
  おばけの季節【山怪篇】               陽羅義光 

 

 

 カメラマンの田中康弘のフィールドワーク、 

『山怪』 

 の広告が新聞に載ったので、早速書店に行きました。 

 本を買うお金がないのでいつもは図書館を利用するのですが、戴いた図書券があ

ったのです。 

『おばけの季節』 

 でも、いくつか、 

「山怪」 

 が出て来たはずですが、山怪でまとめてはいない。 

 ここは、この本に触発されてまた怖い話を書かなければと、一念発起（いちねん

ほっき）しました。 

 大袈裟な言い方ですが、毎度一念発起しているのであります。 

  

 少なくとも私にとっては、名著と言う他はない、 

『山怪』 

 のプロローグにこうあります。 

 

【日本の山には何かがいる。 

 生物なのか非生物なのか、固体なのか気体なのか、見えるのか見えないのか。 

 まったくもってはっきりとはしないが、何かがいる。 

 その何かは、古今東西さまざまな形で現れ、老若男女を脅かす。 

 誰もが存在を認めているが、それが何かは誰にも分からない。 

 敢えてその名を問われれば、山怪と答えるしかないのである】 

 

 なるほど。 

 私はこの物語で、お化けに必ず名前を付けるのですが（実際は懐爺が独断と偏見

で勝手に付けてしまうのですが）これから書く山怪に就いては、それをやめます。 

 山怪は、 

「名づけ得ぬモノ」 

 であるらしいので。 

 

 相変わらず捏造（ねつぞう）した話もありますが、ほとんどは私が実際体験した

話です。 

    

 それでは、 

【山怪篇】 



 の、はじまりはじまり。 

 

                        禿光山人 拝 

 

      ● 

 

 夏休みになると、ぼくと完ちゃんは、よく山に行きました。 

 たまには冬休みにも行きましたが、想い出しただけで凍（こご）える気分になる

ので、ここでは省略（しょうりゃく）します。 

 山は遊び場であると共に、ぼくたちの稼ぎ場でもあったのです。 

 ぼくの村には大山、中山、小山と、山が三つあるのですが、ぼくたちが行くのは、

中山が八割、大山と小山が一割ずつくらいでした。 

 と言うのは、大山は高すぎて、小山は小さすぎたからです。 

 ぼくと完ちゃんは、中山の中腹に洞窟（どうくつ）を造っていました。 

 二人だけで、一年がかりで造りました。 

 入ろうと思えば、十人は楽に入れる洞窟です。 

 その洞窟を根城（ねじろ）に、ぼくたちはあちこち徘徊（はいかい）していたの

です。 

  

 洞窟の中には、（たまに鳥が捕れたときに使う） 

  庖丁や鍋類。 

（長時間になったときのための） 

 水筒や菓子箱。 

（山賊や熊や猪に襲われたときに使う） 

 木刀や手製の手裏剣や爆竹。 

（まだ一度も使ってはいないけれども） 

 甲虫や鍬型（くわがた）を採る道具。 

 甲虫や鍬型は、町で一匹五円で売れます。 

 兔や栗鼠（りす）を生け捕りにする仕掛け。 

 兔や栗鼠は、町で一匹百円で売れます。 

 山菜や木の実は家に持ち帰ります。 

 そのための布袋もあります。 

 洞窟の入口の左右脇には、簡易な囲炉裏（いろり）を作っています。 

 他には、着替えや帽子や雨具。 

 懐中電灯と漫画数冊。 

 突然の雨で洞窟に引き上げたときは、懐中電灯を照らして漫画を読むのです。 

 

      ● 

 



 さて、その日は、この突然の雨でした。 

 ぼくと完ちゃんが、懐中電灯を照らして漫画を読んでいると、洞窟の外で音がし

ます。 

「あめのおとかのう、完ちゃん」 

「雨にしては、でかい音じゃのう」 

 というわけで、洞窟の入口から顔を出して、外を眺めたけれども、樹々と雑草と

雨脚しか見えない。 

「どのあたりかのう」 

「上のほうじゃのう」 

 というわけで、ぼくと完ちゃんは、洞窟を出ました。 

 霧雨になっていたので、帽子だけかぶって、上の方に登りました。 

「まだ、きこえるのう」 

「このあたりじゃのう」 

 完ちゃんが指さしたのは、洞窟の屋根の部分にあたる場所でした。 

「なかから、きこえるのう」 

「中は、どうくつじゃぞい」 

 ぼくと完ちゃんが洞窟に戻ると、やっぱり外で聞こえます。 

「たぬき、かのう」 

「たしかに、たぬきのはらつづみに、にているのう」 

 今度は傘を持って出て、音のするあたりの土を傘の先っぽで突っ突いてみました。 

「もっとやれ、もっとやれ」 

 ぼくが叫ぶと完ちゃんは、すごい勢いで突っ突きました。 

 土が雨でやわらかくなっているので、傘が土にめりこみます。 

「いいぞ、いいぞ」 

「こんちくしょう、こんちくしょう」 

 すると、土の中から、 

「いたい、いたい」 

 と声がしました。 

「きいたか、金ちゃん」 

「きいたぞい」 

「あれは、たぬきのこえか」 

「きつねのこえかもしれんのう」 

「にんげんのこえには、きこえんのう」 

「土のなかじゃもの」 

「そうじゃのう、わからんのう」 

 完ちゃんがまた突っ突くと、 

「いてて、いてて」 

 また突っ突くと、  

「いててん、いててん」 



 面白くなって、ぼくもさかんに突っ突くと、 

「いててえ、いててえ」 

 ふたりして突っ突くと、 

「ひええ、ふええ」 

「なんだか、しにそうなこえじゃのう」 

「わざと、ああいうこえをだしとるんじゃ」 

 というわけで、もっと強くがしがし突っ突くと、 

「ぎゃあ」 

 と叫んで、それからまったく声がしなくなりました。 

 

「しんじまったのかのう」 

「かわいそうなこと、しちまったのう」 

 というわけで、その場所に土を盛って、枯木を立てて、狸だか狐だかわからない、

何者かのお墓にしました。 

 

       ● 

 

 これも音の話。 

 

 中山には洞窟が二つあります。 

 一つはもちろん、ぼくと完ちゃんが造った洞窟で、村の大人たちには知られてい

ないもの。 

 もう一つは、麓（ふもと）に近いところにあるもので、これは村の大人も子供も、

だれもが知っています。 

 自分たちが掘って作った洞窟ではなく、戦前戦中の人が作った防空壕（ぼうくう

ごう）です。 

  

 ぼくと完ちゃんは、洞窟に行く前に、この防空壕に入ってみました。 

 この防空壕の中身を参考に、ぼくたちの洞窟の改造をしようと考えたからです。 

 中に入ったとたん、完ちゃんが、 

「金ちゃん、しずかに。きこえるじゃろ」 

「なにがきこえるんじゃ」 

「音じゃ」 

「おとならさっきからきこえとる。きこえとるが、きにならん」 

「音楽、みたいじゃからのう」 

「だれが、やっとるんじゃ」 

「あれは、すいきんくつじゃ」  

 完ちゃんは自信満々に答えました。 

 水琴窟（すいきんくつ）とは、土の下に瓶（かめ）を埋めこんでいて、そこに滴



が落ちる度に音が鳴る。 

 たしかに、音というよりも音楽に近い。 

「だが、なぜに、そんなものうめこんだのじゃ」 

「つまりその、ぼうくうごうは、つまらんじゃろ。だから、音楽が、ひつようなん

じゃ」 

 また完ちゃんは自信満々でしたが、ぼくには疑問がありました。 

「そとでは、ばくだんが、うるさいのに、そんなおんがく、きこえるのかのう」 

「ふーむ」 

「それと、こんなにからからのてんきなのに、どうしてしずくが、おちるんじゃ」 

「ふーむ」 

 完ちゃんは急に自信なさそうな顔になり、 

「ならば、あの音は、なんじゃ」 

 ぼくは首をかしげ、 

「それがわかれば、くろうはせん」 

「もしかして、このなかでしんだ、にんげんの声かのう」 

「このなかで、しんだのか」 

「しんだ、しんだ」 

「ぼうくうごうなのに」 

「それがのう。ばくだんが、やまにおちてのう」 

 完ちゃんいわく、山火事になって、防空壕のなかの人たちは、みんな蒸し焼きに

なって死んだとの事。 

「そうきいたら、なんや、うらめしいこえに、きこえるのう」 「うらめしや、う

らめしや」 

 完ちゃんの声を合図に、ぼくらは外に飛び出しました。 

 ですから、参考にも何もなりませんでした。 

 

       ●       

 

 また、ある日。 

  

 天気が良い日だったけれども、中山の林の中は薄暗い。 

 ぼくと完ちゃんは、兔捕りの仕掛けを置く場所を決めるために、林の中をうろつ

いていました。 

「おい、金ちゃん」 

 前を歩いていた完ちゃんが、急に立ち止りました。 

「どうしたんじゃい」 

「なにか、いるぞい」 

「なにかって、なんじゃ」 

「それがわからんから、なにかっていっとるんじゃ」 



 完ちゃんは前方を指さしました。 

 木の陰に、たしかに何かがいる。 

「またぎか、きこりか、すみやきか」 

「にんげんじゃないかもしれんなあ」 

 そう聞いて、ぼくは木刀を持ってこなかったことを、後悔しました。 

 黒い影なので、熊かもしれない。 

 微かに動いています。 

 その動きは、熊とは思われません。 

 とはいえ、人間とも思われません。 

「まずいのう、どうくつにもどるかのう」 

「しゅりけんだけは、もってきちょる」 

「さすがは完ちゃん、よういがいいのう」 

 完ちゃんは、布袋から手裏剣を三つ取り出して、三つともぼくに手渡しました。 

 なぜなら、ぼくは手裏剣の達人だからです。 

 まず一本めは、おどかすことにして、木の幹に向けて投げました。 

 

 かつん。 

 それなりの音が響きましたが、影は驚く気配がありません。 

「まずいのう」 

 ぼくは完ちゃんの顔を見ました。 

「かげをかすめて、なげられるかのう」 

 完ちゃんの提案に、それしかないと考え、 

「やってみるかのう」 

 人間でも動物でもなさそうなので、やってもいいと考えたのです。 

 

 ぶすん。 

 影の肩口をかすめました。 

 音からすると、少なくともかすり傷くらいは負っているはずです。 

「おかしいのう。びくともせんなあ」 

「このさいじゃ、足のあたりに、やってみいや」 

「やってみるかのう」 

 足なら、命に別状がないので、やってもいいと考えたのです。 

 それに、命を持つものかどうかもよくわかりません。 

 最後の一本を投げました。 

 当たった音。 

 

 ざくん。 

 思ってもみなかったことになりました。 

 影が大きく揺れました。 



 影が揺れると、木も揺れて、だんだん烈しい揺れになってきました。 

 その場所だけ、台風が来たみたいです。 

 豪雨（ごうう）も降ってきました。 

「にげろ」 

「にげろ」 

 ぼくと完ちゃんは、洞窟めがけて逃げ帰りました。 

 

     ● 

 

 ぼくは、蛞蝓（なめくじ）が大嫌いです。 

 その理由は、井戸水を飲んだときに、柄杓（ひしゃく）に蛞蝓がいっぱいこびり

ついていて、それらも一緒に全部飲んでしまったからです。 

 半年ばかり、自分があの気味の悪い【なめくじおとこ】になってしまった気分で、

塩を見ただけで逃げ回ったものです。 

 

 さて、その日は雨上がりで、中山には、蝸牛（かたつむり）がいっぱい。 

 大きいのは、牛の糞ほどもあり、小さいのは、ぼくの鼻糞よりも小さい。 

 木や枝や葉から、完ちゃんがそれらをいくつもいくつも取って、さかんに布袋に

入れるので、 

「でんでんむしは、まちでうれるんか」 

 と聞くと、 

「うれんが、くえる」 

 と答えます。 

「でんでんむしの、かいがら、とったら、なめくじに、なるんかのう」 

 ぼくは、ずっとそう考えていましたから、蝸牛も大嫌いでした。 

「かたつむりと、なめくじは、ちがうもんだよ。なめくじは、くうとまずいが、か

たつむりは、くうとうまい」 

 たしかに、外国では蝸牛の料理があると聞きました。 

「完ちゃんは、でんでんむし、くうんか」 

「わしはくわん。わしがこんなごちそうくったら、くせになる」 

「そんなら、だれがくうんじゃ」 

「わしの弟が、びょうきでねとる。かたつむりくわせて、なおすんじゃ」 

「それは、ええのう、かんしんじゃのう」 

 ぼくは、完ちゃんの蝸牛取りを手伝う事にしました。 

 でも触るのが厭なので、布袋の係をやりました。 

 

 布袋がいっぱいになったので、ぼくと完ちゃんは洞窟に帰りました。 

 完ちゃんは、ためしに少し料理してみる、と言いながら囲炉裏の方に行きました。 

 行ったとたん、 



「げげえ、げげえ」 

 と完ちゃんの、吐きそうな凄い声がしました。 

「どどどうしたんじゃ」 

 囲炉裏のそばに行ったぼくが見たものは、 

「なんじゃこりゃ」 

 完ちゃんが投げ出した布袋から、いくつもいくつも這って出て来るのは、蝸牛で

はなく、蛞蝓でした。 

 

      ● 

 

 洞窟からの帰りが遅くなった、ある日の黄昏（たそがれ）時。 

 麓から振り仰いだ完ちゃんが、 

「きつねびじゃ」 

 と叫びました。 

 ちょうど洞窟のあたりで、橙色の鮮やかな光が蠢（うごめ）いています。 

 ぼくも叫び声で、 

「あれは、ひとだまじゃ」 

 すると、完ちゃんが、 

「いんや、きつねびでもひとだまでも、ないぞい」 

 たしかに狐火にしたら、人魂にしたら、それは大きすぎるのです。 

「あれでは、どうくつよりも、おおきいのう」 

「どうくつが、もえてしまうのう」 

 というわけで、ぼくと完ちゃんは、洞窟に戻ってみることにしました。 

 

 けれども、洞窟に戻っても、何も変わりはありません。 

 それで、また麓まで降りて、振り仰いで見ると、 

「きつねびじゃ」 

「ひとだまじゃ」 

「いんや、きつねびでもひとだまでもないぞい」 

「ならば、なんじゃ」 

 とにかく大きいのです。 

 しかも、中山はすでに真っ黒になっているので、橙色の鮮やかな光が益々輝いて

大きく見えます。 

「おおきすぎるのう」 

「こまったのう」 

 完ちゃんがつぶやきました。 

「どうくつが、もえなければ、こまらんじゃろ」 

「いんや、あれは、ひこうきが、おっこちたんじゃ」 

 完ちゃんは、自信ありげにいいました。 



「ならば、きゅうじょに、いかんとのう」 

「こまったのう」 

「よわったのう」 

 ぼくと完ちゃんは顔を見合わせました。 

 飛行機が墜ちたならば、警察か消防に連絡しなければなりません。 

 そうしたら、警察か消防に洞窟がばれてしまうでしょう。 

 ばれないとしたならば、それは洞窟が飛行機と共に、壊滅（かいめつ）したから

です。 

「こまったのう」 

「よわったのう」 

 ともかく、連絡をする前に、もう一度様子を見に行くことにしました。 

 

 洞窟にたどりつきましたが、まったく何も変わりがありません。 

「わしらの、めの、さっかくかのう」 

「めのさっかくじゃ。しゅくだいやりすぎたんじゃ」 

 それで、また麓まで降りて、振り仰いで見ると、 

「げげげげ」 

「あれは、ひこうきが、おっこちたんじゃないのう」 

「あれは、たいようが、おっこちたのかもしれんのう」 

 じっさい、まるで真夏の正午の太陽でした。 

「まぶしいのう」 

「めがやられるのう」 

「めがやられたら、しゅくだい、できんのう」 

「めがやられたら、おばけも、みれんのう」 

「めがやられたら、あんまを、べんきょうせにゃならんのう」 

「めがやられたら、もぐらになるしかないのう」 

 それでしかたなく、ぼくと完ちゃんは、洞窟のことは諦めて、とっとと家に帰り

ました。 

 

 翌日、洞窟に行ってみましたが、まったく何も変わりはありませんでした。 

   

 

     ● 

 

 また、ある日。 

 

 ぼくが手裏剣の練習をして、完ちゃんが鹿捕りの罠（わな）を作っているとき。 

 中山のどこからか、歌声が聴こえます。 

 聞いたことのない歌でした。 



 聞いたことのないきれいな声でした。 

 少女の声でした。 

 

 きんちゃんどこやら 

 ほーやれほ 

 かんちゃんどこやら 

 ほーやれほ 

 きんちゃんしんだか 

 ほーやれほ 

 かんちゃんしんだか 

 ほーやれほ 

 きんちゃんかわいそ 

 ほーやれほ 

 かんちゃんかわいそ 

 ほーやれほ 

 

「わしらのことじゃ」 

「わしらを、かわうそと、いうとる」 

「かわうそ、じゃねえ、かわいそうということじゃ」 

「なんで、わしらが、かわいそうなんじゃ」 

「わしらは、どうやら、しんどるから、かわいそうなんじゃ」 

「なんじゃ、わしらは、しんどるのか」 

 どちらにしろ、ぼくも完ちゃんも生きていることを教えなければいけない。 

 というわけで、歌声の主を探すことにしました。 

 

「あっちじゃ」 

「こっちじゃ」 

 林の中を分け入って、あっちこっち探し回りましたが、姿が見えません。 

 それでも歌声は、まだ聴こえます。 

 

 きんちゃんこっちよ 

 ほーやれほ 

 かんちゃんこっちよ 

 ほーやれほ 

 きんちゃんさがして 

 ほーやれほ 

 かんちゃんさがして 

 ほーやれほ 

 きんちゃんたすけて 



 ほーやれほ 

 かんちゃんたすけて 

 ほーやれほ 

 

「もしかして、しんどるのは、あいつじゃ」 

「きっと、しんどるのは、あいつじゃ」 

「しんどるのを、さがせられん」 

「しんどるのを、たすけられん」 

「それでも、なんとかせにゃならん」 

「それでも、がんばらにゃならん」 

 というわけで、ぼくは歌を作って歌ってみました。 

 

 きんちゃんここじゃ 

 ほーやれほ 

 かんちゃんここじゃ 

 ほーやれほ 

 きんちゃんいきとる 

 ほーやれほ 

 かんちゃんいきとる 

 ほーやれほ 

 きんちゃんがんばる 

 ほーやれほ 

 かんちゃんがんばる 

 ほーやれほ 

 

 すると、少女の歌声は完全に消えました。 

 あとは、鳥のさえずりしか聴こえません。 

 

      ● 

 

 実は、というか、当然というか、山怪の話は、まだまだいっぱいあります。 

 けれども、想い出せないものもあるし、書きにくいものもあるので、今回はこの

くらいにしておきますが、いずれ【山怪篇】の続篇が書ければいいなと考えていま

す。 

  

                     禿光山人 拝  

  


