
 おばけの季節【便所篇】              陽羅義光 

 

 

 便所そのもの、のお化けではありません。 

 便所に出る、お化けです。 

 これはやはり怖い。 

 トイレと言うと、水洗トイレを連想しますが、便所と言うと、汲み取り式を連想

します。 

 便所が怖いのは、穴があるからで、それも深くて暗い。 

 何が出て来ても不思議ではありません。 

 とうぜん蛆くらいはいるでしょうが、もっと怖いものがいそうです。 

 

 ホラー作家小野不由実の、 

『鬼談百景』 

 を読むと、高校のトイレで自殺した女の子の話が出て来ます。 

 これは高校受験に来た女子中学生が、試験中にトイレに立ち、試験監督の先生が

付き添って行きます。 

 なかなか出て来ないのでドアをノックすると、ドアの下の隙間から血が流れて来

るのです。 

 驚いてドアをこじあけてみると、手首を切ったが死にきれず、首まで切って、血

まみれの女子中学生が倒れていたのです。 

 彼女が自殺したトイレの個室は綺麗に清掃され、改装されたそうですが、それ以

来その個室に入ると、背中や頭にポタリと滴（しずく）が落ちて来ます。 

 それは彼女の涙だと言われているとのことです。 

 

 かなり怖いが、やはりトイレですから、怖さもほどほどです。 

 女の子がお化けになって襲って来るのではなく、女の子の涙がポタリと落ちるの

ですから、何となく可愛らしく哀調もあります。 

 それに、何しろトイレですから、理屈が通っています。 

 便所だとこうはいきません。 

 理屈の通らない現象やお化けが出て来ます。 

 

 さて我が金ちゃんは、どんな便所のお化けに遭遇するでしょうか。 

 百戦錬磨の懐爺は、どう対応するでしょうか。 

 楽しみ楽しみ。 

 

                        禿光山人 拝 

 

     ＊     ＊ 



 

「かいじいやい」 

 ぼくは叫びました。 

「あいよ」 

 と珍しく気軽な返事がありました。 

 それから懐爺は、急いで祠を出ると、裏の竹薮に駆け込みました。 

「なにしとるんじゃ」 

 ぼくは叫びました。 

「うんこです」 

 懐爺は唸り声で答えました。 

「それはたいぎじゃのう」 

「はい、祠には便所がありませんので、ここがわたしの便所です」 

「たけが、そだつじゃろう」 

 と言うと、 

「はい。ここの筍（たけのこ）は最高ですね」 

 げっ、食いたくない。 

「ところでかいじいよ」 

「何でしょう」 

 懐爺は竹薮から出てきました。 

 そして祠の入口の傍にいつも置いてある、雨水をためた器で手を洗いました。 

「かいじいでも、てをあらうんか」 

「育ちがいいですからね」 

「しんじられん。わしはてをあらわん」 

 育ちがわるいからかもしれない。 

「手にうんこがついたらどうするんですか」 

「きまっとるじゃろ。なめるんじゃ」 

 それは嘘です。 

「だから回虫が湧くんですね」 

「かいちゅうなんか、くそくらえじゃ」 

「さて、うんこしたら眠くなりました。お休みなさい」 

 懐爺は祠に引っ込もうとします。 

 何となく臭かったけれど、そのお尻の部分を抱いて、 

「わしのはなしを、きかんのか」 

「あれ、話なんかあるんですか」 

 例によってとぼけます。 

「はなしもないのに、くるとおもうか」 

「例えば散歩の途中とか」  

「わしがさんぽなんかすると、おもうとるんか」 

「金ちゃんに散歩は似合いませんね。それならわたしのうんこの見学とか」 



「そらあ、たまたまじゃ」 

「ええっ、たまたまも見学したんですか」 

「たまたまは、みとらん、みるきもない」 

「それは安心しました。わたしは脱腸（だっちょう）でたまたまが膨れているから、

恥ずかしい」 

 懐爺は股間を押さえて身悶えしました。 

「かいじいが、はずかしいことなんか、あるんかのう」 

「そんなことより、話あるんでしたね」 

 まったく、これだからね。 

「きょうは、たまたま、べんじょのはなしじゃ」 

「竹薮の話ですか」 

 またこれだ。 

「ちゃんとした、べんじょのことじゃ」 

「臭い話ですね」 

「いんや、こわいはなしじゃ」 

 怖くなければ来るかい。 

「もしかして、便所そのもののお化け、 

【べんべん】の事ですか」 

 そんなものいるんか。 

【きんかくし】なら、前に出てきたけれど。 

「ちがう。べんじょにでるおばけじゃ」 

「便所に出るお化けは、五万といますよ」 

「ごまんかい。いちまんに、まけてくれんかのう」 

「お化けは商売じゃないですからねえ」 

「わしはいつつしかしらん」 

「五つ遭遇すれば、立派なものですよ」 

 ぼくはやっぱり立派なのか。 

 まあお世辞でしょうけど。 

「そのそうだんにきたんじゃ」 

 本題まで長過ぎる。 

「そうなんですか」 

「それって、もしかして、だじゃれかのう」 

「駄洒落かどうか聞く人はいませんよ」 

「ここにおる」 

「本題はまだですか」 

 懐爺は欠伸をします。 

 誰のせいでこうなっているか解らないらしい。 

 なんて文句は言わずに、ぼくは話し始めます。 

 



     ＊     ＊ 

 

【うんこっこ】 

 

「わしはのう、わしはのう」 

 ぼくは言いにくい。 

「言いにくければ言わないでけっこうですよ」 

 懐爺の手に乗ってはいけません。 

「いいにくくても、いうぞい」 

「はいどうぞ」 

「うんこをするとのう、うんこがのう」 

 まだ言いにくいい。 

「襲ってくるんでしょう」 

「あたりじゃ。おそってくるというか、つきまとってくるというか」 

「ずぼんなんかに付着して、友達に指摘されて、あじゃぱーというわけでしょ」 

 その通りだから、懐爺はお化けより怖い。 

「どうして、しっとるんじゃ」 

「わたしもずいぶんやられましたからねえ。うんこは裸でやるにかぎります。その

まま川にでも飛び込めば問題なしです」 

「しかしのう、がっこうで、はだかになるわけにもいかん」 

「それもそうですねえ。 

【うんこっこ】はしつこいから、貼り付いて、はがれないこともあります。恐ろし

いですねえ」 

「へんななまえじゃのう」 

「すいません、わたしが付けました」 

 ひどいはずです。 

「なんとかならんのかのう」 

「もう付けちゃいましたから」 

「なまえじゃのうて、たいじじゃ」 

「退治するには、ひとつだけ方法があります。このお化けは、検便（けんべん）の

試験管（しけんかん）に弱い。化学室から試験管を借りて、それを持ってうんこす

ればいいんですよ」 

「かんたんじゃのう」 

「しかし、金ちゃんの小学校には化学室ありますか」 

「ないがのう。しけんかんはあるんじゃ」 

「あるんですか。便利な小学校ですね」 

「きょうとうせんせいが、もっとる」 

「教頭先生も【うんこっこ】にやられているんですかねえ」 

「いんや、ときどき、がっこうのいけのみずを、しらべとる」 



「ああ、あの池はよく子供が落ちますからね。浅いから問題はないんですが、池の

水を飲んで赤痢にでもなるといけないので、顕微鏡（けんびきょう）で調べている

んですね」 

「かんしんじゃのう。そんなりっぱなせんせいの、しけんかんはぬすめんのう」 

「借りるだけです」 

「かりるとしてものう、もんだいがある」 

「問題ありますか」 

 言いにくいが、言いました。 

「わしのうんこがせきりか、いけのみずがせきりか、わからんなるで」 

「なるほど、それは問題ですね」 

「なんとかならんのかのう」 

「何ともならないのが人間の世の中ですが、何とかなるのがお化けの世の中です」 

「かいじいよ、よういった」 

「三分だけお待ちください」 

 懐爺は裏の竹薮に行きました。 

 戻って来た時、細い竹の筒を手にしていました。 

「これはなんじゃ」 

「竹で作った試験管です。【うんこっこ】はこれで充分だませます」 

「よっしゃ」 

 一件落着（いっけんらくちゃく）。 

 

      ＊    ＊ 

 

【ちんこっこ】 

 

「次は何でしょうか」 

 懐爺は珍しく積極的です。 

「うんこのつぎは、しょうべんじゃ」 

「おねしょのことでしょ」 

 懐爺は微妙な笑い。 

 ぼくはもう寝小便からは卒業しているのに。 

「ざんねん。おねしょは、べんじょとかんけいない」 

「そうでしたね。便所のお化けでしたね。最近物忘れがひどくて」 

 なにかあると物忘れのせいにします。 

「かいじいのものわすれは、さいきんだけじゃねえ」 

「失礼しました。実はわたしは子供の頃から忘れん坊で有名でした」 

「かいじいが、ぼうかのう。このばあいの、ぼうとは、ぼうずの、ぼうじゃのうて、

おぼっちゃんの、ぼうじゃろ」 

 一応ぼくは首をかしげました。 



「ばれましたか。わたしはかつて、お坊っちゃんでした」 

 そうかもしれないとは思っていたけれど、やっぱりそうだったか。 

 でも、ぼくが好きなのは、いまの懐爺です。 

「ぼっちゃんは、しょうべんに、おいかけられたことはないじゃろ」 

「それがあるんですね。小便のおっかけは、どんなおっかけよりも怖いものです」 

「【しょうべんっこ】というんじゃろ」 

「いえ、違います。 

【ちんこっこ】です。名付け親はもちろんわたしです」 

 ひどいもんだ。 

「うまいとはいえんのう」 

「それはそれ、これはこれ。【ちんこっこ】は、【うんこっこ】に負けず劣らずしつ

こい」 

「おいかけられて、ざぶんと、やられたのか」 

「ざぶんどころではありません。まるで小便風呂につかったかんじで」 

「それで、かわにおちたとか、うそいったんじゃろ」 

「その通りです。でも川に落ちて、そんなに臭くなるのかと、周りは信用してくれ

ません」 

「それで、どうしたんじゃ」 

 こうなったら、懐爺の子供の頃の事を聞けば、解決するでしょう。 

「仕方ないから正直に白状しましたよ。おちんこが腐って、曲がっているから、小

便が臭くなって、その臭い小便が、向うに飛ばないで、こっちに飛んで来た、とね」 

「わしのおちんこも、くさっているのかのう」 

 ぼくは不安になりました。 

「それは間違いありません。恐ろしい【ちんこっこ】というお化けから身を防ぐに

は、まずおちんこの腐れを治さなければなりません」 

「なるほど、それで【しょうべんっこ】でなくて、【ちんこっこ】なんじゃな」 

「さすがは金ちゃん、そこに気づいてくれましたか」 

 名付け親の懐爺は嬉しそうです。 

「もういっちょう、いったるか」 

「いってください」 

「みみず、じゃろ」 

「蚯蚓に小便かけると、おちんこが腫れます。それは水でおちんこを洗えば治りま

す。でも、腫れるのと曲がるのとは違います」 

「わかったぞい。みみずでなければ、うじむしじゃ」 

「蛆そのものは、あんがいきれいなもので、食べても、あんがい美味しい」 

 懐爺はきっと食ってる。 

「げろげろ、ならば、なんじゃい」 

「わたしは子供ながらに、いろいろ研究をしました。最終結果は」 

「さいしゅう、けっかじゃあ」 



 ぼくは叫びます。 

 叫ぶ必要があるかどうかは別にして。 

「落葉を拾って、それでおちんこを拭くんです」 

「おちばで、おちんこをのう。それがおちかい」 

「はい、それで落ち着きました」 

「りょうかいじゃ。さっそくやってみるかのう」 

「今は落葉の季節ではありませんから、普通の葉っぱでも大丈夫です」 

「なんじゃ」 

 もしかすると、葉っぱの汁で治すのかもしれません。 

 となると、落葉より普通の葉っぱのほうが効くでしょう。 

 懐爺は、どうしても駄洒落にしたかったのかもしれません。 

 いずれにしても、一件落着。 

 

       ＊    ＊ 

 

【あなっこ】 

 

「お次は何でしょ、何でしょね」 

 懐爺はのってきました。 

「こんどのおばけは、はんぱじゃないぞい」 

「まさか、便所のあの暗ーい穴が、金ちゃんの頭に、重ーい帽子みたいに、ぶわん

とかぶさってくるってやつじゃないでしょうね」 

 やっぱりのっている。 

「どうしてわかるんじゃ」 

「半端じゃない便所のお化けとくれば、 

【あなっこ】しかありませんからねえ」 

「いやななまえじゃのう。やっぱし、かいじいがなづけたんか」 

「わたしが名付ける前に、昔の人がすでに名付けてしまいました」 

「ううむ、れきしてきなおばけかのう」 

「歴史的であり伝統的であり伝説的なお化けですね」 

「おそろしいのう」 

「とにかく【あなっこ】にやられて気が狂った人は、百万人もいるらしい」 

 懐爺は両手を突き出して、ぱあっと広げた。 

「ひゃひゃひゃ」 

「百人かもしれませんが」 

 なんじゃ、つまらん。 

「なんにんかはええ。きがくるうのんが、おそろしいのじゃ」 

「金ちゃんは、気が狂わなかったんですか」 

「はんぶん、きがくるったんかのう。だから、ここにくるんかのう」 



「たぶん金ちゃんは、まだ十回以内ですね。十回以上やられた人は、完全に気が狂

います」 

「なんかさあ、このよは、じごくというかんじ」 

 ぼくは【あなっこ】にやられた気分を素直に言いました。 

「そうなんです。【あなっこ】は、この世の真理を伝えに、宇宙の果てからやって

きたお化けなんです。しかしこの世の真理というものを知ったら、だれでも気が狂

いますよ」 

「かいじいよ、このよは、じごくなんか」 

「地獄ですよ。だから面白いし、だから何とか生きてゆく。地獄だと決めてしまえ

ば、怖いものなんかありません。でも人間はそう思いたくないから、【あなっこ】

が怖くてしかたないのです」 

 懐爺の真剣な表情と声は、久し振りに聞いたかんじでした。 

「だば、【あなっこ】たいじは」 

「はい、便所の穴をふさいでも、ふさいだものにも【あなっこ】は宿ります。【あ

なっこ】退治は、何よりもこの世を地獄だと決めてかかること。そうすると、いい

ことがあれば、地獄に灯火が見えますし、いい人に会えば地獄に仏というわけです」 

「りょうかいじゃ」 

「大丈夫ですか」 

「わしは、もともと、このよを、じごくじゃと、ばくぜんと、おもうておる。それ

を、じごくじゃと、はっきりきめてかかればいいんじゃな」 

「その通りです」 

 このときなんと、懐爺に後光がさしていました。 

 一件落着。 

 

     ＊     ＊ 

 

【とんこっこ】 

 

「お次はははは、何でしょ、ななな何でしょね」 

 懐爺は疲れ気味です。 

 後光はどこかに去りました。 

「しんぱいねえ。こんどは、しゃべるおばけじゃからのう」 

「ということは、便所の戸をとんとんたたく」 

「そうじゃ」 

「早く出てくれや、なんて言う」 

 また当たった。 

 疲れは関係ないらしい。 

「まだかまだか、ともいうし、おそいおそい、ともいうのう」 

「【とんこっこ】ですねえ。しつこいでしょう」 



 これもきっと名付け親だ。 

「うんこが、ひっこんじまう」 

「あれは扉が喋るんで、開けてもだれもいないでしょう」 

「おらんおらん」 

「まったく困った扉です。叩くだけでもうるさいのに、喋るから余計にうるさい。

まるでだれかさんみたいですね」 

「だれかさんとは、だれじゃい」 

 ぼくはすごい剣幕（けんまく）で。 

「あの、その、いえ、別に、金ちゃんとは」 

 懐爺は凄いうろたえぶりで。 

「いま、きんちゃんと、いうたではないか」 

「それでは【とんこっこ】退治ですが」 

 またとぼける。 

「【とんこっこ】はもうええ。とびらをもやして、あたらしいのにかえりゃ、ええ

じゃろ」 

「その通りです。【とんこっこ】は古い扉のお化けですから。燃やすのが一番です」 

「なんとなく、あわれじゃのう」 

「そういう場合は、燃やさないで、取り外して神社に寄進しましょう」 

「それがええのう」 

 一件落着。 

 

       ＊    ＊ 

 

【ぶりっこ】 

 

「いよいよ最後ですね」 

 懐爺は疲れて横になりました。 

「あしたにするかのう」 

「余計に疲れます。やってください。五万のなかの五つですから、わたしにとって

は、お茶の子さいさいです」 

 懐爺、お茶でも飲んだほうがいいのではないか。 

 そう思っても、お茶よりお化けが優先（ゆうせん）です。 

「うんこしとると、おしりにさわってくる。このすけべとさけぶと」 

「あら恥ずかしや、とか言うんでしょう」 

「そんなことはいわんが、にたようなことはいうわな」 

「【ぶりっこ】ですね」 

「いままでのながれじゃ、【ぶりっこっこ】じゃろが」 

「深く追求しないでください」 

「これも、かいじいが、なづけおやかい」 



「これは世間が名付け親です」 

「まあええか。わしもぶりっこになるでよ」 

「もともとは、おならのお化けですが、世間からつまはじきにされて、便所にこも

りました」 

「なるほど、うつびょうかのう」 

「鬱病か自閉症のお化けですね。そういうお化けは、人間と同じで、世間からつま

はじきにされます」 

「あわれな、おばけじゃのう」 

「ですから冷たくしないで。お尻にさわったくらい、我慢すべきでしょう」 

「ちかんじゃ」 

「それは男のせりふではありません」 

「ならば、くすぐったくて、がまんできん」 

「そういう場合は、ある歌を歌うことです。【ぶりっこ】はこの歌が好きですから

ねえ」 

「どんなうたじゃ」  

 懐爺は歌いはじめました。 

 正直気持悪い歌声でした。 

 

 ぶりっこぶりぶり 

 ちかんかんかん 

 かんかんでりでもぶりっこぶりぶり 

 ちかんかんかん 

 かんかんぼうかぶってぶりっこぶりぶり 

 ちかんかんかん 

 かんからけとばしてぶりっこぶりぶり 

 ちかんかんかん 

 かんかんおこってぶりっこぶりぶり 

 ちかんかんかん 

 ちかでもちじょうでもぶりっこぶりぶり 

 ぶりっこぶりぶり 

 あんがいたのしいな 

 

「こんな歌です。覚えましたか」 

「おぼえたくもない」 

「また【ぶりっこ】にお尻やられますよ」 

「おかまにやられるより、ましじゃ」 

「そのいきそのいき、豚の息」 

「まあな。ほんとは、もうおぼえたぞい」 

「さすがは金ちゃん。それではお休みなさい」 



 懐爺は、その場で眠り始めました。 

 ぼくは上着を脱いで、掛けてあげました。 

 永遠の眠りに入られても困りますから。  

 いずれにしても、これで五件落着。   


