、

言いたい放題で、川路のことを「あれは、成り上がりの最たるものだからね、

こすい男だったよ」とさんざんな物言いである。 

 

安政五年（一八五八年）、プチャーチンは再び来日、神奈川に入港。芝愛宕下

の真福寺に滞在し、ここで日本側と交渉をおこなった。 

再び激論が交わされた。北方領土交渉についてである。 



 

 

はじめプチャーチンは、「択捉(エトロフ)島までは日本領で、以北の諸島はロ

シア領。樺太は全てロシア領である」と主張したが、川路が日本側の樺太調査

の歴史を紹介して反論し、結果的には択捉島までが日本領で、樺太については

国境を画定しないことで合意。 

ここで、初めて、日本とロシアの北方領土は樺太を除いて「確定」したのであ

る。日本の歴史において、西洋列強との正式な国境確定が成立した瞬間である。 

日露修好通商条約の締結だ。 

 

川路は、難敵・アメリカとの交渉も行っていた。本人が上洛して、朝廷から日

米修好通商条約の承認を得ようとしたが、朝廷は頑迷な排外主義で占められて

いたので失敗。 

その為、弟の井上清直が、朝廷の承認が無いままに、独断で米総領事タウンゼ

ント・ハリスと調印を強行している。 

 

このとき川路の弟・井上清直は、同僚の岩瀬忠震とともにハリスと談判したが、

大老・井伊直
なお

弼
すけ

に、「やむを得ない場合は、条約調印をしてよいか」と確認し

ている。井伊は「その場合は致し方ないが、できるだけ引き伸ばすように」と

指示している。しかし、井上・岩瀬両名は、ハナから即刻の調印を目指してお

り、これを「調印許可」とみなして、ハリスの元を訪れると、その日のうちに

調印した。 

 

いかにも、開国強硬派である。このことが、天皇の認可を得ていない(兄・川

路聖謨が天皇の説得に失敗した)ということで、「違勅」とされ、後日、過激攘

夷派による井伊直弼暗殺「桜田門外の変」を引き起こす。攘夷論の暴発である。 

攘夷か開国か。 

倒幕か、それとも佐幕か。 

この二者択一の思想の激突はこのときから始まった。 

長州などの倒幕運動と、これらを粛清しようとする幕府の弾圧だ。 

血で血を洗う幕末の八年間が始まる。 

川路・井上兄弟は、ある意味、彼らの本意とは事違えたとは言え、彼らの強硬

な開国論が、明らかに後の革命(維新)へと、一気に歴史の道を開いたことにな

る。 

 

川路・井上兄弟の本意は、不平等条約であろうとなんであろうと、とにかく当

時の国際法に照らしたまともな条約提携関係を成立させることにすべてを賭

けることだった。 

その意味では、倒幕派の、およそ現状認識からかけ離れた武力による攘夷論な

ど、ほとんど無謀以外のなにものでもなかった。 

利権と法が、国家の独立を守るのだという信念があったからだ。 

倒幕派が、利権と武力こそ国家の独立を守るのだという認識と、百八十度異な

る。 

どちらにも確かに、理はあった。 

 

忘れていけないのは、こうした川路ら有能な幕臣たちが、身命を投げ打って、



 

 

列強と交渉し続け、曲がりなりにも武力によらない、交渉に基づく外交関係を

築いたことによって、日本は当時の中国やアジア諸国と違った運命を辿ること

を得たという事実である。 

 

彼らが、維新前にすでに列強との間に、「まともな」条約関係を築いていたか

らこそ(条約を結ぶということは、独立を認めるということである)、維新政府

はこれを継承する形で、内乱だったにもかかわらず、列強の直接武力介入を回

避できたのである。 

 

このとき、川路らのような硬骨漢が幕臣に揃っていなかったら、討幕や明治維

新どころではない。たちどころに、半植民地になっていたであろうことは疑い

ない。ぎりぎりの水際で、（香港や上海のような）一片の領土の割譲も治外法

権租界も許すことなく日本国の国権を承認させた川路ら幕臣の踏ん張りが、日

本を維新後の独立国家へと導いたことは誰も否定できない。 

このことを、従来の討幕史観というものは、軽く見すぎているようだ。 

 

関税交渉についても同じだ。 

日本はアメリカなど諸外国と、この幕末において「不平等条約」を強いられた

という意見が定説だった。 

しかし、近年この評価は覆り始めている。 

確かに幕吏たちはこのとき関税主権を放棄した。 

しかし、粘り強い交渉で英米などの猛反発を押し切り、なんと二十％という高

い関税率を認めさせている。 

先年（一八四○年）、アヘン戦争に敗れて清国は五％というきわめて低い関税

率に甘んじたとのとは好対照である。これによって清国は西洋列強の半植民地

状態へと落ち込んでいく。 

 

幕府はこの高関税によって破綻に瀕していた財政を建て直し始めることがで

きた。国内で足りないカネを、外国からむしり取ったのである。 

幕府天領と地方の各藩の債務は、推計で現在価値になおすと八百兆円とも言わ

れる。 

現在の日本の国家予算の八倍である。 

この幕吏たちの努力によって、幕府歳入の七割が関税収入となるほど増加した

ので、財政赤字は一気に解消し、幕府は積極的な近代化政策に踏み切っていく

ことができた。 

 

攘夷論というものは、基本的にこの幕府が貿易収入を独占することに対する不

満が底流にある。 

倒幕によってその権益を薩長が奪おうとする動機に近い。 

主にフランスが幕府に肩入れし、これに対抗するかのように倒幕派（薩摩・長

州）には英国が肩入れしたことで、幕末はたちまち内乱の様相を呈していった。 

 

一八六八年、ついに幕府が薩長倒幕軍に敗れ、江戸城を開城した。 

新政府軍は江戸城に入ると、真っ先に行
おこな

ったのが金庫蔵の解錠である。 



 

 

ところが、それは空であった。 

目算では現在価値にして三百兆円（現在の日本の国家予算の三倍）はあるとさ

れていたものが、消えていたのだ。 

新政府はこれを幕府が隠匿したと判断した。 

徳川幕府の埋蔵金伝説というものは、ここに誕生する。 

 

ちなみに、幕末、列強と丁々発止の交渉をして、ぎりぎりのところで日本の国

権を守り通した川路聖謨は、官軍の江戸総攻撃の予定日だった慶応四年（一九

六八年）三月十五日、割腹の上、拳銃で喉を打ち抜いて自決した。享年六十八。 

記録に残っている限り、日本の拳銃自殺第一号だそうである。 

その同じ日、勝海舟と西郷隆盛との会談で、江戸城の無血開城が決定したこと

を知らず、川路は逝った。 

 

直前脳卒中を発しており、半身不随となっていた川路は、戦の足でまといにな

ることを恥じて、拳銃自殺を選んだとも言われる。 

はっきりしていることは、滅び行く幕府に殉じたという事実だけだ。 

幕臣ここにあり、の見事な最期だったというべきだろう。 

 

セロが付け加えた。 

「幕府が隠匿したとされる膨大な資産ですが、すべて川路たち優れた幕臣たち

の必死の交渉の賜物だったということですよ。ただ、それだけではない。一説

にはこれらの関税収入の蓄積だけではなく、かなり金塊が含まれていたとも言

われています。とくに、幕府に肩入れしていたフランスのナポレオン三世から、

なんらかの取引を持ちかけられていたとも言われていますね。」 

 

当時フランスのナポレオン三世は、海外進出を積極化させており、アメリカが

南北戦争中だった隙を狙ってメキシコに出兵し、保護国化を試みていた。 

ところが戦況は思わしくなく、慶応元年（一八六六年）には撤収を始めていた。 

帝国に陰りが出始めたころである。 

 

「まあ、事実はわかりませんが、幕府の金庫蔵にはナポレオン金貨が大量に持

ち込まれていたという証言もあります。メキシコ出兵の失敗を、アジア・極東

で挽回しようとしたのかもしれません。フランスは当時世界で最も優れたシャ

スポー銃を幕府に三千丁も供与していますからね。薩長ら倒幕藩との内戦で幕

府に勝たせ、なにかその後の取引が裏にあったとしてもなんら不思議ではあり

ませんよ。ナポレオン金貨というのも、無縁ではないでしょう。」 

 

残念ながら、幕府は第二次長州征伐（一八六五年）では、なぜかこの世界最強

とされたボルトアクション後方装填式歩兵銃（シャスポー）を戦線に投入して

おらず、寡兵の長州軍に敗退するという大失策を演じている。 

高杉晋作ら奇兵隊など諸隊が功山寺で決起して、滅亡寸前だった長州倒幕派が

奇蹟的に息を吹き返したとき、長州国境に集結していた幕府軍にもしこのシャ

スポー銃がすべて投入されていたら、長州軍など木っ端微塵であっただろう。 

が、流れというものはいったん悪いほうに向かいだすと、ますます悪くなって



 

 

いくものらしい。 

いずれにしろ、幕軍はことごく敗退。 

ところが江戸城を占領した新政府軍は、当てにしていた三百兆円もの幕府遺産

を手にすることはなかった。 

 

「その後、旧幕府方の会津藩や奥羽列藩同盟はあくまで抵抗。新政府軍はこれ

を地の果てまで攻め立てていったのは、ご存知の通りです。東北での抵抗戦が

終わると、挙げ句の果ては、榎本武揚
えのもとたけあき

ら幕臣残党が旧幕府海軍を擁して箱館

（現・函館）に落ち延び、そこで独立割拠して最後の抵抗をしたわけです。箱

館戦争というやつですよ。」 

 

御坊が言った。 

「で、あなたたちは消えた埋蔵金が箱館に運ばれたと、そう考えているわけで

すか。」 

「一つの可能性としてはね。ところが、それがどこかわからない。」 

「榎本武揚ら旧幕軍は、五稜郭で抵抗しましたね。でも、たった一年で降伏し

ましたよ。大量の金塊なら使い切ったわけもなく、かなり残存していたわけだ。」 

「そうです。五稜郭を占領した旧幕軍には、フランスの将校五人が軍事顧問団

として参加していますから、フランスはそれなりに本気だったようです。だか

ら問題は、それを彼らがどこに隠したかなんですよ。」 

「われわれをここで拘束したのは、それとどういう関係があるんです？ そん

な高度な政治機密の手がかりを持っているとお思いですかな。」 

「あなたたちは気づいていなくても、糸口を見出してくれるかもしれんので

す。」 

「どういうわけで？」 

「榎本武揚ら、箱館戦争で生き残った者は埋蔵金のありかを知らんでしょう。

とくに榎本自身は新政府に仕えることになりましたしね。もう隠しておく必要

もなかったはずですよ。それでも埋蔵金は出てこない。だから、死んだ者たち

の中に、ありかを知っているものがいたはずです。」 

「というと？」 

「たとえば、土方
ひじかた

歳
とし

三
ぞう

です。」 

「新選組の副長だった、あの土方ですか？」 

「そうです。ご存知の通り、土方は新選組が崩壊し、江戸での決戦の機会も失

われ、近藤勇と別れて会津に転戦。そこでも敗れ、とうとう箱館で榎本たちに

合流しました。その箱館戦争の終盤で、彼は無謀な単騎出撃をして戦死してい

ます。五稜郭に立て籠もった指導者たち八人のうち、死んだのは土方一人です。

なにかおかしいと思いませんか。しかも、半ば自殺行為です。」 

「彼は、新政府に利するような莫大な遺産をみすみす渡す気はなかった。しか

し、五稜郭の指導部は、もはやこれまでと新政府に降伏する結論に傾いていた。

それを潔しとしない土方はひそかに金塊を腹心たちをつかって移送して、それ

を知っている自身は一人死に花を咲かせて散り、永遠に手の届かないところに

金塊を追いやった。そういうことですか。」 

「ありえます。」 

「となると、あと埋蔵金のありかを知っているのは、実際に埋蔵金を密かに移



 

 

送した残党だ。」 

「ちなみに土方の遺体は未だに発見されていません。それも不思議だ。五稜郭

陥落直前に死んだ土方の遺体は、埋葬されたと証言がいくつかあります。が、

どこかは未だに不明です。近藤のように首が京都に送られ、三条河原に晒され

るのを、土方の腹心たちはなんとか阻止したかったんでしょう。」 

 

セロは、胸ポケットから一枚の紙を取り出し、広げて見せた。 

 

「御坊さん、あなたはこれを読めるでしょう。」 

 

それはおそらく古文書の類をコピーしたものだ。 

 

『言わずもがなのことながら、失念あるまじきこと肝要なり。 

七人各々、義をもっぱらに守るべし。義に違
たが

いては、たとひ一国切り取りたり

といふとも、後代の恥辱いかばかりか。 

すでに天運尽き果て滅亡を致すとも、義理違えまじきと心得なば、来世にうし

ろ指をささるる恥辱は有るまじく候
そろ

。 

人の命はわずかの間なれば、むさき心根、ゆめゆめあるべからず。 

義を守りての滅亡と、義を捨ての栄花とは、天地各々別にて候。 

無道の働きにて利を得たる者、天罰終
つい

に遁
のが

れ難し。 

不肖の身、その志の遂げざる事、今に及んで言うべき所を知らず。 

若しその志、なからんにおいては、幕府の危難といふのみにあらず、しかも是

れ天下人民の不幸たるべし。 

事ことに至り、万事進ノ字の差配に委ねたり。 

大工町上の地露
ロ

西亜
シ ア

コンシュル館にてその言に従い、以て七人、よろしく相心

得、不朽の大業に生き、悠久の大義に死すべし。陸軍奉行並土方歳三』 

 

どうやら土方の指示書のようだ。 

御坊は、いちいち読み下しながら、栞と修司に説明を施した。 

セロは、それが一段落したのを見てとって、コピー紙を再び胸ポケットに仕舞

い込んだ。 

 

「歴史上、まだこの土方の遺書のようなものは存在しないことになっているの

で、悪しからず。・・・この中に、いくつか鍵があります。もちろん財宝がど

うのこのとか書いてありません。が、なにかを命令していますよね。それも七

人に。この七人はなにをしろと言われたのか。土方は、大工町上の地にあるロ

シア領事館に行って、そこで『進ノ字』の言うことに従え、と書いている。こ

の『進ノ字』って誰ですかね。これが謎解きの暗号です。」 

「そのロシア領事館というのは？」 

「現在の、函館のハリストス正教会のところです。もともと幕末の頃、領事館

内に館員のためにつくられた聖堂です。この土方の指示書は、くだんの正教会

のロシア人墓地から出てきたんですよ。ほかにもいくつか興味深いものはあり

ましたが。」 



 

 

 

セロによると、正教会がロシア人墓地を整理すると、滅多にないことなのだが

たまに墓所が発見されるという。 

たとえば初代領事ゴシケヴィッチの夫人エリザベータは、箱館戦争の四年前に

当地で亡くなっているが、その後の諸事情で墓所が不明となっていた。ところ

が、一九八九年に期せずして発見された経緯がある。 

こうしたことがときにあるのは、墓碑に木材を使っていたため、これが朽ちて

しまい場所が特定できなくなったためだろうと言われている。 

 

「つい数日前のことですが、新たに一人のロシア人修道士の墓所が見つかりま

してね。その墓所は驚くほど立派な石造りの地下墓所で、なんと土方のこの指

示書の原文が修道士の亡骸とともにあったんですよ。大量の日記とともにね。

それでわたしらが動き出している次第で。」 

「ほう。では、七人がたしかに当時のロシア領事館に来ていたはずだ、という

わけですな。」 

「間違いないでしょう。そして、そこからなにがどうなったのか、です。 

あの『進ノ字』という渾名
あ だ な

の人物を特定できればねえ。」 

「およその見当はついているんじゃないですか？」 

「実はね、手がかりはあるんです。それを確認してもらいたくてね。とくに、

桐山さん、あなたにですよ。」 

「え、ぼくですか？」 

 

修司はいきなり話を振られたのでびっくりした。 

 

「そう。というのはね、聖ニコライが箱館領事館付司祭として渡来したのは一

八六一年です。六八年に幕府が倒れ、箱館は五稜郭を巡る戦闘状態に巻き込ま

れ、内地からはさまざまな人達が新天地を求めて押し寄せてくるという、西の

長崎や東の横浜みたいな様相を呈していたらしいですな。この聖ニコライは、

このときから日本人信者を得始めており、十六人ほどいたようです。熱狂的な

信者がね。その中には、坂本龍馬の従弟の沢辺琢磨もいましたよ。元土佐藩士

で、龍馬と同じく江戸に出て千葉周作に剣術を学んだ熟達の腕だったようです

が。事情があって江戸を離れ箱館に渡り、神明社の宮司の女婿となっていまし

たね。ねっからの尊王攘夷派で、最初は聖ニコライを斬るつもりだったらしい

です。が、なんと宗旨替えしてしまい、後に日本で最初のハリストス正教会の

司祭になってますよ。ま、この沢辺はともかくとして、その十六人の中に一人

気になる人物がいるんです。」 

「誰です？」 

「桐山一之進です。」 

「それって、ぼくの先祖ですかね。」 

修司が聞いた。 

「あなたの高祖父ですな。曽祖父の父親ですよ。まあ誰でも祖父までは名前く

らい知っているものの、曽祖父や高祖父になるとたいてい知りませんよね。間

違いありません。あなたの高祖父の名は、桐山一之進です。」 

 



 

 

意外な展開に、三人とも言葉を失った。 

幕府の埋蔵金の真偽はともかくとして、そうした伝説に修司の先祖がかかわっ

ていたというのは、まさに事実は小説より奇なりであった。 

 

「その、最近発見された墓の主、ロシア人修道士というのは土方や、最後の七

人とどういう関係があったんでしょうかね。」 

「わかりません。そもそも、函館のハリストス正教会の記録には、そんな修道

士はいないんです。」 

「いない？」 

「なにしろ、墓室にも棺にも、どこにも生没年が刻まれていないんです。もち

ろん記録漏れということもありますが、あれだけの立派な石造りの墓室ですか

ら、それなりの人でしょう。よもや記録漏れはありますまい。」 

 

ここで初めて、八咫烏が口を開いた。 

「実はね、みなさんには今セロが話したことを聞いていただければ、本来それ

で十分なんです。セロはその意向でした。が、わたしはどうしても気になる。

一度とにかく、その修道士の墓室をみなさんにご覧いただきたい。セロと違い

ましてね、わたしは警察で生きてきた。昔から、『現場百回』ってね、よく言

われたものですよ。みなさんにも、なにはともあれ現場を見ていただきたいん

ですよ。それでなにがわかるわけでもないでしょう。ただ、今すぐではなくと

も、いずれそのうち何か重大なことに気づくためのヒントが得られるかもしれ

ない。で、わたしの一存で、みなさんに敢えて今日は函館に入っていただきた

いと、そういうことにしたわけですよ。ハリストス正教会にはその旨連絡して

ありますから、三人でぜひ行っていただきたいんです。どうでしょうかね。」 

 

一応言葉づかいは丁寧だが、目つきは有無も言わさぬ威圧感があった。 

御坊は、どうでもいいやという風に匙を投げた。 

 

「栞。きみに任せる。決めてくれ。」 

 

栞は、いささか当惑していたが、断れるような雰囲気ではなかった。 

「じゃあ、行く？ 修司くん。」 

「うん。行ってみようか。ぼくたち三人だけで行けばいいんですね。」 

「そうです。わたしらはお邪魔しませんから。念の為、なにか気づいたり、変

なことが起きたり、困ったことがあったら、すぐ連絡ください。これがわたし

の携帯番号です。」 

 

セロも同じく携帯番号を三人に知らせた。 

二人のスパイは、交渉成立と見て立ち上がった。 

セロが最後を締めくくった。 

 

「さて、それではここに函館行きの便のチケット三枚、搭乗券。帰りは札幌か

ら羽田のオープンにしてあります。で、どうします。函館から小樽のご実家へ

は？ なにで行かれます？」 



 

 

「じゃあ、車で。」 

「わかりました。では、函館についたら、航空会社のグランド・スタッフに伝

言を頼んでおきます。これからレンタカーを手配して、みなさんが函館に着い

たときに、函館空港のスタッフからお伝えできるようにしておきますよ。ちな

みに、この部屋、搭乗までまだずいぶん時間がありますから、それまでお好き

なようにお使いください。それも航空会社には申し入れてありますので。ちな

みに、今回まことにご迷惑おかけしましたので、函館で一泊なさってください。

費用はこちら持ちにしておきます。函館駅からほど近い割烹旅館の若松という

ところがあります。正教会に行かれた後は、そちらで一泊なさってください。

一日足止めさせてしまいますからね、これでなにとぞお許し願いたい。」 

 

セロはあくまで慇懃だった。 

二人は、用が済むとさっさと出ていった。 

ただ、八咫烏がなにか御坊に言いたげなそぶりを一瞬見せたくらいだ。 

御坊はそれを見逃さなかった。 

嫌な感じの男だが、その男がなにを自分に言いたかったのか、御坊はその後ず

っとこのことが気になった。 

 

・・・ 

 

午後に羽田を離陸したフライトに三人は搭乗した。 

 

「修ちゃん、なんか妙な話になっちゃったね。」 

「ほんとだね。でもさ、今回最初から妙な話だよ。だって、うちの爺さんが電

話してきたのがことの発端じゃない。幽霊を見たなんてさ。」 

 

御坊はアイル側に座っていたのだが、修司に聞いてみた。 

「修司くん、きみのお爺さんがさ、電話してきたのはいつだい？」 

「えっと、三日前です。一昨々日。」 

「あのスパイども、修道士の墓が発見されたのは数日前って言ってたよな。同

じ日かもしれん。」 

「やっぱりうちの先祖が、関係しているんでしょうかね。」 

「間違いないんじゃないの。面白くなってきたじゃん。どうするよ、ほんとに

お宝が出てきたら？ それもさ、修司くんの実家の地下にあったとかさ。仰天

ものだろ。」 

「まあ、古い屋敷なのでなにがあってもおかしくはないんですけど。」 

「網元でしょ。築何年なの？」 

「明治初期だって聞いてるから、百五十年前後ってことじゃないのかなあ。」 

「本宅なの？ 番屋の大きいやつって以前聞いたような気がしたけど。」 

「あれが本宅なんだ。で、本当の番小屋は積丹
しゃこたん

町にあったんだって。本宅も

その山のほうにあったらしい。どちらも今はもう無いけどね。まだ土地だけは

もっているのかな。昭和の始め頃までは、両方まだあったらしいんだ。本宅だ

け小樽に移って、番小屋はまだしばらく使われていたって聞いたよ。番小屋の

交代要員が寝泊まりするのに、小樽の本宅のほうにも大きな部屋を用意したっ



 

 

ていうから、確かにでかいよ。もう古くてさ。ずいぶん、修復してきたけど、

もう限界なんじゃないかなあ。」 

「なんか、ほんとにお化けがでそう。」 

「でもその手の話って、まったく聞いたことがないんだよね。だから、爺さん

の話はうちでもみんなびっくりだよ。だって、親父だってそこで生まれて育っ

たんだから。」 

「なにかが、眠りから目覚めた、ってそういうことなんだろうな。」 

 

御坊は、意味ありげに言った。 

 

・・・ 

 

四時過ぎには函館に到着した三人は、手配されていたランドクルーザーを無料

で貸与されたので、その足でハリストス正教会へと向かった。 

すると、御坊が突然ルートを変更しようと言い出した。 

 

「修司くん。さきに、ハリストス墓地へ行ってみてよ。」 

「え、聖堂じゃないんですか？」 

「それは後でもいいよ。まずその、新たに発見されたっていうロシアの坊さん

の墓を見てみようや。」 

「わかりました。」 

 

栞がなにか感づいたらしい。 

「墓地のほうが重要なのね？」 

「いや、わからん。ただ、八咫烏って野郎が言ってたろ。現場百回なんてさ。

あいつ、長い話の中で、たった一回口を開いたのは、あのことだけだ。」 

「うん。どうしても言いたかったんだね。」 

「そうだ。」 

「そう言えば、八咫烏って人、去り際、なんとなくものを言いたそうだったよ

ね。違う？」 

「お、栞も気づいてたか。、だよな、やっぱり。セロって奴が一緒だったから

か言わずじまいだった。なんかあるんだ。墓地のほうに。」 

 

修司は車を船見町のほうへと走らせた。 

魚見坂を上がっていくと、すぐに着いた。 

六月の北海道は内地と違う。 

それでも数日間雨が降ることがある。蝦夷
え ぞ

梅雨
つ ゆ

だ。 

この頃の北海道は、新緑に包まれる。そして色鮮やかに咲く花が見事なコント

ラストを描く、美しい季節だ。 

この日は快晴だった。 

青い函館の海が高台の墓地からは一望のもとに見える。 

風が吹くと、いささか肌寒い。修司はセーターを着込んでいるし、栞はカーデ

ィガンを引っ掛けている。 

 



 

 

「御坊さんもジーンズ履いたら？ あたし買ってあげようか。」 

「いいよ、似合わねえよ。坊主だし。それにあのごわごわが、なんか苦手でさ

あ。」 

 

他愛もない話をしながら三人は、車を途中で停めて、ハリストス正教会が管理

しているロシア人墓地まで歩いた。 

およそ五百坪ほどの敷地に整然と墓碑が並んでいる。 

現存する四十三基以外に、墓所のわからない者がおそらく二十名ほどはあると

言われている。 

墓地に入ると、御坊は奥のほうに一人の白人の正教会修道士の姿を認めた。 

三人のほうをじっと見ている。 

ずいぶんと痩せこけて、長い髭の中に顔が埋まってしまいそうだった。 

 

「あ、あの人でしょうかね。ぼくたちを迎えに来てくれているんですかね。」 

 

修司がそんなことを言うと、栞が不思議がった。 

 

「なんで、わたしたちが聖堂のほうに行かないで、墓地に先に来るってわかっ

たのかしら。聖堂ってさ、函館山のロープウェーに行く途中にあるでしょ。場

所がかなり違うじゃない。」 

 

御坊が茶化した。 

 

「なんかよ、おれたちに追跡用のタグでもこっそりつけてんじゃねえのか、あ

いつら。油断ならねえ連中だからな、なにしろスパイだからな。やりかねんよ

な。」 

「え～、まさか。」 

 

三人が墓地の中程まで行くと、その長い髭をはやした修道士は両手を挙げて、

流暢な日本語で話しかけてきた。 

全身黒尽くめの僧衣を着て、頭にはやはり黒いクロブークを被っていた。 

歓迎している風ではあるが、笑ってはいない。 

微笑んでもいない。 

ただ深刻そうな表情にすら見える。 

だいたいロシア人というのは、ふだん笑うことが少ない。 

 

「お待ちしてましたよ。よく来てくださいました。」 

「あの、もともと聖堂のほうに伺おうと思ったんですけど、先にお墓にお詣り

しようということになって・・・。よくこちらだとおわかりになりましたね？」 

 

栞は率直に聞いてみた。 

 

「ええ、なんでも神さまはご存知ですから。」 

 



 

 

答えになっていない。 

御坊は露骨に嫌な顔をした。なにか腑に落ちないようだ。 

 

「わたしはセミョーンと言います。数日前発見された修道士の墓室にご案内し

ます。」 

 

それほど大きくないこの敷地のどこにそんな『立派な墓室』があるんだろう、

と三人はきょろきょろしていると、セミョーンという僧侶は比較的大きな墓碑

の裏に周り、ここだと地面を指差した。 

見ると、正方形の石蓋が横に外してあり、そこから地下に狭い階段が伸びてい

る。 

すっかり地上にある墓屋だと思っていたが、どうやら地下墓室らしい。 

セミョーンは手招きして、まず自分から階段を降りていった。 

地下には、六坪ほどの空間があった。天井は一間半というところだろう。圧迫

感がある。 

壁に粗末な燭台があり、そのオレンジ色の灯りの中に古びた木製の棺が安置さ

れていた。ちょうど墓室の中央だ。 

四人はその周りを囲むようにしていたが、セミョーンは棺には目もくれず、一

番奥の石壁から二十センチ四方ほどの石を引き出した。 

それを床に置くと、空いた穴の奥に手を伸ばし、なにやら紙のようなものを取

り出した。 

そして、それを広げて三人に見せた。 

羊皮紙のようだ。といっても、ほんとうに羊の革なのかどうかはわからない。 

ただ、動物の皮を加工したものだろうということは感触でわかった。 

 

「これをあなたがたに。・・・誰も知りません。誰にも見せず、誰にも言わな

いように。とても大事なことです。」 

 

栞がそれを広げてみると、キリル文字が書かれている。 

修司がのぞき込んだ。 

「これは、わかんないな。あの、どういう意味ですか？ なんて書いてあるん

ですか？」 

 

セミョーンは、ただ笑っているだけで、答えない。 

そして、静かに言った。 

 

「これですべてはみなさんに託されました。わたしの仕事はこれで終わったよ

うです。後はみなさんで、この歴史を終わらせてください。」 

 

セミョーンは、ゆっくりと片手を階段のほうに向けて三人を促した。 

三人は、きょとんとしながらも、とにかく出ることにした。 

棺の蓋を開けることがなかっただけでも助かったというのが、正直なところだ

った。 

三人が階段を登りかけると、セミョーンが声をかけた。 



 

 

彼は、石を元のところに押し込んだところだった。 

 

「聖堂に行かれますね？」 

「ええ、そのつもりです。」 

「では、必ずマトリョーシカをご覧になってください。ここで発見されたもの

です。一度ご覧になったほうが良いと思います。」 

「マトリョーシカですか？」 

「そうです。このくらいの・・・」と言って、両手で上下四十センチほどの大

きさを示した。 

 

三人が表に出るとさすがに陽が陰ってきていた。 

日没が近い。 

三人は、地上から墓室の中に向かって挨拶したが、返事は無かった。 

御坊は二人を急がせてとにかく墓地を出た。お茶でも飲むことにした。 

崖に建っているカフェテリアはモーリエ（海）と言う店だった。 

栞がさきほどセミョーンから受け取った羊皮紙を広げてみせた。 

三人はピロシキと紅茶を頼んで今あったことを話した。 

夕焼けが海に映えていく。 

栞がコンタクト・レンズを目に入れた。 

朝から眼鏡も、コンタクトもうっかりしてなにもしないでいたのだそうだ。 

空港でコンタクトを入れようと思っていたが、あの二人が現れてからというも

の、とんとそのことは忘れていたと。 

 

「こんなの渡されてもなんだかわからないよね。」 

「読み解け、ってことなんだろう。あのセロや八咫烏には教えたくないことに

違いないよな。」 

「だってね、あの人壁の石を外して、そこから取り出したんだよ。見たよね、

御坊さんも。」 

「見た見た。誰も知らないってことだろな。でもなぜ、あそこに置いたままに

していたんだろうか。それも不思議だ。大事なものならすぐとって、聖堂の中

の金庫とかさ、どこか隠し場所があるだろうに。またどうして、あのままに・・・」 

 

修司はまだこだわっていた。 

「どうしてあの人はぼくらが墓地のほうに来るってわかっていたんでしょう

ね。」 

「だからよ、神さまのお告げでもあったんだろうよ。」 

「え～、ありえないじゃないですか。」 

「そうかな。わからんよ。なにしろ、きみの実家にもお化けが出たんだろ？」 

「うちの爺さん、呆けちゃったんじゃないかなあ。」 

「それよりさ、このロシア語っぽい文章、なんとかならんもんかね。短いじゃ

ないか、十行もない。修司くん、ロシア語わかる人、誰か知らないかい？」 

「えっと、いますよ。先輩に。札幌にいます。写メ撮って、先輩に聞いてみま

しょうか。」 

「頼むよ。意味がわからんじゃ、『歴史は終らない』からさ。」 



 

 

「わかりました。」 

 

修司は、すぐに携帯でその先輩とやらに連絡を入れ、キリル文字の部分をメー

ルにして送った。 

 

なにやら狐につままれたような気分になった三人だが、この文章の意味がわか

れば多少霧が晴れてくるかもしれない。 

 

ピロシキは一人前にしては結構な量だった。 

三人はお茶を終えると、燃えるような夕陽が海に落ちていくところだった。 

 

・・・ 

 

三人はすっかり暗くなってから聖堂に車で向かった。 

ちょうどミサなのか、祈祷なのか、ちょうど終わったところらしく、日本人の

集団が表階段を下りてくるところだった。 

三人は彼らをやり過ごして聖堂のほうに上がっていくと、日本人の修道士が声

をかけてきた。 

修司が桐山だと名乗ると、話が通じているらしく、聖堂の横の部屋へ通された。 

白人の修道士も出てきた。 

かなり年配だ。 

しかし、やはり流暢な日本語だった。 

 

「ずいぶん、遅くなりましたね。もっと早くお着きになると思っていましたが。」 

 

御坊が答えた。 

「いや、すみません。どうも気になって、先にロシア人墓地のほうに行かせて

もらったんです。最近発見されたという墓室を拝見しておきたかったもので。」 

 

二人の僧侶は驚いたような顔をしてお互いに見合っていた。 

 

「入れましたか？」 

「ええ、入れました。」 

「あの墓室が発見されてからというもの、あそこは墓地そのものを立入禁止に

して施錠していたんですが。まあ、柵を乗り越えようと思えば乗り越えられま

すが。そもそも、よく墓室の場所がおわかりになりましたね。入り口はとても

わかるはずはないのですが。」 

「え、だって、修道士の方にお迎えいただいていたんで。迷うもなにも、案内

されるままに拝見しましたよ。」 

「修道士ですか？」 

「ええ。」 

「日本人ですか？」 

「いや、白人です。ロシア人じゃないでしょうかね。」 

 



 

 

二人は黙り込んだ。 

そして、何とはなしに二人がお互いにうなずいて見せた。 

 

日本人修道士が聞いた。 

「その修道士は、名前を名乗りましたか？」 

「セミョーンと言っておられましたよ。」 

 

二人は、『おおっ』といって、ロシア式に十字を切った。 

日本人修道士が言った。 

 

「それが、今回発掘された墓の主です。」 

 

修司はにわかに顔が蒼くなった。 

 

「ほんとですか、それ。」 

「だと思いますよ。」 

 

そう言ったのは御坊だった。 

栞も続けて言った。 

  

「だって、あの修道士の方、地面に影が無かったんです。顔とか、僧服とかに

は影がはっきりあったのに、地面にだけは無かったんです。夕方近いので、わ

たしたちの影はかなり長くなっていたけど、あの方全然無かったんです。変だ

なって思いました。」 

「おまえ、よく気づいたな。」 

「御坊さんの話を聞いていたら、そのくらいの智慧はつくわよ。それに、わた

しが見ていた限りでは、一度も 瞬
まばた

き一つしなかったわよ。もうひとつ。わた

しふだん眼鏡か、コンタクトかどっちかを使うんです。でも今日は、両方バッ

グに入れたままで、朝からずっと裸眼。だからなにもかもぼんやりしか見えな

い。でも、あの修道士だけはくっきりはっきり見えたの。だから、生きてる人

じゃないなと思いました。」 

 

修司がおっかなびっくり聞いた。 

「なに、あの人、幽霊だったってことなの？」 

「そうみたいね。御坊さんがそう言うんだからそうなのよきっと。」 

 

御坊は満足そうだった。 

 

「で、どうなんです。セミョーンというあの修道士の墓というのは、間違いな

いんですかね。」 

「間違いないでしょう。墓室が発見されたときは一体誰なのかわからなかった

のです。しかし、棺の中に本人がつけたと思しき日記がありました。彼が来日

してから亡くなるまでの三十数年間、ちょうど幕末をはさんで明治二十年前後

までの期間ですが、その間のことを几帳面に書き残しています。結構な分量で



 

 

す。読むのに骨が折れました。」 

 

日本人修道士は机のほうから四十冊ほどのボロボロの日記帳を運んできて見

せた。 

 

「読み進めているうちに、やっとこの人物はセミョーンという修道士だという

ことはわかりました。が、どう調べても聖堂の記録にはそういう人物が見当た

りません。どこの生まれで、どういう経歴か、そもそもなぜ当時の箱館にいた

のかなど、なにも日記には書いてありません。」 

「ということは？」 

「なにか重大な秘密を抱えたまま亡くなった。だから、函館に彼が存在してい

たという痕跡そのものを消して逝った、とそう考えるのが自然かもしれませ

ん。・・・みなさんに、そのセミョーンという修道士はほかになにか言いませ

んでしたか？」 

 

修司がなにか言おうとしたが、栞が機先を制して否定した。 

 

「それが、なにも仰っしゃりませんでした。ただ、墓室の中を案内してくれた

だけで。」 

 

御坊も言った。 

「そうなんですよ。不思議でしょ。ほかに何もない。亡霊だとしたら、なにを

わざわざロシア正教とは無関係のわれわれをわざわざ迎えて、墓室の中にまで

案内したのでしょうな。なあ、修司くん、妙だったよなあ。」 

 

修司は、どぎまぎしながら相槌を打った。 

栞も御坊も、羊皮紙の異文のことには一切触れたくない様子だった。 

二人の修道士は、また顔を見合わせて眉をしかめた。 

御坊は、思い出したように言った。 

 

「あ、そういえば、棺と一緒に発見された古いマトリョーシカが聖堂のほうで

保管しているから、必ず寄って見ていけと言っていましたね。それだけですね。」 

 

二人の修道士は、「ああ、マトリョーシカね」と言って、ロシア人のほうが立

ち上がり、別室から四十センチほどの高さのある、かなり大きなマトリョーシ

カを抱えてきた。 

生
しょう

神女
しんじょ

マリヤが描かれており、全体に黄味がかった鈍
にび

色をしていた。 

非常に古いデザインのようだ。 

 

もともとマトリョーシカというのは、日本の入れ子人形が元だとも言われる。 

十九世紀末に、ロシア正教会修道士が避暑で訪れた箱根で、七福神の入れ子人

形を気に入り、お土産にロシアに持ち帰ったのが最初だという説である。 

実際、ロシアのザゴルスクにある美術教育玩具博物館には、箱根の七福神の入

れ子人形が展示されているという。 



 

 

 

ロシア人修道士は、マトリョーシカを一つずつ開けては並べていった。 

全部で七層あった。 

どれも、違う絵柄だ。 

どうやら一番大きい外側のマトリョーシカには生神女マリヤのほかは、聖書の

中の出来事が描かれているらしい。 

 

ロシア人修道士が言った。 

「どうして、セミョーンはこのマトリョーシカを日記とともに棺に入れさせた

のか。よくわかりません。日記の類は棺の外の床に置いてありましたが、マト

リョーシカだけは棺の中にありました。」 

 

日本人修道士がこのマトリョーシカについて話し始めた。 

「実は、マトリョーシカというのは、ロシアに現存する最古のものでも一八九

〇年製のものです。一九○○年のパリ万博に出品されて賞をとり、それからロ

シアで盛んに造られるようになったといいます。セミョーンの晩年、つまり一

八八○年前後ですから、ロシアにマトリョーシカがそんなにあったか疑問です。

少なくともこれはロシア製ではなく、どうもセミョーンが日本のろくろ職人に、

日本で造らせたものではないかと思うんです。」 

 

と言って、彼は一番大きいマトリョーシカをひっくり返して、底の部分を見せ

た。 

焼印がしてある。 

 

『箱根 入
いり

生田
う だ

 木地師 田中』 

 

「この「たなか」という木工細工のお店は箱根湯元に現存していて。問い合わ

せてみると江戸時代からあるようですから、もしかするとセミョーンはここに

オリジナルのマトリョーシカを一セットだけ造ってもらったんじゃないかと

思います。このイコンの絵柄を見せてですね。そういう記録はお店には残って

いないようですから、ま、あくまでわたしの勝手な想像ですが。」 

 

御坊はじっと並んだ大小七つのマトリョーシカを見つめているうちに、独り言

のように言った。 

「これ、七つありますよね。もともと八つじゃないですか。」 

 

二人の修道士は、「え？」というような顔をした。 

そして、マトリョーシカを改めてしげじげと見回しているうちに、「ここが一

つ足らない、のかな？」と言った。 

一番大きいマトリョーシカから並べていくと、ちょうど真ん中あたりで、やや

背の高さがほかよりも段違いになる。 

そこにもう一つマトリョーシカがあったかもしれない、ということを御坊は指

摘したのだ。 

 



 

 

「ほんとだ。気づきませんでした。これは八層のマトリョーシカなのかもしれ

ませんね。」 

 

二人が言うには、マトリョーシカは棺の中から取り出され、聖堂に持ち込んだ

が、一度も中を開けたことはないという。 

今初めて開けて並べてみたのだ。 

 

御坊が言った。 

「どうして、その一つだけ無いんでしょう？ 墓室にはほかに無かったんです

よね。」 

「ええ、遺骨の下にもなにもありませんでした。残りの一つはなぜ最初から無

かったのか。」 

 

二人の修道士は、頭をひねるばかりだった。 

無くなったマトリョーシカは、大きさが十五センチほどの高さのはずだ。 

それが無い。 

 

ロシア人修道士が独り言のようにつぶやいた。 

 

「昔から、こういうものには呪いがかかると言いますね。なにかあるのかもし

れない。一応、祈祷しておきましょう。」 

 

二人の修道士はマトリョーシカを元通りにして、聖堂に向かった。 

三人もご一緒にということで、ついていった。 

聖堂は外側と同じく白い世界だった。 

正面にはイコノスタシス（聖障）が壁面にしつらえてある。 

修道士たちは、下げ香炉を揺らしながらマトリョーシカを薫祷した。 

堂内に歌のような祈祷が鳴り響いていった。 

 

・・・ 

 

三人は正教会を出ると、とりあえず若松という旅館に入った。 

政府がらみの用立てとなると、このくらいのところを用意してくれるのかと、

びっくりするような立派な割烹旅館だ。 

三人一部屋。 

まず露天風呂に入りにいって、さんざん舌鼓を打って、さて三人で会議だ。 

 

「いったいどういう巡りあわせなんだろうなあ、僕たち。」 

 

修司が今日一日の想像もしなかった展開に、未だに当惑しているようだ。 

真面目な青年だが、こういうことにさすがに慣れていなかった。 

栞が言った。 

 

「なんだか、とんでもないことに巻き込まれているみたい。ね、御坊さん、ど



 

 

う思う？」 

「そうだなあ。お国が出てくるくらいだからな。ところで、修司くんよ、きみ

の先輩、あのキリル文字、訳してくれたかな？」 

「あ、そうですね。今聞いてみます。」 

 

すると、先輩は『短文なので、簡単だった』と言う。 

修司が電話の向こうで先輩が言うことを、メモにとった。 

不思議な文章だった。 

詩ではない。 

といって、呪文でもない。 

警告のようでもない。 

 

『パニヒダの夜に 約束は果たされる 

最初の雫が三叉路に落ちるとき 魔女は誕生する 

夏の村に眠る闇は目覚め 七人の天使たちは解放される 

熊の家の道を辿る者は幸いである 

全能の力と共にあり、再びこの世の苦しみに迷うことはない』 

 

三人はこのメモを囲んで黙り込んでしまった。 

全然意味がわからないではないか。 

そこに旅館の仲居が修司宛てにファックスが届きましたといって、一枚紙をも

ってきた。 

修司の先輩が、訳文を一応書いて寄越したのだ。 

一つ一つの語句から線を引いては吹き出しを書き、そこに説明も施してあった。 

なかなか几帳面な先輩だ。 

修司に口で説明しただけでは心もとないと思ったのだろう。 

 

「やっぱり、ロシア語だそうですよ。このパニヒダっていうのは、正教会では、

死者のために行う儀式だそうです。お通夜とか、葬礼とか、そういう意味らし

いです。神の国に安住できるようにとお祈りするんだそうです。」 

「へえ。でもさ、それって誰のお弔いなんだろうね？」 

「そうだよねえ、誰かわからないもんなあ。」 

「セミョーン修道士のってことはないし。」 

 

修司と栞がああでもないこうでもないと話しているうちに、御坊が口をはさん

だ。 

 

「この文章はさ、最初から最後まで、同じ日に起こることを書いてるんじゃな

いかねえ。約束が果たされるのも、魔女が誕生するのも、熊の家っていう道を

辿るのも、全能の神の力と共にあるようになるのも、全部同じ日なんだよ、き

っとな。・・・魔女ってさ、栞、おまえのことだろうな。な？ こりゃ、ずっ

と昔から仕組まれていた話ってことになるぜ。薄気味悪くなってきたわい。」 

「これ、わたしのこと。」 

「偶然とは思えねえだろう。おまえのことさ。世の中にさ、魔女なんてそうそ



 

 

ういないぜ。」 

 

栞は思わず体に力が入るのを感じた。 

さすがにこんな明治二十年代あたりに死んだであろうセミョーン修道士が、百

四十年ほど先の、よりによって自分に対してなにかを一つ伝えようとしている

ことになる。 

そう思うと、鳥肌が立ってくるような気さえした。 

 

「これな、ポイントは『夏の村に眠る闇』、ってところだわな。セロや八咫烏

が探しているお宝のことじゃねえか。な。これが発見されれば、七人の天使が

解放されるわけだろ。呪いかなんかだよな。七人がその宝を護るようにずっと

呪いがかけられていたと。それが解かれるのだってことだろうよ。違うか。と

なると、この『熊の家』とかってのが、場所を示しているんだろうが、なんの

ことやらさっぱりだ。いずれにしろさ、おれたち三人はどういう巡りあわせか、

この謎を解くように仕向けられた。そういうことだ。とくに重要な鍵を握って

いるのは、栞、おまえだ。わざわざセミョーン修道士が、百四十年か、下手す

りゃ箱館戦争のときからなら百五十年前になるが、そんな昔に『魔女』とおま

えを名指ししているわけだからな。さて、これをあのスパイどもにどこまで言

うか、教えないほうがいいのか。」 

「え、御坊さん、教えないわけにはいかないんじゃないの？」 

「んなこたあねえ。これが終わったとき、その結果がどういうものかおまえ、

想像できるか？ おれはできねえよ。相当まずいことだってありうる。相手は

国家権力だぞ。都合が悪ければ、おれたち三人行方不明で、いつの間にか社会

から消えていたなんてことも十分ありうる。」 

 

修司がびくついた。 

「御坊さん、怖いこと言わないでくださいよ。いやだなあ。変なことに巻き込

まれちゃったよ。」 

「おいおい、もともとは君だぞ発端は。君の一族が・・・あ、そうか。これ、

君の一族が絡んでる話じゃないか、そもそも。な。で、君の爺さんがお化けを

見たって騒ぎ出したんで、すべてが始まったんだよな。ふつうよ、お化けを見

たことがない人がさ、一度見たからって、東京の息子夫婦や孫たちに注進した

り、孫にすぐ来てくれなんて頼むかね。」 

「大げさですよね。ふつう、黙ってますよね。で、なにかのついでに、いやあ

このまえ幽霊見ちゃってさ、って言うくらいですよね。」 

「だろ。大げさすぎる。つまり、爺さん、何か知ってるってことだよ。」 

「そうなのかな。」 

「爺さんが慌てる事態が起こったってことだ。たとえばさ、まさか自分の代で

そんなことが起こるとは思っても見なかった。代々伝えられていて、一応知っ

てはいたものの、よもや本当にそんなことが起こるとは思ってもみなかった。

それが起こった。・・・明日、面白くなりそうだな。・・・それにしても、俺た

ちに『現場（墓地）』に行けと、八咫烏はどうしたあのときそう言ったんだろ

うな。気になってしようがねえ。・・・あいつ、何か知ってるな。逆に言うと、

セロは気づいてないことがあるってことか。いや、わからん。どうせグルだ。



 

 

ただ、八咫烏のほうがより怪しいってことだな。」 

 

・・・ 

 

翌朝三人は、ニセコ経由小樽へと車を走らせた。 

栞と修司が交代で運転した。 

御坊は後ろの座席にひっくり返り、なにやらぶつぶつ思案しているようだった。 

国道二二九号線を車は走った。 

積丹半島のちょうど根っこに当たる地帯を抜け、余別、余市、そして小樽へと

至る。 

桐山の古い屋敷は小樽の山側にある。海が一望できるところだ。 

確かに古い。 

余別の番屋に詰める出稼ぎ漁師たちを住まわせ、賄
まかな

い飯を出していただけに、

一階は大部屋だ。 

今は、そこを屋敷内のテラスのようにしている。 

大部屋のほかに、一族が住まう和室が五つもある。 

もっとも二間は、今は板敷きになっており、応接や居間にしているらしい。 

二階にも同じ部屋数がある。 

なにしろ階段が玄関脇と、一番奥に二つあるのだ。 

 

三人は途中、休憩などしながら都合五時間ほどかけて小樽についた。 

桐山家では待ちかねていた。 

前日到着するとばかり思っていたので、遅延した一日をやきもきして待ってい

たようだ。 

八十歳を超える祖父母は三人を歓待した。 

祖父の才三
さいぞう

は年齢の割には偉丈夫の体躯で、実に堂々としている。 

きちんと髭を剃り、見た目より神経質そうだ。 

さすがに髪は薄くなっているが、短くした白髪頭はむしろ精悍さを際立たせて

いた。 

一方祖母のほうは治子
は る こ

といったが彫りの深い顔立ちで、ずっとおっとりしてい

るようだ。 

背丈もけっこう小柄だ。 

二人とも高齢にもかかわらず、言動は赫灼
かくしゃく

たるものだった。 

 

三人は二階の部屋を充てがわれた。 

修司はもともと自分の部屋があったからそこに荷物を放り込んだが、栞は最初

修司の部屋に入ろうか、それとも御坊と同じ部屋に泊まろうかとやや戸惑った。 

すると御坊が、「あっち行け」と栞の尻を叩いて修司の部屋に彼女を押し込め

た。 

 

「あ～、一人で清々すらあ。」 

 

栞はなんだか後ろ髪引かれるような気持ちもしたが、なんといっても修司は付



 

 

き合っている相手だ。御坊さえ難色を示さなければ、本人自身はもとより修司

の部屋に泊まりたかったのだろう。 

前世はともかく、今の栞にとっては御坊はなんといっても他人なのだ。 

しかし、作戦会議となるとやはり三人は御坊の部屋に集まる。 

着いてすぐ、三人は結局御坊の部屋で善後策を検討してみた。 

 

まず、祖父母の話をよく聞いて、なにが起こっているのかを確認しなければな

らない。 

それ次第で、次の行動の手がかりが掴めるかも知れない。 

さらに例の土方の指示書、そしてセミョーン修道士がくれた羊皮紙の異文、こ

の二つの解読にすべての手がかりを求める作業になる。 

 

いくつかのキーワードがある。 

土方指示書からは、『七人』、『ロシア正教会』、『大義』、そして『進ノ字（桐山

一之進）』という四つの言葉。 

またセミョーン異文からは、『パニヒダの夜』、『魔女の誕生』、『熊の家』、『七

人の天使』、そして『夏の村』という五つの言葉だ。 

共通しているのは、『七人（の天使）』という一語だ。 

 

御坊がふと思い出したように言った。 

「さっき、君の爺さん、才
さい

三
ぞう

さんって言ったよな。」 

「ええそうです。」 

「土方は歳
とし

三
ぞう

だぜ。音読みすれば、サイゾウだよな。」 

「あ、ほんとだ。」 

「ちなみに、君の曾祖父
ひ い じ い

さんの名前はよ？」 

「え、知りませんよ。」 

「聞いてこい。」 

「はい。」 

 

修司が階下へ降りていった。 

栞が言った。 

「土方歳三からずっと始まっているってことなのかしらね。」 

「そういうことだろうな。土方が、なにに替えても新政府に渡したくなかった

もの。あるいは守りたかったものがあるわけだ。それを配下の七人、おそらく

土方のためなら命も惜しくないと思う連中が、使命を貫こうとしたわけだろう

よ。そこに、桐山の先祖が一枚噛んでる。そういう話だよな。たぶん。」 

「そうね。」 

 

修司がばたばたと階段を駆け上がってきた。 

「御坊さん、大変です。」 

「なんだ、どうした。」 

「曾祖父さんの名は、俊蔵
しゅんぞう

です。」 

 



 

 

三人は顔を見合わせた。 

御坊がしたり顔で言った。 

「だろ？ やっぱりトシゾウじゃねえか。よっぽどのことだぜ、こりゃ。」 

「でも親父は昭生
あ き お

ですよ。歳三とは関係なさそうですよね。」 

「きみも修司だしな。 そもそも当初は歳三の名を意識してたかもしれないが、

そのうちなんとなく、由来のことが忘れ去られたりしたってことかもしれん。

あるいはだ、お父さんやきみの代では、この因縁が解き明かされるという啓示

なのかもな。だって、土方が蛇蝎のごとく嫌った明治新体制っていうのは、け

っきょく昭和二十年に戦争が終わって滅びたんだ。それですべてが終わったと

才三さんはそう思ったのかもしれん。」 

 

栞が疑問を言ってみた。 

「でもね、七人の『呪い』かなんかって、まさか土方歳三がかけるわけないよ

ね。」 

「そりゃそうだ。」 

「ってことは、セミョーン修道士が代わりにかけたということよね。」 

「そう考えるのが自然だよな。」 

「いずれにしてもね、わたしピンとこないんだ。大量の埋蔵金を新政府に渡さ

ないためだけに、呪いまでかけるものなのかしら？」 

「おまえ、いいところに気づいたな。まったくそうだよな。ただ隠せばいいだ

けのことだろ？ なんで呪いまでかけたんだ。いや、かけたのかどうかしらな

いが、ああやって昨日セミョーンが亡霊になってまでおれたちの前に姿を表し

たんだから、なにかを仕掛けたは思う。」 

「でしょ。つまり、隠したり守ろうとしたものは、金塊とかそういった宝物で

はないんじゃないの？」 

「もっとずっと大事なものか。」 

 

三人は黙り込んだ。 

下から治子さんがお茶ができたよと呼びに来た。 

三人は、釈然としないまま階下へ降りた。 

 

・・・ 

 

明るい午後だ。 

すぐ裏手には鬱蒼とした森が控えている。 

ミズナラが多い。 

ウダイカンバもある。油分が多いから、昔からよく松明
たいまつ

に使われた。 

あるのか無いのか、はっきりしない蝦夷
え ぞ

梅雨
つ ゆ

の真っ最中、昨日に引き続き陽光

に恵まれた一日だ。 

雨さえ降らなければ爽やかだ。 

アオジの特徴のある鳴き声が始終聞こえてくる。 

庭はかなり周囲に大きくとってあるが、庭そのものはあまり丁寧に手入れされ

ている様子はない。 



 

 

ただ躑躅
つ つ じ

だけがやたら多い。それもヤマツツジ、つまり野生種だ。北海道の南

部くらいまで、日本全土に分布している。 

朱色の花が庭のあちこちで満開だ。 

その中で、申し訳なさそうに白いりんどうが、心細げに佇んでいる。 

 

三人は、べこ餅を食べながらお茶を飲んだ。 

木の葉の形をしたべこ餅だ。 

牛のような色をしているからとも言われるが、よく言われはわからない。 

江戸時代以来、松前藩に北前船でもたらされたという説がある。 

そもそも北海道というのは、明治以降は北陸三県からの移住者が最も多い。 

おそらく人口のざっくり四割は北陸三県からの移住者とその子孫たちだ。 

北陸の鯨
くぢら

餅
もち

が持ち込まれたというのが一番自然かもしれない。 

ただ『べこ』というのは、東北の『牛』の方言だから源流は北陸でも、名称は

青森など東北の流れが反映されていることになる。 

 

 

才三は幽霊騒ぎのことを話した。 

それは数日前、彼が東京に電話を入れて、修司を小樽に寄越せと言ってきた前

夜のことだったそうだ。 

今でも思い出すと、震えが止まらないという。 

 

その夜才三と治子の老夫婦は、夕食の後テレビを見ながらくつろいでいたのだ

が、いきなり蛍光灯がぱちぱちと音をたてるようになり、やがて消えた。 

それと同時にテレビも消えた。 

二人は停電だと思った。 

珍しいなと思いながら、屋内テラスから庭に出てみると、小樽の町は異変がな

い。 

どうやら周囲もそうである。 

一帯に停電の様子はなさそうだった。 

ブレーカーが落ちたのかと思って確認してみるが、落ちていない。 

そもそもそんなにいっぺんに電力を使ってもいない。 

 

二人が滅多に使うこともない蝋燭を引っ張り出して灯をつけ、居間に戻ってく

ると驚いた。 

窓際にキリスト教と思しき黒衣の修道僧のような者が一人立っていたのだ。 

びっくりしてしまい、二人とも蝋燭を手にしたまま体が固まってしまった。 

おそらくロシア正教で用いるリヤサを着ていたのだろう。 

頭に被っていたのは、今にして思えばクロブークらしい。 

修道僧はにこりともせず、ぎょろりとした目で二人をじっと見つめていたが、

やがて静かに語りだしたという。 

 

「子孫の一番若い男の子を呼んでください。そしてあなたの先祖から言い伝え

られたことを、教えてあげてください。彼はほかに二人を伴ってくるはずです。



 

 

その三人は、あなたの家が負った悔いを 贖
あがな

ってくれるでしょう。それで一つ

の歴史を終わりにしてください。」 

 

修道僧はそう言うと、そのままだんだん薄くなっていき、やがて消えた。 

修道僧は口を動かしたようには見えなかったが、なぜか言葉はちゃんと聞こえ

てきたという。 

しばらく二人は闇の中で立ち尽くしていたが、いきなり家の中の電灯もテレビ

もついた。 

それで我に返り、二人で今聞いたことを確認し合うと、内容はぴったり一致し

た。 

忘れないように、メモしたそうだ。 

彼らは曽祖父や高祖父から聞かされていた話と符号するところがあったので、

恐ろしくなり、慌てて東京の息子夫婦に電話を入れ、修司をすぐに小樽に寄越

してくれと頼んだという次第。 

 

三人は、一応昨日、羽田でセロや八咫烏に会ったこと、箱館に急遽立ち寄りし

たことなど、ことこまかに話した。 

老夫婦は、驚くというより『やっぱりな』と言ったようなうなずきかたを始終

していたのがとても印象的だ。 

そこで三人は老夫婦に聞いてみた。 

 

「それでお祖父ちゃん、単刀直入に聞くけどさ、幕府のお宝ってどこに埋まっ

ているの？」 

「宝？ おお、宝か。幕府の遺産な。そんなものは無い。」 

「無い？」 

「ああ、無い。無いというより、うちの先祖が一部貰い受けたわ。」 

「ええっ！」 

「いいか、一之進さんはな幕末に松前藩に出入りをしていただけのたかが一船

主だ。船主といえば聞こえはいい。しかし当時先祖が所有していた一隻の弁才

船だが、とてもではないがもう使えなくなって廃棄されていた廃船を、なんと

か修繕を施し、だましまだまし使っていたような代物でな。幕末、強度を高め

ていた正規の北前船には到底及ばなかったそうな。そんなていどの家が、明治

に入ってから余別、小樽でニシン漁はじめ、大いに漁師たちを囲って財を成し、

札幌に進出していき、漁業のみならず、海運、陸運、倉庫、建設、食品の小売

と家勢を増していくことができたのはなぜだ？ 先立つものがあったからだ

よ。それが幕府の遺産だ。しかし問題はそれではなくて、もっと大事なことが

あるんだ。それが、この前突然現れた修道士の幽霊が言っていた、『先祖が負

った悔い』なんだろう。うちらがずっと代々持ち続けた『負い目』だな。少な

くとも、戦争が終わるまではな。が、明治体制があの敗戦で崩壊したから、お

れはもうこうした過去のしがらみからは、解放されたとばかり思っていたんだ

が。どうもそうではないらしい。」 

 

栞が才三に聞いた。 

「では、七人がずっと守り続けてきたものって、金塊とか宝物ではないんでし



 

 

ょうか？」 

「おそらく幕府鋳造の貨幣を詰め込んだ千両箱のようなものはまだあるのか

もしれんが、ナポレオン金貨はあまりもう無いはずだ。おれの親父によれば、

爺さんがすぐに鋳潰
い つ ぶ

して延べ棒にしたと言っていたからな。それで後の事業の

元手にしたというわけだ。」 

「では、七人というのは、もう何の価値もない江戸時代の幕府鋳造の貨幣だけ

を守ってきたってことですか？」 

「違う。この話の核心は幕府鋳造の貨幣でもなければ、金貨でもないんだよ。」 

「なんですか？」 

「勾玉
まがたま

だ。」 

「勾玉？」 

 

いきなり、話の内容にまったくそぐわない言葉がでてきたので、三人はきょと

んとした。 

才三が語った勾玉の話はまるでおとぎ話のような内容だった。 

 

・・・ 

 

勾玉は、歴代天皇家が祀ってきた三種の神器（みくさのかんたから）のうちの

一つだ。 

八咫
や た の

鏡
かがみ

、草薙
くさなぎの

剣
つるぎ

（天叢雲剣）、そして勾玉だ。 

勾玉自体は伝承によると、一・四メートルもある巨大なものだったということ

になっている。正式名称は八坂瓊曲
やさかにのまが

玉
たま

と書く。 

もっとも勾玉本体の長さがそれだけ巨大だったということなのか、結わえ付け

てある緒まで含めた長さなのかは、諸説紛々でわからないということになって

いる。 

 

ところが、『日本書紀』には、持統天皇四年（六九○年）に、祀り事を管掌し

ていた忌部
い ん べ

氏が『神璽
し ん じ

の剣鏡』を奉ったとあるが、勾玉に関する言及が記録さ

れていない。 

学説では、剣と鏡しか記録が無くとも、それは表現上の問題であって実際には、

剣鏡玉の三つを指しているのだ、という解釈をしている。 

もう一つの学説では、玉は神器としての重要性において、玉はほかの二つに劣

るので言及が無かったのだという解釈がある。 

実はこの前の時代も、後の時代も、神器が三つであったり、二つであったりと

いろいろ記録が異なっており、いずれも玉の存在が非常にあやふやなのである。 

 

それを踏まえて才三が言った。 

「本当の神器は、勾玉だという話だ。これこそが為政者の権勢を確固たるもの

にする呪宝だということなんだ。鎌倉時代以降、この勾玉は歴代武士政権が受

け継いだ。明治維新まで、武士政権と朝廷では勾玉の奪い合いを繰り返してい

たということになるわけだ。勾玉を失った政権は威勢を失い、滅びた。」 

「ということは、徳川幕府はそれを幕末、失ったということですか？」 



 

 

栞がそう聞いたみた。 

「実力から言って、衰えたりといえども幕府の強大な権力が薩長ごときに倒さ

れるいわれなど無かった。しかし、勾玉を失ってから急速に、まさかの滅亡へ

とひた走るに至ったと聞かされた。ほんとうのことかどうか知らん。いずれに

しろ、どの時点で、誰がその勾玉を江戸城から持ち出したのかはわからんよ。

はっきりしているのは、どういう経路を辿ったかしらないが、五稜郭に立て籠

もった榎本武揚らのもとに、その勾玉は持ち込まれた。そういうことだ。それ

があったからこそ、榎本たちは寡兵ながら箱館に割拠して、新政府と対峙しよ

うと覚悟を決めたらしい。」 

「じゃあ、土方さんが七人に託した大事なものって、その勾玉なんですか？」 

「そう聞いているんだがな。土方さんはしかし、四ヶ国と交渉を始めることが

できたことくらいで浮かれている蝦夷共和国も見切った。ましてや、非道な明

治政府にはなにがなんでも勾玉を渡してはならぬと思っていたようだ。官軍が

会津や東北でやったことを許さなかったのよ。殺戮の限りを尽くしおったから

な。婦女子に至るまでな。なかなか、歴史の本には出てこんだろう。官軍の恥

部だからな。それはひどいものだったらしい。それを目の当たりに見てきた土

方さんにしてみれば、そんな新政府に、権勢を護る呪力がこもった勾玉など渡

せるものか、ということだったんだろう。それで、腹心の七人に託した。箱館

には異能の力を持った修道士がいたようで、彼に頼んで七人がたとえ討たれて

も、永遠に勾玉を守りきるように呪いをかけてもらった。七人はロシア正教の

洗礼機密を受けた。仕上げには、通常通り悪魔払いをし、その上で七人は天使

（神の使い）として勾玉を守りきることを誓った。五稜郭は土方さんの差配で

ひそかに勾玉が持ち出された一週間後に陥落した。土方さん自身もその秘密を

知っている唯一の人間として、みずから戦死を選んだ。どうも、そういう事の

次第だったようだ。」 

「そのとてつもない異能者というのが、セミョーン修道士だったということな

のね。」 

 

才三は「たぶん。」と言って深く頷いた。 

 

「おれの爺さん、一之進さんはな、松前藩から鞍替えして蝦夷共和国と通じた。

そしてフランスからの武器弾薬や資財調達に奔走したそうだ。土方さんからと

くに七人のことを頼まれた。一之進さんによれば、財宝のうちいくばくかは持

っていけと言われたそうだ。苦労をかけるから、その代償として今後の商売の

ための元手にしてよいとな。勾玉にくらべたら、金塊や財宝など何の価値もな

い。首尾よく七人の箱館脱出に成功した暁には、ナポレオン金貨をいくらいく

ら一之進さんが分配を受けることで話はついていたようだ。ところが・・・」 

「ところが？」 

「不運が襲った。七人と勾玉、財宝を首尾よく箱館から搬出することには成功

した。洞窟らしい。長い鍾乳洞があると一之進さんは言っていたらしい。そこ

に皆が落ち着いたところで、いったん一之進さんは箱館に空船を戻すことにし

た。七人の食料も足らないから補給せにゃいかん。それに箱館の様子も知りた

かった。七人は危険だから、箱館には戻るなと説得したらしいが、一之進さん

は振り切って箱館に戻った。ところが、すでに五稜郭は落ちていた。土方さん



 

 

も戦死していた。・・・不審な動きをする爺さんの弁才船は拿捕され、政府軍

から厳しい尋問を受けたそうだ。かなりひどい拷問まがいのことをされたらし

い。幕府の金塊があるはずだ、おまえはそれを運んだのではないか、とさんざ

んばら追及されたらしいが口を割らなかった、幸い捕虜となっていた榎本ら蝦

夷共和国の指導者たちがみな、一之進は関係ないということを証言してくれた

ので、解放されたという。一ヶ月以上も箱館に留め置かれたそうだ。ようやく

にして自由の身になったが、自分の弁才船は焼却されていた。できるだけの食

料を背負って、徒歩で隠れ家の洞窟に戻った。この間、七人は一之進がなかな

か戻ってこないのでずいぶん心配したが、とにかく待ってみようということだ

ったそうだ。時折鍾乳洞から数人が出て、獣や魚を取ったりして食いつないで

いたそうだ。しかし、一之進さんが駆けつけて、五稜郭が落ち、土方さんも戦

死したということを告げると、七人は思い思いに自決していった。この上は、

自決して呪いの成就をしようということだったのではないか、爺さんはそう言

っていたそうな。自分の眼の前で、相次いで腹を斬ったと。見ちゃおられんか

ったと。そのとき、隊長からくれぐれもと後事を託された。この場所を封印せ

よと。苦労をかけているが、土方さんが言っていたように、金貨は持っていけ

と。約束より多く持っていこうが一向に構わんと言われたそうだ。・・・土方

さんから頼まれた仕事は成功したというべきなのか。いずれにしろ、七人は修

道士の呪いでその後延々と勾玉を守り続けている。七人が呪いの成就のために

自決していく有り様を目の当たりにして、あの光景がどうしても眼に焼き付い

て離れぬとよく言っていたそうだよ。・・・それで一之進さんは、自責の念に

駆られて、約束されていたナポレオン金貨のうち半分だけ取って、逃亡したら

しい。それでも十分すぎるほどの元手になったというがな。」 

 

御坊が初めて口をきいた。 

「ということは、セロにしろ八咫烏にしろ、幕府埋蔵金などどうでもよく、そ

の勾玉を手に入れようとしていると、そういうことですな。それなら話がわか

る。いまどき国家公務員のスパイ連中が、埋蔵金でもあるまいにとは思ってい

ましたよ。」 

「その勾玉が、悪意のある為政者の手に渡るととんでもないことになる。一之

進はそう聞かされていたそうだ。だから、古来、政権が代わるごとに、勾玉だ

けは邪心の無い童が持って運んだという言い伝えがある。それですら直接は勾

玉に触れないよう、なにかに包んだり、箱に入れたりして運んだとな。」 

「直接手を触れるとどうなるんで？」 

「消える。」 

「消える？ 勾玉がですか？」 

「いや、触った人間が、この世から消えると。光の粉のように一瞬で散ってし

まうそうな。人は直接触ることができないものらしい。」 

 

にわかに信じがたい話だ。 

その時、栞がいきなり大きな声を出した。 

「わかった！」 

「なんだ、どうした？」 

「あのマトリョーシカ、一つ足らないんじゃないかって言ってたじゃん。」 



 

 

「おお、もともとは八層じゃないか、って俺が言ったんだ。」 

「そう。あの足りない一つのマトリョーシカに、勾玉を入れて運んだんじゃな

いかしら？ 触ることができないんでしょ？」 

「そうだ、きっとそうだな。おまえ、冴えてるな。そうに違いない。スパイど

もはそれを探しているんだ。」 

「でも、それをわたしたちが探しだしたら、どうするの？」 

「今の日本の政府に渡ることになるな。」 

「日本の政府だけじゃないよ。ほかの外国に奪われたりしたら、えらいことに

なるよね。わたしたち、探し出さないほうがいいんじゃないの？」 

 

御坊は腕組みして唸りこんだ。 

「しかしな、なぜ俺たちがここに来ているんだ？ なんで修司くんや彼のお父

さんは、土方さんとは無縁の名前になっているんだ？ なにか意味があるはず

だ。・・・あの『魔女の誕生』と関係があるかもしれないし。・・・勾玉を探し

出すことではなく、もっと別の意思を感じるんだよな。」 

「そういえば、セミョーン修道士は『歴史を終わりにしてください』って言っ

てたよねえ。お祖父様も幽霊にそう言われたってお話だし。」 

「たぶん、そのへんがゴールなんだろうな。それがなんだかわからないが。」 

 

修司が才三に聞いた。 

「ところで、お祖父ちゃん、七人が自決した場所ってどこなの？ さっき、洞

窟の中だって言ってたけど。」 

「いや、その一番大事なところは、親父（俊蔵）も聞かされてなかったようだ。

一之進さんだけが知っていたんだろう。だれにもその場所がどこかは明かさな

かった。それが知られるのを極度に恐れていたんだろうな。」 

「じゃあ、この『熊の家』ってわかる？ 『夏の村』ってどこのことかわかる？」 

 

才三はどれどれと、修司の先輩が送ってくれたファックスを見返した。 

 

「いや、わからんな。見当もつかん。おまえ、わかるか？」 

才蔵は、コーヒーを入れようとしていた治子を呼び止めて聞いた。 

 

「どれ？ あ、これ？ 地名なの？」 

「どうもそうじゃないかって思ってるんだよね。」 

「えっと、夏の村ねえ。・・・箱館から弁才船で行ったり来たり短期間に往来

できたようなところって、道南かその周辺ってことでしょ。・・・あれ、夏の

村って、これ積丹
しゃこたん

のことじゃないの。積丹半島。」 

「どういうこと？」 

「だって、『しゃこたん』って、サク・コタン（シャク・コタン）だよ、語源

は。小樽から積丹半島のあたりって、北海道でもとりわけアイヌの地名がたく

さん残っているのよ。サク（シャク）が夏、コタンは村よ。だから『夏の村』

っていう意味。そのことじゃないの？」 

 

一堂、目を見張った。 



 

 

「アイヌ語ですか？」 

御坊はぽかんと口を開けっぱなしになった。 

「そうよ。そうじゃないかしらねえ。」 

 

才三が言った。 

「したっけ、おまえ、親戚の爺さんに聞いてみたらよ。」 

「そうね、ちょっと電話してこようかしら。」 

治子は大きなドリッパーをテーブルに置いたまま、電話をかけにいった。 

 

「誰かアイヌ語の分かる人が知り合いにいるの？」 

「治子はな、アイヌ人よ。」 

「えっ？」 

「おまえ、知らなんだか。別に隠しておったわけではないがな。隠すようなこ

とじゃあるまいし。まあ、アイヌといっても、もうアイヌらしさは微塵も無い

がなあ。・・・俺の母親、つまりおまえの曾祖母な、純粋のアイヌよ。一之進

さんの連れ合いもアイヌ人だ。だからうちはアイヌの血が濃いってことだな。」 

「そうだったの？」 

「おお。一之進さんがな、箱館で囚われて、なんとか一ヶ月後に解放されてか

ら、七人のもとへ急いだろ？ そのときに、疲労困憊して行き倒れそうになっ

たのを、アイヌの集落で救われたそうだ。そこの娘と結局は後々夫婦になった

のよ。以来、嫁にはアイヌの娘をもらうことが続いてな。昭生だけが違う。」 

「道理で、お婆ちゃん、濃い顔してるなと思ってたよ。」 

「そうだろ。」 

才三は相好を崩し、初めて笑った。 

「そうか、そういえば、積丹は、夏の村って意味だったなあ。とんと忘れてい

たが。ってことは、この『熊の家』も怪しいな。アイヌ語かもしれんな。」 

 

そうこうしているうちに、治子がいそいそと帰ってきた。 

結構この手の推理小説まがいの話は好きらしい。 

やや興奮気味な様子だ。 

 

「ねえ、大変よ。あなた、『熊の家』って、イチセのことじゃないか、って。」 

「なんだそりゃ？」 

「何言ってんの。一之進さんのお墓のあるところよ。」 

「え？」 

「あの一帯、昔のことだけど、イチセって呼んでたのよ。わたしもうっすら聞

いたことがあるような気がする。」 

「なんだ、そのイチセってのは。」 

「文字とおりよ。熊の家のこと。熊はアイヌにとって神と同義語じゃないの。

だから、そういうときは熊とかカムイとか、キムンカムイとか使わないのよ。

イ（それ）ってぼかして使うの。ほら、余市だってそうよ。ほんとはイヨチな

の。イはこの場合、蛇のことを指してるけど、蛇も神だからイってぼかしてる、

イ・オッ・イ、で蛇の多いところ、っていう意味。イヨマンテ（熊送りの祭り）

もそう。イは、この場合熊のことを指している。神だからぼかしてね。オマン



 

 

テは送り出すって意味。でイヨマンテ。だから余市も、イオッイが、なまって

イヨチになって、ヨイチになったみたいよ。わたしもアイヌ語全然わからなく

なってるから、なんとも言えないけどね。今、そんなこと言ってたわ。」 

「あの爺さんの墓のあるところが、そのイチセ、熊の家って場所なのか。」 

「なんかね、昔よ。ほんとに昔。明治初年の頃までらしいけど、あの辺りって

積丹半島の根っこでしょ。山が多いじゃない。熊がね頻繁に冬ごもりをする場

所があったんだって。だから周辺のアイヌ人も和人も、できるだけ近寄らない

ようにしてたところだって」 

「そんなところに、わざわざ爺さん、自分の墓を生前から用意していたってこ

とか。」 

 

栞が言った。 

「それだけ大事なところだってことですよ。ご自分の墓をつくることで、七人

の居場所、勾玉のあるところへの入り口を封じた。そういうことじゃないでし

ょうか。七人の隊長から頼まれた通りにしたんですよ。お墓なら、滅多に人は

手をつけないじゃないですか。」 

「なるほど。・・・ちなみに、一之進さんの墓石は、八端十字架なんだよね。」 

「ロシア正教徒ですか？」 

「そうだな。おそらく、事の顛末を箱館の呪法を施した修道士へも報告したん

だろう。修道士のほうでも、念には念を入れて死んだ七人に呪いをかけなおし

たかもしれん。」 

 

才三は深く頷いた。 

 

御坊がやにわに言い出した。 

「そこへ行きましょう。明日にでもどうですか。ランクルだから、お二人もご

一緒にいかがでしょうかね。」 

 

老夫婦は顔を見合わせたが、すぐに同意した。 

「歴史を、終わらせるためにね。」 

才三は、独り言のようにつぶやいた。 

 

・・・ 

 

ランドクルーザーが小樽を出たのは昼前。 

午後一時頃には余別についた。 

余別川は昔からサクラマス、サケ、アメマスなどが遡上河川として知られる。 

ヨベツ（ヨペツ）というのも、治子の言うように、イ・オッ・ペツ（それが多

い川）という意味だ。イは、例によって、サケなどの魚のことを指している。

アイヌにとっては、自然の恵みということでやはり神なのだ。 

 

海岸沿いに番小屋はあったらしい。 

明治初期の頃の桐山の本宅はこの余別川を遡った奥にあったが、その後小樽に

移ったため、ほとんど物置のようなものになっていたという。 



 

 

今は跡形もない。 

途中細い山道と三叉路になって別れ、森の中へと入っていったところにあった。 

オニグルミやカラマツの林を抜けると、開けた場所に出た。 

鬱蒼と野草が生い茂り、一之進の墓は一段と奥にある。 

広い一帯を囲むように緩やかな崖となっており、そこにはエゾカワラマツバの

黄色や、ハマナスの紅色が点々と色を添えていた。 

古い煉瓦やボロボロの木材だったと思われる残骸が野草の中に埋もれていて、

結構歩きにくい。 

さらに奥まったところに、古い八端十字架が見えた。 

キリル文字で墓碑が刻まれており、誰も読めないのだが、どうやら一之進の名

前らしい。九十歳近い長命だったのだろう。一九一九年が没年になっている。 

ちょうど、それは豊丸が死んだ年だ。 

妙な符号に御坊と栞は顔を見合わせた。 

墓の周囲だけはあるていど草を抜いてあり、簡素な石畳で周囲を固めてある。 

 

老夫婦は持ってきた花束を置いて、修司といっしょに不定期の墓参りをした。 

その間に御坊たちは八端十字架が建っている石板を入念にチェックしてみた

が、これを動かすというのはどうにも困難であるように思われた。 

なにしろ畳一枚くらいの大きさなのだ。 

栞は、動かせると思ったが、才三たちがいたのでやめた。 

いずれにしろ場所はわかった。 

ちょうど、治子の携帯に町内会長から電話が入り、午後の会合について確認の

連絡があった。 

二人ともそれを忘れていたのだ。 

そこでとりあえずいったん小樽へ戻ることにした。 

車中、御坊は小声で栞に聞いた。 

 

「あれ、動かせるか？」 

「できそうよ。見られないように少し念を入れてみたの。そしたら、石版がゴ

ツっと音がしたから、本気でやれば動くと思うんだよね。」 

「さすがだね。魔女の誕生だ。」 

「ね、どうする？ 後でまた来る？」 

「そうしよう。修司が邪魔だ。彼になにかあったら困る。」 

「そうね。・・・」 

 

小樽に戻って一休みしていると、運良く今度は修司に連絡が入った。 

同郷の友人からだった。 

帰ってきてるんなら、人を集めるから飲みに行こうということらしい。 

例の、異文を訳してくれた先輩から話が回ったようだ。 

老夫婦の車で三人は小樽の町へ下っていった。 

御坊と栞は、鍾乳洞に入ることを想定してまず準備をした。 

たいていのものは、桐山家の物置にあるもので用が足りた。 

ランクルを駆って再び余別に向かったが、一之進の墓についたのは、もう六時

過ぎだった。 



 

 

辺りは山間部だけに、すっかり暗くなっていた。 

桐山の家の物置から、古いアルコール燃料のカンテラを拝借してきたので、そ

の一つに火をつけてランクルにぶら下げておいた。 

辺りが多少は明るい。 

 

満天の星が挨拶を始めていた。 

樹林帯の騒ぐ声がそれに答えていた。 

栞は深呼吸をして、ヤマナラシの杖
ワンド

を八端十字架に向けた。 

「アペリーテ。・・・」 

すると、驚いたことにあの重そうな石板がゴトゴトと鈍い音を立てながら横に

ずれていった。 

二人は思わず笑顔になった。 

「おめでとう。初仕事、取り敢えず成功だな。」 

「なんか、・・・信じられない。」 

 

栞は、自分でしたことが納得できない様子だった。 

「なんて言ったんだ。」 

「開けっていうときに使うらしいんだけど。・・・」 

「うまくいったな。しかし、遺骨だぞ。」 

 

ぽっかり穴の空いた暗い空間には、骨壷があった。 

土葬ではなく、一之進の遺体は焼いたらしい。 

御坊が骨壷をいったん外に取り出して、穴の底を見てみるとそこには石板がも

う一枚敷かれているらしいとわかった。 

そこで、御坊は車に戻ってバールを持ち出し、それで薄い石版を浮かせた。 

カンテラで灯りを下に落とすと、自然石を積み重ねた階段が闇の中にずっと吸

い込まれているのがわかった。 

 

御坊は蝋燭を何本も入れた頭陀袋を首から下げ、金剛杖ともう一つのカンテラ

を手にして自然石を積み重ねた階段を降りていった。 

栞もカンテラと杖
ワンド

を手にして、その後に続いた。 

 

思った以上に深い。 

階段は四十段ほども降りただろうか。 

栞はジーンズのベルトに歩行計をつけていたので、およその距離は確認できる。 

かなり湿気が多い。二十メートルほどは、一人がやっと通れる幅しかない狭い

洞窟だったが、その先は突然横幅も天井の高さも不規則に広がったり狭まった

りした。 

広い時には横幅十メートルほどにはなる。高さもそのくらいになったりする。 

どのくらいの距離を歩くことになるのか見当もつかない。 

そこで、二十メートル置きに岩肌に蝋燭を一本立てていった。 

仮に分岐があった場合に備えて、栞はビニール製のＰＰ紐も持ってきている。 

足場は意外なことに土砂なので、思ったほど歩きにくくはなかったが、いきな

り岩が突き出していたりするので、いちいち避けて通るのが面倒だった。 



 

 

鍾乳石も天井からたくさん下がっており、道沿いにはわずかだが水の流れがあ

る。 

海に流れ落ちていくところがあるのだろうか。 

 

「どこまで行くことになるんだろうな。」 

 

御坊がようやく口を開いたときには、栞の歩行計ではおよそ四百メートルは歩

いたことになる。上り下りもあるのだが、さほどでもない。 

それより横幅や天井が広くなったり、二人やっと通れるくらいに狭まったりと、

そうした変化がかなり大きい。 

 

「てことは出発地点の位置と、方角から言えば、国道二二九号線を越えたあた

り、ってことになるよな。」 

「そうだね。神威
か む い

岬に向かって伸びてる感じかな？」 

「うむ。」 

 

分岐は無かった。 

さらに二百メートル進んだあたりで、部屋といってもいいような空間に出た。 

四十メートル四方の、自然にできた部屋だ。 

 

「まだ先があるのか？」 

 

御坊カンテラを金剛杖の先にぶら下げ、ずっと奥のほうに突き出してみた。 

するとそこにぼんやりと人形
ひとかた

の影が複数浮かび上がった。 

御坊は一瞬びくっとした。 

 

「さて、お待ちかねの方々のようだ。」 

 

栞は、唇が蒼くなっていただろう。 

体が震えていた。 

 

「おい、万一攻撃してきたとき、おまえどうするかわかってんのか？」 

「え、うん。そしたらいったん相手を止めればいい？」 

「おお、止めてくれ。加持土砂をやってる暇がない。」 

「うん。わかった。」 

 

栞は、なにか呪文のようなものを思い出してぶつぶつ唱える練習を始めた。 

御坊が照らすカンテラの先に、次第に複数の人影が現れてきた。 

明らかに旧幕府軍の洋装だ。 

多くは腰に刀を差しているが、中にはミニエー銃を手にしている者もいる。 

隊長と思しき男は、腹のベルトにコルトＭ一八五○のリボルバーを差し込んで

いる。 

その男が集団の中から数歩前に出てきた。 

蒼白い顔のその男はやつれた表情だが、眼光だけは鋭かった。 



 

 

 

「交替か？」 

 

御坊は、できるだけゆっくりと「交替ではござらん。」と言った。 

その瞬間、男の後ろに控えていた兵士たちは、一斉に抜刀したり、ミニエー銃

を構え、二人に向かって走り出した。 

ものの二十メートルほどの距離しかない。 

咄嗟に、栞はヤマナラシを突き出して、「スブシステ！」と叫んだ。 

すると、兵士たちは見えない壁にでも衝突したかのように、跳ね返された。 

尻もちをつく者もいた。 

ミニエー銃を持った兵士たちが、三人ほど銃を構えて発砲したが、このときも

栞は「スクトゥム！」と叫ぶと、弾丸はやはり見えない壁に跳ね返されてバラ

バラと地面に落ちた。 

 

一堂は、『おおっ』と言ったような呻き声をあげて、立ちすくんだ。 

一部始終をじっと見ていた隊長が前に出てきた。 

 

「おまえたちは何者か。なにしに来た。」 

 

御坊は身構えていた姿勢をやめて、ふつうの立姿になおり、カンテラを足元に

置いた。 

 

「歴史を終わらせるために。」 

「歴史を？」 

「そう、セミョーン修道士から言われましてな、こちらに伺ったまで。正直な

ところ、われら一体ここでなにをしたらいいのか、皆目見当もつきませぬ。」 

 

『セミョーン』という名に、兵士たちはどよめいた。 

 

「セミョーン修道士から頼まれたのか。」 

「さようにござる。土方さんの、あなた方への指示書も拝見つかまつった。」 

「おお、・・・土方さんの。あれは、ここへ来る前に、セミョーン修道士に預

けたものだ。」 

「そのようですな。」 

「土方さんも討ち死になされた。して、セミョーン修道士は？」 

「亡くなられもうした。」 

 

一堂は再び嘆きのようなため息を漏らした。 

よく見ると、案の定、全員で七人の兵士たちだ。 

 

「して、おぬしら、これからどうしようというのか？ われらはどうすれば良

いのか？」 

「われらも思案しているところにござる。いずれにしろ、ご一堂がこの百五十

年にわたって護り通してこられた勾玉を、誰にも渡してはならぬということだ



 

 

け。それだけはわかりもうすが。」 

「おぬしも、あれを誰にもわたしてはならぬともうすか？」 

「さように思います。」 

 

隊長は深く頷き、こちらへというように手招きした。 

二人がゆっくりと歩きはじめると、七人は道を開けた。 

隊長が奥に二人を誘い、ついていくと、そこに十五センチと四十センチ四方、

深さ十二センチほどの、一般的な千両箱がざっと三十箱ほどは積み上げられて

いただろうか。 

その手前には、七人の骸骨が散乱している。 

二人はぎょっとしたが、それを踏まぬようにして千両箱の山に近づいた。 

その上には、日章旗が敷かれ、十五センチほどの黄味がかったマトリョーシカ

が載せてあった。 

日章旗（日の丸）は、文久二年（一八六二年）、幕府陸軍が発足した折に、正

式に軍旗に採用したものだ。 

 

隊長は、マトリョーシカを手に取ると、それを開けた。 

中には瑪瑙
め の う

であろうか、手のひらほどの大きさの勾玉が一つだけ入っていた。 

隊長は、それを取り出し、御坊に差し出した。 

 

御坊は正直、腰が引けたが、手に取らざるを得ない。 

相手は、自分を試しているのだ。 

 

「栞、俺が死んだら、とにかく逃げろ。」 

「え？ そんな。」 

「俺が消えたら、もうどうにもならん。おまえじゃ対処のしようがなかろう。

とにかく呪力で彼らを抑えて、逃げろ。いいな。」 

 

栞はもう震えていた。 

「うん・・・」 

 

隊長はにこりともせず、勾玉を差し出したまま言った。 

「どうした？ 手にとってみぬか。世界を支配する力じゃ。」 

「拝見つかまつる。」 

 

御坊はそれこそ清水の舞台から飛び降りる覚悟でそれを手に取った。 

 

一堂固唾を呑んで見守っていたが、なにも起きなかった。 

 

七人は姿勢を正して謝罪した。 

「いや、失礼つかまつった。ご無礼、何卒ご容赦願いたい。」 

 

御坊は正直冷や汗をかき、背中はびっしょりだった。 

そのとき栞が思い切って御坊の手から勾玉を取った。 



 

 

御坊は思わず息を呑んだ。 

が、栞にも異変は無かった。 

 

一堂は一斉に歓声を挙げた。 

「交替じゃ。交替の方がお見えになったんじゃ！」 

「いや、交替ではないと仰られておる。・・・ただ、われらはこの任も終える

ことにはなりそうな。・・・お手前、いかが思われる？」 

「ううむ。なんとも。・・・どうやって、終わらせればよいのか。・・・」 

「それにしても、驚きもうした。お二人とも、勾玉を手にして何でもござら

ぬ。・・・実はわれら元は八人であった。」 

「八人？」 

「さよう。土方さんが命じたのは八人でござった。が、一人、いざというとき

になって、五稜郭からこの勾玉を持ち出そうとした者がおりましてな、その場

で体が光の粉になってしもうた。間違いなく、われらの任も終わろうとしてい

ることは間違いないと思うが。・・・」 

 

そのときである、隊長がふと二人の後ろに眼をやった。 

暗闇の中に一人、近づいて来ている者があったのだ。 

 

「あれは、お手前がたの連れにござるか？」 

「連れ？」 

二人が後ろを振り返ると、セロがすぐ後ろに立っていた。 

「あんた、どうしてここに？」 

 

セロはにやりと笑って、右手を栞の左胸に突っ込んだ。 

まるで、めり込むようにセロの右手は栞の体の中に入り、心臓を掴んだ。 

「こうしてくれる。」 

すると、栞は『ああっ・・・』と気の抜けたような声を出して、倒れた。 

すかさずセロは彼女の手から勾玉を奪った。 

なんと、革の手袋をしていた。 

 

「栞！」 

 

御坊は倒れ込んだ栞を抱き起こしたが、絶命していた。 

何度も名を呼んだが、ぴくりともしない。 

脈をとってみたり、口に耳をあてて息をしているか確認してみたり、狼狽の極

みに陥った。 

「てめえ・・・何しやがる！」 

 

御坊がセロを見上げると、それはセロではなかった。 

 

「・・・油小路卿・・・」 

「どうだ、なりおおせるのが上手いだろ？ セロってやつはとっくに死んだよ。

おまえらに羽田で会う前にな。おれはこれをいただきに来ただけだ。おまえら



 

 

を泳がせてな。」 

 

隊長が腰を落として、御坊に訊ねた。 

「この者は？」 

「敵にござる。ご一堂、奮起めされい！」 

 

再び七人は一斉に抜刀し油小路卿に斬りかかった。 

油小路卿は獣のように飛んでこれらを交わし、一瞬で往年の直垂姿になった。

着地すると、腰の太刀を抜き、一人、また一人と兵士たちを斬り倒していった。

切られた兵士は瞬間に土砂となって崩れていった。 

 

隊長が下知を飛ばした。 

「やめい！ この者、われらでは歯が立たぬ。」 

 

油小路卿は冷ややかに言った。 

「おお、物分りがよい亡者どもよの。その通りじゃ。元は人、その後は鬼。い

までは・・・いずれにしろ、そのほうらの相手ではない。おとなしく下がって

おれ。さて、わたしは帰るとしよう。御坊、泣くな。その娘、きっと大丈夫じ

ゃ。」 

「なにが大丈夫だ。この野郎。おまえは必ずおれが切り刻んでくれるわ。覚え

ておけ。」 

「おお怖い。・・・ではさっさと退散しよう。」 

 

油小路卿は、歩きにくそうな直垂を翻しながら、立ち去った。 

それを見送った後、隊長が御坊に声をかけた。 

 

「勾玉は無事にござる。」 

「え・・・」 

 

涙でくしゃくしゃになった顔を上げると、隊長が言った。 

「勾玉は無事にござる。」 

「あの野郎が持っていたのでは？・・・」 

「あれは、偽物にござる。本物は・・・どことは申せぬが無事にござる。ぬか

りはござらぬ。・・さきほどは、お手前がたの真意を確かめるため、偽物では

あったが試しただけのこと。重ね重ねご無礼お許しくだされ。・・・さ、はよ

う、その娘ごを手当なされい。あの者はじきに偽物だと気づき、ここに戻って

来よう。」 

 

御坊は栞を抱きかかえ、背中に背負うと四人になった天使たちに深々と頭を下

げ、もと来た道を戻った。 

カンテラを口にくわえ、背中に栞をおぶった御坊は、涙が止めどもなく流れ、

よく前が見えなかった。 

 

『そうだ。異文には、パニヒダの夜にとあった。死者の葬礼の儀式だと。栞・・・



 

 

おまえの死だったんだよな。・・・約束が果たされるってなんだ？ ・・・一

体どうすればいいんだよ。・・・』 

 

長い八百メートルほどの鍾乳洞を抜けていくうちに、大きな鍾乳洞の広場に出

たところで、大きな平板な岩にいったん栞を下ろし、再び担ぎ上げ直した。 

すると、前方からひたひたと走りくるものがある。 

目を凝らすと油小路卿であった。 

血相を変えて鍾乳洞を奥へと再び走り去っていった。 

御坊がいたことなどまったく気づいていないようだ。 

 

御坊は一之進の墓穴から地上に栞を担ぎ上げた。 

妙に地上が明るい。 

大きなハロゲンライトがあちこちに設置され、まるで昼間のような明るさだ。 

目が眩しい。 

大勢の人の声で騒々しい。 

警察車両が何台も来ているようだ。 

赤いランプが点灯している。 

 

ようやく眼が慣れてきたところで、すぐ目の前に八咫烏がいるのに気づいた。 

一緒に栞の遺体を引き揚げてくれた。 

 

「ご苦労さまでした。」 

「・・・なにがですか？」 

「お勤めですよ。」 

「お勤め？」 

「お国に大変な協力をしていただきました。」 

「ああ、そのこと・・・どうでもいいや。今となっては・・・ちなみに、あの、

セロって野郎、とんでもないやつですよ。内閣情報調査室でもなんでもねえ。

化け物ですよ。」 

「知ってます。前から。」 

「え？ あなた、一体誰なんです？」 

「和子の亭主ですよ。」 

「和子？」 

「ほら、代々木、スペイン坂の雑貨屋の魔女がいるでしょ。」 

「え、あの和子さんの旦那？」 

 

八咫烏は、にっこり笑った。 

あの人相の悪い男とはまるで別人のような笑顔だ。 

 

「済みません。黙っていて。女房が魔女で、亭主が公安なんて、あまりいませ

んよね、こういう組み合わせって。」 

「なんだ、そうだったんですか。じゃあ、セロの正体もおよそはご存知なんで

すね。」 

「だいたいはね。もちろん御坊さんほどではありませんが。・・・あいつは、



 

 

さっき地上に出てきたら勾玉がいきなり消滅してしまって、慌てて戻っていき

ましたよ。われわれが包囲していることなど、眼中にもない様子でした。よっ

ぽど慌てたんでしょう。どうやら、偽物だったようですな。鍾乳洞に結界が張

ってあったんでしょう。そこを超えると、偽物は消滅するようになっていたよ

うですよ。今、すれ違いませんでしたか。」 

「ええ、血相を変えて戻っていきました。」 

「これから、鍾乳洞を三箇所で同時に破壊し、永久に埋めてしまいます。勾玉

ごとね。もちろん、あの男も一緒にです。七人の天使たちは、あの男をそれま

でずっと引きつけておいてくれるでしょう。」 

「それは、お国がそう判断したんですか。勾玉なんぞ危険だと。」 

「いや、お国というよりも、・・・大きな声では言えませんが、やんごとない

お方の思し召しです。」 

「やんごとないお方？ まさか・・・」 

「ええ、そのまさかです。わたしはその意向を受けて動いてました。勾玉を奪

い合うことで 政
まつりごと

が乱れ、人々の血が流れるなら、そのような全能の力など

無用。むしろ害毒でさえある、と、そう仰せられまして。三種の神器は、一応

形式上あるのだから、なにも問題はないとも仰せられました。そのような力で

はなく、国民が衆議によって明日を切り開いていけばよいのだ、と。それが、

たとえ間違った選択でもと、そう仰せでした。・・・それで、永遠に本物の勾

玉をこの世から消してしまうように、と指示された次第で。」 

「なるほど、そういうことでしたか。・・・じゃあ、あなたのお仕事は一件落

着となりそうですね。・・・それにくらべて俺は・・・後悔してもしきれない。・・・」 

「御坊さん、忘れたんですか。あのセミョーン修道士の異文を。」 

「え？」 

「あれに書いてあったじゃないですか。三叉路ですよ。」 

「三叉路？」 

「そうです。魔女の誕生です。」 

 

御坊の瞳がきらりと光った。 

そしてランドクルーザーの助手席に栞の亡骸を乗せると、すぐに発進させた。 

さきほど来る途中に見かけた三叉路まで戻った。 

栞の遺体を三叉路の真ん中に横たえ、その前で 跪
ひざまず

いた。 

 

『今宵、最初の露よ、降りろ。・・・』 

 

確かに山の中の外気は急速に冷えてきていた。 

八時をとうに回っている。 

小一時間じっと、そのまま栞の亡骸を見つめていたが一向に変化がない。 

栞に触ってみると、まるで血の気が失せ、冷たくなっている。 

このままでは死後硬直が始まってしまう。 

なんとなく、顎や首あたりから硬直が始まっているような気がして、御坊は気

が気ではなかった。 

 

遠くで、地響きのような音がずんと聞こえてきた。 



 

 

腹の底から突き上げるような感じだ。 

 

次第に御坊は、あきらめの境地に襲われ始めた。 

再び、熱い涙が落ち始めた。 

 

『なんで、おまえを二度も死なせなきゃいけねえんだよ。・・・どうしてこん

なことになっちまったんだ。・・・千年、千年だぞ。・・・豊丸は帰ってなど来

ないんだよ。その代わりに、おまえがまっとうな人の命にして、それを継いで

いくはずじゃなかったのか。・・・おれはそれを受け入れた。・・・運命ってや

つは、俺の選択、俺が覚悟した結末を、どうしても受け入れてくれないってい

うのか？・・・如来も、吒枳尼天も糞っ喰らえだ。・・・栞、還って来い。・・・』 

 

次第に恐れていた硬直が始まった。 

『もう、駄目だ・・・』 

御坊は、絶望の淵に立った。 

ひときわ大きな涙がぽたりと落ちた。 

栞の瞳や、唇にぽたぽたと落ちてゆき、真っ青な顔が月灯りに照らされてキラ

キラを輝いた。 

すると、一瞬苦しそうな呻き声が聞こえた。 

見ると、栞は大きく胸を反らして、喘息のような激しい呼吸をし始め、瞳が開

いた。 

御坊は思わず栞を抱き起こし、「おい、栞！ 大丈夫か。ゆっくり息をしろ。

深呼吸をするんだ！」と呼びかけた。 

『雫』は夜露のことではなかったのだ。 

心から湧き出る涙のことだったようだ。 

最初栞の視点はあちこち定まらなかったが、正気を取り戻してきた。 

 

「御坊さん・・・あたし、どうなったんだろう？ あのセロが、あたしの胸を

つかんだんだよね。痴漢だよね、あれ。訴えてやろうか。・・・まだ、修ちゃ

んだって触ったことないのにね。」 

 

御坊はこんどは嬉し涙で顔がくしゃくしゃになっていた。 

「おお、おお、そうだよな。もうおまえは本物の魔女になったらしいから、い

くらでも修司くんとヤれるじゃねえか。良かったな。処女じゃなきゃ、魔女に

なれねえからな。なっちまったらこっちのものよ。解禁ってわけだ。な・・・」 

「ねえ、どうしていつもそういやらしいことばかり言うの？ もっともそれを

取ったら御坊さんじゃなくなっちゃうんだろうけど。・・・」 

 

御坊が栞を立たせてみると、なんとか歩けそうだ。 

それで、とりあえずランクルに乗って、一之進の墓まで戻ってみた。 

さきほどは気が動転していたからか、警察車両のほかに自衛隊の車両が来てい

たのに気づかなかったようだ。 

鍾乳洞の爆破は完了したらしい。 

八咫烏が二人を見つけると、満面の笑顔で駆け寄ってきた。 



 

 

 

「栞よ、この人、おまえのお師匠さん、和子さんのご亭主だってよ。」 

「ええええっ！ 谷田貝さん？ 谷田貝和子さんの、旦那さん？」 

「いや、ほんとに黙っていて申し訳ありませんでした。そんなわけで、えらく

尊大な態度をとったのも、あのセロが怪しかったものでね。あいつに気取られ

ないように。ほんとに申し訳ありませんでした。」 

「しかし、よくあれからわれわれの行動がすべて読めてましたね。」 

「ま、それは聞かんでください。蛇の道は蛇って言ってね。そういう仕事なも

んで、ほんと、申し訳ない。プライバシーもなにもあったものじゃないんで、

平に誤ります。」 

 

鍾乳洞の破壊完了の確認をしたチームが穴から続々と出てきた。 

『完了』という声が相次いで、自衛隊車両のラジオに鳴り響いている。 

 

御坊は、「残った四人はどうしたんだろう。これで呪いは解かれたのかな？・・・

油
あぶらの

小路
こ う じ

卿
きょう

も、とうとうこれで最期を迎えたってことなのかな。考えてみれ

ば、可哀想な一生だったよな。・・・」 

「ねえ、あの『全能の力と共にあり、再びこの世の苦しみに迷うことはない』

って、全然良いことじゃないんだよね。逆説的な表現なのかな。」 

「そういうことだろう。勾玉を手にしたら、自分が消滅してしまう。この世か

ら消えるんだから、この世の苦しみを味わうこともない。恐ろしいぞ、だから

触るな、とそういう意味だろうな。良いことが待っているかのような表現だけ

ど、要するに警告文だったわけだよな。」 

 

やがて自衛隊が先に撤収し、警察車両も追った。 

最期に二人は、八咫烏（谷田貝）とも別れて、一之進の墓標の前にとどまった。 

墓石は元通りになっており、『熊の家』を辿る道は永遠に封印された。 

残りの四人は、その任を解かれたはずだ。 

 

『熊の家』を抜けてしばらくすると、御坊はルームミラーに人影が見えたので、

すぐ停車した。 

そして、栞に『後ろ後ろ』、と指差した。 

栞がウィンドウを開けて後方を見てみると、七人が月明かりに照らされてぼん

やり浮き上がっていた。 

四人ではない。確かに七人だ。 

ちょうど、三叉路のあたりだ。 

七人は皆、片手を挙げて、ゆっくりと左右に振っていた。 

御坊はブレーキランプを三回踏んで合図をし、再び走り出した。 

 

しばらくすると、助手席の栞が言った。 

「良かったね。・・・」 

「ああ。ほんとに良かったよ。・・・しかし、さっきは肝を冷やしたぜ。もう

俺も駄目かと思ったよ。」 

「あたしが一度死んだこと？」 



 

 

「そう。でもあれも予定されていたってことなんだろうな。一度死んでこそほ

んとうに魔女は誕生するんだろうよ。」 

「ときにさ、御坊さんって、運転できるんじゃない。」 

「無免許だよ。」 

「ちょっとお、勘弁してよ～っ！」 

 

・・・ 

 

二人は小樽に一週間ほど滞在した。 

御坊は、何日目からか、以前にも増していやらしい眼で栞を見るようになった。 

 

「なに、・・・なにさ。いやらしいよ、その眼。御坊さん。」 

「だってさ、・・・えへへ。・・・おまえ、女体貫通式終わったんだろ。ずいぶ

ん遅かったけどさ。」 

「ね、ほんとに不潔なんだけど、そういう言い方。」 

 

御坊は、「あ～、いやだ。どっちが不潔なのかしらん。きゃははは。」と大笑い

が止まらない。 

羽田に戻るまで、ずっとその調子だった。 

 

・・・ 

 

その日、三人は、札幌でランクルを乗り捨てた。 

空港のカフェで搭乗時間を待っていた。 

三人は、この一週間あちこちドライブをして遊び呆けていたわけだが、話題は

尽きなかった。 

ふと、御坊はいやな感じに襲われ、周囲を見回してみた。 

なにかどこからか妙な視線を感じて仕方がなかったのだ。 

やがてそれがなにかわかった。 

 

斜向いの列の三つほど向こうに一人の男がコーヒーを飲んでいる。 

この男が、ときおり新聞を見ながら、視線を御坊のほうに向けていたのだ。 

 

「あの野郎か・・・」 

 

御坊は、「ちょっと待ってろ。」と恋人たちに言いおくと、席を立った。 

そして、すたすたとその男の前まで行って、新聞を取り上げた。 

 

「あんた、カリオストロだろ。バーソロミュー・カリオストロ。久しぶりじゃ

ないか。」 

「ああ、御坊さん。奇遇ですね。」 

 

明治四年、あの『ゆめ忘るまじく候』の中に登場した、ヴァンパイアだ。 

あのときは築地ホテル館に、御坊が呼び出されたのだ。 



 

 

今日は、当時とあまり変わらない、カトリック神父の成りだった。 

あいかわらず、油で髪をオールバックに撫で付け、冷たそうな好男子ぶりはそ

のままだった。 

血色はいいものの、やや不愉快そうな表情だった。 

 

「なにが奇遇だ、馬鹿野郎。なにか用か？ なんなら、ここで一戦交えるか？」 

「とんでもない、あなたに用なんてありませんよ。ちなみに、正確には、バル

トロメ・デ・カリオストロ、です。」 

「バルトロメのバと、カリオストロのカで、『バカ』だ。それでおまえにはち

ょうどお似合いだ！ なにしに来た？」 

「いや、それはこちらのセリフですよ。おかげで、手塩に育てた弟子の一人

が、・・・」 

 

そう言いながら、バーソロミューは指をパチンと鳴らした。 

「・・・亡くなってしまったわけですからね。あなたのせいだ。」 

 

 

「やっぱり、権
ごんの

少 将
しょうしょう

は死んだんだな。」 

「ええ、確実ですね。もちろん地中深くのことですから、わたしはこの眼で確

かめたわけではありません。でもわかりますよ。彼はもうこの世にいない。」 

「そりゃめでたい。あんたの野望をまたくじいてやったってわけだ。もっとも

俺の手柄じゃないがね。なるべくしてそうなった、ってことだよ。」 

「まあね。国が出てきちゃあ、なかなか厄介ですからねえ。それはそうと、お

めでとうございます。」 

「なにがだ。」 

「あなたのお弟子さんは、無事に魔女にお成りになれたようだ。羨ましい限り

です。」 

「てめえ、栞に手を出すなよ。二度とおまえがおてんとさまを仰ぐことができ

ねえようにしてやるからな。」 

「なんて、恐ろしいことを言うんですか。・・・ま、考えておきます。ただね、

いいですか。あなたとわたしが本当に向かい合うことがあったら、それ以上悲

劇的なことはありませんよ。」 

「覚悟の上よ。」 

「そうですか。ではまた・・・」 

 

バーソロミューは勘定書を手にして、席を立った。 

御坊が二人のところに戻ってくると、さきほどえらい剣幕だったのを見ていた

二人が心配していた。 

「なに、あの人。敵？」 

「あいつが、バーソロミューだ。」 

「えっ、ヴァンパイアってやつ？」 

「そうだ。」 

栞が、バーソロミューの座っていた席を見やると、忘れ物が目についた。 

「あの人、たぶんＱＲコードの入ったペーパー、テーブルに置き忘れていった



 

 

みたいだよ。」 

御坊が見やると、「ほんとだ。そうかもしれないな。どうぜ、困って戻ってく

るさ。」と言った。 

すると、いきなり栞の手には、そのペーパーがあった。 

「お、やったな、おまえ。」 

「うん。だって、どこ行くのか、御坊さん知りたいでしょ？」 

「まあな。」 

 

修司は、もうこういう栞の魔女ぶりには動じなくなっているようだ。 

 

「えっと、・・・大阪じゃん。あたしたちより先の便だね。」 

「大阪か。こんどは、西で悪だくみか。」 

 

そう言っている間に、栞はペーパーをびりびりと破り捨てた。 

「えへへ」と笑っている。 

唖然として御坊はそれを見ていた。 

「だって、敵でしょ。御坊さんが敵だって罵ってたじゃない。だから、あたし

にとっても敵。許さないわ。」 

そうすごんだ栞の顔は、以前の栞ではない。 

確かに、魔女になっているようだ。 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

エピローグ 

 

わたしたち三人が東京に降り立つと、そぼ降る雨だった。 

 

「なんだ、こっちはマジな梅雨かよ～。」 

「折りたたみ傘持ってきてないの？」 

「いらねえよ。そんなもの。」 

 

モノレールでわたしたちは浜松町で降りた。 

時間が時間だから、ここで簡単に食事でもしていこうということになった。 

わたしが、なかなか牛丼屋には女一人では入りにくいと言ったので、近場の牛

丼屋に入った。 

おいしいじゃないの。 

みんなで平らげ、表にでた。 

まだ、霧のような雨が宙を舞っていた。 

 

すると、一人の女性が傘を差して御坊さんにすっと近づいてきて、傘を差し出

した。入ってということだ。 

修司が、「今回は、二人にすごくお世話になったから、ここは払います」とい

って勘定をしているが、なにやら後ろで手間取っている。 

 

女性はにっこり笑いながらわたしに会釈して、御坊さんを傘にいれて歩き出し

た。 

 

和服姿の女性。 

艶やかな牡丹の柄だ。 

肩掛けをまとっている。 

品の良い、立ち居振る舞い。 

その大きな瞳の輝きは、誰しもしばし声を失うはずだ。 

わたしはただ見惚
み と

れた。 

 

その彼女がふと思い出したように、傘を御坊さんに預けると、霧雨の中を小走

りにこちらに戻ってきた。 

 

「栞さん。」 

 

そう言って、その女性は手紙を渡した。 

 

「良かったわ。・・・無事に、お仕事を終えられて。ほんとうに良かった。も

う大丈夫ね。つまらない文
ふみ

ですけど。よろしかったら。・・・」 

 

彼女はにっこり笑うと、また首をかしげるように会釈をして立ち去った。 

鈴のような声というのは、まさに彼女のことだった。 

耳で聞こえるというより、心に響いてくるような感じだった。 



 

 

 

「あの・・・」 

 

わたしは、そこで思い出した。 

『あっ・・・』と小さな声を上げた。 

知っている。わたしはこの人を知っている。 

十六歳前後のはずだが、とてもそんな小娘の風情には見えない。 

わたしより、ずっと大人びてみえる。 

成熟した女すら感じる。 

鬼の年齢というのは、まったくわからない。 

 

その女性は、半身で振り返った。名残惜しそうににっこり微笑むと、軽く会釈

してまた歩きだした。 

 

霧雨が次第に雨足を強める。 

向こうに、御坊さんが傘をさして立っていた。 

その女性は急いで駆け寄り、その傘の中に入った。 

一つの傘の下で二人が寄り添い合い、なにか談笑しながら去っていく。 

雨はいきなり豪雨のようになり、たちまち二人の姿を掻き消していく。 

 

「なにやってるんだ、ずぶ濡れじゃないか。」 

 

修司の声でわたしは我に帰った。 

修司が傘を開いてわたしをその下に入れた。 

 

「ねえ、今の女の人、見た？」 

「え、どこ。どの人？」 

「今よ。今、ここに来たじゃない。」 

 

修司は怪訝そうな顔をして辺りを見回している。 

 

「いないよ、そんな人。」 

 

でも、今わたしの手の中には、確かにあの人が渡してくれた手紙がしっかり握

られている。 

目黒の自宅に帰って、わたしはゆっくり彼女がくれた手紙を読み始めた。 

万年筆で書かれている。 

楷書の綺麗な字体だ。 

 

・・・ 

 

『この百年、あなたはわたしの中にいたとき、なにをしたわけではない。 

わたしを通じて、御坊とわたしの百年を、ずっと一緒に見守ってきた。 

あなたは、わたしの中で喜び、畏れ、悲しんだ。 



 

 

わたしはあなたのそうした心の波動を同じように感じて、人というものを学び、

自然とそれがわたしにも根づいていった。 

わたしはあなたのおかげで、人というものを知ることができた。 

 

あなたは約束の時がきて、魔女として巣立っていく。 

あなたはもはや豊丸ではなく、その長かった課題を克服して、栞さんという新

たな課題を与えられた人生を歩んでいく。 

 

あなたはなるほど魔女かもしれない。 

普通より長く生きるかも知れないし、普通では出来ないこともあなたには可能

かもしれない。 

しかし、それはあなたの本質ではなくで、あなた自身はあくまで人。 

生き尽くし、笑い尽くし、泣き尽くすことができる、偉大な限りある一人の人

間。 

 

わたしは恋が成就し、まがりなりにも人のようなものになれた。 

でも、「のようなもの」でしかない。 

しょせん、鬼は鬼。 

鬼の遺伝子は残っているし、子供が生まれればそれは受け継がれていく。 

ただ、鬼が表に出てくるときというのは、あの人に危機が迫ったときだけ。そ

れ以外は、ただ弱い、無力な人でしかない。 

あなたのおかげで、今わたしはその幸せを手にしている。 

何世代も経ていくうちに、その遺伝子がどうなっていくのかは、わたしにもわ

からない。 

知らなくても良いことかも知らない。 

彼の胸を借りて、あなたが歩んだ千年を、わたしも歩んでいけるだろうか。 

そんな期待に心をふくらませる一方で、自信の無い臆病な自分がいる。 

 

あなたは今、何者にも頼ることなく、一人で旅立っていく。 

わたしはようやく今、心の支えを得た。 

あなたがそれを与えてくれた。 

人を頼り、頼られる機会を与えてくれた。 

あなたが去り、わたしが来た。 

静かに潮が引いていくときに、月が現れてくるように。 

わたしたちは、天空にお互い違う軌道を描き、朝をそして夜を何度も迎える。 

これから何千回、何万回も、繰り返される。 

 

わたしは摩耶。 

あなたとは鏡の表と裏。 

あなたが明けの明星なら、わたしは宵の明星。 

万霊節の夜に、わたしたちは入れ替わるように生まれた。 

あなたは今、あなた自身の一歩を踏み出した。 

いつかそのうち、何年先、何百年先かわからないけれど、また万霊節の夜には

わたしも少しはあなたのような人でありたい。 



 

 

 

あなたの前に、今、朝日が快晴の空を映し出している。 

それが見えますか。』 

 

完 

 

※この後は、巻三「第二十一夜」が続きます。 

巻三は、御坊と摩耶の夜伽
よ と ぎ

草子
そ う し

です。 

大正から、昭和、そして現代に至るまでの十話分を予定しています。 

 

 


