２ ０ 【 た い よう か め ん 】
おばけ と時 刻（じ こく） の関 係、お ば けと天候 の関 係を、 こんど の夏
休みの自 主研 究課題 （かだ い） にしよ う と、ぼく は決 心した ことが あり
ました。
まだど んな 字を書 くかは 知らな かっ た けれども 、
〈丑三 つ時（う しみつ
どき）〉とい う言 葉は知 ってい ました 。
〈丑三 つ時 〉にお ばけが よく でてく る 、といわ れて いるこ とも知 って
いました 。
ぼくの 体験 上では 、
〈 丑三つ 時〉に かぎ らないこ とも、わかっ てい まし
た。
それで 、時 刻を研 究した いの だけれ ど も、真っ 昼間 にはお ばけは でに
くいらし い。
天候も 、太 陽が皓 々（こ うこ う）と 輝 いている とき にでる おばけ は、
さすがに いな い。
雪の日 は、 有名な 【ゆき おんな 】。
雨の日 は、 有名な 【から かさお ばけ 】。
曇の日 は、 有名な 【くも おとこ 】。
晴の日 は、 おもい だそう として もで て こない。
そうい う話 を、懐 爺に自 慢げに 話し て みたら、
「そんな こと はあり ません 」
と否定 され てしま いまし た。
「ほんま かい な」
「真っ昼 間や 、太陽 が皓々 と輝 いてい る ときに登 場す る、お ばけだ って
いるんで すよ 」
「しらん のう 」
「昼間の おば けの帝 王（て いおう ）、【 た いようか めん 】です 」
何か、 おそ ろしそ うな名 前だっ たけ れ ども、
「げっこ うか めんの 、なか まかい 」
ときい てみ ると、
「ぜんぜ ん関 係あり ません 」
との答 えで した。

「かめん をと ったら 、にん げんじ ゃろ が 」
「【た いよう かめ ん】のおそ ろしい ところ は、仮 面と顔 とが 一体に なって
いるとこ ろで す」
懐爺は 、 鼻 の穴を 極度（ きょく ど） に ふくらま せま した。
「それは おそ ろしい のう」
ぼくは 漫画 で、顔 の仮面 が取 れなく な った、男 の話 を読ん だこと があ
りました 。
「おそろ しい のはそ れだけ では ありま せ ん。月光 仮面 は正義 の味方 です
が、【 たいよ うか めん】 は運命 そのも の なのです から 」
まわり に、 ただな らない 緊張感 （き ん ちょうか ん） がはし りまし た。
「それは 、ど んない みかの う」
意味は わか らなく とも、 おそろ しか っ たのです 。
「わたし たち には、 運命と いう ものが あ ります。 運命 には逆 らえな い。
運命に逆 らっ て偉く なって も、 運命に 逆 らっ て命 が助 かって も、そ の後
で、も っと悲 惨な結 果が待 って いるの で す。
【たい ようか めん 】に、みら
れている ので すから 」
ますま す意 味がわ からな くな ったけ れ ども、ま すま すおそ ろしく なり
ました。
「まんま は、 ないん かい」
ぼくの いう〈ま んま 〉は 、
〈あり のまま 〉と いう意 味で 、抽象 的（ちゅ
うしょう てき ）な話 ではな く、 具体的 （ ぐたいて き） な例は ないの かと
いうこと です 。
抽象と か具 体とか の語彙 （ご い）を 知 らなかっ たの で、そ ういっ たの
です。
懐爺は 、腕 組みを しまし た。
何かを おも いだそ うとす る、顔 つき で した。
「 こ れ は 、金 ちゃん が生ま れる 前の、 村 の出来事 です 。結婚 二十年 目の
夫婦に、 よう やくこ どもが でき て、め で たしめで たし なので すが、 その
赤ちゃん が、 重そう な病気 にな ってし ま った。旦 那（ だんな ）さん は自
転車を必 死に こいで 、町の 医者 を呼び に いった。 太陽 が皓々 と輝く 夏の
真っ昼間 です から、 途中で 旦那 さんは 、 ひどく、 目が まわっ てくる 。ほ
とんど、日 射病（に っしゃ びょう）にか かってい る。そこ に、
【 たいよ う

かめん】 の登 場です 」
ぼくは 、唾 を飲み 込みま した。
「どどど どん なすが たなん じゃ」
ぼくは きき ました 。
「それこ そ、 太陽の 顔です 。 そ の顔に 、 見上げる まで の巨大 な体が つい
ている。 体は 人間の 体に似 てい ますが 、 獅子（し し） の体に も似て いま
す」
「たたた 【た いよう かめん 】」
ぼくは 驚き と感動 で、そ の名を 叫ん で いました 。
懐爺は 溜息 をつい てから 、続き を話 し はじめま した 。
「【た いよう かめ ん】は、大声で 旦那 さん にいいま す。赤 子が死 ぬの は運
命だ。無理 に医 者を呼 びにい ったら、お前 も死ぬ。赤 子は 助から ぬから 、
お前だけ でも 助かっ たがよ い。こ の声 は 運命の声 だか ら逆ら うなか れ」
「それで 、だ んなは 、まち にいく のや め たんか」
早く結 末が 知りた かった ぼくは 、懐 爺 をせかせ まし た。
懐爺は また 溜息を ついて から、 続き を 話しはじ めま した。
「旦那さ んは 思案し ます。けれど も、烈 しい太陽 に照 らされ て、
【たい よ
うかめん 】の 大声に 嚇され て、 だんだ ん 、身動き が取 れなく なって きま
す。それ でも 、旦那 さんは 勇気 をふり し ぼって、 赤子 のため に必死 で自
転車をこ ぐの です」
「ならば 、だ んなは 、しん だんか 」
「はい。 町に 着いた とたん に死 にまし た 。赤子も 同時 に死に ました 。そ
れを悲し んで 、奥さ んもす ぐに死 にま し た」
「せつな いの う」
「せつな いと いって くれる のは、金ちゃ んだけで す。ま わりは 、
【 たいよ
うかめん 】に 遠慮を して、 そんな こと は いいませ ん」
「【た いよう かめ ん】は 、けし からん の う」
「金ちゃ ん、 これは 選択（ せん たく） と いうこと です 。人生 の選択 。そ
れをまち がえ ると、 こうな るとい う証 明 （しょう めい ）です 」
「せんた く、 たあ、 うんめ いか」
「運命と 選択 はちが います が、 運命を 受 けいれ、 正し い選択 をしな けれ
ば、いけ ない という ことで す」

「だんな は、 ただし い」
ぼくは 、断 固（だ んこ） として いい ま した。
自分の こど ものた めに、 命がけ にな る 親を、正 しい といえ ないの か。
ぼくは 、ぼ くのた めに母 親が 、命 が け で仕事を して いるの を知っ てい
る。
「旦那さ んの 発想は 、個人 的情 愛です 。 個人的情 愛は だれに もある し、
とてもよ いも のです 。とこ ろが 、個人 的 情愛が、 まち がいの 元とな るの
です。み んな 自分の 家族が 大切 。みん な 自分の生 活が 大切。 みんな 自分
の国が大 切。 その発 想が戦 争を生 むの で す」
「わしは 、な っとく できん のう」
私がそ う言 うと、 懐爺は しきり に肯 き ました。
「金ちゃ んな ら、そ ういう とおも って い ました」
「じぶん たい せつ、 たにん たいせ つ」
言葉足 らず だった けれど も、 生意気 な ぼくは、 自分 を大切 にでき ない
人が、他 人を 大切 に できる のかと 問う た のです。
「【た いよう かめ ん】は 、偉大 すぎて 理 解されに くい のです 」
懐爺は 、そ ういっ ただけ でした 。
懐爺が そう いうの なら、 そうか もし れ ない。
もう【 たい ようか めん】 の話は 、終 わ ったので す。
ぼくに 、疑 問が一 つ、残 りまし た。
旦那が 死ん だのな ら、旦 那が遭 遇した という 、
【た いよう かめ ん】の存
在を、い った い誰が 伝え残 したの か。

