＋ ６ 【 さ ん りん さ ん 】
完ちゃ んを 探す た めに、 とい うより 、 まずは【 まる のみお んな】 にあ
うために 、よ く小山 へ行き ました 。
何度目 かの ときに 、山道 を三輪 車で く る人にあ いま した。
ふつう のお じさん で、野 良仕事 から 帰 る途中と いう 雰囲気 でした 。
ところ が、 どうし て自転 車で はなく 三 輪車なの だろ うと、 よく見 てみ
たら、三 輪車 に乗っ ている のでは なく 、 下半身が 三輪 車なの です。
これは まさ しくお ばけで す。
上半身 が人 間で下 半身が 馬と かなら 絵 本などで 知っ ていた のです が、
三輪車と は想 像を絶 （ぜっ ）して いま し た。
このぶ んだ と、い ずれは 自動 車や飛 行 機のおば けも でてき そうな 気が
しました 。
さすが の懐 爺だっ て、こ れを 見れば び っくりし ない わけが ないで しょ
う。
で、そ の三 輪車お ばけで すが、
「ぼく【 さん りんさ ん】、よろ しくだ よ 」
と自己 紹介 してく れまし た。
しかも 自分 で「さ ん」付 けす るんで す から、な かな か調子 のいい おば
けです。
とにか くよ く喋る おばけ で、き きも し ないのに 自分 から喋 る。
「ぼく【さん りん さん 】、ぼく 、わる いこと しないお ばけ 。よ ろしく だよ。
ぼくわる いこ としな い、そ れが わるい こ とだから 、お ばけ、 よろし くだ
よ。ぼく【さん りんさ ん 】、いわゆ る近未 来（ きん み らい ）おば けの 、は
しりって いわ れるだ よ。こ れか ら、お ば けにも高 齢化 （こう れいか ）の
波が押し 寄せ るから 、ぼく みた いなお ば けもでて くる だよ。 これか らの
主流は【く るまい すさん】だよ。ぼ く【 さんりん さん 】、わる いこ としな
いだよ。 だけ ど、で てくる こと そのも の が、わる いこ とだよ 。いち ばん
わるいの は、 人間と 三輪車 のつ なぎめ が 曖昧（あ いま い）だ ってこ とだ
よ。だから、ちんち んは どこに ついて いる のかって、よく きかれ るだよ 。
おばけに 、ち んちん は要ら ない だよ。 お ばけはこ ども なんか つくら ない
だよ 。おば けはこ の世界 が 、ろく でもな い も んだっ てわ かって いるか ら、

こどもな んか つくら ないだ よ。 もしこ ど もつくっ たっ て、人 間にす ぐに
殺される のが わかっ ている から 、つく ら ないだよ 。お ばけの 世界も 人口
過多だよ 。人 口って いうの か、 化口っ て いうんだ ろう な。い いや【 さん
りんさん 】がい くつも いる わけじ ゃない だよ。
【さん りんさ ん】は ぼくだ
けだよ 。種 類が多 いだよ 。例えば 、
【がし ゃどくろ 】と【 おにど くろ 】に
こどもが でき てごら ん、
【が しゃお にどく ろ】だ よ。そ のこ どもは【がし
ゃがしゃ おに どくろ 】だよ 。そ のまた こ どもは【 がし ゃがし ゃおに おに
どくろ】 だよ 。収拾 がつか ない だよ 。 そ らあ、お ばけ の世界 にだっ て、
恋愛もあ るだ よ。み んなは 〈変 愛〉っ て よんでい るだ よ。で も、純 情な
ものだよ 。
〈 変愛〉しても 性の営 みな んか しないだ よ。い っとき の欲 情で
こどもつ くっ て、不 幸にさ せる なんて こ とは、ま とも な人間 じゃな けれ
ばできな いだ よ。べ らべら べらべ ら」
「おはな しち ゅうす みませ んがの う」
ぼくは 丁重 （てい ちょう ）にい いま し た。
「ぼく【さん りんさ ん】、ぼ く金ち ゃんの こと、よく知 ってい るだよ 。金
ちゃんは おば けの世 界では 有名 人だよ 。 いま【ま るの みおん な】の おな
かの中に いる 完ちゃ ん、金ち ゃん心 配し て小山 ま でや ってき ている こと 、
知ってい るだ よ。で もぼく 、わ るいこ と しないお ばけ 。完ち ゃんの 運命
を変えた りし ないだ よ。完 ちゃ んの運 命 は最高の 運命 なんだ よ。邪 魔し
たりしな いよ 。金ち ゃんも いく らさび し くても、 とも だちの 運命を 左右
する、権 利な んてな いんだ よ。 もちろ ん いまはわ から ないだ よ。十 年す
ればわか るだ よ。何 でもひ とつ のこと を とことん 知り たけれ ば、十 年か
かるだよ 。べ らべら べらべ ら」
「おはな しん ところ 、すん ません がの う 」
こんど は強 くいい ました 。
「ぼく【 さん りんさ ん】、ぼく に何か 」
「そのさ んり んしゃ 、のせ てもら え ん か のう」
虹色に 輝い ていて 、とに かくき れい な のです。
これを 見て 、老若 男女（ ろう にゃく な んにょ） 乗り たく無 い人は いな
いでしょ う。
「ぼく【さん りんさ ん】、だ めよだ めだめ 。とい うこと は、ぼくの 上半身
と下半身 を 、ひき はなす という こと だよ 。それはさ あ、
【 ひとつ めこぞ う】

の目玉を 盗む のとお なじだ よ。そ れはさ あ、
【 ろくろ っくび の】首 を縛り
付けるの とお なじだ よ。そ れはさ あ、
【か らかさお ばけ】のから かさ をぶ
ち破るの とお なじだ よ。金 ちゃ んはお ば けよりも 残酷 （ざん こく） なひ
とだよ。 べら べらべ らべら 」
「わしが ざん こくか い。な らば、 ひき は なすかの う」
ぼくは 、
【 さ んりん さん 】の 、腰 のあた り のつなぎ めに 組み付 きまし た。
「ひぇひ ぇ。 殺され るだよ 。助け てく れ だよ」
【さんり んさ ん】は 必死で 山道を 逃げ て いきます 。
けれど も何 せ三輪 車です から、 すぐ に 追い付き そう です。
「まてえ まて えだよ 」
ぼくは 追い かけま す。
「助けて 助け てくれ だよ」
「まてえ まっ てえだ よ」
「助けて お助 けだよ 」
せっか く追 い付き そうに なると 、
【さん りんさん 】は 急に 方向転 換をし
て、山道 を超 特急で かけお りて行 きま し た。
さんり んり んりん
べらべ らべ ら べら
ぼくさ んり んさん
りんり んさ んさん
ぼくさ んり んさん
にげろ やに げろや
べらべ らべ らべら
ぼくさ んり んさん

ぼくは 諦め るより ほかは ありま せん で した。
それに して も、お そろし いほど おし ゃ べりなお ばけ でした 。
きっと おば けの世 界でも 嫌が られて 、 しゃべる 相手 もいな いで、 ぼく
の前であ んな にしゃ べった のだろ うと お もわれま した 。

