お ば け の き せつ
陽羅義 光（ ひらよ しみつ ）
「おじい ちゃ ん、お ばけっ て、い るの 」
「おばけ は、 いるよ 」
「ほんと うに 、いる の」
「ほんと うに 、いる んだよ 」
「どうし て、 わかる の」
「それは 、お じいち ゃんが 」
「どうし たの 、おじ いちゃ ん」
「こども のこ ろ、よ くみた からさ 」
「いいな あ、 おじい ちゃん 」
「そうか い、 そうで もない さ」
「おばけ の、 はなし 、して よ、お じい ち ゃん」
「いいよ 、 で も、こ わいよ 」
「おばけ なん か、こ わくな いや」
「おじい ちゃ んは、 こわい な」
「よわむ しだ ね、お じいち ゃん」
「ばれち ゃっ たか」
「じゃあ 、お ばけ、 きらい だね」
「こわく ても 、すき だな」
「どうし て、 すきな の」
「おばけ だっ て、に んげん と、お んな じ だからさ 」

＊

＊

＊

ぼくが こど ものこ ろ、と りわ け七歳 か ら九歳の あい だ、昭 和二十 年代
は、いま にし ておも えば、 他愛 （たあ い ）のない 、わ らいぐ さかも しれ
ないけれ ども 、き み ょうで 、な つかし い 時代、ま さし く、お 化けの 季節
でした。

母ひと り子 ひとり で、母が 仕事で いそ がしいぼ くは、ちょく ちょく「 か
いじい」 のと ころに 遊びに いきま した 。
遊びに いく という より、 お話を しに い く。
だいす きな 怪談（ かいだ ん）の お話 を 。
母にう そを つかな かくて もよ かった の は、ぼく の興 味（き ょうみ ）を
しってい たし 、み とめて もくれ たし 、き ょ うりょく もし てくれ たから で、
けれども 、学 校の先 生はわ かっ てくれ な いから、 よく うそを ついて 、早
退（ そうた い）したり 、やすん だりし て、
「か いじい 」の ところ に 、いっ
た も の で す。
うそか まこ とか 、ま冬 は、
「 かいじ い」は、冬眠（とう みん ）を してい
るのだと きい ていた から、ま冬 だけは 、
「 かいじい 」の ところ へは 、いき
ませんで した 。
それに 、ぼ くがす んでい た村 は、ま 冬 の雪嵐（ ゆき あらし ）が、 はん
ぱではな かっ たから 、さ すがに 母も 、
「 か いじい 」の ところ にいく ことを 、
ゆるして はく れなか ったの です。
「かい じい 」のか っこう は、 そのこ ろ よく読ん だ、 忍者（ にんじ ゃ）
マンガに でて くる、 乞食（ こじ き）や 浮 浪者（ふ ろう しゃ） に、に てい
ました。
顔は黒 く、 髪は長 く、ひ げづら で、 歯 が欠けて いる 。
出 身も わか らず、 年もわ から ないの だ が、これ がた んなる 乞食や 浮浪
者ではな く、 じつは 卓越（ たく えつ） し たわざを もつ 、忍者 のかり の姿
だという 話。
「かい じい 」は、 そんな 、た だ者で は ない雰囲 気（ ふんい き）を 、身
につけて いま した。
もっと も、 こんな ことは 、い まだか ら 、いえる こと かもし れない ので
すが。
「か いじい 」は 、街と 村の 、さか いめあ たりの 、戦争 中は 、防空 壕（ぼ
うくうご う）として も利 用され た、祠（ ほ こら）にすみ ついて いま した。
土の洞 で、 入口だ けは、 頭蓋 骨（ず が いこつ） ほど の、数 個の石 でか
ためてあ りま す。
手前に 、こ どもの ぼくで もも ぐりに く い、もう しわ けてい どの、 こぶ
りな鳥居 （と りい） があっ て、色 はは げ て、かた むい ていま した。

その祠 が、 どうい う神様 を祀 （まつ ） っている のか 、ぼく にはわ かり
ませんで した 。
それに「 かい じい」が どうし て、こん な ところで 暮ら してい るのか も、
わかりま せん でした 。
わから ない ことと いえば 、
「か いじい 」の「 じい 」は「爺 」だ ろうけ れ
ども、
「か い」が どう いう漢 字なの か、ど ういう意 味な のか、だれに きい
ても、わ から ないの でした 。
ずっと あと になっ て、い ろん な「か い 」の漢字 を、 いろい ろ あて はめ
てみたけ れど も、ど うもし っくり きま せ ん。
怪、界 、戒 、塊、 快、海 、灰、 芥、 貝 など。
たしか に、「か いじい 」とは 、いわ ゆ る、怪談 話ば かりし たもの です 。
それで も、
「 かいじ い」は、ぼ くにと っ て、あやし いおじ いさん、では
ありませ んで した。
異界（ いか い）に すむ、 非人間 でも 、 けっして あり ません でした 。
村人は 、聾 唖爺（ ろうあ じい ）だと 、 いってい まし たが、 そんな こと
はないで しょ う。
ぼくと いっ しょだ と、口 が貝に なっ た ことは、 ない のです 。
怪も界 も戒 も塊も 快も海 も灰も 芥も 貝 も、ちが う。
ただ懐 だ け は。
なつか しい 、の「 懐」。
そのと おり 。
すくな くと も、い まのぼ くに とって は 、「か いじ い」は 、「 懐爺」 なの
です。
だから ここ では 、「懐 爺」と よぶこ と にします 。
なお、 いち おうこ とわっ てお きます と 、この怪 談話 という のは、 たん
なるお話 の次 元（じ げん） では なく、 あ のころの ぼく が、じ っさい みた
り、きい たり 、かん じたり した、 お化 け の話であ りま す。
もちろ ん、お化け のこと に関 しては 、
「 懐爺」は、ぼ くの 数十倍 数百倍
もの、体 験が あるは ずなの ですが 。

