
 おばけの季節【水木篇】             陽羅 義光 

 

 

 

 お化けに関して、文学の世界では何と言っても小泉八雲です。 

 文学の世界、ではなく、世界の文学となると、個人的にはフランケンシュタイン

と吸血鬼と狼男が好きですね。 

 さて漫画となると、お化け漫画となると、日本が世界一。 

 従って、水木しげるが王様です。 

 いま手元に、水木しげるの、 

『決定版／日本妖怪大全』 

 がありますが、この分厚い本には、千ちかいお化け（なかには神さまも）が紹介

されています。 

『おばけの季節』 

 も遠からず千ちかいお化けが登場することになりますが、半分は作者が勝手に創

り出したお化けです。 

 それに具体性にかけては、文字は漫画に適わない。 

 お化けに具体性が必要かとなると、これが必要なんですね。 

 なぜって、足があるのかないのか、目玉があるのかないのか、あるならいくつな

のか、そう言うことが大切だからです。 

 外国のことは知りませんが、日本の作家もお化けのことをもっと勉強する必要が

あります。 

 それには、 

『日本霊異記』 

 や、 

『怪談』 

 などよりも、 

『日本妖怪大全』 

 の方が手っ取り早い気がします。 

 

 そう言えば、内田百間（うちだ・ひゃっけん）の、 

『件（くだん）』 

 や、稲垣足穂（いながき・たるほ）の、 

『山ン本五郎左衛門』 

 を、お化けをよく知らない作家や文芸評論家は、作者が独自に創り出したキャラ

クターだと勘違いしていますが、これらは昔からいるお化けなのです。 

 そのお化けを換骨奪胎（かんこつだったい）して、見事に小説化したわけなので

す。 

 作品評を書く場合は、こんなみっともないことになる可能性があるから、充分気



をつけないといけない。 

 

 さて今回は、 

『決定版／日本妖怪大全』 

 から引っ張り出したお化けを紹介しますが、すでに紹介したものもあるし、キャ

ラクターではないお化けもありますから、特別に印象に残ったユニークなもの（格

別お化けの名前かな）を紹介したいと思います。 

 どんなにユニークでも、懐爺が知らないと言うことはありませんからご心配なく。 

 そうそう、 

【水木篇】 

 とは、水木しげるの水木であって、水の霊や木のお化けではありません。 

 個人的には、水木しげるの漫画では、 

『ヒットラー』 

 を高く評価していますが、魅力的なお化けがいっぱい登場する、 

『ゲゲゲの鬼太郎』 

 を格別大好きです。 

 水木サンのおかげで、お化け好きはお化けを学び、お化けを愉しむことができる

わけで、ありがたいことではありませんか。 

 残念ながら水木さんは近年亡くなりましたが、水木さんは水木さんの本に登場す

るお化けになって、そのうち出て来る気がします。 

 そう愛読者に思わせるのは、水木さんのお化けもびっくりのお手柄ではありませ

んか。 

 

                         禿光山人 拝 

 

 

      ＊    ＊ 

 

 

 あるとき祠の近くを通ると、懐爺に声をかけられました。 

「金ちゃん、どこに行くんですかあ」 

 懐爺のほうからぼくに声がかかるのは、めったにないことですから、ぼくは立ち

止まりました。 

「まちにのう、かしほんや、ゆうもんができたんじゃ。そこでのう、みずきしげる

の、はかばのきたろうが、にんきじゃいう、うわさがあってのう」 

 すると懐爺から意外な言葉が。 

「水木さんの、 

『墓場の鬼太郎』 

 なら、わたしが持っていますよ」 



「げげげ。ほんまかいな」 

 ぼくは歓喜の叫び。 

 貸本屋の漫画本は借りられている場合が多いのです。 

「ほんまです。どこかの子供が町の貸本屋で借りて読んでいたのを、母親がこんな

忌（いま）わしいものを読むなんてと、裏の竹薮に捨てたのです。それを拾って保

管しています」 

「かいじいよ、みていたようなこと、いうのう」 

「見ていたんですよ。その母親があれこれ愚痴（ぐち）りながら捨てるところを」 

「かしほんやに、かえさんで、ええのか」 

「貸本屋には無くしたと言って弁償したそうですから、問題ないでしょう」 

「ならば、それをわしにかせや」 

 言わなくても貸してくれると思っていますが、一応。 

「三冊ありますから、一冊十円として計三十円いただきます」 

 げげげ。 

「かいじいは、いつから、かしほんやになったんじゃ」 

「冗談ですよ。これは金ちゃんに差し上げます」 

 ほっとしました。 

「すまんのう。ならば、おれいに、これから、かいじいのはなしをきいてやろう」 

「聞いてくれるのは、どんな話ですか」 

「はなすほんにんが、そんなこときくなんて、ありえないのう」 

「それなら折角（せっかく）ですから、水木さんの本のなかで、水木さんが紹介し

ている珍しいお化けについて話しましょう」 

 それは面白いにちがいない。 

「どうめずらしいんじゃ」 

「お化けの名前が珍しい」 

「それだけか」 

「今の処は」 

「いまじゃなければ、どうなんじゃ」 

「つまりその、今は珍しくとも、百年先にはだれでも知っている、有名なお化けに

なる可能性があると言うことです」 

「それはないのう」 

 ぼくは異議をとなえました。 

「どうしてですか、金ちゃん。断定（だんてい）なんかしちゃって」 

「ひゃくねんさきには、おばけなんかしんじてる、にんげんは、ひとりもおらんじ

ゃろうから」 

 ほんとにそう思っていました。 

「それは淋しい。そんな淋しい世の中になるんなら、お化けがただではおきません

よ」 

「そんなもんかのう。おばけはただじゃおもうがのう」 



「賭けてもいいですよ。わたしは百年経とうが千年経とうが、お化けは消滅しない

と考えています」 

 懐爺の言葉には熱がこもっていて、あつい、あつい。 

「そらあ、わしもそうおもいたいが、だめじゃろうのう」 

「どうして駄目なんですか」 

「そのときには、かいじいがおらんからじゃ。おばけたいじのせんもんかが、おら

んよのなかに、おばけがいるわけがなかろう」 

「金ちゃんは、わたしが不死身（ふじみ）であることを、信じないのですか」 

「しんじたいがのう。しんじたいが、かいじいは、あうたんびに、がいこつみたい

になってくるから、しんぱいなんじゃ」 

 ぼくは正直に言いました。 

「わたしが骸骨みたいなのは、死にそうだからではなく、食べるものがないからで

す。屁も出ません。さすがに霞（かすみ）だけでは腹がすきます」 

「そんなことは、へでもねえ。いますぐ、なんかくえるもん、もってくるから、ま

っとれや」 

「待ってまーす。何とかしてくださーい」 

 と懐爺が言うから、何とかしたいが、家に戻るのは面倒です。 

 それに家に戻っても、たぶん食べ物がない。 

 そこで近くの畑で、大根を一本引っこ抜いて戻りました。 

 隣のお姉さんの足に似た、長く形のいい大根です。 

「金ちゃん、この見事な大根はもしかして、大根づくりの名人、山田さんの畑のも

のではありませんか」 

 懐爺は食べようとしません。 

「もともとちきゅうは、だれのもんでもない。だから、おれのとちなんていうひと

は、がめついか、かんちがいしているのだ。かいじい、まえにそういっとったな」 

「それはそうですが、畑を耕し、大根を育てたのは山田さんですよ」 

「やまだのはたけを、たがやすのんは、わしもてつだったぞい。やまだはけちじゃ

から、そのだちんを、まだもらっとらん。だいこんいっぽんで、おつりなしじゃ」 

「そうですか。それで安心しました」 

 安心していいものかどうか、それはぼくの責任ではありません。 

 懐爺は泥付きの大根にかぶりつきました。 

「美味しい、美味しい」 

「あらわんでええのか」 

「洗ったら泥の味が消えます」 

 なるほど、とぼくは納得しました。 

 

 大根一本、時間をかけて丸丸食べ尽くしてから、懐爺はようやく話しはじめまし

た。 

 



 

      ＊     ＊ 

 

 

 まずはわたしの好みで、 

【あまのざこ（天逆毎）】 

 と言うお化けから紹介しましょう。 

 妙な名ですが、何かに似ていやしませんか。 

 そう、その通り、天の邪鬼（あまのじゃく）ですね。 

 じっさい、 

【あまのざこ】 

 は、 

「天の邪鬼の祖先」 

 とも言うべき妖怪なのです。 

 このお化けは体は人だが、頭は獣。 

 逆に、体は獣で頭が人の怪獣は多くいますが、体が人で頭が獣と言うのは珍しい

んです。 

 まあ、人が怖いお面をかぶったようなもんですがね。 

 どんな獣かって。 

 鼻も耳も牙も長い。 

 それなのに、気だけは短い。 

 気性が烈しく、何でもあべこべにしないと気が済まない、天の邪鬼です。 

 このお化けに就いてはもっと喋りたいんですが、他に紹介したいお化けが目白押

しなので、このくらいにしますね。 

 

 

 それでは、頭が人のお化けのなかから、代表的なものをひとつ紹介しますね。 

 それは、体が鳥のお化けで、 

【いづまでん（以津真天）】 

 と言います。 

 巨大な怪鳥で、翼が五米もあると言われています。 

 口から炎を吐く、獰猛（どうもう）なお化けです。 

 やっぱり変な名ですが、なぜならその鳴き声が、 

「いつまで、いつまで」 

 と聞こえるからです。 

 これは、死体をいつまでも放っておくことに怒っているのです。 

 墓場の鬼太郎が、死体を墓場で埋葬（まいそう）してくれれば、おとなしくなる

でしょうね。 

 



 

 同じく、これも口から炎を吐く、人面の鳥のお化けに、 

【おんもらき（陰摩羅鬼）】 

 がいます。 

 屍の気が変化すると、この怪鳥になると言われていますが、漢字にするとまがま

がしい感じなんですが、なにか、 

【おんもらき】 

 なんて、 

「おもらし」 

 みたいな名ですねえ。 

 

 

 これもわたしの好きな、好きなと言っても名だけの話ですが、それは、 

【たにぐく（多爾具久）】 

 です。 

 なかなかの名でしょう。 

 はい、蝦蟇のお化けですね。 

 蝦蟇は、山の精を食べているので、蝦蟇を食べると仙人になると言われています

が、憑かれると、目や耳を悪くされ、髪を毟り取られて禿になったりもします。 

 えっ、わたしが、 

【たにぐぐ】 

 に憑かれているですって。 

 わたしのは単なる禿ですよ。 

 

 

 さてと、前に金ちゃんも、中川で釣りをしていて、見かけたことがあるって言っ

ていたでしょう。 

 河童に似ていて河童でない、口が河童の十倍くらいあって、歯がぎざぎざのお化

け、あれは、 

【がんぎこぞう（雁木小僧）】 

 って言うんです。 

 ごぞんじのように、岸辺にいて魚を頭からばりばりと食べます。 

 金ちゃんは、 

「見事な食べっぷり」 

 って言っていましたっけね。 

【がんぎこぞう】 

 の雁木とは、雁の行列みたいにぎざぎざの形をしたものを言うんですが、このお

化けはごぞんじの通り、歯が雁木みたいなので、そう呼ばれています。 

 もともと雁木とは、人の気づかない所に出ていて邪魔になる棒を言いますから、



このお化けも釣りなどの邪魔になるんでしょうね。 

 

 

 これも、金ちゃんなら遭ったことがあるでしょう。 

 便所の神さま、 

【かんばりにゅうどう（加牟波理入道）】 

 さま。 

 便所つまり厠の神さまですから、 

「厠神（かわやがみ）」 

 で、 

「紫姑神（しこじん）」 

 とも言います。 

 大晦日の夜、便所である言葉を唱えると、一年間は便所で妖怪を見ないと言われ

ていますから、今年の大晦日の夜は、やってみたらいかがでしょう。 

 その言葉は、 

「かんばりにゅうどう、ほととぎす」 

 です。 

「かんばりにゅうどう、ほととぎす」 

「かんばりにゅうどう、ほととぎす」 

 

 覚えておいてください。 

 いやいや、お化け好きの金ちゃんは、やっぱりやらないほうがいいでしょうね。 

 

 

 もうひとつ入道のお化け、 

【ひまむし入道（火間虫入道）】 

 を紹介します。 

「○○坊主」 

 とか、 

「○○入道」 

 なんてお化けが多いのは、お坊さんは山に住むし、頭がつるつるなので、世俗の

人たちにはお化けに見えたのでしょうね。 

 もちろんわたしの推測ですが。 

 いずれにしても、入道いろいろですが、なかでもこのお化けがかくべつに面白い。 

 生前のらくらなまけてばかりいた人が、死ぬとこのお化けになったりして、灯油

をなめて、夜なべを邪魔するんです。 

 ある地方では訛って、 

「へまむし」 

 と言うそうで、へまむしとは、 



「へのへのもへじ」 

 と同じで、人の顔を描く遊技です。 

 

 

【ぢおうせんび（地黄煎火）】 

 は、ちょっと説明しにくいお化けですね。 

 昔ある商人が、 

「膝頭松」 

 と言う大木の根元で、 

「地黄煎」 

 と言う名の一種の煎餅（穀物の粉と薬草を混ぜたもの）を売っていましたが、盗

賊に殺された。 

 どうして膝頭松なのか、どうして地黄煎を売っていたのかはよく解りませんが、

盗賊にやられたのだから、この商売はよほど儲かっていたのでしょうかね。 

 ともかく殺されたその怨みで、この松のところから陰火となって飛翔するように

なったと言われています。 

「陰火」 

 と言うのは、熱くない火のことですから、 

「人魂」 

 なんじゃないかと、わたしは思うんですがね。 

 水木さんの本によると、人魂とは別のものらしいんですが、似てはいますよね。 

 

 

 金ちゃんの好きな、 

「文福茶釜（ぶんぶくちゃがま）」 

 は狸の魔法のお釜ですが、  

【ぜんふしょう（禅釜尚）】 

 が、 

「お釜のお化けの元祖」 

 と言われています。 

 武器を持っているから、人間を襲うのでしょうが、少なくともわたしは、襲って

いるところを見たことはありません。 

 吉凶を占う、 

「吉備津（きびつ）のお釜占い」 

 があるように、昔から器物のなかでもお釜は神聖なものと言われていますから、 

【ぜんふしょう】 

 も神聖なお化けなんでしょうよ。 

 

 



【そとばこまち（卒塔婆小町）】 

 とか、 

「小野小町（おののこまち）」 

 とかは、聞いたことがあるでしょう。 

 そうそう、金ちゃんは、 

「百人一首」 

 が得意でしたものね。 

「花のいろはうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに」 

 有名な歌人で有名な美女であった小野小町も、晩年は落ちぶれて、流浪の果てに

野たれ死にして髑髏になりました。 

 その髑髏の目の穴からすすきが生えている。 

 それが恐ろしい、 

【そとばこまち】 

 風が吹くたび、 

「あなめ、あなめ」 

 と聴こえるのは、小町が、 

「穴なし」 

 だったと言う噂のせいでしょうか。 

 はい、この穴とは、女性だけにある穴のことです。 

 

 

 小町と言えば、思い出すのが、  

【つのはんぞう（角盥漱）】 

 ですね。 

「角盥」 

 とは、漆塗りの角のついた小さな盥で、手荒いや口すすぎなどに利用したものは、

夏目漱石の〈漱〉、つまり〈すすぐ〉を付けて、 

「角盥漱」 

 と呼ばれました。 

 小町は大友黒主と言う歌人と歌を競っていましたが、あるとき黒主の歌を盗作だ

といちゃもんをつけました。 信じられない周りの歌人たちを前に、小町が、 

「角盥漱」 

 にその歌の草紙を入れて洗うと、不思議なことに文字が消えたので、黒主の盗作

がばれたと言われています。 

 そこから、 

【つのはんぞう】 

 のお化け性が言われて来たのだと思われます。 

 

 



 最後になりますが、女のお化けと言えば、 

【ねねこがっぱ（祢々子河童）】 

 ですかね。 

 大川にも出て来る女河童ですが、暴れ者で関東の河童の親分。 

 子供を川に引き込んだり、大好物の胡瓜畑を荒らしたり悪さばかりしています。 

 金ちゃんはよく河童に出会っていますが、 

【ねねこがっぱ】 

 は少年にはいたずらしませんから、これにはたぶんまだ出会っていないでしょう。 

 

 むかし或る侍に掴まって、 

「許してくれれば、切り傷の妙薬の秘法を教える」 

 と言いました。 

 ですからその侍は、戦いでいくら深い傷を負っても大丈夫だったのです。 

 わたしたちもいずれつかまえて、切り傷の妙薬の秘法を教えてもらいましょうね。 

 

  

        ＊    ＊ 

 

 

 話を終えた懐爺が、 

「いかがですか、金ちゃん。お気に入りのお化けはおりましたでしょうか。 

 出会ってみたいお化けはおりましたでしょうか」 

 鼻の穴をふくらませて言いました。 

「おるおる」 

 ぼくがそう言うと、もっと鼻の穴がふくらみました。 

 水木さんのお手柄なのに、自分のお手柄みたいな顔をしています。 

「参考までに、三つ挙げてみてください」 

 何の参考か解らなかったが、ぼくはすぐに三つ挙げました。 

「がまのおばけ、 

【たにぐく】 

 と、べんじょのかみさま、 

【かんばりにゅうどう】 

 と、かんとうのかっぱのおやぶん、 

【ねねこがっぱ】 

 じゃ。 

 しかし、わからんことがある」 

「何でしょう」 

「【たにぐく】 

 の〈に〉たあ、どういういみじゃ」 



「【多爾具久】 

 の、 

〈爾〉 

 とは、もともと、 

〈そうである〉 

 と言う意味ですね。でもわたしは、 

〈爾〉 

 が、 

〈雨〉 

 に似ているせいだと勝手に考えています。たくさん雨が降ると蝦蟇は悦びますか

らねえ」 

「なっとくいかんが、まあええか。ならば、 

【かんばりにゅうどう】 

 の、 

〈ほととぎす〉 

 たあ、どういういみじゃ。 

 わしはいぜん、みたことはあったが、ほととぎすたあ、いわなんだ」 

「そうですねえ、時鳥（ほととぎす）は血を吐くほど鳴くでしょう。【加牟波理入

道】 

 だって、便所で血を吐くのは厭（いや）なんじゃないでしょうか」 

「なっとくいかんが、まあええか。ならば、 

【ねねこがっぱ】 

 はどうして、 

〈きりきずのみょうやくのひほう〉 

 をしっとるんじゃ」 

「それはつまり、 

【祢々子河童】 

 だからですよ。たとえば金ちゃんは知らないでしょう。わたしも知らないし、隣

のお姉さんも知らない。 

【多爾具久】 

 だって、 

【加牟波理入道】 

 だって知らないと思いますよ。 

【祢々子河童】 

 だけが知っているんですよ」 

「なっとくいかんが、まあいいか」 

 ぼくは水木さんに感謝しつつ、懐爺から、 

『墓場の鬼太郎』 

 をもらって帰りました。 


