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おばけ に遭 った、 おばけ を見 た、お ば けにあれ これ された 、なん てこ
とは、証 明す るのが 不可能 に近い 。
おばけ に対 すると きは、 だい たいが 一 人だし、 それ が仮に 十人だ った
にしても 、そ の十人 が他の 十人に 信じ て もらうの が難 しいも のです 。
ですか ら、 ここで 次から 次へ と、お ば けを登場 させ ても、 どうせ 作り
物か空想 か、 あるい は、頭 がお か しい の だろうと おも われる だけな ので
す。
という こと は、書 けば書 くほ ど、ぼ く の頭がお かし いこと を、世 間に
しらしめ るだ けのこ とで、 なんに も得 に なんかな りま せん。
それで も書 かずに いられ ない のは、 お ばけ好き の業 （ごう ）とか 、性
（さが） とか 、そん なふう にいう しか あ りません 。
どうせ そう なら、 よし世 界記 録を目 指 してやろ うか とかん がえて いま
すが、い まの ところ 世界記 録が どのく ら いのもの かわ からず 、暗中 模索
（あんち ゅう もさく ）のな かで書 きつ づ けていま す。
おそら くと っくに 世界記 録に 達して し まってい るの でしょ うが、 そ れ
ならそれ を金 輪際（ こんり んざ い）抜 か れないよ う、 書きつ づける のみ
です。
この執 念は きっと 、なん らか のおば け の影響、 感化 による ものな ので
しょうが 、そ のなん らかが 具体 的にな ん なのかは かい もくわ からな いの
です。

＋６１【はれい】
「【は れい】 とい うおば けがい ます」
と懐爺 がい いまし た。
ぼくは 歯を むきだ しにし て、
「【は れい】 かい 」
といい まし た。
「その【はれ い】もいま す。
【は れい 】に は、七 種類も います 。す なわち 、

歯霊
刃霊
葉霊
羽霊
波霊
禿霊
腫霊
です。 みん な、そ こに、 人の 顔がい く つも現れ るお ばけで す。今 回は
歯霊では なく 、刃霊 。完ち ゃん の家に 、 正宗（ま さむ ね）と 伝えら れる
刀があり ます 。完ち ゃんの ご先 祖は、 立 派な武将 でし たが、 悲惨な 最期
（さいご ）を 遂げま した。 その 武将と 、 武将を慕 って 殉死（ じゅん し）
した家来 の顔 が、正 宗に現 れるの です 」
「かいじ いは 、どう してし っとる 」
「霊気（ れい き）と いうも ので すかね 。 それがこ の祠 までや ってく るの
です」
「その【 はれ い】を やっつ けるに は、 ど うすれば いい のかの う」
「やっつ ける ことは できま せん。 霊を 鎮 める だけ です 」
「だば、 しず めるた めには 、どう すれ ば いいのか のう 」
「そうで すね え。完 ちゃん の家 から正 宗 を持ち出 して くれれ ば、あ とは
わたしが なん とかし ます」
「わかっ た。 わしが もって こよう 」
「だまっ て持 ち出す んです よ。誰 にも 気 づかれて はな りませ ん」
「まかせ なさ い」
という わけ で、ぼ くは正 宗を持 ち出 し ました。
持ち出 すの は簡単 でした 。
「よくや りま したね 、金ち ゃん。 これ で 大丈夫で す」
懐爺は 正宗 を大事 そうに 抱えて 、祠 の なかへ消 えて いきま した。
さてそ れか ら、正 宗の話 は懐爺 の口 か ら一度も 出ま せんで した。
ぼくは 良か った良 かった とお もいま し たが、い まか んがえ てみる と、
懐爺は正 宗を 売り飛 ばして 、それ で食 っ ていたの かも しれま せん。
どっち にし ても、 結果的 に、 ぼくは 泥 棒か泥棒 の手 先にな ったわ けで
すが、ま あ懐 爺の生 活のた めなら しか た がない。

完ちゃ んも そうお もって くれる でし ょ う。

