
  おばけの季節【掌篇】            陽羅 義光 

 

 

 先日村上春樹の、 

『職業としての小説家』 

 を再読していたら、（前回は読み落としていた）こんな文章を見つけました。 

 

【世の中には一年くらいかけて、長いピンセットを使って、瓶の中で細密な船の模

型を作る人がいますが、小説を書くのは作業としてはそれに似ているかもしれませ

ん】 

 

「瓶の中で細密な模型を作る人」 

 って、何やら怪しくありませんか。 

 小説を書くのがそれに似ているとなると、小説家も怪しい。 

 ということは、今さらながら考えたのですが、お化けの物語を作っている私その

ものが怪しい。 

「私は怪しい」 

 これが最近の新発見であります。 

 

 さて、文芸評論家というよりも今や、 

「怪談のエキスパート」 

 といったほうがいい東雅夫の本は、ほとんど読んでいます。 

「お化けのパートナー」 

 を自称する私としては、優先的に読んでいます。 

 最近読んだのは、 

『怪談文芸ハンドブック』。 

 そのなかで、 

「世界で一番短い怪談」 

 が紹介されていました。 

 作者は、十九世紀のアメリカの作家、トマス・ベイリー・オルドリッチ。 

 原文は翻訳よりも短いが、ここでは翻訳（矢野浩三郎／訳）で紹介します。 

 

【女が家に一人で坐っている。 

 彼女は自分がこの世で、まったくの一人ぽっちであることを知っている。 

 他の生物はすべて死に絶えたのだ。 

 ドアのベルが鳴る】 

 

 ううむ、怖い。 

 怖いが、ベルを鳴らしたのは、もしかすると、 



「救世主」 

 かもしれないから、そう天の邪鬼に考えれば怖くはない。 

 

 そこで私は、もっと怖く、もっと短い怪談を創ることにしました。 

 もっと短いのはできそうだが、もっと怖いのは自信がない。 

 なぜなら、この物語の読者も天の邪鬼かもしれないので。 

 それでもやりますよ、やります。 

 期待してもらっていいんじゃないかな。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

     ＊     ＊ 

 

  

 金ちゃんは家で寝転がっている。 

 金ちゃんは自分がこの世でまったくの一人ぽっちであることを知っている。 

 他の生物はすべて死に絶えたのだ。 

 家の戸が叩かれる。 

 

 

    ＊      ＊ 

 

 

 すみません、これは盗作でした。 

 気を取り直して、次をご期待ください。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

    ＊      ＊ 

 

 

 金ちゃんは便所でうんこをしている。 

 不意に便所の戸が叩かれる。 

「はいっとるぞい」 

 と何度言っても、しつこく叩かれる。 

 金ちゃんが戸を開けると、そいつが大口を開けて食おうとしたので、金ちゃんは

糞壺（くそつぼ）に墜ちた、いや、逃げた。 

 



 

    ＊      ＊ 

 

 

 なかなかいいけど、見本よりも一行多い。 

 気を取り直して、次をご期待ください。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

    ＊      ＊ 

 

 

 金ちゃんは便所でうんこをしている。 

 不意に糞壺のなかから、何者かの鼻息が金ちゃんのお尻にかかる。 

 金ちゃんも負けずに、おならで反撃する。 

 何者かが咽（むせ）んで、咳をした。 

 

 

   ＊       ＊ 

 

 

 行数はいいけど、怖いというよりも、臭い。 

 それに、稲垣足穂の、 

『一千一秒物語』 

 の文体を真似しています。 

 でも、あのハイカラな品の良さは真似できない。 

 気を取り直して、次をご期待ください。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

    ＊      ＊ 

 

  

 夏の昼下がり、ぼくが躑躅峠（つつじとうげ）を通りかかると、乞食とおぼしき

黒い服の男が蹲（うずくま）っていました。 

 近寄ると黒い男は全裸で、皮膚が黒いのでした。 

 黒い男はぼくに蹴飛ばされると思って緊張したのか、顔も手も足もどんどん縮こ

まっていきました。 



 そうしてそのうち皮膚の中へと隠れたあげく、ついには全身これ皮膚だけになっ

てしまいました。 

 

 

   ＊       ＊ 

 

 

 じつはこれは、前衛的な作品を書くノーベル賞作家ル・クレジオの、 

『調書』 

 の冒頭の一節にヒントを得て書いたものです。 

 これは盗作ではないけれども、訳者の豊崎光一が読んだら、気分を害すかもしれ

ません。 

 いずれにしても、怪談作りのヒントは怪談本のみにあるわけではないという証明

に、書いてみました。 

 次はヒントなしの一篇を書きます。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 懐爺は、しぶしぶ答えました。 

「煙草は半世紀前にやめました。 

 なぜって、煙草喫うと、頭のてっぺんからもくもく煙が出始めたんですよ。 

 おそらく頭のてっぺんに穴が開いているんですね」 

 

 

  ＊      ＊ 

 

 

 怖い、怖い。 

 怖いのは私だけかもしれないけど。 

 

 子供の頃、頭から木が生えてくる人が怖かったものです。 

 頭に穴が開いていて、脳味噌（のうみそ）が見える人も怖かったものです。 

 その穴から、鮹（たこ）の足が出てくる人も怖かったものです。 

 鮹の足の吸盤が、さらに怖かったものです。 

 その吸盤が、頭にいっぱい発生した人も怖かったものです。 

「人」 



 と言っていいかはともかくとして。 

 ぜんぶ、頭がらみなのは理由があるのかもしれませんが、私自身にはまったく解

りません。 

 

 そう言えば、もう半世紀もむかし、 

「あまり煙草を喫いすぎると、おならの代りにお尻から煙が出るぞ」 

 と、父親がよく言っていましたね。 

 父親は九十二で他界するまで、煙草ばんばん喫っていましたけど、お尻から煙が

出ていたんですかね。 

 それとも、肺結核なのに私がばんばん煙草を喫うので、心配してそう言ったのか

もしれません。 

 

                      禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 懐爺は忍者の携帯食を常備している。 

〈兵糧丸（ひょうろうがん）〉と〈水渇丸（すいかつがん）〉だ。 

 だれが告発したのか、あるとき祠が家宅捜査（かたくそうさ）され、警察官が来

て、これは爆弾かもしれんと持って行った。 

 爆弾ではなかったらしいが、警察官は全員食中毒で死んでしまった。 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 これは怖いが、怪談ではないかもしれません。 

 単なる事故、というものかもしれません。 

 しかし事故にも、何か怪しいモノが関与しているらしいとなると、やはり怖いも

のがあります。 

 かつて私が住んでいた村で、実際にあった話です。 

 

 子供の頃、何という名称なのかは知らないものの、忍者の携帯食に非常な興味を

抱いていました。 

 食欲がないというよりも、とにかく面倒臭いということで、食事することが大嫌

いでした。 

 ビー玉くらいのやつを一つだけ呑み込めば、しばらくは食べずにすむということ



なので、それを試してみたかったのです。 

 あるとき、友達が、 

「これが忍者の携帯食じゃ」 

 と言って、黒くて小さくて丸いものをくれました。 

 すぐに飲んでみましたが、たしかに吐気がして、しばらくは食事しないですみま

した。 

 後で、友達は、 

「あれはわしの鼻糞じゃ」 

 と白状しました。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 村の広場で〈お化け映画無料観賞会〉があった。 

 金ちゃんの観察したところ、集まった観客はみんな同じ鋳型（いがた）から作り

出された者ばかりでした。 

 つまり同じように、目も口も手足も備えていました。 

 目は五つで、口は耳まで裂けていて、手足は首から生えていました。 

 

 

   ＊    ＊ 

 

 

 広場や会館でやるものでも、小さな屋根裏部屋でやるものでも、ちゃんとした大

きな映画館でやるものでも同じです。 

 お化け映画を観ているときに、ふと周りを見回すと、観客がみんなお化けに見え

るということがありませんでしたか。 

 私は、ありました。 

 

 どうして人間は（人間にかぎらずたいていの動物は）目が二つで口が一つで、手

足があるのでしょう。 

 それは、人間がそうしてほしいと望んだからでしょうか。 

 それが、生きていくうえで最も便利だから自然とそうなったのでしょうか。 

 それとも、創造主に押し付けられたものなのでしょうか。 

 私が心底納得する答がある書物は、一冊もありませんでした。 

 



                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 ひっくりかえされたおもちゃ箱のような朝。 

 だれかとだれかが外で囁きあっている。 

 それはまた新しいお化けが誕生した時間。 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 これは掌篇というよりも、掌詩でしょうね。 

 三行詩。 

 これは西脇順三郎の、かの代表的な詩のイメージから思い付いたものなので。 

  

「怪談」 

 というものはあるが、 

「怪詩」 

 というものはないのでしょうか。 

 あります、あります。 

 日本の詩人なら、萩原朔太郎がとびきりの、 

「怪詩」 

 創作者でしょうね。 

 本人にそういうつもりがなくとも。 

 

【地面の底に顔があらはれ、 

 さみしい病人の顔があらはれ。 

 

 地面の底のくらやみに、 

 うらうら草の茎が萌えそめ、 

 鼠の巣が萌えそめ、 

 巣にこんがらかっている、 

 かずしれぬ髪の毛がふるへ出し】 

 

【みつめる土地の底から、 

 奇妙きてれつの手がでる、 



 足がでる、 

 くびがでしゃばる】 

 

【蛙が殺された、 

 子供がまるくなって手をあげた、 

 みんないっしょに、 

 かはゆらしい、 

 血だらけの手をあげた、 

 月が出た、 

 丘の上に人が立っている。 

 帽子の下に顔がある】 

 

【遠夜に光る松の葉に、 

 懺悔の涙したたりて、 

 遠夜の空にしも白き、 

 天上の松に首をかけ。 

 天上の松を恋ふるより、 

 折れるさまに吊されぬ】 

 

【どこから犯人は逃走した？ 

 ああ、いく年もいく年もまへから、 

 ここに倒れた椅子がある、 

 ここに凶器がある、 

 ここに屍体がある、 

 ここに血がある、 

 さうして青ざめた五月の高窓にも、 

 おもひにしづんだ探偵のくらい顔と、 

 さびしい女の髪の毛とがふるへて居る】 

  

 まだまだあるが、これくらいにしておきます。 

 こういう詩を読んでいると、探偵小説や推理小説の作家は興味を示すだろうなと

考えました。 

 考えたすぐ後に図書館で、内田康夫の、 

『「萩原朔太郎」の亡霊』 

 という本を見つけました。 

 殺された人が、 

「萩原朔太郎研究会」 

 を開いて詩作指導を行っていたという話でした。 

 従って本文には、私がここで引用した朔太郎の詩も出てきます。 



 嬉しくなる小説でした。 

 

 考えてみれば、朔太郎には、 

『小泉八雲の家庭生活』 

 という散文もあるのだから、 

「怪詩」 

 を創ろうという意識はあったかもしれませんね。 

 せっかくだから、朔太郎の、 

「怪詩」 

 も真似してみましょうかね。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 男が刺殺された 

 犯人の女が血だらけの手をあげた 

 月も星も出ている 

 丘の上の樹に探偵が寄り掛かっている 

 帽子の下に蒼白の顔がある 

 

 

  ＊      ＊ 

 

 

 この場合、「男＝探偵」ということもあるから、それが怖い、と思う。 

 けれども、怪談性がないので、怪詩もう一つ、お化けの出るやつ。 

  

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊    ＊ 

 

 

 暗闇からでてきたのはだれか 

 よくはみえないのだが 

 手が三本で足が七本 

 おそらくわたしの父親だろう 



 

 暗闇からでてきたのはだれか 

 よくはみえないのだが 

 目が四つで口が二つ 

 おそらくわたしの恋人だろう 

 

 暗闇からでてきたのはだれか 

 よくはみえないのだが 

 顔は人で身体は猪 

 おそらくわたしの友人だろう 

 

 暗闇からでてきたのはだれか 

 よくはみえないのだが 

 鼻の穴から蛇が垂れている 

 おそらくわたしの隣人だろう 

 

 

  ＊    ＊ 

 

 

 これは四部作でもあり、単独の四行詩でもあります。 

 なかなか怖い怪詩ができました。 

 けれども、 

「怖いというよりも気味悪い」 

 と孫に言われてしまいました。 

 たとえ、気味悪いのも怖いということだと言っても、孫が納得してくれるとは思

われません。 

  

 もう一度チャレンジしてみます。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊     ＊ 

 

 

 人間はだれでも 

 お化け性があり 

 お化けはだれでも 



 人間的である 

 ということは 

 人間がお化けになり 

 お化けが人間になる 

 ということはあり得る 

「人間を見たら泥棒と思え」 

 という言葉があるが 

「人間を見たらお化けと思え」 

 のほうが正しい 

 というよりも確率が高い 

 民主主義の世の中だから 

 確率が重要である 

『広辞苑』に提言する 

「人間を見たら泥棒と思え」 

 という言葉をはずし 

「人間を見たらお化けと思え」 

 という言葉をいれなさい 

  

 

   ＊    ＊ 

 

 

 気味悪くはないが、理屈っぽい。 

 怪詩かどうかは別として、理屈っぽい詩は上等とは思われません。 

 次は、理屈っぽくないものを。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊    ＊ 

 

 

 無気味な奴は北から来る 

 鼻息荒く目玉を血走らせ 

 獲物を狙って舌が延びる 

 舌は槍となって空気を劈（つんざ）き 

 獲物は悉（ことごと）く串刺しとなる 

 さてそれからは串刺しの人間の蒲焼き 

 ご馳走（ちそう）を待つ女や子供 



 お化けにだって原始の習わしも弱肉強食の掟もある 

 加えてどういうわけか家族愛も 

 そういう事が実に厄介（やっかい）だ 

 

 

  ＊     ＊ 

 

 

 ううむ見事なものだ。 

 孫には理解できないかもしれないが、お化けの詩でこれ以上のものはないでしょ

う。 

 手前味噌が出たので、このあたりでおひらき。 

 

                        禿光山人 拝 

  

  


