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ぼくが 生ま れる前 の絵画 で、 戦争と か 闘いと か が描 かれて いる絵 にと
ても興味 があ ります 。
明治時 代で は（西 郷隆盛 の） 西南戦 争 の絵、江 戸時 代では 忠臣蔵 （討
ち入り） の絵 、また それ以 前では （源 義 経の）壇 の浦 の絵と か。
しかし それ らはま だおと なし いほう で 、阿鼻叫 喚（ あびき ょうか ん）
の凄まじ い絵 もたく さんあ ります 。
そうい う種 類の絵 をいっ ぱい 観てき て かんじる のは 、闘っ ている 人間
の顔も姿 も様 子も、 おばけ に見え るこ と です。
これら はぼ くらが 日常知 ってい る、 普 通の平凡 な人 間では ない。
狂気じ みて 血なま ぐさく 、人 間はや っ ぱり動物 なん だと、 いやお うな
く再認識 させ られま す。
おばけ に見 えるど ころか 、こ ういう 人 間たちを 古来 から人 びとは 「お
ばけ」と 呼ん でいた のかも しれま せん 。
また、 こう いう絵 にとて も興 味があ る というこ とは 、ぼく 自身が 狂気
じみて血 なま ぐさい ところ を、 如実（ に ょじつ） にも ってい るとい う証
拠かもし れま せん。
いずれ にし ても戦 争や闘 いの 状況が 、 おばけを 発生 させる となる と、
現代でも 未来 でも、 世界に 戦争 とか闘 い とかがあ るう ちは、 おばけ がま
だまだい くら でもで てくる という こと で す。
そうし てお ばけの 登場を 、心 の底の 底 で心待ち にし ている ぼくは 、残
念ながら すく なく と も平和 主義者 であ ろ うはずが あり ません 。
けれど もも し仮に 、おば けと 平和と 〈 二者択一 〉を しなさ いとい われ
れば、地 団駄 （じだ んだ） ふみ ながら も 、むろん ぼく は平和 を選択 しま
す。
そうし てほ んとう に世界 に平 和がく る のなら、 おば けの話 はやめ るこ
とにしま す。
そうし ても うひと ついい たい のは、 お ばけは狂 気じ みて血 なまぐ さい
のみなら ず、 ときと して聖 なる姿 で現 れ るという こと です。
そうし てそ の聖な るおば けは 、ほん も のの聖な るも のなの か、ま がい
ものの不 聖な るもの なのか 、簡単 には 判 別できな いこ とです 。

その判 別は 凡な る 人びと には できる は ずもなく 、長 い長い 歴史の なか
で解明さ れる のを待 つほか はあり ませ ん 。
そして 解明 された とき、 ほん ものの 聖 なるもの が、 じつは 聖なる おば
けで、ま がい ものの 不聖な るも のが、 じ つは俗な る人 間であ るとい うこ
とがすく なか らずあ ります 。
だから 人間 はおば けと同 様、 いやそ れ 以上に厄 介で 不可解 で怖い ので
す。

＋５１【おばけじぞう】
「おばけ は、 いくら でもお るのう 」
べつだ ん、 うんざ りした わけで もな く 、そうい いま した。
つづけ て、 こうき きまし た。
「おばけ のせ かいは 、ひろ いの う、た の しい のう 、こ わいの う、お そろ
しいのう 。さ ても、 なぜに こう、 ひろ い んじゃろ うか 。それ に」
懐爺は 答を 用意し ていた のかも しれ ま せん。
ぼくの 問い が終わ る前か ら口を 開き ま す。
「人間の 世界 が広け れば広 いほ ど、お ば けの世界 も広 いので す。人 間の
世界が深 けれ ば深い ほど、 おばけ の世 界 も深いん です 」
「それは 、な ぜかの う」
「はい。 人間 に頭が あるか ら、 角のあ る 鬼が生ま れま す。人 間に髪 があ
るから、 蛇の おばけ が発生 しま す。人 間 に足があ るか ら、足 のない 幽霊
が出てき ます 。人間 に美醜 があ るから 、 美しいお ばけ や醜い おばけ が登
場します 。
（こら あ、ながく なりそ うじゃ 、とぼ くはお もいま す）人間に
火や水や 木や 土が必 要です から 、火の お ばけ水の おば け木の おばけ 土の
おばけが 出没 します 。人間 に」
「もうえ え。にん げんは 、じ じいや 、ば ば あになる から 、
【こな きじじ い】
や、【 あかま んば 】がお るんじ ゃろ」
「はあ、 まあ 」
「にんげ んは 、むや みに 、じぞ うをつ く るから 、
【 おばけ じぞう 】が いる

んじゃな 」
「はあ、 まあ 」
「そうじ ゃ、かいじ い。わしは 、
【おば け じぞう 】のは なしを ききた いの
う。なぜ かと いうに 、わし は、 じぞう が すきだか らじ ゃ。そ れに【 おば
けじぞう 】い うたら 、でっ かい という は なしじゃ から のう。 じぞう がだ
いぶつに 、な っちま わない か、し んぱ い でのう」
「はあ、 まあ 」
「はあ、 まあ 、じゃ ねえ。 さっさ とは な さんかい 」
「なんか 、や くざに おどか され ている き ぶん。金 ちゃ んこの ごろ、 口が
わるくな って やしま せんか 。
【 おばけ じぞ う】の話 などよ りも、お地蔵 さ
んに、口 をな おして もらっ たほう がい い ですよ」
懐爺に 叱ら れたの は久し ぶり、 とい う か、初め てか もしれ ない。
「すまん のう 。わし はおば けの はなし に なると、 くち がおか しくな るん
じゃ。だ ども 、あた まはお かしく ない か らのう」
「 そ れ は わか ってい ます。 でも 金ちゃ ん 、わたし は、 老婆心 （ろう ばし
ん）なが ら、 この世 からお ばけ がいな く なった時 代の 、金ち ゃんを 心配
するので す」
「そらあ 、わ しもし んぱい じゃの う」
懐爺に 合わ せてそ ういい ました が、 ぼ くは心配 なん かして いませ ん。
いざと なっ たら、 自分で おば けを作 り 出せばい い、 とおも ってい たか
らです。
「村はず れに 酒屋さ んがあ りま すよね 。 あそこに いつ もお酒 を買い にく
る美女が いま してね 。酒屋 さん のある じ の酒井さ んが 、気に なって 気に
なってし かた がない 。それ であ る夜に 後 をつけま した らね、 地蔵さ んの
裏でふい に 消 えてし まいま した 。何度 後 をつけて も、 地蔵さ んの裏 で消
える。さ て、 どうし てでし ょう」
「そらあ 、そ のびじ ょが、 じぞう さん だ ったから じゃ 」
「いい線 いっ ていま すね。 でも 実は、 そ の美女は 、お 寺の住 職さん の、
隠し妻だ った という ことで す。 その地 蔵 さんの足 元に 、お寺 まで続 く穴
があった とい うわけ です」
「つまら ん、はなし じゃの う 。
【お ばけじ ぞう】と、な んの かんけ いがあ
るんじゃ 」

「まあそ の、 坊さん が、奥 さん もった り 、お酒の んだ り、ま あその 、好
まれなか った 時代、 戦前の 話で すが、 お 地蔵さん が、 助けた という 、つ
まりその 」
「 そいつ は、
【お ばけ じぞう 】じ ゃのう て 、
【 おたす けじぞ う】じゃろ う」
「すいま せん ねえ。 このご ろわた しは 、 耳が遠く なっ てしま って」
「べんか いは 、いら ん。か いじ いに、 に あわん。 そん なひま あった ら、
さっさと はな さんか い」
「すいま せん 、やく ざの金 ちゃ ん。さ て と、あの その 、これ も戦前 の、
もしかす ると 江戸時 代の話 なんで すが 」
と、懐 爺が 語る【 おばけ じぞう 】の 話 はこうい うこ とです 。

権八（ ごん ぱち） という 、悪 名高き 強 盗がいて 、そ の権八 がこの 村に
流れてき た。
ある夕 刻、 躑躅峠 （つつ じと うげ） で 、人を殺 して 財布を 奪って 、ふ
と気配を かん じて、 ふりか えると お地 蔵 さん。
「おい、 くそ 地蔵、 見たな 」
権八が お地 蔵さん にむか ってい うと 、
「見た見 た、 見たが わるい か」
とお地 蔵さ んがい った。
権八す こし も驚か ず、
「見たは ゆる す。だ が喋っ たらゆ るさ ん 」
嚇（お ど） した。
すると お地 蔵さん は、
「おれは 喋ら ん。お まえが 喋る」
といっ たも のだ。
「くそ地 蔵め 。なに をほざ くか」
権八は 莫迦 にした が、数 日し て、大 酒 のんで酔 っぱ らった 権八は 、み
んなの前 で自 分のい ままで の悪 業（あ く ぎょう） を、 自慢た らたら にか
たっぱし から 喋 って しまっ た。
後悔し ても おそい 。
権八は 捕ま って、 獄門（ ごくも ん） に 処せられ た。
このと きの お地蔵 さんを 【お ばけじ ぞ う】とよ んで 、みん なは怖 れ、

かつ敬っ た。

「なんじ ゃ。
【お ばけじ ぞう 】は 、でっ か いじぞう じゃ ないん か。し ゃべ
るじぞう なん か」
ぼくが つま らなそ うにい うと、
「躑躅峠 にい まもあ る、あ のお 地蔵さ ん が【おば けじ ぞう】 です。 先日
は、金ち ゃん のこと を、あ れこれ 喋っ て いました 」
おしゃ べり 地蔵め 。
【おばけ じぞう】よりも 、
【お しゃべ り じぞう】と いう名 のほう が、似
合うんじ ゃな いか。
小 学 校 の井 戸に小 便した こと か、村 長 さんの家 の庭 でうん こした こと
か、隣の お姉 さんの 入浴を 覗き見 した こ とか、そ れと も。
ぼくが いく らきい ても、 懐爺は 笑っ て 教えてく れま せんで した。
あれは ぜん ぶ、た またま だ。
いくら 弁解 しても 信じて もらえ ない だ ろうが。

