＋ １ ５ 【 み のむ し こ ぞ う 】
〈児童虐 待〉
（じ どうぎ ゃく たい）という のは、最近の 話では なくて 、ぼ
くのこど もの ころは 、日常 茶飯 事（ に ち じょうさ はん じ）と いって もい
いくらい でし た。
口べら しの ために 親が新 生児 を殺す 〈 間引き〉 なん てもの は、江 戸時
代の話で はな くて、 貧しい ぼく の村で は 、明治時 代か ら昭和 時代ま で、
ずっとあ った のです 。
あそこ のお かみさ ん、ま たお 腹がお お きくなっ たと おもっ ている と、
おなかが ちい さくな っても 、赤 ちゃん の 姿が見え ない という ことが あっ
たのです 。
また、 幼い こども が食べ るも のを与 え られずに 、死 んでし まうこ とも
たまにあ りま した。
とにか く貧 しいで すから 食べ ものが 少 ないとき は、 働き手 が優先 （ゆ
うせん） でし た。
そ れ に 小さ な子が わるさ をし たとき の お仕置き が、 半端で はない 家も
ありまし た。
わるさ とい うのは 、宿題 をや らない こ となんか では 決して なく、 ひも
じさのた めに 家族の 食べも のや畑 の野 菜 を盗んだ りす ること なので す。
そんな こと をする と、火 箸（ ひばし ） で尻を突 き刺 された り、鉈 （な
た）で指 を打 ち砕か れたり します 。
でもそ うい うこと は、
（他 人事で はない から）村では だれ も告げ 口した
りはしま せん 。
懐爺に よる と、そ うした こと で死ん だ 、赤ちゃ んや 子ども のおば けが
【みのむ しこ ぞう】 なんだ そうで す。
「どうし て、 みのむ しなん じゃ」
いつぞ やぼ くは、 そうき いたこ とが あ りました 。
「みのむ しみ たいに 、蓑（ みの ）や藁 （ わら）や 菰（ こも） や簾（ すだ
れ）や筵 （む しろ） なんか を、ち ゃん と 身に付け てい ますか らねえ 」
「どうし て、 みにつ けてい るんじ ゃ」
「おばけ にな っても 、元の 親に 殺され た り傷つけ られ たりす るのを 、守
りたいた めで すね」

「あわれ じゃ のう」
ぼくは 親に 折檻（ せっか ん） されて 、 夜中に庭 で泣 きじゃ くる小 さな
子どもの 声を 、きい たこと がよく あり ま す。
それで も生 き延び た子ど もは まだい い けれども 、死 んでし まった 子ど
もは、ば けて でたく もなる でしょ う。
「死んだ 子は あわれ ですが 、お ばけに な った【み のむ しこぞ う】は あわ
れだなん て同 情もし ていら れま せん。 と んでもな くお そろし いこと をや
りますか らね 」
「そらあ 、な んじゃ 、なに をやる んじ ゃ 」
懐爺は 、い ささか 躊躇（ ちゅう ちょ ） してから 話し 始めま す。
「【み のむし こぞ う】は 子ど もには 危害（ きがい ）を与 えませ ん。狙うの
は大人ば かり 、しか も自分 の子 どもを 邪 険（じゃ けん ）にし ている 親ば
かり。ふ だん は大木 にぶら さが ってい る だけの【 みの むしこ ぞう】 は、
そういう 大人 が大木 で雨宿 りす るのを 待 ちつづけ 、好 機到来 します と 、
相手の頭 上に 落下し ます。 そし て【み の むしこぞ う】 は、捕 らえた 獲物
（えもの ）を 自分の 殻（か ら） のなか に 閉じ込め て、 すこう しずつ すこ
うしずつ 食べ ていく のです 」
その「 すこ うしず つ」と いう 言い方 が 、なんと もお そろし いかっ たも
のです。
「にげら れな いんか 」
「どうや って も逃げ られま せん」
懐爺は 、断 固とし ていい ました 。
懐爺が 、【 みの むしこ ぞう】 の仲間 に おもえま した 。
「そのか ぶり ものを 、きっ たりや ぶっ た りしても 、だ めかの う」
「獲物は 動け ないか ら、そ んな ことは で きません 。い ままで 助けよ うと
して【み のむ しこ ぞ う】を 切っ たり破 っ た自警団 （じ けいだ ん）は 何人
もいまし たが 、みん な獲物 その ものを 切 ったり破 った りして しまっ て、
助けたこ とに なりま せんで した」
「【み のむし こぞ う】の もくて きは、 ふ くしゅう かの う」
「はい 。【み のむ しこぞ う】は 復讐の 鬼 ですね」
「ふくし ゅう という もんは 、く だらな い ものだ。 そう いった のは、 かい
じいだの う」

「くだら ない とはい いませ んで したが 、 復讐とい うも のは、 後を引 きま
すからね 。要 するに 復讐の 連鎖 （れん さ ）という こと があり ますか ら、
むなしい もの だと、 そうい ったは ずで す よ」
「そうだ った のう。 れ んさ とは 、くさ り だったの う。 くさり はこま るの
う」
「金ちゃ ん、 ちゃん と覚え ている じゃ な いですか 」
「わしは のう 、かい じいの こと ばその も のよりも 、か いじい のここ ろそ
のものを 、お ぼえと るんじ ゃ」
「ああそ れで 、くだ らない と。 でも【 み のむしこ ぞう 】はそ のうち でな
くなりま すよ 」
「どうし てじ ゃ」
「親が子を殺したり傷つけたりすることがない世の中がやってくれば、
【みのむ しこ ぞう】 の仇も いなく なる わ けですか らね え」
「それは 、む りじゃ 」
「どうし て無 理なん ですか 、金ち ゃん 」
「そんな よの なかが 、やっ てくる わけ な いからの う」
そう言 った のには 理由が あっ て、親 は みんな子 を自 分が作 ったも のだ
と考えて いる 、自分 が作っ たも のだか ら 自分で壊 して も平気 なんだ 、と
おもわれ たか らです 。
もし法 律な んかで 取り締 まっ たり罰 を 与えたり した って、 そうい う考
えがある かぎ り、
【 みの むしこ ぞう】がい なくなる 世の 中なん て、や って
はこない とお もわれ ました 。
「やって きま せんか 」
懐爺は やや さびし げにい いまし た。
「きませ んの う」
ぼくも さび しげに いいま した。
それか らふ たりし て、
【みの むしこ ぞう 】の歌を 作り、声を合 わせて 歌
いました 。
みのむ し こ ぞうあ われな り
みのむ しこ ぞうあ われな り
すこう しず つすこ うしず つ

いただ きま すいた だきま す
あわれ なり みのむ しこぞ う
あわれ なり みのむ しこぞ う
おやの ない こはあ われな り
おやの ない こはお にとな り
すこう しず つすこ うしず つ
いただ きま すいた だきま す
ひとを くう のはあ われな り
おにと なる のはあ われな り
おにと なら ぬもあ われな り
まった くも ってあ われな り
おやを くう こはあ われな り
こをく うお やもあ われな り
いんが はめ ぐりお やとこ が
くいつ くわ れつあ われな り
あわれ なり みのむ しこぞ う
むなし さゆ えにあ われな り
みのむ しこ ぞうあ われな り
きのう もあ すもあ われな り
あわれ なり みのむ しこぞ う
まった くも ってあ われな り
みのむ しこ ぞうあ われな り

だから 現代 でも 、【み のむし こぞう 】 は、いる ので す。
でも山 奥で もない かぎり 、大 木がめ っ きり少な くな ったし 、あっ たに
しても何 せ傘 が百円 で買え る世 の中に な ったので 、大 木の下 で雨宿 りす
る人など もい なくな って 、
【み のむし こぞ う】の出 番も、ほとん どなく な
ってしま って いるだ けのこ となの です 。

