


序章

　男が、闇に埋もれる森の中を指差した。

「あっちだ！　あっちへ逃げたぞー！」

　いくらまったき円を描く月がその姿を惜しみなくさらしていたとしても、さすがに森の中は闇

が深い。月明かりだけでは、闇を選びながら逃げるものを追うことは不可能だった。

　ましてや、相手は見た目に反してとても足が速い。その上この暗闇の中も平気で駆けていく。

　追いつくことはどう考えても無理だと思うのが、普通だろう。

　しかし男たちは諦めなかった。

「これだけはっきりと残っていれば、いつかは捕まえることができるさ。あいつだってずっと走

り続けることはできないはずだ」

　そういって、片方の口角を持ち上げた。

　あまりにも妖力が目立つため、逃げる足取りすら残留する自身の気配で追っ手に示してしまう

。そんな哀れな妖怪。

　けれど男たちは見逃すわけにはいかないのだ。

　生き延びるためには、あの妖怪の存在を、決して上に知られてはならない。

「犬も放て！　使えるものは何でも使うのだ！」

　そうしてようやく足跡の先端を捉えた。

　しかし意気揚々と足を運んだ男たちを迎えたのは、ふっつり途切れた妖気と、何の変哲もない

森の景色だけだった。

「どこに消えたのだ？」

「わからない。しかしいつか力を振るえば、それがまたのろし代わりとなって、我らに位置を知

らしめるだろう」

「そうだ。他に漏らさぬように気をつけながら、我らだけでそのときを待っていればいいさ」

「知られなければいいのだ。そうすれば、我らは安泰でいられる」

　男たちは、暗い笑みをそれぞれの面《おもて》に浮かべた。

　そして用は済んだとばかりに、来た道を早々に引き返していった。

 



一章

「千華《せんか》さん、今のご気分は？」

「お前に任せるよ」

　山の奥の奥深く。隠れ里にある鄙びた佇まいの一軒の家の中では、一組の男女が言葉を交わし

ていた。

　千華と呼ばれた女性は、緩やかに波打ちながら末広がりぎみに流れるつややかな漆黒の髪を

持ち、同じく漆黒一色に染められた長着《ながぎ》を身に纏っていた。

　いくら艶のある漆黒といえど、それだけでは何ともいえない不気味さを覚えてしまいがちだが

、反して千華はとてもあでやかな女だった。

　漆黒の髪の中、ちょうど耳の横を通るように流れる左右一房ずつの金糸と銀糸は、その部分だ

け直毛で、地毛でありながら飾り房《ふさ》のように見えて、漆黒の髪の艶を逆に引き立て、同

時に華やかさをも醸し出していたからだ。

　一方、千華の気分を尋ねた青年はといえば、作務衣《さむえ》を着た優男だった。寺僧のよう

な形《なり》だが、剃髪はしておらず、柔らかそうな茶色の髪は、男の穏やかな表情を縁取りな

がらまっすぐ肩まで流れていた。

　青年は名を櫂士《かいし》といい、千華の返答を受けて、どこからともなく絵筆と真っ白な扇

面の夏扇を取り出すと、なにやら描き始めた。

　程なく筆をおいた櫂士は、描いた絵がよく見えるように、また受け取りやすいようにと、扇子

の要《かなめ》を千華の方へと向けてから差し出した。

「このような感じでしょうか？」

　受け取った扇子を楽しそうに眺めた千華は、櫂士に視線を向けた。

「苺の花だね」

「はい」

「意味深だね」

「そのようです」

　苺の花の花詞《はなことば》は『未来の予感』。

　花詞とは、それぞれの花が持つ特徴や性質などに基づいて象徴的な意味を持たせたものである

。そしてこれは外《と》つ国の文化であり、この国の者にはまだほとんど知られていない。しか

し偶然この花詞という存在を知ることになった千華たちは、それからずっと日々の生活の中に取

り入れていた。代わり映えのない生活に、花やいだ雰囲気を添えていたのだ。

　千華は口元を扇子で隠し、艶冶に笑った。

「さーて、それじゃあ今のうちに客を迎える準備でもしておくかねー」

　千華の言葉を実行に移すために、櫂士は一礼するとその場を後にした。

　一人残された千華は、自身をやんわりと扇ぎながら、見るともなしに庭を眺めていた。

　やがてその手がぱたりと止まる。

「鍵は、『尊敬』と『家庭』か……」



　一言そう呟いた千華は、柱にもたれかかったままの状態で静かに目を閉じた。

 
　　　◇　◇　◇

 
　目覚めた千華は、緩慢に身を起こすと、すぐ側にあった鏡に映る己の姿をしばらくの間見つ

めた。

　何があったというわけではない。むしろそこに見える光景はいずれも見慣れたものばかりだ

った。

　下着である腿くらいの長さの白小袖《しろこそで》。体に掛けられた大袿《おおうちぎ》。一

番寝室に適した場所に設えられた褥《しとね》。千華がどこでどのような姿で寝ようとも、起床

は必ずこの場所で、衣装も着替えさせられていた。

　変わらぬ白さを保つ首筋から胸元にかけて、そっと指を滑らせると、千華はわずかに失望感を

漂わせながら息を吐き出した。

「相変わらず印の一つもつけられない甲斐性なし共だね……」
　言っても詮無いことと分かっていても、ついこぼれてしまう呟きに、さらに気分は下降する。

　千華はもう一度ため息をこぼすと、着替えるために衣桁《いこう》へと向かい、そして目をし

ばたたいた。

「櫂士」

　千華の呼び出しに応えて、櫂士はすぐに現れた。だが、彼を一瞥すらすることなく、千華は衣

桁を——正しくはいくつかの衣桁に掛けられた衣《ころも》を指差した。

　そこには数枚の袿《うちぎ》と、単衣《ひとえ》が掛けられ、よく見れば長袴《ながばかま》

まで用意されている。これらを身に着ければ、平安時代を彷彿させる袿姿の貴族の姫君が出来上

がることだろう。

「これはいったいどういうことだい？」

「お客様をお迎えする準備を、ということでしたので、褻《け》の装束とはいえ、千華さんの身

分にあった衣装を用意しました」

「あたしの身分は姫君なんかじゃないだろう……」
　だいたい今は江戸の世である。時代というものをもっと考えてほしいものだ。

　千華はわずかに肩を落とし、半眼で櫂士をねめつけた。

「客が来ようがどうしようが、今のあたしにはいつもの衣以外にこの腕を通せる袖はないんだよ

」

　千華は腰紐を解《ほど》くと、小袖を肩から落とした。

「櫂士、あたしの長着を持っておいで」

　櫂士はわずかに眉尻を下げたものの、異を唱えたりはしなかった。

 
　真紅の長襦袢《ながじゅばん》。身丈と着丈が同じ長さの漆黒の長着。腰に幾重にも巻きつけ

て後ろで結んだ、金銀の絹糸を丸組みした縄帯。これが普段の千華の衣装だった。



「これが一番楽でいい」

　着替えが終わって定位置に腰を落ち着かせると、ようやく千華の口元にいつもの弧が戻った。

　そんな千華のそばに控えた櫂士も、日課であるせりふを口にする。

「千華さん、今のご気分は？」

　そんな櫂士を流し目で見た千華は、反対側の庭へと顔を向けた。

　ややあって。

「お前に任せるよ」

　返事があったことで安堵したのか、櫂士はほっとしたように息を吐き出すと絵筆を取った。

 
　　　◇　◇　◇

 
　適度に日当たりや風通しがあって過ごしやすく、また庭の眺めもいい。そこが千華の席だった

。

　いつものように柱にもたれ、千華は扇子を弄びながら、時折風を起こす。

　今手にしている夏扇の模様は、蛍袋《ほたるぶくろ》。花詞は『忠誠を尽くす心』。

　ふいに千華は、その花柄の隅に添えられた小さな花押《かおう》を眺めて苦く笑った。

　普段の櫂士は、千華の気分を訊ねることによって、機微をうがったり、顔に表れた相《そう》

をよんだりしている。その結果を花詞から選んだ花で示していた。

　しかし、ごくまれに櫂士自身の意思で花を選ぶこともある。その際に限り、櫂士の自署代わり

の花押を書き記して、他と区別していた。

　櫂士がなぜこの花を選んだのか。花詞を知れば、おおよその見当はつく。

「気にする必要など、どこにもないというのに」

　相変わらず不器用なやつだ、と再度千華が苦笑をこぼしたとき、庭の草木が大きく騒ぎ始めた

。

　目隠しを兼ねて、道との境となる庭の端のほうには背の高い草木を植えている。その草木を掻

き分けながら、何者かが千華の方へと向かってきていた。

　そんな進入の仕方をする訪問者は、どう考えても不審者であり、警戒するのが普通だろう。だ

が千華は、一瞬片眉を持ち上げただけで済ませた。その後は何食わぬ顔をしながら優雅な仕草

でもって自身を扇ぎ始めた。

　代わりにその様子を注視しているのは、音が発生するや否や即座に現れた櫂士だった。

「千華さん。これは、お迎えする予定の例のお客様でしょうか？」

「たぶんそうだろうね」

　千華は薄い微笑を浮かべてさらりと返した。けれどそんな表情《おもて》に反して胸中では、

どんな客が現れるのかと、その登場を待ち焦がれているといっても過言ではないほどに心を躍ら

せていた。

　ここは隠れ里。客など滅多に来るものではないのだ。楽しまずにいられようか。

　そんな千華と、ガザガザとざわめく草木を交互に眺めた櫂士は、口元に指を当てて考える素振



りをみせるも、すぐに手を下ろして千華に向き直った。

「それでは私はお茶の用意をして参ります」

「ああ、頼んだよ」

　櫂士が奥へと消えるのと入れ違いに、ようやく草木の壁を潜り抜けた客がその正体をあらわに

した。

　客の姿を見た千華は、相手に聞こえないくらいの音量で「おや」と呟いた。

　人——のようだが、人間ではない。

　なぜなら、客のおかっぱ頭には狸の耳がついており、お尻からは狐の尻尾が生えていたからだ

。

　千華はパチリと音を立てて扇子を閉じた。

「お前、子狐狸《ここり》かい？」

　確信をもって掛けられた千華の問いを受けて、客——子狐狸は目を丸くした。

「なんで分かったの？」

「出てるよ」

　千華は、扇子で子狐狸の耳と尻尾を指し示した。

「うそっ！」

　顔を真っ赤にして、今更でありながら、それでも何とか隠そうと足掻く子狐狸の様子に、千華

はこらえきれずに吹き出した。

　広げた扇子で顔を隠し、腹を抱えて。

　そうして千華は、すぐ側にあった鏡へと視線を向けた。鏡面に映る子狐狸は、困惑の混じる顔

をさらに赤らめて固まっていた。その姿を見つめて、千華は柔らかく目を細めたのだった。

 
「ねぇ……」
　子狐狸の正体を知っても、千華の眼差しに蔑みの色はいっこうに滲まなかった。その姿と名前

から、妖狐と妖狸の間に生まれた妖怪であることなど一目瞭然だったにもかかわらず。

　だが千華にとってその事実は、単に正体や素性を示すこと以外にはなんら意味を持たなかった

。

　異種族間で子を儲けたから何だというのだろう。ましてや親を選べぬ子供には、なおさら罪は

ない。それが千華の持論だったからだ。

　とはいえ初対面の子狐狸に千華の考えがわかるはずもない。ましてや千華の態度が、子狐狸

にとって初めて目にするものであればなおさらだ。

　通常、相手が人間であれば、妖怪というただそれだけの理由で嫌悪や恐怖の対象とされるも

のだ。だが子狐狸の場合はそれだけでなく、本来であれば仲間である妖怪から——中でも特に、

身内ともいえる妖狐や妖狸から疎まれ、蔑まれ続けてきたはずだ。

　だからこそ、ただひたすら子狐狸の仕草に対してのみ反応して楽しそうに笑い転げる千華の態

度は、不思議で仕方がなかったのだろう。最初はおっかなびっくりで声を掛け、千華の澄んだ琥

珀の瞳に促されると、意を決したように唾を飲み込んで口を開いた。



「おねえさんは私が怖くないの？」

「怖い？　かわいらしいお嬢ちゃんにしか見えないお前さんの、いったい何を怖がれというん

だい？」

　子狐狸は信じられないものを見たというように、目をパチパチと瞬いた。

「私は見てのとおり、妖怪だよ。それでも？」

　すでに開き直ったのか、耳や尻尾を隠そうとしていた両腕を広げて、子狐狸は小首を傾げた。

　それを受けて、千華は「あははは」と高笑いした。

「お嬢ちゃんは、ここがどこだか分かっていないのかい？」

「ここ？　里でしょ？」

「ああ、そうさ。確かに里には違いない。だが『人里』じゃあない」

「え？」

　意味が分からなくて呆ける子狐狸に向けて、千華はニヤリと意地の悪い笑みを浮かべて見せた

。

「この里は、妖怪のための隠れ里。だがら、ここには妖怪以外はいないよ」

　直後、「ええ——!?」という子狐狸の絶叫が木霊《こだま》した。
「え？　うそ！　だって、おねえさんは変な臭いもしないし、人間にしか見えないよ！」

「臭い？」

「そう！　おねえさんはぜんぜん妖怪臭くないの」

「それはあたしが獣系の妖怪ではないからじゃあないのか？」

　子狐狸は腕を組んで首を傾げた。

「ん……、それは関係なかったと思うけど……。ちなみにおねえさんは何の妖怪なの？」
「あたしは——」

　そのとき櫂士がお茶を持ってやってきた。

　それをチラリと横目で見やった千華は、広げた扇子を顔の近くまで持ち上げた。

「あたしらは、付喪神《つくもがみ》だよ。あたしが扇の付喪神で、そっちの櫂士が絵筆の付喪

神さ」

　クン、と子狐狸が鼻を鳴らした。

「おにいさんだったら、すっごく薄いけど確かに妖怪の臭いがするわ。しないのはおねえさん

だけ。どうして？」

　茶のしたくをこれ幸いと、何気なさを装って視線を逸らせた櫂士に反して、千華はくすくすと

楽しそうに、それでいてあでやかに笑った。

「それはね。美しいあたしには、臭いすら無粋と気づいて自ら消えていったからさ」

　子狐狸は口をぽかんと開けて、あきれを含んだ眼差しを千華に向けた。けれどもそれはほんの

わずかな時間だけで、あまりにも堂々と言い切ったその態度に、張っていた気も抜けて、初めは

吹き出すようにして、そして徐々に大口を開けて子供らしく笑った。

 



二章

「千華姐さん、大変だよ、大変！」

　顔から手足を生やした妖怪——五体面《ごたいめん》が、文字通り、倒《こ》けつ転《まろ》

びつしながら駆け込んできた。

　櫂士に淹れてもらったお茶を口に含んでいた子狐狸は、突然騒々しく登場した五体面に驚いて

むせた。

「お、可愛らしい嬢ちゃんだな。客が来ているとは知らなかったんだ。驚かせて悪かったな。大

丈夫か？」

　五体面はすまなさそうに頭を掻きながら子狐狸の側へ行くと、咳き込んでいる子狐狸の背中を

さすった。

　その行動にさらに驚いた子狐狸の思考は、混乱を極めた。無意味に手足をばたつかせ始めた子

狐狸を見た五体面は、そこではたと挙動不審の原因が自分だと気づいた。

「おお、すまねえ。嬢ちゃんとはいえ、女の人には変わりないからな。俺みたいなのに触られた

くはないよな。ほら、俺はもう手を離したから落ち着け。あとは千華姐さんにさすってもらいな

」

　五体面は万歳をするように両手を上げ、ゆっくりと後退りして子狐狸との距離をとろうとした

。そんな五体面の腕を、子狐狸はいくらか咳を残しながらもはっしと掴んだ。

「ちがっ……」
「嬢ちゃん？」

「な……んでっ」
　子狐狸が何をしたいのか。そして何が言いたいのか。五体面にはさっぱり見当がつかず、助け

を求めるように困惑した顔を千華へと向けた。

　それまで完全に第三者として傍観していた千華は、五体面の目配せを受けて、あきれたように

肩をすくめた。

「やれやれ、どっちも不器用だねえ……」
　そうは言いながらも、千華は腰を上げると子狐狸の背後に移動して、彼女の背中をやさしく

さすった。

「子狐狸、まずはその咳を落ち着かせな。話はそれからだよ」

 
　ようやく咳が治まった子狐狸は、櫂士に淹れなおしてもらったお茶を飲んで一息ついた。

　その間に、部屋の隅で、五体面は転んだ際についた体の汚れを拭き取っていた。

　そうやって二人が落ち着いたところを見計らって、まずは千華が口を開いた。話しやすいよう

にきっかけを与えるためだ。

「子狐狸、さっきは五体面に何を言おうとしてたんだ？」

　子狐狸はいったん開きかけた口を再び閉じて俯いた。

　大体の予想がついている千華は、子狐狸の頭を軽く撫でて再度促した。



「大丈夫だから、言ってみな」

　ぎゅっと両手を握り締めた子狐狸は、勢いよく顔を上げて、五体面とまっすぐ向き合った。

「あのっ！　さっきはごめんなさい。——おじさんに触られるのが嫌だったんじゃないの。そ

うじゃなくて……、やさしくされたから！　おじさんが私にやさしくしてくれたから、だから驚
いただけなの！」

　再度ごめんなさいと謝罪しながら、子狐狸はぎゅっと目を閉じて頭を下げた。そしてそのまま

五体面の反応を待った。

　そんな子狐狸の態度に好ましさを覚えて微笑んだ千華は、五体面へと視線を向け、そして大き

なため息を一つ吐き出した。

　五体面は自身の予想とは真逆だった理由に大きく驚いたうえに、子狐狸の勢いにも気圧されて

、目と口を開いたまま固まっていたのだ。

　反応の無さを訝った子狐狸が、そっと顔を上げて見返しても、五体面は復活しなかった。

　千華は額に手をやり、首を小さく左右に振った。

「これ、五体面。子狐狸が返事を待ってるよ」

　あきれた千華が閉じた扇子で軽く五体面の頭を叩いて、やっと金縛りから開放されたようだ。

恥ずかしそうに縮こまりながら、五体面はばつが悪そうに後頭部を撫でた。

「すいません、千華姐さん。余計な手間掛けさせちまって……」
「あたしはいいから、子狐狸に答えておやり」

　五体面は首肯して、子狐狸に向き合った。

「嬢ちゃんにも迷惑かけて悪かったな」

　子狐狸はふるふると首を振った。

「どうして？　どうしてそんなにやさしくしてくれるの？」

　子狐狸は今にも泣き出しそうな感じに顔をしかめ、五体面は不思議そうな顔をした。

「私は『子狐狸』なのに……」
　指で軽く頭を掻いた五体面は、チラリと千華を一瞥して手助けが無いことを確認すると、考え

考え言葉を発した。

「なあ、嬢ちゃん。俺には、嬢ちゃんが何を言ってるのかさっぱりわからねえ。わからねえけど

、でも、嬢ちゃんは、千華姐さんの客だろう？　だから、やさしく……かどうかはわからねえ
けど、俺ができる範囲で礼は尽くすぞ。——そもそも、嬢ちゃんに限らず、変な奴や危ない奴だ

ったら、この家で普通に客としてもてなされることなんかあるわけがねえってことを俺は……、
俺だけじゃなく、これはこの里に住んでる奴なら誰だって知ってることなんだ。だから俺たちは

、千華姐さんの評価を無条件で信じてるんだ。そんなわけで、嬢ちゃん自身が自分のことをどう

思おうと、俺たちは千華姐さんに従う。客は客としてもてなす。ただそれだけだ」

　言いたいことが伝わっただろうかと、五体面は不安そうに子狐狸を見返した。その眼差しを

受け、子狐狸は小さくうなずくと、どこか照れくさそうに笑った。

 
　一応の決着がついたところで、千華は扇子で鳴らした音で、二人の注意を引いた。



「誤解が解けたところで、こっちの話に入るよ。——さて、五体面、何が大変なんだい？」

「おおーっと、そうだった」

　すっかり和みかけていた己を叱咤するように、ペシリと自分の額を叩いてから、五体面はわず

かに千華の方へと身を寄せた。

「千華姐さん、大変です。はるか東の地で起きてる洪水から逃れてきた火鼠《ひねずみ》が、そ

こで瓶長《かめおさ》の爺さんを見たと言ってるんです。それだけでなく、洪水を起こしてる

のが、その瓶長だっていうんですよ！」

　千華はすっくと立ち上がった。

「櫂士、五体面。今すぐその火鼠をここへ連れてきな」

 
　　　◇　◇　◇

 
　火鼠から詳しい話を聞いた千華たちは、朧車《おぼろぐるま》に乗って東の地を目指していた

。

　最初は千華と櫂士の二人だけで向かうつもりだったのだが、何を思ったのか、突然子狐狸も一

緒に行きたいと言い出した。

　子狐狸から必死な眼差しを向けられた千華は、自分の身は自分で守るように約束させただけで

同行を許可する。

「よろしいのですか？」

　そっと櫂士がよこした耳打ちにも、千華は大様に構えてあっさりとうなずいた。

「本人が行きたいと言っているんだ。連れて行ってやればいいさ」

　そうして千華と櫂士と子狐狸の三人は、疾走する朧車が奏でる牛車特有の軋みを聞きながら、

数日をかけて東の地へとやってきたのだった。

　辿り着いてみれば、話に聞いた以上に被害は拡大していた。火鼠がこの地を後にしてから更に

日数が経っているのだ。無理もない。

「……瓶長は未だに水を流し続けているってことだね」
　千華は、眼下に広がっている平地を大量の水が覆いつくしている光景をその目で捉えて、顔を

しかめた。形のつかめない想いが溢れてきて、煽られたように瞳が揺れる。

「大丈夫ですか？」

　櫂士が囁くように訊ねた。

　相前後して千華の手の甲に、櫂士の手が気遣うようにそっと置かれた。そこで初めて、千華は

自分が固く拳を握り締めていたことを知った。

　ゆっくりと手の甲を撫でる櫂士の手の温もり。穏やかさ。それらにつられるようにして、徐々

に千華の全身から余分な力が抜けていった。

「もう大丈夫だ。——ありがとう、櫂士」

　ようやくこわばりが解けきった千華は、ばつが悪そうに扇子で顔を隠す。

　そんな千華を見て、櫂士は安堵したように愁眉を開いたのだった。



 
　話しかける間《ま》をつかむために、そんな千華と櫂士の様子をそっと眺めていた子狐狸が、

ようやく訪れた機会に、すかさず小首を傾げながら訊ねた。

「おねえさんたちは、その瓶長って妖怪とは、知り合いなの？」

　答えたのは千華だった。

「ああ、そうだよ。あたしも櫂士もずいぶん昔に世話になってね。知り合いというより、恩人

だね」

「どんな妖怪なの？」

「瓶長は水瓶の付喪神でね。瓶にはいつもいっぱいの水を抱えている。その水は使えば使っただ

け自然に補われて、絶えず瓶が満水になるようになっているのさ」

「じゃあ……」
　千華は目を伏せて、閉じた扇子の先を眉間に当てた。

「そう。本当の犯人が誰にせよ、瓶長にも、これだけの水害を起こせるだけの力があるというこ

とだけは間違いないね」

 
　今現在は田畑を中心にして水没している。ちょうど川が大きく蛇行している場所だったため、

増した水の勢いと水かさは、容易にその弱点をついて周囲の田畑を次々と飲み込んでいった。

　徐々に広がっている水という魔物。

　このままでは、江戸の城下町へ襲い掛かるのもあとわずかといったところだろう。

　あの江戸城には、この国の頂点に座している人物が住んでいる。すでに原因を探るべく兵を上

流へと遣わしていることだろう。

　鉢合わせてしまうだろうか。

　千華は一瞬思案したが、すぐに口元に笑みを浮かべた。

　朧車は自身の妖力によって、中にいる存在ともども徒人の目には映らないようにしているのだ

。万が一見られたとしても、早々に眠らせてしまえばいいだけなのだと気づいたからだ。

　そうして千華たち一行は、瓶長を見つけるために、隅田川の上流へ向かったのだった。

 
　　　◇　◇　◇

 
　ピクリと千華が手にしていた扇子が跳ねた。

　直後、空気の中に異質な気配が混じり始め、妖怪の存在を知らしめる。

「どうやら何かがお出ましのようだね」

　瓶長なのか、別の何かなのか。実際に目にするまではわからない。

　千華は精神統一でもするかのように静かに深呼吸をした。

　牛車の軋む音が消え、朧車が動きを止める。

　朧車からの無言の促しを受けて、千華たちは辺りの気配を窺いながら、外に出た。

　そんな彼女たちの視界に最初に映ったのは、すでに息絶えている武士と思われる人間たちと、



この地に住んでいたと思われる雑鬼たちの骸《むくろ》。

　千華が持っていた扇子が、握り締める力に不服を唱えるかのように、キシリと鳴いた。

　続いてゆっくりと巡らされた千華の瞳には、中央にいる瓶長と、その周りにいる数頭の狗賓《

ぐひん》の姿が映りこむ。狗賓とは狼の姿をした天狗の一種で、本来は山の神の使者ともいわれ

るほどの妖怪だ。その狗賓がなぜこのように牙をむいたのか。瓶長も狗賓もそういうことをする

性質の妖怪ではないのだ。

　千華は眉間に深い皺を刻み、さらに注意深く見つめた。

　やがて千華は目を瞠る。

「操られているのか！」

　ようやく得心がいったと、千華は右手に持っていた扇子で、左の掌を打った。

　櫂士も同意見だとうなずいた。

「問題は誰が瓶長たちを操っているのかということですね。瓶長だけならまだしも、狗賓は仮に

も山の神の使者。そう簡単に術をかけられるわけではありませんでしょう」

「どこかに黒幕がいるということだな」

　さて、どうするか。千華は手にしている扇子へと視線を落とした。

　今ここには黒幕の気配はない。自分たちを除けば、後は瓶長と狗賓の群れだけ。

　操られているだけなら、解放すればいい。そうすれば黒幕の情報も入るし、山の神の使者を滅

することにより生ずる、ややこしい事態に巻き込まれずにも済む。まさに一石二鳥とはこのこと

をいうのだろう。

　千華はニヤリと笑った。

「櫂士、五色唐辛子《ごしきとうがらし》と月見草と飛燕草《ひえんそう》と猫柳を！」

　ただそれだけで櫂士には通じる。

　即座に無地の扇子を取り出した櫂士は、千華が言った四つの花をすばやく描いた。

　五色唐辛子の花詞は『悪夢がさめた』。月見草の花詞は『自由な心』。飛燕草と猫柳の花詞は

いずれも『自由』。

　言霊は力となる。つまり、これらは、操られている瓶長や狗賓たちを解放する力を持つ花々だ

った。

「千華さん、どうぞ」

　描きあがった扇子を、櫂士は恭しく差し出した。

　受け取った千華は、即座に踵を返す。

　ゆっくりと歩を進めながら千華は櫂士に命じた。

「お前は朧車と子狐狸とともに、ここで結界を張って控えていてくれ」

「わかりました」

　櫂士は承諾の言を返すと、早速懐から五本の扇子を取り出した。次いでその扇子を頭上へと放

り投げる。五本の扇子は空中で散開し、櫂士たちを取り囲むようにして地面に突き立った。

「結！」

　櫂士が凛と唱えた呪文を受けて、地に突き立つ扇子同士を繋ぐ線が浮かび、五芒星を描く。描



かれた五芒星は、自身の姿であるその線を輝かせながら、櫂士たちを包み込むように光の紗幕を

立ちのぼらせて、守りの結界を築いた。

　その様をぽかんと口を開けて見ていた子狐狸が、はたと我に返り、櫂士を見返す。

「おにいさんって祈祷師だったの？　妖怪なのに？」

　クン、と鼻を鳴らし、櫂士から妖怪の臭いがすることを再度確認しながらも、子狐狸はどうに

も確信がもてない様子で、とても不安そうに訊ねてきた。

　その素直な反応を受けて、櫂士は少しだけ困ったような顔で微笑んだ。

「私は千華さんがおっしゃったように絵筆の付喪神で、妖怪ですよ。ただこの姿は、千華さんの

本体である扇子を作られた寺僧の姿を映しています。違う点はといえば……」
　そういって櫂士は自分の髪を一房つまんだ。

「この髪くらいでしょうね。彼は寺僧でしたから、当然剃髪していますので。——私のこの髪は

筆先なんですよ」

　少し照れたように告げてから、それで、と櫂士は表情を改めた。

「その彼——名を花崗《かこう》といいますが、その花崗は陰陽師の血に連なる生まれでした。

遡れば、安倍氏や賀茂氏に通じるほどの血です。もっとも、陰陽師といえばこの二家といわれる

ほどの名家に生まれたとしても、見鬼の才が全くない者など幾人もおります。そうした者たちは

陰陽道に一切関わることなく普通の民たちと同じ人生を送っていくわけですが、そんな忘れ去ら

れた遠い外戚の中にポツリと力を持って生まれたのが花崗です。もはや、見鬼の才について何の

知識も持たない家に突然生まれてしまった力のある子供と同じ境遇ですから、当然周りの者は扱

いに困りました。だから花崗には寺僧になるしか道がありませんでした」

　櫂士は遠い場所を見つめるような視線を宙に投げた。過去を思い出しているのだろう。

　子狐狸は静かに待った。

　そうして櫂士は再び口を開いた。

「花崗が勤めた寺は、新善光寺——通称を御影堂《みえいどう》といいます。祖扇といわれてい

る久寿扇《くすおうぎ》が玉織姫の手によって作られた寺です。そして、そんな扇子が作られる

過程ともたらした業《わざ》をじかに目にしていた花崗は、ようやく持て余していた己の力の使

い道を見出して扇面絵師を目指しました。そうして唯一仕上がった作品が千華さんであり、その

時使われた絵筆が私です」

　そう言いながら櫂士は自身の胸に手を当てた。そして微笑む。

「そうした関係で、私たちは、少々妖怪としては破格な術が使えたり、微妙な気配がしてしまう

ようです」

　おわかりいただけましたか、と櫂士に訊かれた子狐狸は、素直にうなずいた。

 
　そんな会話を交わしている櫂士と子狐狸を背後に、千華は瓶長や狗賓と対峙していた。

　櫂士から受け取った、いつもの夏扇より少しだけ大振りの中啓《ちゅうけい》と呼ばれる扇子

。その扇子で口元を隠して、千華は厳かに言った。

「我は千華。千《せん》は扇《せん》に通じ、華《か》は花《か》に通ずる。我は扇《おうぎ》



の花《はな》——扇花《せんか》なり！」

　千華がそう言い放った直後、漆黒一色だった長着の裾側から、一気に花の絵が浮き上がって

きた。扇に描かれた花々。花々を描いた扇。瞬く間に千華の長着はそうした扇と花の絵によって

、まさに百花繚乱と思わず感嘆してしまうほどに、無数の花々に埋め尽くされていった。

　スイと伸ばされた腕の先、千華が扇子で指し示すのは操られている妖怪たち。

「我が望むは、彼らの解放！」

　千華が一歩足を踏み出すと、狗賓たちもいったん力をためるように伏せた後、一気に飛びかか

ってきた。

　いっせいに向かってくる狗賓たちの牙を器用に避けながら、千華は持っている扇子の面で彼ら

の眉間を打っていった。

　それなりの硬さがある親骨の部分ではなく、花の絵が描かれている扇面の部分でだ。それでは

狗賓にとっては何の障害にもならないだろうと思われた。しかし、どうしたことか。実際にはそ

うやって眉間を打たれた狗賓たちは次々と地に倒れるようにして横になり、そのまま眠ってしま

っていた。

　まるでいくつもの弧を描きながら宙を舞うかのように華やかかつ軽やかに移動しながら、とう

とう水を撒き散らすというささやかな抵抗をしていた瓶長までも、一切濡れることなく眠らせて

しまった。

　ようやく足を止めた千華は、扇子を閉じる。その扇子を頭上に掲げ。

「急急如律令！」

　刃に見立てた扇子を袈裟懸けに切り下ろした。

　直後、眠っている瓶長や狗賓の眉間から、吐き出されたように勢いよくどす黒い靄《もや》が

立ちのぼる。が、扇子を帯に挿し、空いた手で千華が拍手《かしわで》を二回打つと、その靄も

すぐに霧散するように掻き消されていった。

　辺りを見渡して、悪しき気配が消えたことを確認した千華は、膝をついて、眠る瓶長の体を軽

く揺すった。

「じじ様。瓶長のじじ様」

　幾度か繰り返すと、ようやく瓶長の瞼がゆっくりと持ち上がった。

「じじ様、千華です。わかりますか？」

　千華の呼びかけに、瓶長は最初こそぼんやりと眺めているだけだったが、やがて意識もはっき

りとしてきたのだろう。一瞬驚きで目を瞠ったあとは、うれしそうに相好を崩した。

「嬢ちゃんか。久しぶりだのー。元気そうでよかったわい」

「ええ、じじ様のおかげで、こうして今も元気に過ごしておりますよ」

　起き上がろうとする瓶長に手を貸した千華は、事の次第を問いかけた。

「それで、じじ様。いったいどうしてこのような事態になったんです？」

 



三章

　瓶長が問いに答えようと口を開きかけたとき、千華は見知らぬ気配が突然降《お》り立ったこ

とに気づいた。とっさに瓶長の口に軽く手をそえるようにして、声をふさぐ。そして警戒しなが

ら辺りを窺った千華は、狗賓のそばに立っている烏天狗を見つけた。

　千華が気づくと同時に、烏天狗もこちらに体ごと視線を向けてきた。

「我らが眷属を忌まわしき傀儡《くぐつ》の糸から解き放ってくれた礼を言おう。——有難う」

　気高き天狗が礼を述べるだけでなく、一介の妖怪でしかない千華に対して頭まで下げたものだ

から、千華も瓶長も、そして一人だけ結界から抜けて千華たちの近くに来ていた櫂士も、皆一様

にあからさまに驚愕した姿をさらした。

「……いや、こちらにはこちらの事情があってしたこと。お気になさらずに。まあ、とにかく互
いに大きな怪我がなくてよかったとだけ言っておこうか」

　しどろもどろに言葉を返しながら、ようやく目を覚まして起き上がりだした狗賓たちを視界の

端に捉えて、千華は安堵した。

　山の神からの八つ当たりは御免蒙《ごめんこうむ》りたいと、確かに思っていた。だがなんだ

かんだいっても、しょせん狗賓の天狗としての位《くらい》は最下位だ。何かあったとしてもそ

う大事《おおごと》にはなるまいと、いくらか楽観していたことは否めない。それが蓋を開けて

見れば、それなりに上位の烏天狗がこうやって顔を見せたのだ。

　再度心の中で「本当に皆無事でよかった」としみじみと呟いた千華は、気持ちの区切りをつけ

るために一度うなずくようなしぐさをすると、瓶長に向き直った。

「それで、じじ様。先ほどの続きですが、誰に操られていたんです？」

「魃《ひでりがみ》じゃよ」

　瓶長はいかにも口惜《くちお》しいというように、下を向いて奥歯を噛み締めていた。

　魃とは、日照りを司っている神が荒魂《あらみたま》と化した、目と手足が一つずつの獣の姿

をした妖怪である。

「それで、その魃は今どこにいるんです？」

　そんな厄介な存在が黒幕だったのか。千華は内心で覚えた困惑を隠し、それほどの存在であり

ながら気配が全く感じられないことを不思議に思いながら居場所を問うた。

　しかし返ってきたのは、「わからない」という無念そうな言葉。

　念のため狗賓たちにも確認してみたが、答えはやはり同じだった。

　さて、どうしたものか。

　千華がここに来た本来の目的は、洪水は瓶長の仕業だという火鼠の言が事実かどうかの確認。

そして。事実であった場合は、瓶長を説得して大量の水を流して川を溢れさせることをやめさ

せて、里へ連れ帰る。この二点だ。そしてそれはほぼ達成されたといってもいいだろう。

　だからこのまま瓶長と一緒に朧車に乗って、里へと帰ればいいだけだ。

　畢竟《ひっきょう》するに、居場所のわからない相手ではどうすることもできないのだから。

　千華は櫂士へと目をやった。引き上げる旨を伝えるために。



　しかし、それを止《とど》める少女の声が響いて、千華の口をふさいだ。

「魃なら土佐にいるわ！」

　その場にいる全員の視線が少女へと集中する。皆が抱《いだ》いた疑問を、千華が代表して訊

ねた。

「子狐狸？　どうしてお前がそんなことを知っているんだい？」

「だって私が生まれ育った場所は土佐だもの」

　そうして子狐狸は、旱魃を起こして仲間たちを苦しめている魃を、退治することができる存在

を探して旅をしていたのだと告白した。

「おねえさんだったら、あいつのこともさっきみたいにやっつけることができるんでしょう？　

だからお願い！　あいつを……魃を退治してください！」
　子狐狸はそういって頭を下げた。

　千華が櫂士に向かって目配せすると、櫂士は小さく首肯した。

　それを受けて、千華は子狐狸に向き直った。

「なあ、子狐狸。魃を退治できるものを探しているといったね？　だが、わざわざこんなところ

まで旅をしなくとも、土佐といえば、隣の伊予に、四国最大の神通力を持ち、八百八匹もの眷属

を従えている妖狸——隠神刑部《いぬがみぎょうぶ》がいるだろう」

　子狐狸は項垂れて、ゆっくりと首を左右に振った。

「隠神刑部様や八百八匹の親分狸さんたちは、みんな揃って久万山《くまやま》に封じられたか

ら無理なの……」
　千華と櫂士は思わず顔を見合わせた。

　そんなことは全く知らなかった。

　なにせ、普段は隠れ里に引きこもっているのだ。外の情報はなかなか入ってこないため、どう

しても世情に疎くなってしまう。

「……そうだったのか。それで隠神刑部の代わりを探していたんだね」
　子狐狸は下を向いたまま、うなずいて答えた。

　仕方が無いね、と苦笑いを浮かべながら、千華は肩をすくめた。ここまでかかわってしまった

のだ。瓶長も魃の居場所がわかった以上、一矢を報いもせずに憤懣やる方ない思いを抱えたまま

では里へ帰れないだろう。覚悟を決めた千華は、櫂士を見返す。

「もちろん、お供いたします」

　他に選択肢など一切無いというように、迷いの無い穏やかな微笑を浮かべながら櫂士が応えた

。

　次に千華が視線を向けた先にいたのは、瓶長。

「わしも行くぞ。旱魃を起こしておるんなら、わしの水が役に立つだろう」

　半ば反射的に止めそうになった千華だったが、瓶長が同行すると言い出すことは最初から予想

していたことだ。瓶長の言い分ももっともだと自分に言い聞かせて、彼の意見を受け入れた。

　残りは子狐狸だ。しかし子狐狸はどのみち家に返さなくてはならない。それにどう言ったとし

ても、結局は一緒についてこようとすることなど、すでにわかりきっていたため、問うことすら



しなかった。

　かわりに言ったのは。

「子狐狸、先に朧車に乗っといで。こうやってみんなで土佐まで行くのも一興だろう」

　勢いよく顔を上げた子狐狸は、千華の顔をまっすぐ見返して破顔した。元気にうなずくと、踵

を返して軽い足取りで朧車へと乗り込んだ。

 
　そんな子狐狸をほほえましい気持ちで眺めながら、千華は櫂士と共に朧車へと向かおうとした

。

　そんな千華たちの足を止めたのは、烏天狗だった。

「お待ちください。その朧車で江戸から土佐へ行くには時間がかかりすぎるでしょう。狗賓を助

けてもらったお礼として、土佐までの道行きを助力したい。お受けいただけるだろうか」

　それは確かにありがたい申し出ではあった。千華は櫂士を仰ぎ見る。彼は少々困惑した顔をし

ていた。無理もない。千華とて同じ表情をしていたのだから。

「助力といいますと……、具体的にどのような……？」
「私の仲間を呼んで、朧車に乗られたあなた方ごと持ち上げて、空中を移動いたします。何の障

害物もない空をまっすぐ進めば、それだけ早く到着できますよ。そうですね。十人で運べば、

一日。遅くとも二日あればたどり着けるでしょう」

　遅くとも二日。それは確かに魅力だった。

　櫂士が同意するようにうなずくのを確認した千華は、烏天狗の申し出を受けた。

　そうして千華たちは朧車に乗ったまま、土佐に向かって空の旅に出ることとなった。

 
　　　◇　◇　◇

 
　朧車に引き綱をつけて、それぞれの端を烏天狗がつかんでいる。そんな気分的に少々不安を覚

えてしまう状態にさえ慣れることができれば、空の旅もなかなか楽しいものだった。何せそっと

覗き見た下界は、初めて目にするとても不思議な景色だったのだ。木のてっぺんから地上を見下

ろすのとは全く違うし、山の頂上から麓を見下ろすことともどことなく相違を感じる。

　そうやって最初は景色を楽しんでいたが、やがて海上に出ると、見える景色はほぼ海だけ。次

第に飽きてしまい、めいめいが牛車の側面にもたれるようにして適当にくつろいでいた。

　そうした時間の中で、ふと千華の脳裏に疑問が浮かんだ。そしてちょうど隣に座っている瓶長

の方へ少しだけ体を向けた。

「そういえば、じじ様。どうして江戸に居られたんです？」

　目を閉じてじっとしていた瓶長は、千華の問いかけに、あくびをもらしながらゆったりと目を

開けた。

「ああ、ちょうど江戸に住んでいたんじゃよ。だから魃のこともすぐに気づいて、わしにできる

範囲で何かしら対抗しようとしたら、あっさり術中に落ちてしまったわけじゃ。嬢ちゃんには迷

惑かけてすまんかったのー」



「そのことはもういいんですよ。そうじゃなくて。——じじ様、心配したんですよ。旅に出る

と言って里を後にしてから、一度も戻ってこないんですから」

「そりゃすまんかったのー。若い夫婦《めおと》の邪魔をしちゃならんと思うてのー」

　千華は瓶長の勘違いを知って、苦笑をこぼした。

「あたしらはそんなんじゃありませんよ。ですから気遣いは無用です」

「なに!?　お前たちはずっと一緒に暮らしておったんじゃろう？」
　櫂士、と瓶長は少々荒らげた声で、千華の正面に座っていた櫂士を呼んだ。

「お前、女子《おなご》に恥をかかせるようなことをしとったんか？　何でじゃ？」

　瓶長は櫂士が腰を上げるよりも先に詰め寄った。そんな二人の間に、慌てて千華が割り込む。

「じじ様、じじ様。あたしのことなら、いいんですよ」

「じゃが、あそこまでして嬢ちゃんを助けておきながら、あとは何もなしっちゅうのはどうにも

解せんぞ。無粋なんてもんじゃない。櫂士、お前はそれでも男か!?」
　最初は、割り込んだ千華を咎めることなく言葉を返していた瓶長だったが、その間も機嫌は下

降の一途をたどり、ついには火がついて櫂士に説教を垂れながら再度問い詰めようとした。烈火

のごとく怒る瓶長に、千華は瓶の中の水が沸いてしまうのではないかと、不謹慎でありながらも

思わずそんな下世話な心配を心の片隅でしてしまった。元はといえば、自身の不用意な発言から

このような事態になっているのだ。こんなことを考えている場合ではないと胸中で戒め、今はと

にかく瓶長を落ち着かせようと口を開いた。

「じじ様、だから、もういいんですって！」

　千華のその言葉に、初めて櫂士の体が微かに動いたが、ただそれだけだった。言葉も何もない

。

　そんな櫂士を見つめて、瓶長は深いため息を吐いた。

「いい夫婦になるだろうと思うて、あの家を遣ったんじゃが……、わしの見立ては外れだったよ
うじゃの……」
　どことなく寂しそうに肩を落とす瓶長を前にして、千華はただ目を伏せることしかできなか

った。

　期待に沿えず申し訳ない。そう口で詫びることならいくらでもできる。けれど、それで瓶長が

元気になるわけではない。一時凌ぎにすらならないなら、何も言わないほうがまだましだろう。

　気まずい雰囲気の中。傍観していた子狐狸が突然、櫂士に向かって突拍子もないことを言い出

した。

「じゃあ、私がおねえさんをもらってもいい？」

　子狐狸のこの台詞に驚いた千華と櫂士は、大きく目を見開いた。

「子狐狸、お前は女の子だろう？」

　千華が子狐狸のおかっぱ頭を見ながら訊ねた。おかっぱは少女の髪形だからだ。

　それに、と千華はこめかみに指を当て、自身の記憶を探った。

「雲外鏡《うんがいきょう》でも確認したが、何も不審な点はなかったし、髪も確かにおかっ

ぱだった。いったいどういうことだい？」



　千華の家にあった鏡は、相手の正体を映し出す鏡——雲外鏡だった。普段は居候の代価として

、ただの鏡として振舞っているが、必要に応じて、雲外鏡本来の力である、相手の本質を鏡面に

映し出すということもしていた。あの隠れ里を訪れたものは皆、知らず知らずのうちに雲外鏡

によって本性を調べられていたのだ。隠れ里の住人が、千華の評価を無条件で信用していた背景

には、千華の人柄だけではなく、雲外鏡の存在も確かにあった。雲外鏡という明確な裏打ちの

基で、判断がなされていたからだ。

「どういうことって言われても、どちらも、としか答えようがないの。お母様にとっては女の子

の方が色々と都合がよかったとかで、女の子として育てられたけど、私は女でもあるけど男でも

あるから」

　子狐狸はどこか寂しそうに小さく微笑した。すでに何かを諦めているからなのか、どうなのか

。

　雲外鏡で正体を覗き見たとしても、ただそれだけで子狐狸の内実すべてを千華が把握できるは

ずはない。異種族の両親の間に生まれただけではなく、両性具有でもあったなら、さぞかし風当

たりは強かっただろうと、そんな当たり前のことを思うことしかできない。だから千華はこの話

題についてはもうそれ以上触れようとはしなかった。

　ただ本題へと戻ろうとした。そう思った千華より、子狐狸のほうが行動が早かった。千華に真

剣な顔を向けて、

「それともおにいさんをもらったほうがいい？」

　と。

　もはや千華の思考は停止寸前となった。

「お前、何を言って……」
「だって、おにいさんもおねえさんもはっきりしないもの。つまり、その程度の想いしかないっ

てことでしょう？　『好き』の一言すら言えないだなんて、私には理解できないもの。私はおに

いさんもおねえさんも好きよ」

「……意思表示はしていたさ」
　千華が搾り出すように、反論としては弱弱しい言葉をつむぐ。

　けれど子狐狸には千華の葛藤は少しも伝わりはしなかった。

「意思表示ってどんなこと？　それで通じたの？　通じなきゃ何もしていないのと一緒だよ」

　苦しそうに顔をしかめて、千華は視線を逸らせた。

　それが逃げでしかないことをわかっていながら、それでも今は子狐狸の顔も櫂士の顔も見れ

なかった。見返すことができなかった。

 



四章

　重苦しい沈黙が続く中、どうにか一行《いっこう》は土佐へと到着した。

　ここまでくれば、さすがに魃の気配が微かではあったが感じることができた。

　状況を思い出したことで、皆が気持ちを切り替えて気を引き締める。

　あまり近寄りすぎて空を飛んでいるところを攻撃されることだけは避けたいと、多少の距離

をとって早めに地面へ下ろしてもらった。

　ようやく宙吊り状態から開放され、朧車はたいそう喜んだ。

「ここまででいいよ。ありがとう」

　運んできてくれた烏天狗に向かって、千華が礼を言った。

　しかし、烏天狗に立ち去る気配は無い。

　千華は、やっぱりというようにため息をついた。

「悪いが、あなたたちでは無理だろう。それに、勝手のわからない者たちと一緒に戦うのは、か

なりの危険を伴うので避けたい。そもそもあいつには傀儡の技がある。万が一あなた方があいつ

に操られでもしたら事だ。あたしはそこまで面倒は看きれないよ」

　はっきり言い切れば、烏天狗たちから不服そうな顔が惜しげもなく返された。

「もしあなた方が操られるようなことになったら、退治してもいいのかい？　狗賓たちのときと

同じ扱いができるほど、お前たちは弱くは無いだろう。もしもの場合は、そうするしか方法が無

いんだよ。それでもあたしの邪魔をするのかい？」

　脅しをかけるように、低めた声音で千華が問うた。

　けれど、千華にとっては脅しではなく、本気で本音だ。

　自分たちを守るためには、退治するしかない。それは理性が導いた正しい判断なのだ。

　なんだかんだといっても、烏天狗はそれなりの力を持っている。操られるままに攻撃されれば

、こちらにかなりの被害がでてしまう。悠長に技の開放などしている余裕は、千華にすらない

のだ。

「言葉通り、一日で土佐まで連れてきてくれたことは、本当に感謝している。けれど狗賓を助け

た礼というならこれでじゅうぶんだし、報復したいと思っているのなら、それを止めてやるのが

あたしにとっての親切だ。休憩を与えてやれなくて悪いが、今すぐにここを立ち去れ」

　千華は後方を振り返った。

　そこでは櫂士が、朧車たちを包む結界をすでに築いていた。

「櫂士、靫蔓《うつぼかずら》を」

　それだけを伝えると、千華は再び烏天狗たちへと向き直った。

「どうした。あいつはこちらに向かってきているんだよ。何を悠長に立っているんだい。とっと

と帰らないと手遅れになるだろう」

　これだけはっきりと感じている魃の気配。けれど烏天狗たちにはわからないようだ。

「早く往ね！」

　尻を叩くかのごとく、千華が大声で命じた。



　そんな千華を櫂士が呼ぶ。扇子が用意できたのだ。

　これ以上は付き合っていられないと、千華は踵を返して櫂士の元へと向かった。忠告はした。

これ以上は自己の責任だ。千華には彼らを守る義務は無い。

　そうして櫂士から二本の中啓を受け取ったところで、烏天狗たちもようやく魃の居場所をつか

んだようだ。

　この時間差が力の差でもある。

　烏天狗たちは、ようやく千華の言葉を理解したようだ。

　翼を広げた彼らは、大急ぎでその場から飛び去っていった。

　それを横目に見た櫂士が、あきれたように呟いた。

「ようやくお帰りくださいましたね」

「ずいぶん遅かったからね。あいつにつかまらなければいいんだけどね……」
「まっすぐこちらに向かっている様子ですから、とりあえずは千華さんがお相手をされていれば

大丈夫ではないでしょうか」

　気休めとわかっている言葉でも、冗談のように告げられればかえって楽に受け止められるも

のだ。

　にっこりと微笑む櫂士にあわせて、千華も微笑んだ。

「わざわざ御出でいただいていることだしね。こちらも出迎える準備を整えるとしようかね」

　千華は櫂士に背を向けて、適度な空間を得るべく歩を進めた。

 
　　　◇　◇　◇

 
「我は千華。千は扇に通じ、華は花に通ずる。我は扇の花——扇花なり！」

　千華が解呪を唱える。すると、瓶長と狗賓を助けたときと同じように、漆黒一色だった長着は

、花が描かれた扇子という絵柄で覆いつくされていった。

　封印を解いて妖力を開放したところで、魃が目視しうる距離まで近づいた。千華は、櫂士が用

意した二本の中啓をひとまず帯に挿して、拍手《かしわで》を二回打った。

「臨、兵、闘、者、皆、陣、列、在、前！」

　刀印を組んで九字を切る。

「オン、アミリティ、ウン、ハッタ！」

　先手必勝とばかりに、続けざまに次の呪文を唱え、まずは軍荼利明王の蛇の力でもって魃を拘

束しようとした。

「縛！」

　しかしその蛇を、魃はあっさりと引きちぎって逃れてしまった。

　それを見た千華は、思わず顔を引き攣らせて乾いた笑声をもらしてしまった。

「ははっ、さすが魃。ちょっとした障害物にすらならなかったようだね……」
　仕方がないので、地道に追いかけようとした。とにかく体に触れることができるだけの距離に

近づかなければ、帯に挿したままになっている中啓が使えない。しかし走り出そうとした千華の



足を止めたのは、前方をふさぐ妖狸の群れだった。

　千華の瞳に剣呑な気配が宿る。

「ここでもか……」
　妖力の弱さからいって、きっと久万山に封じられた八百八匹の親分狸に仕えていた狸たちだ

ろう。

「今はお前たちの相手をしている暇はないんだよッ」

　再び刀印を組んだ千華は、先ほどとは異なる呪を、これまた異なる順での四縦五横にて九字

を切った。

「天、元、行、躰、神、変、神、通、力！」

　とたんに次々と狸たちが倒れていく。

「力は弱めにしておいたからね。しばらくそうやって寝ていなっ」

　気を失って地面に横たわる妖狸たちの間をすり抜け、千華は逃げた魃を追った。

 
　その様子を結界の中から見ていた櫂士は、そっとため息をついた。

　そして横に立つ子狐狸へと視線を移す。

「私も所用で、しばらくの間ここを離れます。子狐狸さんは皆と一緒にこの結界の中でお待ちく

ださい」

　やさしいけれど、異論を許さぬ口調で告げた櫂士は、ゆったりとした足取りで結界の外へと

向かった。結界を築いた本人である櫂士は、何の妨げも制約もなく、自由に出入りすることがで

きる。

　すんなりと外に出た櫂士は、いったん周囲に視線を巡らせると、奇妙な足運びで歩き始めた。

　時折しゃがんでは、地面に何かをするように腕を動かす。

　そうして再び結界内へと戻ってきたときには、ずいぶん時間が経っていた。

「何をしていたの？」

　当たり前のことを訊ねた子狐狸に向けて、櫂士は立てた人差し指を己の唇に当てて見せた。

「ここで答えてしまうと、それが言霊となって効力がなくなってしまいますので、内緒です。こ

れ以後は遠回しな表現であっても話題にしないでくださいね」

　邪魔をしてはいけない、と子狐狸は小さくうなずいて素直に従った。

 
　そのころの千華は、相変わらず魃と追いかけっこをしていた。

　時折呪を放ってみるものの、軽く避けられてしまってほとんど当たらない。まれにかすること

がある程度だ。

　これでは退治するどころではない。

「ちょこまかちょこまかと……」
　半眼で魃をにらみつけた千華は、先ほど妖狸の群れにかけた九字と同じものを、今度は手加減

抜きで放った。

「天、元、行、躰、神、変、神、通、力！」



　しかし何の手ごたえも感じられなかった。

「獣には違いないのに、四足《よつあし》でなければ効力がないってことなのかい!?」
　違うだろうと思いながら、もはやこんなくだらないことでも口にしていなければ、気力が保て

ないほどに千華は疲れてきていた。

　荒魂である魃はもちろん、妖怪である千華も、夜だからといって視界に影響が出たりはしな

いが、どっぷりと夜が更けてなお走り回らされていては疲れるのは当たり前だ。

　いったい何刻走り続けているのか。すでにわからない。

　たぶん土佐を出てはいないとは思うのだが、それすら自信をもって断言できない千華だった。

　と、ふと微かに感じ取れたのは見知った気配。

　どうやら櫂士たちがいるところへ、戻ってこれたようだ。

　これは喜ぶべきなのかどうなのか。

　どうにも魃におちょくられているのではないかと勘繰ってしまう千華だった。

　いや、たぶんその考えは当たっているのだろう。千華がそんな風に推量したとき、一瞬だけ千

華を振り返った魃のたった一つしかない目が、嘲笑うかのように細められたからだ。

　妖力がそれなりに高い千華を操ることができなかった腹いせに、千華の目の前で櫂士たちへ手

を出そうとでもいうつもりなのか。

　しかしそんな予想よりも何よりも、ここまで散々走り回らされているという現状も加味されて

、魃のその嗤いは、千華の堪忍袋の緒を切るにはじゅうぶんだった。

　魃のあとを追いながら、千華は柳眉を逆立てた。

「オン、シュチリ、キャラロハ、ウンケン、ソワカ！」

　走りながら千華は、まっすぐ伸ばした腕の先で組んだ剣印で天を指し、次いで前方にいる魃を

指し示すように、勢いよく振り下ろした。

「怨敵降伏、急急如律令！」

　雲が一切無い夜空から、まっすぐ魃目掛けて一本の稲妻が爆音を轟かせながら走った。

　この一撃は魃に直撃し、千華は一気に距離を縮めることに成功した。

　帯に挿したままだった中啓を両手に持って、二本とも開く。

　落雷の衝撃で未だ足が止まったままの魃に向かって、千華は扇子を振り下ろした。

　残念ながら、左手に持っていた扇子は、魃から放たれた妖力の刃によって真っ二つに裂かれて

しまった。

　心中で舌打ちしながら、千華は右手に持つ扇子を魃の体へと触れさせた。

（やったか!?）
　一瞬期待をした千華だった。だが妖怪封じの力を持つはずの靫蔓《うつぼかずら》は、扇子ご

とその身を破裂させた。

「くっ！　妖力が大きすぎたかっ」

　封印しそびれたからには、急いで魃から離れようとした千華だったが、わずかに遅れた。魃が

振り上げた腕が、先に千華の肩を捕らえたのだった。

 



　　　◇　◇　◇

 
　魃の攻撃を避けきれず、千華は左肩を負傷した。深紅の鮮血がほとばしり、千華の肌と衣装に

まだら模様を描いた。

「花凰姫《かおうき》！」

　その場景に反応して、そう大呼《たいこ》したのは、子狐狸の隣に立つ青年だった。

　聞き覚えのない名前に子狐狸は眉を寄せた。隣にいるのは櫂士だ。そして櫂士は、彼女のこと

をいつも『千華さん』と呼んでいた。

「ねえ、おにいさん。それって……」
　誰のこと？

　当然浮かび上がってきた疑問を口にしようとした子狐狸は、青年の顔を見上げた瞬間。一切の

動きを止めた。

『誰？』

　それが子狐狸の脳裏を占めた言葉だった。

　櫂士がいるはずの場所には、櫂士と瓜二つの姿で、髪を剃っている青年が、少々青ざめた顔

で立っていた。

　今の状況も忘れて、ぼんやりと彼の顔を眺めていた子狐狸は、ようやくこの青年が『花崗』な

のだと気づいた。

　とりあえず胸を撫で下ろした子狐狸は、花崗に話しかけようとした。

　だが。それは叶わなかった。

　子狐狸の全身の肌が一気に粟立つ。さらに炎で炙られているかのような鋭い痛みにすら襲われ

、子狐狸は反射的に己自身を抱きしめた。

　立っていることも辛くなって膝が抜けそうになったとき、そのことに気づいた花崗が子狐狸を

腕で支えた。

「お嬢さんには、刺激が強すぎるようですね」

　そうして花崗は、子狐狸に一本の扇子を握らせた。

「これをお持ちなさい。少しは楽になりますよ」

　花崗の言葉通り。否、それ以上に子狐狸は体が楽になった。粟立つ肌が完全に落ち着いたわけ

ではないが、痛みはすっかり治まり、自分ひとりで立てるようにもなった。

「おにいさん、ありがとう」

　一言、花崗にお礼を述べると、子狐狸は千華がいる場所へと視線を移した。だがそこにいた

のは、気配も衣装もがらりと変わった、千華であって千華でない存在だった。

　その女性が花崗を振り返る。

「花崗、その名を呼ぶんじゃないよ。封印が解けてしまっただろう」

「すまない……」
　自省して肩を落とす花崗を見て、花凰姫は観念したように大きく息を吐き出した。

「まあいいさ。せっかくだから、とっととあいつを退治るよ」



　そういって再び魃へ視線を戻した花凰姫の全身を、ようやく視界に納めることができた子狐

狸は、目を丸くした。

　『扇花』と名乗ったときもそうだったが、纏っている衣装の柄が、漆黒一色から百花繚乱へと

変化していた。今度は扇子柄ではなく、花によって大きく鳳凰が描かれている。さらには衣装そ

のものも変わってしまっていた。

　江戸時代初期に主流だったいつもの長着から、時代を大きく逆行し、平安時代に女性の晴れの

装束だった裳唐衣装束《もからぎぬしょうぞく》——のちに十二単と呼ばれた衣装を纏っていた

のだ。

　手には阿古女扇《あこめおうぎ》。こちらも衣装と同様に、漆黒に塗られた下地の上に、花

によって見事な鳳凰が描かれていた。親骨の両端からまっすぐ垂らされた房《ふさ》は金糸と銀

糸で、それは千華の髪を思い出させた。つまり、あの阿古女扇こそが千華の本体だった。

　『千華』はおろか、『扇花』すらはるかに凌駕する圧倒的な妖力。そしてその妖力すら覆いつ

くしてしまいそうなほどの勢いで、その場を圧していくすさまじい霊力。

　敵対するべきはずの二つの力が、ただ一つの存在から発されていた。

「あれが、おねえさんの本当の姿と力……」
　先ほど子狐狸に痛みを与えた原因は、際限なく溢れ出ているあの霊力だった。

　子狐狸は身震いする体を、我知らず抱きしめていた。

「花凰姫が怖いですか？」

　突然そんなことを花崗に訊かれ、子狐狸は反射的に彼を振り仰いだ。

「恐ろしいですか？」

　再び問われ、子狐狸は首を傾げた。

　ややあって、小さく首を左右に振る。

「怖いとか恐ろしいというよりも、これはたぶん……『畏《かしこ》い』って感じなんだと思う
」

　ゆっくり語る子狐狸の言葉は、花凰姫に畏怖の念を抱いているということだ。

　花崗は柔らかく微笑んだ。

 
　　　◇　◇　◇

 
「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

　京の五条大橋西詰。時宗《じしゅう》の寺、新善光寺御影堂では月に一度の別時念仏会《べつ

じねんぶつえ》がおこなわれていた。

　一昼夜を通しての念仏三昧。

　今は六時礼讃《ろくじらいさん》の中夜《ちゅうや》。子の刻は正子《しょうし》をわずかに

過ぎたあたりか。

　中夜の番《ばん》を勤める遊行上人《ゆぎょうしょうにん》は、弟子の時衆《じしゅう》たち

を伴って、いつものようにただ一心に「南無阿弥陀仏」と唱えていた。



　極力落とされた灯火。

　薄闇に覆われた堂内に、重厚に響き渡る称名《しょうみょう》。

　そんな折、本尊である阿弥陀如来像の片隅に置かれた小さな小さな扇子が淡く光り始めた。

「上人様、扇子が！」

　いち早く気づいたのは、時衆の一人だった。

　上げられた声に反応して、皆の視線が一気にその扇子へと移動する。そして、それを目にした

者から順に、驚愕の面《おもて》へと変わっていった。

　一気に堂内をざわめきが伝播する。

「お静かに。別時念仏会のさなかですよ」

　上人が穏やかに一言たしなめれば、時衆たちは即刻口を閉ざした。

　最初に発見した時衆が、そっと伺った。

「上人様、申し訳ありません。ですが、あの扇子が光ったときは、即座に位置を把握し、妖怪を

退治できる追っ手を差し向けるようにと、はるか昔から言い伝わっております。とはいえ、実際

に目にするのはこれが初めてです。それに上人様がおっしゃられたように、別時念仏会のさなか

でもあります。わたくしどもはいったいどのようにすればよろしいのでしょうか？」

　上人は床に両手をつくと、弟子たちへと体ごと向き合った。

「場所の特定は、別時念仏会を終えてからおこなえばいいでしょう。明日でも十分特定が可能

です。また、あのように光が淡いということは、距離がそれなりに離れているということです。

仮に今すぐ場所を特定し、大急ぎで向かったところで間に合いはしないでしょう。察するに、相

手は四国か中国あたり。我々が到着する前に、どこかへ移って、再び身を隠していることでし

ょう」

　なぜそんなことがわかるのか。時衆たちの顔に浮かぶ疑問に、上人はほんのわずかに微苦笑を

浮かべた。

「あの扇子が光ったことは、これまでも何度かあったそうです。実際、わたくしも見習いのころ

に一度目にしたことがあります」

　『遊行上人』の名を引き継いだ彼にも、もちろん見習いの時期はあった。そして今現在、一番

の古株でもあった。それだけ長い年月をこの御影堂で過ごしてきたということだ。

　だからこそ時衆たちが知らない過去を、いろいろと見聞きしていた。

　あの扇子が光ったことは確かに何度もあったが、そのつど箝口令が敷かれた。そして真実は『

上人』の位を持つものにだけ、口伝にて伝承されてきた。

　そして彼は最高位の遊行上人。その名と位を引き継ぐ際に、先代からの口伝によって、御影堂

の陰《かげ》の部分も余すところなく継承していた。

　初めて聞く話に、時衆たちは固唾を呑んで上人の言葉に耳を傾けた。

「その時々にも、もちろん場所の特定はおこなわれ、追っ手を差し向けました」

　けれど。どれほど急いで向かっても、相手はすでに姿をくらませており、後ろ影を見ることす

ら叶わなかった。しかしそれはむしろ幸いだったのだとすぐに気づいた。残り滓のような妖力や

霊力でさえ、彼らの背筋を凍らせるほどの力だったからだ。しかもそれは年を経るごとに増して



さえいる。

　そんな妖怪を生み出してしまった、先人たち。

　元はといえば、欲に目がくらんで真実を見誤ってしまったことが発端。さらには無実の者に罪

を着せて、その命すら奪おうとしてしまった。どんな報復をされたとしても、むしろ自業自得だ

ったといえよう。

　それなのに。

「あのものたちは、露程も我々に報復をなさらなかった」

　ただ殺されそうになったから逃げただけ。そして今も逃げ続けているだけ。ただそれだけ。

　そして我々は、時折こうして扇子が光る様を目にして生存を確認するに至っているのみ。

　そうして幾度か足跡を追ううちに、わかったのだ。

「かの姫は、いつも誰かを守るためにだけ力を振るっている、と」

　人間を助けようと思っての行動なのか。それとも結果的にそうなっただけなのか。そんな詳細

まではわからなかったが、いつも必ず、人の手に負えないような厄介な妖怪を退治してくれてい

たのだ。作られた本来の目的に従うかのように。

　上人の口から次々と語られる過去は、時衆たちの心に重く圧し掛かっていった。

　憧れ、目指していた先人たち。

　そんな彼らが、と思えば思うほど、道標を見失って迷い子となっていくような心細さに襲われ

ていく。

　肩を落として項垂れる時衆たち。

　上人はそんな弟子たちをゆっくりと見渡すと、淡く微笑んだ。

「勘違いをしてはなりませんよ。先人たちもわたくしたちも人間です。間違いを犯すことはあり

ます。だからこそこうして修行をしているのです」

　はっとしたように顔を上げていく時衆たち。

　今代《こんだい》の遊行上人は、静かに、けれど力強くうなずいた。

「今回も扇子が光った以上は、人をやって状況を調べることになるでしょう。そうすればわたく

しが今語ったことが、事実であることが証明されるでしょう。そろそろ過去の罪を認め、悪しき

風習は改めなければなりません。今回かのものたちを追うのは、決して退治するためではありま

せん。わたくしたちの罪を認め、あのものたちの無事を祝うためです」

　あの時。それぞれが己の欲を優先させたりしなければ。

　そうすれば今頃、かの姫は久寿扇と並んで、この寺の宝の一つとなっていたはず。

　上人は両の掌を胸の前で合わせた。

「おりよく此度は別時念仏会のさなかでの邂逅。中夜の残りの時は、かのものたちのために念仏

を唱えることにいたしましょう」

　上人が阿弥陀如来像に向き直ると、扇子の光も静かに落ちていく。扇面に大まかな所在地を映

し出して。

「南無阿弥陀仏」

　再び薄闇に戻った堂内に、遊行上人が唱える念仏が厳かに満ちていった。



 



五章

「まあいいさ。せっかくだから、とっととあいつを退治るよ」

　そういって花凰姫は魃へと向き直った。

　とはいえ。

「まずはあいつの動きを封じないといけないね」

　——まったく、手も足も一本しかないというのに、あいつは何であんなに足が速いんだい。

　また追いかけっこが始まるのかとうんざりしながら、胸中で悪態をつく。しかも本性に戻った

今は裳唐衣装束を纏っている。つまりは長袴を穿いているわけで、どう見ても走ることには向か

ない状態なのだ。

　ため息を一つこぼして、改めて前を向いた花凰姫は、そこでふと眉を寄せた。

　何かがおかしい。

　そして気づいた。

「どうして魃はあれ以上逃げないんだ？」

　封印が解けて花凰姫が本性に戻る間も、戻ってからも、魃がこの場から逃げ切るにはじゅうぶ

んすぎるほどの時間があった。事実、今も逃げようと右往左往しているのは確かだ。それなの

にいっこうに視界から消えないのはどうしたことなのか。

　ゆっくりと周囲に視線を巡らせ、そしてそれは花崗へとたどり着く。その口元にうっすらと笑

みが浮かべられている様を捉えた花凰姫は、ようやく状況を把握することができた。花凰姫も、

もったいぶるように時間をかけて、その口唇を弓なりに持ち上げた。

　意識を研ぎ澄ませて注意深く気を探れば、反閇《へんばい》を応用した足跡《そくせき》によ

って、地面にかなり大きな陣が描かれていることがわかる。その上、十二の方位には、それぞれ

に宮毘羅《くびら》を初めとした十二神将が配置されていた。

　これこそが、千華が魃と追いかけっこをしている間に櫂士が施していたものだ。

（櫂士、よくやった！）

　とはいえ、陣はかなり大きくて広い。小さければ陣だと気づかれる確率が高くなるし、またど

こを通るかわからない相手に張る罠としても、小さくては役に立たない。必然的にこれだけの大

きさになってしまったといった感じだろう。土佐中を巡る追いかけっこを再開しなくてもよくな

ったのは歓迎だが、これは柵で囲った中に閉じ込めただけの状態なので、どちらにしても退治す

るためには魃の動きを完全に止める必要があった。

　花凰姫は改めて気を引き締めると、自身も陣の中へ踏み入ってから拍手《かしわで》を二回打

った。そして、刀印を組んで九字を切る。

「臨、兵、闘、者、皆、陣、列、在、前」

　さらに。

「オン、アミリティ、ウン、ハッタ！　——縛！」

　格段に妖力と霊力が勝る本性で唱えれば、同じ呪でも効果は異なる。今度は何とか魃を、一時

的にではあったが拘束することができたようだ。



　とはいえ、相手は荒魂だ。この程度の拘束では、すぐに解かれてしまうだろう。それでも本格

的な縛りの呪文を唱える間の、時間稼ぎくらいにはなるはず。

　花凰姫は急いで呼吸を整えると、再度拍手を打った。

「東方降三世夜叉明王、南方軍荼利夜叉明王、西方大威徳夜叉明王、北方金剛夜叉明王、中央大

日大聖不動明王」

　内縛印を結び。

「明王の縄にて絡め取り、縛りけしきは不動明王」

　次いで外縛印を結んだ。

「生霊、死霊、悪霊絡め取り給ヘ、給はずんば不動明王、オンビシビンカラシバリソワカ！」

　花凰姫が金縛法を唱え終えた直後。

　不動明王の羂索《けんさく》で雁字搦めに縛られた魃は、体の自由を奪われて、ここでようや

く足を止めた。

　大きく息を吸い込んだ花凰姫は、拍手を打ったのち、瞑目して祓詞《はらえことば》を唱え始

めた。

「掛けまくも畏き伊邪那岐大神、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に、禊ぎ祓へ給ひし時に生り

坐せる祓戸の大神等、諸々の禍事罪穢有らむをば、祓へ給ひ清め給へと白すことを聞食せと、恐

み恐みも白す」

　再度拍手を打って締めた花凰姫は、開いた眼《まなこ》に魃の姿を映した。

　そして思わず舌打ちをもらしてしまった。

　祓詞は魃には全く効いていなかったからだ。

「さすがは荒魂とでも言おうか」

　阿古女扇で口元を隠し、不敵に呟いてみるも、覚えた苛立ちを消し去ることはできなかった。

　視線だけを斜め後方へと向ける。そこには花崗と子狐狸と朧車と瓶長がいた。

　花崗は全く問題ない。

　朧車も、里から出るときはいつも行動を共にしているため慣れている。それに元々妖力は、保

身においては高くて頑丈だ。また前述の理由により、朧車には昔から対策を施しているから、櫂

士が築いたあの結界から出なければ大丈夫だ。

　瓶長も、朧車の中に隠れているうちは、耐えられるはず。

　困るのは子狐狸だ。少女の存在が今は枷となっている。

　自分の身は自分で守るように最初から伝えてはいる。けれど、そうは言ったところで子狐狸は

さほど妖力は高くない。現実問題として、あの言いつけを守ることはできないだろう。

　先ほども花凰姫が本性に戻っただけで、霊力にあたっていた。今は花崗にもらった扇子で小康

を保っているようだが、結界の中にいてあれでは、これ以上力のある呪文を唱えると、巻き添え

を食わせてしまう可能性が高い。

　そもそも、本性をさらすことになってしまったことも、本性で唱えた祓詞すら全く効かなかっ

たことも、どちらも花凰姫にとっては誤算だった。

　さて、どうするか。



　真一文字に口を結び、手に持っている阿古女扇を睨みつけていた花凰姫を、焦ったような声で

花崗が呼んだ。

「花凰姫ッ」

　反射的に振り返る。が。

「何を呆けている！　前を見ろ！」

　花崗の叱咤が飛ぶと同時に、身の危険を察知した花凰姫は、とっさに阿古女扇で顔を庇った。

　子狐狸の悲鳴が響き、花凰姫の膝が落ちる。

「花凰姫!?」
　花崗が驚いたように花凰姫の名を叫んだ。

　それはそうだろう。『花凰姫』の姿では、地面に膝をつけるどころか、これまで怪我といえる

ほどの怪我をしたことがなかったからだ。

　その花凰姫が体中に傷を負い、鮮血を流していたのだから、驚きもするだろう。

「……やってくれるじゃないか」
　花凰姫が呪詛を呟くような暗い声音でこぼした。

　扇を下げてあらわになった瞳には、暗く冷たい光がともっていた。

「女の顔を狙うとは……」
　外道だね。

「オン、ソンバ、ニソンバ、ウン、バザラ、ウン、ハッタ！」

　強い風を起こすようにして阿古女扇を真横に大きく扇げば、風の中から生まれた無数の矢が魃

に襲いかかった。

　魃から短く悲鳴が上がり、花凰姫はしてやったりとほくそ笑む。

　もっともこの程度では、魃にとってはたいした痛手になっていないこともわかってはいたが。

　ゆっくりと立ち上がった花凰姫は、飛来してきた物体を左手でつかんだ。

　つかんでから、初めてそれに目を向けた。手の中にある『それ』は、花崗が投げた扇子だった

。

「何をやっているんだね。冷静になりなさい、花凰姫」

　花凰姫は大きなため息をついた。

　——あいつがあたしの顔を狙って攻撃してくるのが悪いんだ。

　そう心の中で反論するも、花崗の言っていることのほうが正しいことは、花凰姫にだってわか

っている。

　再度息を吐き出す。同時に肩の力を抜き、花崗へとその扇子を投げ返した。

　そして。

「花崗、そこを強化してくれるか？」

　応えは、言葉ではなく、実行で返された。

　花崗たちを包んでいた結界が三重《さんじゅう》になる。ついでに子狐狸を朧車の中に乗せた

ようだ。

　つまり、花凰姫が何をしようとしているのか、花崗にもわかったということだ。



　花凰姫は一瞬だけ後方に意識を向けた。

（忠告を聞かなかったやつのことまでは知らないからね）

　唸る魃を、拍手を打つことで一瞬だけ黙らせて、花凰姫は目を閉じた。

　花凰姫の口から、大祓詞《おおはらえのことば》が唱えられる。

「高天原に神留まり坐す、皇親神漏岐神漏美の命以ちて、八百万神等を神集へに集へ給ひ、神議

りに議り給ひて、我が皇御孫命は、豊葦原水穂国を、安国と平けく知食せと、事依さし奉りき」

　それに重ねるように、花崗も大祓詞を唱えた。

「此く宣らば、天津神は天の磐戸を押披きて、天の八重雲を伊頭の千別に千別て聞食さむ。国津

神は高山の末低山の末に登り坐て、高山の伊褒理低山の伊褒理を掻き別けて聞食さむ」

　高く低く。二音によって唱えられる祝詞は、より言霊の力を強めて、魃から穢れを祓っていく

。だがそれは、徐々にであって、完全に祓いきるにはまだ時が必要だ。そんな状況にあって、一

番外側へ移動はしたが、それでも結界内に留まっている花崗はまだしも、花凰姫のほうは全くの

無防備にしか見えなかった。

　もがく魃が、残る力を振り絞って苦し紛れの攻撃を放つ。しかしそれは、花凰姫に届く前に、

雷撃によって相殺《そうさい》された。

　花凰姫と花崗は、それらに気を逸らせることなく一心に大祓詞を唱え続けた。

　魃がさらに苦しそうな唸り声を上げてのたうちまわり始める。

　そして。

「此く息吹放ちてば、根国底国に坐す速佐須良比売と言ふ神、持ち佐須良比失ひてむ、此く佐須

良比失ひてば、罪と言ふ罪は在らじと、祓へ給ひ清め給ふ事を、天津神国津神八百万の神等共に

聞食せと白す！」

　最後に強く打たれた拍手。

　手を打ち合わせた音が響き渡る中、花凰姫は止《とど》めを刺すために、さらに不動明王の火

界呪《かかいじゅ》を唱えた。

「ノウマク、サラバタタギャテイビャク、サラバボッケイビャク、サラバタタラタ、センダマカ

ロシャダ、ケンギャキギャキ、サラバビキンナン、ウンタラタ、カンマン！」

　唱え終えた刹那、魃は浄化の炎に焼かれ、大きく悲鳴を上げて倒れた。

 
　不動明王の羂索に縛られて体の自由を奪われたまま、迦楼羅炎《かるらえん》に呑み込まれて

のたうちまわる魃だったが、実際は言葉ほどには動けていなかった。

　さすが不動明王。多少の反撃を許してしまったものの、この状態でありながら逃げる余地だけ

は残していない。

　そうして荒ぶる魂を炎によって浄化し尽くしたところで、迦楼羅炎は一声《いっせい》を上げ

て消えていった。

　同時に役目を終えた羂索も消滅する。

　残されたのは、穢れを祓い清められて力なく横たわる魃のみ。

　と、突然魃の体が光に包まれた。そして魃を呑み込んだ光は、収縮して小さな玉になる。



　息を呑む花凰姫の目の前で、再び膨張した光は、一体の人形《ひとがた》を生み出すと急速に

消えていった。

　現れたのは、長い黒髪を頭頂《とうちょう》で一つにまとめて結っている女性だった。

「——和魂《にぎみたま》の日照り神かい？」

　胸の前で腕を組んだ花凰姫は、状況や外見から判断して、どう見ても女神としか思えない女

性を、睥睨しながら低く訊ねた。

　相手は神だ。こうして目の前に現れたからには無視することはできない。とはいえ、しぶしぶ

といった感が、あからさま過ぎるほどに態度には出ていたが。

「花凰姫……」
　大きなため息と共に花崗があきれた口調で呟いた。

　名を呼んだだけだが、そこには、神様に対してなんという態度をとっているんだね、というお

小言も含まれていることは、花凰姫にもしっかりと伝わっていた。

　花凰姫は不貞腐れてそっぽを向く。

　その様子を、花凰姫と同じように腕を組んだ状態で、女神は楽しそうに眺めていた。

「和魂とわかっていてなお、我にそのような態度をとる者は珍しいの」

　そのせりふは、先ほどの花凰姫の問いかけが正解していたことを示していた。

「しかし、何がそれほどまでに気に入らないのだ？　勝ちを得たのはそちらだろう。普通はもう

少し喜ぶものではないのか？」

　本当に不思議そうに首を傾げて、女神——日照り神が問うた。

　明後日の方向を見つめたまま、花凰姫は口を開いた。

「……女神ならば、なおさらたちが悪い」
　日照り神は目をしばたたいた。

　花凰姫の全身を視線で舐めるように検分する。その視線が花凰姫の無傷の顔へとたどり着いた

とき、ようやく日照り神は納得したようにうなずいた。

「ふむ。そうか。顔を狙われたことに拗ねておるわけだな」

　不機嫌の理由を当てられた花凰姫は苦虫を噛み潰したような顔をした。

　同じ女性でありながら顔を狙ったことにも、そのことに女神が一向に気づかなかったことにも

腹を立ててはいたが、いざ当てられると余計に不快感が増したのだ。身勝手な言い分だが、今は

そんな分別《ふんべつ》がつけられるような精神状態ではなかった。それだけ花凰姫は顔を狙わ

れたことが腹に据えかねていた。

　しかし、日照り神はあっさりしたものだった。

「仕方なかろう。敵である術師の目と口を封じようとするのは当然のことだ。おぬしとて、女性

だからといって加減したりされたりすることがあるなどとは思うておらんだろう」

　それはもちろんそうだ。

　不承不承《ふしょうぶしょう》ながら、花凰姫は首肯した。

　そんな花凰姫を見つめて、日照り神は小さく苦笑した。

「変わった娘だね、そなたは。神に対してその態度。妖怪でありながら人の味方をする存在、か



」

「違う！」

　ここでようやく花凰姫は、組んだ腕を解《ほど》いて、日照り神の両の眼をまっすぐ見返した

。

「神よ、それは違う。あたしは人間の味方などしたことはない」

「だが荒魂であった我を退治たではないか。神が荒魂と化すのは、いつの世でも人の仕業だ。人

に鉄槌をくだすために、神は荒魂と化す。それを鎮めようとするのが人のためでなくて、何だと

いうのだ？」

「日照り神よ。あなたは瓶長を操り、狗賓を操り、子狐狸たちを苦しめた。だから鎮めた。それ

だけだ」

　一度、手に持っている阿古女扇へと目を落とした花凰姫は、一瞬だけ瞑目してから、再び顔を

上げた。

　別に花凰姫は人に報復しようとも、制裁を加えようとも思わない。ただ係わり合いにはなりた

くない。

　そして、人の味方だなどとは、冗談ですら言われたくない。たとえこの身が、元は人の手によ

って作られた阿古女扇であったとしても。

「荒魂と化した神は妖怪と呼ばれる。ならば妖怪と呼ばれる付喪神も荒魂と言えよう。だから、

先ほどあなたが言われたように、荒魂であるあたしは、決して人の味方にはならない」

　改めて見返した日照り神の顔からは、表情が抜け落ちていた。

　ただ花凰姫にすらつかめないほどに、眼差しだけが深くなっている。

　すべてを見透かすような瞳で見つめられ、花凰姫は無意識に唾を飲み込んだ。

　日照り神の腕がゆっくりと持ち上がり、指の背で花凰姫の頬を撫でた。

　乾いているはずの頬を流れる、見えない何かを拭うように。

　唖然として言葉も出ない花凰姫に向けて、日照り神はやわらかく目を細めた。

「せっかく目の保養になるほどに美しいのだ。いつまでも襤褸《らんる》を纏ったままではもっ

たいないであろう」

　慌てて自身を見下ろした花凰姫は、驚きで目を瞠った。

　体中に負っていた手傷が完治し、ぼろぼろになっていた衣装が元の状態に戻っていたからだ。

「日照り神……、これは……」
「言ったであろう。もったいない、と」

　花凰姫はしばらく言いよどんだが、何とか一言だけ礼を述べることができた。

「ありがとう……」
　日照り神はふっと微笑む。

「今後は戦いのさなかに余所見をしないようにすることだね」

　そう言い残して、日照り神は夜の闇にとけるようにして消えていった。

 



六章

　何はともあれ、瓶長を操り、子狐狸を苦しませていた荒魂を退治することができた。

　用が済んだなら、早々に本性は封じ直すに限る。

　何せこの姿は、非力な妖怪にとっては何もしなくとも毒にしかならないのだ。先に封じなけれ

ば結界も解けない。

　花凰姫は独り結界を抜けてきた花崗へと体を向ける。

「さあ、花崗。いつものように封じてくれ」

　花崗はわかっているというようにうなずいた。

　そのあとで、「ああ」と小さく呟いた。

「そうそう花凰姫」

　なにやら改まった口調で呼びかけてきた花崗を、花凰姫は訝りながら見返した。

「花崗？」

「今回は花凰姫と一緒に私も封じることにしましたよ」

「……それはどういう意味だい？」
「言葉のままですよ。『花凰姫』だけでなく、『花崗』も封じるということです」

「それはわかっている。そうではなくて、そうする意味を問うているんだよ、あたしは」

　持って回った言い方をされた花凰姫は、眉を吊り上げた。

　そんな花凰姫の態度など意に介さず、花崗は自身の胸に手を当てた。

「これまでの私は、体の主導権は譲っていても、奥にいるというだけで、ずっと起きてはいたん

ですよ。つまり、こうして表に出ているときと同じように、外の様子を見聞きすることができる

のです。でも、それですと、色々と気にして二の足を踏む者がおりましてね……」
　花崗は困っているようにもあきれているようにも見える顔で、笑った。

　そしておもむろに手を伸ばすと、花凰姫の頬にかかっていた髪をそっと直した。

「花凰姫。お前は私の娘のようなもの。とても愛しく思っているし、幸せになってほしいと願っ

ている。ずっとお前を見守っていたいとも思っていた。けれど私が起きているとね、お前の……
お前たちの幸せを邪魔してしまうんだよ」

　だからこれからは封じることで眠らせてしまうのだ、と花崗は告げた。

　封じるのは意識だけなので、花崗が持っている知識は櫂士が自由に取り出せるから何も問題は

ない、とも。

「共生を解いてしまうと、櫂士がこれまでと同じようには存在できなくなってしまうからね。私

が眠りにつくのが一番いい方法なんだよ。元々私は眠っているような存在だったから、櫂士以外

の者にはほとんど影響はないと思うしね」

　花崗は父親が娘にするような愛情でもって、花凰姫の頬を撫でた。

「花凰姫——千華。幸せにおなり」

　両の手を使って、花凰姫と自身の眉間に剣印をそえた花崗は、静かに封呪を唱えた。

 



　ゆっくりと瞼を持ち上げた千華は、目の前に立つ存在を見上げた。そこにいる青年もすでに櫂

士に替わっていた。

　これまでと同じ。どこにも違和は感じない。それなのに。

　千華はそっと差し出された真っ白い扇子で、顔を隠した。

　後から後から溢れてくる涙。

　千華にとって、花崗が奥に隠れていることはいつものことで、変わったことなど何もないは

ずだった。

　それなのに。

　どこかが欠けたように感じて、なぜか物悲しくなっているのは、封じると聞かされたからな

のか。

（あたしも好きだった）

　櫂士とは違う形ではあったが。

　それでも確かに。

（好き、だった……）
 
　　　◇　◇　◇

 
　千華の涙が止まり、気持ちもいちおう落ち着きを取り戻してから、櫂士が朧車たちを守ってい

た結界を解いた。

　やきもきしていたのか、結界を解いた途端に、子狐狸が朧車から飛び出してきた。

　満面の笑みを浮かべて千華の元へと走ってきた子狐狸は、弾む口調で礼を述べた。

「おねえさん、あいつを退治してくれてありがとう！」

　千華は子狐狸の笑顔につられるようにして、ふっと微笑んだ。

「まあ、何とかなってよかったよ」

　笑顔を浮かべてはいるけれど、返ってきた千華の言葉には覇気がなく、子狐狸は眉を曇らせた

。

「おねえさん、どうしたの？　やっぱり疲れた？」

「さすがにね……」
　怪我はすべて日照り神が治してくれたが、疲れまでは取り除くことができなかったのか、しっ

かりと残っていた。

　作り笑いを浮かべながら子狐狸へ答え、それから大きく息を吐き出してしみじみと呟いた。

「散々走り回らされたからねえ。もうくたくただよ」

　そんな千華へ、遅れてやってきた瓶長が、自身の水瓶から汲んだ水を差し出した。

「嬢ちゃん、疲れただろう。ほれ、これでも飲んでゆっくり休むといいぞ」

　適度に冷えたその水は、ちょうど渇きを覚えていたのどを潤し、ついでに疲れなどから重くな

っていた気持ちをもいくらか浮上させた。

　そういえば、瓶長に最初に会ったときも、こうやって水を飲ませてもらっていたことをふと思



い出して、千華は我知らず穏やかな笑みを浮かべていた。

「じじ様、ありがとう。じじ様の水はいつもおいしいね……」
「そうじゃろう。嬢ちゃんは、わしの水を飲むと元気になるからのー。いくらでも飲ませてや

るぞー」

　瓶長と視線を近づけるために膝をついた千華は、静かに、それでいて懇願するように問うた。

「だったらじじ様、里へ帰ってきませんか？　あたしだけでなく、五体面や煙々羅《えんえんら

》もじじ様のお帰りを待っているんですよ」

　瓶長は困ったような顔で後頭部に手をやった。

「じじ様？」

　どうしたのかと千華が呼びかける。すると瓶長は、観念したように口を開いた。

「わしは今江戸に住んでいると言うたじゃろう？　実は、江戸にな。連れ合いがおるんじゃよ」

　千華は目を瞬いた。

　そして続きを促すように、小さく相槌を打つような感じでうなずいた。

「どうしても江戸でなければいけないわけじゃないし、里に帰りたくないわけでもない。しかし

、もうしばらくはあいつが生まれた江戸で暮らしたいとは思うておる」

　千華は目を伏せた。

「いつかは帰ってきてくれますか？」

　瓶長ははっきりと答えた。

「もちろんだとも。そのときはあれも一緒に連れて帰るから、よくしてやってくれ」

「……わかりました。里の者にも、そう伝えておきますから、絶対帰ってきてくださいね」
　念を押すように告げた言葉にも瓶長が了承すると、千華はこれで話は終わったというように立

ち上がった。

「それじゃ、先に子狐狸を家まで送り届けますから、じじ様を江戸へとお連れするのはそれから

でもいいですか？」

　否やは無いだろうと思いつつも、いちおう礼儀として千華は訊ねた。

　そこへ。

「瓶長殿は我らが江戸までお連れしよう」

　江戸へ帰ったはずの烏天狗たちが現れて、全員が驚いた。

　もっとも千華だけは烏天狗たちが後方にいたことに気づいていたので、驚いたのは現れたこと

に対してではない。烏天狗たちが無傷だったからだ。

　彼らも、花凰姫が唱えた大祓詞の影響を少なからず受けていたはずだったからだ。

　器用に片眉だけを持ち上げて、意外だというような顔をしている千華を見返した烏天狗たちは

、その意味に気づいたのか、どこか居心地が悪そうに視線を逸らせた。

　そういう仕草をされると、余計突きたくなるものだ。千華はにんまりとほくそ笑んだ。

「怪我はしなかったのかい？」

　途端に、烏天狗たちが揃ってしかめっ面をした。悔しそうに、日照り神が、とだけ口にする。

　それだけで千華は理解した。



　どうやら日照り神は、花凰姫だけでなく、烏天狗たちの怪我も治していたらしい。

「そうか。あたしの忠告を聞かなかったのはお前さんたちだから、詫びは入れないが、礼だけ

は言っておこう。……ありがとう」
　子狐狸や瓶長たちが首を傾げる。

　千華はそんな彼らを見返した。

「大祓詞を唱えている最中に魃が攻撃してきてね。それを雷撃でもって相殺してくれたんだよ」

　そして烏天狗たちへと向き直り、

「そうだろう？」

　邪気の無い笑みを浮かべた。

　中央に立っていた烏天狗が、観念したようにうなずいた。

　それから表情も改めて、真摯な眼差しを千華へと向ける。

「あなたは我々が後方にいたから、あの時、あえて魃の攻撃を受け止められたのでしょう？」

　あの時とは、花凰姫が顔を攻撃された時のことだ。顔は扇子で庇うことができたが、力を殺す

ことはできなくて、体に傷を負う羽目になってしまった時のこと。

　櫂士たちが驚いた顔で千華を見つめた。

　代表して櫂士が真偽を確かめようとしたが、千華は顔を背けると、手に持っている扇子を開い

て自身を扇いだ。

「何のことだかわからないね」

　言葉では否定していても、その態度はあまりにも稚拙すぎて、普通に首肯するよりもさらに強

く肯定しているようにしか見えなかった。

　皆があきれた眼差しを千華へ向けると、ごまかすように、自身を扇いでいる扇子の動きが若干

早くなった。

　その様子を見つめて、烏天狗は口元を緩めた。

「あの攻撃を受けたのがあなただったから、……こう言っては何ですが、怪我だけで済んだ、と
いえるでしょう。あなたが避けていれば、あれは我らに直撃していました。そうすれば、少なく

とも私は命を落としていたでしょう」

　語られる内容に、その場の空気が硬くなる。

「いわば、あなたは私の命の恩人。確かにあなたが唱えられた詞《ことば》で傷を負いもしまし

たが、これもあなたの忠告を無下にした我らの驕りから受けたもので、あなたに責任は無い」

　いったん仲間たちの顔を見返した彼は、改めて千華と向き合った。

「今度は一切の下心はありません。我らが犯した過ちを償うためにも、あなたやあなたのお仲間

の力となりたい。あなた方がおっしゃられていた里がどちらにあるのかは存ぜぬが、少なくとも

内海を渡る必要はあるだろう。少女を送り届けたあとで、また朧車ごとあなたたちを持ち上げて

、内海を渡るところまでお運び致す。それからは我々も江戸の方面へと戻りがてら、瓶長殿をお

望みの場所までお連れする。——それをわずかなりとも詫びの代わりとして受け取ってはもらえ

ないだろうか」

　千華はため息をこぼして、烏天狗へと顔を向けた。



「卑怯な言い方だね」

「こうでも言わなければ、お受けいただけないと思いまして」

　頭痛を堪えるかのように頭に手をやった千華は、再び大きく息を吐き出した。そして。

「……勝手にしなっ」
　根負けしたようにも疲れたようにも受け取れる感じで投げやりに答えると、千華は若干足元を

ふらつかせながら朧車へと向かった。

　その後姿を見た子狐狸が、心配そうに走りより、千華に続いて朧車に乗り込んだ。

「おねえさん、大丈夫？　疲れているんなら、温泉に入る？　私の家の近くに温泉があるの。一

緒に入ろう？」

「……は？」
　今、子狐狸は『一緒に』と言わなかったか？

　疲れていた千華は、反射的に訊ねていた。

「一緒にって……、子狐狸、お前は両性具有なのだろう？　あたしに体を見られても平気なの
かい？」

　一瞬きょとんとした子狐狸だったが、すぐに首を左右に振った。

「ううん、両性具有じゃないよ。そうじゃなくて、体だけが男で、外見と心が女なの」

　女の子として育てられたから、心もつられたのか。それとも元からそうだったのか。それはわ

からない。けれど現実として、子狐狸は女の子として生活することには全く苦痛を感じないが、

体が男の子であることを思い出すと、とたんに胸が苦しくなったりするのだ。

「やっぱり、変、だよね……」
　子狐狸は顔をしかめて項垂れた。

「確かに見たことも聞いたこともないね」

　そのせりふを耳にした者たちが、ぎょっとしたように千華を見返した。小声でたしなめるよう

な言葉を発した者もいたが、千華は一切取り合わず、子狐狸だけをまっすぐに見つめてさらに口

を開いた。

「けれどそれが何だというんだい。お前はお前だろう。それに他人と違うから変だって言うん

なら、あたしだってそうさ。妖力と霊力の両方を持っているだなんて、そんな妖怪、今まで例が

ない上に、今後も現れそうにないからね。十分『変』な存在だろう？」

　子狐狸は目を瞠った。

「あ、ごめんなさい！」

　そして慌てて首を左右に振った。

「でも、おねえさんは違うわ。だって元々霊力を持っていた阿古女扇が付喪神になって妖力も持

つようになっただけでしょう？」

「お前だって、妖狐と妖狸の間に生まれただけだろう」

　生まれただけ。

　それは子狐狸が初めて耳にしたせりふだった。

　子狐狸の見開いた瞳から、静かに涙がこぼれ始める。



　千華はやさしく目を細めた。

「妖狐と妖狸の間に生まれただけ。体と心の性別が違うだけ。ただそれだけ」

　両性具有が存在しているのだから、子狐狸のような存在がいたとしても別におかしいことでは

ないだろう。千華はそう考えている。

「そんなことよりも。子狐狸、お前自身はどう生きていきたいんだい？」

「え？」

「妖狐としてかい？　それとも妖狸？　そのまま狐狸としてっていう道もあるね。性別も、体に

合わせて改めて男として生きることにするもよし。心にあわせてこれまでどおりに女として生き

ていくのもいいだろう。お前はどうしたい？」

　千華の顔を見上げたまま、固まってしまった子狐狸の頭を、千華はやさしく撫でた。

「今すぐ答えを出す必要はないし、あたしに答えを教える必要もない。ただお前自身がこれから

も生きていくためには、いずれ答えは出さなきゃならない。だからじっくり考えるんだね」

　子狐狸は下を向くと、一度だけ深呼吸をした。そして顔を伏せた体勢のままで千華に訊ねた。

「ねえ、おねえさん」

「なんだい？」

「雲外鏡には、私が、おかっぱ頭のこの姿のまんまで映ってた、って言ってたよね。……それ、
本当？」

「うそをいう理由も必要もないだろう。間違いなく見たままの姿で映っていたよ。だからこそあ

たしらはずっとお前を女の子だと思っていたんだ。その事実こそが証明になるだろう？」

　子狐狸は顔を上げた。千華を見返す瞳は潤んでいたが、それでも顔はほころんでおり、それが

悲しさからくるものではないことを教えていた。

「おねえさん、私うれしい。だってそれって、雲外鏡が私を女の子って認めてくれたってことだ

よね。私、これからも女の子として生きていってもいいんだよね」

　胸の前で両手を握って、子狐狸は本当にうれしそうな笑みを浮かべた。

「だから言っただろう。子狐狸の好きなように生きたらいいと。雲外鏡だって、お前のことは女

の子としてしか映さなかったんだ。胸を張って女として生きていけばいいさ」

　大きくうなずいた子狐狸は、千華に抱きついた。

「ありがとう、おねえさん！」

　この先もこんな笑顔で生きていけるようにと願いながら、甘えるように抱きついてくる子狐狸

の頭を、千華はやさしく撫でてやった。

　そうして、子狐狸を親元へ届けるべく、朧車を走らせたのだった。

 



七章

　真ん丸な月が、霊妙な月光を地上へと降り注ぐ。

　庭に立つ千華は瞑目し、ゆったりと腕を広げた。月光で沐浴するように、それを全身に浴びて

いた。

　やがてゆっくりと目を開けると、千華は帯に挿していた舞扇を取り出す。

　あらわになった扇面に描かれているのは、今現在千華の頭上に広がっている世界と同じ夜空。

　体内の空気を丸ごと入れ替えるかのような深い深い呼吸を数度繰り返した千華は、おもむろに

舞い始めた。

　楽の音《ね》もなく、ただ一人の観客すらいない。

　それでも千華は舞った。それは怯弱《きょうじゃく》な己との決別であり、また憂いを払う舞

でもあった。

　そうして舞いながら、千華は己の誕生を偲んだ。

 
　——あの夜も、こんな月夜だった。

 
　平安時代後期。

　一ノ谷の合戦で没した平敦盛の霊を弔うために、敦盛の妻——玉織姫は新善光寺御影堂にて出

家した。同時に後鳥羽上皇が病に臥していることを知った玉織姫は、上皇のご回復を祈願しなが

ら阿古女扇を作り、のちに一遍上人と呼ばれることになる寺僧がその扇に呪文を封じて献上さ

れた。するとたちまちご病気が平癒されたとして、御影堂で作られた扇——通称『御影堂扇』は

病魔退散の守り扇として見る見るうちにその名を広めていった。

　その様子を、同じ御影堂の寺僧として勤めていた花崗はずっと近くで見ていた。

　願いを籠めて扇面の表に絵を描き。祈祷の力を籠めて裏には呪文をしたためる。

　己の力の使い道を探り続けてきた花崗は、扇面絵師という存在に光明を見いだした。

　病魔退散の守り扇としては、すでに御影堂扇が確立された。そして御影堂扇を求める声が増え

るにつれ、他の寺僧たちも次々と製作に携わっていった。

　そんな中花崗が取り掛かったのは、すべての悪魔を降伏《ごうぶく》することのできる、至高

と評されるほどの世界でただ一つの阿古女扇の作成だった。

　実益だけではなく、扇という存在ゆえに見た目の華やかさをも求めた花崗は、檜扇を基にした

阿古女扇を作った。通常、檜扇には螺鈿《らでん》を粉にしたものを下地に塗ってきらびやかさ

を演出していたが、花崗は衣桁などに塗られていた漆黒を選んだ。幾重にも塗り重ねられるごと

に深みを増す闇のごとき漆黒。闇が深まれば深まるほどに奥行きが広がり、やがて花崗は、そこ

に無限の世界の誕生を覚えた。

　そうやって下地を塗り終えた花崗は、次に肝心要の絵付けに取り掛かった。

　絵柄はすでに決めている。檜扇によく描かれている題材でもある、鳳凰。その鳳凰を花の絵だ

けで表現する、と。



　まだこの国の者には知られていないが、花にはそれぞれ花詞というものがあった。言霊には力

があり、花が持つ言葉にも力がある。陰陽道について調べていた過程で、外《と》つ国で広がり

を見せていたこの花詞という存在を知った花崗は、その力をも取り入れることにしたのだ。

　しかしすべての悪魔を降伏《ごうぶく》できる阿古女扇を生み出すには、できるだけたくさん

の花が必要だ。花崗は調べられる限り調べた花すべてを、一花一花《ひとはなひとはな》想いを

籠めて扇面に描きつけていった。

　そして、いつしか花崗はこの阿古女扇の製作にとりつかれていった。

　寺僧としての勤めもおろそかになり、次いで、寝食すらないがしろにし始めた。

　心配をした同僚の寺僧からの忠言はもちろん、先輩の寺僧からの戒めすらも受け入れず、逆に

煩わしさしか感じられなかった花崗は、誰にも邪魔をされないようにと、道具を持ってこっそり

蔵へと入り、中から鍵をかけて篭ってしまった。

　だから阿古女扇の完成とともに花崗が命を落としたとしても、自業自得のはずだった。

　例え、扇の製作にとりつかれていたように見えたとしても、それはこれまでの花崗の人生の中

で抑圧され続けていたものが一気に溢れて、本人にも制御できなくなっていただけに過ぎない。

だから扇にはなんら罪はないはずだった。

　本来であれば。

　だが寺僧たちがようやく花崗の姿を見つけたのは、花崗の命の灯火が消えた直後であり、地に

倒れ臥していた彼の傍らにあったのは、完成したばかりの阿古女扇だけだったのだ。寺僧たちは

この、漆黒の闇を背景に持ち、花によって鳳凰が描かれた妖しくも美しい阿古女扇が、花崗の命

を奪った元凶だと考えた。

「この扇が花崗を惑わせたに違いない」

「そうだ、そうとしか考えられない」

「これは妖扇だったのだ！」

　そうした寺僧たちの声を、阿古女扇——花凰姫はずっと聞いていた。

　物に魂が宿るのは、永い永い時間を経てからと言われているのだが、花凰姫にはこの時すでに

意識があった。まだ明確な意思は無かったものの、言葉を認識する程度のことならできた。

　そして、自分に近しい気配が、そばに転がる絵筆から漂ってくることもぼんやりと感じ取って

いた。

　徐々に寺僧たちの息遣いや言動が荒くなる。けれど花凰姫にはどうすることもできなかった。

聞こえてくる言葉と伝わってくる負の感情を、ただ無防備に受けることしかできなかった。

　ひたすら花崗のために花凰姫を責めていた寺僧たちは、やがて自分たちの進退について言及し

始める。

「このことが知られたら、御影堂扇の名に瑕《きず》がついてしまうのではないか？」

「そうだ、隠さなくては」

「人死にが出たなど、とんでもない醜聞だからな。証拠になりそうなものはすべて隠滅して、な

んとしても隠し通すのだ！」

「その妖扇も隠滅しろ！」



「そうだ！　炎で浄化するのだ！」

「早くしないと、きっとまた誰かが喰われるぞ」

　誰かが促す声とともに、花凰姫は一番近くにいた寺僧の手によって乱暴に持ち上げられて、篝

灯籠が置かれている本堂の前へと運ばれた。

（命を吹き込まれたばかりだというのに、もう奪われるのか……）
　花凰姫はただ静かにそう思った。

　特に感慨に浸ったわけではなく、単なる事実としてそう感じた。

　けれどこれは、初めて花凰姫という個としての自我を持った瞬間だった。

　そして我知らず口にしたのが、本堂の奥に座している阿弥陀如来の真言ではなく、投げ込まれ

ようとしている炎から護摩を連想でもしたのか、不動明王の慈救呪《じくじゅ》だった。

（ノウマク、サマンダ、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）

　そして阿古女扇であるその身が、灯籠の中に投げ込まれた直後。

「花凰姫様！」

　悲鳴のように名を呼ぶ声が聞こえ、疾風のごとく現れた存在の手によって、炎に触れる寸前に

助け出されたのだった。

　不意に己の存在が確かなものと感じられ、花凰姫は目を開いた。そう。『目を開いた』のだ。

　気づいたときには、花凰姫は付喪神として、本体である阿古女扇とは違う姿と、魂を持つ存在

へと変化《へんげ》していた。

「花凰姫様、お怪我はございませんか？」

　花凰姫を両腕でしっかりと抱き上げているのは、生みの親である花崗とそっくりな姿と気配を

持ちながら、それ以上にあの絵筆から漂っていた気配を濃厚に纏った青年だった。

「花崗……？」
　花凰姫はそっと訊ねてみた。

　青年は小さく苦笑した。

「花崗の魂魄《こんぱく》も確かにここにありますが、私は花凰姫様の絵付けに使われた絵筆の

付喪神——櫂士と申します」

　花凰姫の命が危機に瀕したことにより、花崗と櫂士の意識が同調した。いわく、花凰姫を助け

なければならない、と。

　その結果、人としてはすでに息絶え、ただ消えていくだけだった花崗の魂魄も、櫂士という絵

筆に宿った魂と共生を果たすことによって、この世に留まることができたのだ。

　また櫂士も、花崗との共生によって、非力な絵筆のままでは叶わなかった人形《ひとがた》の

姿を得ることができ、こうして花凰姫を助けることができた。

　まさに花崗と櫂士にとって、これは相利共生《そうりきょうせい》だった。

　櫂士はチラリと後方を一瞥した。

　そこには武器やお札などを手にした寺僧たちが集まってきていた。

「まずはここから逃げることが先決ですね。——花凰姫様、先ほどの慈救呪をもう一度唱えてい

ただけますか」



　花凰姫が言われたとおりに唱えると、灯明《とうみょう》の炎の勢いが増した。寺僧たちがそ

れに気を取られている隙に、櫂士は花凰姫を抱きかかえたままその場を走り去った。

　最初は花凰姫のあざやかな気配が軌跡となって残っていた。これを追っていくのは簡単だろう

と思われた。だが、途中で櫂士と一時的に入れ替わった花崗が、花凰姫の力を封じたために、そ

の後は一切の痕跡を残すこともなく、無事寺僧たちから逃げ切ることができたのだった。

 
（あの日からずっと、あたしは櫂士の世話になっていた）

　耽《ふけ》っていた回想から現在へと意識が戻った千華は、体はそのまま舞い続けながら、そ

っと目を開けて夜空をその瞳に映した。

（ただもたれかかって、助けられて、甘えているだけの日々）

　千華は真紅の唇で、自身の面《おもて》に自嘲の笑みを刻んだ。

　事あるごとに、『不器用だ』と言ってきた千華だった。だが。

（本当に不器用なのは、……あたしだ）
　いたたまれなくなってきた千華は逃げるように目を閉じた。そんな千華の瞳からひとしずくの

涙が零れ落ちる。

　こんな情けない姿は、見たくない。そして誰にも——櫂士にも見られたくはない。

　けれど。

（それじゃ、あたしはいつまでも立ち止まったままだ……）
　たとえ無様な姿をさらすことになったとしても。

（これを乗り越えなければ、願いは叶わない）

　相手にわかるようにはっきりとした言葉で伝えなければ、本当に欲しいものは手に入らない。

　千華が覚悟を決めたとき、一差《ひとさし》の舞いは幕切れのときを迎えた。

 
　舞が終わり、再度舞扇を帯に挿したころ。千華の背後に一つの気配が出現した。

　振り返って確認しなくともその気配の主が誰だかわかる千華は、そのままの体勢で言の葉を口

に乗せた。ありふれていようとも、心持次第では明確に気持ちを伝えられる言霊。それは。

「櫂士、お前が好きだ」

　返事はなく、ただ近づく気配だけが届く。

　千華の元に歩み寄った櫂士は、両腕で彼女を背後から緩やかに抱き込んだ。

「こうして触れることを許してくださいますか？」

　囁くように櫂士が問う。

　千華も櫂士の腕を抱き寄せた。心が赴くままに、その腕に頭をもたれかからせるようにしなが

ら頬を寄せた。

「当たり前だろう」

　甘やかな声音で紡がれた返答に、櫂士は顔をほころばせた。

「好きです。——千華」

 



　今朝の千華は、初めていつもと異なる場所で目覚めた。

　その場所とは、愛しい男の腕の中。

　櫂士の寝顔を見るのも初めてだった千華は、しばらくの間眺めていたが、待ち焦がれていたこ

の場所をもっと満喫するために、再び目を閉じ、伝わってくる温もりを享受した。

 
　　　◇　◇　◇

 
　いつもの席で千華が庭を眺めていると、同じくいつものように櫂士が現れた。

「千華さん、今のご気分は？」

　さん付けに戻ってしまっているが、五百年もの間ずっとそう呼んでいたのだ。さすがにすぐに

直すのは難しいのかもしれない。と、それについての指摘は避け、千華はいつもの答えだけを返

した。

　いわく。

「お前に任せるよ」

「では、これなどいかがでしょうか？」

　櫂士は白地の夏扇と絵筆を取り出すと、さらりと何かを描き、要《かなめ》を千華に向けるよ

うにして手渡した。

　千華は受け取った扇子に描かれたその花を見て、満足そうに口角を持ち上げた。

「なるほど。まさにそんな気分だねえ」

　そして、櫂士を見上げ、

「お前は最高の扇面絵師だよ」

　あざやかに笑んだ。

 
　描かれた花は藤。

　花詞は『あなたを歓迎します』。

　千華はこのたびの結末に、大変満悦していた。
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