５ １ 【 や ま しい 】
あると き、 こう懐 爺にき きまし た。
「せんせ いが 、しか るとき さ、 かなら ず 、やまし いこ とはな いか、 とい
うんじゃ が、 あれは どうい ういみ かの う 」
「そうで すか 、それ は、お まえ は【や ま しい】と いう おばけ に、と りつ
かれてい ない かどう か、そ れを確 かめ て いるので しょ う」
「おばけ のこ とを、 きいと るんか 」
ぼくは あき れまし た。
（せんせ いも おばけ のこと を、き にし て いるんだ ）
「【や ましい 】という おばけ は、もとも と は、た ましい 、だ った のです が、
突然変異 （と つぜん へんい ）で 、［ た］ が［や］ にな ってし まいま した 。
それから は、
【 やまし い】とい うおば けに なって 、大 活躍し ている のです 」
「だいか つや くかの う。そ れはす ごい も んだのう 」
「金ちゃ んに はまだ 難しい かも しれま せ んが、人 間が 進化す ればす るほ
ど、
【や ましい】という おばけ が活躍 する のです。こ れも【や だやだ】と
おなじく 、人 間のな かに棲 むおば けで す 」
「わしも 、し んかし たら 、【や ましい 】 にやら れ るの かのう 」
「それは 、や られま す。現 代人 で、や ら れない人 間は 、ひと りもい ませ
ん」
「かいじ いは 、やら れたこ とが、 ある ん か」
「わたし なん か、自 慢（じ まん）じゃあ り ませんが 、い わば【 やまし い】
の巣（す ）で すね」
「たいじ 、せ んのか い」
「【や ましい 】は退 治し ても退 治して も、いえ、退 治しよ うとす れば する
ほど、増 殖（ ぞうし ょく） するお ばけ で す」
「おそろ しい のう。 まるで 、ばい きん じ ゃのう」
「黴菌に は最 近、抗 生物質 とい う、黴 菌 退治の薬 が開 発され ました 。け
れども 、【や まし い】に は特効 薬があ り ません」
懐爺は 、 あ われな 顔つき をしま した 。
「かいじ いは 、あわ れじゃ のう」
「それで も、 人間が 死ねば 、そ の人間 に とりつい た【 やまし い】も 死に

ます。待 つし かあり ません 」
「そうか い。 ばかは しなな きゃな おら な い、って 、あ いつか い」
「似てい ます ね。で も【や ましい 】は 、 莫迦にだ けは とりつ きませ ん」
「そんな らわ しも、 ばかに なりた いの う 」
「そうで すね え」
懐爺は また 、あわ れな顔 つきを しま し た。
ぼくか 、懐 爺自身 か。
どっち を、 あわれ におも ってい るの か 、よくわ かり ません でした が。

