＋ １ ７ 【 じ ゃこ つ 】
蛇だけ では なく、 鰻（う なぎ ）も穴 子 （あなご ）も 泥鰌（ どじょ う）
も、ぬる ぬる して長 いもの はとに かく 嫌 いでした 。
だから もち ろん、 そんな 不気味 なも の を食べた こと はあり ません 。
でも村 では 、鰻や 穴子や 泥鰌 はもち ろ ん、いや それ らより ずっと 、蛇
を食べる 習慣 があり ました 。
その食 べ方 もだん ぜん嫌 いで不 快で し た。
見たこ とも ないし 、見る 気も ありま せ んから、 懐爺 にきい た話を 紹介
します。
「生きた 蛇を 、大鍋 に入れ ます 。七人 家 族でした ら、 七匹で すね。 水を
入れて、醤 油と 味噌を 入れ、強 火で煮 るの です。重し をし た鍋の 蓋には 、
あらかじ め、 七つの 極めて 小さ な穴を 空 けておき ます 。煮立 ってき ます
と、さす がに 中の蛇 が悶え 苦し んで、 ひ どく暴れ ます 。そし て沸騰 しま
すと、七 匹の 蛇はた まらず に、 鍋の蓋 の 七つの小 さな 穴から 、一 斉 に物
凄い勢い で飛 び出し ます。 当然 のこと に 、鍋の外 に飛 び出す のは、 穴の
ところで 肉が 削がれ て、骨 だけ になっ た 蛇なので す。 それで 美味し い蛇
鍋の完成 、と いうわ けです 」
「ざんこ くじ ゃのう 」
ぼくは 吐気 がしま した。
「人間は 世界 中で最 も残酷 な生き 物で す 」
懐爺は 断固 たる口 調でい いまし た。
「泥鰌な ども 生きた まま、 丸ご との豆 腐 と一緒に 鍋で 煮ます 。煮立 って
きますと 、泥 鰌たち は豆腐 の中 に逃げ 込 みます。 沸騰 すると 、泥鰌 豆腐
の完成で す。 こいつ が好き な連中 は沢 山 います」
「わしは そん なもの は、し んでも くわ ん 」
「でも金 ちゃ ん、わ たしら は知 らぬう ち に、そう いう 残酷料 理を食 べる
羽目にな って いるん ですよ 」
あれこ れ思 いだせ ば、そ うかも しれ な い。
「たしか にに んげん はざん こく じゃ。 ど うぶつは りょ うりを せんか らの
う」
「はい。 料理 という ものが 、す なわち 残 酷なんで す。 それな のに、 自分

は一流の 料理 人だと 、威張 ってい る莫 迦 が多すぎ るん です」
一流の 料理 人の料 理を食 べたこ とは な いが、そ うか もしれ ない。
「それに して も、ほ ねだら けにな った へ びが、ば けて でんか のう」
「さすが は金 ちゃん 。でま すでま す、【 じゃこつ 】」
なんだ か懐 爺は嬉 しそう で した 。
「【じ ゃこつ 】た あ、へ びのほ ねのこ と かい」
「そうで すそ うです 、おそ ろしや おそ ろ しや、蛇 の骨 のおば け」
こつこ つこ つこつ
じゃこ つこ つこつ
こつこ つじ ゃこつ
こつじ ゃこ つじゃ
こつこ つこ つじゃ
そんな 音が きこえ たら 、【じ ゃこつ 】 の登場だ そう です。
「【じ ゃこつ 】に にらま れたら 、どう な るんじゃ 」
「金ちゃ んは 蛇など 食べま せん から問 題 ないんで すが 、蛇鍋 を食べ てば
かりいる 者に は、い ずれこ の音 が必ず き こえます 。き こえる やいな や、
その者の 肉は 消滅し 、骨の みとな りま す 」
「かそう ばが 、いら んの う 」
おそろ しい 話です が、自 分は関 係な い ので、ぼ くは 呑気で した。
でもあ る日 あると き、そ んな 音がき こ えて、ぼ くは 震え上 がりま した
が、それ は按 摩（あ んま） さんの 杖の 音 なのでし た。

