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先日と ある 雑誌の 特集で 、「（ 自分 の 人生の成 功に ）大き な影響 を与
えてくれ た人 物」と いうも のをや って い て、（む ろん 自他共 に成功 者と
呼ぶ）有 名人 がいっ ぱいで ていま した 。
そうし てそ の有名 人たち は、（ 自分 の 人生の成 功に ）大き な影響 を与
えてくれ た人 物とし て、全 員がや はり 有 名人を挙 げて いまし た。
ぼくは これ は、昨 今はや りの「 やら せ 」だとか んが えまし た。
なぜな ら、 常識的 にかん がえて そん な ことはな い。
影響を 与え てくれ た人物 だとお もい こ んでいる のは 、じつ は憧れ てい
た人物と か、 自分を 引き立 ててく れた 人 物とか、 成功 に貢献 してく れた
人物であ って 、そう いうこ とは影 響と い うもので はな い。
成功し よう としま いと影 響とい うも の は、もっ とは るかに 深く重 いも
のである とか んがえ ていま す。
だから ここ に両親 や先生 や友達 がは い ってくる なら 納得で きます が、
じっさい はい ってく る場合 も少々 ある の ですが、 有名 人で は ない両 親や
先生や友 達は 絶対に （とい うか当 然の こ とに）は いっ てこな いので す。
なぜな らと ある雑 誌の編 集者は 、有 名 人でない 人物 の紹介 をして も、
読者がつ かな い（売 れない ）と判 断し た からなの です 。
こうい う莫 迦莫迦 しい話 が、こ の世 界 にはあふ れて います 。
我が正 宗白 鳥は、 「幼い 時分に 祖母 か らさまざ まな 怪異な 昔噺を きか
されたた めに 頭脳の 健全な 発達を 妨げ ら れた」云 々と 書いて います が、
頭脳云々 はむ ろん謙 遜とし て、影 響と は こういう もの であり ます。
よって ここ にぼく は、声 高らか に宣 言 するので す。
自分の 不成 功に終 わりそ うな人 生の 、 個人的に 巨き な喜悦 に大き な影
響を与え てく れた人 物は、 織田信 長で も なく、坂 本竜 馬でも なく、 夏目
漱石でも なく 、松下 幸之助 でもな く、 王 貞治でも なく 、無名 人の懐 爺で
あると。
怪 談を 祈りで 語る懐 爺や
夜死 密

＋ ３ １ 【 ほ しが る 】
ぼくの 村の いいと ころは 、星が きれ い なこと、 空気 がきれ いなこ と、
女性がき れい なこと です。
三つ目 は冗 談です が、ぼ くにと って は 何よりも 、懐 爺がい ること でし
た。
けれど もそ れ は、 後々に なって おも っ たことで あっ て、そ の当時 そう
おもって いた かどう かは疑 わしい 。
いや当 然そ うおも ってい たはず なの だ が、それ をそ うと自 覚し認 識し
ていたと いう ことは なかっ たはず です 。
そして それ が、ぼ くにと っては 、懐 爺 にとって も、 よかっ た気が しま
す。
それは とも かく、 一つ目 の話。
星とい うも のは、 おばけ みたい 、と ぼ くはおも って いまし た。
きゅう に光 ったり 消えた り、つ と大 き くなった り小 さくな ったり 、ふ
と白くな った り黄色 くなっ たり。
それに とつ ぜん、 流れた りしま すか ら 。
懐爺に そう いうこ とを語 った後 で、
「あんな きれ いなほ しには 、おば けな ん かいない じゃ ろう」
という と、
「おばけ は醜 い、醜 いのは おばけ 、な ん てのは、 偏見 （へん けん） とい
うもので 、本 当はき れいな おばけ のほ う が多いん です 」
「それは 、は つみみ じゃの う。な らば 、 ほしのお ばけ もいる んかの う」
「それは きっ といま すよ。 星は無 数で す 。将来宇 宙旅 行に行 って、 行っ
た星にお ばけ がいて も、不 思議ど ころ か 当たり前 でし ょう」
「わしは 、う ちゅう のはな しをき きた い のじゃね え。 このち じょう に、
ほしのお ばけ はい る んかと 」
「地上の 星の おばけ ですか 」
さすが の懐 爺もか んがえ こんで いま し たが、
「いまし たい ました 。流れ 星のお ばけ で 【ほしが る】 ですよ 。流れ 星は
地上に落 ちる と、隕 石（い んせき ）と い うことで 、宝 物にし たりす る人

もいます が、 たまた ま、流 れ星が 人の 上 に落ちる と、 その拍 子（ひ ょう
し）に、 【ほ しがる 】とい うおば けに 豹 変（ひょ うへ ん）し ます」
「【ほし がる 】たあ 、もの をほし がる 、 あれかの う」
ぼくは きき ました 。
「当たり です 。【ほ しがる 】が落 ちた 人 間は、欲 望が とてつ もなく 強く
なる。な んで もかん でも欲 しがる 。他 人 のもので も欲 しがる から、 必ず
問題が起 きま す」
「どろぼ うな んかも 、【ほ しがる 】か の う」
ぼくは きき ました 。
「そうな んで すが、 泥棒よ りたち が悪 い のは、他 人の 奥さん を欲し がる
ことです かね 」
「それは 、も んだい じゃの う」
「さらに 問題 は、【 ほしが る】は 伝染 し ますから 、こ んどは 奥さん のほ
うが、旦 那さ ん以外 の男性 を欲し がる よ うになり ます 」
「それは 、か けおち せにゃ ならん のう 」
「金ちゃ んは 、よく そんな 言葉を しっ て いますね 」
「しらい でか 。まち からか けおち して 、 このむら にく るもん が、お おす
ぎるじゃ ろが 」
「そうな んで すね。 この村 は、町 では 〈 かけおち 村〉 なぞと 呼ばれ てい
ます」
「せっか くか けおち したの に、ど うし て みんなわ かれ るんじ ゃろう 」
「いいと ころ に気が づきま したね 。簡 単 にいうと 、【 ほしが る】は 気が
短いので 、長 続きし ません 。半年 も経 つ と、どう して こんな 相手を 欲し
がったの だろ う、ど うして こんな 相手 と かけおち まで したん だろう 、と
おもいは じめ るので す」
懐爺の いう とおり だとお もわれ た。
「そうい うも んじゃ な。わ しは、 すも う の〈とち にし き〉の めんこ がほ
しくての う。 やっと てにい れたど も、 て にいれた とた んに、 もうい らな
くなって しも うた」
「そこが 人間 の厄介 （やっ かい） なと こ ろなんで す。 もしか すると 、人
間はみん な【 ほしが る】の 洗礼（ せん れ い）をう けて いて、 ただ落 ちた
流れ星の 、大 小の差 だけな んじゃ ない か とおもう とき があり ますね 」

懐爺の いう とおり だとお もわれ た。
「そうじ ゃの う。わ しも【 ほしが る】 の 、せんた くを うけて おるの う」
「洗濯で はな く洗礼 ですが 、似た よう な ものです から 、まあ いいで しょ
う」
「ならば 【ほ しがる 】たい じは、 むず か しそうじ ゃの う」
「不可能 では ないで すが、 九分九 厘（ く ぶくりん ）困 難です 。退治 した
いなら、 人間 をやめ なけれ ばなり ませ ん 」
「にんげ んや めて、 おばけ になる のか の う」
「人間は やめ られま せんか ら、人 間を や めたふり をす るんで すね。 わた
しのよう に」
「そうだ のう 。かい じいに は、【 ほし が る】はか んけ いない のう」
「自分で はそ うおも ってい たんで すが ね 、先日こ の裏 の竹薮 に入り まし
たらね。 竹の 子 の小 さな頭 が地面 から の ぞいてい まし た。そ の愛ら しい
こととい った ら。わ たしは あのと き、 そ の竹の子 が欲 しくな りまし た」
「わしだ って ほしい のう。 わかい たけ の こはうま いか らのう 」
ぼくは それ を一度 だけ、 村長さ んの 家 で食べた こと があり ました 。
「食べる ため ではな く、た だ欲し かっ た んですね 。〈 かぐや ひめ〉 を愛
（め）で たい のと同 じ気持 で欲し かっ た んですね 」
その気 持は わから なかっ たけれ ども 、
「よかっ たの う。か いじい もにん げん じ ゃのう」
「はい、 よか ったで す」
懐爺は 気持 よさそ うに笑 いまし た。
正直い うと ぼくは 、懐爺 は人間 なん か であって もら いたく ないと 、わ
けもなく かん じてい たので す。

