＋ ２ ９ 【 き めん と う 】
あると き、 懐爺に こんな ことを きい て みました 。
「おばけ は、 どれく らい、 いるん かの う 」
懐爺は かん がえこ むふう にして から 、
「〈百 鬼夜 行（ひ ゃっき やこう ）〉とい い ましてね 、鬼 だけで 百はい ると
いわれて いま す。そ れも、
鬼畜、
鬼神、
鬼面、
鬼人、な どは また別 です。 他にい まお も いつくだ けで も、
妖怪、
妖異、
妖気、
怪異、
怪奇、
変化、
化身、
怪人、
怪物、
怪獣、
幽霊、
生霊、
死霊、
物霊、
幽魂、な どな どの種 類があ りま すから 、 それぞれ 百と しても 、二千 近く
はいます ねえ。ちなみ に、わ かりに くい おばけの み説 明しま す。
『日本 妖
怪変化史 』の 著者、 江馬務 （え まつと む ）により ます と、幽 霊は死 んで
後、その うつ せみの 姿を現 して 活動す る もの、死 霊は 死んで 後、そ の精
霊が仮の 姿を 見せな いで活 動す るもの 、 生霊はそ の人 の生存 中にそ の精
霊が遊離 して 活動す るもの であ るそう で す。おば けは これら だけで はあ
りません。無化（む け）、つまり、おばけ ではない のに、お ばけと お も い

こんだり かん ちがい するも のも 、おば け に含むと した ら、一 万、い えい
え森羅万 象（し んらば んしょ う）おば けだ らけ、とい うこ とにな ります 」
「むけた あ、 なんじ ゃ。お ばけで ない お ばけとは 、な んじゃ 」
「たとえ ば金 ちゃん が赤ち ゃんだ った こ ろ、
燃え上が る火 とか、
跳ね上が る水 とか、
弾け飛ぶ 土と か、
揺れ動く 木と か、
を初めて 見て 、言葉 は知ら ずと も、お ば けだとお もっ たこと でしょ う。
たしかに 赤ち ゃんに とって は、 それら は 尋常（じ んじ ょう） なもの では
ないから 、お ばけな んでし ょう 。そう い うことは おと なにな っても ある
わ け で し て、 本人が 、あれ はお ばけだ と 言い張っ たら 、他人 は無碍 （む
げ）に反 対は できな いもの なんで しょ う ね」
相変わ らず 懐爺の 話は説 得力が ある 。
「そんじ ゃ、 かいじ いにと って 、その 〈 むけ〉と いう おばけ はどう いう
もんかの う」
懐爺は 何か 意味あ りげな 表情を しつ つ 、
「正直い って もいい ですか ね。 わたし に とって無 化の 代表は 、金ち ゃん
ですよ」
「わしが 、〈 むけ 〉おば けかい 」
意外だ った ので大 声をだ しまし た。
「はい。 おそ らく金 ちゃん は、 わたし の ことを無 化お ばけだ とおも って
いるでし ょう 。同じ 意味で 、わ たしは 金 ちゃんの こと をそ う おもっ てい
るんです 」
「かいじ いと わしは 、おば けなか まか い 」
何とな く嬉 しい気 分でし た。
おばけ にさ れるこ とが、 では なく、 懐 爺と仲間 にさ れたこ とが、 嬉し
かったの です 。
「理由は いく つもあ ります が、 ひとつ だ けお伝え しま しょう 。金ち ゃん
はいま、 わた しと仲 間であ るこ とを、 喜 んでくれ てい ますね 。そう いう
金ちゃん が、 わたし にとっ ては 、あり が たくあり えな い、お ばけな んで
すよ」

「〈む け〉お ばけ は、じ ゅんす いなお ば けなんじ ゃの う」
おもわ ず呟 いたぼ くに、 懐爺は ゆっ く りと首を ふり ました 。
「ところ がそ の無化 おばけ を 騙 （だま ） すおばけ がい まして ねえ。 あえ
て単純に いい ますと 、おば けに 対して 、 おばけを 悪用 するお ばけと いい
ましょう か。 これも 無化お ばけ ですが 、 おばけの なか で一番 たちの 悪い
おばけで しょ うね」
「ややこ しい おばけ じゃの う。た とえ ば どんなお ばけ かのう 」
「たとえ ば、【き とう】 という おばけ で 、これが 一番 たちが 悪い」
「おにの あた まかい 。かめ のあた まか い 」
「祈祷（ きと う）と いうお 祈り をする お ばけです 。無 化おば けを見 つけ
ると、あ んた は恐ろ しいお ばけ に祟（ た た）られ てい るよ、 そのお ばけ
を、祈祷 で退 治して あげる から 、お金 を 持 ってき なさ いよと いう、 詐欺
（さぎ） のお ばけで すよ。 霊感 商法（ れ いかんし ょう ほう） という もの
と結びつ いて いて、 おばけ の風 上にも お けないの で、 おばけ の世界 から
村八分に なっ たおば けです ね。 こうい う と【おん みょ うじ】 を思い 起こ
すでしょ うが 、似て 非なる もの です。 こ の【きと う】 は大金 を騙し 取る
ためなら 、口 八丁手 八丁で どん なこと で もやって くる 、しつ こいお ばけ
なのです 」
「だまさ れる ほうが 、わる いんじ ゃな い のかのう 」
「何せ、 おば け仲間 である こと を強調 し てやって きま すから 、おば けを
信じる無 化お ばけは 、必ず 騙され ます 」
「 そ んな もん かのう 」
「たとえ ばわ たしが 、金ち ゃん のおば け 仲間であ るわ たしが 、金ち ゃん
に、あな たは 悪いお ばけに 取り 付かれ て いるから 、お 金をい っぱい もっ
てくれば 悪い おばけ を退治 して あげる よ といった ら、 きっと 金ちゃ んは
お金を持 って くるで しょう 」
「それは そう じゃの う。ほ かな らぬか い じいにい われ てはの う。わ しは
かねはな いか ら、か ねのか わり に、わ し がたから もの にして いる、 かぶ
とむしの おも ちゃを 、かい じいに あげ る とするか のう 」
「そうな んで すが 、
【きと う】の姑息（ こ そく）なと ころは、甲虫に はち
っとも目 をつ けずに 、黄金 虫に し か目 を つけない とい うこと ですね 」
「ほんじ ゃ、 そんち ょうが あぶな いの う 」

「村長が 無化 おばけ だとし たなら 、危 な いですね 」
「かいじ いは 、その 【きと う】に 、あ っ たことが ある んかい 」
「あった とい います か、な かった とい い ますか」
懐爺は 言葉 を濁し ました 。
ぼくは この ときな ぜだか 、懐 爺のこ ど ものころ 、あ るいは 若いこ ろを
知りたく なっ て、た まらな くなり まし た 。
それで 、ま た別の 日のあ るとき 、村 長 さんにこ うき いてみ ました 。
村長さ んは こども 好きで 有名 ですか ら 、すこし も遠 慮（え んりょ ）は
しません でし た。
そ れで も、 村長さ んが暇 そうに 散歩 し ていると ころ をねら いまし た。
「かいじ い、 いや、 ほこら のじい の、 わ かいころ をし っとる かのう 」
村長さ んは 真面目 な老人 なの で、答 え るべきか 答え ぬべき か、悩 んで
いるふう でし た。
こども にも わかる 表情で したの で、
「しらん なら ええ。 けども し、 しっと る なら、お しえ てもい いこと だけ
を、おし えて くれん かのう 」
そうい うと 、村長 さんの 表情が 変わ り ました。
「わしゃ 年だ けはと っとる けど ね。あ の ひととは 若い ころ付 き合い がな
かったか ら、 噂くら いしか しら んが、 そ れでよけ れば 話して あげよ うか
い」
「それで ええ 」
ぼくの 心臓 がどっ くんと 鳴りま した 。
村長さ んは 道端の 石の上 に腰 をおろ し て、改ま った 口調で 話し始 めま
す。
「あのひ とは 、村で は〈ば けも の〉と 呼 ばれてい たな 。なぜ って、 とて
も怖い顔 をし ていて 、ひど く汚 い身な り をしてい たも ので。 それば かり
か、いつ 勉強 しいつ 修行し たの か、博 覧 強記（は くら んきょ うき） 武芸
百般（ぶ げい ひゃっ ぱん） とい うこと で 、そのこ ろの 有力者 たちは 、つ
まり、村 長と か医者 とか神 主と か僧侶 と かだが、 あの ひとを 文武の 師匠
（ししょ う） 兼用心 棒（よ うじ んぼう ） にしてい たも んよ。 もちろ ん、
だれもあ のひ との腕 前を見 たこ とがな か ったもん だか ら、信 用して いた

者はほと んど いなか ったな 。だ から有 力 者たちは 、あ のひと の噂に 少々
の金を出 した ってこ とさな 。そ れに〈 ば けもの〉 がい るとこ ろには 、い
くら悪党 でも 寄り付 かんだ ろう と考え て いた。そ して 、あの 日がき たっ
てわけさ 」
ここで 村長 さんは 大きく 息を吸 いま し た。
「わしゃ まだ 少年だ ったか ら、 最初か ら 最後まで 見ざ る聞か ざる言 わざ
るでよ、 なさ けなか ったも んだ が。よ っ てこれは 、あ くまで も後か らき
いた噂っ てこ とで、 いいか いな 。あの 日 、寺に山 賊（ さんぞ く）が 押し
入ってな 。
【きめ んとう 】と いって な、み んな鬼の 面を かぶっ た、お ばけ
山賊とい われ ていた 連中。 いま の山寺 で のうて、 あの ころは いまの 小山
になかな か立 派な寺 があっ たの よ。そ の 【きめん とう 】が、 たしか 七人
といって いた な、連 中が住 職を 殺し、 金 目のもの を盗 んで、 寺に火 をつ
けた。あ のひ とはそ のとき 、神 社の用 心 棒をして いた んだが 、火を 見て
すっ飛ん でい った」
村長さ んは ここで 一息つ きまし た。
「そんで 、ど うなっ たのか のう」
ぼくは せか せた。
「焼け落 ちた 寺の周 りに、 七人 の【き め んとう】 の骸 （むく ろ）が 横た
わってい たと よ」
「それは 、 ほ こらの じいに やられ たん か 」
「目撃者 がひ とりだ けいて 、そ れは寺 に やってき た雲 水（う んすい ）だ
ったんだ が、あ のひと は焼け 落ちた 寺の、焼け焦げ た欄 干、一本 掴むと 、
それこそ 雲水 が瞬き してい る間に 、山 賊 七人を殴 り殺 したと いう」
「それは すご いのう 。それ はりっ ぱじ ゃ のう」
懐爺の 若い ころな ら、そ んな ことは 朝 飯前だろ うと 、ぼく は胸中 で喜
悦（きえ つ） しなが らかん がえま した 。
「たしか にす ごいが 、りっ ぱでは ない な 」
「どうし てじ ゃ」
ぼくは 不満 だった が、村 長さん の話 に 耳を傾け まし た。
「村びと が後 かたづ けに行 ったん だ が 、
【 きめんと う 】の殺 され方 を見て 、
みんな嘔 吐（ おうと ）して しま ったの よ 。脳天を かち 割られ て脳味 噌が
吹き出し た者 、首を 叩き飛 ばさ れた者 、 睾丸と金 玉を 叩き潰 された 者、

目玉が百 米も すっ飛 んだ者、手や足 がど こに飛ん だか わから ない者 など 」
「ぼうさ んを ころし たんじ ゃから 、む く いじゃの う」
そうい うし かなか った。
「そう思 う村 びとは 、まっ たく いなく っ てな。と いう のはま ず、住 職が
金の亡者 （も うじゃ ）で、 檀家 にすら 評 判が悪く てな 。その 坊さん を殺
したから とい って、 仮に死 刑に なって も 、絞首刑 さな 。それ が、こ んな
残虐な殺 され 方はあ るまい 、とい うの が 、みんな の意 見だっ た」
「〈ば けもの 〉が〈 おばけ 〉を ころし たんじ ゃから 、もん だい なかろ うに」
「それが 、
【き めんと う】には、家から 追 い出され、喰いっ ぱぐれ た、村
の三男坊 が何 人かい て、そ の兄貴 たち も 、複雑な 思い だった わけよ 」
「けいさ つは 、さい ばんは 、どう なっ た んか」
「正当防 衛っ てやつ で、あ のひ とは罰 せ られなか った がさ。 なには とも
あれ、
〈七 人殺し 〉の 肩書き が付い ていま すから 、村び とにと って 、あの
ひとに対 して、いっそ う〈ばけ もの〉感 が 強くなる ばか りにな ったの は、
わしゃや むを えない 気がす るな 。それ で あのひと は、 次第次 第に、 村八
分（むら はち ぶ）と なって いった のよ 」
「それか らず っと、 ほこら かい」
「村八分 にな ったあ のひと に、 前の前 の 村長が同 情し てな。 なにも かも
失ったあ のひ とに、 祠と生 活必 需品と 幾 許（いく ばく ）かの 食費を 提供
したって わけ さ。だ がそれ も半 世紀以 上 前の話だ から ね。そ れから のあ
のひとが どう してい るかは 、だ れもわ か らない。 わか ろうと もしな い。
いえ、聞 くと ころに よると 、金ち ゃん だ けはわか って るよう だねえ 」
村長さ んは 慈しむ 眼でぼ くを見 た。
「あたら ずと も、と おから ずじゃ 」
「そうそ う、これ はずい ぶん後 になっ て わかった こと ですが ね、
【き めん
とう】は 【き とう】 という おば けでも あ って、寺 の住 職と組 んで、 多額
の金銭を 村び とから 騙し取 って いたと の ことでさ 。住 職がそ の金を 一人
占めにし よう とした ので、 襲いか かっ た とのこと だっ たな」
そうか 、そ うか。
ぼくは 無言 でうな づいた もので した 。

