＋５４【がんぶつ】
「【が んぶつ 】と いうお ばけは しって い ますか」
何のま えぶ れもな く懐爺 がきき まし た 。
「しらい でか 。とい いたい が、し らん 」
ぼくは 正直 にこた えまし た。
「それな ら金 ちゃん だけに は、 しって お いてほし いの ですが 、この 【が
んぶつ】 とい うおば けほど 、困っ たも の はありま せん 」
「なぜじ ゃ」
「なぜな ら、 ほんと うはお ばけで はな い からです 」
「おばけ じゃ ねえ、 おばけ かのう 」
興味が わき ました 。
「つまり 、人 間のほ うが、 いわ ば妄想 （ もうそう ）で 、おば けでは ない
ものが、 おば けに見 えてし まうん です ね 」
「なるほ どの う」
「人間に は、 心の病 がいっ ぱい ありま す 。適応障 害（ てきお うしょ うが
い）、 発達 障害（ はった つしょ うが い）、 強迫性障 害（ きょう はくせ いし
ょうがい ）、統合 失調症 （とう ごう しっ ちょうし ょう ）、 鬱病（ うつび ょ
う）、薬物 中毒（や く ぶつ ちゅう どく ）、酒 類中毒（さけ るい ちゅう どく ）、
拘禁反応 （こ うきん はんの う）、洗 脳（ せんのう ）、被害 妄想（ ひがい も
うそう ）、虚 言症 （きょ げんし ょう） な どなどで す」
「ぜんぶ 、し らんが 、きょ げんし ょう た あ、うそ つき のこと か」
「はい、 まあ 」
「だば、 わし もここ ろのや まいじ ゃの う 」
「いえ、 金ち ゃんの 場合は 、ほ んとう の ことをい って も、そ の話が 現実
離れして いま すから 、うそ つきだ とお も われてし まう だけで す」
「ならば 、も んだい なしか のう」
ぼくは なん となく つまら なくお もわ れ ました。
「問題あ る人 間が、 年々ふ えて います 。 人間を見 ても 、動物 を見て も、
物を見て も、 おばけ に見え る。 音がし て も風が吹 いて も、お ばけか とお
もう」
「やっぱ りわ しは、 こころ のやま いじ ゃ のう」

「金ちゃ んの 場合は 、おば けに 見える と いうより も、 おばけ にした がる
というほ うが 正解で はない でしょ うか 」
「おばけ にし たがる のは、 かい じいの ほ うじゃ。 わし は、か いじい のい
うことを 、し んじと るだけ じゃ」
「わたし は【 がんぶ つ】をおば けだな ん ていいま せん よ。
【がん ぶつ 】は
おばけで はな いので すから 」
「わしは そう はおも わん 。
【が んぶつ 】も 、こころ のやま いのに んげ んに
は 、おば けな んじゃ ろ。な らばそ れは 、 やっぱり おば けなん じゃ」
「金ちゃ んは 、精神 病の人 たちに 好意 的 ですねえ 」
「からだ のび ょうき も、こ ころ のびょ う きも、な りた くてな るわけ では
ないから のう 。こど もがい うの はへん か もしれん が、 わしだ ってあ した
はわから ん」
「おやま あ、 ずいぶ ん殊勝 （しゅ しょ う ）ですね え」
「こころ のび ょうき のひと は、 いろん な おばけを みる 。わし はいろ んな
おばけを みる から、 いずれ こころ のび ょ うきにな るか もしれ ん」
「お大事 に」

