４ ６ 【 も く りこ く り 】
村の誰 にき いたの か、そ れも いつき い たのか忘 れた が、な んだか わか
らない 、正体 不明の おばけ を【 もくり こ くり】
（す こしな まると【む くり
こっくり 】） とい うのだ そうで す。
蒙古（ もう こ）高 句麗（ こうく り） と いう字が あて られる 。
もちろ んそ んな漢 字は、 その頃 のぼ く はしらな い。
ただぼ くに は疑問 があり ました 。
なんだ かわ からな い、正 体不 明のお ば けが【も くり こくり 】なら 、お
ばけのほ とん どは、 なんだ かわ からな く 正体不明 だか ら、お ばけの ほと
んどは【 もく りこく り】な んじゃ ない の か。
疑問が ある ときは 、懐爺 のとこ ろに 行 くにかぎ りま す。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「こんど のお ばけは なんで すか」
懐爺が きき ました 。
「まだお うと らん 。【も くりこ くり】 た あ、なん じゃ 」
「【も くりこ くり】はわ たしに も、な んだ かわかり ませ ん。なに しろ 正体
不明のお ばけ ですか ら」
「おばけ はみ んな、 そうじ ゃろ」
「そうで すが 、
【 もくり こくり 】は 、
【が し ゃどくろ 】や【 ぬら りひょ ん】
みたいに 姿を あらわ しませ んから ね」
「すがた あら わした ら、ふ めいじ ゃな い んか」
「金ちゃ ん、 理屈っ ぽいで すね。 まあ な んともう しま しょう か」
懐爺は さす がに頭 を抱え ました 。
「つまり その 、おば けの正 体を 絵とし た ら、絵に 描け ないお ばけが 【も
くりこく り】 なんで す」
「えにえ がけ ないお ばけな んぞ、 つま ら んのう」
「【も くりこ くり 】は、 つまら ないお ば けなんで す」
「つまら んけ ど、あ いたい のう」
正体不 明な ら、な おさら 会いた い。
天の邪 鬼（ あまの じゃく ）のぼ くは 、 懐爺にわ がま まをい いまし た。

「おばけ もだ んだん 少なく なり ます。 し かもだん だん 絵に描 けなく なり
ます。人 間に 圧され て在る 処が なくな っ てきてい るか らです 。いず れお
ばけはみ んな 【もく りこく り】 になり 、 そしてこ の世 が闇に なった ら、
おばけは すっ かり消 えてし まうで しょ う 」
「つまら んよ のなか に、な りそう じゃ の う」
「映画でなら、もっと面白い、もっとこわいおばけに会えるでしょう。
【かいび ょう 】とか 【おい わさん 】と か 」
「えいが みる なら、 まちに いか にゃな ら ん。まち にい くかね も、え いが
みるかね も、 ありゃ せん」
「わたし がお 金を貸 しまし ょう」
懐爺に もお 金なん かない から嘘 にき ま っていま す。
それに 、そ んなこ とをし たら 、【む だ づかい】 にや られて しまい ます 。
「いらん 。え いがよ り、ほ んもの がえ え 」
「おばけ には 、本物 も偽物 もあり ませ ん 」
「かいじ い、 なんと かせい や」
「なんと もな りませ ん」
「せつな いの う」
ぼくは せつ なく、 それ以 上に口 惜し か ったので す。
この口 惜し さを、 今でも 忘れる こと が ありませ ん。
さて、この【 もくり こくり】には、後日 談（ごじ つだん ）があ ります 。
十日後 、と てもと ても寒 い夕方 。
懐爺が 祠の 奥から 、ずい ぶん古 い本 を もってき まし た。
「これは 、な んじゃ 」
「義経の 伝記 （でん き）で す。義 経の こ とがくわ しく 書かれ ていま す」
「よしつ ね、 たあ、 うしわ かまる 、の こ とじゃろ 」
「金ちゃ んは ものし りです ねえ」
うれし がっ てぼく は、歌 をうた いま す 。
「きょう の、 ごじょ うの、 はしの うえ ～ 」
「金ちゃ んの 上手な 歌は、 こん どゆっ く りききま しょ う。さ て、義 経と
いえば」
「そらあ 、う しわか まる。 きょう の、 ご じょうの 、は しのう え～」
「いやそ の、 義経の 、家来 という か相 棒 というか 」

「そらあ 、べ んけい 。きょ うの、 ごじ ょ うの、は しの うえ～ 」
「それそ れ、その弁 慶が 、
【 もくり こくり 】だっ たんで すねえ 。こ の本に
くわしく 書か れてい ます」
「やっぱ り、 のう。 あんな すげ えやつ が 、おばけ じゃ ないわ けがね えも
の。べん けい の、に おうだ ち」
「 金 ちゃ んは ものし りです ねえ」
うれし くな いはず があり ません 。
この村 では 、もの しりが 一番 えらい 、 とぼくは ずっ とおも ってき まし
た。
（だから 、か いじい が、い ちばん えら い のだ）
「わしの こと より 、【も くりこ くり】 じ ゃ」
「そうそ う、 その仁 王立ち です が、あ れ は、弁慶 の影 武者だ ったと いう
話です」
「【か げむし ゃ】 たあ、 どんな おばけ じ ゃ」
「本人に そっ くりば ける。 そう ですね え 、ばける んな ら、や っぱり 、お
ばけなん でし ょうね 。影武 者とは 、替 え 玉でもあ りま す」
「わしも 、や るやる やるぞ い。か えだ ま さくせん 」
「話をも どし ますと ね、じ つは 、あの と き、弁慶 も、 もちろ ん義経 も、
死んでは いな い」
「よかっ たの う。わ しもそ うお もっと っ た。すき じゃ のう、 よしつ ね、
べんけい 。い いのう 、なり たいの う、 よ しつね、 べん けい」
ぼくが うれ し泣き すると 、懐爺 も眼 に 涙をため まし た。
「金ちゃ ん、 泣いて いる場 合で はあり ま せん。話 をす すめな いと、 暗く
なります 、雪もふ るかも しれ ません 。
【ゆ きおんな 】や【 ゆきお とこ 】に 、
大切な話 を、 邪魔さ れるか もしれ ませ ん よ」
「それは せつ ないの う。か いじい 、は や く、はな さん かい」
「はい、了 解しま した 。
【かげ むしゃ】を つかって、まんま と奥州（ おう
しゅう） から のがれ た、義 経と 弁慶は 、 いまの青 森県 まで行 って、 そこ
から小舟 で北 海道に 渡りま す。 その地 点 には義経 が通 ったと いう、 証拠
（しょう こ） もあり ます」
「しょう こ、 なんか 、のこ すと、 より と もに、ね らわ れんか のう」
「いいと ころ に気づ きまし たね 。頼朝 は 執念深い です からね え。執 念深

いおばけ を【 よりと も】と いうの は、 ご ぞんじで しょ うね」
「ごぞん じに 、きま っとる じゃろ 」
きまっ てな かった が、そ ういい まし た 。
「だから 、わ からな い証拠 。つ まり、 暗 号（あん ごう ）とか 、目印 （め
じるし） と か 」
「めじる しは 、わし もよく つけ る。け ん ど、あん ごう は、ど うつけ るん
じゃ」
「たとえ ば、 金ちゃ んなら 、金 とか、 わ たしなら 、爺 とか。 だから 、義
経は義と か、 弁慶は 弁とか 慶とか 」
「あんご う、 たあ、 ばれや すい のう。 わ しじゃっ たら 、より ともの 、よ
りとか、 より ともの 、とも にする なあ 」
「はいは い。 義経も 弁慶も 、あ わてて い たから、 おも いつか なかっ たん
でしょう ね」
「かいじ い、 はやく 、さき 、いか んか い 」
「すみま せん 。それ から義 経と 弁慶は 、 原住民に たす けられ て、北 海道
から蒙古 まで にげま した」
「もうこ 、た あ、お そろし い とら のお る 、ところ かい 」
「猛虎で はあ りませ ん、蒙 古は 、とう じ の国の名 前。 しかし とちゅ う嵐
で、船が 沈ん で、義 経は海 の底へ 、弁 慶 は鯨（く じら ）の腹 へ」
「いいの う、ろうま んじ ゃのう 。と うぜ ん、た すかっ たんじ ゃろ 、のう 」
ぼくは 、半 分おど しまし た。
「はいは い、 とうぜ んです 。ふ たりと も 蒙古の侍 に助 けられ て、義 経は
その後、 成吉 思汗（ じんぎ すか ん）と い う、頼朝 より も立派 な、殿 様に
なりまし た。 この殿 様の名 前は 、いさ さ か暗号め いて いて、 源義（ げん
ぎ）は、 仁義 （じん ぎ）だ から つけた 名 だが、災 難が 多くて 好かん 、と
い う と こ ろか らきて います 。さ ていっ ぽ う弁慶は 、殿 様の侍 大将に なっ
て、な んだ かわか らない けれど も 、やた ら に 強いた めに 、
【 もく りこく り】
と名づけ られ ました 。めで たし、 めで た し」
懐爺は 、大 きくた めいき をつき まし た 。
「めでた いの う、よ かった のう」
くりか えし つぶや きなが ら、 ぼくは 暗 くなった 道を 、いっ さんに 走り
だしまし た。

こんな 気持 いい、 おばけ 話は、 浪漫 は 、初めて でし た。

