１ ３ 【 き ん かく し 】
あると き、 懐爺の ほう か らきい てき ま した。
ぼくに おば けの話 題がな にも ないと き は、きま って 懐爺か ら声を かけ
てくれた もの です。
「金ちゃ んば かり 、 どうし ておば けに 遭 遇するか 、わ かりま すか」
「わから いで か」
ぼくは 強が りでい いまし た。
「なら、 いっ てみて くださ い」
懐爺は 笑い ました 。
「わしが 、お ばけを すきだ からじ ゃ」
「残念で した 」
「おばけ が、 わしを すきだ からじ ゃ」
「残念で した 」
「いらい らす るのう 」
ぼくは 、せ かせま した。
「それは 金ち ゃんに 、おば けを 吸いよ せ る磁気（ じき ）が、 あるか らな
んです」
懐爺は 、断 定（だ んてい ）しま した 。
「きせつ 、み たいな もんか のう」
「それは 時季 。そう ではな くて、 磁石 を 持ってい る」
「じしゃ くな んか、 も っと らん」
「磁石は なく とも、 金ちゃ んの全 身に 磁 気がある 」
懐爺は 、何 となく 説明に 困って いる ふ うでした 。
ぼくは さら に困ら せまし た。
「ならば 、わ しはま ともじ ゃない んか 」
「まとも すぎ るんで すよ。 鎧（ よろい ） をつけな いか ら、お ばけが 吸い
よせられ る。 これか らもど んどん 吸い よ せられる こと でしょ う」
「それは 、ほ めこと ばかの う。そ れは 、 おそろし いの う」
ぼくは 少し 、機嫌 （きげ ん）が 良く な りました 。
嬉しは ずか し、痛 しかゆ し、 いやだ い やだも好 きの うち。 そんな 気分
でした。

懐爺は うな づくか とおも ったけ れど も 、そうで はあ りませ ん。
「今日は 、金 ちゃん に一番 関係の ない 、 おばけの 話を しまし ょう」
「どうい うい みかの う」
「金ちゃ んに 、吸い よせら れない おば け です」
「だから わし は、あ ったこ とがな いん か 」
「おっし ゃる とおり 。その 名も【 きん か くし】」
何とな く、 いやな 名前だ と思い まし た 。
【あかな め】 よりも 。
「きんな ら、 かんけ いある じゃん か」
金ちゃ んを 神隠し にする のが 、【き ん かくし】 かと おもい ました 。
「金ちゃ んの 金は、金科玉 条（ きんか ぎ ょくじょ う）の金で すが 、
【 きん
かくし】 の金 は、お 金の金 です」
「うちは びん ぼうだ から、 たしか にお か ねは、か んけ いない のう」
ぼくは 安心 しまし た。
「【き んかく し】は お金 を隠す。お金 持ち なのに隠 して、貧乏の ふり をす
るのです 」
「わしも 、び んぼう のふり をして みた い のう」
ぼくは 本音 をいい ました 。
すると 懐爺 は、少 しこわ い顔に なっ て 、こうい った のです 。
「【き んかく し】は困 った顔 や口ぶ りで 、貧乏人か らお 金をだ ましと るん
です。
【 きんか くし】の 大きな 金庫（き ん こ）は、お金 ではち きれそ うに
なってい ます 」
「【き んかく し】 は、し ばいが うまい ん じゃのう 」
「芝居で すか 。そう いう見 方も ありま す ね。それ とだ まされ たほう が悪
いという 見方 もある 。でも ね金 ちゃん 、 だまされ た人 間が悪 いなん て法
律は、世 界中 どこに もあり ません よ」
懐爺は 、強 くいい ました 。
懐爺は えら そうで した。
もしか する と、本 当にえ らいの かも し れない。
「そんじ ゃ、【き んかく し】を 、たい じ にいこう かの う」
私は勢 いこ んでみ ました 。
「だから 、金 ちゃん は【き んかく し】 に 出逢えな いん です」

懐爺は 、断 固（だ んこ） として いい ま した。
「たまた まみ かける くらい か。な ら、
【き んかくし 】のし るしを おし えて
くれ」
「【き んかく し】のしる し です か。胡散（ うさん ）臭い 。狐狸（こ り）の
臭いがす る。 口臭が する。 おな らがひ ど く臭い。 言葉 が丁寧 。おし ゃべ
りが上手 。身 振り手 振りで 話す。 相手 の 目をみつ めて 話す」
まだつ づき そうだ ったけ れども 、ぼ く はさえぎ りま した。
「なんじ ゃ。 かいじ いとお んなじ じゃ ん か」
からか った のでは なく、 ぼくは 実感 （ じっかん ）を いった のです 。
懐爺は 沈黙 （ちん もく） しまし た。
【きん かく し】の ことは 、もう 一言 も 話すつも りは ない。
そんな 、「 へ」 の字の 口でし た。

