The Drunken Ogre
Long, long ago, there lived a giant ogre and its
company in Mt. Oh-e in Tanba-no-Kuni. They often
haunted villages and towns to kidnap beautiful girls.
One day, a rich family's daughter disappeared after
an ogre appeared in a town.
Her father feared that she had been kidnapped and
taken to Mt. Oh-e. He hurried to the Emperor's
palace and implored him to rescue his beloved
daughter from captivity.
Those ogres' evil acts brought the Emperor agony.
He listened to the father's entreaty and ordered
Minamoto-no-Yorimitsu, one of the Military leaders
of the Heian Period,
"Yorimitsu, you must hear about the ogres in Mt. Oh-e. They have appeared to
kidnap people, especially young ladies these days. I order you to go there, and get
rid of the vicious beasts immediately and rescue any young girls still alive from
them."
"I'll be glad to obey your order, even if my life is in danger," he said.
He called four of his strongest and the most efficient retainers, and explained
their mission to them.
"It must be very difficult to kill those ogres and rescue the young ladies safely. At
first, the important thing is to disguise ourselves in Yamabushi, (itinerant priests)
so that they can't find us out easily. Next, we should find out what part of the
mountain they inhabit."
They visited three shrines and prayed for their success.
They climbed up the rocky spot of the mountain and there they found three old
men on a huge flat rock.
"What on earth are you doing at such a lonely place?" Yorimitsu asked them,
The oldest man answered,
"There's nothing suspicious about us. We had our wives and daughters kidnapped
by ogres. We are watching for the chance to get revenge on them and get back our
family alive. By the way, you don't look like ordinary ascetics. I assume you all
have come here under the Emperor's command in order to kill them," he
continued, "Be careful, they are so strong that we human beings can never defeat
them. I'll tell you how to do so. As they are always drinking, especially their head
ogre, he is called 'Drunken ogres'. So you should attack them while they have

fallen asleep after drinking. We have a bottle of mysterious sake here. Though it
is medicine for us and makes us healthier, it will, on the contrary, make ogres lose
their power if they drink it. They can neither walk nor be awake."
The oldest man took a bottle of sake and a helmet out from his bag.
"This is called a 'Star helmet'. While you are wearing it, you can cut off ogres'
heads with ease"
The three old men stood up and said to them,
"How do you figure you can enter their palace? If you want us to guide you, we'll
lead you to the nearest place where the ogres live."
Following them, the five warriors reached a narrow valley through a long rock
carved tunnel.
The oldest man said to them,
"We'll return from here. When you go up along this small river running through
the valley, you'll see a beautiful lady, who'll tell you the way to their palace."
Then the three old men vanished into mist. The warriors realized they must have
been gods from the shrines.
The party indeed met a young lady after about an hour's walk, who was sobbing
while washing something red by the river,
Yorimitsu asked her,
"Can I ask you who you are, and why you are sobbing?"
The lady looked surprised, but answered,
"I used to live in the Capital but I was kidnapped by ogres and taken here. I miss
my mother, my father and my family. But no man has come here before you,
because they have been afraid of the ogres. Please take me back to my home."
He said to her gently,
"Will you tell us more about the ogres?" "Ten young women besides me are
captured. We alternately have our blood taken for their drink every day. I have a
routine of washing clothes stained with blood."
"We promise you to kill ogres and help out all of you." Yorimitsu said.
"What joyful news! It's like a dream. Near the source of this river, you'll see a
castle made of iron. Two ogres always guard its front gate. Every night they hold a
banquet for the Great Ogre, their leader, who is so huge and so strong and has a
horrible face with two horns on his head and two fangs in his mouth. He is always
guarded by four strong ogres. However, after they drink so much, they'll fall
sound asleep. That's the best chance to attack them."
The five men resumed walking for their adventure.
In fact, there stood two ogres in front of the Iron Gate. One said to the other, when
they found the party of itinerant priests.

"We can see delicious prey coming in person. How lucky we are!" said the first ogre,
and tried to jump on them. The other one cried,
"Wait! The first thing to do is take them alive to our Great Ogre for his dinner."
The two ogres led the five men to a huge room in the castle. Soon in front of them
a gigantic ogre appeared.
"You, human beings, what made it possible for you to come here even though it is
very difficult for even a bird to get here?"
Yorimitsu said to the ogre calmly,
"We are only itinerant priests, training in this mountain. We were completely lost
here in this mountain and happened to get here. We are very happy to meet a
Great Ogre like you. I owe this to Buddha. By the way I have a favor to ask of you.
Would you give us lodging for tonight? I have a bottle of nice Sake. Why not try to
have a drink of it?"
He showed the sake bottle to the Great Ogre. Looking at it, the Ogre smiled at
him.
"Indeed, it looks nice. Make yourself at home here tonight. I also have nice sake to
serve my guests. I'd like you to taste it."
The Great Ogre had one of his followers bring a huge sake cup filled with red
liquid.
He said to Yorimitsu,
"You're the first one to drink this,"
Yorimitsu took a shot of sake, though he didn't want to.
"Next," The Ogre invited the other men to drink.
"It tastes good!" They pretended to be satisfied with it.
The Ogre looked very pleased with them.
"Bring our delicious food for them," he ordered.
"We're coming!"
Two ogres put something such as an arm and a thigh of human beings on the
chopping boards.
"Fillet it for my guests!" he told them, and one of the ogres tried to chop it.
"Wait! I am a good cook." Yorimitsu took out his dagger and chopped the meat a
little and began to eat it.
"I'll eat it, too." Other soldiers also began to eat it.
The Great Ogre looked impressed by their courage to eat it. He said,
"It's a great surprise for me that you like this kind of sake and food. Who in the
world are you?"
"It is natural you should think so, but we, itinerant priests, are not supposed to
reject what we are served. We thank you for your wonderful hospitality."

Yorimitsu made a deep bow to the Ogre and held out the bottle of sake.
"This is one of the most delicious sake made in this country. Please try it. I'll taste
it first before offering it to you."
Yorimitsu poured a little into the huge sake cup and had a quick drink.
The Great Ogre said to him cheerfully,
"I'll have it, too." He drank it several times as it tasted delicious, and urged his
ogres to drink.
"Delicious! My ogres, this is the most delicious sake I've ever had. Enjoy drinking
it together and call the young ladies here to make them dance."
Yorimitsu smiled a little,
"Please help yourself to this sake!"
The ogres enjoyed the sake to the fullest.
The sake soon made the Great Ogre and his ogres lose their power, and fall asleep.
"Now. We can kill them."
Yorimitsu put on that 'Star helmet' and pulled out his sword.
He cut off the Great Ogre's head, then it flew to Yorimitsu's head and tried to bite
it, but the helmet prevented it from snapping his head, while his five soldiers cut
off the five ogres' heads respectively to death. The battle was over in a moment.
"Young ladies, the ogres have been completely exterminated. It's quite safe for you
to go out."
The captured young ladies came out of the dungeon. They were moved when they
knew all the ogres were killed. They sat near the warriors and cried with joy.
"Is this true, or isn't it a dream?" They hugged each other with great joy.
Yorimitsu found a mountain of treasures in the ogres' palace.
After the five warriors returned to the Capital, they were invited to the Emperor's
palace and given high positions and many rewards for their brave achievement.
Image from Pori
○「酒呑童子」とはどういう人物でしょう。

酒呑童子
むかし、むかし、恐ろしくでかい鬼とその仲間が、丹波の国
の大江山に、棲みついていました。鬼たちは、しばしば町や村
に現れては美しい女子（おなご）をさらって行きました。
ある日のこと、一匹の鬼が町に現れ、ある裕福な家の娘がいな
くなりました。父親は、鬼にさらわれて、大江山に連れて行か
れたのではないかと思いました。宮廷に駆けつけ、帝（みかど）
に、愛しい娘を囚われの身からお救い下さい、と哀願しました。
帝も、鬼の悪行にはつくづく頭を痛めていました。父親の頼み
を聞き入れ、源頼光（平安時代の武将の一人）に命じました。
「頼光、大江山の鬼のことは存じておろう。最近、姿を現して
は、しもじも、特に若い女子をさらって行くとのこと。そこで
大江山に行き、悪しき鬼を即刻退治し、若い女子を救い出して
もらいたい。」
「たとえ我が身が危険にさらされましても、喜んでその命（めい）をお受けいたします。」
頼光は、選りすぐりの武道に秀（すぐ）れ、敏腕（びんわん）な家臣四人を呼び寄せると、任務
を説明しました。
「鬼どもを退治して、若い女子を無事に救い出すのは容易なことではない。まず我々は悟られな
いよう山伏に変装する。そして、鬼どもが山のどこに棲んでいるのか突き止めるのだ。」
頼光たちは、三社のやしろを訪れ、神のご加護を祈願しました。
山の岩場を登っていくと、三人の老人が、大きな平岩の上に座っていました。
「こんな人気（ひとけ）のない所で一体何をしているのですか？」
頼光が尋ねると、長老が答えました。
「あやしい者ではありません。私たちの妻や娘は、鬼にさらわれました。奴らに復讐し、家族を
取り戻す機会を窺って（うかがって）いたのです。ところで、あなた方は、普通の修行僧には見
えませんが、帝の命で鬼退治にやってきたのではありませんか。」
老人は、話を続けます。
「用心して下さい。鬼どもは、とても強くて、私たち並みのものには、とても歯が立ちません。
秘策をお教えしましょう。鬼どもはいつも酒を飲んでいるので、その頭領（とうりょう）は、『酒
呑童子』と呼ばれています。鬼たちが、酒を飲んで眠っている間に、襲うのが最適かと思います。
ここに、不思議な酒を持参しております。人間には体によい薬ですが、鬼が飲むと、体力が失わ
れます。鬼は歩くことも目をさますこともできなくなります。」
長老は袋から瓶子（へいし）と兜（かぶと）を取り出しました。
「これは『星兜』というもので、これを被っていれば、容易に鬼の首を切り落とすことができま
す。」
三人の老人は、立ち上がると言いました。
「どうやって鬼の根城（ねじろ）に入るつもりですか？道案内が必要なら、私どもが近場までご
案内いたしましょう。」

三人の老人の後ろについて、五人の武人は、長い洞穴を抜けて、狭い谷にたどり着きました。
長老が言いました。
「私たちは、ここまでです。この谷を流れる小川の上流に行くと、美しい女の人がおります。鬼
の根城への道を教えてくれるでしょう。」
三人の老人は霧の中に消えました。祈願した神社の神々に違いない、と武人達は気づきました。
およそ一時間後、一行は、老人が話してくれた通り、若い娘に出会いました。娘は川の近くで、
何か赤いものを洗いながら、すすり泣いています。
「あなたはどなたですか。なぜ泣いているのですか？」
娘は驚いた様子で答えました。
「私は、かつては都に住んでおりましたが、鬼にさらわれ、ここに連れてこられました。両親や、
家族のもの達が恋しくてたまりません。でも、鬼を恐れて、今までここにやって来た者はおりま
せん。どうか家に連れて帰って下さい。」
頼光は優しく尋ねました。
「鬼のことをもう少し教えて下さい。」
「私の他に十人の女の人が囚われています。鬼が飲む血を、毎日、代わる代わる採られます。血
がついた着物を洗うのが私の日課です。」
「我々が、その鬼どもを退治し、とらわれた人々をきっと救い出しましょう。」頼光は答えまし
た。
「何と嬉しい知らせでしょう！夢のようです。この川の源に、鉄でできた鬼の砦（とりで）があ
ります。鬼が二匹、いつも正門を守っております。毎晩、頭領の酒呑童子のために宴（うたげ）
を開いています。酒呑童子は、巨体、怪力の持ち主で、その頭には二本の角、口には二本の牙の
ある、それは恐ろしい顔をしています。そして、いつも四匹の頑強な鬼に守られています。しか
し、酒をたくさん飲んだ後は、ぐっすりと眠ってしまいます。その時が鬼を退治する絶好の機会
です。」
五人は、命がけの戦いに向かって、更に歩（ほ）を進めました。
実際、鉄の門の前に二匹の鬼が立っていました。山伏の一行を見つけると、一匹の鬼が、もう一
匹に話しかけました。
「うまそうな獲物が自分からやって来るぞ。しめしめ。」と言い、飛びかかろうとしました。す
ると、もう一匹が言いました。
「待て！まず、こいつらを、生きたまま連れて行こう。頭領の晩餐（ばんさん）にふさわしいご
馳走になるからな。」
二匹の鬼は五人の男達を砦の大広間に連れて行きました。まもなく目の前に、でか鬼が現れまし
た。
「こりや、人間ども！飛ぶ鳥さえ来ることかなわぬこの難関の地に、よく足を踏み入れたものよ。」
頼光は穏やかに鬼に言いました。
「私どもは、ご覧のとおり、この辺で修行中の山伏にすぎません。山道に迷って難渋（なんじゅ
う）し、その果て、ここにたどり着きました。酒呑童子と呼ばれるような偉大な大鬼さまにお会
いできるとは思いもよりませんでした。これも仏さまのお導きかと存じます。さて、お願いがご
ざいます。今晩ここに泊めていただけないでしょうか？美味（うま）いお酒も持参しております。

一口（ひとくち）いかかでしょうか、試してみませんか。」
頼光は酒呑童子に瓶子を見せました。それを見て、酒呑童子は頼光に微笑みました。
「なるほど、美味（うま）そうだ。今夜は、ここでゆっくりするがいい。こちらも客人をもてな
す美味い酒の用意がある。たんと味わうがよい。」
酒呑童子は、赤い液で満たされた大きな盃を子分に持って来させました。
そして、頼光に言いました。
「まず、その方が飲んでみろ。」
頼光は、飲みたくない気持ちを押し殺し、一口すすりました。
「次はお前たちの番だ。」酒呑童子は、連れの者達にも飲むように勧めました。
「美味い。」男たちは満足しているふりをしました。
酒呑童子はご満悦の様子でした。
「美味いものを持って来い。」と、鬼たちに命じました。
「ただいま！」
二匹の鬼が、人間の腕と腿（もも）らしきものをまな板の上に載せてきました。
「客人のために料理しろ！」酒呑童子が命じ、一匹が切ろうとしました。
「待て！私が料理しよう。」頼光は小刀を取り出し、肉を少し切り、食べ始めました。
「私もいただきます。」他の武人達も食べ始めました。
酒呑童子は、勇気ある男達の食べぶりに感銘したようで、こう言いました。
「何と！その方どもが、このような酒や馳走（ちそう）を好むとは！一体お前たちは何者だ？」
「そう思われるのも理（ことわり）です。実は、私ども山伏は、喜捨（きしゃ）して下さったも
のを、拒（こば）んではいけないのです。お心のこもったおもてなし、誠にありがとうございま
す。」
頼光は深々と酒呑童子にお辞儀をすると、酒の入った瓶子を差し出しました。
「わたしの手元にあるのは、この国では、飛び切り上等の酒、と言われています。どうかご賞味
下さい。まず、私が毒見しましょう。」
頼光は、大杯（たいはい）に酒を少し注ぐと、一気に飲み干しました。
酒呑童子は上機嫌で言いました。
「私も飲んでみよう。」酒呑童子は、酒の美味（うま）さに釣られて、何回も杯を傾けました。
そして子分たちに飲むよう勧めました。
「うまいなあ！どうだ。こんな美味い酒は初めてだ。さあ、飲め。娘達を連れて来い！踊らせろ！」
頼光は、かすかに笑（え）みを浮かべました。
「ご存分にお飲み下さい！」
鬼たちは十分に酒を堪能しました。
まもなく酒呑童子と子分たちは力が抜け、眠ってしまいました。
「今だ！やれ！」
頼光は『星兜』を被り、剣を抜くと、酒呑童子の首を切り落としました。すると鬼の首は、頼光
の頭をめがけて飛んできて、噛みつこうとしましたが兜のおかげで、難を逃れました。五人の武
人たちは、五匹の鬼の首をそれぞれ切り落としました。あっと言う間に戦いは終わりました。
「さあ、みんな！鬼たちは、一匹残らず退治したから、もう大丈夫。安心して出てきなさい。」

囚われの娘たちが地下牢から出てきました。鬼が退治されたと知って、娘たちは感動しました。
武将の近くに腰を降ろし、喜びの涙を流しました。
「本当ですか、夢ではありませんね？」娘たちは大喜びで抱き合いました。
頼光は、鬼の根城で、山のような財宝を見つけました。
都に戻った五人の武人は宮殿に招かれ、その勇敢な業績に対して、高位と過分なる褒美を授けら
れました。
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