１ ４ 【 け ら けら お ん な 】
そこで ぼく は、気 になっ ていた こ と を 話しまし た。
「ななま がり でさ、 どっか らか 、おん な の、でっ かい わらい ごえが した
んじゃ」
からか ら
からか ら
がほが ほ
がほが ほ
「あのあ たり に、家 はない でしょ う」
「ないけ んど 、した んじゃ 」
「あのあ たり に、女 はこな いでし ょう 」
「こない けん ど、し たんじ ゃ」
「それな ら、【け らけら おんな 】です ね 」
懐爺は 断言 しまし た。
「【け らけら おん な】じ ゃと 。あん なけら けら、ききた くない のう 。わし
にはから から とか、 がほが ほとか きこ え たがのう 」
「そうき こえ たかも しれな いが 、
【 けらけ らおんな 】は 若い 女のお ばけだ
から、や っぱ りけら けらで しょう 」
「かいじ いは 、その わかい おんな のお ば けに、あ った ことが あるん か」
「わたし は年 寄りだ から、 若い 女はお ば けだろう と何 だろう と、あ って
も笑って もく れませ ん」
「なんじ ゃ、 つまら ん」
「でも、 村の 若者に 、話を きい たこと が あります 。若 くて二 枚目の 。そ
の人がや はり 、七曲 がりで 【け らけら お んな】に 遭遇 （そう ぐう） しま
した。笑 い声 が若く て、な まめ かしい の で、思い 切っ て振り かえっ たそ
うですが 、す ごい大 女、牛 や熊 ほども あ る大女で 、興 （きょ う）ざ めし
たとのこ とで す。
【ゆき おん な】で はあり ませんが 、見 るなの 禁、という
ものがあ りま す。お ばけを 見る な。お ば けを見る とわ ざわい がある 。見
るなの禁 をや ぶって 、おば けにく われ た 者も、た くさ んいま すから 」
「【け らけら おん な】は 、ひと をくう ん かいな」
ぼくは 興味 本位（ きょう みほ んい） と いうか、 興味 津々（ きょう みし

んしん） でき きまし た。
「ある意 味で は、人 をくう んでし ょう な 」
懐爺は けら けら笑 います 。
そして つけ 加えま す。
「金ちゃ んも 、
【け らけ らおん な】に あっ たくらい だか ら、二枚 目な んで
すよ」
「くだら んの う」
「女のお ばけ は、こ わくな いん です。 女 は 幽霊（ ゆう れい） がこわ い。
おばけで こわ いのは 、やは り男 ですね 。
〈 男〉が ついた おばけ は、一番こ
わい」
「たとえ ば」
ぼくは きき ました 。
「たとえ ば 、【お おかみ おとこ 】【たこ お とこ】【い かおと こ】【くも おと
こ】
【わ らいお とこ 】
【はこ おとこ 】
【い し おとこ 】
【こお りおと こ】
【 すな
おとこ 】」
「【す なおと こ】 かい」
ぼくが その 名に興 味を持 った のは、 砂 遊びが好 きだ ったか らで、 ほか
に理由は あり ません 。
「【す なおと こ】は 、外国 の本に でて きま す。こど もがい つまで も寝 ない
で起きて いる と、そ のこど もの 目に、 砂 を投げつ けま す 。そ のこど もの
目玉が血 だら けにな って、 飛び でると 、 それを持 って 帰って 、自分 のこ
どもにた べさ せるん です。 悪いや つで す 」
「そら、 こど もがい つまで もお きてい な いで、は やく ねむる ように 、お
とながつ くっ たはな しじゃ ろ」
「さすが は金 ちゃん 。そん なとこ ろで し ょうね」
懐爺は みと めまし た。
「つまら んの う」
ぼくは いい ました 。
すると ぼく は、も うひと つのお ばけ が 、気にな った のです 。
【たこお とこ】や【 いかお とこ】は 想 像がつく けれ ども 、
【わら いおと
こ】とは 、ど んなお ばけな んだろ う。
「【わ らいお とこ 】もけ らけら わ らう の かい」

「これも 外国 のおば けです がね 。
【わ らい おとこ】は笑い ません 。顔一 面
が口で、 口が 裂（さ ）けて いるか ら笑 っ ているよ うに みえる のです 」
「かおが くち で、く ちがか おかい 」
ぼくは 茶化 （ちゃ か）し ました 。
「そのと おり です」
懐爺は 、真 面目に 答えま した。
「その口 がす ごい。たとえ ば 、
【わ らいお とこ】を退治 しよう と、鉄砲で
撃っても 、鉄 砲の弾 を、そ の口 でぜん ぶ のみ込ん でし まい、 それか ら吐
きだす 。鉄 砲を撃 った者 は 、みん なその 弾 にやられ て死 んでし まいま す」
「【わ らいお とこ 】は、 わるい おとこ な のかい」
た また まぼ くは、 洒落（ しゃれ ）て み ました。
「それが 、男 の中の 男。悪 人をや っつ け るおばけ です 」
「りっぱ なお ばけじ ゃのう 」
ぼくは いい ました 。
「おばけ はみ んな立 派です 」
「もてん だろ うのう 」
ぼくは いい ました 。
「目も鼻 もあ りませ んから ねえ」
懐爺は うな ずきま した。
「けっこ んは 、でき んだろ うの う。
【ゆき おんな 】は、けっ こんし たんじ
ゃな。【けら けら おんな 】も、 けっこ ん できんだ ろう のう」
ぼくは いっ て、お もいつ きでさ らに い います。
「つがい のお ばけは 、おら んのか 」
「さすが は金 ちゃん 。いい とこつ いて い ますね」
懐爺は 嬉し そうに いいま した。
「たとえ ば【 わらい おとこ 】で はなく 【 わいら】 なん かは、 夫婦の おば
けですね 。わ いでな くて、 わいら だか ら 、複数で すも のね」
「【わ いら】 が、 つがい なら、 にばい お そろしい んか 」
「またい いと こつい ていま すね 。でも 【 わいら】 はだ いたい 土の中 にい
て、もぐ らば かりた べてい るお ばけで す から、人 間も たべな いし、 あま
りこわく はな いです ね」
「つまら ん」

ぼくは 唾を はきま した。
「おばけ は、 ひとを くいそ うな やつが 、 いちばん おも しろい じゃ。 ひと
をくいそ うで なけり ゃ、お もしろ うな い 」
「 でも本 当に くわれ たら、 面白い では す みません よ」
懐爺は 、い いきか せる口 調でい いま し た。
「金ちゃ んだ って、 いろん なお ばけに で くわして 、そ れでも 何とか くわ
れなかっ たか ら、こ うして いっ しょに 歩 いている んで す。わ たしは もし
金ちゃん がく われた ら、こ の世の おば け をみんな 殺し ますよ 」
「かいじ いは 、おば けより 、おそ ろし い のう」
ぼくは 台詞（ せりふ）とは裏 腹に、懐 爺 のいつも なが らのや さしさ と、
もしかす ると 友情を かんじ ました 。
「わたし もお ばけの 、一種 かもし れま せ ん」
なぜか 懐爺 は、さ びしそ うにい いま し た。
「 お と こ のお ばけは こわい 。お んなの お ばけはこ わく ない。 かいじ いは
まえにそ うい ったじ ゃろ」
「猿も木 から 落ちる 。わた しも 肥溜（ こ えだめ） に落 ちまし た。お んな
のおばけ のほ うが、 こわい かもし れま せ ん」
「じじい のお ばけは 、どう かのう 」
懐爺は 返事 をしま せん。
祠に着 きま した。
懐爺は くら い奥に もぐっ て、す ぐに 寝 息をたて まし た。
ぼくは 安心 感と幸 福感に みた され、 は ずむ足ど りで 家路（ いえじ ）に
ついたも ので す。

