＋ １ ４ 【 ば かば か し 】
この世 はば かばか しいこ とば かり、 と いうのは 、お となに なった ぼく
の素直な 感懐 ですが 、こど もの ころは 、 見るもの 聞く ものす べてが 新鮮
で、ばか ばか しいど ころか 、世 の中と い うものは こん なに面 白いん だと
かんじて いま した。
ところ が懐 爺は、
「この世 はば かばか しいこ とばか りで す 」
という のが 口癖で したか ら、い つも 首 をかしげ てい たもの です。
「どうし てそ んなこ という んじゃ 」
ぼくは 何度 かきい たこと があり ます 。
「 金ちゃ んが おとな になっ たら解 りま す よ」
と懐爺 はい うばか りでし た。
あると き、 ふとお もいつ いてこ うい い ました。
「そんな に、 ばかば かしい ばか ばかし い 、ばかり いう とると 、ばか ばか
しいおば けで もでて きそう じゃ」
すると 懐爺 は、ぼ くが想 像も してい な かったこ とを いいは じめた ので
す。
「わたし はあ れこれ 、わた し自 身もこ わ くてたま らな いおば けにつ いて
話してき まし たが 、
【 ばかば かし 】とい う おばけほ どこ わくて たまら ない
ものはな いで しょう 」
「やっぱ り【 ばかば かし】 はい るんじ ゃ な。やっ ぱり ばかば かしい おば
けかのう 」
《瓢箪 から 駒》と いう言 葉を もし知 っ ていたな ら、 ぼくは そうか んじ
たことで しょ う。
「そうで はな くて【 ばかば かし 】その も のは、ば かば かしく はあり ませ
ん。おばけ の正統 派（ せい とうは ）で す からね 。
【ばか ばかし 】は、ばか
ばかしい ばか ばかし いと、 人間 世界の こ とをばか にし てばか りいる おば
けです」
「まるで 、か いじい じゃの う。ち っと も こわくな い」
ぼくは 茶化 してい いまし たが、 懐爺 は 真剣です 。
「これか らわ たしの いうこ とは 、ぜん ぶ 【ばかば かし 】がい ったこ とで

す。金ち ゃん 、よろ しいで すか」
「よろし い」
「おばけ の世 の中に は ぜん ぜん ないも の が、人間 の世 の中に はいっ ぱい
あるぞ。 だか ら人間 の世の 中は ばかば か しいのだ ぞ。 たとえ ば学校 、た
とえば会 社。 学校で おしえ るこ となん か みんなば かば かしい ことだ ぞ。
会社では たら くこと なんか みん なばか ば かしいこ とだ ぞ。そ れに家 族。
これもば かば かしい 。親子 兄弟 は喧嘩 ば かりして いる し昔か ら殺し 合い
もやる。 ばか ばかし さはま ず家 族から 産 まれるん だぞ 。そし て戦争 と芸
術。おば けの 世の中 には戦 争も 芸術も な いぞ。な ぜな ら、お ばけで いる
ことが戦 争で あり、 おばけ その ものが 芸 術だから だぞ 。いち ばんば かば
かしいの はお 金だぞ 。 人間 はお 金で自 殺 をしたり 殺人 をした りする 。戦
争だって つま りはお 金。こ んな にばか ば かしいこ とは ないぞ 。人間 が必
要だとお もっ て、作 ったお 金で 人間が 死 ぬんだか ら。 おばけ の世の 中で
何が幸せ かと いうと 、お金 という もの が ないこと だぞ 」
それか ら懐 爺は 、【ば かばか し】の 歌 を歌いま した 。
ないな いな いない
おばけ にゃ ないぞ
ないな いな いない
おかね がな いない
おかね がな いから
おばけ はし あわせ

ばかば かし
にんげ んせ かいは
ばかば かし
おかね があ るから
ばかば かし
おかね がし あわせ
なしに す る
ぼくは 唸り ました 。

そのと おり だと唸 りまし た。
母親の 苦労 の一番 はお金 でした 。
けれど もひ とつ疑 問があ りまし た。
「どうし て懐 爺は 、【ば かばか し】が こ わくてた まら ないん じゃ」
懐爺は 、一 呼吸お きまし た。
「わたし もど うして こわく てた まらな い か、自分 でも よくわ かって いな
いんです が、 ただい えるこ とは 、おば け はふつう 、お ばけの 身がう らめ
しくて、 人間 がうら やまし い。 それな の に【ばか ばか し】は 、おば けが
幸せで人 間は 不幸せ だと力 説し ます。 そ れがやは り的 を射て いると 信じ
られるの で、
【ばか ばか し】はた まら な く こわいん です。その姿 かた ちや
声音や物 音で 、又 やるこ とで 、人間 を震 えあがら せる おばけ とちが って 、
【ばかば かし 】はそ の言葉 で、 つまり は その思想 で、 人間を 震えあ がら
せるから 、た まらな くこわ いんで す」
なるほ ど、 とおも われま した。
ふつう のお ばけは 、こど もに とって と てもこわ く、 おとな にとっ てす
こしこわ い。
でも【 ばか ばかし 】は、 こど もにと っ てあまり こわ くはな く、お とな
にとって とて もこわ い。
そうい うこ となん だろう とお もって 、 懐爺にそ うい うこと を伝え まし
た。
「はい 。
【ば かばか し】の たまら ない こわ さは、学 校 や会 社や家 族や 戦争
や芸術で 、何 よりも お金で 、ひ どく苦 労 したひと にし かわか らない のか
もしれま せん 」
きっと 【ば かばか し】は 、懐 爺の分 身 （ぶんし ん） なんだ ろうと もお
もわれま した 。
忍者（ にん じゃ） が使う 、あの 分身 の 術です。
なぜっ てぼ くは 、
【ば かばか し】の その 姿を見た こと がない し、直 接そ
の歌を聴 いた ことが ないん ですか ら。
でもそ のこ とは何 だか、 最後ま でい え ずにいま した 。

