３ 【 う き も の】
「そんで さ」
ぼくは つづ けまし た。
「【あ やかし 】を みた あとだ けんど 、お お かわのな がれ のほう さなが めと
っ た ら、 なん かうい とる。 くじ らのせ な かかなあ 、そ れとも ちいさ いう
きしまな んか なあ」
ぼくは 、そ いつを おもい うかべ て、 寒 気（さむ け） がしま した。
いにし えの 怪獣（ かいじ ゅう ）かも し れないし 、海 からま よいこ んだ
白鯨（は くげ い）か もしれ ない。
いずれ にし ても、あ の背中 のゆれ は、ま るで巨大 な蒟 蒻（こん にゃく ）
だったも ので す。
とても 生々 しい。
「でも、 また 沈む。 しばら くして 、ま た うくんで しょ う」
「かいじ い、 よくし っとる な」
ぼくは あき れまし た。
あきれ なが ら、何 かを疑 ってい まし た 。
その何 かは 、いま なら は っきり いえ ま す。
懐爺も 、お ばけの 仲間だ と疑っ てい た のです。
もちろ ん、 疑いの なかの 半分は 羨望 （ せんぼう ）で した。
みあげ ると 、懐爺 はうれ しそう に、 乱 杭歯をふ るわ せてい ます。
「それは 浮島 ではな く、
【う きもの 】とい うおばけ です よ。そ うそう 、ち
ょうどい まご ろの、 花曇り の季 節にあ ら われる。 わた しも何 度かみ たこ
とがあり ます。よ く蜃気 楼（しん きろ う ）のおばけ 、
【か いやぐ ら】とま
ちがえら れま すが 、【か いやぐ ら】 は幻 想的（げ んそ うてき ）で 、【う き
もの】は 現実 的（げ んじつ てき） とい い ましょう か」
「なんじ ゃ、 また お ばけか のう」
ぼくは あき れまし た。
いくら こっ ちがこ どもだ から といっ て 、どいつ もこ いつも ふざけ てや
がる、と 憤慨 （ふん がい） もして いま し た。
憤慨し なが ら、な ぜか、 とも だちに 茶 化（ちゃ か） されて いる、 気分
もしまし た。

その気 分に は、か まって もらえ たう れ しさも、 まじ ってい ました 。
「金ちゃ ん、 めずら しく怒 って います ね 。おばけ はな にも、 金ちゃ んを
コケにし てい るわけ ではな い。おば けだ って好き 嫌い があり ますか らね 。
金ちゃん はお ばけに 、すか れてい るだ け なんです よ」
「そんな ら、 しかた ないん か」
「せつな くて も 、し かたが ないん です よ 」
懐爺は いつ もどお り、ぼ くの肩 に、 汚 い手をや さし くおい たので す。

