４ ０ 【 ぶ ち かま し 】
町に大 相撲 が来る という ので 、母親 に 連れられ て出 かけた ことが あり
ました。
ぼくの 大好 きな、 千代の 山と吉 葉山 が 来る。
めんこ の絵 でしか 、知ら ない力 士で は あったけ れど も。
母親の 大好 きな、 栃錦と 若乃花 も来 る 。
（この力 士は 、むろ ん初代 の若乃 花で す ）
母親は 以前 働いて いた割 烹（ かっぽ う ）で、若 乃花 の若い 頃をみ たこ
とがある らし い。
ほんも のの 若乃花 だった かは、 自信 が ないよう だけ れども 。
そのと きに もらっ たとい う手 形（て が た）を、 押し 入れか ら引っ ぱり
だしまし た。
「こらあ 、お にのて がたじ ゃ、に んげ ん じゃあね え」
わしが いう と、母 親は、
「土俵の 鬼 、 いうん じゃ」
と胸を はり ました 。
町の広 場に 行くと 、たく さん の力士 た ちが四股 を踏 んだり 、立ち 合い
の稽古を した りして いまし た。
母親と ぼく は木陰 の席を 陣取り まし た 。
広場の 真ん 中に土 俵が作 られ ていて 、 力士たち の取 り組み はすぐ に始
まりまし た。
前頭二 十枚 目から なので 、千 代の山 や 吉葉山が 出て くるま で二時 間近
くかかり そう でした 。
そのう ちぼ くは居 眠りを して しまい 、 母親に揺 り動 かされ たとき は、
すでに横 綱の 取り組 みが始 まって いま し た。
栃錦と 、
［ 土俵の 鬼］若 乃花の 相撲 は終 わってい て、両 力士共 見事 に勝
っ ていた との ことで 、母親 は上 機嫌で 、 めずらし く口 が軽か ったも ので
す。
まず横 綱吉 葉山が 、土俵 にあが りま す 。
相手は 名前 も知ら ない幕 内の力 士で 、 呼び出し の声 では、
「ぶちか まし ～ぶち かまし ～」

ときこ えま した。
とにか く色 が黒い 。
炭団（ たど ん）の おばけ か、黒 い雪 だ るまを連 想し ました 。
行司が 待っ たなし の掛け 声をか ける 。
両国の 土俵 でやる ときは 、三 分とか 四 分とかか ける のだが 、地方 巡業
ではすぐ に試 合が始 まる。
そんな 母親 の解説 どおり 、両力 士が 立 ち上がり まし た。
すると 、瞬 きする かしな いか の間に 、 吉葉山は 土俵 下に吹 っ飛ん でし
まってい たの です。
地方巡 業で は、よ ほどの こと がない 限 り横綱が 勝つ ように なって いま
す。
そんな 母親 の解説 を裏切 るこの 結果 。
すると どう いうわ けか、 続い て土俵 に あがった 横綱 千代の 山の相 手も
「ぶちか まし ～ぶち かまし ～」
でした 。
勝ち抜 き戦 ではな いから 、一 人の力 士 が二度ま で土 俵にあ がるこ とは
ない。
そんな 母親 の解説 は、ま たして も裏 切 られまし た。
しかも 今度 は千代 の山が、炭団の おば けか黒い 雪だ るまか わから ない 、
ただ黒く て大 きくて 丸いだ けで 、何の 魅 力もない 力士 に突き 飛ばさ れ た
のです。
ぼくは 贔屓 の吉葉 山と千 代の 山が簡 単 にやられ たの で、不 満不快 不機
嫌で帰っ てき ました 。
しぶし ぶ懐 爺に、 大相撲 の報告 に行 く と、
「やっぱ り【 ぶちか まし】 が出ま した か 」
なぜか 苦笑 してい ます。
「金ちゃ んが 千代の 山と吉 葉山 が好き な のを嫉妬 して 、突如 登場し た相
撲取りの おば けです よ」
「なんじ ゃと 。おば けはど ひょう にも で るんか」
ぼくは 愕然 （がく ぜん） としま した 。
顎（あ ご） がはず れそう になり まし た 。
「【ぶ ちかま し】 の、あ のとく いわざ は 、なんじ ゃ」

「あれを 、ぶ ちかま しって いうん です よ 。相撲四 十八 手にあ ります 」
「なんと かな らんの か。は たきこ むと か 、うっち ゃる とか」
「【ぶ ちかま し 】は卑 怯（ ひきょ う）なおば けです 。横綱 は地 方巡業 では、
はたきこ みと かうっ ちゃり とかは やら な いのです 。そうい うのは 姑息（こ
そく）な 勝ち 方で、 横綱の 沽券 （こけ ん ）にかか わる のです 。それ を知
っている もん だから 、ぶち かまし をや る んです」
懐爺は やた らと、 難しい 言葉を 並べ ま した。
卑怯と か姑 息とか 沽券と か。
その難 しい 言葉の おかげ で、 何とな く 千代の山 と吉 葉山が 正義の 力士
で、【 ぶちか まし 】は悪 役力士 の感想 を 持ちまし た。
そ れで も不 満不快 不機嫌 はほと んど な おらなか った のです 。
「【ぶ ちかま し】 なんか にまけ るたあ 、 くやしい のう 」
正義の 力士 には勝 ってほ しい。
鞍馬天 狗が 勝つの と同じ く。
「金ちゃ ん、 人生、 負ける が勝 ち、と い うことも あり ます。 それを 教え
てくれる のも 、おそ らく【 ぶちか まし 】 の役目な んで しょう 」
「じんせ いは まけて も、す もうは まけ て ほしくな いの う」
ぼくは 意地 を張っ たので はあり ませ ん 。
千代の 山と 吉葉山 の黒星 の、 衝撃（ し ょうげき ）が 大きす ぎたの でし
た。

