＋６４【ふなむし】
晩秋の ある 日の夕 方、祠 の前 で焚火 を して、懐 爺と 一緒に 、焼き 芋や
焼き団子 が、 焼きあ がるの を待っ てい た ことがあ りま す。
この想 い出 は、ぼ くの少 年時 代の想 い 出のなか で、 かくべ つ楽し く、
美しく、 そし て美味 しかっ たもの です 。
そのと きに したの が、曲亭（きょ くてい ）、滝 沢馬 琴（ たき ざわば きん）
の『南 総里見 八犬伝（な んそう さとみ は っけんで ん）』の 話で 、ぼく は粗
筋本（あ らす じぼん ）で読 んで いたの で 、よけい に面 白く会 話をし たも
のです。
とくに 盛り 上がっ たのは 、八犬 士の 話 でした。
犬江親兵 衛（ いぬえ しんべ え）
犬川荘助 （い ぬかわ そうす け）
犬村大角 （い ぬむら だいか く）
犬坂毛野 （い ぬさか けの）
犬飼現八 （い ぬかい げんぱ ち）
犬山道節 （い ぬやま どうせ つ）
犬塚信乃 （い ぬづか しの）
犬田小文 吾（ いぬた こぶん ご）
「順に、 仁、 義、礼 、智、 信、 忠、孝 、 悌。これ らは 人間に とって 大切
で 貴いも ので す」
「よくわ から んが、 はっけ んし は、い い のう。わ しは 、いぬ どしじ ゃか
ら、よけ いに いいの う」
懐爺に いわ せると 、八犬 士は 実はみ ん なおばけ だと のこと で、そ れで
余計に盛 り上 がった のでし ょう。
ぼくは 犬塚 信乃が 好きだ とい い、懐 爺 は犬江親 兵衛 と犬坂 毛野が 好き
だという 。
ぼくの 理由 は、『八犬 伝』で 最初 にで てくる犬 士だ からで あり 、（も し
かすると 女装 で登場 するか らであ り）、懐 爺の理由 は、
【 ふなむ し】
（ 船 虫）
というお ばけ を退治 したの が、他 の六 犬 士だから だと いうの です。

「もしか して 、かい じいは 、その 【ふ な む し】が すき なんか のう」
ぼくは 単純 にきい てみま した。
「嫌いと いえ ば嘘に なりま すが 、
【ふ なむ し】が殺 される 場面が 、あま り
に残酷で 、わ たしは 【ふな むし】 に同 情 している のか もしれ ません 」
「どう、 ざん こくな んじゃ 」
「木にく くり つけて 、牛の 角で、 刺し 殺 させると いう もので す」
「たいし たこ とはな いのう 。わ しは、 ぶ たに、く いこ ろさせ るのか と、
おもって おっ たわ」
「金ちゃ んは 、鈍感 ですね え」
「かいじ いが 、びん かんす ぎる んじゃ 。 もしや、 かい じいよ 、その 【ふ
なむし】 たあ 、ふね につく 、む しのお ば けではの うて 、おん なで、 しか
も、びじ んじ ゃあん めえな 」
ぼくは また 単純に きいて みまし た。
「すいま せん 、船に つく虫 では ありま せ ん。すい ませ ん、女 で、美 人で
す」
懐爺は 舌を だしま した。
「ほれみ たこ とか、 このす けべじ じい 」
懐爺は 頭を かきな がら、
「それで も【 ふなむ し】は 、し ぶとい 毒 婦（どく ふ） です。 中国の 潘金
連【はん きん れん】 にそっ くりで す」
「どくふ たあ 、どく あるふ じん、 とい う ことかの う」
「毒婦と よば れたひ とには 、お 伝さん と か、お貞 さん とかい ろいろ おり
ますが 、【ふ なむ し】に くらべ ればか わ いいもの です 」
「おんな は、 みんな 、おお かれす くな か れ、どく があ るもん じゃ」
ぼくは ませ たこと をいい ました 。
「そこま でい うなら 、わた しも 露骨（ ろ こつ）にいい ましょ う。
【ふ なむ
し】は、 つい には、 男と接 吻（ せっぷ ん ）して舌 を噛 み切り 、財布 を盗
んで、男 の亡 骸（な きがら ）は 海に捨 て る、すさ まじ い毒婦 となっ てい
きます。 こう なると もう、 人では なく て 、おばけ です 」
「そうい うす さまじ さが、 たぶん かい じ いは、す きな んじゃ ろのう 」
「すさま じい 毒婦と いうも のに は、男 の 本能を揺 さぶ る、ど こかす さま
じい魅力 があ りそう ですね 。し かも〈 あ ぐね果て る〉 といっ た感じ があ

ります」
「あぐね はて る、た あなん じゃ」
「自分の どう しよう もない 毒を 、どう し ようもな いで いる。 そんな 感じ
ですかね 」
「ひとご とみ たいに いっと るが 、かい じ いも、
【ふ なむし 】と 、せっ ぷん
して、【ふな むし 】に、 したを かみき っ て、ほし いん じゃろ うが」
「前のほ うは そうで すが、 後のほ うは ち がいます 」
「あほじ ゃの う。せ っぷん なんか 、す る もんじゃ ない 」
「接吻は いけ ません か」
「あたり まえ じゃ。 それが なんに なる と いうんじ ゃ」
「つまり 、そ の、あ の、な んに なると い うと、そ の、 あの、 愛をた しか
めあう、 とい うこと で」
懐爺の 混乱 （こん らん） ぶり は珍し い ので、ぼ くは 、たた みかけ まし
た。
「あい、 とい うもの は、た しか めあう も のなんか 。た しかめ あう、 とい
うことは 、う たがっ とる、 とい うこと じ ゃろ。う たが っとっ ても、 あい
なんか」
「つまり 、そ の、あ の、男 と女 は、そ の 、あの、 接吻 するの が好き なの
です」
「ほれ、 へた な、り くつい うて 。けっ き ょく、す きな んじゃ ろ。す きで
すること なん か、わ しが、 おば けをす き なのとお なじ で、わ がまま なも
んじゃ。 それ とも、 かいじ いの いう、 あ いとやら は、 わがま まなも んな
のかのう 」
「愛はわ がま ま、で はあり ませ ん 。愛 は 貴いもの です 」
「ほらみ ろ、 せっぷ んは、 あいじ ゃな か ろうて」
「すみま せん 。接吻 は愛で はあり ませ ん でした」
しょげ た懐 爺ほど 、こど もご ころに （ とはいえ それ はぼく だけの ここ
ろかもし れま せんが ）可愛 いもの はあ り ませんで した 。
可愛い もの をやっ つけた くなる のも 、 こどもご ころ です。
「まあ、 どっ ちにし たって 、せ っぷん は 、かいじ いに は、と てもに あわ
んわな」
ぼくは 懐爺 の乱杭 歯をみ ながら 、笑 い ころげま した 。

