３ ２ 【 の び あが り 】
そのお ばけ は、友 だちか ら借り た漫 画 でみたこ とが ありま した。
その漫 画で は、目 の前の 土嚢 （どの う ）がみる みる 大きく なって 、主
人公を威 嚇（ いかく ）して くる。
それで 【の びあが り】と 呼ぶの だそ う です。
のびあ がる その拡 大率の 凄さ が、漫 画 でもよく わか り、ぼ くは口 を開
け、眼を こら したま ま、漫 画をみ つづ け けていた もの でした 。
川獺（か わう そ）がば けたも のかも しれ ない、とも 書い てあり ました 。
のびあ がる ときの 擬音は 、漫画 では こ んなふう でし た。
のの のの のび～ る
のの のの のび～ ん
のの のの のび～ た
「【の びあが り】 たあ、 どんな おばけ じ ゃ」
懐爺に ぼく はきき ました 。
漫画の 説明 だけで は、満 足でき なか っ たからで す。
「【の びあが り】はみ た者が かなり います 。人間 の心に 忍び 寄るお ばけと
でもいい まし ょうか 。どん どん 大きく な る影に怯 えて 【のび あがり 】だ
と騒ぐ者 もい ますが 、
【 のびあ がり】はそ んな規模 では なく、そ れこ そ小
山が大山 にな ってし まうほ ど大き くな る おばけで す」
「ほんも のを 、みて みたい のう 」
ぼくは 本気 でいい ました 。
「金ちゃ んな ら、す ぐにみ られま すよ 」
懐爺は 本気 顔でい いまし た。
「みられ るも んかの う」
「みられ ます よ」
そんな 往復 が何度 かつづ いて、 暮れ か かってき まし た。
懐爺は 、こ う優し く諭（ さと） しま す 。
「もう帰 らな いと 、【の びあが り】 が登 場します よ 。【の びあが り】は く
いません が潰 される ことが ありま す」
「ならば 、か えらん 」
ぼくは 強が ってい いまし た。

「つぶさ れた くらい で、わ しがし ぬか い 」
さらに 強が りまし た。
「それで はわ たしは 引っ込 みま す。わ た しは【の びあ がり】 がこ わ いん
です」
懐爺は 汚い 手で、 汚い額 の汗を 拭く ふ りをしま した 。
懐爺に 、こ わいも のなん かいる わけ が ない。
たぶん 眠か ったの だろう 、とお もい ま した。
「おやす みな さい金 ちゃん 、ごき げん よ う」
懐爺は 奥に もぐり ました 。
という より 、消え ました 。
そのと きく だんの 、いか にも おばけ が 登場する まえ ぶれと しての 、う
すきみわ るい 、なま ぬるい 風が吹 いて き たのです 。
祠の向 こう の竹藪 の向こ うの 、太陽 が 沈み始め 、橙 色に輝 き始め まし
た。
ぼくは 祠に 、いや 懐爺に 後光が 射し て いるんだ 、と かんじ ました 。
うすき みわ る くな まぬる い風 が次第 に 強くなっ てき たけれ ども、 ぼく
は素直に 帰る 気にな れない 。
ぼくは まち がいな く、お ばけの 出現 を 待ってい たの です。
竹藪が しき りに、 鋭角的 な音を 立て て います。
名も知 らぬ 獣が、 啼いて いる感 じの 音 です。
見上げ ると 、竹藪 が以前 より大 きく な っていま す。
目の錯 覚で はない 。
なぜな ら竹 藪は益 々拡大 して ゆき、 そ れこそ懐 爺の いうと おり、 みる
みる小山 が大 山にな ってし まうほ ど、 肥 大化して いっ たので す。
懐爺が お祈 りかお 呪いか なん かして 、 ぼくがみ たが るおば けを呼 び寄
せてくれ たの だと、 ぼくは 確信 し まし た 。
「ああ、 これ が【の びあが り】 か。み ご となもん じゃ のう。 おそろ しい
もんじゃ のう 。つぶ されそ うじゃ のう 」
五分間 仰ぎ みると 、ぼく は満足 して 、 ふるえる 足で 帰宅し ました 。

