４１【ふるぼく】
嵐の夜 に外 へ出た りする と、 倒れた 太 い樹木に 躓い てよく 転んだ もの
です。
どうし て嵐 になる と、あ んな 立派な 木 でも倒れ るの か、そ れが解 らな
かったも ので す。
懐爺に きい たら、
「それは おば けです から、 わざと 倒れ て いるので す」
との答 えが 返って 来まし た。
「わざと たお れるの は、な ぜじゃ 」
「金ちゃ んみ たいに 嵐の夜 でも 外出す る 危ないこ ども がいる から、 注意
をしてい るの です。 決して いたず らを し ているの では ありま せん」
「おまえ のほ うがあ ぶない じゃろ 」
ぼくは 樹木 に毒づ いたの です。
「とんで もな い。嵐 の夜は 、倒 れた樹 木 よりもず っと 危ない おばけ が、
いっぱい いる のです 」
懐爺が いう なら、 そうに ちがい あり ま せん。
樹木は 本当 は嵐く らいで は倒 れない の だけれど も、 注意を 促すた めに
倒れるの であ るとの こと。
「かんし んな おばけ じゃの う」
ほとん どの おばけ が感心 する おばけ な のだけれ ども 、格別 だとお もわ
れました。
「【ふ るぼく】という おば けです。昔 は【 ふるき】と いった のです が、明
治時代に 古木 さんと いう人 が抗議 して 、
【 ふるき 】とは いわ なくな りまし
た。【 ふるぼ く】 は〈古 〉と〈 木〉と い う漢字で はな くて、 本当は 〈震〉
と〈木〉 なん ですが ね。嵐 で震え る大 木 という意 味で す」
それは 抗議 したく なるの は当た り前 で す。
【きんち ゃん】と いう おばけ がいた ら、ぼくだっ て抗 議した でしょ う。
「【ふ るぼく 】か あ。ふ るいぼ くなら 、 かいじい もお んなじ じゃ」
ぼくは 少々 、駄洒 落をい いまし た。
懐爺は 微笑 んで、 こうい いまし た。
「たしか に わ たしも おばけ かも しれま せ ん。人間 とお ばけの ちがい なん

か紙一重（ かみひ とえ）で すから ねえ 。
【 ふるぼく】だって、普通の 樹木
との違い はあ んまり ない 。いさ さか 年取 ったのと 、いささ か弱っ たのと 、
いささか 老婆 心（ろ うばし ん） が芽生 え ただけに すぎ ません 。あれ でも
わかいこ ろは、無鉄砲 でわ からず やで 、
【 とうへん ぼく】ともよ ばれ てい
ました」
「ろうば しん たあ、 なんじ ゃ」
「老婆心 とは 年寄り の心で す。 年寄り は 沢山の経 験が ありま すから 、嵐
の夜にこ ども が外出 するこ とを 、とて も 危険だと わか ってい ます。 です
からおせ っか いとお もいつ つも 注 意を す るのです 」
「としよ りの いうこ とは、 きかん とい け んのう」
ぼくが そう いうと 、懐爺 は初め て声 を だして笑 いま した。
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漫画で みた 大むか しの、 貴族の 笑い に そっくり でし た。
懐爺は 乞食 でも浮 浪者で もなく 、本 当 は貴族な のか もしれ ない。
乞食に して はすご く物知 りだし 、浮 浪 者にして はめ ったに 祠を動 かな
い。
「金ちゃ んは わたし のいう こと をきく か ら、ぜっ たい に末は 博士か 大臣
です」
懐爺は お世 辞をい いまし た。
懐爺は 貴族 かもし れない が、預 言者 で はない。
ぼくは 博士 にも大 臣にも、それと 同等 の偉い人 にも なれな かった から 。

