３ ４ 【 ば た ばた 】
いつだ った か、季 節の記 憶はな い。
しかし 、お ばけは みんな 、季 節や天 候 や風景な どな ど、自 然とと もに
記憶があ る。
そのは ずで す。
だから この おばけ は、ほ んもの のお ば けではな いか もしれ ない。
ただ、 懐爺 の記憶 はあり ます。
あのと きの 懐爺は 、いつ もよ りさら に 魅力倍増 、べ つの言 い方を する
なら、口 八丁 手八丁 倍増で したか ら。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「こんど はな んです か」
懐爺は きき ました 。
「ばたば たば たばた 、うる そうて 、し ゅ くだいで きん 」
ばた ばた ばたば た
ばた らん ばたば た
ばた ばた ばたら ん
ばた ばっ た
「金ちゃ んも 、宿題 なんか するん です か 」
「わしは 、ゆ うとう せいじ ゃ」
「ごめん ごめ ん。わ たしの とこ ろに優 等 生なんか こな いと。 先入観 はい
けません ね」
「せんに ゅう かん、 たあ、 どんな おば け じゃ」
「なるほ ど。 先入観 も、お そろし いお ば けかもし れま せん」
「そんな こと より、 ばたば たじゃ 」
ぼくは さけ びまし た。
「そのと おり 、それ は【ば たば た】と い うおばけ です 。金ち ゃんの 好き
な、いえ 金ち ゃんを 好きな 擬音語 のお ば けです」
懐爺の 答え はたい へ ん早 いもの でし た 。
早すぎ た。
このご ろ、 妙な疑 念（ぎ ねん） が頭 を よぎって いま した。

懐爺は なん でもか んでも 、おば けに し てしまう ので はない か。
だいた いぼ くが、
「ばたば た」
といっ たら 、すぐ に、
「それは 【ば たばた 】とい うおば けで す 」
と答え るの は、安 易（あ んい） すぎ る 。
安易と いう 言葉は まだ知 らな かった と しても、 そう いう感 じがし たの
です。
もし、
「ぶたぶ た」
といっ たら 、すぐ に
「それは 【ぶ たぶた 】とい うおば けで す 」
と答え るか もしれ ない。
もし、
「きんき ん」
といっ たら 、すぐ に
「それは 【き んきん 】とい うおば けで す 」
と答え るは ずだ。
となる と、 もし、
「きんち ゃん 」
といっ たら 、すぐ に、
「それは 【き んちゃ ん】と いうお ばけ で す」
と答え るに ちがい ない。
あの音 は、 外れか けた納 屋の 戸が強 風 で鳴る音 かも しれな いし、 隣の
家でまと めて 捨てた 新聞紙 が風 に煽（ あ お）られ て飛 んでき た音か もし
れないの に。
「もしか する と」
ぼくは ため しに、 きいて みまし た。
「もしか する と、か いじい はさ 、わし の ために、 なん でもお ばけに しと
るんじゃ ろ」
「ばれま した か。さ すがは 金ち ゃん、 金 太郎 より すご い。で も【ば たば
た】とい うお ばけは 、ほん とに いるん で すよ。他 の村 では【 たたみ たた

き】とい って 、畳を 叩く音 に似て いる と か」
「そうい えば 、わし のきい たおと も、 た たみたた くお とじゃ った」
そこま での 記憶は ない。
しかし 懐爺 のため に、そ ういっ たの で す。
懐爺は うれ しそう に、乱 杭歯を むき だ しにしま した 。
懐爺が うれ しそう にする と、理 屈な く ぼくもう れし いので した。
さらに ぼく は懐爺 に、難 問をぶ つけ ま した。
「【ば たば た】な んか、 おとが つま らん 。【びたび た】 なんて のが、 うす
きみわる いの う」
「そんな こ と いうと 、おば けがき いて 、 知恵つき ます からご 注意を 」
懐爺は 、意 味深な 笑いを 作りま した 。
「いみが 、わ からん 」
ぼくは いい ました 。
懐爺は わざ とらし い咳を したあ とで 、 こんな話 をし ました 。
「昔むか し、太 田道灌（ おおた どうか ん）という偉 い武 将がお りまし た。
その領内 の山 里に、巨 大なき のこが 一夜 で生え、み なは 物怪（も ののけ ）
だと大い に騒 いだの です。 その とき道 灌 さんは、 決し て物怪 ではな い、
湿気の多 いと ころに は大き なきの こが 生 えるのだ、とみな を諭 しまし た。
そうして もし 逆さま に生え てい たなら 不 思議だろ うが 、とい い まし た。
その後、 こん どはき のこが 逆さ まに生 え ていて、 みな が大い に騒い だの
です。そ うし たら道 灌さん は、 最初か ら 逆さまに 生え れば不 思議だ が、
拙者が知 恵つ けてか ら逆さ まに 生えた の では笑止 千万 、と答 えたと いう
ことです 」
ぼくに はよ くわか らない 。
わから ない なりに 答えた もので す。
「なら 、わ しが〈どど んど どん 〉なん て いうと 、
【ばた ばた 】が〈ど どん
どどん〉 にば けて、 でてく るって か」
「まあ、 当た らずと も遠か らずで すか 」
「なら、 ちえ つけて やるべ えか」
ぼくは 強が ってい いまし た。
「やめて くだ さい金 ちゃん 。
〈 どどん どど ん〉なん ておそ ろしい 音、き き
たくない です から」

懐爺は 、ふ るえる ふりを しまし た。
「かいじ いは 、よわ むしじ ゃな」
ぼくは 嫌味 をいい ました 。
「わたし は、 じつは 、弱虫 です」
懐爺が 勝手 に認め てしま ったの で、 ぼ くはこの 話を やめに しまし た。
もちろ ん、 懐爺を 弱虫だ とおも った こ とは、一 度も ありま せん。

