＋５８【えいれい】
そのこ ろ、 懐爺が こう述 懐をし たこ と がありま した 。
「むかし から 、金太 郎さん 桃太 郎さん に かぎらず 、鬼 や怪物 退治の 、い
ろ い ろな 英雄 がもて はやさ れて きまし た が、はた して かれら は本当 に英
雄なんで しょ うかね え」
ぼくは ぼく らしく なく、 長く考 えて か ら、こう いい ました 。
「そら、 えい ゆうじ ゃ。そ うい うひと を 、えいゆ うと いうん じゃか らの
う。けん ど、 えいゆ うが、 おに やかい ぶ つより、 えら くてり っぱ、 とい
うことは 、な いのじ ゃ」
「金ちゃ ん、 それは 、どう いうこ とで し ょう」
懐爺は 懐爺 らしく なく、 かたい 表情 で 、ぼくに きき ました 。
こんど は、 ぼくは ほとん ど考え る必 要 もなく、 こう いいま した。
「どうも こう も、あ たりま えじ ゃ。お た がい、た たか うんじ ゃから な。
おたがい 、そ うじゃ 、かい じい のつか う ことばで いう と、お なじ〈 じげ
ん〉のも のな んじゃ 。だか ら、 どっち が えらくて 、ど っちが りっぱ 、な
んてこた あ、 ないの じゃ」
「そうで すか 。とい うこと は、 もし英 雄 が立派な ら、 英雄に 退治さ れた
おばけも 立派 、とい うわけ ですね 。共 に 闘った次 元の 存在と して」
「ほんま は、 そんな むずか しい ことじ ゃ のうて、 わし にとっ ては、 おば
けもえい ゆう も、す きなだ けじ ゃ。た だ 、おばけ たい じのえ いゆう を、
おばけよ りも えらい 、とい うこと には せ んがええ のう 」
「英雄の 意味 すると ころを 、変 えたほ う がいい と いう わけで すか。 それ
ならまず 辞書 の内容 を変え なけれ ば」
「じしょ なん て、ど うでも ええ 。おも て むきのこ とじ ゃから のう。 こな
いだのせ んそ うなん て、が いこ くはみ ん なおばけ で、 がいこ くじん をた
いじする 、に ほんの へいた いは えいゆ う 、という こと じゃろ 。そう いう
こという やつ は、せ んそう に、 どっち が えらい、 どっ ちがり っぱな んて
こたあ、 ある わけね えっつ うこと をし ら ん、おお ばか ものじ ゃのう 」
「英雄も おば けも平 等、外 国人 も日本 人 も平等、 とい うわけ ですね 。そ
れは、金 ちゃ んが、 おばけ とつ きあう な かでつち かっ た、思 想とい うか
結 論 で す ね」

「そうじ ゃね え。か いじい との つきあ い で、つち かっ たんじ ゃ。わ しは
つちかっ たな んて、 いみは わか らんが の う。わし にと って、 かいじ いは
えいゆう じゃ が、そ れは、 おば けをた い じするか らじ ゃ。け んど、 おば
けをたい じす るかい じいは 、お ばけと お なじ〈じ げん 〉なん じゃ。 だか
ら、わし がか いじい をえら いと おもっ と るんは、 えい ゆうだ からじ ゃの
うて、わ しの しりた いこと 、な んでも し っとるか らで 、だか らだい すき
なんじゃ 」
このぼ くの 台詞が 効いた らしく 、懐 爺 の目に泪 が浮 かんで いまし た。
「ところ で金 ちゃん は、英 雄のお ばけ を ごぞ んじ です か」
落ちつ いて から懐 爺がき きまし た。
「しらい でか 。むら のみん なが いうと る 。せんそ うで しんだ 、へい たい
じゃ。
【え いれい 】い うとる 。
【 えいれ い 】の〈 れい〉は、ゆうれ いの〈れ
い〉じゃ ろ」
「たしか に英 霊の霊 は幽霊 の霊 ですが 、 英霊をお ばけ だなん ていう と、
叱られま すよ 」
「だれが しか るんじ ゃ」
「それは その 、まず は英霊 の親 族にで す よ。例え ばで すよ、 自分の 兄弟
が戦争で 亡く なって 、おば けに なった と いわれた ら、 不愉快 でしょ うか
ら」
「わから んの う。お ばけは 、ふ ゆかい な んか。わ しに とって は、ゆ かい
じゃがの う」
ぼくは 不愉 快でし た。
「金ちゃ んは 特別で あって 、特 別では な い普通の 人び とは、 金ちゃ んと
は違うん です 」
「そうか い。
【えい れい】がもし おば けじ ゃないな ら、わ しには かん けい
ないのう 」
「そんな 冷た いこと をいっ ては いけま せ ん。わた した ちに関 係のな い人
間なんて いま せん。 まして や、 わたし た ちの国の 人が 戦争で 亡くな って
いるんで すか ら、お おいに 関係が ある ん ですよ」
懐爺は 優し い目を むけて いいま した 。
ぼくは わる いこと をいっ てしま った と 反省しま した 。

それで もぼ くの口 からで てき た言葉 は 、反省の それ ではあ りませ んで
した。
「かいじい、よくきけ。わしは【えいれい】がおばけじゃないのなら、
【えいれ い】にきょ うみは ない 、とい い たいんじ ゃ。
【え いれい 】に たい
して、つ めた いきも ちなん か、 あるわ け ないぞ。 せん そうで しんだ ひと
は、へい たい であっ ても、 へい たいじ ゃ なくても 、み んなあ われな のじ
ゃからの う 。だが のう 、か いじい 、よ く きけ 。もし も、
【え いれ い】がお
ばけなら 、お ばけに なって でて くるん じ ゃったら 、お お、お おあわ れじ
ゃ。その 、お おあわ れの【 えい れい】 な ら、わし にと っては 、おお いに
かんけい あり なのじ ゃ。あ いつ もこい つ も、かん けい あるな んて、 ごま
かしじゃ 」
「恐れ入 りま した。 金ちゃ んは 【えい れ い】を、 どう しても おばけ にし
たいとい う口 ぶりで すねえ 」
懐爺は ちっ とも恐 れ入っ てない 口ぶ り でした。
「かいじ いこ そ、ほ んまは おば けの【 え いれい】 を、 おばけ じゃな くし
たいみた いじ ゃのう 」
「わたし にい わせれ ば【え いれ い】は 、 おばけと かお ばけで ないと か、
そういう こと をいう 対象で はな いんで す よ。金ち ゃん にはい ままで いっ
ていませ んで したが 、
【 えいれ い】の なか に、わた しの遠 い親戚 や年 少の
友達が何 人も います んでね え」
「それは 、す まんだ ったの う。けんど 、わしに い わせ ればじ ゃ、
【え いれ
い】を とくべ つあつ かいす るん は、
【えい れい】にたい して 、ぎゃ くにし
つれいじ ゃな いのか のう」
まだま だ話 は続き ました 。
とっぷ りと 日が暮 れて、 懐爺 とぼく の 大きな声 が、 辺りに 響いて いま
した。
たぶん その 声につ られて 、茂 みのな か から、醜 い蝦 蟇（が ま）が やっ
てきまし た。
「蝦蟇君 がき ました ね。彼 はわ たしの 夜 の友達で す。 金ちゃ ん、ど うぞ
よろしく 」
ぼくは やき もちを やいて 、黙っ たま ま 帰ったの でし た。

