＋ １ ０ 【 さ ねと も 】
この話 は、 懐爺か らきい たと きには 、 ちんぷん かん ぷんだ ったの です
が、そ れから 十年経 って 、
（ つまり 完ちゃ んが【 まるの みおん な】のお腹
から飛び 出し てきた 年に ）、歴史 の本を 読 んでいた とき に思い 出した もの
です。
懐爺は 、非 業（ひ ごう） の死 を遂げ た 偉人（い じん ）が、 後々お ばけ
になって でて くると いう話 をし てくれ た のですが 、【よし つね 】【の ぶな
が】
【りょ うま】など は、た しか に偉人 の おばけと いう ことで 、納得 はで
きたのだ けれ ども 、【さ ねとも 】だけ は ちんぷん かん ぷんで した。
とにか く鎌 倉時代 の三代 将軍 という だ けで、偉 人と はおも われな かっ
たから、 よけ いにわ からな かった ので し ょう。
けれど も歴 史の勉 強をす ると 、源実 朝 は偉人だ った とおも わざる を得
ません。
歌人と して はも ち ろんの こと 、人間 と しても偉 大だ ったと おもわ れる
のです。
実朝は 一二 一九年 冬の夜 、兄 頼家の 遺 児、公暁 （く ぎょう ）に鎌 倉八
幡宮（か まく らはち まんぐ う）で 殺さ れ ます。
いまで いえ ば二十 六歳の 若さで す。
その際 、公 暁は「 おやの かた きはか く うつぞ」 とい ったそ うです が、
親の仇と は濡 衣（ぬ れぎぬ ）で 、それ は 公暁のお もい こみか 、だれ かに
そそのか され たとい うこと です。
この日 は雪 でした が、右 大臣 拝賀（ は いが）の 儀式 があり 、実朝 は、
館を出る とき こんな 歌を残 してい ます 。
出でて いな ば主な き宿と 成りぬ とも 軒 端の梅よ 春 を 忘るな
実朝は 本歌 取（ほ んかど り） の名手 と いわれて いま したが 、本歌 取と
は先人の 有名 な歌の 一部を 利用し て作 る 歌のこと です 。
例えば その 歌は、 菅原道 真（す がわ ら みちざね ）の こんな 歌。
東風吹 かば にほひ おこせ よ梅の 花あ る じなしと て春 を忘る な

式子内 親王 （しき しない しんの う） の こんな歌 。
ながめ つる 今日は 昔にな りぬと も軒 端 の梅はわ れを 忘るな
そうい うも のから 取って いて 、だか ら 遺書のつ もり ではな いとす る説
も有力な ので すが、 こんな 事実も 残さ れ ています 。
重臣の 大江 広元（ おおえ ひろ もと） が 、拝賀 の 儀式 に向か おうと する
実朝を前 に、 なぜか 、落涙 を抑 えるこ と ができな くな り、束 帯（そ くた
い）の下 に武 具の腹 巻をつ ける よう勧 め たものの 、近 臣の源 仲章（ みな
もとのな かあ き）が 、その ような 例は な いとしり ぞけ たとい う。
また実 朝は 、結髪 のため に、 側で奉 仕 していた 宮内 公氏（ みやう ちき
んうじ） に、 形見と して鬢 の毛を 一本 抜 いて与え たと いう。
また実 朝は 、牛車 をおり ると き太刀 を （意図的 か偶 然か） 突き折 って
しまった とい う。
執権（ しっ けん） の北条 義時 （ほう じ ょうよし とき ）は儀 式の途 中で
体調が悪 くな り、先 に引き 上げた とい う 。
これら の話 を総合 すると 、す くなく と も実朝は 、こ の日自 分の命 が終
わるだろ うと の、予 感なり 予測が あっ た という他 はあ りませ ん。
大昔の 資料 は、時 の権力 者の 意向が 大 なり小な りこ められ ている もの
で、この 場合 は執権 北条氏 なので す。
だから 大江 広元の 涙も信 用で きない し 、時の最 大権 力者で ある北 条義
時の動き も不 審です 。
それで も、 いやそ れだか らこ そ、実 朝 は自分の 末期 を察知 してい たと
おもわれ ます 。
わかっ てい て死地 におも むく 人物が 、 偉人でな いわ けはな いと、 ぼく
には強く おも われた のです 。
そして 、大 江広元 の落涙 に は 大きな 意 味があり 、太 刀を突 き折っ たの
は実朝の 意図 である と、ぼ くには おも わ れました 。
ところ で、 こうい う人物 のお ばけと は 、どんな もの であっ たので しょ
う。
ぼくの 体験 では、 声だけ で、姿 は見 え ませんで した 。

三度体 験し たけれ ども、 三度と も雪 の ふる寒く 暗い 日でし た。

これで よか ったの か
これで よか ったの だろう
これで よか ったと おもう べきだ ろう
これで よか ったと いうし かない
そうい う声 が、大 山から 吹き 下ろす 雪 まじりの 風に のって 、ぼく の耳
を打つの です 。
それは 天か らのや わらか いや さしい 声 にも聞 こ えた し、地 からの 響き
渡るおそ ろし い声に も聞こ えるの です 。
それか ら、 歌が詠 じられ ます。
ものい わぬ 四方（ よも） の獣 すらだ に もあわれ なる かなや 親の子 を思
う
大海の 磯も とどろ によす る波わ れて く だけてさ けて 散るか も

ぼくが その 体験を 話すと 、懐爺 は即 座 に、
「【さ ねとも 】で す」
といっ たも のです 。
「【さ ねとも 】か い。お そろし くて、 や さしかっ たぞ 」
「それが 【さ ねとも 】です 」
懐爺は また いいま した。
「けだも のに もやさ しいの は、ほ んと う にやさし いひ とだか らだの う」
「それが 【さ ねとも 】です 」
懐爺は また いいま した。
懐爺は きっ と【さ ねとも 】がす きな の です。
「やっぱ りお ばけの なかま かのう 」
「仲間ど ころ か、お ばけの 将軍で す」
「しょう ぐん かい。 えらい おばけ じゃ の う」
「はい。 えら いおば けは、 威厳（ いげ ん ）だけで 人に 恐怖を 与えま す」

「われて くだ けてさ けてち るのは 、い げ んかのう 」
「威厳の ひと つでし ょう。 わた しらは そ んなにし なく とも散 ってし まい
ますから 」
「もっと も、おばけ の将軍 は【 さねと も 】だけ ではあ りませ ん。
【ま さし
げ】も【 ゆき むら】 も【た かもり 】も そ うです」
「みんな りっ ぱなな まえじ ゃのう 」
「はい。 偉人 のおば け、お ばけの 将軍 は 、立派な 名前 だから 」
「だから 」
「だから 、お ばけに なるの です」
「かいじ いと かきん ちゃん では、 だめ じ ゃのう」
「はい。 懐爺 はだめ ですけ ど、 金ちゃ ん の名前は 金之 助です から、 立派
な名前で す。 充分（ じゅう ぶん） おば け の将軍に なれ ます」
「おばけ 【き んのす け】か い。 かんち ゃ んは、お ばけ の【か んたろ う】
かい」
「完太郎 では 、残念 ながら おばけ の将 軍 にはなれ ませ ん」
「ざんね んじ ゃのう 」
けれど も、 完ちゃ んは二 十歳 のとき 、 芸名を武 田一 完とし たから 、充
分おばけ の将 軍にな る名前 と なっ たの で した。
そうい えば 懐爺は 、ぼく とま ったく 同 じ体験を して いたと いって いま
した。
でも【 さね とも】 ではな くて 、【さ い ぎょう】 だっ たそう です。
願わく は花 の下に て春死 なんそ のき さ らぎの望 月の ころ

西行は 実朝 より以 前の歌 人で 、この 歌 のとおり 非業 の死を 遂げた 人物
ではない ので 、ぼく は首を かし げまし た が、懐爺 いわ く、西 行は出 家を
したとき にす でに非 業の死 に近 い感情 を 味わった のだ と説明 してい まし
た。
ちなみ に懐 爺が耳 にした 歌はこ うい う ものでし た。

心なき 身に もあは れは知 られけ り鴫 立 沢の秋の 夕ぐ れ

世をす つる 人はま ことに すつる かは す てぬ人こ そす つるな りけれ
年たけ て又 こゆべ しと思 いきや 命な り けり小夜 （さ よ）の 中山
ぼくは 【さ いぎょ う】の おば けにも 遭 遇したい と念 じたも のです が、
残念なが ら叶 いませ んでし た。

