＋ ３３ 【 な ま ぐ さ 】
村長さ んの 納屋に 【なま ぐさ】 がで る というの で、 村びと たちが 対策
（たいさ く） のため に、村 長さん の家 の 庭に集ま りま した。
ぼくは 野次 馬（や じうま ）の一 人と し て行きま した 。
こんな に大 勢集ま っても 、何の 役に も 立たない 、懐 爺ひと りで充 分だ
とぼくは おも ってい ました が、い わな い でおきま した 。
【なま ぐさ 】はそ の名の とおり 、滅 茶 苦茶（め ちゃ くちゃ ）生臭 いお
ばけで、 それ は懐爺 の臭さ とはち がう 。
懐爺は 、草 くさい けれど 、【な まぐ さ 】は、血 なま ぐさい のです 。
「あの臭 いは たまら んな。 女中さ んた ち に掃除を して もらっ たが、 まる
で駄目だ った よ」
村長さ んは 頭を抱 えてい ました 。
「【なま ぐさ 】を退 治する ために は、 納 屋を焼い てし まうこ とです な」
村の長 老の 一人が いいま した。
「そうじ ゃそ うじゃ 」
と野次 馬た ちは声 をあげ ました 。
「やっち まえ やっち まえ、 火あぶ りじ ゃ 」
「【なま ぐさ 】なん か黒焦 （くろ こ） げ じゃ」
と村び とた ちも賛 同しま した。
なんと なく 弱い者 をよっ てたか って い じめる、 雰囲 気（ふ んいき ）が
あったの で、
「そらあ 、か たてお ちじゃ のう」
とぼく は声 をあげ ました 。
みんな がぼ くを睨 （にら ）みま した が 、ぼくは 平気 （へい き）で 、こ
う付け足 しま す。
「わしじ ゃっ たら、 まずは 【なま ぐさ 】 とそうだ んし てみる がのう 。あ
んまりく さい から、 なやを もやそ うと お もうが、 くろ こげに なりた くな
いなら、 いま すぐに にげだ したら ええ 、 といって みる のう」
村びと たち の反応 は最悪 でした 。
「おばけ 相手 に相談 なぞと 、莫迦 莫迦 （ ばかばか ）し いこと いうな や」
「金ちゃ んは 、おば けの回 し者だ って 噂 があるで な」

「【なま ぐさ 】の肩 を持つ なら、 金ち ゃ んも火あ ぶり じゃぞ 」
「この村 を護 るため なら、 人身御 供（ ひ とみごく う） も必要 なり」
村びと たち は血潮 （ちし お）燃 ゆる 口 吻（こう ふん ）をし て、目 を血
走らせて いま す。
こんな 空気 のなか で、私 刑され た無 実 の人をぼ くは しって います 。
こんな 空気 は懐爺 が最も 嫌うも ので す 。
こんな 空気 が戦争 を起こ すのだ と断 言 していま す。
ぼくは 危険 （きけ ん）を かんじ たの で 、
「わしが なん とかし たる。 もんく はな か ろう」
と声を 張り 上げま した。
村びと たち は騒然 （そう ぜん） とし ま した。
村長さ んが みんな を制し 、
「まずは 、金 ちゃん にまか せてみ たら ど うかな。 とに かくわ しゃ、 生臭
い臭いが なく なれば 納得（ なっと く） な んだから さ」
村びと たち は渋々 承知し ました 。
ぼくは 懐爺 に助け を求め たかっ たが 、 そんな時 間は なさそ うだ。
それで すぐ に、納 屋に入 って行 きま し た。
臭いの なん の、牛 とか馬 とか豚 とか の 屍骸（し がい ）の、 血なま ぐさ
い臭いに 似て いまし た。
ぼくは 鼻を つまみ ながら 、
「おうい 【な まぐさ 】やい 。おま えの よ うきゅう をお しえて くれん かの
う」
すると どこ からか 、変な 声がき こえ ま す。
「あいい ん」
変とい うの は、声 そのも のが血 なま ぐ さかった から です。
どこか ら声 がきこ えるの か、よ くわ か らなかっ たの で、ぼ くは天 井に
む けて、 納屋 のなか に積み 重なっ てい た さつま芋 を投 げつけ ました 。
「いたあ いん 」
変な声 。
「いたい かの う」
また投 げつ けまし た。
「いたい よん 」

変な声 。
「おばけ のく せに、 いたい かのう 」
また投 げつ けまし た。
「いたい った らん」
変な声 。
「【なま ぐさ 】でて こい、 わしじ ゃ」
「金ちゃ んか いん。 待って たよん 。懐 爺 がくるか とお もった がなん 。金
ちゃんで もえ えよん 」
やっぱ り声 だけ。
「にんげ んは さ、そ のなま ぐさい にお い が、とて もふ ゆかい なんじ ゃ。
なんとか して もらえ んかの う。わ しは ひ あぶりな んぞ 、きら いじゃ から
のう」
「人間は 自分 勝手だ なん。 この血 なま ぐ ささは、 人間 のせい だよん 。牛
や馬や豚 を殺 して喰 うんだ からな ん。 残 酷な人間 に、 よく文 句がい えた
もんだな ん」
「わしも おな じいけ んじゃ 。うし やう ま やぶたは 、わ しのと もだち じゃ
からのう 。と もだち をころ されて 、わ し はつらい ぞ」
「金ちゃ んな ら、わ かって もらえ ると お もってい まし たよん 。人間 がい
つまでも 、そ ういう ことを やりつ づけ て いるあい だは 、【な まぐさ 】は
消えない 、消 えるわ けには いかな いよ ん 」
【なま ぐさ 】はこ ころな しか涙 声で し た。
「きもち はわ かるが のう。 どうし て、 そ んちょう さん のなや なんじ ゃ」
「村長の 一家 は、動 物の肉 が大好 物な の さん。毎 晩、 喰っと るが、 焼肉
とかすき 焼き とかよ りも、 生肉が 大好 物 でなん。 だか らここ にでた んだ
よん」
「そうか い。 ならば 、わし がそん ちょ う さんにき つく 、せっ きょう をす
るでよ。 なま にくは けしか らん。 なま に くくえる んは 、なま ぐさぼ うず
だけじゃ 。こ こはわ しのか おをた てて 、 すみやか に、 きえて くれん かの
う」
「わかっ たよ ん。金 ちゃん の顔は つぶ せ ないよん 。消 えるよ ん」
【なま ぐさ 】は頗 （すこ ぶ）る 素直 で した。
「すまん のう 」

「でもも し約 束がち がった ら、こ んど は 村長の母 屋（ おもや ）にで るか
らなん」
「でろで ろ。 みから でたさ び、い んや 、 みからで たく されじ ゃ」
「たのむ よん 、たの むよん 」
と いう わけ で、【 なまぐ さ】は 消え ま した。
「よかっ たよ かった 。万事 解決（ ばん じ かいけつ ）、 納得よ 」
村長さ んは 歓喜の 声をあ げまし た。
それで も村 びとた ちが納 得の顔 をし て いなかっ たの は、納 屋を焼 きた
かった、 そう するこ とで村 長に対 する 日 頃の鬱憤 （う っぷん ）をは らし
たかった から でしょ う。
村びと たち が去る と、ぼ くは村 長さ ん に話があ ると いいま した。
村長さ んは 家の中 で話を きこう と答 え 、立派な 応接 間に案 内して くれ
ました。
「金ちゃ ん、 おかげ で納屋 を焼か ずに す んだよ。 あん な納屋 は惜し くは
ないが、 今日 は風が 強いか ら、母 屋に 焼 け移った ら、 えらい ことだ から
ね」
「そうじ ゃの う。わ しもそ れをし んぱ い してのう 」
本当は そん な心配 をする 余裕は あり ま せんでし た。
「お礼に 、旨 いもん を喰わ せよう 。町 か ら取り寄 せた 、新鮮 な生の 、牛
刺し馬刺 しだ よ」
げげ。
「わしは そん な、ち なまぐ さいも んい ら ん。そん ちょ うさん にひと つ、
いわせて くれ や」
「何なり と」
「にんげ んは どうぶ つじゃ ろ」
「動物に 決ま ってい るさ」
「それな のに どうし て、お なじど うぶ つ の、にく をく うんじ ゃ」
「それは つま り、旨 いから さ。そ れに 滋 養もある で」
「うまく て、 じよう があれ ば、な にを く っても、 ええ んかの う。に んげ
んをくっ たっ て、う まくて 、じよ うが あ るかもし れん ぞ」
「まあそ う、 かしこ ばらん でも。 祠の 爺 は、遠く まで 戦争行 って、 人肉
喰うたら しい 。生き るため には人 間は な んだって やる のさ。 なんだ って

喰うのよ 。だ からっ て、そ んな人 間を 醜 悪（しゅ うあ く）と おもっ てい
いものか ね。 まして や、牛 や馬や 豚は 、 人間に喰 われ るため に、神 様に
生かされ てい るのか もしれ んよ」
「そんな かみ さまは 、わし はしら んの う 」
「牛や馬 や豚 は、殺 された って喰 われ た って、ば けて でない だろう 。そ
れは殺さ れた って喰 われた ってし かた な いと、か んが えてい るから さ」
「そんち ょう は、の んきじ ゃのう 。わ し は、う し やう まやぶ たが、 ころ
されると き、 どれほ どかな しいこ えを あ げるか、 よう しっと る」
「あれは 悲し い声で はない 、悦（ よろ こ ）びの声 だ、 とだれ かがい った
としたな ら、 わしゃ 信用す るがね 。金 ち ゃんはこ ども だから わから ない
だろうが 、男 と女が まぐわ うとき 、女 は 悲しい声 に似 ている 悦びの 声を
あげるん だよ 。それ から絶 頂にな ると 女 は、死ぬ 死ぬ と悦び の声を 発す
るんだよ 」
「ごまか すで ない、 そんち ょう。 わし が そんなこ とし らんと でもお もう
とるのか 」
じっさ いは 、まっ たく、 しらな い。
「あれま 、失 礼しま した」
「あれと これ 、これ とそれ はちが うぞ 。 たとえば なし とほん ものの はな
しとは、 はな しがち がうぞ い」
「まあそ んな に怒ら ずに。 そろそ ろ牛 刺 し馬刺し もく るで、 機嫌を なお
してくれ な」
「そんな もの くうか い。え えかそ んち ょ う、また 【な まぐさ 】がで てき
ても、わ しは もうし らんか らのう 」
捨て台 詞（ ぜりふ ）を吐 いて、 ぼく は 村長宅を 後に しまし た。
そして その まま懐 爺のと ころに 行き ま した。
「かいじ い、 せんそ うで、 にんげ んの に く、くっ たっ てえの は、ほ んま
か」
「それは 噂に すぎま せん。 〈ばけ もの 〉 とよばれ てい た若い ころの わた
しなら、 人間 の肉で も喰う だろう とい う 先入観で す。 たしか に戦場 は飢
餓状態で した が、戦 友の肉 を喰ら うく ら いなら、 餓死 したほ うがま しだ
とかんが えて いまし た」
「そうか そう か」

ぼくは 懐爺 の答に 満足を しまし た。
「金ちゃ んは 、どう してそ んなこ とを き くんです か」
「【なま ぐさ 】がで たんじ ゃ。わ しは 【 なまぐさ 】が わるい とはお もわ
ん。【な まぐ さ】が でるほ ど、に んげ ん はわるい んじ ゃ」
「悪いの が人 間です 。人間 がいな けれ ば 、世界は どれ だけ平 和で美 しい
ことか。 それ でもわ たした ちは人 間で す から、で きる だけ悪 いこと をし
ないよう 、な んとか 謙虚に 努力す るし か ありませ ん。 それが 人間の 一番
の使命な ので しょう 」
「そうか のう 。わし は、に んげん のし め いとやら は、 わるい ことを しな
いよう、 なん とかす るんじ ゃなく て、 た だしいこ とを するよ う、な んと
かするの かと 、かん がえて いたわ い」
「その正 しい ことっ て、な んでし ょう 。 わたしは 大昔 、悪人 を何人 も殺
（あや） めた ことが ありま すが、 自分 で は正しい こと をした とおも って
いました 。け れども 、悪人 だとき めつ け たのは、 わた しで あ って、 自分
が正しい とお もいこ んだの も、わ たし で す。万一 わた しとい う人間 が、
不完全な 人間 だとし たなら 、わた しの 判 断なぞ、 ろく でもな いもの かも
しれませ ん。 世界に は、自 分たち だけ が 正しいと 言い 張る、 人間た ちで
あふれて いま す。そ うして そうい う人 間 たちこそ が、 矢鱈（ やたら ）に
戦争を起 こす んです 」
ぼくは 沈黙 しまし た。
なにが なん だかわ からな くなっ た。
「きょう は、 ねむら ないで 、かん がえ て みるから のう 」
そう言 い残 しまし たが、 なにせ この 日 は疲れ果 てて いたの で、帰 ると
すぐに眠 って しまい ました 。
そうで した 、うっ かり言 い忘れ そう に なりまし たが 、件（ くだん ）の
【なまぐ さ】 は、も うでる ことは あり ま せんでし た。
村長さ んの 家では 、あの 事件以 降、 生 肉を食べ るの をやめ ました 。
それで 【な まぐさ 】がで なく なった の かどうか は、 【なま ぐさ】 にき
く機会も ない ので、 はっき りした こと は いえませ ん。

