２ ７ 【 ど ぞ うお ば け 】
村長の 屋敷 の庭の 土蔵に 、何か いる と の噂が立 ちま した。
何しろ 古い 古い土 蔵だか ら、 鼠くら い はいるだ ろう 、と誰 かがい って
いました 。
あの土 蔵に は江戸 時代の 、貴 重な雛 人 形（ひな にん ぎょう ）とか 、明
治時代の 、高 価な五 月人形 とか が収め ら れている との ことだ から、 鼠も
囓（かじ ）り 甲斐が あると いうも ので あ る、と誰 かが いって いまし た。
鼠では ない 、と完 ちゃん はいい ます 。
「ねずみ だと したら 、ねず みのお ばけ だ な」
鼠の百 倍く らいは 大きい 、と完 ちゃ ん はいいま した 。
「みたこ とあ んのか 」
ぼくは 興味 津々で ききま した。
「みたら いま ごろし んどる 」
完ちゃ んは 震えて います 。
「みない のに わかる んかの う」
ぼくは 笑い 飛ばし ました 。
「みなく ても 、もの おとで わかる んじ ゃ 」
完ちゃ んは 、自信 満々に いいま した 。
それは そう かもし れない 。
鼠が動 く音 と、熊 が動く 音では ちが う 。
あの土 蔵な ら妙な ものが いても 、ち っ とも不思 議で はない 。
「そいつ はな にかの う」
「そいつ がな にかわ かった ら、く ろう は しない」
完ちゃ んは 偉そう にいい ました 。
苦労な んか してい るとは おもえ ない 暢 気（のん き） な顔で す。
「こうい うと きは、 かいじ いじゃ 」
ぼくは 完ち ゃんを さそっ て、懐 爺の と ころに行 きま した。
「そいつ は【 どぞう おばけ 】です 」
と懐爺 は 即 答しま した。
土蔵に いる おばけ が、【どぞ うおば け 】とは安 易す ぎる。
そんな こと を考え たが、 いいま せん 。

代わり に完 ちゃん が、
「【ど ぞうお ばけ 】たあ 、どん なすが た なんじゃ 」
ときき まし た。
「姿を変 える から【 どぞう おば け】と 呼 ぶしかな いの です。 あると きは
【ねずみ おと こ】に 、ある ときは 【く ま おとこ】 に、 またあ るとき は【
やみおと こ】 になり ます」
「【や みおと こ】 のう」
ぼくは つぶ やきま した。
【ねず みお とこ】 とか【 くまお とこ 】 なら、姿 を連 想でき る。
でも【 やみ おとこ 】では 。
「そうで す。
【 やみ お とこ】に 変わっ たと きの【どぞ うおば け】ほど、お
そろしい もの はあり ません 」
懐爺は 両手 で、ぼ くの首 を絞め る真 似 をしまし た。
「どんな ふう におそ ろしい んじゃ 」
完ちゃ んが ききま した。
「何せ闇 です から、 正体が みえな い」
「そんな ら【 とうめ いにん げん】 とお な じかのう 」
ぼくは きき ました 。
「【と うめ いにん げん】 は闇に なら なく ともみえ ない のです から 、【や み
おとこ】 とは ちがい ますね 」
「【や みおと こ】 は、ど んなわ るさを す るんじゃ 」
完ちゃ んが またき きまし た。
懐爺は 返答 に窮（ きゅう ）して いま し た。
そ れ で もよ うやく 、
「擽（く すぐ ）った り、で すかね 」
と答え まし た。
完ちゃ んと ぼくは 大笑い しまし た。
懐爺は 機嫌 を悪く しまし た。
「擽られ て死 んでし まう人 だって いる ん ですよ」
「そらあ 、そ うかも のう。 わしも 、し ぬ かもしれ ん」
ぼくと 完ち ゃんは また大 笑いし まし た 。
笑いな がら ぼくは 、大き な疑問 をぶ つ けました 。

「おばけ がい ないと 、この よは やみじ ゃ ろ。おば けが いても 、この よは
やみかい 」
懐爺は 困っ た顔を しまし た。
「その闇 とこ の闇は ちがう んです が」
「どうち がう んじゃ 」
「それは 金ち ゃんが 大人に なった らわ か りますよ 」
「こども のわ しにも 、わか るよう に、 せ つめいし てほ しいの う」
「そうじ ゃそ うじゃ 」
と、完 ちゃ んも同 調しま した。
懐爺は さら に機嫌 が悪く なりま した 。
さらに 困っ た顔に もなり ました 。
ぼくと 完ち ゃんが 、その 台詞 （せり ふ ）を繰り 返し たので 、懐爺 は祠
の奥に消 えて しまい ました 。

