１ １ 【 か に くい お ん な 】
【かに くい おんな 】のこ とは、 懐爺 か らきいた こと があり ました 。
べつだ ん、 人間に 害を加 える おばけ で もないか ら、 そのこ ろはす っか
りわすれ てい ました 。
しかし かん がえて みると 、
【 かにく いお んな】が おばけ ではな く て、女
を蟹のお ばけ にして しまう 、蟹の ほう が おばけな のか もしれ ない。
ある日 、村 の祭り があっ て、い つま で もにぎや かさ が消え ない夜 。
村祭り は、 こども の天国 でした 。
夕方に なる と、家 に帰れ 、夜 になる と 、早く寝 ろ、 といわ れつづ けて
いるこど もた ちも、 村祭り の日 だけは 、 夕方でも 夜で も真夜 中でも 何も
いわれな いの ですか ら。
真夜中 近く になっ て、村 長の 屋敷で ご ちそうが でる という ので、 ぼく
もいきま した 。
母親が 下痢 （げり ）をし ていた ので 、 ぼく一人 でい きまし た。
村長の 屋敷 の大広 間に、 いく つも食 卓 が並べら れ、 卓上に はごち そう
が並べら れて ます。
この日 は、 老若男 女誰で も平 等に、 金 持ちも貧 乏人 も区別 なく、 長が
つく人も 平の 人も関 係なく 、勝 手に食 卓 につき、 勝手 にたべ ること がで
きます。
鰻、天 ぷら 、寿司 、刺身 、煮 魚、焼 き 魚、野菜 の煮 物、季 節の果 物、
あれもこ れも 並んだ 中で、 毎年の 人気 は 蟹でした 。
蟹とい って も、こ の村で は、 ずわい 蟹 やわたり 蟹な ど、立 派な蟹 はと
れないか ら、 沢蟹で す。
沢蟹を まる ごと油 で揚げ たや つが、 ど の食卓で も器 に大盛 りにな って
います。
じつは ぼく も、こ の沢蟹 がおめ あて で した。
誰もが お客 さんだ から、 遠 慮（ えん り ょ）はい らな いので した。
ところ がこ の日は 、大変 な客が いま し た。
こども のぼ くがみ ても、 お年 ごろの 美 女で、た しか 今年、 町から 引っ
越してき た、 英語の 教師の 娘さん でし た 。
英語の 教師 は、外 国人で その 奥さん は 日本人だ から 、十七 、八の 娘さ

んは、混 血児 （こん けつじ ）でし た。
あまり にき れいな 淑女（ しゅ くじょ ） なので、 誰だ ってそ ばに近 寄り
がたい。
それを いい ことに 、娘さ んは 卓上の 沢 蟹を、次 々と 口に放 り込ん でい
ます。
まだ口 の中 にいっ ぱいあ るのに 、も う 口に入れ る。
すごい いき おいで 、卓上 の蟹 を平ら げ ると、ほ かの 食卓に 移って 、ま
た蟹をた べは じめる 。
そのい きお いのす ごいこ と、村 長の 愛 犬だって 、か ないま せん。
蟹が残 った ら、村 長の愛 犬の ものに な るのだけ れど も、こ のぶん では
今年は、 愛犬 も蟹に ありつ けそう にな い 。
ほかの 者が 蟹に手 をつけ よう と、箸 （ はし）を 突き だすと 、娘さ んは
その箸を 真っ 二つに 、折っ てしま う。
それで 、愛くる しい笑 顔でほ ほえ まれ ては 、誰も 文句は つけら れない 。
娘さん は、 そのう ち 自分 の箸 も真っ 二 つにして 、素 手（す で）で 蟹を
つかみは じめ ます。
その有 様（ ありさ ま）を ぼく がどう み てい たの か、 いまで もよく おも
いだせな い。
あの娘 さん は、た ぶん手 品か なんか や っていて 、蟹 は本当 はあの 大き
な胸のふ くら みの、 どこか に隠さ れて い るのでは ない か。
そんな こと をかん じたの だけは 、お ぼ えていま す。
とにか く、 食卓上 の蟹と いう 蟹は、 ぜ んぶなく なり 、娘さ んは何 とか
とつぶや いて 、とな りの部 屋にい きま し た。
何とい った のだっ たか、 それも はっ き りしない けれ ども、
「もっと 蟹を 」
だった か、
「蟹はも うな いの」
だった か。
だから もし かする と、と なり にいっ た のは、蟹 を探 しにい ったの かも
しれない ので す。
たぶん ぼく は、そ う察し たの でしょ う 、少し間 を置 いて、 ぼくも 蟹の
おこぼれ に、 あずか れるか もし れない と 、となり をの ぞいて みたの でし

た。
そこに 、娘 さんは いない 。
そこに は、 消防自 動車く らい の、巨 大 な赤い蟹 がい て、巨 大な鋏 （は
さみ）を 器用 につか い、も のす ごい形 相 （ぎょう そう ）で、 沢蟹を たべ
ているの でし た。
【かに くい おんな 】だ。
ぼくは 頭の 中だけ でさけ び、腰を ぬか し、それで もはっ てにげ ました 。
【かにく いお んな】は もちろ ん、ぼく を 追いかけ ては きませ んでし た。
幸運に もぼ くは、 蟹では なかっ たか ら 。

