＋ ２ ８ 【 こ くこ く 】
ぼくの 村に は地震 （じし ん）が 多い 。
雷も多 いし 火事も 多いけ れど、 それ よ り地震が 多い 。
地震の ため に命を 落とし た人も 数知 れ ません。
海が遠 いか ら、津 波（つ なみ） がこ な いだけま しで す。
母親に いわ せると 、それ は大 昔から で 、この村 の地 下水に 大鯰（ なま
ず）が在 （い ）るか らだそ うです 。
「そんな ら、 おおな まずを 、たい じし た らええが のう 」
という と、
「地下の どの あたり にいる かわ からな い のに、退 治で きるは ずがな いで
しょう」
と母親 はい いまし た。
「そらあ 、ど こにい るか、 さがす けん き ゅうを、 せん といか んのう 」
「研究で きる ほど、 暇な者 も、頭 のい い 者も、こ の村 にはい ないよ 」
「なるほ どの う。だ ば、や っぱし 、か い じいにた のむ しかな いのう 」
という わけ で懐爺 のとこ ろに行 きま し た。
「おおな まず は、ど こにい るんか のう 」
「どこに もい ません よ」
と懐爺 は素 っ気な い。
「いない のに 、どう してじ しんが おき る んじゃ」
「それは わた しも見 たこと がな いから 、 よくはわ かり ません が、お そら
く土の下 のま た下の ほうで 、土 のかた ま りが動い たり 、火の かたま りが
揺れたり 、水 のかた まりが 流れ たりす る からです よ。 それを 鯰のせ いだ
なんて、 鯰も いい迷 惑です よ」
「だから 、そ のうご かした り、 ゆらし た り、なが した りする のは、 なま
ずがやる んじ ゃない のかの う」
ぼくは 鯰に こだわ りたい 。
「鯰はそ んな ことや りませ ん」
やはり 懐爺 は素っ 気ない 。
どうも この 日の懐 爺はお かしい 。
いつも なら 、

「それは 【お おなま ず】と いうお ばけ で す」
という はず なので すが。
「おおな まず なら、 やりそ うじゃ がの う 。だば、 どい つがや るんじ ゃ」
「どいつ とい われて も。つ まり 地球は 生 きている んで す。生 きてい るか
ら、うん こを したり おしっ こをし たり し ます」
じつに 適格 なご意 見。
「ちきゅ うの 、うん ことお しっこ が、 じ しんかい 」
「まあ、 そん なとこ ろでは ないか と」
「だば、 とめ られん のう」
「止めら れま せんが 、予告 はでき るか も しれませ ん」
「うんこ 、で そうじ ゃ、と か。お しっ こ 、もらし そう 、とか 」
「まあ、 それ を感知 して、 みなさ んに 予 告するこ とは できま すね」
「だれが よこ く、す るんか のう」
「天変地 異（ てんぺ んちい ）を 予告す る おばけと して 、一番 予告確 率が
高いのは 【こ くこく 】です ね」
そんな おば けがい たのか 。
「どうし て【 よこく 】でな くて【 こく こ く】なん じゃ 」
「しりま せん 。しっ てるわ けあ りませ ん 。大昔か ら【 こくこ く】は 【こ
くこく】 です から」
「そうい うの は、こ しょく そうぜ ん、 と いうんじ ゃあ るめい か」
「古色蒼 然で すか。 そんな 言葉 よくし っ ています ね。 でもわ たしは 古い
奴だとお おも いでご ざんし ょうが 、
【こく こく】は【こ くこ く】で いいの
ではない かと 」
「わしは 、か いめい してほ しい のう。 お おむかし のよ びかた なんぞ 、き
きとうな い」
という より わかり にくい 。
「それは まあ しかし 、ご本 人の許 可（ き ょか）も 必要 ですか らねえ 」
「きょか のう 。かっ てに【 よこ く】と よ んでいり ゃ、 その う ちに【 よこ
く】にな るめ いかの う」
「それは なり ます。それ でも 元は【こ く こく】であ って 、
【よこ く】はせ
いぜい渾 名（ あだな ）扱い か宛字 （あ て じ）並み です がね」
「どうし てじ ゃ」

「伝統（ でん とう） という もの をない が しろにし ては いけま せん。 わた
したちは 伝統 の尖端 （せん たん） で生 き ているの です から」
「むずか しい はなし じゃの う」
むずか しい 場合は 、そこ でやめ る。
「ともか く地 震が怖 かった ら、【こく こ く】にお ねが いする んです ね」
「わしは こわ くない がのう 。と なりの お ねえさん がこ わがっ たら、 かわ
いそうじ ゃか らのう 」
「怖がら ない のも問 題です ね。 怖がら な いひとは 、天 変地異 で死に ます
よ」
「だば、し かたな いから、こわが ると す っか。それ で、
【 こくこ く】には
どうおね がい したら いいん かのう 」
「おまじ ない の言葉 があり ます」
それを 懐爺 は教え てくれ ました 。
こくこ くこ くこく こくこ くこく よ
いっこ くに こくで さんご くいち の
こくこ くや いやい こくこ くやや や
てんぺ んち いいい いいい つくる か
おしえ てく れたら なまず をあげ る
なまず おい しやほ うやれ ほっと け
ほっと けな いのが てんぺ んちい よ

「むずか しい のう。 おぼえ られん の う 」
「紙に書 いて あげま すよ。 でも おまじ な いをする 前に 、鯰を 準備し てお
かないと 。【 こく こく】 は鯰が 大好物 で すから」
「おおな まず かい」
「中鯰や 小鯰 で大丈 夫です 」
「だば、 これ からと ってく るでの う」
という こと で、ぼ くは竹 槍（ たけや り ）を手に して 、村び とから 〈夜
叉が沼〉 と呼 ばれて いる小 山の近 くの 小 さな沼に 行き ました 。
〈夜叉 が沼 〉には だれも 近寄り ませ ん 。

昔（み んな の前で おなら をし たのを 苦 にして） この 沼に身 を投げ た村
娘がいて 、そ の娘が 【やし ゃ】 にばけ て でてくる とい う噂が ありま した
から。
しかし ぼく はその 娘に 、
（ たとえ【やし ゃ】で あって も）会って みたい
とおもっ てい ました 。
そうし て、 こう伝 えたか ったの です 。
「みんな のま えでお ならし たか ら、じ さ つするな んて 。わし なんか 、ひ
ゃっかい じさ つせに ゃなら ん。 おまえ は ちっとも 、は ずかし いこと なん
かないん だか ら、も うやし ゃに ばけん で もええ。 なん なら、 ここで 、お
ならがっ せん 、やる かのう 」
けれど も【 やしゃ 】はで てこ ないの で 、ぼくは 鯰と りに精 を出し まし
た。
沼は小 さい けれど 、底な しとい われ て いるので 、足 はつっ こまな い。
沼の縁 から のぞい て、音 をたて ずに 待 つだけ 待 つ。
沼の面 に泡 がでて きたり 波紋 （はも ん ）がたっ たり したら 、そこ をね
らって、 竹槍 をくり だすの です。
鯰は底 なし の泥の 上層の なか にいて 、 竹槍は根 元ま で押し 込まね ばな
らず。少 々危 険なの ですが 、足元 さえ 小 石で固め てお けば大 丈夫で す。
鯰は大 小二 十ばか りとれ ました 。
これら を雑 草で泥 を拭い 、竹 槍に串 刺 しにして 担い でひき あげよ うと
すると、 沼の なかか ら声が きこえ ます 。
「そんな にい っぱい 鯰をと って 、わた し を餓死（ がし ）させ るつも りで
すか」
【こく こく 】登場 かと見 つめ ている と 、沼の中 から 現れで たのは 【や
し ゃ 】 で した 。
とはい え、 容姿は かわい らし い娘な の で【やし ゃ】 という 呼び名 は似
つかわし くあ りませ んが、 ぼく はそれ が 【やしゃ 】だ とすぐ に認識 しま
した。
（後に ぼく は石神 井公園 ・三 宝寺池 の 〈照姫伝 説〉 をしり ました が、
そのとき この かわい らしい 【やし ゃ】 の ことを想 いだ したも のです ）
「なまず はお まえの ごはん かい。 だば 、 はんぶん かえ すかの う」
じつは この ままで は担ぐ のに重 すぎ た のでした 。

そこで 【や しゃ】 に恩を 売ろう とお も ったので す。
でも見 破ら れてい ました 。
「恩を売 るつ もりで しょう が、 わたし は もう気弱 い心 は捨 て たので す。
その鯰ぜ んぶ 沼に返 してく ださい 」
「だども 、も ういき てはお らんぞ 」
「沼に返 して くれれ ば、生 き返ら せま す 」
「だども 、わ しにも やるこ とが ある。 そ れでこの なま ずはひ つよう なん
じゃ。な まず とるの に、わ しもく ろう し たからの う」
「それな ら、 苦労賃 として 、一匹 だけ あ げましょ う」
「そのて いど のおみ やげで 、【 こくこ く 】はおし えて くれる かのう 」
「大丈夫 です 。なぜ ならわ たしが 、そ の 【こくこ く】 なので すから 」
これに はお どろい た。
【こく こく 】がお じさん かと おもっ て いたのは 、先 入観と いうや つで
した。
「 そ れは しつ れいい たしま した のう。 そ れではさ っそ くでご ざりま する
が、こん どのじ しんは いつ くるの でやん すか。
【こく こく】さまに おうか
がいいた しま すじゃ 」
敬語と いう ものに 慣れて いな いぼく は 、冷汗（ ひや あせ） と脂汗 （あ
ぶらあせ ）を 流しな がらい いまし た。
「そんな に大 袈裟（ おおげ さ） に頼ま れ なくても 、も ちろん 教えま す。
そのため に鯰 たちと 一緒に この沼 で暮 し ているの です から」
【やし ゃ】 いいえ 【こく こく】 は優 し い声でい いま した。
「はよお しえ ろ。さ っさと いわん かい 」
しまっ た、 地がで ました 。
それで も【 こくこ く】 は 教えて くれ ま した。
「二十年 後に この村 に、
〈原子 力発電 所〉というも のが 作られ ます。通称
【げんぱ つ 】とい う、おば けより もはる か におそろ しい 巨大な 施設で す。
それが作 られ て、ま た二十 年後 に地震 が あります 。け れども 地震そ のも
のよりも 、地 震によ ってそ の【 げんぱ つ 】が破壊 され るほう が、は るか
に恐ろし いの です」
ううむ 、恐 ろしい 予告だ 。
（ぼく はそ の後一 度も、 この予 告を 忘 れたこと はあ りませ ん）

ぼくは 【こ くこく 】に礼 をいっ てか ら 、懐爺の とこ ろに行 きまし た。
【こく こく 】の言 葉を伝 えると 、
「金ちゃ んは、大人に な っ たら 、
【げ んぱ つ】反対 の運動 をする 運命 なの
でしょう 」
懐爺は しみ じみと いいま した。

