＋ ２ ５ 【 が ば】
大川に はい くつか の橋が かか ってい て 、そのひ とつ は〈猿 橋〉と いい
ます。
大昔に 猿が かけた 橋を、 命綱 を頼り に 命がけで 修復 したも のだそ うで
すが、細 くて 古い、 いわゆ る木 と綱の 吊 橋ですか ら、 猿橋を 渡る者 はあ
りません 。
挑戦し た者 は三人 いたそ うで すが、 百 米下の急 流に 落下し そうに なっ
て、命か らが ら戻っ てきた そうで す。
いまま で渡 り切っ た者は 、たっ た一 人 しかいな いと のこと です。
村の老 人た ちは、
「あれは 【さ るはし 】とい うお ばけじ ゃ から、人 が渡 ると揺 らして 落と
そうとす るん じゃよ 。渡る 者は 自殺行 為 じゃから 、長 生きし た い者 は渡
らんこと じゃ よ」
といっ てい ました 。
たしか に風 の強い 日など は、猿 橋は 大 きく揺れ ます 。
どこを 修復 したと いうの か、木 だっ て 綱だって ぼろ ぼろで す。
ぼくは いつ か、こ の猿橋 を渡 ってや ろ うとかん がえ ていた もので すか
ら、村の 老人 の一人 に、
「わたり きっ たとい う、ゆ うかん なや つ はだれじ ゃ」
ときい てみ ました 。
すると 、
「いまは 祠に 住んで いる乞 食じ じいじ ゃ よ。あい つが 十年前 に渡り 切っ
たのが、 最初 で最後 じゃよ 」
と答え たの です。
懐爺だ った のです 。
「やっぱ し、 かいじ いはす ごいの う」
ぼくは 自 分 が渡り 切った つもり にな っ て、威張 りま した。
「くそっ たれ 。あい つはた だ、自 殺し た かっただ けじ ゃよ」
老人は そう 吐きだ しまし た。
それで 懐爺 にきい てみま した。

「かいじ いは 、じさ つした かった んか の う」
「とんで もな い。わ たしは 自殺 は自分 を 殺すこと です から、 人殺し だと
かんがえ てい ます」
「そんな ら、 どうし てさる はしを わた っ たんじゃ 」
懐爺は 喋り たくな いとい う顔で した 。
それで も、 ぼくが あまり しつ こくき く ものです から 、渋々 語りは じめ
ます。
「【さ るはし 】は昔 から、おばけ の橋 とい われてき まし た。いま はだ れも
渡ろうと しま せんし 、渡ろ うと した人 も 途中で引 き返 してき ますが 、昔
はあの橋 を渡 り切ろ うとし て、 落ちた 人 がいっぱ いい たもの です。 そう
して落ち た人 たちは 、大川 に棲 （す） む 【がば】 とい うおば けに、 みん
な喰われ てし まいま した 。
【さる はし】と【がば】とは、い わゆ るつる ん
でいるの です ね。吊 橋とい う言 葉はそ こ からでた とも いわれ ていま す。
つるむに はわ けがあ って、 そう でもし な いと【が ば】 は飢え てしま いま
すから。 おば けだっ てお腹 がす くのは 辛 いもので すも の。わ たしが 橋を
渡ったと きは、その日 に【さる はし】か ら 落ちた人 が七 人もい た んで す。
それでわたしは、かれらが【がば】に喰われる前に助けられないかと、
【さるは し】 の上か ら下を 調べて いた の です」
「それで 、た すけら れたん かのう 」
「すでに 【が ば】に 喰われ た後 でした 。 仕方なく わた しは【 さるは し】
を渡り切 りま した」
「にんげ んを くうな んてけ しから んの う 」
「それは 人間 の側か らの発 想で す。た と えば豚の 側か らの発 想です と、
豚を喰う なん てけし からん 、とい うこ と になりま す」
懐爺は 語気 を強め ていい ました 。
まるで 人間 の言い 分とは おも われま せ んでした が、 ぼくは 豚が好 きな
ので、ま あい いかと 、口ご た えは やめ ま した。
「どうし て、 かいじ いは、 おちな かっ た のかのう 」
「それは 、わ たしが 臆病（ おく びょう ） だからで す。 勇敢（ ゆうか ん）
な人は落 ちる んです 」
「そうい うも んかの う。ほ んまに そう か のう」
ぼくに は信 じられ ません でした 。

ぼくは 懐爺 ほど勇 敢な人 間を知 りま せ ん。
「わたし は【 さるは し】から落 ちるこ と よりも 、
【 がば】に喰 われる こと
のほうが おそ ろしい から、落 ちない よう に細心の 注意 をはら ったの です 。
なぜなら 泳ぎ の達人 は、川 に落 ちるこ と をそれほ どこ わがら ないも んで
すから」
「かばは 、お そろし いかの う。 どうぶ つ えんでみ たが 、かわ いかっ たの
う」
豚も好 きだ が河馬 も同じ くらい 好き で す。
「河馬で はあ りませ ん。わ たし がいっ て いるのは 、お ばけの 【がば 】の
ことです 」
「そうか い、【が ば】か い。が ばがば 、 とくうか ら【 がば】 なんか 」
「まあそ んな ところ です 。
【が ば】は たし かに河馬 に似 ていま すが、ある
目撃者（ もく げきし ゃ）は 、人魚（にん ぎ ょ）だっ たと 告白し ていま す」
「な、に にに ににん ぎょな ら、わ しも あ ってみた いの う」
ぼくの 目は 輝いて いたは ずです 。
「人魚は 、絵 本にで てくる よう な可愛 い 乙女では あり ません よ。本 物の
人 魚 は 、 顔が 河馬で 胴体が 鰐で尻 尾が 鯨 なんです 」
「ほ、ん んん んもの はすご いのう 。ま す ますみた いの う」
ぼくの 目は ますま す輝い たはず です 。
「【が ば】は たしか に、そ の本物 の人 魚に 似ていま すが、いくつ か大 きく
異なると ころ があっ て、人 肉が 好きな と ころと、 牙が 包丁に 似てい ると
ころと、 目つ きが狂 人を想 わせ るとこ ろ ですかね 。ち なみに 人魚は おば
けではな くて 、魚類 の突然 変異（ とつ ぜ んへんい ）と いうも のです 」
懐爺の 説明 が面白 かった ので 、ぼく は どうして も【 がば】 を見た くな
りました 。
それで 懐爺 には内 緒で 、
【さ るはし 】に 行って み たの ですが、ちょ うど
村びとた ちに よって 取り壊 されて いる 最 中でした 。
これで 【が ば】も 、飢え 死に するし か ないなと おも うと、 どうに もか
わいそう な気 がして なりま せんで した 。

