＋ １ ２ 【 や こう ち ゅ う 】
大山に のぼ ると海 が見え ます。
遠くか ら見 る海は いつも 静かで す。
大山に のぼ ること はめっ たに ないの だ けれども 、大 山のて っぺん 近く
にご先祖 様の お墓が あるの で、 一年に 一 回だけ母 親と 一緒に 、三時 間以
上かけて のぼ ります 。
お墓参 りを して帰 るころ はだい ぶ暗 く なってい まし た。
海のほ うを 見ると 、不気 味な ほど美 し く青白い 光が 、いく つもい くつ
も見えま す。
「あれは なん じゃ」
と母親 にき くと、
「夜光虫 だよ 」
とこた えま す。
ぼ く は 【や こうち ゅう】 はおば けに ち がいない とか んがえ ました 。
「きわめ て美 しい花 には棘 も毒も ある 」
と懐爺 がい ってい ました から 、
（ きわ め て美しい 光に も棘や 毒があ るは
ずだ）と かん がえた のです 。
それで 母親 に、
「おばけ じゃ 、おば けのひ かりじ ゃ」
という と、
「おばけ では ないけ ど、夜 光虫 は赤潮 を つくって 、害 を与え るから 、お
ばけみた いな ものか もしれ ないね 」
と母親 は説 明しま した。
ぼくは 、
「お ばけみ たいな もの 」と「おば け」の ちがい が解 らない ので、
翌日懐爺 のと ころに 行きま した。
「【や こうち ゅう 】はお ばけか い、 お ば けみたい なも のかい 」
「夜光虫 はお ばけみ たいな もの ですが 、 夜光注は おば けです よ。夜 光虫
はちっち ゃな 虫です が、夜 光注は 巨大 な 虫のおば けで す」
懐爺の 説明 は解り にくい もので した 。
「おなじ 【や こうち ゅう】 たあ、 やや こ しいのう 」
「だいじ ょう ぶです 。もう 大昔 に、お ば けの夜光 注は 退治さ れてし まっ

て、いま はお ばけみ たいな 夜光 虫がい る のみです から 、やや こしく はあ
りません 」
やっぱ り解 りにく い。
「そうか のう 。おお むかし にうま れり ゃ よかった のう 」
「いやあ 、そ のころ はこの 村の 人たち は 奴隷（ど れい ）同然 のあつ かい
だ ったで しょ う」
それな らい までよ かった 。
「いった いど れくら いむか しなん じゃ 」
一応き いて みまし た。
「具体的 には 、いま から一 千一百 年ほ ど 前ですね 」
「そらあ 、ま いった のう」
いくら なん でも昔 すぎま す。
「平安時 代（ へいあ んじだ い）と いい ま す」
「ちっと も、 へいあ んじゃ ないの う」
「それな りに 平安で した」
「そのお おむ かしに 、【 やこう ちゅう 】 をたいじ した のはだ れじゃ 」
「そのこ ろは 陰陽師 （おん みょ うじ） と いう、お ばけ 退治の 仕事を する
人たちが いま した。 その陰 陽師が 退治 し たんです 」
「【お んみょ うじ 】たあ 、おば けみた い ななまえ じゃ のう」
「さすが は金 ちゃん 。おば け退 治の陰 陽 師たちの なか にも、 おばけ がい
たんです よ」
おばけ を退 治でき るのは 、やは りお ば けかとお もわ れまし た。
すると 懐爺 も、お ばけな のかと おも わ れました 。
「やっぱ りの う。お ばけの 【お んみょ う じ】が、 おば けの【 やこう ちゅ
う】をた いじ したん じゃな 。その あり さ まを、は なし てくれ んかの う」
懐爺は 珍し く、素 直に首 を縦に ふり ま した。
きっと 懐爺 も【お んみょ うじ 】の【 や こうちゅ う】 退治に ついて は、
喋りたか った のでし ょう。
（それと も）
ぼくは 、何 か かん じると ころが あり ま した。
（もしか する と）
懐爺は 、そ の陰陽 師の子 孫なの では な いかとか んじ たので した。

「あると き羅 城門（ らじょ うも ん）と い うところ に、 たくさ んの人 間の
死体があ って 、そこ の中空 に青 白い光 が 見えると いう ので、 陰陽師 たち
のなかで 一番 おばけ の世界 にく わしい と いうか、 おば けの世 界には いり
こんでい る或 る【お んみょ うじ 】が、 帝 （みかど ）か ら特別 に選ば れた
んです。 その 光はき っと【 やこ うちゅ う 】という 魔物 （まも の）で 、そ
の魔物は もと もとは 青鬼が 死にそ うな と きに吐く 、青 息でし たから ね」
「【お んみょ うじ 】はど うやっ て、た い じをした のか のう」
「いつも は読 経とか 祈祷で 退治す るの で すが、
【や こうち ゅう 】は 鬼その
ものでは なく 、その 鬼の霊 魂（ れいこ ん ）といっ たも ので、 金ちゃ んに
解りやす くい うなら 、おば けの おばけ で して、お ばけ のおば けには 、な
かなか読 経も 祈祷も 通じま せん」
ちっと も解 りやす くあり ません 。
でも一 千一 百年前 の話だ から仕 方な い 。
「おばけ のお ばけは 、そん なにお そろ し いんか」
「そうで もな いです 。生き た人 間は食 べ ないで、 死ん だ人間 ばかり 食べ
るのです から 」
「そらあ やっ ぱり、 おそろ しい のう。 し んだにん げ ん だって くわれ るの
はいやだ から のう」
「まあそ うで すが、 そうで ない気 もし ま すが」
懐爺は 口ご もりま した。
「はやく 、さ きをは なせや 」
「はいは い。 それで その【 おん みょう じ 】がとっ た方 法とは 、つま り自
爆（じば く） ですね 」
「じばく たあ 、なん じゃ」
いまな ら毎 日耳に する言 葉で すけれ ど 、そのこ ろは 初めて きく言 葉で
した。
「相手を 殺し て自分 も死ぬ とい う方法 で す。神風 特別 攻撃隊 （かみ かぜ
とくべつ こう げきた い）で すね」
「そんな むか しから 、かみ かぜが あっ た んかい」
神風は 自爆 とはい わなか った はずだ け れども、 言葉 の 綾（ あや） とい
うもので しょ うから 、その へんは 追求 し ませんで した 。
「はい 。
【 おんみ ょう じ】はため らうこ と なくおの れの からだ に火を つけ

て、死体 の山 に飛び 込んだ ので す。凄 ま じい炎が あが り、あ がり、 あが
り続け、 その 炎で【 やこう ちゅ う】も 哭 き喚きな がら 、とう とう焼 け死
んでしま った のです 」
どうし てそ こまで やるの か、懐爺は 、
【 やこうち ゅう 】が 悲惨（ひさ ん）
に焼け死 ぬ有 様を熱 演しま した。
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ぼくは 何だ か武者 震い（ むしゃ ぶる い ）がしま した 。
「 ど う し てた めらわ ないん じゃ 。わし な らためら うが のう。 ためら うの
がにんげ んじ ゃから のう」
「ですか ら、 その【 おんみ ょう じ】は お ばけなん です 。おば けだか ら、
いやもし かす ると、 帝に選 ばれ たとき か らおばけ にな ったの かもし れま
せん」
「わしも みか どにえ らばれ たら、 おば け になるん かの う」
「たぶん 」
「たぶん かの う」
「おそら く」
「おそら くか のう」
「きっと 」
「きっと かの う」
「ぜった いに 」
「ぜった いに 、なる んかの う」
ぼくは なぜ か満足 して帰 りまし た。

