＋ ３ ９ 【 きん ま き ょ う 】
こども のこ ろはだ れでも 、
（例外 はある でしょう が）お金 という ものに
重きをお きま せん。
それが おと なにな るとだ れでも 、
（例外 はあるで しょ うが ）お金 が第一
とかんが える ことに なりま す。
これは どう いうこ とでし ょうか 。
まずは 、お 金が生 活と密 着して いる か らでしょ う。
つまり 、生 活の範 囲内の 話で 、何を 買 うにも何 を借 りるに も、ど こに
行くにも どこ に行っ ても、 お金が かか り ます。
だから こど もだっ て、そ うい うこと を するのに 全部 自分の おこづ かい
からださ なけ ればい けない となる と、 お 金第一に なる かもし れませ ん。
そして 、お 金が欲 望と密 着して いる か らでしょ う。
これは 日常 生活と はかけ はな れます が 、たとえ ば男 ならお もいど おり
になる女 が欲 しい、 だれも 乗っ ていな い 高級車が 欲し い、一 級避暑 地に
別荘が欲 しい 。
女なら たと えば、 だれも 持っ て いな い 高価な貴 金属 が欲し い、高 級住
宅街に立 派な 一軒家 が欲し い、豪 華な 世 界一周旅 行券 が欲し い。
みんな 、大 きなお 金があ れば、 叶え ら れる欲望 なの です。
近い将 来に は、自 分の命 が助 かるか 助 からない か、 なぞも 、お金 の大
小で決ま るか もしれ ない。
日本の 医療 現状を 見渡す と、じ っさ い にそうな りつ つあり ます。
命とお 金の 関係な ら、生 命保険 のほ う が濃厚で しょ う。
生命保 険な んかが あるか ら、保 険金 殺 人があと をた たない 。
殺人は でき ないが 、生ま れな がらの 貧 乏人で、 大き なお金 が欲し い人
は、宝く じや 馬券を 買いま す。
そ れで も駄 目なら 、恐喝 （き ょうか つ ）や横領 （お うりょ う）や 強盗
（ごうと う） をやっ たりし ます。
人間は 本来 的に不 完全な もの ですか ら 、なにを やら かして も不思 議で
はない。
ですか ら、 お金を 運営す る国 や団体 や 企業のほ うで 、あれ これか んが
えなけれ ばな らない のです が、 弱肉強 食 の世界（ 社会 ）は、 何世紀 何十

世紀経っ ても 変わり はしな い。
だれが 作っ たかし らんが 、万 事お金 の 世界（社 会） は、ど こかの 時点
で破壊し なけ ればい けない とおも われ ま す。
それは さて おくと して、 お金が らみ の おばけの 紹介 です。
「だれを みて も、お かね ち ょう だいお か ねちょう だい って、 うるさ いや
つがあら われ たんじ ゃ」
懐爺に 報告 しまし た。
「町の人 です か。ど んな顔 をして ます か 」
「まちの ひと でも、 むらの ひと でもな い のう。に ほん じんで もない かも
しれんの う」
「きわめ て卑 しくな さけな い顔 をして 、 お金をあ げな いと、 泣いた り喚
いたり、 はて は土下 座（ど げざ） した り しません か」
「そのと おり じゃ。 わしは こじ きかと お もうて、 ごえ ん、あ げたん じゃ
が、おか ねさ えあげ れば、 きげん がよ か ったのう 」
「了解（ りょ うかい ）です 。金魔 狂（ き んまきょ う） です」
懐爺は あっ さりと いい ま した。
「きんた あ、 わしの しんせ きかい 」
金が付 くと 、ぼく は神経 質（し んけ い しつ）に なり ます。
「いえい え、 金ちゃ んとは 親戚 どころ か 、正反対 の無 関係。 お金が 好き
で好きで 、お 金のた めなら なんで もす る おばけで す」
「なんで もた あ、ぶ っそう じゃの う」
「当面（ とう めん） の対策 （た いさく ） としては 、財 布（さ いふ） に小
銭（こぜ に） だけ入 れて、 これ しかな い がよかっ たら どうぞ 、と財 布ご
とあげて しま うこと ですね 」
やっぱ りそ うか。
「されど 、そ れもく やしい って んで、 な ぐってで もお いかえ す、む らび
とがおお いの う」
「 そ れは かれ らがす でに 、
【 きんま きょう 】にと り憑（ つ）かれ始 めてい
る証拠（ しょ うこ） でして ね。 金は天 下 のまわり もの 、とい う本質 をわ
かってい ない 大人は 、
【 きんま きょう 】に とり憑か れま す。とり 憑か れた

大人たち でこ の世が あふれ たら 、この 世 は地獄（ じご く）以 下とな りま
す」
懐爺の 説明 は熱を 帯びて います 。
きっと 懐爺 はお金 がきら いで 、お金 に とり憑か れた 人はも っとき らい
なのです 。
「じごく より したが あるん か。そ れは さ いあくじ ゃの う」
「最悪で す。し かしい まや 町は 、
【き んま きょう】にとり 憑かれ た大 人た
ちでいっ ぱい です。 も うと り憑 くしま が ないから 、開 発（か いはつ ）の
目的（ もくて き）で、
【きん まき ょう】は この村に まで やって きたの でし
ょう。金 ちゃ んは、 町で流 行りだ した 歌 をしって いま すか」

かねか ねか ねよか ねかね よかね
なにが なん でもか ねかね かねよ
かねが なく てはよ もひも あけぬ
かねが ない やつひ とでな しかね
かねが ない やつし ぬがい いかね
よかね かね かねは よしね よかね
しねば かね かねど どんと はいる
こんな しく みはひ とだか らかね
ひとが いだ いかか ねがい だいか
かねか ねか ねよか ねかね よかね
なにが なん でもか ねかね かねよ

「しらい でか 。だば これか ら、 このむ ら にも、へ んな うたが 、はや るこ
とになる のう 」
「それを 防ぐ には、 ひとつ だけ手 立て が あります 」
と懐爺 はぼ くに近 寄って 、囁き 声で こ ういった ので す。
「村中の お金 をぜん ぶ集め て、 広場で 一 気に燃や して しまう んです 。そ
したら【 きん まきょ う】は まっ たく近 づ きません 。じ つは【 きんま きょ
う】のお ばけ として の本来 の目 的は、 お 金の残酷 さ、 非情さ 、姑息 （こ
そく）さ を、 人間に 伝える もの ですか ら 、それを 人間 が心底 理解し たな
ら、もう それ で満足 なので す。 とにか く 【きんま きょ う】か ら村を 守 る

手立ては それ しかあ りませ ん」
「みんな 、き ょうり ょくし てく れるか の う。おか ねを もやす なんて 、ば
ちがあた らん かのう 」
ぼくは 単純 な疑問 をぶつ けまし た。
「あとで 灰に なった お金を 銀行 にもっ て いけば、 たぶ ん新し いお金 と替
えられま す」
「もとの もく あみじ ゃ。そ した らまた 【 きんまき ょう 】がや ってき て、
そしたら 【き んまき ょう】 をや っつけ る ために、 おか ねをも やさに ゃな
らん。ど うど うめぐ りじゃ 」
ぼくは また 単純な 疑問を ぶつけ まし た 。
「そうで す。 その元 の木阿 弥や堂 々回 り をやらな いと いけな いので す」
「めんど うじ ゃのう 。その うち ぎんこ う だって、 おか ねをか ってに もや
しやがっ てと 、あた らしい おかね にか え てくれな いじ ゃろ」
ぼくは さら に単純 な疑問 をぶつ けま し た。
「そうで す。 そうし てお金 は村 からな く なり、む かし ながら の自給 自足
（じきゅ うじ そく） の村に もどる とい う わけです 」
「むかし は、 じきゅ うじそ く、だ った ん か」
「そうで す。 その時 代とて も村 は幸せ で した。そ の自 給自足 の風習 がい
までも残 って いるの で、村 は幸せ なので す。けれ ども将 来の村 は 、
【きん
まきょう 】に 侵蝕（ しんし ょく） され て しまうは ずで す」
なるほ ど。
半分し かわ から な かった が、 懐爺を 信 じるぼく は、 敢然（ かんぜ ん）
として行 動を 開始し ました 。
けれど も、 ぼくの 行動は 空回り に終 わ りました 。
どこの 家に 行って も、い やじゃ いや じ ゃの一点 張り 。
お金ど ころ か、家 の空気 もだ さない 、 という雰 囲気 （ふん いき） でし
た。
ぼくは ぼく の説得 力が弱 いせ いだと か んがえて 、懐 爺に文 章を書 いて
もらって 、そ れを一 軒一軒 の前で 大声 で 読み上げ まし た。
それで も効 果（こ うか） はな く、し か たないの で、 ぼくは 貯金箱 から
最後の五 円玉 をもち だして 、広 場で燃 や してみま した が、黒 ずんだ だけ
で効果な し。

そ の後 、十 年が経 って、 ちょ うどぼ く が村をは なれ たころ 、懐爺 の予
言通り、 村は 完全に 【きん まきょ う】 に 支配され まし た。
まちが いな く【き んまき ょう 】自身 が 、大いに 嘆い ている ことで しょ
う。
村がど うい う状態 になっ たの かは、 く どくど解 説（ かいせ つ）し なく
とも、ま わり を見回 してみ れば （ある い はじぶん のこ ころを 覗いて みれ
ば）みな さん にもお わかり でしょ う。

