＋５９【むてき】
「かいじ い、 えいゆ うのは なし の、つ づ きだけん ど、 おばけ たいじ のえ
いゆうが 、か たっぱ しから やられ ちま う おばけは 、い るんか のう」
懐爺に 前に ききそ びれて いたこ とを 、 ききまし た。
「あのね 金ち ゃん、 おばけ にや られち ま う英雄な んか いませ ん。お ばけ
をやっつ ける から英 雄とい われる んで す から」
それは そう だ。
「だば、 おば けたい じさん を、 かたっ ぱ しからや っつ けちま う、お ばけ
はいるん かの う」
「いまま での 歴史を 見てみ ます とね。 お ばけ退治 の英 雄が一 人生ま れる
ためには 、百人 の犠牲 者（ぎ せいし ゃ ）、つまり英 雄と よばれ なかっ た者
たちがい るん です 」
それは しら なんだ 。
「ひさん じゃ のう。 ぎせい しゃを つく る 、えいゆ うは いらん のう」
「犠牲者 をつ くるの は英雄 では なくて 、 おそらく 、英 雄を希 求（き きゅ
う）する 人び となの でしょ う」
懐爺の 社会 批判が また始 まった 、と ぼ くはうん ざり したも のです 。
なぜな らこ どもと いうも のは 、批判 す る（文句 をい う）相 手は、 先生
にしろ級 友に しろ両 親にし ろ、 かなら ず 目の前に いる もので あって 、世
界とか国 とか 社会と かは、 目の前 に見 え るもので はあ りませ んから 。
「かいじ いよ 、わし がきい とる のは、 そ ういうえ いゆ うが、 ひとり もで
なかった 、 つ まりそ の、ぎ せい しゃば か りだした 、そ ういう おばけ はい
るんかと いう ことじ ゃ」
「わかっ てい ます。 前置き とし ていっ た までです 。そ ういう おばけ はい
ます。【むて き】 という おばけ です」
「【き てき】 たあ 、しゃ れとる のう」
「汽笛じ ゃや りませ ん、無 敵です 」
「そらあ 、て きがい ないん じゃ から、 ぎ せいしゃ もお らんの じゃな いか
い」
「無敵と は、 敵がい ないと いう 意味で は なく、力 の及 ぶ相手 がいな い、
向かうと ころ 敵無し 、とい うこ とです 。 天下無敵 とか 、無敵 艦隊（ むて

きかんた い） とか、 きいた ことが ある で しょう、 あの 【むて き】で す」
「ようす るに 、おば けのせ かい で、い ち ばんつよ い、 みやも とむさ しみ
たいな、 まけ しらず の、お ばけち ゅう こ とじゃな 」
「そうで す。おばけ の世界 の、宮 本武蔵 です。
【むて き 】、別 名【む さし】
といいま す」
「ほんま かの う。せ んかん むさし は、 や られたが のう 」
「【む てき 】はや られま せん 。だか ら【 む てき】が英雄 を生ん だこと はあ
りません 」
懐爺は 断固 （だん こ）た る口調 でい い ました。
「ほんま かの う。【むて き】な んてお ば けが、い るん かのう 」
「なんな ら金 ちゃん 、【 むてき 】と勝 負 してみま すか 」
「しょう ぶし たいの う」
ぼ く は 一発 で返答 しまし た。
不安な んか ありま せん。
勝つこ とが 目的で はなく 、勝負 する こ とが目的 なの ですか ら。
「相変わ らず 金ちゃ んは、 無鉄 砲です ね え。そう いえ ば【む てっぽ う】
というお ばけ もいま したね え」
「【む てっぽ う】は、てっぽ うさ 、もっ と らんのだ から 、よわ いおば けじ
ゃろなあ 」
「いえい え、 武器を もたな いで 闘うお ば けほど、 かぎ りなく 強いも のは
いません よ」
「よっし ゃ、だば 、わ しはぶ きをも たんで 、
【 むてき 】と しょ うぶす るぞ」
「いえい え、 何かも ってい ったほ うが よ ろしいで しょ う」
「なにか じゃ 、わか らん」
「 そ うで すね 。
【む てき】はくす ぐっ たが りやです から、はたき なん かよ
ろしいで すね 」
「ほうき 、じ ゃのう て、は たき、 かい 」
ぼくは 首を かしげ ながら も、は たき一 本もって 、
【 むてき 】がで るとい
う中川の 上流 にむか いまし た。
「おうい 、お うい 、【む てき】 やーい 」
ぼくは 大声 をあげ ました 。

「わしじ ゃ 、きん ちゃん じゃ 。で てこい 、でてこい 、
【む てき 】ち ゃーん 」
しつこ く何 度も大 声をあ げる と、中 川 の上流の さら に奥の ほうか ら、
ぼくの声 の百 倍くら いの大 声がき こえ ま す。
「ぼく【 むて き】。なに かご用 かな」
「たいじ にき たんじ ゃ 」
「退治と は、 一大事 」
「じんじ ょう に、し ょうぶ せい」
「ぼく【 むて き】。退治 される ほど、 悪 い事した かな あ」
「それは 、か いじい に、き いとら ん」
「そうい うの 、冤罪 （えん ざい） って い うのよ」
「うるさ い。 おまえ は、い ちば んつよ い 、おばけ じゃ 。まけ たこと のな
い、おば けじ ゃ。そ ういう おば けは、 よ ほどたい じせ にゃな らん。 して
からに、 わし があい てじゃ 」
「それは 大変。さ らばさ らば。ぼ く【む てき】。逃げる が勝ち よ。すた こ
らさっさ 」
【むて き】 の声が 、しだ いに遠 ざか り ました。
「にげら れち まった 。【 むてき 】はひ き ょうもの じゃ 」
と懐爺 にい うと、
「それは ちが います 。たし かに 【むて き 】が英雄 をつ くらな いのは 、闘
わないか らで す。【むて き】は ひた すら 逃げます 。【むて き】の すばら し
さは、闘 うこ との虚 （むな ）し さ無意 味 （むいみ ）さ をしっ ている とこ
ろですね 」
「そらあ 、ぎ せいし ゃも、 つく らんと い うことじ ゃ。 ぎせい しゃつ くら
んなら、 えい ゆうも つくら んの は、あ た りまえじ ゃ。 わしは 、かい じい
に、だま され たとお なじじ ゃ」
懐爺は 【む てき】 のこと をよく しっ て いたので す。
だから ぼく をひと りで行 かせた ので す 。
それに して も、は たき と は、ふ ざけ て いる。

