５【うわん】
月は赤 く、 風はな まぬる い。
こうい う夜 に、無 事（ぶ じ）だ った た めしがな い。
やっぱ り、古 い家の 近く を通り かかる と、
〈 うわん 〉と大 声でお どかす
ものがい ます 。
ほんと うは 〈うわ ん〉で はなく 〈う お お〉かも 。
〈うわあ 〉か もしれ ない。
昼間や にぎ やかな 日には 、よ くきこ え なくとも 、静 かな夜 だから よく
き こ える 。
こいつ には 、よく やられ たもの です 。
ぼくが 、静 かな夜 に、よ くでか ける せ いかもし れな い。
古い家 の近 くを、 よく通 りかか るせ い かもしれ ない 。
おどか すの ではな く、そ の家 にはく る った人が 住ん でいて 、とき おり
叫ぶのだ ろう と、ぼ くはお もって いま し た。
じっさ いぼ くは、 くるっ た人を 、何 度 かみたこ とが ありま した。
くるっ た人 は、村 役場の 屋根 の上に 登 ったり、 火の 見やぐ らに登 った
り、日の 丸を かかげ た棹（ さお ）の先 に 登ったり して いたか ら、そ うし
て高見の 見物 しなが ら、と きど き変な 声 をだして いた から、 それな んだ
ろうとお もっ ていま した。
それで もい ちおう 、懐爺 にきい てみ た ものです 。
懐爺は 、こ う丁寧 （てい ねい） に、 説 明してく れま した。
「それも やは りおば けなん です 。くる っ た人では なく 【うわ ん】と いう
おばけ。金 ちゃん に〈うお お〉とき こえ たなら 、
〈うお お〉でも いいん だ
けれど、 おそ らく〈 うわん 〉と きこえ た 人が多か った んでし ょうね 。む
かしのわ たし には 、〈い やん〉 とき こえ ましたよ 。〈いや ん〉で はおば け
にならな いか もしれ ないけ れど」
「【う わん】 は、 なんか 、わる さする ん かいな」
「金ちゃ んは 、何か されま したか 」
「わしは 、 さ れん」
ぼくは いば りまし た。
「【う わん】は声だ けの おばけ なんで すよ 。でもお どろい たでし ょう、大

きな声で すか らね。 人をお どろか すの が 、【う わん】 のわ るさな のです 」
「そんく らい のわる さなら 、わし なん か まいどじ ゃ」
「金ちゃ んは 、【 うわん 】もお どろく 、 おばけち ゃん かもし れませ んね 」
そうい って から、 懐爺は 笑いだ して 、 なかなか とま りませ ん。
ぼくは 、笑 い事じ ゃない と、む くれ て いたもの です 。
むくれ たつ いでに 、きく 意味の ない こ とを、き きま した。
こども のぼ くなり の、懐 爺に たいす る 嫌味（い やみ ）だっ たの か もし
れない。
「ほんま に、 おばけ なんか いるん かい 」
「います よ」
懐爺は 、す ぐに答 えまし た。
かんが える そぶり も、み せませ んで し た。
「やっぱ し、 いるん だ」
「もしお ばけ がいな いとし たら」
懐爺は 口ご もりま す。
「いない とし たら、 なんじ ゃい」
「この世 は闇 （やみ ）です よ」

