＋６０【むはい】
「【む てき 】の ことは 、ようわ かった 。た しかに【む てき 】じゃ のう 。か
いじいよ 、は なしを 、ふり だし にもど す が、ええ か。 わしは 、ぎせ いし
ゃを、い っぱ いつく って、 えい ゆうを 、 ひとりも つく らなか った、 そう
いうおば けを しりた いんじ ゃ」
「いない こと はあり ません が、 金ちゃ ん には、お すす めでき ません ね。
従って教 える ことも できま せん」
懐爺は わざ と意地 悪爺さ んの顔 をつ く りました 。
「なぜじ ゃ」
「金ちゃ んは、また退 治に 行こう とする でしょう 。
【 むてき 】なら 問題な
いから安 心し ていま したが 、【 むはい 】 は安心で きま せん」
「いうた 、い うた 。【む はい】 が、そ の おばけじ ゃな 」
「しまっ た。 口がす べりま した。 口は 災 いの元で す」
「【む はい】 にあ いたい のう 。【む はい 】 をたいじ した いのう 」
「簡単で はあ りませ んよ 。
【む はい】退治 に行った ひと は、誰も 帰っ てき
ません」
「だれも かい 」
「誰もで す」
「ならば 、そ の〈だ れ〉に なりた いの う 」
「いやは や、 それは 、いく らなん でも 」
「【む はい】 は、 どんな わるさ を、す る んじゃ」
「【む はい】 はわ るさを しませ ん」
「せんの か」
そんな ばか な。
「つまり 【む はい】 は、わ るさ をする 人 間を、こ らし めるお ばけな ので
す」
「ならば 、た いじの 、めい もくが ない の う」
「親の仇 なん か、ど うでし ょう。 わる い 親でも親 は親 」
「おやお や。 かいじ いも、 わる だくみ が 、うまい のう 。この さい、 そう
でもせん と、【む はい】 とはた たかえ ん からのう 」
「いいん です か。わ るさを する 人間た ち は、次々 に【 むはい 】退治 にで

かけるの です が、ひ とりも 帰っ てきま せ んよ。そ うし て中川 の川下 に死
体が浮か ぶの です」
「そうか 。【 むは い】も 【むて き】と お なじとこ ろに おるん か 」
「しまっ た。 口がす べりま した。 口は 災 いの元で す」
懐爺は 【べ ろりん まん】 より長 い舌 を だしまし た。
「わざと すべ っとる んじゃ 、ある めい の う」
「いやそ の、 それは それと して、 なん と もはや」
「まあえ え。 また、 はたき 、もっ てい け ばええん か」
「【む はい 】は、無敗 ですが 、無 肺でも あ ります 。肺が なくて も平気 なお
ばけなの です 。です から、 金ち ゃんは 、 酸素吸入 器（ さんそ きゅう にゅ
うき）を もっ て」
「もてる かい 。もっ と、か るいも のに せ いや」
「それな ら、 風船で 」
「ふうせ んか い。よ かろう 」
威張っ てそ う決め ました が、 風 船さ げ て行くの では ありま せん。
空気を 入れ た風船 百個、 それ らに、 重 い重い酸 素吸 入器を ぶらさ げて
行きまし た。
どちら も、 どこか ら調達 （ち ょうた つ ）したの か、 懐爺が 用意し てく
れたので す。
「おうい 、お うい 、【む はい】 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 はい 】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【 むは い】。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【 むは い】。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 はい】。逃げる が勝ち よ。すた こ
らさっさ 」
【むは い】 の声が 、しだ いに遠 ざか り ました。
こりゃ どう も、な にか同 じ体験 があ る 。
そうか 、【 むて き】 と 同じだ 。
「こら 、か いじい 、
【む はい 】は【む てき 】と 、お なじお ばけじ ゃな いん
か」
と懐爺 にい うと、
「ばれま した か」
「ばれる にき まっと る。こ んなよ けい な もの、い らん 」
見ると 、酸 素吸入 器があ りませ ん。
おそら く風 船が萎 （しぼ ）ん だので 、 そのまま あそ こに置 いたま まに
なってい るの です。
「かいじ い、 やった のう」
「ばれま した か」
そうな ので す。
ぜんぶ 懐爺 のたく らみだ ったの です 。
懐爺の 話で は、
【むて き】すなわ ち【 む はい】の肺結 核が悪 化して 苦し
んでいる ので 、懐爺 がぼく を利 用して 、 酸素吸入 器を 【 むは い】に 届け
てあげた ので す。
いまご ろ【 むはい 】が苦 しみ から解 放 されてい ると おもう と、ぼ くは
懐爺に文 句を いえま せんで した。

