３ ５ 【 ば く はつ 】
どうし てで しょう か。
きっか けは 、懐爺 の太田 道灌の 話だ っ たかもし れま せん。
母親と いっ しょに 、中山 へきの こ採 り に行きま した 。
何であ れ、 母親と 行動を 共にす るの は いい気分 でし た。
何の心 配も なく、 目的だ けをか んが え ていられ る。
母親の 匂い は、何 よりも 安心の 匂い で した。
その日 母親 は、舞茸（ まいた け）を採 る つもりだ った らしい けれど も、
ぼくは松 茸（ まつた け）を ねらい まし た 。
時季が少しだけ早かったらしく、いくら探しても松茸はみつからず、
〔猿の腰 掛け 〕ばか りが目 につい て困 り ました。
これは 猿の いたず らにち がい ない、 松 茸は猿が みん な採っ てしま った
んだと残 念で した。
それで も猿 が見逃 した松 茸があ るは ず だと、懸 命に 探しま した。
そのう ち妙 なきの こに出 逢いま した 。
逆さま に生 えたき のこや 、虹 色のき の こや、お なら を発す るきの こに
は逢った こと がある けれど も、こ んな き のこは初 めて でした 。
なにし ろ、 みてい るだけ で、み るみ る 大きくな る。
いつの まに かぼく の背よ りも大 きく な ったので 、母 親を呼 びまし た。
「そいつ に触 っちゃ あかん 」
母親は 血相 変えて さけび ました 。
「もうさ わっ とる」
ぼくは いい ました 。
おばけ きの こは、 巨大化 しまし た。
さらに さら に大き くなり なが ら、こ の きのこは 、泣 いてい るのか 、汗
をかいて いる のか。
黒い雨 が、 ぼくに 、ぼく の全身 にふ り そそぐ。
げっ げっ げ
げん げん げん
げげ んげ げん
げん げん げげん げん

ぼくは 母親 に促さ れるま ま、い っし ょ に逃げま した 。
逃げた けれ ども、 ちっと もこわ くは あ りません でし た。
ただ、 黒い 雨は、 ふいて もなか なか と れません 。
夕方、 懐爺 のとこ ろに行 きまし た。
母親と きの こ採り に行っ た話を しま し た。
「おばけ きの こをみ たんじ ゃ」
「触って はい ません よね」
「あんな もん 、さわ るかい 」
ぼくは 嘘を いいま した。
「それな ら問 題はな いでし ょう」
ぼくは ぼく の身の 上に、 問題が 出る こ とをおそ れま した。
「もんだ いた あ、な んじ ゃ 」
「放射能 です よ。そ のきの こは【 ばく は つ】、 別名【 げん ばく】 です」
「ほうし ゃの うたあ 、なん じゃ」
「金ちゃ ん、 学校で 勉強し ませ んでし た か。日本 が戦 争に負 ける直 前、
広島と長 崎に 原爆を 落とさ れた んです 。 放射能は その 原爆か ら吹き 出し
て、人間 にひ どい害 をおよ ぼすの です 」
「なるほ ど。 あのお ばけき のこが おち た んか」
「落ちた ので はなく 、米国 に落と され た のです」
「ならば 【ば くはつ 】は、 ほうし ゃの う のおばけ か」
「広島と 長崎 の次は 、この 村と いうわ け です。で も害 にあっ たのは 、幸
運にも、 どう やら金 ちゃん だけで すね 」
「がい、 たあ 、どん ながい なんじ ゃ」
ぼくは 勇気 をだし て、き いてみ まし た 。
「それは 、わ たしの 口から はいえ ませ ん 」
珍しく 懐爺 は、苦 々しい 顔つき をし て いました 。
いずれ 駄目 になる 自分を 、ぼく は想 像 しました 。
おそろ しい よりも 、口惜 しいお もい で した。
「【ば くはつ 】を やっつ けるに は、ど う するんか い」
ぼくは 今ま でで一 番、き きたい こと を ききまし た。
「他のお ばけ なら何 とか退 治で きます 。 退治でき ない のが【 ばくは つ】
です。だ から 困るん です」

懐爺は 困っ た顔で 答えま した。
「めんど うじ ゃのう 」
困って いた のは、 ぼくの ほうで した 。
それで も懐 爺は、 黒い雨 を、 おしっ こ でぬらし た雑 巾（ぞ うきん ）を
つかって 、ぼ くのか らだか らぬぐ いと っ てくれま した 。
それか ら懐 爺は、 ぼくに ささや いた の でした。
「これは 金ち ゃんだ けの、 秘密 （ひみ つ ）にして おい てくだ さいね 。わ
たしの祠 は、 この世 界でた った ひとつ の 【ばくは つ】 よけな のです よ。
ただ、そんなものがあって、自分だけ助かっても、どうしようもない。
【ばくは つ】を【 ばくは つ】させな いこ と のほうが 、大 切なん です から。
そのため の方 法をこ れから 、金 ちゃん に だけおし えま す。な ぜなら 【ば
く はつ】 が、 それを 耳にし て、 知恵を つ けてしま った ら、も う人類 絶滅
（じんる いぜ つめつ ）です から ね。
【ばく はつ】という おばけ は、退治で
きないけ れど も、発 生させ なけ ればい い 。そうす れば 退治す る必要 もあ
りません から ねえ」
ぼくは 、そ の方法 をくわ しくき いた 。
それで いま までに 、何度 か、 表から 裏 から、横 から 斜めか ら、各 国の
指導者（ しど うしゃ ）に、 はた らきか け てきたけ れど も、だ れも相 手に
してくれ なか った。

