ええと、 また また追 加です 。
このご ろよ く、こ ういう ことを 聞か れ ます。
「注文も ない のに、 どうし て次々 と書 く んですか 」
たしか に、 ふつう のひと には、 それ が 不思議ら しい 。
けれど も、 そうい うひと は、作 家の 本 質がわか って いない 。
注文を する ひとは 、編集 者か出 版社 だ とおもい こん でいる 。
それは 先入 観にす ぎませ ん。
じつは 注文 をする ひとは （ひ ととい え ない場合 もあ るが） そうい うひ
とではな く、 例えば この作 品の場 合は 、 おばけな ので す。
おばけ が夜 な夜な 枕元に やって きて 、
「おれの こと は、い つ書い てくれ るん だ い」
とか、
「わたし のこ とを、 どうし てまだ 書い て くれない の」
とか、 注文 がうる さいの です。
それで 次々 と書く しかな いので す。
それで は始 めます 。

＋ １ １ 【 ね むり ひ め 】
日曜の 昼下 がり、 お使い で躑 躅峠（ つ つじとう げ） にさし かかっ たと
ころ、木 陰に 寝てい る女の ひとを 見か け ました。
白い服 をき たきれ いなひ とで 、木の 根 っこを枕 に、 上を向 いて静 かに
寝ていま す。
黄色い 蝶が ふたつ 、その 人の 周りを 飛 んでいて 、何 とい っ たらい いの
か、とて も美 しい光 景でし た。
まるで 絵本 で見た 白雪姫 でした 。
将来お 嫁さ んをも らうな ら、 こうい う ひとがい いな とふと おもわ れま
した。
すすす すす すす
ややや やや やや

すすす すす すす
ややや やや やや
しばら くみ とれて いまし たが 、その う ち、眠っ てい るのか 死んで いる
のかわか らな くなっ たので 、警 官か医 者 か先生を よぼ うかと かんが えた
ものの、 けっ きょく 懐爺の ところ に行 き ました。
ぼくに とっ て懐爺 は、警 官であ り医 者 であり先 生で あるの ですか ら。
「夢でも 見た のでし ょう、 金ちゃ ん」
懐爺は 、寝 ぼけ声 でした 。
「ひるま にゆ めなん かみる もんか 」
「ですか ら白 昼夢（ はくち ゅうむ ）」
「たしか に、 はくち ょうみ たいな ひと だ ったのう 」
「まあ、 いい でしょ う。わ たしは 昼寝 中 です」
懐爺は 祠の 奥に引 っ込も うとし まし た 。
「ひるね はよ るにし ろや。 わし はあの ひ とが、き にな ってし かたな いん
じゃ」
「それは おば けだか ら気に なるの です 」
「あのひ とが おばけ かい。 あんな きれ い なおばけ がい るもん かい」
「そんな きれ いなひ とが村 にいる わけ も ないでし ょう 」
懐爺は 眠そ うな眼 をして いいま した 。
「なるほ どの う」
ぼくは 懐爺 の 説に 納得す る他は あり ま せん。
「それは 【ね むりひ め】で すね」
「ねむっ てい るおひ めさま で【 ねむり ひ め】かい 。あ いかわ らずい いか
げんじゃ のう 」
懐爺の 眠気 をさま すため に、わ ざと そ ういいま した 。
「相変わ らず とは失 礼です ね」
懐爺は 眼を こすり ながら 苦笑し まし た 。
「しつれ いな のは、 あいか わら ずじゃ の うて、い いか げんの ほうじ ゃろ
が」
「そうで した そうで した」
いいな がら 懐爺は また奥 に引っ 込も う とします 。

「ちゃん とは なして からね むれや 」
懐爺に 睡眠 が必要 とはお もわれ ませ ん でしたが 。
「そうで した そうで した 」
「そうじ ゃそ うじゃ 」
「ところ で、 何の話 でした っけ」
懐爺は とぼ けまし た。
「あほか い。【ね むりひ め】じ ゃ」
ぼくは つっ こみま した。
「そうで した そうで した」
「そうじ ゃそ うじゃ 。わし をたぶ らか し てなんと する 」
ぼくは いよ いよ怒 ったふ りをし まし た 。
それで 懐爺 はよう やくそ の気に なっ て くれまし た。
「【ね むりひ め】は眼 をさま すこと があり ません 。かっ こい い王子 様が声
をかけた って 起きま せん。 でも 、あま り の美しさ に我 慢でき ずに【 ねむ
りひめ】 にち ょっと でも触 れると 、か ら だが腐（ くさ ）りま す」
「わしも さわ りたく なった がのう 」
「触らな いで よかっ たです ね。 きわめ て 美しい花 には 棘（と げ）も 毒も
あります 」
腐るの はい やです 。
「からだ のど こがく さるん じゃ」
「それは 人そ れぞれ ですが 、鼻 が腐っ て 落ちる人 もい れば耳 が腐っ て落
ちる人も いま す」
懐爺は 鼻や 耳が落 ちる仕 種（し ぐさ ） をしまし た。
それは それ はおば けなん かよ りも、 ず っとずっ とお そろし かった もの
です。
「ならば 、ち んちん がくさ ってお ちる ひ ともおる んか 」
「さすが は金 ちゃん 。わた しは あえて い いません でし たが、 そこは まず
最初に腐 って 落ちま す」
「それは あり がた い のう。 わし はいち ど 、おんな にな ってみ たかっ たの
じゃ」
もっと も、 乞食女 ではな く白雪 姫が い い。
「あのね 金ち ゃん。 落ちて も、ま た生 え てくるは ずが ないの ですよ 」

「なんじ ゃ、 でない のかい 。とか げと ち がうのか い」
「でませ ん。 たしか に人間 も、 蜥蜴（ と かげ）み たい ならい いです よね
え」
「かみさ まに もまち がいは あるん じゃ の う」
「神様は まち がいだ らけな ので すよ。 け れどもお ばけ はまち がいは おか
しません 。で るとき にちゃ んとで る」
懐爺は 自信 満々の 声でい いまし た。
ぼくが 黙っ ている と、懐 爺は しめし め という顔 で祠 の奥 に 消えて 行き
ました。
懐爺は ああ いうけ れども 、ぼ くはど う しても【 ねむ りひめ 】はお ばけ
ではなく 、人 間なの だとお もわれ てな り ません。
懐爺は ああ いうけ れども 、
【ねむ りひめ 】にち ょっと だけ さわっ てみた
くてなり ませ ん。
帰りに 躑躅 峠のあ の場所 に寄 ってみ る と、女の ひと はもう いませ んで
した。
黄色い 蝶が ふたつ 、舞っ ている だけ で した。
その後 ぼく は、あ んな美 しい女 のひ と にであっ たこ とはあ りませ ん。
でもも しか すると 眠って いた から美 し いのであ って 、あの ひとが 起き
だしてべ らん こべら んこ喋 くり 散らか し たら、い くら 美しく とも美 しく
おもわな いか もしれ ません 。

