＋ ３ ６ 【 お でん さ ん 】
いわゆ る幽 霊とい うもの は、め った に 見たこと がな いので すが、 その
夜は、妙 なく らい静 かだし 、風が なま ぬ るく、月 がか すんで いたの で、
でてきた ので しょう 。
我が家 の庭 のす み にある 、便所 から も どってく ると きに、 気づい たの
です。
粗末（ そま つ）な 着物を 着て、 顔蒼 白 く、寒そ うに でてき ました が、
隣のお姉 さん に匹敵 （ひっ てき） する 美 人でした 。
「どなた さま でやん すか。 おいわ さん か のう、そ れと もおき くさん かの
う」
ときく と、 幽霊は 、
「あちき は【 おでん さん】 です」
と、い かに も女ら しい声 でいい まし た 。
「そうで やん すか。 だども わしは 、ざ ん ねんなが ら、 おんな ぎらい での
う。おん なず きのと ころに でてく れん か のう」
「そんな 殺生 なこと いわな いでね 。あ ち きだって それ なりに 選んで でて
いるんで すも の」
【おで んさ ん】は 色っぽ い声で いい ま した。
「そらあ 、え らびま ちがい じゃ。 もう ち っとは、 ゆう れいを こわが るも
んのとこ ろさ 、でる がいい ぞ」
「そんな 冷た い仕打 ちしな いでね 。こ わ がるとか こわ がらな いとか 、あ
ちきには 関係 のない ことで すわ」
【おで んさ ん】は いささ か拗（ す） ね てみせま した 。
それが また 女らし い。
女好き には たまら んだろ う。
「まんず そこ はさむ かろう 。さゆ でも い れるから のう 」
湯 を 湧 かす ために 土間（ どま） のほ う に行くと 、お 伝さん は静か に泳
いでつい てき ました 。
そうし てぼ くの耳 もとで 、こう 囁（ さ さや）き ます 。
「ごらん のと おり、 あちき は足は もち ろ ん下半身 があ りませ ん。で すか
ら、せっ かく ですが 、飲ん でもお もら し してしま うん ですわ 」

おもら しさ せてみ たい気 もした けれ ど 、
「それは すま んこと で」
と謝り まし た。
【おで んさ ん】は 変にし なしな とし て 、
「あやま って くれる 代わり に、あ ちき の 身の上話 をき いてく れませ んこ
と」
「きいて も、 わしに はどう にもで きん 。 ほこらの じい なら、 どうに かし
てくれる かも しれん 」
ぼくの 言葉 に、な んとな く【お でん さ ん】の顔 に赤 みがさ してき た感
じがしま した 。
「それな らそ うしま すわ。 祠の場 所を 教 えていた だけ ません か」
ぼくは 庭の 土に、 枯れ木 で地図 を書 い てあげま した 。
「ほこら のじ いを、 わしは かいじ いと よ んどる。 みの うえば なしを きい
とくれっ て、 さいし ょにか ならず いう ん じゃぞ。 でな いと、 たいじ され
るからの う」
「あい、 わか りまし た」
幽霊は 消え た。
ぼくは 安眠 しまし た。

翌早朝 、小 学校へ 行く前 に懐爺 のと こ ろに寄り まし た。
「【おで んさ ん】、 どうや ったか のう 」
「竹輪（ ちく わ）と 大根（ だいこ ん） が 旨かった です 」
懐爺は 煮て も焼い ても食 えない 。
「とぼけ るで ない。 びじん がきた じゃ ろ 」
「やっぱ り金 ちゃん の紹介 （しょ うか い ）ですか 。で なけれ ば、幽 霊と
はいえ、 あん な美人 がわた しのと ころ に くるわけ があ りませ ん」
「そいで もっ て、か いじい は、【 おで ん さん】と 、ね んごろ になっ たの
かのう」
「なにを いう んです か。年 寄りを から か うもんで はあ りませ んよ。 それ
に【おで んさ ん】は 下半身 がない では あ りません か」
懐爺は 赤く なった 。
「そいで も、 そいね ぐらい はした じゃ ろ 」

「いやで すよ 金ちゃ んは。 【おで んさ ん 】の身の 上話 の内容 をきき にき
たんでし ょう 」
「それは そう じゃが 、じか んがす くな い からのう 。あ とでゆ っくり きこ
うかのう 」
「まあそ うい わずに 。かい つまん で話 し ますから 、き いてや ってお くん
なまし」
後半は 声色 （こわ いろ） を使っ てい っ た。
懐爺も 役者 やのう 。
「ならば 、き いてや るかの う」
ぼくは 地べ たに腰 をおろ しまし た。
「金ちゃ んは しらな いでし ょうが 、明 治 時代（め いじ じだい ）に高 橋お
伝という 有名 な女性 がいま して、 世間 か らは毒婦 （ど くふ） といわ れて
いました 。色 仕掛（ いろじ かけ） で男 を 騙し、殺 して 、金を 奪った だけ
ではなく 、裁 判でも 、嘘八 百（う そは っ ぴゃく） をな らべた てたか らで
す。けれ ども 私見（ しけん ）では 、お 伝 さんは同 情し たいほ ど人生 の苦
労をした 人で す。農 家の出 で、最 初の 夫 が癩病（ らい びょう ）にな りま
したから 、そ れから 人生が 狂いま した 。 けっきょ く斬 首の刑 になっ たん
ですが、 情夫 （じょ うふ） の名を 叫ん で 暴れたの で、 さすが の首切 り浅
右衛門も 、斬 り損ね て何度 も刀を 振る い 、お伝さ んも 血まみ れでも がき
さわいで 、じ つに哀 れをも よおす 最期 で した」
懐爺は 見て 来たふ うにい いまし た。
「そらあ 、ば けてで たくも なるわ のう 」
「いえ昨 夜の 【おで んさん 】は、 それ か ら遡（さ かの ぼ）る こと百 年、
江戸時代 （え どじだ い）の お伝さ んで す 」
ならば 先に それを いえ。
「わしは じか んがな いんじ ゃ。か いじ い は、わし をち こくさ せるつ もり
かのう」
行こう とす ると引 き止め られ ま した 。
「小学校 は消 えませ ん。で も幽霊 は消 え ますから 、話 を最後 までき いて
ください 」
「いわれ てみ ればそ うだの う。ち こく の けいは、 ざん しゅの けいよ り、
かるいだ ろう からの う」

「それで 、江 戸のお 伝さん ですが 、こ ち らも男な しで はいら れない 農家
の女性で して 、れっ きとし た奥さ んの い る、お侍 にお 熱をあ げまし た。
それであ れこ れ画策 （かく さく） して 、 このお侍 の屋 敷に女 中とし て入
り込みま した 。それ で時を 経ず、 うま い 具合に関 係を もてた のです が、
そのお侍 が大 変出世 しまし て、お 伝さ ん のことが 邪魔 （じゃ ま）に なっ
た 。 ひ ま をだ せばい いのだ けれど も、 あ ちこちで あれ これい われて もま
ずいと、 お伝 さんを 毒殺せ んとし たの で す。そし てお 伝さん を呼ん で自
らお茶を ふる まった 。そん なこと は初 め てですか ら、 殺され るとも 知ら
ず、お伝 さん は感激 してい た。と ころ が どうまち がえ たか、 お伝さ んの
お茶では なく 、お侍 のお茶 に毒が はい っ ていて、 お侍 は死ん でしま いま
した。こ れも どうい うわけ か嫌疑 （け ん ぎ）がお 伝さ んにか かって 、文
字通り毒 婦だ という ことで 処刑さ れる こ とになり まし た。そ の処刑 の方
法が、〈 蛇壺 （へび つぼ） の刑〉 とい っ て、残酷 （ざ んこく ）なも ので
し た 。 大 きな 壺のな かに、 裸にし たお 伝 さんと蛇 を百 匹いれ 、酒を 注い
で蓋（ふ た） をする 。しこ たま酒 を飲 ん で苦しが った 蛇が、 お伝さ んの
身体の中 にも ぐりこ むとい うもの です 」
「かいじ いは 、わし をこわ がらせ るつ も りかのう 」
ぼくが 文句 をいう と、
「これく らい のこと で、怖 がる金 ちゃ ん ではあり ませ んよね 」
「こわが らん が、い やなき ぶんに なっ た のう」
こわい とい やなき ぶんと を比較 する と 、同じく らい ですか 。
「すみま せん ねえ。 でもこ れらは 、【 お でんさん 】が 昨夜わ たしに 話し
たことな ので す。明 治のお 伝さん の話 を したのは 、明 治のお 伝さん も哀
れですが 、江 戸のお 伝さん はもっ と哀 れ という比 較（ ひかく ）です ね」
「わしは 、ひ かくと しかく は、す かん 」
これは 嘘で す。
懐爺は 嘘だ とわか ってい るので 、ぼ く の言葉は あっ さり無 視（む し）
しました 。
「金ちゃ んの 好き嫌 いはと もかく とし て 、【おで んさ ん】の 話を一 から
十までき いて あげた ら、そ れだけ で【 お でんさん 】は 満足し て消え まし
た」

「わしは いや なきぶ んにな ったが 、【 お で んさん 】は よいき ぶんに なっ
てよかっ たの う」
「はい。 冤罪 （えん ざい） をだれ にも し られない とい うのは 、〈蛇 壺の
刑〉くら い辛 く苦し いもの です」
「なるほ どの う。そ れにし ても、 にん げ んはおば けよ りも、 ざんこ くな
もんじゃ のう 」
ぼくは よう やく小 学校に むかっ て走 り はじめま した 。
当然遅 刻で す。
〈遅刻の 刑〉 は〈蛇 壺の刑 〉くら い辛 く 苦しいも ので した。

