
  おばけの季節【色色篇】           陽羅 義光 

 

 

 

 色色といっても、いやらしい話ではありません。 

 お化けは基本的に、いやらしくはありません。 

 色んなお化け、ということでもありません。 

 色んなお化けは、もういっぱい紹介しています。 

 ですからここでは、名前に色の付いたお化けということで。 

 そういうものもすでにいくつか紹介はしていますが、今回は特集ということで。 

 色付きのお化けといえば、たとえば（あまりにも有名なので、ここでは出しませ

んが） 

赤鬼、 

青鬼、 

黒鬼、 

白鬼、 

 とかいうあれです。 

 昔の怪談本を読むと、かくべつ赤色はお化けと深い関係にあり、雌狐のお化けな

んかは、緋色や朱色や紅色の色っぽい着物を着て登場したりする。 

 それでよく人間の男と同衾（どうきん）をするのだが、描写は残念ながら淡白で

す。 

 

 おっと、余談はともかく、黒や白は色なのか。 

 一般的には白黒は色付の対称となるでしょうが、美術的には黒や白も立派な色で

す。 

 ここでは美術的なほうを撰びたい。 

  

 色付きのお化けは、色付きではないお化けよりも怖いということではありません。 

 ですから心配しないで読んでください。 

 怖くないお化けはお化けではありませんから、いくらかは怖い。 

 いくらか怖いくらいだから、おそらく金ちゃんもでかい態度で接することでしょ

う。 

 懐爺もちょいと、 

「相手にとって不足あり」 

 となることでしょう。 

 逆にそこが読みどころですよ。 

 それでは、はじまり、はじまり。 

 

                        禿光山人 拝 



 

 

     ＊    ＊ 

 

 

「かいじいやい」 

「何でしょうか」 

「あたらしい、えいが、みたか」 

「映画は戦前に観ただけです」 

「そいつは、しろくろじゃろ。 

 わしは、そうてんねんしょく、というやつをみたぞい」 

「それは良かったですね」 

「よいもわるいも、わからんが、おばけも、そうてんねんしょくが、ええのう」 

「色なんか付いていないほうが、品がありますよ」 

「かいじいは、ふるいのう。これからはみんな、いろつきじゃ」 

「それなら色付きのお化けを紹介しましょうか」 

「わしは、たんじょうびでもないのに、ごうせいな、おくりものじゃのう」 

「今日は隣のお姉さんの誕生日です」 

「おいおい、わしもしらんのに、どうしてかいじいが、しっとるんじゃ」 

「あれ、金ちゃんから聞いたんじゃなかったみたいですねえ。それなら誰から聞い

たんでしょうか」 

「しるかい。けしからん」 

「とにかく、色付きのお化けの出る場所に行きましょう。ええと、赤、青、黒、白

の順番でいいでしょうかねえ」 

「あかとあおは、ええが、くろとしろは、もんだいあるのう」 

「どんな問題でしょうか」 

「くろとしろは、いろつきかのう」 

「ああ、そんな問題ですか。もちろん色付きですよ。お化けの場合、黒とか白は色

以外のなにものでもありません」 

「おばけのばあいかのう」 

「そうです。お化けの場合です」 

「しかたないのう」 

「では早速、まずは赤いお化けのいる場所へ行きましょう」 

「とおいんか。わしはべんとうもってきておらん」 

「弁当はお化けから奪えばいいでしょう」 

「おばけも、べんとうくうんか」 

「差別はいけません。お化けだってお腹が空きます」 

「あほか。おばけから、べんとううばうほうが、さべつじゃ」 

「まあ見解も色色です。それではまずは赤屋敷に行きましょう」 



「そんなものがあるんか」 

「この祠の裏の竹薮に、防空壕（ぼうくうごう）の穴があります。そこから入るの

です。便利でしょう」 

「べんりというか、あんいというか」 

「それでは金ちゃん、手をつないでお散歩しましょう」 

「いやじゃ」 

 

 

    ＊     ＊ 

 

 

『赤』 

 

  

 暗い防空壕を先へ先へ進み、闇になるのかと思うと、とつぜん前の方が赤くなっ

ている。 

「あれは、なんじゃ」 

 ぼくが聞きました。 

「あれが、赤屋敷です」 

 懐爺が答えました。 

「やしきにしては、ちいさいのう」 

「大きさの問題ではありません。どうです、あの見事な赤色は」 

 ぼくは眼をこらしました。 

「そんなことより、だれかおるぞ」 

「出て来いやあ」 

 懐爺の声に、赤屋敷から声がします。 

「うるさい。おれは昼寝中だ」 

 よく見ると、真っ赤な鯰（なまず）みたいなやつが、赤い舌を長くのばしていま

す。 

「おうい、【あかべろ】よ。金ちゃんを知っているだろう」 

 懐爺は図々しい言い方をしました。 

「知らいでか。お化け大好き少年。お化けの世界では一番有名な人間だものな」 

（一番は懐爺じゃろ） 

 とぼくが思っていると、【あかべろ】と呼ばれたお化けは、赤く長い舌をのばし、

ぼくの身体をべろべろ舐め始めました。 

「なんじゃ、なんじゃ」 

 これにはまいった。 

 怖くはないが気持悪い。 

「これは【あかべろ】ならではの、歓迎の印ですよ。金ちゃんは一番の有名人です



から」 

「そんなもの、いらん」 

（舐められた身にもなってみろ） 

 と言う感じです 

「おうい、【あかべろ】よ。要らんとさ」 

「淋しいなあ」 

 と【あかべろ】は言うと、赤く長い舌を引っ込めました。 

「【あかべろ】のうしろに、なんかおるぞ」 

 ぼくが覗き込むと、懐爺は当たり前の顔で、 

「ああ、指をおしゃぶりしていますね。【あかんぼう】ですよ」 

「【あかべろ】の【あかんぼう】かのう」 

「いえ、【あかんぼう】と言うお化けです。可愛いでしょう」 

 赤い達磨（だるま）みたいで、可愛くはない。 

「指を出してみろ」 

 赤ん坊とは思われない渋い声で、【あかんぼう】が言いました。 

 ぼくが指を出そうとすると、懐爺は慌てて、 

「いけません。【あかんぼう】は人間の指をおしゃぶりして、そのまま食べてしま

うお化けです」 

「あぶないのう」 

 ぼくが指を引っ込めると、【あかんぼう】の向こうで、あかんべえをしているや

つがいる。 

 まるで顔ぜんぶが眼で、それであかんべえをするから気味が悪い。 

「けしからんのう」 

「ああ、【あかんべえ】ですか。弱虫なお化けの親分で、なんでもかんでもあかん

べえで誤魔化（ごまか）すのです」 

「そういうやつは、たいじせにゃならん」 

「たしかにそうですが、そういう人間の気持も誤魔化してしまう。だから決して退

治されないお化けです」 

「たいじできない、おばけなんか、おばけじゃない」 

 どちらにしても赤屋敷のお化けは、みんな気持悪い。 

 ぼくは懐爺に、先へ行くよう促しました。 

 

 

『青』 

 

 

 赤屋敷を通り過ぎて三分ほど行くと、とつぜん前の方が青くなっています。 

「もしかして、あおやしき、じゃあるめいな」 

 ぼくが言いました。 



「大当たりです。何も賞品は出ませんが」 

 懐爺は余計なことを言ったあとで、 

「青屋敷には、お化けのなかの王様みたいな、この世界を食い尽くす巨人、【あお

だいだらぼっち】がいますから、さっさと通り過ぎましょうか」 

 懐爺らしくない。 

 懐爺だって、お化け退治の王様ではないか。 

 そう思っていると、顔色がひどく悪いひょろひょろしたお化けが目の前に出て来

ました。 

 真直ぐに歩けないのか、よたよたふらふらしています。 

「あら、こいつもいけません。【あおびょうたん】は、顔色の悪いのを人間に染し

てしまう、放射性物質お化けなんですよ」 

「そらあいかんのう。かおいろいいのが、わしのとりえじゃ」 

「では逃げましょう」 

 そのとき、懐爺の前に立ちふさがったお化けがいます。 

 懐爺は怖い声を出して、 

「おい、【あおによし】よ。邪魔（じゃま）をするな」 

【あおによし】と呼ばれたお化けは、不満そうに、 

「【あおだいだらぼっち】様がお化けの王様なら、おれは、お化けの化石、お化け

の先祖、お化けの源泉だよ」 

 化石というか木石というか、木の板に目と口が付いたお化けです。 

「たしかにそうだが、急ぐのだ。これからまだ、黒屋敷、白屋敷に行って、烏が啼

くころには帰らないといけない」 

「そらあ、やめたほうがいいな。今日は、黒屋敷には【くろうんぼう】がいるし、

白屋敷には【しろぬりばばあ】がいるよ」 

「そんなものは、青屋敷の連中に較べれば、子供だまし、みたいなものさ」 

「そんなに誉めて頂いて恐縮。【あおだいだらぼっち】様にも伝えておくよ」 

「いまは出かけているのかい」 

「行方不明でねえ。【あおだいだらぼっち】様は、こんな狭いとこには入れないし

ねえ」 

「それもそうだね。【あおだいだらぼっち】に会ったら、いずれ退治に行くからと

伝えておくれ」 

「そんなこと伝えたら、おれは踏みつぶされて、本物の化石になっちまう」 

【あおによし】は懐爺に抱きついて笑った。 

「もう踏みつぶされた形じゃあないか」 

「これは生まれつきさ。たしかにこの躯では、【あおだいだらぼっち】様だって何

度踏みつぶしても、踏みつぶしがいがないわいな」 

 懐爺も大笑いしたが、ようやく気づいて、 

「おっと、今日の主役は金ちゃんなんだ。【あおによし】よさらば」 

 青屋敷のお化けはつまらないお化けでした。 



 

 

『黒』 

 

 

「おうい、かいじいよ。くろやしきはまだかのう」 

 腰を屈めて進んでいるので、ぼくは耐えられずに聞きました。 

「すみません。なにしろ暗い防空壕のなかの黒い屋敷ですから、なかなか」 

 懐爺は弁解口調。 

「くろやしきは、もうええ。かいじいは、こしがまがっとるからええのう」 

 ぼくは憎まれ口をたたきました。 

「そうは言っても、黒屋敷を越えないと、白屋敷には行けません。白屋敷を越えな

いと、外には出られません」 

 そうとは知らなんだ。 

「めんどうじゃのう、やっかいじゃのう」 

「少しは我慢しないとお化けには会えません」 

「わしは、あいたいあいたい、いったかのう」 

 言ったおぼえはありません。 

「さて、どうしても会いたい、と金ちゃんは言ったと思いますが、このごろ記憶力

が」 

 また弁解口調。 

「かいじいは、すぐに、きおくりょくのせいにしよる。さべつ、じゃのう」 

「差別、ですか」 

「ぼけろうじんのまねするんは、ぼけろうじんにしつれいじゃ」 

「どういう理屈なんでしょうか」 

「あしのわるいひとのまえで、あしのわるいまねをするんは、いかんぞい」 

「失礼しました」 

 懐爺が素直に謝ったので、ぼくは仕方なく後を付いて行きました。 

 でも、 

（暗いなかで黒い屋敷なんか判るのか） 

 と思いました。 

 すると先方が、黒光りしているのが見えました。 

「お待たせしました。着きましたよ」 

 なにか汚い髪の毛の塊みたいなものが見えます。 

「あれはなんじゃ」 

「あれは、人間の髪の毛を食って生きる【くろかみきり】ですよ」 

「やばいのう」 

 ぼくは頭を抱えました。 

「金ちゃんは坊主頭だから大丈夫。私も白髪だから大丈夫。【くろかみきり】は黒々



とした長い髪の毛しか食いません。たとえば隣のお姉さんとか」 

 懐爺はそう言うと、【くろかみきり】に声をかけました。 

「おうい、元気かい」 

「元気なんかないよ。最近は黒々とした長い髪の毛の人間が、ひどく少なくなって

いるからねえ」 

 と言っても、まだ茶髪が流行るずっと前の時代です。 

「少ないかねえ」 

「若い子は坊主頭かおかっぱだ。中年は男も女も短髪だ。年寄りは禿か白髪だ。お

れは、黒々とした長い髪の毛の人間が懐かしい」 

「懐かしいんじゃなくて、食いたいんだろ」 

「食欲もなくなった」 

「ならば、退治する必要もないな」 

 とつぶやいて、懐爺は黒屋敷の奥を覗きました。 

 そこに、頭から墨をかぶったみたいなお化けがいました。 

「あれが【くろぼうず】、別名【くろうんぼう】ですよ。口から吐く雲で包んで、

人間を鬱病にさせるんです」 

 懐爺が説明をしました。 

「うつびょうたあ、なんじゃ」 

「つまり、なんでもかんでもつまらなくって、面倒臭くなる病気です」 

「いまのわしが、そうじゃ」 

 と言うと、【くろうんぼう】が真黒な顔のなかの真黒な口を開いてこう言いまし

た。 

「そうなんだよ。いまの人間世界は鬱病ばかりで、おれの出番がない」 

「それはつまらんね。実につまらんな」 

 おそらくわざと、懐爺はつまらなそうに言いました。 

「それに雲を口から吐くためには、躁（そう）にならないといけないんだ」 

「それは面倒臭いね。面倒臭いと思ったら、躁になんかなれないな」 

「そうなんだ。おっとこれは洒落じゃないよ。躁でないと、洒落なんか言えない」 

「たしかに。でも曇りもあれば晴れもある。元気出しなよ」 

「ありがとう。おれはもう駄目かもしれんが」 

「お化けは駄目になってからが恐ろしいんだ」 

「そうありたいがね」 

 ぼくたちは、元気のない黒屋敷を通り過ぎました。 

 

 

『白』 

 

 

「はりあいがないのう」 



 ぼくはぼやきました。 

 赤屋敷のお化けも、青屋敷のお化けも、黒屋敷のお化けも、怖くなかった。 

「張り合いがあると、襲って来ますよ」 

「おそってこないおばけは、おばけじゃないぞい」 

「こんどの白屋敷は大丈夫です。なにしろ【しろぬりばばあ】がいますからねえ」 

「そいつは、こわいんか」 

「人間の血を吸って若返りを計るお化けですから、怖いですよ」 

「まるで、きゅうけつきじゃのう」 

「吸血鬼は若い女の血が好きですが、【しろぬりばばあ】は元気な子供の血が大好

物なんです」 

「それは、たのしみじゃのう」 

「金ちゃん、もうちっと怖がらないと、さすがのお化けも張り合いがなくなります」 

（たしかにその通り） 

 と思ったぼくは、わざと震えました。 

 そのとき前方に、白い灯りが見えました。 

「白屋敷に着きました。ええっと、【しろぬりばばあ】の姿が見えませんね」 

 その代わり、躯じゅうに白い目玉が、百あるお化けが登場しました。 

 いちいち数えたわけではありませんが、百あると感じたのです。 

 懐爺が声をかけます。 

「【しろひゃくめ】よ久し振りだな。【しろぬりばばあ】はどうした。死んじまった

のかい」 

「その通りよー。そろそろ五百歳だもん、大往生かなー」 

「おばけでも、しぬんか」 

 ぼくがそっと懐爺に聞くと、 

「おかしいですね。おうい、【しろひゃくめ】よ。まさかおまえが【しろぬりばば

あ】を見殺しにしたんじゃないだろうな」 

「おれはそういうお化けなんだから、しょうがないだろ」 

【しろひゃくめ】は情けない眼をしました。 

 情けない眼が百もあると、見ている方も情けなくなります。 

 たぶん普段は、あの百の眼力で人間を射殺すのでしょうが。 

「お化けがお化けを見殺しにするようじゃ、この世も末だな」 

「おれは世紀末（せいきまつ）お化けだものー。しょーがないでしょ」 

「しょーがない、か。子供に聞かせたくない言葉だね」 

「子供なんかどこにいるのよー」 

 懐爺はぼくを指さし、 

「ここにいるだろ、金ちゃんが」 

「ああ、そいつが有名な金ちゃんかー。金ちゃんはお化けの世界では、小さな子供

なんかじゃなーい。【あおだいだらぼっち】様とー同じ巨人じゃん」 

【あおだいだらぼっち】と同じ、と言われたぼくは嬉しくなって、 



「【あおだいだらぼっち】は、ゆくえふめいなんじゃろ。そんなものといっしょに

するない」 

「行方不明だーと。莫迦めー、【あおだいだらぼっち】様はこの白屋敷におるよん」 

「なんで、あおが、しろにおるんじゃ」 

 ぼくは文句を言いました。 

「白は白でーも、【あおだいだらぼっち】様にとっては、ここが城なんだー。とき

どきここに休息に来るんさ」 

「おばけにも、きゅうそくなんか、ひつようなんか」 

「戦士の休息って言うやつよー。【あおだいだらぼっち】様は、毎日毎日、数千数

万と人間を踏み殺しているからさー、英気を養うことが必要なんだよねー」 

「おばけが、えいごをべんきょうして、なんとする」 

「英語じゃなーい、英気だってばー」 

「ふん、どっちにしたって、おばけには、いらんじゃろ」 

 ぼくはわざと刺戟を与えました。 

あんのじょう、【しろひゃくめ】の百の眼が血走って来ました。 

「【あおだいだらぼっち】様を莫迦にすると、この【しろひゃくめ】様が承知しな

いぞー」 

 いよいよ面白くなって来ました。 

 懐爺を見ると、他人事みたいに知らんふりをしています。 

「おのれに、さまをつけるのは、ばかのしょうこじゃ。【あおだいだらぼっち】な

んかがこわくて、にんげんやっていられるかい」 

 ぼくは強がりを言いました。 

「なんだと。そんなこと言うやつを許しては、おれの立場がなーいじゃんけ」 

「めだま、いっぱいなんだから、たちばくらい、なくてもいいじゃろ」 

 ぼくは怒鳴り散らしました。  

「それ、差別じゃ。おれを莫迦にしちゃったなー」 

【しろひゃくめ】の怒りが凄いので、懐爺が心配してぼくを弁護しました。 

「金ちゃんは差別で言ったのではない。憧れとか羨望で言ったのだよ」 

 ぼくはそれが気に食わない。 

「あこがれでも、せんぼうでもねえ。ばかをばかにしたんじゃ」 

 わざとひどいことを言いました。 

 そうでもしないと、ちっとも怖くない。 

「な、な、何だとー。有名人だからってよー、目立ちたがりやがって」 

「めだちたくても、めがふたつしかないぞい」 

「く、く、口惜しーい。また莫迦にしたな。【あおだいだらぼっち】様ー、仕返し

してちょうだーい」 

 その声に白屋敷の奥で、大きく蠢（うごめ）くものがあります。 

「あ、あ、【あおだいだらぼっち】様の登場だーい。おまえたち、踏みつぶされて

お陀仏だーい」 



 すると、素早い身のこなしで飛び込んだ懐爺は、大きく蠢くものの尻のあたりに

体当たりしました。 

 とたんに、その蠢くものは蠢かなくなりました。 

「なにをしたんじゃ、かいじい」 

 ぼくは叫びました。 

「また再び眠ってもらっただけですよ」 

 懐爺はこともなげに言いました。 

 ぼくは大いにむくれて、 

「つまらん、つまらん」 

 と言いました。 

「でも、あのままでは金ちゃん、踏みつぶされてお駄仏でしたよ」 

「ふん、いちど、おだぶつになってみたいと、おもっていたんじゃ」 

 ぼくはますますむくれました。 

「死んだらもう、お化けだって見られなくなるんですよ」 

「おばけはみられんでも、おばけになるからええ」 

「いやはや、そう言われても、いやはや」 

 懐爺は困り果てた顔になりました。 

「ところで、かいじい、あれはなんじゃ」 

 眠る【あおだいだらぼっち】のそばにある、なにか小さなもの。 

「あれは【くろまね】ですよ」 

「くろまめかい、どうりでくろくて、まるくて、ちいさい」 

「黒豆ではありません。【くろまね】です」 

「やぎのふんみたいじゃのう」 

「そんなこと言ってはいけません。ほら、山羊の糞になったでしょう」 

「もともとやぎのふんじゃ。たぬきみたいにまんまるじゃ」 

「そんなこと言ってはいけません。ほら、狸になったでしょう」 

 たしかに狸になった。 

 ぼくはいたずらして、 

「たぬきというより、きつねみたいじゃのう」 

「そんなこと言ってはいけません。ほら、狐になったでしょう」 

 たしかに狐になった。 

 ぼくは調子にのって、 

「きつねというより、おおかみみたいじゃのう」 

「そんなこと言ってはいけません。ほら、狼になったでしょう。【くろまね】は形

容通りに変化するお化けなんです」 

 ぼくはますます調子にのって、 

「おおかみというより、ひょうみたいじゃのう」 

 たしかに豹になった。 

「そんなこと言ってはいけません。ほら、豹になったでしょう」 



 たしかに豹になった。 

 そして牙をむいてこちらに突進してきます。 

「金ちゃん、逃げましょう」 

「すたこらさっさ」 

 ぼくたちは豹になった【くろまね】に追い掛けられました。 

 ぼくたちは豹よりも早く逃げました。 

 

 

     ＊    ＊ 

 

 

「かいじいやい」 

「何でしょうか」 

「おばけの、そうてんねんしょくも、たいしたことないのう」 

「それなら紫屋敷に行きましょうか」 

「そこはこわいんか」 

「いえ、助平なだけです」 

「すけべえなおばけは、げひんでいやじゃ」 

「だから、色なんか付いていないほうが、品があると言ったでしょう」 

「おばけにも、すけべえがおるんか」 

「基本的にはおりません。ただ紫屋敷だけは」 

「あかあおくろしろは、ひんがあったがのう。つまらんだけじゃったのう」 

「では、引き上げましょうか」 

「もどるんか」 

「いえ、この先に出口があります」 

「とおいんか」 

「いささか。いえかなり。いえ相当に」 

「わしはべんとうもってきておらん。かいじいは、べんとうはおばけからうばえば

いいといったが、あれはどうなったんじゃ」 

「そんなこと言いましたっけ」 

「あほか」 

「惚けに阿房（あほ）と言うのは、差別ですよ」 

「そうかのう」 

「はい。それでは、この防空壕天辺（てっぺん）をぶち抜いて、そこから出ましょ

う。便利でしょう」 

「べんりというか、あんいというか」 

「ほら、穴が開きました」 

「やっぱし、あんいじゃのう」 

「それでは金ちゃん、手をつないで行きましょう」 



「いやじゃ」 

 


