
 おばけの季節【監獄篇】              陽羅義光 

 

 

 

 ホリエモン（堀江貴文）の、 

『刑務所なう。（完全版）』 

 は、最近読んだ本のなかで一番面白い読み物でした。 

 刑務所の飯が、 

「臭い飯」 

 と言われたのは、はるか昔の話でしょう。 

 毎日、朝昼夕のメニューが記されるが、私の三食よりもずっと豪華です。 

 刑務所の、ある一日のメニュー。 

 朝は、麦メシ、納豆、でんぶ、味噌汁、五目煮、オレンジ。 

 昼は、梅干し入り麦メシ、肉と根菜の味噌煮、コーン入り卵、小女子佃煮。 

 夕は、麦メシ、鶏肉照焼き、春雨スープ、じゃがいもミルク煮、ミニパン、ピー

ナッツクリーム、チーズオムレツ、コーヒー牛乳。 

 ううむ、私の好物ばかり、文句なし。 

 ただおそらく、病院食に似た味付けなんじゃなかろうか。 

 病院食は大の苦手で、私は三ヶ月の入院中に何も口に入らなかった。 

 病院内の売店でカップラーメンを買って、そればかり食べていたから十キロ痩せ

た。 

 

 それでは、ふだんの私の、ある一日のメニュー。 

 朝は、アンパン、コーヒー。 

 昼は、梅干しおにぎり、ウーロン茶。 

 夕は、きつね蕎麦、日本茶。 

 ううむ、じつはこれはいいほうです。 

 

 ホリエモンは、私の大好きな納豆とでんぶが苦手だったらしいが、克服したとの

ことです。 

 また、腎臓結石からくる血尿や痔の痛みにも苦しめられました。 

 なんだか、正岡子規の、 

『病床六尺』 

 を読んだときの読後感に似たものを感じました。 

 それでも腕立て伏せをせっせとやって、細マッチョを目指したそうです。 

 長野刑務所に二年弱入っていたが、毎週映画を観て、よくテレビも観て、花見な

んかもあるし、なんだか楽しそうな期間だった気がします。 

 楽しそうどころか、衣食住に金のかからない刑務所生活は、私に言わせれば天国

です。 



 犯罪者がこんな天国にいるのは、許されることではない。 

 こんな快適な刑務所では、夜な夜なお化けが出て、震えあがらせたほうがいい。  

 出ないなら、無理矢理でも出したほうがいい。 

 ホリエモンの本では、お化けが出て来ないが、刑務所管理者もお化けも、怠慢で

はないか。 

  

 というわけで、代りにここでお化けを出します。 

 こんどホリエモンが刑務所に入ったときは、これらのお化けが活躍することを祈

ります。 

 

                     禿光山人 拝  

 

      ＊    ＊ 

 

 

 日曜の昼下がり、ぼくと懐爺は珍しくひなたぼっこです。 

 祠の裏の竹薮の後ろが、ちいさな丘になっていて、雑草にまじって野草が、色と

りどりの花を咲かせています。 

 懐爺がひとつひとつ、花の名前を教えてくれました。 

 こんなのどかな時間は、なかなかあるもんじゃない。 

 懐爺は、居眠りなんかしないで、ぼくにつきあってくれてくれています。 

 ぼくは、この機会に、見たこともない父親のことを聞きたいと考えました。 

 懐爺は、ぼくの父親をよく知っています。 

 懐爺はきっと、ぼくの父親から、ぼくのことを頼まれたのです。 

 そうでなければ、家族以上にこれほど面倒を見てくれるわけはありません。 

 ぼくが思いきって聞いてみると、懐爺は懐かしそうに目を細めます。 

「あんな人はめったにいませんね」 

「あんなひとたあ、どんなひとじゃ」 

「たとえば乞食なんかを見ると、見て見ぬふりができなくて、お金を恵んだりする」 

「そらあ、わしだってやるわい」 

「そのせいで、自分はしばらくお粥しか食べられなかったりします」 

「そらあ、こまるのう。いいうんこが、でないからのう」 

「たとえば貧乏な人が、お金を借りにきたりすると、有り金を渡してしまう」 

「そらあ、わしだってやるわい」 

「そのせいで、自分はしばらくお粥すら食べられなかったりします」 

「そらあ、こまるのう。おならも、でなくなるからのう」 

「けれどもお父さんは、愚痴も弱音もはきません」 

「わしのおとんは、ぶしなのかのう」 

「武士は食わねど高楊枝（たかようじ）、ですか。ええ、すくなくとも武士の魂を



持った人でしたね」 

「わしのおとんは、なにしとった、ひとなのかい」 

「おやまあ、お母さんから聞いていないんですか」 

「おかんは、おとんのはなしになると、なきだして、はなしにならんのじゃ」 

「そうですか。じつはお父さんは、作家でした」 

「あの、あしでけるやつか」 

「あれは蹴球（しゅうきゅう）。お父さんは反骨的な作家でした」 

「はんこつって、がいこつの、なかまかい」 

「つまり、日本の政治や社会を批判する作家です」 

「どうして、そんなこと、するんかのう」 

「それはいろいろ理由がありますが、日本は貧乏な人が多すぎるからです。そして

貧乏な人に対して、政治や社会が冷たいからです」 

「それでおとんは、さっかで、かねかせげたんかのう」 

「町の小さな出版社の社長が、お父さんの支援者というか信奉者でしてね。 

 そこで本を出すんですが、売れません。 

 それでも社長は売れたと言って、幾許（いくばく）かの金をお父さんに渡したそ

うです」 

「なるほどのう、それでうちは、くっておったんかのう」 

「ところが、その社長が裏切りましてね。 

 お父さんに暴行され、金を強請（ゆす）り取られたと。 

 それで裁判になったんですが、お父さんは一切、弁解しなかったのです」 

「して、おとんはどうなった」 

「実刑三年の判決が出て、刑務所に入りました」 

「して、おとんはどうなった」 

「刑務所で亡くなりました」 

「じさつ、したんか」 

「金ちゃんがお母さんのお腹にいるのに、自殺なんかしませんよ。 

 もともと重い病気だったのですが、辛抱強いせいで、亡くなる結果となったので

す」  

「そうか、がまんは、せんがええのう」 

「お父さんは武士の魂を持った人ですから、仕方ありません」 

「でも、しゃちょうはなぜに、そんなことを」 

「偉大な作家だと信奉していたわけですが、それで支援もしていたのですが。 

 出版社の社長にとっては、いつまで経っても売れない作家は、やはり偉大とは言

えないわけです。 

 こんなはずではなかった、信奉し続けた自分の見る目が狂っていた。 

 せめていままで貢いだ分だけでも取り戻さないと、というのが社長の魂胆です。 

 取り戻すことができなければ、監獄に入れないと気が済まなかった。 

 お父さんは裏切られたけれども、いままで社長のおかげで生計がたっていた、と



考えたわけです。 

 あの社長の虚偽（きょぎ）を暴露（ばくろ）して、社長を社会から抹殺（まっさ

つ）することなんか、お父さんの頭にはまったくなかったのです」 

「ううむ、むずかしいのう」 

「はい、大変難しい問題なのです。 

 売れない本を出し続ければ、出版社はつぶれます。 

 お父さんは自費出版する余裕なんかありませんから、日本の社会では本を出せな

いはずの人なのです。 

 社会を批判する作家の本を、社会が積極的に出すなんて矛盾（むじゅん）ですか

らね。 

 お父さんは矛盾を生きた作家でした」 

「どうすれば、よかったのかのう」 

「同じ言い方で、お父さんから相談されたことがあります」 

「おとんが、かいじいに、そうだんのう」 

「はい、刑務所に入ったときに、面会に行きましたら、お父さんは、どうすればよ

かったのかのう、とわたしに尋ねました」 

「して、かいじいは」 

「はい、これでよかったのです、と答えました。 

 刑務所に入ったけれど、数冊の本は残ったのですから。 

 お父さんはひとこと、ありがとうと言いました」 

「おとんの、ほんを、よみたいのう」 

「お父さんの本は、大人でも難しい。 

 売れない本だから、村の図書館にも置いていない。 

 きわめて反体制の本だから、町の図書館にも置いていない」 

「どこで、よめるんじゃ」 

「お父さんの昔の仲間が、町で貸本屋をやっています。 

 だれも借りませんから、そこにはいつでもあります。 

 金ちゃんが大人になったら、そこに連れてってあげます」 

「まちどおしいのう、まてんのう」 

「でも金ちゃんなら、あと五年も経てば読めるようになるでしょう」 

「あと、ごねんか。それまでは、おばけのほんで、がまんするかのう」 

「お父さんの本も、いわばお化けの本です。 

 政治というお化け、社会というお化け、人間というお化けと格闘した本です」 

「わしも、おばけというおばけと、かくとうした、ほんを、いつかだしたいのう」 

「それを出したら売れます。 

 すくなくともお父さんの本よりは」 

「おとんは、かんごくで、しぬまで、なにをやっとんたんか」 

「やはりお化けとの格闘でしょうか」 

「そういえば、かんごくに、おばけはでるんか」 



「わたしも実は刑務所に入っていたことがあるんですが、出ました出ました」 

「かいじいは、なにをしたんじゃ」 

「それは長くなりますから、いずれ村長にでも聞いてください。 

 わたしの話よりも、お化けの話を早く聞きたいでしょう」 

「にげるんか」 

「逃げたくとも、どこに逃げたらいいのでしょう」 

「それも、そうじゃな」 

「刑務所のお化けの話、聞きますか」 

「あたりまえじゃ」 

  

 

     ＊    ＊ 

 

 

「まずわたしが遭遇したのは、刑務所の食事を奪うお化けでした。 

 わたしは食事中も物思いに耽ったものですから、気づくと食器が空になっていま

した。 

 独房でしたから、他の囚人に奪われることはないので、最初は鼠かと思いました。 

 あるとき、物思いに耽っているふりをして、食器を眺めておりますとね、掌に入

るくらいのちいさな生き物が、わたしの食器を漁っているではありませんか。 

 いえ、動物ではありません、人間の形をしたものでしたが、口だけが莫迦に大き

い。 

 ちいさな身体ですが、その半分は口といった妙なお化けで、おいおまえはだれじ

ゃと聞くと、【くさいめし】じゃと答えました。 

 それからも【くさいめし】は、三食ごとにやってきましたが、わたしもすこしは

食べないと餓死しますから、さっさと半分だけ食べて、半分を【くさいめし】のた

めにとっておきました。 

 ところがそれから数日して、【くさいめし】は現れなくなりました。 

 いつまで待っても現れないものですから、【くさいめし】は臭い飯のせいで、赤

痢にでもなって死んでしまったのだろうと考えました」 

 

 

      ＊    ＊ 

 

 

「次に遭遇したのは【にせかんしゅ】でした。 

 もちろんわたしは、本物だと思って言うことを聞いていたのですが、ときどき妙

なことを言うのでした。 

 おしりを見せろとか、ちんぽこを見せろとか。 



 なるほど、わたしが脱獄を計画していると疑って、脱獄用の器具を、下半身に隠

し持っているのではと思っているのか。 

 わたしは看守の命令ですから従いましたが、これからは命令されなくとも、足音

が聞こえたら用意しておけと言うのでした。 

 しかたなくわたしは看守の足音が聞こえると、下半身裸になって待っていました

ら、あるときおまえなにしとるんだと怒鳴られました。 

 そこでようやく、あああいつは【にせかんしゅ】でこいつが本物の看守かと気づ

いたのでした。 

 それでもう足音が聞こえてもしらんふりをしていましたが、あるときおまえ命令

がきけんのかと怒鳴られまして、ああこんどは本物ではなく【にせかんしゅ】がや

ってきたのかと。 

 それからは、なんとか足音の微妙な響きで、本物の看守と【にせかんしゅ】とを

聞き分けること成功しましたが、いやはや面倒なことでしたね」 

 

 

       ＊    ＊ 

 

 

「独房の掃除は、三日に一度でしたが、便器を掃除するのは毎日就寝前の作業でし

た。 

 わたしは便器掃除は嫌いなほうではありませんでしたが、わたしよりそれが大好

きなやつがいるようで、わたしがいざ掃除しようとすると、すでにだれかが掃除を

していて、ぴかぴかになっていました。 

 わたしが夢遊病にでもなってやったのかと思いましたが、わたしはどうやっても

こんなにぴかぴかになりません。 

 あるときわたしは、ちょいといたずらをして、ぴかぴかにされた便器をわざとす

ぐに汚してみました。 

 すると、なにするんじゃと現れたのは、何と言いましょうか、まるで束子（たわ

し）そっくりのお化け。 

 そうして再びぴかぴかに磨いたのでした。 

 わたしはそいつを【べんきそうじ】と名づけましたが、やつは【ぴかぴかくん】

にしてくれとさかんに言っていましたね。 

 ともかくやつのおかげで、わたしは刑務所の係官に何度もほめられたものでした。 

【べんきそうじ】いや【ぴかぴかくん】は、どうしても賞状が欲しいと言っていま

したが、囚人が賞状をもらえるわけもない。 

 わたしは自家製の賞状を作って、やつに進呈しましたら、その喜びは半端ではな

かったですね。 

 ええ、わたしも何千何万のお化けを知っていますが、賞状を欲しがるお化けは【ぴ

かぴかくん】だけですね」 



 

 

     ＊    ＊ 

 

 

「このお化けは、すぐにお化けだとわかりましたよ。 

 なぜなら登場したときに自分から、おれは【たいそうおばけ】とか【けんこうお

ばけ】とか呼ばれているもんじゃと告白しましたからね。 

 それはともかくこのお化けがやったこととは、わたしに健康体操を教えてくれた

ことです。 

 なにせ刑務所暮らしは、どうしても運動不足になりますから。 

 わたしは独房で、このお化けの指導で身体を動かし続けました。 

 おかげで病気ひとつすることなく出所の日を迎えたわけですが、やつに何かお礼

をしたいと言うと、やつは照れながらも、お礼はいいから娑婆（しゃば）でこの健

康体操を広めてほしいと。 

 もちろんわたしは、せっせと広めたつもりですけれど、何となく動きがいやらし

くて、つまりその男と女の夜の、まあ昼でも問題はありませんが、営みを連想する

ものでして。 

 したがって、やつの願いを叶えてやることはできませんでしたが、努力だけは認

めてくれたと思いますよ」 

 

 

    ＊    ＊ 

 

 

「ええ、わたしは脱獄（だつごく）なんて、毛ほども思ってはいませんでしたがね。 

 あるとき、【だつごくおばけ】がわたしの耳元で、脱獄せい脱獄せい脱獄せんと

死刑じゃと囁（ささや）くんですよ。 

 わたしは死刑判決を受けたわけではなかったので、はじめはほうっておいたので

すが、しょっちゅう脱獄せい脱獄せい脱獄せんと死刑じゃと囁かれると、どうした

わけかその気になってきまして。 

 頭のなかが脱獄の想念でいっぱいになる。 

 その【だつごくおばけ】の姿が見えると別なんでしょうが、なにしろ声だけで囁

くんですから、押し倒すこともできません。 

 そのうち看守が、おまえ脱獄脱獄と口走ってばかりおるが、やれるもんならやっ

てみろと。 

 いえいえわたしは口ばかりの人間ですから、と誤魔化しましたが、刑期が延びる

んじゃないかと、正直冷汗ものでした。 

 それにしても、囁き戦術というものはじつに効果的だと、身を持って確信しまし



たね」 

 

 

      ＊    ＊ 

 

 

「独房を出ると、風呂介助（ふろかいじょ）、というものがありましてね。 

 つまり、高齢などで身体がきかなくなった仲間の、入浴を助けるのです。 

 これは当然わたしもやりましたが、あるときお風呂のお化けが文句をつけてきま

した。 

 こいつは風呂のなかで、うんこやおしっこをするから困る、おれは便所じゃない

んだ、というわけです。 

 そこでわたしはこのお化けに、こう言いました。 

 君は、君が風呂だと思い込んでいるからそう言うので、【べんじょぶろ】だと思

い込めば文句はないんじゃないかと。 

 するとこのお化けは、なるほどおれは【べんじょぶろ】であったか、それならし

かたないなと、もう文句はつけなくなりましたね。 

 人間もそうですが、自分が偉いと思い込んでいる人ほど、他人に文句ばかり言う

んです。 

 自分がつまらん存在だと思い込んでいる人は、他人に文句なんか言わないもので

す」 

 

 

      ＊    ＊ 

 

 

「独房から出て、一番困ったのは、同室の同性愛者ですね。 

 わたしの入った室には、【おかまほりえもん】と呼ばれているお化けがいました。 

 みんな犠牲（ぎせい）になっていて、わたしも覚悟はあったのですけれど、なに

しろ痔（ぢ）が悪くて、もしも【おかまほりえもん】にやられたら、歩けなくなる

か出血多量で死んでしまうか。 

 ですから必死で逃げ回っていたんですがね、あるときがしーんとつかまってしま

って、もう駄目だと観念したら、その【おかまほりえもん】をねらっていた【おか

まほりえもんほり】というお化けが登場して、【おかまほりえもん】を襲ったので

す。 

 わたしはその間に、まんまと逃げることができましたが、それからは刑務所の主

任にお願いして、室を代えてもらいましたね。 

 もちろん痔さえ悪くなければ、なんでも経験ですからね」 

 



 

     ＊    ＊ 

 

 

「刑務所ではいつも清潔にして、いえ、させられていましたね。 

 信じられないでしょうが、清潔の度合いからすれば、いまよりも百倍は清潔でし

たよ。 

 散髪（さんぱつ）もやってくれますが、我ながらひとつだけむさくるしいところ

があって、それは鼻の穴でした。 

 わたしの場合はもともと鼻毛がのびやすいんですが、その上に【はなげおばけ】

に狙われましたから、のびるのびる、鼻毛で首が吊れるくらいのびたもんです。 

 看守がびっくりして、わたしの鼻毛をぢょきんと切るのですが、翌日にはもうの

びている。 

 わたしは【はなげおばけ】に、勘弁（かんべん）してくれと頼んだのですが、勘

弁ならんと。 

 どうして勘弁してくれないのかと聞くと、おまえは昔、ある少女に向かって鼻毛

がのびていると言っただろう、そのせいで少女は自殺しただろう、おれはその少女

の鼻毛の化身じゃと答えました。 

 ああ、それならわたしじゃないあいつだ、と解りました。 

 でも、そのあいつの名前を教えたら、あいつが【はなげおばけ】にやられると考

えたので、悪いことをした反省する、出所したら毎日少女のお墓に手を合わせるか

らと約束しました。 

 ええ、それからはわたしの鼻毛はまったくのびません。 

 はあ、毎日少女のお墓に手を合わせる約束なら、いまでもちゃーんとやっていま

すよ。 

 たまたま、この祠の奥の竹薮に少女のお墓があるんです。 

 わたしは祠のなかで毎日、祠神（ほこらがみ）に手を合わせていますから、同時

に少女のお墓に手を合わせることになります」 

   


