
  おばけの季節【姫様篇】          陽羅 義光 

 

 

 なにが怖いかと云って、女のお化けほど怖いものはありません。 

 なかでも、お姫様のお化けは、格別です。 

 どうしてそうなのかは、私にもよく分かりませんが、おそらくお姫様は美しい、

あるいは美しいことになっている、美しいから怖いのではないでしょうか。 

 たとえばこの物語でも、金ちゃんや懐爺がお化けになるよりも、隣のお姉さんが

お化けになるほうが、怖いのではないでしょうか。 

 

 今回は、そのお姫様のお化けを特集しますが、お姫様となれば江戸時代以前かな。 

 現代でも、自他共に許すお姫様もいそうですが、ほんもののお姫様ではない。 

 そこで、江戸時代以前のお姫様のお化けを研究しましたが、これが案外いないの

です。 

 おそらく、なにせお姫様ですから、お化けと解っていても、 

「お化けじゃお化けじゃ」 

 とは、遠慮して云いにくい。 

 遠慮どころか、下手をすると処刑されてしまう。 

 ですから、いない。 

 

 けれども私は、ただの呑気な物語作家のみならず、執念深いお化け研究家でもあ

ります。 

 そこで、江戸戯作の第一人者、山東京伝の云い分を真似すれば、 

「品川宿の二階の雪隠よりも深く、高台の麹町に掘られた井戸よりも深く」 

 調べあげた結果を、ここに報告したいと思います。 

 読んでみて、 

「なんじゃ莫迦莫迦しい」 

 と云いたくなる読者もあるでしょうが、もしそうなら、私がお莫迦なのではなく、

むかしの人びとやむかしのお化けがお莫迦なのですから、そのつもりで読んでくだ

さいな。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

      ＊    ＊ 

 

 

「かいじいやい、ひるねは、よるにせいや」 

 祠の前でぼくが怒鳴ると、 



「夜に昼寝はできません」 

 懐爺は、珍しくすぐに出てきました。 

「しかし、かいじいは、よくねむるのう。しんだら、いくらでもねむれるのに」 

「永遠の眠りと現世の眠りとは、えらいちがいです」 

「どこがどう、ちがうんじゃ」 

「まあその、お化けと人間の違いですかねえ」 

「ならば、たいしたちがいは、ないのう」 

「そんなことよりも、何かご用ですか」 

 懐爺は得意のおとぼけです。 

「さくや、ねないで、かんがえたんじゃがのう。わしは、おひめさまをしらん」 

「それはそうでしょう。お姫さまは江戸時代とかそれ以前の存在ですからねえ」 

「おひめさまを、しらんということは、どういうことじゃろう」 

 懐爺なら気づくだろうと思って言いましたが、なにせおとぼけ屋ですから。 

「それは幸運ということです。手が届かない女性は、知らないほうがいいです」 

 やっぱりとぼけられた。 

「それはまあ、そうじゃがのう。ほかになにか、いうことはないんか」 

「他にですか。そうそう、お姫様がきれいなのは、お化粧をするからです。もしか

すると、お百姓の娘のほうが、本当はきれいなのかもしれませんが」 

「ほかにないんか」 

「他にねえ」 

「すし、くいねえ」 

「寿司、食いたいですねえ」 

「かんぴょうまきなら、くわしたる。よって、わしのはなしをきけや」 

「干瓢巻きですか。寿司は干瓢巻きにかぎります」 

「して、おひめさまじゃがのう。おけしょうをするだけでのうて、ばけないんかの

う」 

「お姫様のお化けですか。まあ、いないことはありませんが、秘かに伝えられた、

とっておきの話ばかりで」 

「その、ばかりが、ききたいのう」 

「それならそうと最初から」 

 最初から言っても、うまくごまかされるだけだ、と言いたかったが、やめておき

ました。 

 懐爺は、軽く発声練習をしてから、話しはじめました。 

 

 

      ＊     ＊ 

 

 

【にんぎょひめ】 



 

「むかしむかし、鎌倉の浜辺に、鯨でもない、鮫でもない、妙なものが打ち上げら

れました。臍から上は女の子で、臍から下は魚でした」 

「わかったぞい。そいつは、にんぎょじゃろ」 

「はい。でもただの人魚ではありません。浦島太郎と乙姫様のあいだにうまれた、

人魚姫です」 

「そんなたいそうなにんぎょが、なぜにうちあげられたんじゃ」 

「浦島太郎のやきもちがひどくて、乙姫様の産んだ女の子を、自分の子供じゃない

と言って、いじめるんです。それで、浦島太郎から必死で逃げていたら、浜辺に打

ち上げられてしまったんです」 

「うらしまたろうは、けしからんのう。はやくじいさんになるべきじゃのう」 

「はい。浦島太郎が打ち上げられていたら、爺さんになったでしょう」 

「それで、そのにんぎょひめは、どうなったんじゃ」 

「漁師がつかまえて、盥（たらい）に入れて、江戸に売りに行ったのです」 

「うれたんかい」 

「はい。廓の主人に売れました。人魚姫はすぐに娘になりましたので、仕事をさせ

られました」 

「くるわたあ、なんじゃ。しごとたあ、なんじゃ」 

「つまりその、お店に入ると、くるくるめまいがするので、廓です。仕事は、つま

りその、めまいのしたお客を看病するのです」 

「うそこけ。じょろうやの、じょろうになったんじゃろ」 

「あらま、金ちゃんったら、知っているんですか」 

「しらいでか。ほいでどうした」 

「まあ、実に美しい娘なのですが、なにせめちゃくちゃ魚臭い」 

「そらあ、きゃくも、にげるわな」 

「そうなると、仕方ないから、主人は煮て食おうか、焼いて食おうか、見世物小屋

に売ろうか、思案するわけです」 

「にんぎょひめは、にげないんか」 

「陸の上ですからねえ。足もないし、鰭（ひれ）では逃げられません」 

「そいつは、せつないのう。だれか、たすけてやらんのか」 

「それが、いたんですね。山本権兵衛という侍が、先祖伝来の名刀大小を売って、

人魚姫を身請けしたのです」 

「そらあ、くうためか、それとも、こきつかうためか」 

「奥さんにするためです。権兵衛はめっぽう魚好きですから、魚臭いのは、権兵衛

にとっては最高なわけです」 

「なるほどのう。それでどうした」 

「権兵衛と人魚姫はたいへん仲がよくて、休みのときは川に行って、一緒に泳いだ

りするわけです。泳ぐついでに、人魚姫はいっぱい魚を採りますから、食卓はいつ

も豪華でしたね」 



「それからどうした」 

「余った魚は魚屋に売りましたから、小銭はできましたが、人魚姫の着るものが、

特別誂えですから、なんだかんだ、いわゆる足が出ました」 

「そいで、にんぎょひめに、あしがでた、というんじゃろ」 

「あれれ、よくご存知で」 

「かいじいのはなしは、そんなもんじゃ」 

「失礼しました。ともかく人間になった人魚姫と権兵衛は、末永く幸せに暮らしま

した、とさ」 

「ううむ、ちっともこわくないのう」 

「わたし、怖い話だなんて言いましたっけ」 

「とっておきちゅうのは、こわいということじゃろ」 

「それはその、まあ怖い話は、これからやります」 

 

 

【ふせひめ】 

 

「むかしむかし、里見城というお城に、きれいなお姫様がおりました。殿様が騙さ

れて殺され、伏姫と言われているお姫様も、危機に瀕したので、飼っていた八房（や

つふさ）という犬が、お姫様を背中に乗せて、走りに走って、山奥へと逃れました」 

「もしかして、そのはなしは、さとみはっけんでん、ではあるまいかのう」 

「あれれ、金ちゃん、ご存知でしたか」 

「それは、まんがでよんだが、こうふんしたからのう、よく、おぼえとる。わしは

いぬかいげんぱちが、すきじゃのう」 

「それはそれは。でも、わたしの話は、里見八犬伝ではありません。新説里見八犬

伝なのです」 

「それはしんせつな。しかし、かいじいのことじゃから、ちんせつじゃろ」 

「珍説と言えば珍説です。里見八犬伝は、滝沢馬琴（たきざわばきん）という人が

書いたものですが、わたしの話は、馬琴の物語の原本となったもので、こちらが真

相に近いのです」 

「そうか、それはおもしろそうじゃのう」 

「面白いのなんの。さて、伏姫と八房は、長い長い山奥の洞窟生活で、夫婦同然と

なっていました」 

「ふうふどうぜんかい。しかし、おくさんはおひめさまじゃから、かかあでんかじ

ゃろ」 

「はい。ですから、子供ができたんですが、これが牡犬の八房のほうにできたんで

すねえ」 

「つまり、おくさんではなく、だんなさんが、ころんだ、じゃない、こをうんだの

か」 

「はい。八房はなんと、八子（やつご）を産んだのです」 



「そらあ、いぬじゃから、いっぱいうむわな」 

「はい。その子たちに、伏姫は名前を付けたのですが、その名は、仁、義、礼、智、

信、それと」 

「やっぱし、さとみはっけんでんじゃ」 

「いえいえ。里見八犬伝では、八人は人間ですが、ここでは八子は犬です」 

「あらま、いぬかい、いぬかいげんぱち」 

「洒落を言ってる場合ではありません。その犬の子たちですが、なんとまあ、共食

いしてしまったのです」 

「あらま。それで、いぬかいげんぱちは、いきのこったかのう」 

「里見八犬伝、じゃありませんって。生き残ったのはおりません。生き残った小犬

は八房が食べてしまいましたから」 

「それで、おしまいかい」 

「はい。怖かったでしょう」 

「こわいといえば、こわいが、つまらん。わしは、さとみはっけんでんが、ええ」 

「ううむ、やはり、滝沢馬琴にはかないません。それでは次で汚名挽回（おめいば

んかい）」 

 

 

【てるひめ】 

 

「むかしむかし、石神井城というお城に、照姫様というきれいなお姫様がいました」 

「また、きれいなおひめさまかい。ぶすのおひめさまは、おらんのか」 

「まあその、お姫様はきれいときまっているもんですから」 

「そらあ、きてるもんが、きれいなんじゃあるめいかのう」 

「着ているものはもちろん、容貌もきれいなのです」 

「それで、そのてるひめさまは、どうしたんかのう」 

「石神井城は、太田道潅（おおたどうかん）という強い武将に攻められて、落城し

ました」 

「おおたどうかんなら、わしもしっとるぞい。えどじょうを、つくったひとじゃろ」 

「あらら、金ちゃんは物知りですねえ。太田道潅は城作りの名人でもありました。

立派な人物なのですが、まあ戦国時代ですからねえ、戦さは運命みたいなもので」 

「そらあ、かいじい、ちがうぞい。いくさがうんめいなら、このあいだのせんそう

も、うんめいなのかのう」 

「第二次世界大戦のことですか。わたしはあれも運命だと思いますが、ただ天が与

えた運命ではなく、人間がやらかした運命でしょうね。私見では、明治維新（めい

じいしん）のまちがいが、昭和まで引き摺ったと思われます。歴史というものがあ

るから、当事者には、どうにもならなかったと」 

「そうかのう。れきしのまちがいは、あとのにんげんが、たださなきゃいかん」 

「金ちゃんは、厳しいですねえ。お化けに対しては甘いですがねえ」 



「おばけこそ、うんめいだからじゃ。だれも、おばけなんぞに、なりたくはなかろ

うからのう」 

「はい。それでは続きです。石神井城の殿様は、石神井の三宝寺池（さんぽうじい

け）に、愛馬と共に身を沈めました。それを追って、照姫様も身を投げました」 

「それは、せつないのう」 

「はい。それを見た太田道潅は、いそいで池を探らせましたが、そこには何も無く、

ただ馬の金の鞍（くら）があったそうです」 

「それは、せつないのう」 

「いまでも、この池を眺めると、ときどき池の底から、金色の光が発せられるとい

うことです」 

「ぶんがくてきな、はなしじゃが、こわくはないのう。おめいばんかいに、なっと

らんのう」 

「はい。それでは今度こそ。ご期待ください」 

 

 

【いもひめ】 

 

「芋姫のお話の始まり始まり。この世とあの世には、百三十六の地獄があると言い

ます。むかしむかし、この地獄すべてに精通した小林朝比奈三郎（こばやしあさひ

なさぶろう）という豪傑がおりました」 

「ずいぶん、ながいなまえじゃのう。こばやしさぶろうでええのに」 

「むかしむかしの話ですから。むかしむかしの豪傑は、長い長い名前に決まってお

りました」 

「にわとりと、たまごと、どっちがさきかのう」 

「豪傑ですかね。豪傑になると、自分で勝手に、名前を長くするんですよ」 

「かいじいも、ごうけつじゃから、これからは、かいかいかいかいかいかいかいか

いかいかいじいに、せいや」 

「脳味噌が痒くなりますねえ」 

「それで、さぶろうさんが、どうしたんじゃ」 

「そうそう、その三郎さんが、あるとき、童たちの歌を耳にしました」 

 

 芋食って屁たれた  

 芋食って屁たれて死んだ 

 芋食って屁たれて死んだら芋が芋地獄 

 薩摩芋でも馬鈴薯でも里芋でも山芋でも 

 芋食って屁たれて死んだら芋が芋地獄 

 芋地獄ほど怖いもんはない 

 芋地獄ほど怖いもんはない 

 



「いいうたじゃのう。へたれてしんだもんが、いもじごくいくんじゃのうて、いも

がいもじごくいくんじゃのう」 

「はい。それを聞いたら、三郎さん、その芋地獄とやらに、行きたくてたまらなく

なりました」 

「ものずきじゃのう」 

「三郎さんは、地獄の専門家ですからねえ。専門家はみんな物好きなのです」 

「かいじいも、おばけのせんもんかじゃから、ものずきかい」 

「わたしは、物好きではなく、金ちゃん好きなのです」 

「うまいこというのう。かいじいは、ひとたらしじゃのう」 

「さてさて、三郎さんは三途（さんず）の川の渡し賃、六文を渡して、芋地獄へと

行ったのですが」 

「くさかったじゃろのう」 

「まずは薩摩芋地獄。そこでは地獄の鬼が、薩摩芋を相手に裁判をしています。お

まえらは、江戸の立派な粋人（すいじん）を胸焼けさせ、おなら病にさせた罪によ

って、片っ端から輪切りにして天麩羅にしてやるぞ」 

「おそろしいのう」 

「それから馬鈴薯地獄。おまえらは、おいしいほっかほかのじゃがいもで、江戸の

若者たちを堕落させ、馬鈴薯中毒にさせた罪によって、片っ端から釜茹でにしてや

るぞ」 

「おそろしいのう」 

「つづいて里芋。おまえらは、きぬかつぎなんぞという、やたらに旨いもんで、江

戸のお侍を腑抜けにした罪によって、この膨大な衣（きぬ）を担いで、針の山を昇

り降りせい」 

「おそろしいのう」 

「そして山芋。おまえらは、とろろ汁なんてけったいなもんで、江戸の年増をとろ

とろにし、あげく口をかぶれさせた罪によって、片っ端からすりこぎですりつぶし

てやるぞ」 

「おそろしいのう」 

「この恐ろしい有様をその目にした三郎さんは、怒り狂いました。この俺の大好物

の芋たちをいじめるとは、けしからん地獄の鬼どもじゃ。こらしめてくれん」 

「それで、やっつけたんか」 

「完全にやっつけました。ですから、わたしたちは、いまもこうして、いろんな芋

を美味しく食べることができるのです」 

「おもしろかったがのう、いもひめは、どこいったんじゃ。ちいとも、でてこんか

ったのう」 

「あれれ、芋姫は出て来ませんでしたか。わたしとしたことが失礼しました」 

「まあええ。こわかったのはええが、ばかばかしいかんじもしたのう」 

「それは気のせいでは」 

「かいじいのせいじゃ」 



「すみません。今度は完璧です。お姫様もちゃんと出します」 

 

 

【でべそひめ】 

 

「むかし徳川家光の時代、将軍の遠い親戚の大名に、初めて子供が産まれ、それは

娘でしたが、でべそだったために、出舳楚姫（でべそひめ）と呼ばれていました」 

「ひでえなまえじゃのう、おやのかおがみてみたい」 

「いえいえ、でべそはつまり名付けのきっかけにすぎません。この名前はなにやら

由緒のあるもので、縁起もよいそうです。町ではこんな歌も歌われました」 

 

 でべそじゃでべそじゃでべそうだべそ 

 でべそじゃでべそじゃしあわせそうだべそ 

 そうじゃでべそじゃうんがよいだべそ 

 でべそじゃでべそじゃなにやらなにやらだべそ 

 こんなでべそはみたことないだべそ 

 めでためでたのでべそじゃだべそ 

  

「なにやらとは、どんななにやらじゃ」 

「なにやらはなにやらです。そこのところはわたしも詳しくは知らないのですが、

詳しく知っているのは、十数年が経ち、出舳楚姫が婿どのを迎える段になって、じ

ぶんのでべそを気にして、その婚礼の日に逃亡してしまったことです」 

「どこににげたんじゃ、だれとにげたんじゃ」 

「世話人である坂本某という中年の侍と、蝦夷（えぞ）まで逃げたのです」 

「ほっかいどうまで、よくにげたのう」 

「逃げた方も凄いが、追う方も凄くて、出舳楚姫は見つかってしまいます」 

「それで、ひめは、どうなったんじゃ」 

「姫はどうにもなりません。お城まで連れていかれただけです。けれども中年の侍

は、姫様をかどわかした咎（とが）で、その場で追手に斬り殺され、坂本家は断絶

となりました」 

「それでは、きっと、ばけてでるのう」 

「はい、出舳楚姫は、夜な夜な坂本某が変化した鬼に悩まされました」 

「それで、おにに、くわれたのじゃな」 

「ところが、どうしたわけか、鬼は、出舳楚姫のでべそだけを食って、満足して引

き上げていきました」 

「わけがわからんが、ほいじゃ、でべそひめは、むこどのを、むかえたんじゃな」 

「はい、気にしていたでべそがなくなったのですから」 

「りっぱなおにじゃのう」 

「鬼の目にも涙、でしょうね」 



 

 

【ぶたひめ】 

 

「むかし幕末の時代、老舗（しにせ）の鰻屋に、豚姫と呼ばれた仲居さんがおりま

した」 

「だれが、ぶたひめとよぶんじゃ。しつれいじゃのう」 

「店の者もお客も、みんながよぶのです。でも、そう呼ばれても、豚姫は、いつも

にこにこ上機嫌でした」 

「にんげんが、できとるのう。かいじいとは、えらいちがいじゃ」 

「わたしだって、いつも上機嫌ですよ。もっとも、金ちゃんが来てくれるときだけ

ですがね」 

「ほんまかいな。かげで、ぶたきんとかきんたまとか、いってやせんかい」 

「言いたくても言う相手がいません。それよりも豚姫ですが、この鰻屋を馴染みに

している西郷隆盛が、この豚姫を贔屓にしていたのです」 

「てんかのさいごうがかい。さいごうさいごう、すごいのう」 

「また洒落じゃないでしょうね。金ちゃんは西郷に似ていますね」 

「さいごうどんよりも、めだまのまっちゃんに、にとると、みながいうとる」 

「わたしは外見ではなく内面を言っているのですよ」 

「まあええ、ぶたひめは、どうなっとる」 

「そうそう、その豚姫の弟が、彰義隊でして、上野で戦死しました。それを悲しん

で、豚姫は百貫のからだが十分の一になって、死んでしまいました」 

「せつないのう」 

「西郷はそれを悲しんで、もう戦争はやらないと誓ったのです」 

「しかし、せいなんせんそう、やったじゃろ」 

「西南の役は、西郷の戦争ではなく、西郷の弟子たちの戦争です」 

「きべんじゃのう。でしにかつがれても、いちばんうえのもんの、せきにんじゃ」 

「すいません、詭弁でした。ただ、西郷はもう戦争はしたくなかった。なぜなら、

豚姫がよく夢のなかに出て来て、西郷どん、戦争は厭じゃと言うんですから」 

「そうか、そうか。わしがいいすぎた。さいごうどんは、ぶたひめがすきで、ぶた

ひめがこわかったんじゃな」 

「はい。豚姫も、西郷どんが好きでしたから、夢の中まで出て来たんですね」 

「そうか、ならば、わしには、ちと、しあんがある」  

「どんな思案ですか」 

「ぶたひめは、さいごうどんがすきだが、いっしょになれないので、かなしんで、

しんだのじゃ」 

「なるほど。それは面白い説ですね。証拠はありませんが」 

「しょうこはあるぞい。このあいだ、わしは、そのぶたひめに、つつじとうげで、

あったからのう。さいごうどんがすきじゃ、いうとった」 



「躑躅峠で遭ったのですか。本当に豚姫だったのですか」 

「ほんにんが、ぶたひめじゃと、いうとった」 

「それは隣村の、豚娘ではないんですか」 

「ぶたむすめじゃない、ぶたひめじゃと、いうとった」 

「それは、あの娘の口癖です。それと、あの娘の言う西郷どんとは、すなわち金ち

ゃんのことです」 

「げげっ。なんじゃ、そうか。わしは、ぶたひめのゆうれいに、あったのかと。よ

ろこびぞんじゃのう」 

「人生そんなものです」 

「おそろしいのう」 

「ある意味で恐ろしい。で、恐ろしいお姫様の話は、これでおしまいです」 

「おばけばなしとは、ちと、ちがっていたのう」 

「お化けですよ、みんなお化け、人生みんなお化け。なぜって、あまりにもはかな

い、せつない露の世でしょ。頓（やが）て死ぬけしきは見えず蝉の声。この世その

ものが、まるでお化けですよ」 

 

 

  


