＋ ３ ５ 【 ば くげ ん 】
おとな にな って、 という か、年 寄り に なって、 ぼく はたま たまあ る優
れた作家 の本 を読み 、たい へん感 銘（ か んめい） を受 けまし た。
それは 中国 の作家 、莫言 （日本 読み で 、ばく げ ん） で、現 在は世 界的
な作家で すか ら、皆 さんも ごぞん じか も しれない 。
一九五 五年 生まれ ですか ら、ぼ くよ り は十歳ば かり 年下。
山東省 高密 県の農 民の子 として 生ま れ 、小学校 中退 。

代 表作は 映画

化もされ た『 紅い高 梁（こ うりゃ ん） 一 族』の他 、『 透明な 赤蕪』 『酒
国』『白 檀（ びゃく だん） の刑』 など 。
短編で は「 竜巻」 「洪水 」「猟 銃」 「 秘剣」な どを 興味深 く読み まし
た。
この作 家の 作品に 、どう してぼ くが 感 銘を受け 、興 味深く かんじ たか
というと 、お そらく 、いえ きっと 、そ れ らの小説 の主 な舞台 が、中 国の
貧 し い 農 村で あって 、それ がぼく の育 っ た村を連 想さ せたか らです 。
村は貧 しく とも、活 気があ って、自 然が 美しく、と きと して恐 ろしい 。
登場人 物も 、ぼく がかつ て見知 った 人 びとによ く似 ていて 、強く 響い
てくるも のが ありま した。
荒々し く生 々しく 、健気 （けな げ） で 優しく、 とき として 血なま ぐさ
い。
ぼくは 中国 の文学 では、 杜甫（ とほ ） と魯迅（ ろじ ん）が 大好き で、
若いころ から 強く影 響も受 けてき たの で すが、こ の歳 になっ て、莫 言が
加わりま した 。
さて以 上は 前置き で、こ れはお ばけ の 話ですか ら、 （この 作家と 同じ
読みの） 【ば くげん 】のこ とを書 きま す 。
「【ばく げん 】たあ 、ひろ しまと なが さ きにおと され た、げ んばく のこ
とかのう 」
村びと が騒 いで、
「【ばく げん 】に五 人やら れた」
という ので 、懐爺 にきい てみた ので す 。

「そうで すか 。とう とう【 ばくげ ん】 が この村に もや ってき ました か」
懐爺は 深い 溜息（ ためい き）を つき ま した。
「やっぱ り、 げんば く、か のう」
ぼくも 溜息 をつき ました 。
「似て非 なり 、とい います か。【 ば く げ ん】はじ つは 、げん ばくよ りも
怖いもの です 」
「そらあ 、こ まった のう。【ばく げん】に やられた 、む らのひ とたち は、
たすかる かの う」
懐爺は また ひとつ 深い溜 息をつ いて か ら、
「村びと はも う助か ってい ます。 いや そ ういう言 い方 は正確 ではな い。
肉体は助 かっ ている けれど も、精 神は 助 かっては いま せん」
「【ばく げん 】にや られる と、ま ずは 肉 体に激し い衝 撃（し ょうげ き）
を受けま す。 だから 身体の あちこ ちが ひ どくやら れた とかん じます が、
十日ほど 経つ と、痛 くも痒 くもな くな り ます。傷 は膿 （うみ ）をも って
いるほど だと いうの に。と ころが 、十 年 ほど経っ て、 傷はひ どくな って
も身体は 死な ないの に、心 が死ん でい る ことに、 本人 はとも かく周 りは
気づきま す」
よくわ から ない。
「こころ が、 しぬっ て、せ いしん びょ う 、という もの かのう 」
「精神病 や認 知症（ にんち しょう ）よ り もひどい 。外 国に【 ぞんび 】と
いうおば けが いて、 まるで わたし みた い な顔と格 好を したや つが、 ふつ
うの人間 を襲 って、 【ぞん び】に 噛み 付 かれた者 は、 十秒で 【ぞん び】
になって しま う、あ れに近 いです ね。 【 ばくげん 】は その十 秒が十 年と
いうわけ で、 それが いっそ う怖い 。災 難 は忘れた ころ にやっ てくる 、と
いうわけ です からね 」
すこし わか ってき た。
「【きゅ うけ つき】 のこじ きかい 」
「乞食だ って 、あれ よりは 品があ りま す よね」
「かいじ い、 さっさ とたい じして くれ や 」
ぼくが 当然 のこと をいう と、懐 爺は こ んどは頭 をか かえま した。
「【ばく げん 】は、 新しく 発生し た菌 み たいなも ので すから ねえ」
「きんか い、 わしみ たいな ものか い」

「金ちゃ んの 金では なくて 、病原 菌（ び ょうげん きん ）の菌 ですよ 」
よかっ た。
「ならば 、か くりか のう」
「それが その 。小山 の、む かし寺 があ っ た空地（ あき ち）に 、村長 が隔
離小屋（ かく りごや ）を作 りまし たね 。 でも【ば くげ ん】は 菌みた いな
ものです が、 【ぞん び】と ちがう のは 、 伝染病（ でん せんび ょう） では
ないこと です 。十年 後のた めに小 屋を 作 るなんて こと よりも 、十年 かけ
て特効薬 を作 るほう が大切 です」
「いま、 とっ こうや くは、 ないん かの う 」
「町には あり ますが 、町で 規約（ きや く ）を作っ て、 村には ださな いよ
うにして いま す」
こうい うこ とはよ くあっ て、町 は村 を 差別（さ べつ ）する 雰囲気 （ふ
んいき） があ ります 。
「けちじ ゃの う」
「という より も、特 効薬を 金儲け の道 具 にされる のを 防ぐた めなん です
ね」
「ならば 、【 ばくげ ん】に やられ たも ん を、すみ やか に、ま ちまで はこ
べばいい のじ ゃ」
「それは いい 案です が、【 ばくげ ん】 に やられた 五人 には、 だれも 近づ
きません 。だ れがど うやっ て運ぶ かが 問 題ですね 」
「わしが やっ たる」
「やっぱ りね え、金 ちゃん なら、 そう い うとおも って いまし たよ」
という わけ で、ぼ くは村 長さん の庭 か ら勝手に 荷馬 車をも ちだし 、そ
こに五人 を乗 せて町 まで行 きまし た。
荷馬車 の馬 はとも だちだ ったの で、 馬 を操るの はお 手のも のでし た。
それで 解決 という ことに なった ので す が、懐爺 は浮 かぬ顔 をして いま
す。
「【ばく げん 】をや っつけ ても、 【ば く げん】の 元を 断たな いと、 免疫
（めんえ き） のない 者は、 いずれ また や られます 」
「もとた あ、 なんじ ゃ。め んえき たあ 、 なんじゃ 」
「どうい いま しょう か。た とえは 悪い で すが、【 ばく げん】 はうん この
臭いみた いな もので すから 、元で ある う んこが消 滅し ないか ぎり、 うん

この臭い はす るわけ です。 そのう んこ の 臭いに慣 れた なら、 それは 免疫
があるっ てこ とです 」
「うんこ は、 じかん がたっ てかわ いた ら 、くさく ない がのう 。じか んが
かいけつ する から、 めんえ きはい らん の う」
「すいま せん 。下手 な例え でした 。つ ま り、乾か ない うんこ ですね 」
なるほ ど、 それは たまら ん。
「かわい てな いうん こをか たづけ るの は 、だれで もい やなも んだか らの
う」
「 そ れ が 、う んこを 守るや つらが いて 、 片付けら れな いので す」
「うんこ をま もるた あ、す いきょ うな や つらじゃ のう 」
「酔狂で はな く、国 家の方 針です かね 。 日本の話 では ありま せんが 」
「うんこ を、 かっぱ らった るか」
「うんこ にさ わった だけで 、銃殺 （じ ゅ うさつ） され ます」
「ならば 、そ のこっ かを、 たいじ する し かないの う」
「それは 戦争 になり ます。 いいこ とで は ありませ ん。 日本は 永久に 戦争
はやらな いこ とにし たので す」
それは けっ こうな ことだ が。
「しかし 、め いわく じゃの う」
「地球は 、も ちろん 宇宙も 、どの 国の も のでもな い、 という ことを どの
国も認識 しな いと、 こうい う新し いお ば けがこれ から もでて くるで しょ
うね」
「わしは 、こ れから 、そう いうこ っか を 、うんこ こっ かとよ んだる ぞ」
「それは ぴっ たりの 名称で すね。 わた し もそう呼 びま しょう 」
懐爺の 愁眉 がひら いた気 がしま した 。

