＋ ３ ４ 【 つ まら ん 】
お使い の帰 り道、 躑躅峠 （つつ じと う げ）の薄 暗い 黄昏時 （たそ がれ
どき）、 むこ うから やって くる一 人の 老 人にであ いま した。
身なり や容 貌（よ うぼう ）は、 懐爺 に そっくり なの で、あ えて記 しま
せん。
はじめ ぼく は、懐 爺かと おもっ て声 を かけたの です 。
「こんな とこ ろで、 なにを してい るん じ ゃ」
「なにを して もつま らん、 なにを 見て も つまらん 」
そう老 人は いいま した。
その声 で、 懐爺で はない ことが わか り ました。
懐爺は 、こ んなに 暗い声 はだし ませ ん 。
懐爺は 、つ まらん なんて いいま せん 。
「わしは なに をして もおも しろい のう 。 なにをみ ても おもし ろいの う」
ぼくは から かい半 分でい いまし た。
「つまら ん、 つまら ん。面 白いな ぞと い うやつも つま らん」
頭にき たの で、
「わしは おつ かいだ って、 おもし ろい ぞ 。いろん なく さばな がみら れる
し 、いろ んな とりや むしの 、こえ もき け るでのう 」
「そんな もの はつま らん。 もう百 年も 見 てきたし きい てきた 。なん の風
情（ふぜ い） もあり はせん 」
ますま す頭 にきた ので、
「そらあ 、か んかく という もんが 、に ぶ ってきた せい じゃろ 。とし はと
りたくな いも んじゃ 」
「生意気 な小 僧め。 おまえ のおっ かさ ん の顔を見 たい ものだ 」
「わしの おっ かさん のかお も、お もし ろ いぞ。わ らっ たり、 ないた り、
おこった り、 へんか がある でのう 」
「おまえ がい いたい のは、 人間も そし て 季節も変 化が あるか ら、面 白い
というこ とだ ろ。そ れはた だ気づ くと い うだけの もの だ。お まえは 面白
いという 概念 （がい ねん） をしら ない か ら、そん なつ まらん ことを いう
のだ」
老人も むき になり かけて います 。

「がいこ つな らよく しっと る。が いこ つ もおもし ろい のう。 みてい てあ
きないの う」
「骸骨で はな い、概 念。お まえは 生意 気 に加えて 莫迦 （ばか ）だか ら、
なにもわ かっ てはい ないの だ」
生意気 はし かたな いとし ても、 莫迦 と はゆるせ ん。
「わしは りこ うもの で、と おっと る。 お じいさん は、 わしの ことな んも
しらんで 、い いかげ んなこ という でな い 」
ここで 老人 は薄ら 笑いを した。
ますま す莫 迦にさ れてい る気が しま し た。
「自分を 利口 だとお もって いるや つほ ど 、莫迦な やつ はおら ん。お まえ
は周りに 莫迦 だなん ていわ れたこ とが な いから、 自分 が莫迦 である こと
に気づか ない 。つま らん小 僧だ。 つま ら んつまら ん」
「ならば 、お じいさ んは、 なにが おも し ろいんじ ゃ」
「この世 に面 白いこ となぞ 何もな い」
「ならば 、し ねばよ いのう 」
「莫迦に 莫迦 が付い た大莫 迦者め 。死 に たくとも 死ぬ ことが できな いか
ら、つま らん のだ」
「いみが わか らん。 なにが つまら んの か もわから ん」
「おまえ は莫 迦だか ら、ひ とつ例 をだ そ う。こう して 莫迦な 小僧と 会 話
して、面 白い わけが あるま い」
頭が爆 発し そうで した。
「かいじ いは 、ばか ばかい うやつ が、 ほ んとのば かだ という とった 」
「そのじ いさ んも莫 迦だ。 生意気 な小 僧 とつきあ うな んて、 こんな 莫迦
な話はな い」
「なまい きな こぞう を、お もしろ いと か んじない おじ いさん は、り ょう
けんがせ まい のう」
「料簡と きた か。そ ういう 言葉も つま ら ん。もっ と新 しい面 白い言 葉は
ないのか い」
「あたら しい くにへ 、いけ ばいい じゃ ろ 」
「莫迦は 死ん でもな おらん な。新 しい 国 に行きた くと も行け ないか ら、
つまらん のだ 。行け るもん なら土 星に 行 きたい」
ああい えば こうい う老人 だ。

ぼくは 業を 煮やし ました 。
それで 老人 の口真 似（く ちまね ）を し て、
「そうつ まら んつま らんば かり、 くち ば しるから 、つ まらん のだ」
といっ てみ ました 。
老人は 気分 を害し た様子 で、歩 きだ し ました。
ぼくは その 背中を 追って 、
「たまに は、 おもし ろいお もしろ い、 い うてみろ 」
「つまら んつ まらん 、面白 いいう ても つ まらん」
老人は とて も頑固 （がん こ）で した 。
ぼくの 帰り は、老 人の行 く方向 とは 逆 なので、 それ 以上追 いかけ るの
はやめま した 。
つまらん つま らん
や っぱり つま らん
どうにも つま らん
つまらん づく しだ
この世は つま らん
あの世も つま らん
人生など つま らん
仕事など つま らん
恋愛など つま らん
結婚など つま らん
葬式など つま らん
こどもは つま らん
おとなも つま らん
おとこは つま らん
おんなも つま らん
音楽なぞ つま らん
文学なぞ つま らん
絵画なぞ つま らん
つまらん づく しだ
どうにも つま らん

やっぱり つま らん
つまらん つま らん
老人は 呟い たり、 わめい たり、 歌っ た りしなが ら、 ちょう ど立っ てき
た濃霧（ のう む）の 闇に消 えて行 きま し た。
後日、 この 話を懐 爺にし ました 。
「わしの こと を、な まいき だのば かだ の って、け しか らんお じいさ んで
のう」
もう頭 は普 通にな ってい ました 。
「それは 【つ まらん 】です よ」
「あのお じい さんは おばけ かい。 おば け ならしか たな いのう 」
「おばけ には 、おば けっぽ いおば けと 、 おばけっ ぽく ないお ばけと 、半
分半分で すか らねえ 。 【つ まらん 】は 、 おばけっ ぽく ないお ばけの 代表
です」
「なぜに ああ も、つ まらん 、いう のか の う。わし はみ みに、 いか、 じゃ
のうて、 たこ ができ たぞい 」
「つまら んと 口にす るとい うこと は、 面 白いこと はな いか、 と希求 （き
きゅう） する ことと 同じで す。だ から 金 ちゃんの こと を、生 意気だ の莫
迦だのと いっ て、か らかう のも面 白い こ と探しの ひと つなの でしょ う」
「からか われ てはお らん、 おじい さん は きっとほ んね をいっ たんじ ゃ」
口惜し いけ れども 、冷静 になっ てみ る と、そう おも われま した。
「それな ら本 音をい える相 手と出 会っ た ことが、 面白 いこと 探しの ひと
つだった ので す。【 つまら ん】は つま り 、好奇心 （こ うきし ん）の おば
けですか らね 」
「それで 【つ まらん 】は、 まんぞ くし た のかのう 」
「さあそ れは 。【つ まらん 】は満 足し た ことのな いお ばけで すから 」
「それは どう してか のう」
「そうで すね 。金ち ゃんは 漫画や 絵本 を 見て、面 白い とかん じるで しょ
う。たま に小 学校で 催して くれる 映画 会 や演奏会 だっ て、つ まらな いも
のなんか ない でしょ う。け れども 【つ ま らん】は 目や 耳や鼻 が、と いう
より、頭 が肥 えてい るので す。ち っと や そっとの もの では、 感動を しな

い。もっ とす ばらし いもの がある はず だ と、高い とこ ろを見 ていま す。
【つまら ん】 だって こども のころ は、 つ まらない こと もなか ったは ずで
す。けれ ども おとな になる につれ て、 あ るいは老 人に なって 、なん だこ
んなもの を自 分は面 白がっ ていた のか と 、莫迦ら しく なるん です。 ひと
くちでい って 、勉強 のしす ぎでそ うな り ます。【 つま らん】 はつま り、
芸術家の おば けでも あるん です。 芸術 家 は高みを 希求 します から、 世俗
（せぞく ）の 面白が るもの なんか 、み ん なつまら ない んです ね」
「そうか い。 げいじ ゅつか は、つ まら ん のう」
「はい。 つま らんつ まらん いうの は、 お ばけだけ では ありま せん。 正宗
白鳥はそ れが 口癖で す」
「はくち ょう が、し ゃべる んか」
「偉い文 学者 の白鳥 です 。白鳥 は人 生は 優勝劣敗（ ゆうし ょうれ っぱい ）
といいま した 。弱肉 強食（ じゃく にく き ょうしょ く） に近い ですね 。そ
ういう人 生に 飽 き飽 きして いたの かも し れません 。そ れが劣 勝優敗 や強
肉弱食な ら面 白いの かとい うと、 それ は それでけ しか らんと いうこ とで
すから、 厄介 （やっ かい） です。 偏屈 （ へんくつ ）な んでし ょうが 、そ
の偏屈に なに か真実 が隠さ れてい る気 も します。 つま らんつ まらん と呟
きながら 、老 いても よく読 みよく 観て 、 よく出か けま した」
「【つま らん 】はか いじい に、よ くに と った。か いじ いも、 あれこ れ、
つまらん おも うとる のかの う」
「人生は 本来 つまら ないも のです 。で す から、つ まら ない人 生をす こし
でも面白 く生 きるこ とが、 人間の 大切 な 日々のい とな みでは ないで しょ
うか。つ いで にいい ますが 、空腹 （く う ふく）の とき に、は らへっ たは
らへった とい うのは 、まだ かなり 余裕 （ よゆう） があ るから なんで 、ま
ことに空 腹の ときは 、はら へった なん て いうこと もで きない でしょ う。
つまらん つま らんも 、それ と同じ とこ ろ がありま す」
「かいじ いの じんせ いは、 おもし ろい か 、つまら んか 」
懐爺は 悩む かとお もいき や、即 答し ま した。
「面白い です よ。じ つはつ まらん こと ば かりの人 生で したが 、こう して
金ちゃん と仲 良くな って、 面白い こと ば かりの人 生に なりま した。 長生
きはする もん です。 金ちゃ んに感 謝で す 」
「ほんま かの う」

ぼくは 嬉し かった 。
そうい われ てます ます懐 爺が大 好き に なりまし た。
長生き した せいで 、つま らんこ とば か りの老人 もい れば、 長生き した
おかげで 、面 白いこ とばか りの老 人も い る。
人生は 謎（ なぞ） だ。
謎の人 生に 、おば けがで てくる のは 、 当たり前 なの かもし れない 。
そんな こと をなん となく かんが えて い ました。

