＋５２【あほうざか】
口をき きは じめて から気 づい たので す が、隣の お姉 さんの 〈坂〉 好き
はたいへ んな もので 、いず れは 上坂と か 坂下とい うひ とと、 結婚す るに
ちがいな いと おもわ せるほ どでし た。
どうし て坂 が好き かとき いて も笑っ て いるだけ でし たから 、本人 にも
よくわか らな いのか もしれ ない。
だれが いっ たか、 人生に は〈 のぼり 坂 〉と〈く だり 坂〉と 〈まさ か〉
があると のこ とです が、そ うし た喜怒 哀 楽（きど あい らく） の人生 を想
わせると ころ が好き なのか もし れない し 、坂によ って 風情が おおき く異
なる、ま たそ の坂で も春夏 秋冬 によっ て 有為転変 （う いてん ぺん） の味
があって 、そ んなと ころが 好き なのか も しれない と、 いまで はおも うの
ですが、 あの ころは ぼくの おば け好き と おなじで 、生 まれつ きなも のだ
とかんが えて いまし た。

そこで ぼく が真剣 にかん がえ たのは 、 隣のお姉 さん が好き な坂と 、ぼ
くが好き なお ばけを 合体さ せる と、ど う な るのだ ろう 、とい うこと でし
た。
ぼくは 隣の お姉さ んと一 緒に 、いつ も その〈お ばけ ざか〉 をのぼ りお
りするこ とに なるの かもし れない 。
坂の途中でお姉さんが「怖い」なんて叫んでぼくにすがりついたり、
「素敵（ すてき ）」なんて 呟いて ぼく にな っついて きた り、そう いう こと
までも夢 想し ながら 、懐爺 のとこ ろへ 行 きました 。
懐爺は 眼を 遠くへ やって 、
「日本の 三大 おばけ 坂は、まずは 麻布の 暗闇坂【 くらや みざか 】。昼間で
も真っ暗 です から、 懐中電 灯が 必要な の ですが、 もっ て行っ てもど うい
うわけか つか ない。 使える はず のない も のが使え ない という のは、 怖い
ものです 。お そらく 磁気（ じき ）みた い なものが 、発 生して いるん でし
ょうね 。つぎ に、小石川 の切支 丹坂【き りしたん ざか 】。江戸時 代に 切支
丹専用の 牢が あった ところ で、 拷問（ ご うもん） で死 んだ切 支丹の 幽霊
がでると か。 それと 、たま に、 踏絵（ ふ みえ）が 、天 から降 って来 て、

大怪我を する とか。 踏絵の 材料 は、鉄 、 木、紙、 たま に金。 この金 を目
当てに、 わざ わざ行 って、 お亡 くなり に なるひと がい ます。 もうひ とつ
は、神楽坂 の幽霊 坂【ゆう れいざ か】。幽 霊がでそ うな、寂 しい坂 は、他
にいくら でも ありま すが、 なに せ周り は すご く賑 やか なのに 、坂だ けが
人通りが ない 。それ で余計 に、寂 しさ こ のうえな いと いうわ けです 」
「むむむ 、み りょく てきな 、さ かだの う 。むむむ 、だ ども、 あざぶ も、
こいしか わも 、かぐ らざか も、 いけん の う。だば 、こ のむら の、さ んだ
いおばけ ざか で、が まんす るかの う」
「それな ら、 金ちゃ んもき いた ことが あ るはずだ し、 のぼり おりし たこ
ともある はず です。 はい、 狐狸 坂【こ り ざか】地 獄坂 【じご くざか 】阿
呆坂【あ ほう ざか】 ですね 」
「【こ りざか 】は 、し っとる 。き つねや た ぬきがす んど るさか じゃろ 。つ
まらんさ かじ ゃ。あそ この きつね やたぬ き は、ば けんか らのう 。
【 じごく
ざか】も 、し っとる 。あれ は、 しんの ぞ うがわる いひ とは、 のぼっ ちゃ
いけない んじ ゃ。む らのじ いさ んばあ さ ん、だい ぶし んどる な。た だ、
きゅうな だけ の、つまら んさ かじゃ。だ ども、わし は、
【 あほう ざか】た
あ、はじ めて きくの う」
「【あ ほうざ か】は、いわば 伝統の ない坂 ですから ね。戦時中 、中 山が要
塞（よう さい）と間 違えら れて、空襲（ く うしゅう ）で やられ たとき に、
燃えて禿 げた 所が坂 になっ ただけ です か ら」
「ほう、 あの さかか い。そ んな らしっ と る。こや まの てっぺ んから 、よ
うみえる での う」

と い う わけ で、次 の日曜 日の 午後に 、 坂好きの 隣の お姉さ んを誘 って
行きまし た。
途中、 隣の お姉さ んは、 歌のお 姉さ ん になりま した 。
のーぼ りざ か
しのぶ しの ばず
のーぼ りざ か
おしど りな くよ
のーぼ りざ か

く ーだり ざか

まー さ かまさか

しのぶ ざか

あす は あるのか

く ーだり ざか

まー さ かまさか

めおと ざか

えん は あるのか

く ーだり ざか

まー さ かまさか

あ したざ か
む えんざ か

ごんご んご んと
のーぼ りざ か

むごん ざか

ほん ほ んほんと

く ーだり ざか

まー さ かまさか

がんぎ ざか

ねこ も たのしや

がんも うれ しや

む ほんざ か

ね ずみざ か

二時間 ばか り歩い て、【あほ うざか 】 に着くと 、隣 のお姉 さんは 、
「素敵、 素敵 」
と何度 も呟 きまし たが、 ぼく になっ つ いてくる 気配 はあり ません でし
た。
ただの 殺風 景（さ っぷう けい ）な坂 の 、どこが 素敵 なのか 、さっ ぱり
わからな いぼ くは、
「うまい のう 、うま いのう 」
といい なが ら、隣 のお姉 さん がもっ て きてくれ た、 おにぎ りを頬 張っ
ていまし た。
すると 、夕 方には まだす こし あるの に 、坂の上 空を 烏が飛 んでゆ きま
す。
あほう 、あ ほう、 と鳴い て飛ん でゆ き ます。
（ な ん じ ゃ、 それで 【あほ うざ か】か い 。つまら んさ かじゃ 。どこ がお
ばけざか じゃ ）
ぼくは 呆れ ました が、き れい な眼で 烏 をみあげ てい る、隣 のお姉 さん
にはいい ませ んでし た。

