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名前を だし たらき りがな いの で、あ え てだしま せん が、国 の内外 を問
わず、多 くの 作家が おばけ を書い てい ま す。
たくさ ん書 いてい る作家 もあ れば、 す こしだけ 書い ている 作家も いま
す。
それで は、 たくさ ん書い てい る作家 が 、おばけ を信 じてい て、す こし
だけ書い てい る作家 は、お ばけを すこ し だけ信じ てい るので しょう か。
そうし て、 まった く書い てい ない作 家 は、おば けを まった く信じ てい
ないので しょ うか。
あんが い、 そうと はいい きれ ないの は 、ほんら い作 家は「 うそつ き」
だからで す。
たくさ んお ばけを 書いて いる 作家が 、 おばけを まっ たく信 じてい ない
で、まっ たく おばけ を書い てい ない作 家 が、じつ はお ばけを 信じて いる
というこ とが あるか もしれ ません 。
なぜな ら、 おばけ を信じ てい るなら こ わくて書 けな いし、 おばけ を信
じていな いな らこわ くない から 、いく ら でも書け ると いうこ とがあ るか
もしれま せん から。
それと 、お ばけを 作品の 中の 重要な 象 徴（ しょ うち ょう） や比喩 （ひ
ゆ）とし て書 いてい て、ほ んも ののお ば けとして 書い ていな いとい う場
合もあり ます 。
もっと も、 おばけ にほん もの とかに せ ものとか があ るかど うか、 ほん
ものでは ない からお ばけで あっ て、と は いえにせ もの だった ら、お ばけ
ではなく て影 とか柳 とか狐 だった りす る のでは。
あれこ れか んがえ はじめ ると 、やや こ しくてた まり ません から、 よう
するに信 じる か信じ ないか 、信 じた者 が 勝ちとい うこ とにし ようと おも
われます 。
さてぼ くは おばけ を信じ てい るかと な ると、正 直ま ったく 信じて はい
ません。
ぼくの 負け 。
（ た だし 、お ばけの 規定（ きて い）と や らを、幽 霊や 変化や 妖怪な どと
決めるか 、
「 奇怪に おも われる もの 」
「恐 ろしくか んじ られる もの 」
「巨 大

にみえる もの 」など と捉え るか で、答 え がいささ か変 わって くる気 もし
ますが）
それではどうして、こんな話をいつまでも書いているのかとなると、
「いまこ こ」 ではお ばけは まっ たく信 じ ていない のだ けれど も、お ばけ
を信じて いる （こど も時代 のぼ くの分 身 である、 とい うより も、こ ども
時代のぼ くそ のもの である ）金 ちゃん や （ぼくの こど も時代 の英雄 の）
懐爺のこ とを 信じて いるか らです 。
金ちゃ んと 懐爺の 勝 ち。
そうし てぼ くにと って、 金ち ゃんや 懐 爺の存在 こそ 「いま ここ」 なの
ですから 。
なんて いっ ている ぼくだ って 、
「 うそつ き」で ある作 家の 末端の 者なの
です。
ますま すや やこし くなっ てきそ うな の で、この へん で。

＋ ４ １ 【 つ ちざ め 】
大山に 小屋 を建て て仕事 をし ている 樵 （きこり ）の 大上（ おおか み）
さんが、 大山 から駆 け降り てきま した 。
歩けば 三時 間かか るとこ ろを、 三十 分 で走って きた のです 。
「大変じ ゃあ 。大山 に鰐（ わに ）がで た あ。鰐に 喰わ れそう になっ たぞ
お」
汗と泪 で濡 れた顔 を真っ 赤にし て叫 ん でいまし た。
村びと たち は苦笑 してい ます。
「困った もん じゃ。 また大 上さ ん恒例 （ こうれい ）の 法螺（ ほら） が始
まったぞ 」
「大山に 鰐な んかお るかい 。朽 ち木を 鰐 とまちが える なんざ 、大上 さん
も耄碌（ もう ろく） したも んじゃ 」
「昨年は 大山 に海坊 主がで たと 、おお さ わぎじゃ った な。大 上さん のさ
わぎは豚 のえ さにも ならん 」
こうな った ら懐爺 にきく しかあ りま せ ん。

「大上さ んは 法螺な んかい ってま せん よ 。それは 【つ ちざめ 】です ね」
懐爺は いつ もより さらに 歯切れ がい い 。
「やまに も、 さめが いるん か」
そんな 突拍 子（と っぴょ うし ） もな い 話は信じ られ ない。
「土の鮫 で 、【つ ちざめ 】。 枯れ 葉や朽 ち 木が長年 堆積 して産 まれた おば
けで、た しか に鰐に 似てい ます ね。ふ だ んは土の 中に いるん ですが 、お
そらく大 上さ んが大 山の木 を伐 りすぎ た ので、怒 って でてき たので しょ
う」
納得。
「どうや って 、たい じする んかの う」
「大上さ んも 生活が かかっ ていま すか ら 、木を伐 るな といっ てもね え」
「ならば 、む ずかし いかの う」
「ひとつ だけ 方法が ありま す。 大昔、 源 頼光（み なも とのら いこう ）と
いう豪傑 が【つち ぐも】を 退治し まし た 。その太刀 は〈蜘蛛 切〉
（ くもぎ
り）と呼 ばれ ていま す。
【つち ざめ】を退 治するに は〈 鮫切 〉
（さ めぎり ）
という太 刀が 必要で す」
ふつう のひ となら 信じら れない 話で す が、ぼく は信 じるの です。
「そのた ちは 、どこ にある んかの う」
「ありま せん 。あり ません が、 どんな 太 刀でも大 丈夫 です 。【つ ちざめ 】
にであっ たら 、この 太刀は 〈鮫 切〉だ と 叫べば、 すご すごと 土の中 に退
散するで しょ う」
おばけ にご まかし が通用 するの かと 心 配でした が、
「そうか い。 それで そのや くめは 、だ れ がやるん じゃ 」
「だれで もで きると いうわ けで はあり ま せん。源 頼光 に匹敵 するつ わも
のとして は、 鬼若丸 （ おに わかま る） が 最適です かね 」
「おにわ かま るたあ 、だれ じゃ。 どこ に いるんじ ゃ」
「歌川国 芳（ うたが わくに よし ）描く と ころの鬼 若丸 に、な んと金 ちゃ
んは、そ っく りなの ですよ 」
「なんじ ゃと 。もし や、わ しが おにわ か まるにば ける んか。 うしわ かま
るでなけ りゃ 、いや じゃ」
駄々を こね たが懐 爺に諭 され 、神社 で ひとふり の太 刀を借 りると 、大

上さんと 一緒 に大山 にむか いまし た。
「金ちゃ ん、 すまん なあ」
大上さ んは しきり に恐縮 （きょ うし ゅ く）して いま した。
「いまわ しは 、きん ちゃん でのう て、 お にわかま るじ ゃ」
「すまん な あ 、牛若 丸での うて」
「そらあ もう いいで 。かい じいに 、な ん どもあや まら れたで のう」
「鬼若丸 どの に、ほ んとに あの恐 ろし い 鰐がやっ つけ られる かなあ 」
大上さ んが 半信半 疑（は んしん はん ぎ ）なのは むり もあり ません 。
ぼくだ って 半信半 疑なの ですか ら。
「ほんま に、 わにか い」
「でっか い鰐 にしか みえん かっ たがな あ 。ただの 鰐の かぶり ものだ った
らええが なあ 」
とにか く大 山は遠 い。
重い太 刀を 担（か つ）い でいる から 、 なおさら 遠い 。
「すまん なあ 、おん ぶする かなあ 、鬼 若 丸どの」
「おんぶ され るおに わかま るは 、おに わ か まるじ ゃの うて、 へなち ょこ
まるじゃ 」
強がり をい ってず んずん 進む と、大 上 さんが【 つち ざめ】 を見た とい
う地点に 、よ うやく 辿（た ど）り つき ま した。
「おうい 、【 つち ざめ】 でてこ いや」
すると 突如 （とつ じょ） ぼく の叫び 声 が終わら ぬう ちに、 土のな かか
ら、なに もの かが猛 然（も うぜん ）と 姿 を現しま した 。
土が天 高く 舞い上 がり、 ぼく らの上 に 霰（あら れ） となっ て降っ てき
ました。
腰をぬ かし そうに なるの をこ らえて 、 降り注ぐ 土を 弾（は じ）き とば
しながら 、ぼ くは目 をこら しまし た。
これが 懐爺 いうと ころの 【つち ざめ 】 か 。
大上さ んの いった とおり 、たし かに 鰐 に似てい る。
しかも これ だけで っかけ れば 、鰐皮 の 財布が、 すく なくと も五千 個は
できる。
ぼくは 再び 叫びま す。
「わしは 、お にわか まる。 このた ちは 、 さめぎり じゃ ぞ」

いうが はや いか 、ぼく は 、太刀 を抜き は なって 、
【つち ざめ 】の 獰猛（ど
うもう） そう な牙の 前につ きだし まし た 。
すると 唐突（とう とつ ）に 、
【 つちざ め 】は土 の中に もぐっ てしま いま
した。
しばら く様 子をう かがっ てい ました が 、もうで てく る気配 （けは い）
はありま せん 。
「あっけ ない のう。 これで いいん かの う 」
ぼくは ふり かえっ て、大 上さん の顔 を 見ました 。
大上さ んは 蒼ざめ ていま したが 、
「あんが とさ ん、金 ちゃん 、いえ 鬼若 丸 どの」
「ほこら のじ いが、 いっと った が、お お やまのき をば 、きり すぎん よう
にのう」
ぼくが いう と大上 さんは 黙っ てうな ず きました が、 生活が かかっ てい
るのでど うな ります ことや ら。
また【 つち ざめ】 がでて きた ら、牛 若 丸ではな くて 、鬼若 丸にば ける
のかとか んが えると 、じっ さい憂 鬱（ ゆ ううつ） でし た。
後年、 歌川 国芳（ うたが わく によし ） 描くとこ ろの 鬼若丸 とやら を鑑
賞しまし たが 、こど ものこ ろの ぼくに そ っくりな んて ことは ありま せん
でした。
すくな くと も当時 のぼく は、 栄養失 調 で痩せ細 って いて、 鬼若丸 ほど
逞（たく ま） しくは ありま せんで した か ら。

