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どうも この 歳にな ると、 記憶 （きお く ）のなか から 、とん でしま う、
おばけが あり ます。
おばけ には すまな いこと なの ですが 、 どうしよ うも なく、 もしか する
と、それ らの おばけ は、か くべ つにお ぞ ましいの で、 忘れよ う忘れ よう
という意 識が 、とば してし まうの かも し れません 。
それで 、す こしず つでは あり ますが 、 いくらお ぞま しくと も、憶 いだ
すたびに 、紹 介して いけれ ばと、 かん が えました 。
本編は 、あ いうえ お順に しま したが 、 追加分は 憶い だした 順とな りま
す。
五月夜 や尾 を出し さうな 石どう ろ

泉 鏡花

＋ １ 【 は か ばへ び 】
中山の 裾（ すそ） ちかく の斜 面（し ゃ めん）に 、村 の墓場 （はか ば）
がありま す。
ぼくは お使 いなど で、そ のそ ばをと お るときは 、で きるだ け目を そむ
けること にし ていま す。
なぜな ら 、墓場 にいる 蛇（へび ）は 、
【は かばへび 】という おばけ だと 、
懐爺にき かさ れてい たから です。
でもあ る日 の夕方 、完ち ゃん といっ し ょだった ので 安心し て、墓 場を
見てしま いま した。
【はか ばへ び】が いまし た。
うじゃ うじ ゃいま した。
大きい の小 さいの 長いの 短いの 白い の 黒いの。
墓石に 数か ぎりな く蛇が から みつい て いて、完 ちゃ んとい っしょ に驚
嘆（きょ うた ん）の 声をあ げまし た。
「だれの はか かのう 」
ぼくが つぶ やくと 、

「蛇の墓 だよ 」
と完ち ゃん はいい ます。
「へびに もは かがあ るんか のう」
「あいつ らは 蛇のご 先祖（ せんぞ ）を 守 っとるん だ」
「えらい のう 」
「えらい けど 、きみ わるい なあ 」
そして 完ち ゃんは 、落ち てい た石を 拾 うと、墓 石に むけて （いや 、蛇
たちに、 むけ て）投 げ付け ました 。
それが 小蛇 にぶつ かった のでし た。
それか らが 大騒ぎ でした 。
ぼくた ちで はなく 、蛇た ちが。
たまた ま石 が当た った小 蛇を 、中蛇 が 呑み込み 、そ の中蛇 を、大 蛇が
呑み込み 、そ の大蛇 を、超 蛇（ち ょう じ ゃ）が呑 み込 み。
またそ れを 他の蛇 たちも やっ たもの で すから、 見る 見るう ちに、 墓石
には超蛇 が七 匹ほど だけ残 りまし た。
そこに 完ち ゃんが また石 を投 げると 、 こんどは 超蛇 が超蛇 を呑み 込み
はじめ、 最後 には一 匹の超 超蛇 （こ う い う言い方 をし たのは 、こう いう
言い方し かで きない ほど大 きく て気味 の 悪い蛇だ った から） だけが 残り
ました。
この超 超蛇 の腹の なかに は数 かぎり な い蛇がい るわ けです が、そ の蛇
たちがど うな ってい るのか 、ぼく は気 に なってし かた があり ません 。
「はらの なか で、と けちま ったん じゃ ろ うな」
「それは すぐ わかる さ」
と完ち ゃん はいう と、そ の超超 蛇に ま た石を投 げ付 けまし た。
超超蛇 は鎌 首を烈 しくも たげ ると、 ぼ くたちに むか って真 っ赤な 口を
突き出し まし た。
「うがう が」
「だはだ は」
ぼくた ちは 言葉に ならな いさ けびご え を発 し、 逃げ るので すが、 超超
蛇の口か ら飛 び出し た無数 の蛇た ちが 追 い掛けて くる のです 。
逃げて も逃 げても 追い掛 けてく る。
その動 き、 その色 、その 気味 悪さは 一 度も見た こと がない もので 、こ

れは夢だ と念 じたも のです 。
完ちゃ んが 転ぶと 、半ズ ボン からと び でた裸の 足に 蛇がか らまり つい
てくる。
ぼくは 長ズ ボンだ から、 蛇が からま り ついたら 脱げ ばいい とおも って
いました 。
「かんち ゃん がんば れ、ほ らほら 、も う すぐかい じい のほこ らじゃ 」
ようや く祠 に着き 、蛇た ちは いつの ま にか消え まし たが、 完ちゃ んの
足は蛇に 噛ま れて血 だらけ です。
「【は かばへ び】 のたた りです な。悪 い 血を抜か ない と治り ません よ」
「なおら んと 、どう なるん じゃ」
ぼくが きき ました 。
「足の傷 口か ら蛇が 何匹も でて きて、 い つまでも でて きて、 止まら ない
んですよ 」
懐爺は 蛇顔 になっ ていい ました 。
「そいつ はえ げつな いこと じゃの う」
「そうし てや っと止 まった そのと きに は 、蛇男に なっ ている んです 」
「へびお とこ たあな んじゃ 」
「ちょっ とい えない くらい 無気味 なも の です」
「なんと かせ いや」
ぼくは せか します 。
懐爺は 青息 吐息（ あおい きと いき） の 完ちゃん の足 に汚い 口をつ ける
と、血を 吸い 出して は唾を 吐き 、吸い 出 しては吐 き、 数十回 もやり まし
た。
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完ちゃ んの 顔色が だんだ ん良く なっ て きました 。

