＋４４【いてて】
【どっ ちも どっち も】と 懐爺 の友情 話 をききま した が、懐 爺が【 どっ
ちもどっ ちも 】を女 性とお もっ ていた の か男性と おも ってい たのか は、
ききそび れま した。
どうし てき きそび れたか とい うと、 そ れが異性 とい う垣根 を超え た話
だったか らで しょう 。
ぼくは 、こ のさい だから と、 他にお ば けの友達 がい なかっ たかど うか
を尋ねま した 。
「そうで すね 。【 どっち もどっ ちも 】は 学問上の 友達 、【 いてて 】は武 術
上の友達 でし たね」
「【い てて】 たあ 、いた そうな なまえ じ ゃのう」
「はい 。
【 いて て】は射手 座生 れで 、先祖 は 那須与一 だと いうこ とでし た」
「なすの よい ちたあ 、あの よしつ ねの け らいかい 」
義経好 きの ぼくは 、例の 那須与 一の 扇 落としを しっ ていま した。
「はい 。
【いて て】も弓 矢の達 人で、射 殺（いころ）し た相手 は百人 以上
といいま す」
「そのあ いて は、わ るいや つじ ゃろう が 、それに して も【い てて】 は、
ざんにん なお ばけじ ゃのう 」
「はい。 ここ ろは羊 よりも 優 し い、か お は大仏様 より も優し い。そ れが
ひとたび 狂う と、こ ころは 悪魔 よりも 残 忍で、か おは 悪鬼よ りも醜 悪に
なります 。そ のふだ んのか れと ふだん で はないか れと の格差 、落差 が、
わたした ちに 畏怖を かんじ させま した 」
このと きな ぜか、 思い当 たるこ とが あ りました 。
ただの 勘（ かん） でした が、ぼ くは き くことに しま した。
「もしか して 、
【 きめ んとう 】を やっつ け たのは 、かい じいで のう て、
【い
てて】か のう 」
「おや。 金ち ゃんは 【きめ んとう 】事 件 をごぞん じだ ったの ですか 」
「ごぞん じよ 。そん ちょう さんに 、き い とったで な」
「 そ う で すか 」
といっ たま ま懐爺 はしば し俯い てい ま した。
「かいじ い、 しょう じきに 、はく じょ う しろや」

懐爺の 首を しめる 真似（ まね） をし て 、ぼくは 問い つめま した。
「黙って あの 世まで もって いく つもり で したが、 金ち ゃんに 問われ ては
嘘はつけ ませ ん。半 世紀以 上前 のこと を 正確には 伝え られま せんの で、
あえてか んた んに説 明しま す。 あのと き 、わたし は山 寺を焼 かれて 和尚
さんが殺 され たこと に激怒 （げ きど） し て【きめ んと う】を 皆殺し にし
たわけで はあ りませ ん。わ たし がかけ つ けたとき は、 すでに 【きめ んと
う】と【 いて て】の 、おば け同 志 の壮 絶 （そうぜ つ） な闘い が始ま って
いました 。け れども 【きめ んと う】は 全 員鎧兜（ よろ いかぶ と）に 身を
かためて いま すから 、
【 いて て】の 弓矢が 威力（ いりょ く）を発揮 しませ
ん。さす がの 【いて て】も 劣勢 で半死 半 生（はん しは んしょ う）の 状況
でした。 そこ で、そ こで、 あとは 村長 さ んの話し たと おりで す」
「なるほ どの う。そ れで【 いてて 】は ど うなった のか のう」
「村びと たち がくる まえに 、わ たしが 手 厚く葬り まし た。な ぜなら 【い
てて】は 死ぬ と、い やそれ 以前 に闘っ て いるとき から 、それ はそれ は恐
ろしい容 姿に 変化し ていた ので す 。そ の 容姿を村 びと たちに 見せた くは
ない。大 仏さ まが悪 鬼にな って しまう の ですから 。村 びとた ちにと って
の【いて て】 の印象 を、ど うし てもわ た しは大仏 さま のまま にして あげ
たかった ので す。は い、い まで も【い て て】はお 寺の 本堂で 大切に 奉ら
れていま す」
「なるほ どの う」
ぼくは 懐爺 と【い てて】 の友情 の深 さ をおもい まし た。
ぼくも 完ち ゃんに 対して 、こ んな友 情 を永遠に 持ち 続けた いとお もい
ました。

