＋ ７ 【 う ち ゅう お ば け 】
懐爺が いい ました 。
「前にわ たし は【ひ こばば 】が 一番こ わ いといい まし たが、 ひとつ 忘れ
ていまし た」
「なんじ ゃい 」
ぼくは 嬉し さと 恐 ろしさ が、い りま じ った気分 でき きまし た。
「【う ちゅう おば け】で す。正体 がわ から ないとい う意 味では、これ が一
番わから ない 」
「かいじ いに もわか らんの か」
「わかり ませ んね。 何しろ 異次元 （い じ げん）の おば けです から」
「その、 いじ わるげ んさん とはな んじ ゃ い」
「いじわ るげ んさん じゃあ りませ ん。 異 次元のお ばけ 」
「いみが わか らんの う」
「あと三 年も たてば わかり ますよ 。異 次 元とは次 元が ちがう んです 」
「ますま すわ からん のう」
「たとえ ば、 わたし たちの 在ると ころ と 、ちがう とこ ろに在 るんで す」
「ちがう とこ ろなら 、 こわ くない のう 」
「いえい え、 ちがう ところ という こと は 、手がと どき ません 」
「こっち の手 がとど かんな ら、む こう も 手がとど かん じゃろ 」
「まあ理 屈的 にはそ うです が、 それで も そのあた りに いそう なのが こわ
いんです 」
「【う ちゅう おば け】な ら、う ちゅう か らきたん か」
懐爺は 困っ た顔で 、
「まあそ うで す。と いうか 、そ うらし い です。何 せ正 体がわ からな いか
ら、そう いう しかあ りませ ん」
「つまり 、う ちゅう じん、 ちゅ うこと じ ゃろ。う ちゅ うじん 、だい かん
げいじゃ 」
宇宙人 なら 本で見 たこと があり まし た 。
鮹（た こ） に似て い て、 かわい らし い 。
ちょっ とと もだち になり たいく らい 。
「宇宙人 だっ て、歓 迎した くない 宇宙 人 もいます から ねえ」

「たこお とこ とちが うんか 」
「それは 架空 （かく う）の 話で して、 宇 宙には想 像も できな いくら いの
生物がい るん です。 その生 物が おばけ に なったの が【 うちゅ うおば け】
ですから 、も っと想 像がで きない 」
「そうぞ うが できな いちゅ うこと は、 し んだあと みた いなこ とかい 」
「金ちゃ ん、 よく気 付きま した ねえ。 わ たしたち も死 んだら 、地球 おば
けになる かも しれま せん 。つま りそ の、
【 うちゅう おば け】がこわ いのは 、
死ぬのが こわ いのと よく似 ていま す」
「わしは しぬ のなん かこわ くな いがの う 。いたい のと かくる しいの はい
やだけん ど、 しんじ まった らいた くも く るしくも ない からの う」
懐爺は 苦笑 いして 、
「でも、 死ん でしま ったら 、好 きな女 の 子にもと もだ ちにも 、会え なく
なります よ。 おいし いもの も食 べられ な いし、お もし ろい本 も読め ませ
んよ」
「わしは、すきなおんなのこは、おらん。すきなともだちはいるけど、
【まるの みお んな】 のはら のな かじゃ 。 おいしい もの なんか 、たべ たい
ともおも わん し、お もしろ いほ んだっ て 、よみた いと もおも わん。 それ
によ、し んじ ま った ら、お いし いもお も しろいも 、ど うせほ しくな かろ
う。あい たい なんち ゅうき もちも おこ ら んからの う」
かなり 正直 にいい ました 。
でも懐 爺に あえな くなる のは 困るけ ど 、このこ ろぼ くは、 いずれ 遠か
らず懐爺 がい なくな ること を、知 らな か ったので す。
それど ころ か、想 像をし たこと もあ り ませんで した 。
「なるほ ど。 金ちゃ んは哲 学者（ てつ が くしゃ） みた いです ね」
「かいじ いと おばけ にはあ いた いけど 、 かいじい にも おばけ にも、 しん
でもあえ るき がする しのう 」
と、こ れも 正直に いいま した。
「そうで すか 。金ち ゃんは 死ぬの がこ わ くないん です か」
懐爺は 首を かしげ ました 。
「かいじ いだ って、 こわく ないじ ゃろ 」
「怖いで すけ ど、も う年寄 りです から 、 諦めてい るか んじで すかね 」
「そんな ら【 うちゅ うおば け】 がでて き たら、あ きら めるっ てこと かの

う」
「そのと おり です。 諦める 。覚悟 する 。 もうそれ しか ありま せん」
「つまら んの う。な んとか ならん かの う 」
懐爺は すこ しかん がえて 、
「つまら んの が人間 の一生 です 。でも あ んがいつ まら なくな いのか もし
れません 。わ たした ちは獣 （け もの） や 鳥たちを 、は たから 見てい て、
つまらん とは おもわ ないで しょ う。か な りたのし そう に動い たり飛 んだ
りしてい るで はあり ません か。 つまら ん 人間だっ て、 獣や鳥 たちが はた
から見れ ば、 かなり たのし そうに 見え る のではな いで しょう か」
「だども 、み じかす ぎるの う。 どうせ な ら、いち まん ねんと か、あ きて
しまうく らい 、いき られた ほうが いい と おもうが のう 」
「金ちゃ んは 死ぬの が怖く ないは ずで す よね」
「しぬの はこ わくな いが、 いき ていた ほ うが、ま だだ いぶま しなき がす
るんじゃ 」
よく、 死ん だほう がまし だって いう 人 がいるけ れど 、あれ は嘘だ 。
「花も散 りま す。葉 っぱも 落ち ます。 草 も枯れま す。 でも根 っこ が あれ
ばまた復 活し ます」
「だば、 わし らだっ て、し んでも 、ふ っ かつする んじ ゃろな 」
「おそら くそ うでし ょう。 でも 、新し く 咲く花は 、前 に散っ た花と はち
がう花で す」
「にてい ても 、ちが うんか 」
「ちがい ます 。でも それで いい んです 。 花として は生 きてい るんで すか
ら」
懐爺は 断固 として いいま した。
このい いか たは頼 もしく て好き でし た 。
「だば、 にん げんが しんで も、 まただ れ かがうま れれ ば、い いんじ ゃな
いかのう 」
「そのと おり です。 はいこ れで、 宇宙 と 死の話は おし まいで す」
なんだ かよ くわか らなか ったけ れど も 、
【 うち ゅ うおば け】もな んだか
よくわか らな いもの らしい から、 今日 は これでい いか 。
もし明 日も 生きて いたら 、も っとわ か りやすい おば けにあ いたい もの
だと、ぼ くは つくづ くおも いまし た。

