＋５５【だんだん】
母親の 体調 が悪い ので、 ぼくが 代わ り に村役場 に行 きまし た。
一彦さ ん（ このひ とは正 彦さ んの兄 で す）はい るか ときく と、仕 事で
山本不二 子さ んのと ころに 行っ ている と いうので 、ぼ くは引 き返し て、
山本不二 子さ ん（つ まり隣 のお姉 さん ） の家に行 きま した。
「かずひ こさ んは、 いるか のう」
玄関で 大声 をだす と、し ばらく して お 姉さんが でて きまし た。
「金ちゃ んな のね」
お姉さ んの 姿は、 ちょっ と正視 でき な いもので した 。
髪は乱 れ顔 は痣（ あざ） だら け、衣 服 も元の形 をな しては いませ んで
した。
ぼくは わけ をきく 前 に、
「かずひ こさ んは、 いるか のう」
ときき まし た。
「いるに はい ますが 、あま り具合 がよ く ありませ ん」
お姉さ んも 具合が わるそ うです 。
「かずひ こさ んは、 びょう きかい 」
「いえ、 わた しがい ま、包 丁で刺 した ば かりだか ら」
「ころし ちゃ ったの かい」
「そのつ もり はなか ったの 」
「しんじ ゃっ たのか のう」
「いえ、 いま はただ じっと すわり こん で いるだけ 」
「だば、 いき てるん じゃな 」
「ええ、 まだ 生きて ます。 裏の納 屋の な かで」
「どうし て、 なやな んじゃ 」
「納屋ま で這 って行 って、 座り込 んで い ます。荒 い息 で」
「 い しゃ は、 よんだ のかの う」
「いいえ 。医 者も警 察も呼 ばない でほ し いって」
こども なが らに、 なんと なく理 解し ま した。
「かずひ こさ んが、 そうい うた のか。 か ずひこさ んは 、おね さんに 、ら
んぼうを した んじゃ な」

「ええ、 たの んでも おねが いして も、 無 理矢理（ むり やり ）」
「かずひ こさ んに、 あって もええ かの う 」
「どうぞ 」
お姉さ んに 案内さ れて納 屋に行 きま し た。
一彦さ んは ぼくの 顔を見 るなり 、
「金ちゃ ん、 面目（ めんぼ く）あ りま せ ん」
とぎれ とぎ れにい って、 泣きま した 。
腹から 血が 溢れ出 ていて 、一彦 さん の 顔は真 っ 白で した。
「かずひ こさ ん、し っかり せいや 」
「家内に も子 供にも 、面目 ありま せん 」
またと ぎれ とぎれ にいっ て、泣 きま し た。
「かずひ こさ ん、し にそう じゃの う」
「僕はも うす ぐ死に ますが 、金ち ゃん 、 最後のの ぞみ が三つ ありま す」
「みっつ とは 、おお いのう 」
「不二子 さん に、ど うか、 許して 、も ら いたいの です 」
「そらあ 、わ しから よくた のんで おく 」
「警察は もち ろん、 家族に も、し られ な いように 、し てほし いので す」
「むずか しい が、な んとか するわ い」
「僕の死 体を 、だれ にもみ つか らない よ う、消 滅（し ょう めつ ）、さ せて
くれませ んか 」
ぼくが 頼ま れたら 断れな い性格 なの を 、たぶん しっ ている んだ。
「しょう めつ かい。 なんぎ じゃの う」
「虫のい い、 はなし ですが 、虫 の息の 、 僕にめん じて 、よろ しく、 おね
がいしま す」
一彦さ んは 掌を合 わせ、 そのま ま息 絶 えた。
「しんだ のう 」
お姉さ んを ふりか えると 、お姉 さん も 泣いてい る。
「わたし が、 ころし たので す」
「そうと もい えんの う」
ぼくが いう と、お 姉さん はぼく を見 て 、
「どうい うこ と」
「かずひ こさ んは、 じぶん でじ ぶんを 、 ころした んじ ゃ。わ しはそ うお

もうとる 」
いいな がら ぼく は 、正彦 さん の死体 を 、納屋に あっ た筵（ むしろ ）で
包んで麻 縄で しばり ました 。
暗くな って から、 お姉さ んと 一緒に 、 荷車で底 なし 沼まで 運び、 死体
を沈めま した 。
「これで ええ 。かず ひこさ んの、 のぞ み じゃから のう 」
そのと き、 強風で もない のに、 荷車 が 音をたて て横 転しま した。
だんだ ん、 という 音をた てて。
「おねえ さん 、ええ かのう 。か ずひこ さ んは、おそろ しいお ばけの 、
【だ
んだん】 にく われた んじゃ 。わ しだけ が そのばめ んを 、もく げきし たん
じゃ。わ かっ たかの う」
お姉さ んが 黙って いるの で、ぼ くは 何 度も何度 も、
「 え えか のう 、わか ったか のう」
と強く いい ました 。
ようや く、
「金ちゃ ん、 ありが とう」
お姉さ んは うなず きまし た。

翌朝、 村長 さんの 家と、 村役 場に行 っ て、ぼく はお そるべ き【だ んだ
ん】の話 をし ました 。
信じた のか 信じな かった のか 、それ は わかりま せん が、一 彦さん が村
からいな くな ったこ とは認 めまし た。
村役場 のお 金を横 領して いた ので、 遠 くまで逃 げた のか、 それと も神
隠しにあ った のか。
どちら にし ろ、前 から家 族と は絶縁 状 態になっ てい たらし く、家 族も
捜索願い もだ さない し、嘆 き悲し んだ り もしてい ない 。
そ うい う噂 はたち ました が、 だれも 【 だんだん 】の ことは 、ちっ とも
いいませ んで した。
懐爺に は真 実を話 しまし た。
懐爺は 黙っ てきい ていて 、なに もい い ませんで した 。

