２ ４ 【 と う めい に ん げ ん 】
学校で 、透 明人間 が話題 になっ たこ と がありま す。
級友は みん な、透 明人間 になり たい と いう。
透明人 間な ら、答 案用紙 を盗み みて も 気づかれ ない 。
透明人 間な ら、よ その家 のおや つを 勝 手に盗ん でも 気づか れない 。
透明人 間な ら、駄 菓子屋 の金 平糖（ こ んぺいと う） を盗ん でも気 づか
れない。
透明人 間な ら、裏 の畑の 胡瓜を 盗ん で も気づか れな い。
なんだ 結局 、盗む ことば かりじ ゃな い か。
呆れた ぼく は、下 校時に 懐爺の とこ ろ に寄りま した 。
「わしは なり たいも のがあ るんじ ゃ」
すぐに ぼく はいい ました 。
「【と うめい にん げん】 でしょ う」
懐爺も すぐ に答え ました 。
「どうし てわ かるん じゃ」
「わたし もな りたい からで すよ」
懐爺は 、う れしそ うにい いまし た。
「だども 、が いこく のもん じゃろ 」
「いえい え、【と うめい にんげ ん】は 日 本にも居 りま す」
「だども 、お ばけじ ゃない だろ」
「いえい え【 とうめ いに ん げん】 は、 人 間が透明 にな ったお ばけで す」
単純な 解説 だった けれど も、ぼ くの 頭 の中は単 純で はあり ません 。
「おばけ なら 、にん げんは おかし いの う 」
「でも【 とら にんげ ん】も 、【 ひとく い にんげん 】も おばけ ですよ 」
「そらあ 、や っぱし にんげ んじゃ のう 」
ぼくは 納得 できな かった のです 。
「おばけ は、 人間に も神仏 にも 近いも の です。そ の区 別はわ たした ちが
勝手にや るだ けなの です」
「なら、 わし は、に んげん とおも うの う 」
ぼくは 今回 ばかり は意固 地でし た。
ぼくも 【い こじに んげん 】とい うお ば けかもし れな い。

「 と こ ろ で、 金ちゃ んは【 とう めいに ん げん】に 、ど うして なりた いの
ですか」
さすが に懐 爺は、 いいと ころを つい て きました 。
さすが に村 長の愛 犬を、 盗みた いと も いえない ので 、
「【と うめい にん げん 】にな ってお ばけを たいじし たい 。か いじい のあと
をつぎた い」
といっ てみ ました 。
「それは いい 心掛け ですね え。 わたし も 同じです 。金 ちゃん ならか たっ
ぱしから 、お ばけ退 治でき るで しょう 。 しかしお ばけ は本来 的（ほ んら
いてき） に退 治して はいけ ない もので 、 本来そっ とし とくも のです 。さ
わらぬ神 に祟 りなし という ではあ りま せ んか」
懐 爺 の 理屈 が始ま りまし た。
【へり くつ にんげ ん】、【 いこじ じん げ ん】との おば け対決 だ。
「おばけ たい じは 、【と うめい にんげ ん 】にかぎ るの う」
「でもお ばけ をぜん ぶ退治 してし まっ た ら、この 世は 闇にな ります よ」
「このよ のや みも、 みてみ たいの う」
ぼくは 強が りをい いまし た。
「いずれ 【と うめい にんげ ん】 は、金 ち ゃんの前 に現 れます 。それ で結
論をだし てく ださい 」
懐爺は 予告 をしま した。
懐爺の 予告 は外れ たこと がない 。
ぼくは 待ち ました 。
でも一 週間 待って も、【とう めいに ん げん】は 現れ ない。
十日目 の夕 方、ぼ くは母 親が 台所に 置 いていっ てく れた、 おやつ をた
べようと しま した。
大好物 の、 ふかし たさつ ま芋一 本。
ぼくが その 芋にい きなり 片手を のば す と、芋が 半回 転して 逃げる 。
何度や って も逃げ る。
音もた てず に逃げ る。
仕方が ない から、 両手で 包むや りか た で手をの ばす 。
すると 芋は 全回転 して、 両手を 飛び 越 える。
そうし て、 台所か ら土間 に落ち まし た 。

それで 気づ きまし た。
手を洗 って いなか ったか ら、芋 が逃 げ る。
手をよ く洗 ってか ら、今 度は 土間に 落 ちた芋を 、洗 おうと したけ れど
も、見当 たら ない。
薄暗い 土間 の隅々 まで探 したが 、ど こ にもない 。
外にで てみ たが、 あるわ けがな い。
「おいも さん 、やー い」
ぼくは 呼ん でみた が返事 もない 。
やっと ぼく は気づ いたの です。
【とう めい にんげ ん】の しわざ だと 。

