５ ５ 【 や ん ぼし 】
初秋の 大山 に山登 りに行 った 家族が 、 神隠しに あっ たとい う話は 、長
く村中に 響き 渡った もので した。
もう三 か月 も戻っ てこな い。
その間 も大 山の天 候は穏 やかで した 。
今まで 村の こども が神隠 しに あった こ とはあっ たが 、家族 がそっ くり
神隠しに あっ たのは 初めて ききま した 。
ここは 懐爺 の出番 だとお もった かど う か、たぶん おもっ たの でしょ う、
ぼくは懐 爺の ところ に走り ました 。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「かみか くし は、お ばけな んか」
「かみか くし もおば けの一 種で しょう が 、これは 【や んぼし 】のせ いで
しょう」
「【や んぼし 】た あ、な んじゃ 」
「金ちゃ ん、 山伏と か山法 師と か、知 っ てるでし ょう 。それ を【や んぼ
し】とも いい ます。 ですか ら、 もしか す るとおば けで はなく て、人 さら
いかもし れま せん。 おばけ を騙（ かた ） った人さ らい 」
「よけい 、せ つない のう」
ぼくは 奥歯 を噛み 締めま した 。
「なんと かな らんの かのう 」
「金ちゃ んの たのみ なら、 わたし がな ん とかみつ けだ しまし ょう」
懐爺は ぼく に、い くつか のもの を持 っ てきてほ しい と頼み ました 。
ぼくは 母親 にない しょで 、すぐ に用 意 しました 。
懐中電 灯と 、黒合 羽と、 地下足 袋と 、 鍬。
鍬だけ は何 に使う のか、 かいも くわ か らなかっ たも のです 。
いずれ にし ろ懐爺 は、深 夜に大 山に 登 って行き まし た。
黒合羽 を纏 い、地 下足袋 を履き 、懐 中 電灯を手 にし 、鍬を 担いで 。
懐爺に いわ れてぼ くは一 旦帰 ったけ れ ども、そ の夜 は眠ら れませ んで
した。
そうで はな い、 眠 ったの です。

夢を見 たの だから 。
心臓の あた りに、 瘤（こ ぶ）が でき て 、大きく なる 。
みっと もな いから 誰にも いえな い。
みるみ る大 きくな って、 自分の 身体 よ りも大き くな る。
仕方な く自 分で手 術する ことに して 、 包丁で瘤 を切 り裂く 。
血飛沫 （ち しぶき ）があ がり 、中か ら 登場した のは 、桃太 郎では なく
懐爺でし た。
血塗れ の懐 爺は、 鬼の形 相でし た。
ぼくは 懐爺 が、と てつも なく悪 いこ と をしたの だと 確信し ました 。
たとえ ば村 人皆殺 しとか 。
それで 懐爺 をふた たび、 瘤の中 に戻 そ うとしま した 。
でもう まく いか な い。
四苦八 苦し て大汗 をかい て、目 が醒 め ました。
ぼくは 母親 に書き 置きを して、 夜明 け とともに 家を 抜けだ しまし た。
祠に着 くと 、懐爺 はすで に大山 から 戻 ってきて いま した。
懐爺は 汗ま みれで した。
懐爺は ぼく が貸し た、懐 中電 灯と黒 合 羽と地下 足袋 と鍬を 返して くれ
ました。
「かいじ い、 なにを してき たんじ ゃ」
ぼくが きい ても、 今回だ けは 懐爺は 、 黙して何 も語 らなか ったも ので
す。
ぼくが しつ こいか ら、懐 爺は困 った 表 情で微笑 した だけで した。
だいぶ 待っ たけれ ども同 じ事で した 。
しかた なく ぼくは 、家に 帰りま した 。
母親が 起き ていて 、行方 不明 の家族 が 大山から 降り て来た といい まし
た。
わけを きい ても、 何も覚 えてい ない と いったら しい 。
学校帰 りに 役場の 前を通 りか かると 、 村人が数 名集 まって いて、 こん
な話をし てい ました 。
大山で 、三 人の山 伏が、 助けを 求め て いた。
首まで 土中 に埋ま ってい て、半 死半 生 だった。
病院に 担ぎ 込んだ が、三 人とも 記憶 喪 失になっ てい るらし い。

すぐに ぼく は、懐 爺のし わざだ とわ か りました 。
家に帰 らず そのま ま祠ま で走っ たけ れ ども、懐 爺は いませ んでし た。
いくら 待っ ても、 帰って はこな かっ た のです。
懐爺は 、行 方不明 になっ たので す。
（かいじ いは 、じん せいの ささぶ ねに 、 なったの かの う）
ぼくは 懐爺 の言葉 を、お もいだ して い ました。
「わたし も行 方不明 になっ たら、 絶対 に 探さない でく ださい 」
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懐爺に はそ の後一 度も、 会うこ とが あ りません でし た。
祠の入 口に は、柵 が設け られま した 。
その頃 ぼく は懐爺 に、ど うし ても教 え てもらい たい ことが あって 、そ
れは、お ばけ がでた ときの お呪（ まじ な ）いでし た。
そのお 呪い をすれ ば、お ばけ が消え る というお 呪い ではな く、そ のお
呪いをす れば 、おば けと会 話が できる と いうお呪 いを 教えて もらい たか
ったので す。
しかも 、【 どく まる】 との会 話の百 倍 も。
懐爺は いつ 行って も何度 行って も居 ま せん。
「とっく に死 んでい るんじ ゃ」
と村人 は噂 してい ました 。
「象と同 じで 、おば けにも おば けの墓 場 があって のう 。そこ に行っ たん
じゃ。あ れは どうか んがえ ても 、〈お ば けじじい 〉だ もんな 」
たとえ もし そうだ として も、 ぼくは 懐 爺の幽霊 に会 えるは ずだと おも
い込んで いま した。
四年足 らず のつき あいだ った けれど も 、懐爺と ぼく の関係 は祖父 とぼ
くの関係 の、 百倍 も 濃密だ ったと 信じ て いたから です 。
ぼくは 懐爺 の幽霊 に会い たく て、祠 の 近くを毎 夜彷 徨（ほ うこう ）し
たが、ど うし ても会 えませ ん。
そうし て、 どうい うわけ か、 その後 は 幽霊どこ ろか 、一度 もおば けに

も遭うこ とが なかっ たので す。
けれど も、たし かにこ の目 でみた 、
【う きもの】や【 がしゃ どくろ】や
【せんじ ゅ】 や【な んじゃ こり ゃ】や 【 ぬらりひ ょん 】の映 像は、 いつ
までも目 の奥 に焼き ついて います 。
懐爺の 、懐 かしい 思い出 ととも に。
あれか ら、 半世紀 。
ぼくは ずっ とおば けとそ の仲間 に関 す る本を、読 みつづ けて きまし た。
妖怪、 怪異 、物怪 、怪獣 、化 身、悪 魔 、悪鬼、 鬼神 、魔神 、幽霊 、死
霊、生霊 、悪 霊、夢 魔、毒 魔、な どな ど 。
なかで も上 田秋成 の『雨 月物 語』と 、 小泉八雲 の『 怪談』 と、泉 鏡花
の『高野 聖（ こうや ひじり ）』 は、ぼ く の愛読書 にな ったも のです 。
おばけ とそ の仲間 とはま った く関係 の ない本で も、 それど ころか 女性
しか読む はず のない 雑誌で も、 その表 紙 に「妖」 とか 「怪」 とか「 化」
とか「異 」と か「鬼 」とか 「霊 」とか が 、かいま みえ ると、 それら も必
ず読んで きま した。
「何と か異 聞」な どとい う、歴 史・ 時 代小説ま でも 。
小説と か研 究 書だ けでな く、漫 画と か 画集も。
たとえ ば、 水木し げる、 白土 三平、 つ げ義春の 漫画 や、清 宮質文 （せ
いみやな おぶ み）の 版画集 は、 繰り返 し みつづけ て飽 きなか ったも ので
す。
水木し げる は、ぼ くにと っても 、お ば けの宣教 師で した。
白土三 平の 創る忍 者達は 、何 かと解 説 が入って いて も、ぼ くには おば
けにおも われ ました 。
つげ義 春の 漫画に 登場す る人間 の多 く は、おば けっ ぽかっ た。
清宮質 文の 描くお ばけは 、哀 愁があ っ て、ぼく の好 きなお ばけの 見本
でした。
それで 、ひ とつの 結論を 掴んだ ので す 。
半世紀 かけ て、よ うやく 。
おばけ は、 いる。
悪鬼や 幽霊 のこと はわか らない けれ ど も、おば けは 、いる のです 。
【じ めえ】も【 たいよ うかめ ん】も【ば くはつ 】も【 ぶあ いそが らす】
も、もち ろん いるの です。

そうし て、 乞食で も忍者 でも ない、 お ばけの中 のお ばけ、 偉大な るお
ばけ、【かい じい 】。
おばけ は、 いるの です。
もしこ の世 が、未 だ闇で ないと した な ら。

