２ 【 あ や か し】
その日（【あか なめ 】にあ ってか ら、三 か月後の ある 日）懐 爺はた ぶん
昼寝をし てい たのか もしれ ない。
なかな かで てこな かった ので 、死ん で いるのか とお もって いると 、で
てきたと きは 笑顔で した。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「やっぱ り、 おばけ ですか 」
懐爺は きき ました 。
ぼくが 泥鰌 （どじ ょう） をす くいに 、 小川にい った ときに 、その おば
けは、あ らわ れたの です。
途轍（ とて つ）も なく長 いもの 。
あんま り長 すぎて 、どこ が頭で どこ が 尻尾（し っぽ ）かわ からな い。
かたち は、 鰻（う なぎ） そっ くりな の に、目と か口 がない ので、 よけ
いに不気 味（ ぶきみ ）でし た。
口がな いく せに、 変な声 をあげ てい る 。
ふひょ
ふひょ
ぶぶぶ ひょ
「くわれ るか とおも うたけ んど、 くち が ないもん で、 たすか った」
「金ちゃ んは 、小川 のほと りで 、釣り し ていたん でし ょう 。【あ やかし 】
は、船 を沈ま せるお ばけ ですか ら、大丈 夫ですよ 。そ れとむ かし から〈 百
鬼夜行（ ひゃっ きやこ う ）〉とい いま して ね、あか るいう ちにで てく るお
ばけは、 こわ くあり ません 」
懐爺は 、や さしく なぐ さ める声 で、 い いました 。
「いつだ った か、金 ちゃん が生 まれる 前 ですけど 。鰻 の仕掛 け作り のた
めに、夜 おそ く大川 で小舟 にの ってい た 、村の大 人が 二人 、【あ やかし 】
に、舟を 沈め られた 。泳ぎ の達 者（た っ しゃ）な 二人 だった けれど も、
ういてこ なか ったし 、遺体 （い たい） も みつから なか った 。【あ やかし 】
に、くわ れて しまい ました からね 」
「ふたり は、 わるい ひとだ ったん か」

ぼくは 、い ちおう きいて みまし た。
「わるい 人で なくて も、お ばけ にはや ら れますよ 。で も【あ やかし 】に
くわれた のは 、鰻を とりす ぎた せいか も しれない と、 噂（う わ さ） され
たもので すよ 。とっ てもい いけ ど、と り すぎては いけ ない。 大川に 、鰻
が一匹も いな くなり ますか らね 。金ち ゃ んも、泥 鰌を とりす ぎない ほう
がいいで す」
ぼくは それ からは 、泥鰌 すくい も魚 釣 りも、い っさ いやめ ました 。
いまで もけ っして やらな い。
そのあ と懐 爺は、 身振り 手振 りで、 こ う蘊蓄（ うん ちく） をのべ たの
です。
「おおむ かし はね、 おばけ をみ んな 、【 あやかし 】と よんだ もんで すよ 。
たとえば 、嫉 妬（し っと） にく るった 女 が、大蛇 に変 身する のも【 あや
かし】、うら みが つのっ て、鬼 になっ て人 をくうの も【 あやか し】、龍（ り
ゅう）や 蜘蛛 （くも ）にば ける 【あや か し】もい る。 おぞま しい物 語の
中心には 、か ならず 【あや かし 】がい る んです。 ただ このご ろは、 おば
けもいろ いろ 、たく さんに なっ てしま っ て、
【あや かし】で総 称（そ うし
ょう）す るわ けには 、いか ないも んで す からね」
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「おおむ かし の物語 には、おばけ がよく でてきま す。
『日本 霊異 記（にほ
んりょう いき ）』 はもち ろん 、『 今昔物 語 （こんじ ゃく ものが たり ）』、そ
うそう 、『源 氏物 語（げ んじも のがた り ）』にだっ て」
「あの、 げん じとへ いけの 、げん じか い 」
ぼ くは いち おう、 ききま した。
「それは『 平家物 語（へい けもの がた り）』ですが、ま あこの さい、ど ち
らでもい いで す」
「このさ い、 かい。 せつな いのう 」
「おおむ かし の言葉 で語る と、も っと せ つないも ので す」
懐爺は いっ て、も ちろん ぼく には意 味 不明の、 何か 呪文（ じゅも ん）
らしいも のを 、諳（ そら） んじま す。
「むかし 、ま なごの せうじ がむ すめ、 く まのまう での やまぶ しを、 おも
いかけ、 ねが はくは 、みづ から に、お も ひを、と げさ せてた まへと 、も

うしけれ ば、 かのや まぶし 、そ れ、そ く もんのみ なれ ば、し ゃくも んに
いりて、 ひと にしゆ つ りの のぞ み、な を こそおも われ 、だい ぐわん を、
くわだて ん。 やまぶ しは、 かね まきで ら にはしり いり 、たす けてた べと
のたまへ ば、 りつし 、とり あへ ず、か ね のしたへ 、い れける 、かの むす
め、かねの もと へたつ ねきて、にはか にだ いじゃと なつ て、かね をまき 、
おおかに 、に えいり けり」
ふいに 鼓膜 （こま く）に ひびく 、い や にすごい 音が しまし た。
龍かと おも ったが 、祠の 奥の竹 藪が 風 に鳴った ので した。

