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 ごぞんじのとおり、死霊（しりょう）とは、死者の霊魂であるからして、姿は見

えません。 

 人にとりついたりするが、とりつかれた人が死霊そのものなのではなく、いわば

被害者であります。 

 

 だが、死霊とは怨霊（おんりょう）とも云い、怨みがあるわけですから、怨まれ

ている人にとりついたのなら、その人は被害者であるとともに、以前は加害者だっ

たのでしょう。 

 あるいは、ほとんど関係のない人に勝手にとりついて、怨みのある人に祟（たた）

ったりする場合もあるかもしれません。 

 

「祟りじゃ、祟りじゃ」 

 という台詞を映画などで耳にしますが、それは結果論であって、予告ではありま

せん。 

 それでは祟りが予告できないのかと云うと、じつは予告することが結構あります。  

「祟りがあるから、やめておけ」 

 なんて台詞を、世間ではよく聞かれますが、忠告を聞かずにやってしまった人に

は、映画などではだいたいに於いて祟りがあることになっています。 

 けれども現実に於いては、忠告を聞かなくとも祟りなんか滅多（めった）にない

のです。 

 滅多と云うのは、偶然性があるから絶対と云えないだけのことです。 

 

 それではどうして、祟りなんてことを云い出すのかと云いますと、悪い事に関し

て、それが悪い事だと説明するのは難しく、たとえもし上手く説明し得たとしても、

子供相手なんかですと、まず理解してもらえないからです。 

 それで、祟りがあると云ったほうが、手っ取り早く確実性も高いのです。 

 と云うと、私がまるで、死霊とか祟りとかを信じていないように聞こえるでしょ

うが、じつは多分信じておりません。 

 多分と云うのは、信じていないと言い張っても、たまにこれは死霊の祟りかな、

と感じることがあるからで、そういうときはその感性を、理性で打ち消すよう努力

するのです。 

 

 おみくじやうらないは、内容の良い場合のみ信じることにしていますが、当たっ

たことは、それこそ滅多にありません。 



 神社では掌を合わせ、お賽銭もあげますが、ご利益があったことは、それこそ滅

多にありません。 

 人生、そんな甘いもんじゃないということは、よく解っています。 

 お墓にも仏壇にも掌を合わせますが、 

「千の風に乗って」 

 じゃないが、そこにあなたはいないとおもっています。 

 骨なんか、決してあなたではない、蝉の抜殻以下だと考えています。 

 けれども、自分の心のなかの、あなたに向って掌を合わせるのです。  

 信じていないのによく書けるな、と云う声が聴こえますが、死霊に限らずお化け

だって、信じていないからこそ書けるのであって、本当に信じていたら怖くて書け

ませんよ。 

 

 ただ、お化けはいてほしい、とか、お化けを信じたい、とか、そういう気持は芽

生えることがあります。 

 あの世なんかないと解ってはいても、あったら素敵だな、というのと似た気持で

す。 

（ただ、われわれがおもってもみないところの、あの世らしきところがあると感じ

ることがありますが） 

 生まれ変わるなんてことがないとは解っていても、生まれ変わったら最高だな、

というのと似た気持です。 

（ただ、われわれがおもってもみないところの、生まれ変わりらしことがあると感

じることがありますが） 

 死んだら宇宙の塵になると解っていても、霊になって現世に出て来たら、面白い

もんだな、というのと似た気持です。 

（ただ、われわれがおもってもみないところの、霊らしきものがあると感じること

がありますが） 

 

 そう、お化けとか幽霊とかを信じない人でも、幽気とか霊気というものは感じる

はずです。 

 わたくしも、黒い林や、高い樹や、深い川や、巨きな岩などに、幽気とか霊気と

いうものを感じて、身動きできないことがあります。 

 そう、お化けとか幽霊とかは、信じるものではなく、感じるものかもしれません。 

 

 けれども国際心霊協会という組織があるくらいですから、世界中にはそういうも

のを完全に信じている人がかなりおります。 

 素直に、そういう人を羨ましくおもいます。 

 それで、そういう人々を対象に書いてみたいと思います。 

 

 この物語の主人公の、われらが金ちゃんは、お化けを信じているくらいですから、



祟りも信じている、当時としては普通の子供です。 

 だから、何かともだちが悪さを（たとえば動物をいじめたり、神社内で大小便を

したり）すると、 

「たたりがあるぞい」 

 と云うのが口癖になっています。 

 普通の子供なんですけれども、周りは神がかった（あるいはお化けがかった）子

供だと思い込んでいますから、金ちゃんの、 

「たたりがあるぞい」 

 を聞くと、一目散（いちもくさん）に逃げ出すことが多いのです。 

  

 まあ序文だからこのへんにして、今回はその死霊とやらを題材にしてみたいので

すが、さてどういう方法で書いたらいいのか悩んでいたら、たまたま、 

「非運の詩人作家」 

 と呼ばれる原民喜の、 

『鎮魂歌』 

 という作品に出逢いました。 

 たまたまとか出逢ったという云い方に、語弊（ごへい）があるのは、当然以前に

読んでいるからでして、ただ、読むときのこちらの心の持ちようが、昔と今はちが

うと云うことなのであります。 

 

 もちろん原民喜の戦後の作品ですから、背景に原爆があります。 

 死者の霊魂は、原爆にやられた死者の霊魂であり、その鎮魂のための作品なので

す。 

 しかしこの作品の、作風も構成も文章も、支離滅裂（しりめつれつ）と云っても

過言ではありません。 

 すくなくとも小説の形を成してはいないし、詩としても完成されていないし、エ

ッセイとしても無手勝流（むてかつりゅう）。 

 ところが、だからこそ、響いてくるものがあるわけで、こんな方法もよかろうと

考えました。 

 つまり支離滅裂の無手勝流。 

 なんとなく懐爺にぴったりの言葉ではないでしょうか。 

 おっと、くしゃみが聴こえました。 

 懐爺のくしゃみにちがいありません。 

  

 そんなわけで、 

『おばけの季節』 

 も、すでに二千枚をはるかに越え、清く正しく美しい、作風と構成と文章とで、

延々とやってまいりましたが、こんどばかりは支離滅裂の無手勝流でやることにな

ります。 



 ご了承を、と云っても、了承されなくてもやるわけですから、そんなこと云って

も、意味ないのかな。 

 

                         禿光山人 拝 

 

 

       ＊      ＊ 

 

 

「かいじいやい、かいじいやい」 

 天気の良い日だったので、懐爺は祠の前でひなたぼっこをしていました。 

「金ちゃんやい、はいのはいのはい」 

 機嫌もよさそうです。 

「ふざけとるばあいか」  

「なにかご用ですか」 

「ようがあるから、きたんじゃ」 

「こんどは、どんなお化けですか」 

「はなしがはやいのう」  

「まさか死霊じゃないでしょうね」 

「はなしがはやいのう」 

「ちょいと予感が。先日、埴谷雄高（はにやゆたか）という人が、『死霊（しれい）』

という本を出しましたから」 

「しりょう、ではなく、しれいかい」 

「漢字にすれば同じです」 

「そのほんは、おばけが、でるんか」 

「お化けは出ませんが、作品そのものがお化けみたいなもので」 

「ようわからんが、はんにゃがかいたんなら、おばけじゃろ」 

「般若ではなく、埴谷です。でも埴谷さんの本名は般若ですから、同じですかね」 

 懐爺は微笑みました。 

「かいじいの、ともだちかい」 

「お互い見知らぬ、心の友です」 

「ややこしいはなしは、やめんかのう」 

 ぼくは話を早く進めたかったのです。 

「それで、死霊のなにをなにしたいのですか」 

「なにをなにしたいというより、なにがなにしてなんとやらじゃ」 

 懐爺はうなずいて、 

「死霊に逢いたいのですね。でも死霊は姿が見えませんから」 

「かおはみえんが、こえはするって、そういうことじゃないんかのう」 

「あら、金ちゃん、もしかして勉強してからここに来たのでしょう」 



「わしはいつだって、べんきょうべんきょうじゃ」 

「それならもしかして、もしかして」 

 と云いつつ、懐爺は祠のなかに逃げ込む体勢を作りました。 

 そうはさせんぞ。 

 ぼくは祠の入口に座りこんで、 

「そうじゃ。かいじいに、しりょうが、のりうつればいいんじゃ」 

「それはまあ、いまここでは、その方法しかないでしょうが、あれは疲れるんです。

祟られている感じがして」 

「いまここじゃ」 

「はい」 

 懐爺は思わず云ってしまったようで、誤魔化（ごまか）そうと口をもぐもぐさせ

ましたが、もう遅い。 

「やってくれい、たたられてくれい」 

「それなら憑依（ひょうい）ということで」 

「ひょいたあ、なんじゃ」 

「ひょいではなく、憑依。つまり、あれこれ、死霊がわたしに取り憑いて、死霊の

声を発すればよろしいのでしょう」 

「よろしい」 

「はい」 

 そうして、懐爺は、なんのおまじないも、なんの準備も、なんの前ぶれもなく、

つと憑依したのです。 

 

 

     ＊     ＊ 

 

 

【しりょういち】 

 

『二十歳で死んで もう半世紀だから ずいぶんとぼくも年をとったものだな 

目はかすみ 耳はとおくなり 鼻もきかなくなった 全身に原因不明の麻痺があ

るから 肌でかんじる 快感や苦痛が無くなったのは なによりも残念無念だよ

ん 舌の感覚もないものであるから これでは闇夜で嘗めると 石と泥のちがい

もわからないな 五感が命のぼくにとって この有様は死に価する ぼくはぼく

のお墓に お参りにきてくれる女学生たちの 頬を撫でたり ふくらはぎを嘗め

たりする 実感を喪ったのであるから 麻痺状態のままやったら 頬を殴りかね

ないし ふくらはぎに噛みつきかねない あんら そよ風が頬を撫でたわ まあ

ん 草花の露がふくらはぎを嘗めたのね せっかく女学生たちはそうかんじてく

れているのに 若い皮膚を内側から ふくりふくりと圧迫してくるあの肌は わ

が身に邪淫（じゃいん）の限界を覚悟させるよ いまだに女学生たち 正確には女



子中学生 女子高校生 女子専門学校生 女子短大生 女子大学生 しかもみん

な十代から二十歳までの乙女たち ぼくのお墓にやってきてくれて 綺麗なお花 

豪華なお花 たまに質素なお花を供えてくれる ありがたや どれも春夏秋冬問

わず 秋桜（こすもす）が中心 たしかにぼくの詩には 秋桜の語が頻出するのだ

が それは花ではなく 宇宙 の意であるな そんなことはどうでもいいか ぼ

くの球状の墓石を、ぼくの頭よりもつるりんと磨いてくれ 五十年経っても 苔む

したお墓の風情がでてこないところ ありがた迷惑 乙女たちといったが どれ

ほど醜女（しこめ）でも十代の女性たちは くだんのお肌をもっているというだけ

で 乙女なのである お墓の前で掌を合わせたり泪ぐんだり ぴひゃぴひゃと写

真撮ったり 発情なんかして ぼくの墓石に胸や下半身を擦りつけたりするけし

からんほどありがたい乙女も たまたま出現したりする 大腹小臓（おおはらしょ

うぞう）なぞという いいかげんな筆名と 身分不相応の立派なお墓をつくってく

れたのは 名前は伏せるが同性愛者の大詩人 お墓の裏には その大詩人による

こんな墓碑銘が刻まれている 天涯孤独のまま 陋巷（ろうこう）に窮死した美貌

の天才詩人 弱冠二十歳にして 此処に眠る この立派すぎる銘 嘘を嘯いてい

る箇所がふたつあるんだ つまり 美貌及び天才であるよ。一般によく若さと美貌

という 若さはつまり美貌なので 十代から二十歳にかけての男のほとんどが 

美貌とやらをもっているので それが三十歳四十歳になって むさくるしいおや

じに成り果てる いままで春のような乙女とか 乙女のような春なんてことを書

いてきたのであるから 赤面ものである 冬のような乙女とか 老女のような春

なら まだ許せるけれども 感傷の青春が疾うにおわったいまなら いますこし

ましな詩が書けるはずなんであるが むろんのこと発表する場がないんだ ない

んだないんだ 頭のなかで書いても つまらんからすぐ忘れる ただそんな甘っ

たるい詩を書いてきたから 同情心をそそる短い一生を送ってきたから 半世紀

経っても女学生にもてるのであるものの 半世紀前の乙女がそのまま 現代の女

学生というわけにはいかぬ わざわざお墓のある秩父の山中までやってくるには 

昨今流行りのお墓めぐり とも無関係ではないからである このあたりは秩父困

民党の 首謀者たちがつどった場所だなんて 乙女たちは知らないし知りたくも

ないだろうな 寺男がやってくるまで いつまでもぼくのお墓の前でお喋りし戯

れている 寺男は狢（むじな）に雑巾かぶせた風体なのであるが ぼくとちがって

不真面目でも助平でもない いまぼくが 彼女たちの前に現れたら この寺男そ

っくりの風体なので 卒倒するだろうなあ ああやだやだ そっとしときたい 

だいたい鼠とか土竜（もぐら）とか 蚯蚓（みみず）とかふんころがしとか 偕老

同穴（かいろうどうけつ）のつもりとなって跋扈（ばっこ）する こんな穴ぼこだ

らけの穴ぐらになんかいられるものか 生身の人間ではなくなると 生身の人間

という生物の気持わるさは ふんころがしの敵ではない 眼から涙 鼻から汁 

口から涎 皮膚から汗 生殖器から尿と液、なんというおぞましさじゃ おぞまし

やおぞましや 詩人だってそらあ骨くらいはある 骨はぼくの歴史ではあっても 

ぼくではない いわばぼくが地上に脱ぎ捨てた 抜殻さ 縦横幅百米の 墓場空



間のみがぼくの存在空間で わが小宇宙ということになる 小さな寺と小さな墓

地と 寺男の住むとても小さな小屋があるばかりである 周りは松と杉を中心と

した樹々に囲まれ ぼくはこの一帯を眺めるたびに 望郷という言葉を想いだす 

言葉だけではなく生まれ育った美しい村を想いだす 二十年の生のうちで ぼく

がほんとうにぼくであったのは この美しい村での五年間にすぎない 都心から

車で一時間半 渋滞のときは二時間半のこの小宇宙で 撫でる嘗めるいがいの実

感は のこるは空中遊泳くらいなもんで それでもこの歳になるとうまく遊泳で

きないから 墓石に頭をぶつけて死ぬる思いをすることもあるんだ むろん病院

にはいけないし 氷嚢（ひょうのう）を頭に乗っけることもできない こういうと

きこそ酒がほしい おう酒じゃ酒じゃ酒もてこい。映画館か競馬場でもあれば 退

屈の半世紀をすごさずともよかったのに 寺男がしっかりしているから雑誌一冊

落ちてやしない 目も耳も鼻もこよなくよかったころ 四季折々 朝昼夕に 

樹々の色が変わるのが ささやかな刺激であった 樹々を飛び交う鳥たちの さ

まざまな囀が刺激療法であった 樹々が風に揺れるたびに漂う香りが 刺激伝導

体であった 不幸にもいまは 暗黒のまたは深紅の塊が 邪悪な病原菌の発祥地 

雑草が騒ぐと そこに蠢（うごめ）いているのは 絡み合う色とりどりの蛇たち 

おそらくじゃれあい いつくしみあい むつみあっているのであろうが そのも

のたちが 地獄の使いである青鬼 赤鬼 白鬼 黄鬼、緑鬼にしかみえない 一般

によくいわれる 年とると被害妄想になるというのは こういうことかと察せら

れた 生物は主観的にできている 死んだら客観的になるかと考えていたが そ

うではなかった ますます主観的になるのであるよ わが小宇宙は 魚にとって

の水でも 鳥にとっての林でもない 悔恨と汚辱と邪淫と嫉妬と不安と不満の 

混濁した空気のなかに ゆらんゆらんぼくは浮遊している ゆらんゆらん ぼく

はゆらんゆらん 魂という空虚な空気が 放射性物質さながらに蔓延（まんえん）

している 魂といったが、本当にそう名付けていいかはぼくにもわからない なに

せここではなんにもわからないのだからね しかしぼくにとって 祖国と呼ぶべ

き祖国はありや なしや 梨食いたい そうそう彼女の話ね 彼女じゃなんだか

ら とはいえ名前を知らないので ここでは仮に 夢子とでもしておこうかな 

じっさいぼくにとって 夢の子であった ぼくの絶望が無限であるのと同じ質量

で ぼくの空想力が未だ無限であった時代の話である どこからか声がきこえる 

夢ではない 夢子はゆめではなく うつつであった ここで夢子について説明を

させてほしい まてよ 説明なんてものは詩人の大敵である 一行ですむ方法 

立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花 大昔の人は夢子のために あらか

じめこの見事な 形容をつくっておいたのである はてさて夢子は 霊感という

ものをあらかじめもっている乙女で ぼくの存在というか非在というか 非在の

存在というか それに気づいてしまって 暇さえあれば暇がなくとも この墓場

にやってきたもので というのは天使が降りてきそうなほど とっても空が低い

朝に ぼくが夢子をみる眼付を できるかぎり馴れ馴れしくしたものであるから 

なんとか夢子と抱擁とやらをしたくて 小生もじつにたまらなくなってしまった 



みなさんは知らずともお気づきであろうが ぼくは五年間肺を病んで死んだ者な

ので かつてそういうことをしたことがなかった そういう乙女がまったくいな

かったわけではなく 野暮な医者に性的興奮は禁じられていたし 接吻だって 

すれば相手に 病気が感染してしまうことくらいは知っていたものであるから 

犬猫や鳥類相手にだって やったことなし 莫迦は死ななきゃなおらないのとお

なじで 病気は死ねばなおる 夢子と だからそういうことをしたかったのであ

る 夢子のほうもまちがいなくそうだったのだと 思い込みいじょうの確信をし

ている 十九歳のときの年上の女性とは 恋愛ではなかった 憧れにすぎなかっ

た 真綿色した花ほどすがしいその人には 十人並の夫も娘もいた その人の弟

が若くして結核で亡くなったために その代用品として ぼくは可愛がられたの

であった 子兎の前歯そっくりのそれで かりりんぽりりんと ぼくは食べられ

たかった 若かったあのころ なにも怖くなかった ただ貴女の優しさが怖かっ

た なにをしてくれたわけでもなく 其処に在るだけで 優しさを醸しだしてい

た 優しいたたずまいは 想えばお墓の前の 夢子のそれによく似ていたのであ

る あるとき それはまあ 乙女のような春の日であったが明鏡止水（めいきょう

しすい）のこころで ぼくが唇を突きだすと 夢子ったら道徳心も警戒心も羞恥心

も 髪にとりついた羽虫といっしょにふりはらい 可愛いあごを挙げ その可憐

な唇を天空に捧げたものであった 接吻をした ぼくにとっては初めてで 夢子

にとって初めてかどうかはわからぬまでも 唇にいささか強い一瞬の風が 吹き

すぎた感触であったであろう 至福のときが一週間で八回あったそののちの日 

まさしく老女のような春の黄昏れどき 夢子は墓の前に いや霧のなかにたたず

んでいた なぜか小生は気づいたのであった 気づかなくともいいのに気づいて

しまったのであった 夢子はここで死のうとしていた 夢子は鋭利な小刀を手に

していた うろたえたぼくは失禁し脱糞しそうであった 脱糞脱糞くそっ 夢子

がもしここで死んでも ここで一緒にすごせるわけではない 夢子は生前のぼく

をわかっているわけではない たった一冊遺した貧しい詩集でぼくを知っている

だけなので 完全にぼくの正体を誤解している 誤解している誤解している 偉

大な詩人ではない 歴史に残る詩人ではない いうならばただの感傷的な詩人で

あって 夢子があと二三年生きればその真実に気づき おのれの浅はかな過ちに

驚き あげく興醒めするはず なんとかそれまで生きてもらえれば 夢子もその

のちは幾年でも生きられる 青春の孤独とか乙女の悲哀なんてものは そらあ 

生身の異性に烈しくだきしめられれば 雲散霧消（うんさんむしょう）するもんで

ある 生身の そう 小生は生身でないことに 苛立ち 悶え 地団駄ふんだ 

ふんだ ふんだ くそっ しかも涅槃（ねはん）で待つ なんて いかげんなこと

はいえない いいかげんようやくわかってきても もはやとりかえしがつかぬ 

みっともなくてもいい みじめでもいい かっこわるくともいい ああだが夢子

は行動を起こし ぼくは震えに震えた 正真正銘 初恋のひとは あまりにもあ

っさりと死んでしまった だれかがささやく こんなことでいいのか こんなこ

とがあっていいものか 神仏に祈っても蟷螂之斧（とうろうのおの） 蝉のよにき



く耳もたず独り哭き 涙の川 涙の太陽 涙の渡り鳥 立場も顧みず ふたりの

未来予想図を想い描いていたのに 霧は雨になり 春の雪になった 夢子の遺体

は雪に包まれた 美しくも感動的でもない 莫迦げた感傷的な光景であった ち

ょっとばかり病気をがまんしていれば いつのまにか治ってしまうのに 外国の

偉人がさけぶ さけぶさけぶのだ ひとりの人間に何ができるか ひとりの人間

に何ができるというんですか 朝まだき 遺体をひきとりに家族や友人がやって

きた おそらくお節介で親切な寺男が知らせたのであろう 夢子には家族から捜

索願いがだされていたのであろう でなければ もうすこし夢子の遺体か 遺体

を包む雪を眺めていられたであろう 家族や友人はだれも泣いてはいなかった 

三年前か五年前から諦めている様子であった あけすけな会話が飛び交い いや

がおうでもきこえにくいはずのぼくの耳にはいった お歴々の言葉を総合すると 

彼女には 乙女の冠はふさわしくない あばずれとかすれっからしとか 不良と

か売女がお似合いなのであった 不登校で 万引きをやり くすりをやり 援交

をやり 不倫をやり 妊娠までしていた ふんふんそうかと自得した だからこ

そ やはり 夢子は 乙女そのものであったのである 可愛いあごを挙げ その

可憐な唇を天空に捧げた あの美しいとしか形容のできないすがたは 世間であ

ばずれとかすれっからしとか 不良とか売女とか そう呼ばれていないものには

無理な相談である 半分の神話 割れた神話 ぼくはここにいる 夢子よぼくは

ここにいる いつでもいつまでもここにいる おまえはどこにいくのであろう 

ぼくはほんとうはなにを喪ったのか それは百年経ったらわかるのであろうか 

十代で死んでも人は物語をもつ 自殺をしたものは尚更に ぼくは泪目のまま夢

子の物語を紡ぎはじめた 物語は夢子の不幸な生い立ちからはじまり 親子関係 

学校関係 友人関係 家庭環境 社会環境 政治環境まで微細に織りあげてゆく 

踏ん張ったけれども 自殺の原因を絞り切ることができずに ぼくは頭のなかの

手帖を破り捨てた たとえば世間は いじめを苦にした自殺と告げる あるいは 

失恋を悲観した自殺と決めつける それは原因のひとつにすぎない ぼくは知っ

ている 自殺者を自殺させるのは あくまでも憂鬱なのであるんだ 憂鬱者夢子

は遠い旅を夢見て まずは秩父まできた それからもっと遠くへ旅立った むろ

ん自殺した憂鬱者と死んでから憂鬱者になった人間とでは 雲泥の開きがあるん

だ つまり糞と泥のちがいであって 似ていても本質的に異なる 本質的に異な

る対象を描いても 絵に描いた餅となる 人生の本質はやはり 古い便所の穴の

なかに在ったのである べん べん べんじょのなかに つと 寒空を鳥が飛び

立つ ぼくの空想も、飛翔（ひしょう）する あの鳥は巨大な鯤（こん）が変身し

た鵬（ほう）であって 鵬は雲ほどもある翼を羽ばたかせて 天の池までゆく ぼ

くは物語づくりを諦めて、夢子のための鎮魂歌（ちんごんか）をつくる 完成まで

に三百年かかるだろうがね 下天のうちをくらぶれば 夢幻の如くなり 夢子は

幻となり天上のどこにいるのか 知らぬ なんの変哲もない歳月がすぎて 目は

かすみ耳はとおくなり鼻もきかなくなった 脳にも空洞ができている気がする 

いずれ遠からず 夢子のこともすっかり忘れてしまうのであろう おそらくさっ



き話したことだって 夢子との幸福な 逢瀬の百分の一にすぎまい そうこうし

て 忘れてしまったことすら 忘れ去ってしまうのであろう ぼく 寂たり 寞

たり いったい三百歳になったらどうなってしまうのであろう 再びの死を迎え

るのであろうか それともそれとも いやいまは想像する気力さえない 死んだ

ら人はお星様になると こどものころにきかされたものは ぼくばかりではある

まい おとなは嘘つきだあ 星にも 風にも 露にも 花にもならない ひたす

ら居心地わるく浮かんでいるのみである それでたまに星を気どったり 風を装

ったり 露に変化したり 花に仮託したりする 現世がつまらないのと同様に 

来世もつまらないんである 一刻千金（いっこうせんきん）ならぬ千刻一金の小生

の世界 このつまらなさをどうすごすかが 生者も死者も人それぞれの選択なの

で おおむかし禅寺で座禅を組んだことがあるが あれに近いかもしれないな 

そのとき悟ったのは 三日や四日一心不乱にやっても なにも変わらないという

ことである 三十年や四十年継続してやって なにかすこし変わってくるのであ

ろう これが悟りである ことしの夏は猛暑で 冬は厳寒であった らしい 麻

痺状態が継続するぼくは 寺男の身なりや立ち居振る舞いで それを知るばかり

である そういえば女学生の姿がめっきり減った いよいよぼくも 忘却の詩人

の仲間にはいったのであろう 否いないな あらかじめ忘れ去られた詩人 それ

がぼくである そんなぼくでも声高らかに訴えたい よく想いだすのは 詩人な

どではなかった幼いころのことである 年のせいかもしれないし もしかすると

詩人であったころを想いだすのが しんどいせいなのかもしれない 父はいなか

ったが まだ母はいた 母は貧しく醜い未亡人であって 且つ十種類の病気をも

つ娼婦であった むろん貧しく醜いはぼくの謙譲の美徳であって 十種類はぼく

の大風呂敷である 母は相手が先生であれ医者であれ議員であれ だれかれかま

わずこういうのが口癖であった 誇りなんかもてるはずもないのに 昂然と胸を

はってこういうのであった この子は末は博士か大臣かどころではなく もっと

はるかに偉大な人物になります 母は皆々に苦笑され軽蔑されつつ 咳き込みな

がらも凛（りん）としてそういいつづけたものであった そういいつづけることが 

死期を早めることを自覚していたのに その言葉が幼い小生を洗脳することはな

く かえって反発を生んでいたことを知らずに ぼくが日々望んだ通り 母は死

んだ ぼくは博士か大臣よりも もっとはるかに堕落した人間になるべく詩人に

なった 忸怩（じくじ）たるものがないといえば嘘になるけれども 詩人はぼくに

とって運命と同意語であった 母がぼくにとってそうであるのと同様に 自称詩

人になって 七年目になにかが消えた なにかではない ぼくがぼくがぼくが消

えたのである 詩祖になりたかったぼくは 二十歳で死ぬべきではなかったんだ。

隗よりはじめよ ぼくの若書きは 七十歳で詩祖になるための試作試練であった

のに 後悔も愚痴も意味がない ここ ここより永久（とわ）にいくためにはどう

すればよいのか ここには神も仏もいない もう一度いう 神も仏もないんであ

る。ないないないないないのである きみたちよ 神仏は人間誕生いや宇宙誕生以

来 一度も誕生しなかったのである 創造者が 想像妊娠したのみである 人び



とよ もはや荒唐無稽（こうとうむけい）頼み高踏無形頼みはやめたがよい きみ

が力説する神仏とは極悪の同意語である なぜって どうして人間は死なねばな

らないのか どうして人間は生あるときも死者になっても これほど憂鬱でなけ

ればならないのか なんたる莫迦莫迦しさよ ばばば莫迦莫迦しいにもほどがあ

る だからもう この話はやめよう 一部の宗教信者は聖戦をさけんで暗殺やっ

たりするが そしてそれによって天国にいけると信じているそうであるが ぼく

のこの状況を知らせてあげたいくらいである 一部の宗教信者は 殉教を唱え 

犠牲になったりするが しかもどうあれ 天国にいけると信じているようである

が 救世主が天才小説家以上の 見事な虚構の創造者であることを 死んでから

わかってどうおもうのであるか 知りたいものである そうだこの際だから や

や手前味噌に お化けとか幽霊のことを少々 作家とか詩人で お化けとか幽霊

とかを信じている人が いそうである 生前はぼくも信じていた そういうもの

がいないと闇だ とすら考えていた 自分がこんなふうになって いまは断固と

していうことができる お化けも幽霊もいない いないいないいないのである 

絵本や劇画や映画などでみる お化けや幽霊がいたらいいのにと思われることも

あるし 自分がそういうものになりたいと思われることもあるが 残念ながら姿

形は いささかなりとも生あるものにはみえない いまのぼくなんか もしもみ

えたなら うみぼうずにみえるのか のっぺらぼうに似ているのか ぬらりひょ

んに近いのか ちっともわからない けれども死者が生者にみえたなら 死者は

これほど憂鬱ではない もし透明人間なるものがいたとしたなら たぶん死者と

同じくらい憂鬱であろう 現世を横行闊歩できる透明人間は 生者であって死者

ではない だから生者に対して いろんな善事も悪事もできる ところがどっこ

い、どっこいしょ 死者は善事悪事どころか 普通事すらできないのだ となるて

えとおそらく 死者は透明人間の仲間どころか 正反対の存在ではないのか。いい

や、透明人間は存在するとしても死者は存在しない 現在生あるものたちは こん

なふうに つまり ぼくみたいになってしまうことを予想もしていないであろう 

何億光年の眠りにはいると考えるか 無の次元に消えてゆくと考えるか 輪廻転

生の最初の一歩と考えるか そんなところであろう さあこれでぼくの話はおし

まい とおもいきや おのれ寺男め ぼくがまったく 思いもつかなかったこと

をやらかした 年末の ある昼下がり まだ霜も解けない時刻に 猛者（もさ）三

人連れてきたものである おそらく夢子が自殺したのち この墓場で奇妙な現象

がある とかなんとか だれかが風評を流したのであろう どういう魂胆なのか 

三人とも濃いひげを生やしている 口髭の男 顎鬚の男 頬髯の男 それぞれに

背負っている 荷物を置いて深呼吸をした 荷物は禍々しく物騒なかんじのもの

であった 口髭が小生の墓の側に幟（のぼり）を立てた 幽鬼退治請負社 とあっ

たよ だれがいったか 詩人は犯罪者に似ている とんでもない ぼくはいいた

い ひげづらは犯罪者に多い 連中は整列して いろんな神といろんな仏に祈っ

た 十字を切り 掌を合わせ 手を打ち鳴らし 土下座して 礼拝までした も

ちろんのこと ぼくは楽観していた お化けも幽霊も鬼も 神も仏も いないん



だよ いるわけないじゃないか そう目一杯口一杯さけびたかったが さけんで

も相手の耳に届かないのはわかっている 猛者のくせに機敏な このいんちき軍

団は活動を開始した この世には あの世にも 幽霊とかお化けとか鬼とか そ

ういう類いのものは いない ぼくもそういう類いのものではない ちちちちが

う まったくちがう それなのに ひげ十字軍はなにを血迷ったか 焚火をはじ

めた ぼくを燻しだしてくれれば、ありがたや また現世に逆戻りできるのか け

れども咽せるばかりでその徴候はない 顎鬚が呪文を唱えはじめた 頬髯が踊り

はじめた 口髭はとみると 零下をものともせずに全裸になった みたくないも

のをみせて ぼくに嘔吐を催させる気か これでわかった この連中は三馬鹿大

将にまちがいはない 口髭はくしゃみを連発しはじめた。そうかそうかい 小生に

風邪をうつす気か たそがれがせまっていた たそがれがせまっていた ぼくの

たそがれ 顎鬚は顎が疲れたのか 呪文の呂律がまわらなくなっている 頬髯の

踊りはどう贔屓目にみても 酔っぱらいの千鳥足 憐憫の情が湧いた そんなに

退治したいなら 退治されてもいいと思われた 退治されるべきとすら思われた 

望んでこんなことになっているわけではない 現世に逆戻りできないなら せめ

てひとおもいに消してほしい 結果的にはしかし この憐憫の情が命とりであっ

た 三馬鹿大将はぼくの情にかんづいたのか 突然奮起したのである 口髭が高

射砲をかつぐ 顎鬚が補助をする 頬髯が砲弾をこめる 合図もなく発射された 

砲弾はなぜか 真っ赤に燃えた太陽さながらの 林檎であった まちがいなく林

檎であった 三馬鹿大将どころか 三阿呆大将ではないか 余裕のぼくはとうぜ

ん鼻歌をうたった 赤いりんごに 唇よせて りんごかわいや かわいやりんご 

林檎砲弾は次から次へと飛んでくる。こんなに飛ばしてどうするつもり 林檎の墳

墓ができるだけじゃ よける必要もないのによけながら 莫迦莫迦しさに 烈し

く身悶えしたぼくは 全く思いもつかなかった事態に遭遇するのである 油断大

敵 もっと早く気づくべきであったのである 三馬鹿大将でも三阿呆大将でもな

かった 三銃士は寺男同様に文学通なのであった 文武両道の騎士たちは 変身

者退治法 知っていたのであった 気づいたときにはすでに 一個の林檎 よそ

みしたぼくの背中に めりこんでいたのであった おのれおのれれれれれれ お

のれおのれれれれれれ れれれのおばけ 手も足も届かない背中の ど真ん中に

命中したのであった かかか感覚ないはずなのに こんどは激痛のため 烈しく

身悶えする羽目になったんである これも快楽だ ぼくは自分にいいきかせたん

である こっちの姿がみえるはずのない連中 たぶん空中に浮かぶ林檎を見て確

信したのだろうな 何度も万歳をした 万歳万歳万歳 荷物をまとめると揃って

合掌をした 合掌合掌合掌 夕陽が勝ち誇っている 長ったらしい合掌が済むと

整列して厳かに去っていく 声にならぬ叫声を無視して きみたちは 大きなま

ちがいをおかした なによりもきみたちは 食べものを無碍（むげ）に扱って あ

げく無駄にした そんな輩にむざむざやられるなんて 外国の小説の主人公は 

背中の林檎が腐り 傷が化膿する 動けぬ喋れぬ食べられぬ ひひひ乾涸びて死

ぬるのである ひひひ乾涸びて死ぬるのである くそったれが糞も 糞も糞も糞



も ひひひ乾涸びて死ぬるのである 絶望のなかで死ぬるのである 家族は再び

活き活きとした生活に戻るのである ぼくのばあいはどうなるのであろうか ぼ

くはどうなるのであろうか 林檎が萎びてはずれ 傷口が治癒するのであろうか 

そんなことはあるまい 再びの死がやってくるのであろうか そんなことはある

まい 救い主がやってくるのであろうか そんなことは ぜぜぜぜ絶対にあるま

い ぜぜぜぜ絶対にあるまい ぜぜぜぜ絶対にあるまい 耐えがたきを耐え 忍

びがたきを忍びながら こうしてこれから先 何何何何何億光年もこのまま 母

にも夢子にも会えずに ゆらんゆらん浮遊しつづけるのであろう ゆらんゆらん』 

 

 

 懐爺は、死霊から脱皮しました。 

 そこでぼくは、すぐさま正直に云いました。 

「ながいのう、ながすぎるのう。こりゃ、きんぎょのふんも、まっさおじゃのう」 

「しかし死霊というものは、あれこれ喋りたいものですからねえ」 

「ていどを、しらんのか」 

「死霊に、程度を知れと云っても、無理でしょう」 

「それでも、わからんことばが、おおすぎるぞい、じろうどうけつ、うんこむしょ

う、いっこくきんたま、めいきょうしびん」 

「そんな言葉、ありませんよ。偕老同穴、雲散霧消、一刻千金、明鏡止水、これら

は四字熟語といって、覚えておいて損はないですよ」 

「しかし、むずかしかったのう。いったいなにを、いいたいんかのう」 

「まあ、若くして死んだ詩人の死霊ですからね。あれでもたぶん、いいたいことの

十分の一も云えてないかも」 

「ううむ、ああいうの、ぜつじょうって、いうんだよな」 

「ぜつじょうではなく、饒舌です」 

「そのじょうじょうは、わしはにがてじゃ」 

「わたしだって疲れてかないません。もう今日はこれだけで勘弁してくださいな」 

 懐爺は、大好きな祠のなかへ行きそうになりました。 

 ぼくは、からだで入口をふさいで、 

「こらあ、わしだって、だいすきな、となりのおねえさんとこ、いきたいんじゃ。

それをがまんして、ここにきとるんじゃ、つぎのしりょうをだせや」 

「では、短く、三十秒だけ」 

「ううむ、かいじいは、ていどをしらん。よのなか、みんないうとるではないか、

ちょうどいいのは、さんぷんじゃ」 

「文句は、わたしにとり憑く死霊に云ってください」 

「かいじいから、しりょうに、もんくいっておいてくれや」 

「はい」 

 そうして、懐爺は、なんのおまじないも、なんの準備も、なんの前ぶれもなく、

つと憑依したのです。 



 

 

        ＊     ＊ 

 

 

【しりょうにー】 

 

『ここはどこ わたしはだれ ここはどこ わたしはだれ 津波ってひとくちに

云うけれど あれは波なんかじゃない 波なんてもんじゃないわ 海 海海海 

そうよ 海が押し寄せたの わたしの さびしくてやさしくてしずかな 海沿い

の町に 海 海海海 泥の海 悪魔の海が おどろくほどうるさくて、ありえない

ほど近い そんな世界が押し寄せたの 海は広いな大きいな たしかにそうだけ

れども そんなのんきな歌は やかましい歌は もう聴きたくもない そうよ 

そうだったわ わたしは海子 ずっと素敵な名前だとおもっていた 言われても

いた でもでも いやな名前ね そうよわたし海子 花も恥じらう女子高生 ご

まめのととまじり 二十歳になったら 陸男と結婚することになっていたんだわ 

そうだわ 陸男はどうしているかしら まさか助かって 新しい女と結婚の約束 

だなんて 厭厭厭 いやいやいやーん ゆよゆよーん そんなことだったら ふ

たりとも呪い殺してやる わたし海子 陸男のいいなずけ ほんとかしら すき

さだいすきさ そう言われた記憶ある でも わたしはだれなの こんなになっ

て それでもわたしなの わたしわたし わたしってだーれ もうあのころの 

きれいな顔もからだも 形のいいおっぱいもおしりも なんにもなくても わた

しはわたしなのかしら わたしは未熟な年齢ながら 自分自己自我 そういうも

のを必死に 考え続けてきた その自分自己自我は いったいどこへ行ってしま

ったのだろう 考え続けてきたことは 徒労徒労徒労にすぎない そんなら 考

えたりしなければよかった わたしの学んだ偉人はこう云う 死はなんでもない

ものです ただとなりの部屋にそっと移っただけ わたしは今でもわたしのまま 

あなたは今でもあなたのまま わたしとあなたは かつてわたしたちが そうで

あった関係のままで これからもありつづけます わたしが見えなくなったから

といって どうしてわたしが 忘れられてしまうことがあるでしょう わたしは

しばしあなたを待っています どこかとても近いところで あの角を曲がったと

ころで すべてはよしです よしじゃないよしじゃない わたしと陸男はもう無

関係 わたしは待っていても あなたは待ってはいない ここはとなりの部屋じ

ゃない とんでもないところ 想像もしていなかったところ わたしはわたしじ

ゃないのに どうしてあなたがあなたのままなの いま 幽気（ゆうき） 霊気（れ

いき） 妖気（ようき） そんなものがわたしよ 勇気 麗気 陽気 そんなもの

は かけらもないわ 慄然とするのは そのこと 死んだことではないのよ 生

き甲斐ってなんだったの 死に甲斐ってあるの 総てが川の流れのように 流さ

れゆく 家が流され 学校が流され 役場が流され 町が流され 人間が流され 



お父さんお母さんが流され みっちゃんよっちゃんが流され 陸男が流され ほ

んとに彼も流されたのかしら だったら このあたりにいないかしら 幽気 霊

気 妖気になって 霊気霊気霊気霊気幽気幽霊 いないいない いないいないい

ないいない ないないないない ないないづくし いないいないばあ だれもい

ない海 わたしひとり わたしでないわたしひとり 海子ひとり ふふん これ

はわたしじゃない 海子じゃない うらみの塊 うらみの魂 海子じゃなくて怨

子 でもいったい だれをなにを うらんだらいいの 天災がみんな人災なら 

人災もみんな天災 だれをなにを いったいぜんたいいかんたい ここはどこ 

わたしはだれ ここはどこ わたしはだれ こんなところ きたことない こん

なわたし みたことない わたしはわたしでないわたし それなら いままでの

わたしはどこ 雲散霧消（うんさんむしょう）したの 四面楚歌（しめんそか）な

の 言語道断（ごんごどうだん）だわ 千変万化（せんぺんばんか）よ 死屍累々

（ししるいるい）かも かもかもかもねぎ くわっくわっくわっ ただ言えるのは 

食わずには生きてゆけない世界じゃない ごはんを 野菜を 肉を 空気を 光

を 水を 親を きょうだいを 師を でもでも みんなみんな食べちゃいたい 

食べちゃいたい食べちゃいたい がははがはは 食わずにいられること その快

楽 食わず嫌い 嫌い嫌い嫌い 食べちゃいたい食べちゃいたい 食べちゃいた

い けど 食べない快楽 食べられない愉楽 食べてはいけない超楽 超気楽 

ぐははぐはは 食べるということは 出すということ 大昔 女は糞袋だと言っ

た 禅坊主がいた 善善禅坊主 食べなければ糞袋じゃない 糞坊主じゃない 

空気袋空気坊主 だはだはだは わたし海子 うらんじゃいないわ うらんでな

んかいないわ 快楽愉楽気楽を与えてくれた 死死死 うっしっしううううっし

っし かもかもかもねぎ ぎねぎねぎねすぶっく ぶくぶく豚女 豚もおだてり

ゃ木にのぼる わたしおだてりゃ死にもする そうよ わたし海子 助けて助け

てじぶん救助 助かる気なら助かった そうよ わたし海子 被害者になりたか

った 可哀想な乙女になりたかった 同情してよ 憐れんでよ 女神として祭っ

てよ 海子神 ねえねえ 神様神様 おかみさま ねえねえ 幽霊でもなんでも

いい なんでもいいから 幽霊の行き先を教えて どこからきてどこへいくのか 

それともここでこんなところで なにも見えないなにも聴こえないなにも匂わな

い こんなところでゆらんゆらん 浮遊しつづけるのかしら ゆらんゆらん も

ひとつおまけにゆらんゆらん』         

 

 懐爺は、死霊から脱皮しました。 

 そこでぼくは、すぐさま拍手をしました。 

「よかったのう、みじかかったからのう」 

「しかし死霊というものは、あれこれ喋りたいものですからねえ。欲求不満かもし

れませんよ」 

「ふまんは、わしのほうじゃ。こんども、わからんことばが、おおすぎるぞい、う

んこむしょう、しょうべんそうか、うんこどうだん、しょうべんばっか、おしっこ



いるいる」 

「そんな言葉、ありませんよ。雲散霧消、四面楚歌、言語道断、千変万化、死屍累々、

これらは四字熟語といって、覚えておいて損はないですよ」 

「はなくそ、いじろう、それもよじじゅくごかい」 

「花も恥じらうですよ。わたしは鼻糞だなんて決して云いません」 

「かいじいが、いわんでも、しりょうが、いうではないか」 

「そうでした、死霊でした。わたしは死霊そのものではありません」 

「しかし、かいじいよ、しりょうのこえは、せつないのう、もっとたのしいもんは、

おかしいもんは、ないんかのう、ほうか、わかくてしんだから、せつないんかのう、

こんどは、としよりのしりょうを、だしてくれや」 

「年寄りの死霊の声なら、いつも聞いているではありませんか」 

「もしや」 

「はいや、わたしの声」 

「かいじいのこえ、きくはたのしいが、まだいきとるじゃあないか」 

「死んだも同然です」 

「どうぜんと、しんだは、ちがうぞい」 

「恐れ入りました。それではお休みなさい。もう日が陰りました。ひなたぼっこも

おしまいです」 

 懐爺は、祠に逃げ込もうとします。 

 ぼくは、祠の入口に小便をかけます。 

 こうすれば、小便が渇くまで入れない。 

「かいじいよ、しんだら、えいきゅうに、ねむれるぞい。そんなに、いつもいつも、

ねむらんでも、よかろう」 

「死んでから眠るのと、生きていて眠るのとは違います」 

 懐爺は、すこし泣き顔になっています。 

 ぼくは、懐爺を解放すべきかと考えましたが、死霊の話、ふたつだけでは帰るに

帰れません。 

「どうちがうんじゃ」 

「それはその、死んでみないとわかりませんが」 

「やっぱし、どうぜんと、しんだは、ちがうんじゃのう」 

「それならあとひとつだけですよ。おしっこが渇くまでと、約束してくれますか」 

「やくそくじゃ」 

「はい」 

 そうして、懐爺は、なんのおまじないも、なんの準備も、なんの前ぶれもなく、

つと憑依したのです。 

 

 

 

        ＊    ＊ 



 

 

【しりょうさん】 

 

『わしも歳をとった もう三十歳じゃ いんや 惚けるな惚けるな ここに来て

から三十年で 来たときは百歳じゃった いんや 惚けるな惚けるな 百と三歳

じゃった たぶん そう この世は総て たぶん たぶんで出来ている たぶん

が蔓延している たぶんが席巻している たぶんたぶんたぶん たぶんだから 

幸運なことに わしが惚けていたのも たぶんなのだ 憶い出してみよう そう

してみよう わしはたぶん 惚けたふりをしていたのじゃ なぜかって それは

たぶん そのほうがわしにとって 都合がよかったからだ どんな都合かって 

それを聞くのかそれを云うのか 云いにくいがしかたない いまさら隠しだてし

てなんとする 借金よ借金 わしの借金は半端な額ではなかった むろん返すあ

てなどない どうしてそんなに それを聞くのかそれを云うのか たぶんたぶん 

女じゃ女 信じられんだろうが 信じられないのならそれでかまわんが 女じゃ

女 たぶんたぶん わしはそのとき七十 女はそのとき一六 いんや十三 たぶ

ん十二 花も恥じらう乙女だって 莫迦を云っちゃいけない 花も恥じらったの

はわし 口吸え乳揉め尻噛め うるさいのは乙女 あのそのこのどの やりかた

忘れた ごめんごめん 土下座はわし 土下座して 反省するなら金をくれ 云

われてあげた一千万 やれないのなら金をくれ 云われてまた一千万 じじいな

ら金をくれ 云われてまたまた一千万 またさわるなら金をくれ 云われてまた

またまた一千万 たまいれるなら金をくれ 云われてたまたま一千万 もうこう

なったら惚けるしかない 女に貢いだのも惚けなら それを忘れたのも惚け 借

金なんかないのも惚け 惚けこそ最高 惚けこそ総て 惚けがなければこの世は

闇じゃ それでも惚けるにゃ演技が要る 歴史に残る名演技 息子は云った 施

設に入れろ 娘は云った お墓に入れろ それでも正気にゃ戻れない あたまの

なかは正気さま こころのなかは常識さま むねのなかは万年青さま いまぞゆ

くいまぞゆくいまぞゆく さてその女 十五の乙女 わしの恋人わしの愛人わし

の女神 そうその男がわるいやつ わしの盟友づらしおって 万作さんのためな

らば 一策二策万策 どんな手を使っても 東京都知事に あれがたぶん四十歳 

紅顔の美少年 厚顔の美中年 睾丸の大中年 きんたまつかまれ 藁につかまれ 

警察に捕まれ わしは見事に監獄へ 四十歳だっけ 四十歳の囚人 そのころま

だ 妻は元気で三十歳 いんやたぶん二十九歳 女ざかりの雌ざかり 男漁って

右往左往（うおうさおう） 男はどこじゃ男尊女卑（だんそんじょひ） いまぞゆ

くいまぞゆくいまぞゆく 千里の道も一歩から からからからから喉渇く 唇渇

く ぼぼ渇く たぶんそのころ 性病罹り これまた重く 余命三年 三年後に

はわし自由 自由とはいいもんだ 自由とはつまらんもんだ 自由なんてくそく

らえ 二葉亭四迷（くたばってしめい） 手枷足枷（てかせあしかせ）ちょうだい 

臭い飯ちょうだい 臭い飯ちょうだい 臭い飯ちょうだい 云いつつ食った 餃



子百皿 あんみつ百杯 ええとそのほか わしの好物はきんつば きんにつばを

かけろ 墓につばをかけろ 墓につまをかけろ きんかくしかかえて わしの好

物を百あげよう たったの百じゃ たぶん百じゃ まいったかまいったよ 一に

きんつば 二にええと さてその男 わるいやつ わしの盟友わしの悪友わしの

鷲 そいつの末期を解説しよう はてさてそれが ええとそうじゃ わしの妻の

死に様は とってもええもんじゃった あんな業病でも 死ぬ時は 美しい わ

し百歳 いんや百九歳 美しい死に顔だったじゃろう だれもなんも云ってくれ

んが 云ってくれても わしにはわからんが 長生きはいいもんかって そりゃ

あ人間 長生きはするもんじゃ 孫が見れる ひ孫が見れる だが、おおおおお 

孫もひ孫も いつかは死ぬ 死ぬんじゃ それをどうして産むのか それが人間

の本能か 人間の性（さが）か だとしたら人間の本能人間の性は なんと残酷な

もんじゃなかろうか 残酷深刻地獄 残酷深刻地獄 残酷深刻地獄 それこそが

人間の正体じゃ それを知るのに 百年以上かかるなんて おおおおお 君よあ

なたよお前さんよ 人間はもうそろそろ おしまいにすべきじゃないのか 生命

の誕生が 美しいなんて 素晴らしいなんて 虚偽さ うそいつわりさ 創造主

にだまされたのさ 人間滅亡人間破滅人間崩壊 正直それこそが わしの願いわ

しの望みわしの思想じゃ まてよ 死想かな おっとそうじゃった わしが死霊

として のこのこでてきた その理由は 人間滅亡人間破滅人間崩壊 それこそ

が人間最大の使命 人間最大の幸福 人間最大の到達点 その時ようやく 病死

も事故死も戦死も なくなるんじゃ 産まれなければ産まれなければ 自殺も不

要 恋愛も不要 それそれ 恋愛ほど不要なものはない いったいそれがなんに

なる 恋愛すなわち性愛 性愛すなわち性交 性交すなわち誕生 誕生すなわち

死亡 いったいそれがなんになる いったいそれがなんだというのか つまらん

つまらん 人間はつまらん 人生はつまらん 惚けはつまらん 惚けのふりもつ

まらん さっき産まれた とおもったら もう百歳になっとった つまらんつま

らん くだらんくだらん 誕生という不幸 恋愛という虚偽 生活という妄執 

栄光という無様（ぶざま） 権力という卑劣 家庭という愚劣 誕生の不幸諸悪の

本（もと） 恋愛の虚偽諸悪の本 生活の妄執諸悪の本 栄光の無様諸悪の本 権

力の卑劣諸悪の本 家庭の愚劣諸悪の本 おおおおお わし百十歳たぶん たぶ

んええと百十三歳 この歳になって解るとは そうか みんなこの歳までには 

死んでるから なにも解らん解らんで 死ぬ これも神様のしわざか 孫とひ孫

は 神様の恵み ありがたやありがたや 自己満足爺満足で ありがたや あり

がたいけど つまらんつまらん くだらんくだらん 人間はつまらん 人生はつ

まらん 仕事はつまらん みんなくだらん その仕事を百年余り 仕事はわしを

食いつくした 仕事仕事仕事 仕事百年日が暮れた はいそうそのとおり わし

は生まれながらの職人 たぶん 職人は芸術家 たぶん わしはいかにして芸術

家になったのか 芸術家は創造者ではない たぶん 芸術家は保守反動職人 た

ぶん たぶんぶんぶんぶんまわし ぶんまわしの悲劇 ぶんまわしの喜劇 ぶん

まわしの輪廻 百年削って 樹木削って 金属削って 骨身削って 芸術家誕生 



芸術はくだらんくだらん 芸術が生んだもの それは芸術家の死 死のみ 往生

際わるいわし 此の期に及んで復活目指し 地上に戻る訓練の日々 死霊はつま

らん 莫迦莫迦し莫迦莫迦し ゆれてゆられて ゆらんゆらん 人生もつまらん 

復活もつまらん 死霊もつまらん 浮遊もつまらん つまらんづくし つまらん

らんらん つまらんゆらん ゆらんつまらん 人生もくだらん 復活もくだらん 

死霊もくだらん 浮遊もくだらん くだらんづくし くだらんらんらん くだら

んゆらん ゆらんくだらん 昨日もゆらん 今日もゆらん 明日もゆらんいつい

つまでもゆらんゆらん』    

 

 懐爺は、死霊から脱皮しました。 

 そこでぼくは、すぐさま毒づきました。 

「つまらんつまらん、くだらんくだらん、やっぱしのう、ぼけじじいのしりょうは、

つまらん、くだらん」 

「惚けてなんかいませんよ。惚けたら死霊になれません。惚けたふりですよ」 

「ふりは、もっとつまらん、もっとくだらん」 

「そうですか」 

 懐爺は、しょんぼりしました。 

 ぼくは慌てました。 

 懐爺をしょんぼりさせたら、まずい。 

「それでは、つまらん話くだらん話はもうやめて、おしっこも渇いたので、お休み

なさーい」 

 やっぱりそうきたか。 

 急げ、お世辞じゃ。 

「いんや、こんども、みじかいところは、よかったのう。おんなのはなしだって、

わすれたけんど、よかったのう。それに、よじじゅくごも、こんどのは、やさしか

ったし。おとこしょんべん、おんなへたれ」  

「男尊女卑です。金ちゃんは、金尊爺卑です」 

「なに、かいじいは、きんたまで、へこくだと」 

「話になりません。ほんとにもう休みます」 

「こんどは、もっともっと、みじかいんでええ。いっぷんかんでええ。かたたたい

て、あげるからのう」 

「と云っても、死霊次第ですから。金ちゃんは、肩ではなく、いつも尻たたきます

からねえ」 

 懐爺は、困った顔をしました。 

 ほんとうに今日は、尻ではなく、肩をたたいてあげるつもりでした。 

「そこをなんとか」 

「死霊になるのは、すごく疲れるんです。過労死したら、金ちゃんのせいですから

ね」 

 それは脅しじゃ。 



 しかし懐爺は、ほんとうに疲れた声と顔でした。 

 ぼくは、ほんとうに心配になりました。 

 懐爺がほんものの死霊になって、死霊の話をするのはちょっと。 

 ぼくは、大切な懐爺のために我慢をしました。 

 いやはや、それにしても、長い一日でした。 

  

 

     ＊   ＊ 

 

 

『レ・ミゼラブル』 

『ジャン・クリストフ』 

 の翻訳者として有名な豊島与志雄に、 

『都会の幽気』 

 という、優れた短篇があります。 

 

【野暮と化け物は箱根より先】 

【東路に野暮と化物なしといふ 箱根山から見越入道】 

 などという昔の言葉や狂歌を鵜呑みにして、わたくしは幽気とか霊気というもの

は、田舎にあると考えておりましたが、都会にもあるというので、目から鱗（うろ

こ）の作品でした。 

 

【都会には、都会特有の一種の幽気がある。暴風雨の時など、何処ともなく吹き払

われ打ち消されて、殆ど姿を見せないけれども、空気が凪いで澱んでいる時には、

殊に昼間よりは夜に多く、ぼんやりと物影に立現れたり、ふらふらと小路を彷徨し

たりする。 

 幽気があるのは、必ずしも都会に限ったものではない。田舎には田舎の幽気があ

り、山林田野には山林田野の幽気がある。然しそれらの幽気はみな、人間離れのし

た怪異味を有するものであるが、ただ都会の幽気だけは、どこまでも人間的であり、

人間の匂いを持っている】 

  

 田舎には田舎の幽気があるということで、救われた気分でしたが、都会の幽気だ

けは、人間的であるとのことで、これはいかんと思われました。 

 なぜなら、私はこの『おばけの季節』に於いて、できるだけ人間的なお化けを登

場させるよう、長年努力をしてきたからです。 

 もちろん、豊島与志雄を信用しなければいいのですが、私にとってこの文学者は、

文学者のなかで珍しく信用している人なので、やはりとても気になったわけです。 

 そこで次からは、金ちゃんを町に転校させようと考えていますが、この村を偏愛

する母親が一緒に行くはずもなく、果たして母ひとり子ひとりで親孝行の金ちゃん



が、ひとりで町に行くでしょうか。 

 

 それともうひとつ問題があります。 

 はい、懐爺です。 

 懐爺がいなければ金ちゃんは、おそらく、本来の実力を発揮できません。 

 それなら懐爺も町へ行ってもらわなければなりませんが、果たして祠から出てく

れるでしょうか。 

 それと、この村だから懐爺の存在が大切にされているのですが、町へ行ったら、

単なる乞食おやじと間違えられて、酷い目に逢ったりしないでしょうか。 

 

 とにかく金ちゃんと懐爺が、町に行くことになるアイデアを考えればいいわけで、

まあそれが考案できたときには、 

【町のお化け篇】 

 あるいは、 

【都会の幽気篇】 

 というお話をひとつ、作らせてもらおうと願っております。 

 

 また、豊島与志雄の、 

『白血球』 

 によれば、家のある部屋では、 

「底寒い不気味な何だか嫌な気が漂ってくる」 

 そうだから、 

【家霊篇】 

 もいいなと思うけれども、祠にばかりいる懐爺に、家霊が解るのか心配ですねえ。 

 

 もしそれが不可能なら、 

【死霊篇】 

 の続篇、 

【しりょうよん】 

【しりょうごー】 

【しりょうろく】 

 をやらせてもらいます。 

 なにしろ懐爺だもの、一眠りすれば疲れがとれるでしょうから。 

 

 それとも、 

【死霊篇】  

 のあとだから、 

【生霊篇】 

 が妥当か。 



 ごぞんじのように、「死霊」が死者の霊なら「生霊」は生者の霊。 

 でも、生者の霊なんかつまらん、と金ちゃんに云われそうである。 

 

 とまあ、あれこれ思案していたら、 

『日本怪魚伝』（柴田哲孝／著） 

 という本を図書館で発見しました。 

「四万十川の伝説／アカメ」 

「縄文の壺／ビワコオオナマズ」 

「蜃気楼／リュウグウノツカイ」 

「河は眠らない／ニッコウイワナ」 

「大鳥池／タキタロウ」 

 など十二の好短篇が載っています。 

  

『おばけの季節』 

 は、もはや、どこのどんな作家でも追いつけないくらいの、おばけオンパレード

となっていますから、もういいやって気になることもあるけれども、怪獣くらいだ

とおもっていたら、怪魚の名品が私の前に現れました。 

 それなら、怪鳥もいるだろうし、怪虫もいるだろうし、そうなると、怪花も、怪

草も、怪樹もとなって、まだまだ休めそうにありません。 

 まずは、 

【怪魚篇】 

【怪鳥篇】 

 あたりを考案したいが、さてどうなりますか。 

 ともあれ、お化けの世界には終わりがないのかもしれません。 

 

 

                        禿光山人 拝 

  

  

 

 

 

 


