３ ７ 【 ひ ょ うす え 】
夏休み はと っくに 終わっ てい たのに 、 というか 、も う少し たてば 冬休
みになり そう なのに 、学校 をさ ぼって 中 川で遊ん でい た、村 の中学 生が
二人溺れ たの です。
この話 は、 この年 一番の 哀しい 話題 で した。
中川は 荒れ ていた わけで も、増 水し て いたわけ でも ない。
一人は 何と か無事 で、一 人は溺 死。
溺死し た子 の両親 が、
【ひ ょうす え】の しわざだ と泣 きわめ いてい まし
た。
無事の 子も 、【 ひょう すえ】 を みた と 告白しま した 。
両親は 、河 童（か っぱ） のこと を【 ひ ょうすえ 】と いった のでし た。
村人の 大半 は河童 の存在 を信 じてい た から、役 場で の対策 会議で 河童
退治をす るこ とにな って、 自薦 他薦で 選 ばれた屈 強な 村人十 三人が 、鍬
（くわ） や鋤 （すき ）や鎌 （かま ）で 武 装しまし た。
河童を 殺す なんて とんで もない 。
と、ぼ くは 懐爺の ところ へ急い だの で す。
懐爺は 噂を きいて いたの で、
（ もしか す ると特殊 な能 力で感 知して いた
ので）わ ざわ ざ説明 する必 要はあ りま せ んでした 。
「せつな いの う」
ぼくは なげ きまし た。
「わたし にま か せな さい。 河童 を殺す と 祟りがあ りま す。殺 そうと する
だけでも 災い があり ます。 みんな それ を 知らない だけ ですか ら」
懐爺は 身支 度をし て、出 掛けま した 。
身支度 とい っても 、風呂 敷包み を一 つ 抱えて行 った だけで す。
ぼくは 懐爺 にいわ れるま まに、 家で 吉 報を待っ てい ました 。
ようや く河 童退治 隊が戻 ってき たの で 、役場に 行っ てみま した。
みんな 憔悴 してい ました 。
隊長が 報告 会をや ってい ました 。
十三人 全員 で中川 に入っ たけ れども 、 河童が川 の流 れを早 くした ので
目的地ま でな かなか 行けな いとの こと 。
行こう とす る勇敢 な 者は 、河 童の吐 き だす放水 にや られて 川岸ま で飛

ばされた との こと。
十三人 とも 生きて 帰れた のが 不思議 だ けれども 、帰 り道に 誰かが 、こ
の糞河童 め、 と罵っ たとの こと。
それが 河童 にきこ えたら しく 、河童 の 笑い声を 背に して、 みんな 逃げ
てきたと のこ と。
けっき ょく 、これ 以上犠 牲者 をだし た くはない から 河童退 治は中 止と
する、と いう 報告会 でした 。
それは 河童 ではな い、と ぼくは いい そ うになっ てや めまし た。
そして また 懐爺の ところ へと急 ぎま し た。
「やった のう 」
ぼくは 唾を 飛ばし ました 。
「やりま した 」
懐爺は 静か にい い ました 。
懐爺は ずぶ 濡れで した。
祠の入 口で 火をた いてい ました 。
「かいじ いは 、【 ひょう すえ】 だった ん か」
ぼくは きき ました 。
「【ひ ょうす え】 にばけ ただけ ですよ 」
淡々と 、懐 爺は答 えまし た。
「ばけた んな ら、や っぱし 、おば けじ ゃ 」
ぼくは 嬉々 （きき ）とし ていい まし た 。
懐爺は 何も 答えず に、い つまで も焚 き 火で身体 を乾 かして いまし た。
ぼくも 焚き 火にあ たりな がら、 こん な ことをき いて みまし た。
「わしは どう して、 ゆうめ いなお ばけ に 、あわん のじ ゃろ」
「有名な おば けです か」
懐爺は 苦笑 いしま した 。
「【ひ とつめ こぞ う】と か【 のっ ぺらぼ う 】とか【ろ くろっ くび 】とか【か
らかさお ばけ 】とか 【むじ な】と かさ 」
ぼくは 町の 見世物 小屋や 、 お 化け屋 敷 で見物し たお ばけの 名を並 べま
した。
「有名な おば けは忙 しいも んで すから 、 辺鄙（へ んぴ ）な村 へはな かな
か来てく れま せん」

「せつな いの う」
莫迦莫 迦（ ばかば か）し い気も しま し た。
「でも名 前の ないお ばけも いる んです か ら、名前 があ るだけ ましで はあ
りません か」
「なまえ のな いおば けは、 せつな いの う 」
「まった くで す。も しそう いう おばけ が でたら、 二人 で名前 をつけ てあ
げ ましょ う」
「ゆうれ いも みたい のう」
ぼくは 強が りをい いまし た。
「幽霊は 人間 の霊魂 （れい こん ）です か ら、おば けよ りもお そろし い。
みない方 がい いです よ」
「みたい のう 」
ぼくは 嘘を いいま した。
「それな らわ たしが そのう ち幽 霊にな り ますから 、そ したら 金ちゃ んの
ところに でて あげま すよ」
めずら しく 懐爺は 、真面 目な顔 でい い ました。
「やくそ くじ ゃ」
「約束で す」
ぼくは 懐爺 の汚い 指と、 指切り げん ま んをしま した 。
それか ら半 年して 、溺死 したこ ども に 、妹が産 まれ ました 。
でもそ の赤 子には 、両手 両足に 水掻 き がついて いま した。
「【ひ ょうす え】 の子じ ゃ、殺 せ殺せ え 」
と村の 大人 たちは わめき ました 。
この村 では かつて 、水掻 きが ついて 産 まれた赤 子を 、殺し たこと があ
りました 。
とんで もな いこと で、と んで もない こ とに、そ の赤 子を埋 めた裏 山が
土砂崩れ して 、赤子 の一家 全員が 、亡 く なってい まし た。
懐爺は 、ぼ くにい われる 前に 、赤子 の ところへ 行く と、す ぐに手 術を
して、赤 子の 水掻き をとり のぞい たと の ことです 。
もう誰 も、
「【ひ ょうす え】 の子じ ゃ、殺 せ殺せ え 」
とはい わな くなっ たが、 懐爺に いわ せ ると、

「ないし ょだ け れど 、それ でも【 ひょ う すえ】の 子」
とのこ とだ そうで す。

