１ ０ 【 が し ゃど く ろ 】
またや はり 、うら らかな 春の、 午後 の 話。
村の大 人た ちが、 役場の 前に集 まっ て 、口々に 、
「かい爺 が躑 躅峠（ つつじ とうげ ）で 、 野たれ死 にし ている ぞい」
という 。
それな ら 、遺体 を引き とりに いけ ばい いのに 、誰 も動こ うとは しない 。
喜んで いる 者はい ないが 、悲し んで い る者もい ない 。
「そのま まに してお くと、山犬 や大鴉（ おおがら す）にくわ れて 、
【 がし
ゃどくろ 】に なっち まうで 」
なんて いう 者もい たし、
「【が しゃど くろ】にな られた ら、村 の一 大事だの う。村 長が死 ぬよ りて
えへんだ 」
なんて いう 者もい たし、
「【が しゃど くろ 】にな る前に 、骨ま で 焼いてし まわ んと」
なんて いう 者もい たけれ ど、や はり 誰 も動かな い。
どうせ 、近 づいて 、呼吸 や脈を 、た し かめてい るは ずがな い。
だから ぼく は、死 んでい ると はかぎ ら ないとお もっ たので 、母親 に作
っ て もら った 、おに ぎりと 水を持 って 躑 躅峠まで 走り ました 。
峠の入 口で 、髑髏 （され こうべ ）を み ました。
これが 【が しゃど くろ】 か、と おも い ました。
懐爺が 【が しゃど くろ】 にな ったの か 、とかん がえ ると、 それほ どこ
わくはな かっ たもの です。
【がし ゃど くろ】 に、
「かいじ い」
と、よ びか けまし た。
すると 、衣 擦（き ぬずれ ）に 似た音 と いっしょ に、 髑髏の 黒い大 きな
目から、 赤黒 い蝮（ まむし ）が、 つぎ つ ぎに顔を のぞ かせた のです 。
その様 子は 、とこ ろてん をおも わせ ま した。
ところ てん は、も う一生 くえな い気 が しまし た 。
さすが に気 味が悪 くなっ て、 おもわ ず 髑髏を蝮 とい っしょ に、お もい
きりけと ばし ていま した。

「かいじ い、 かいじ い」
ぼくは 大声 をあげ ながら 、髑 髏が転 が っていっ た、 紅躑躅 がしげ る山
道をさが しま した。
躑躅の かげ に、本 物の懐 爺がた おれ て いました 。
ぼくの 大声 によっ て、懐 爺は半 身を 起 こしまし た。
懐爺の 顔は 、窶（ やつ） れて髑 髏に 近 い。
ぼくは 、お にぎり と水を 、懐爺 にあ げ ました。
「よかっ たの う。し んどら んのう 」
ぼくは 安心 しまし た。
号泣（ ごう きゅう ）もし ました 。
それか らこ んどは 、歓喜 （か ん き） の 大声をあ げま した。
「金ちゃ んが うるさ いから 、生き かえ り ましたよ 」
懐爺は 、お にぎり をほお ばりな がら 、 照れ臭そ うに 笑いま した。
「【が しゃど くろ 】にや られ たんか 。それ とも【 がしゃ どくろ 】に なった
んか」
「どっち でも ありま せんよ 。
【 が しゃど く ろ】は金ち ゃんに けとば されて 、
消えてし まっ たよう です。 わたし は【 か まいたち 】に やられ たんで す」
「いたち の、 へくさ れに、 やられ たん か 」
「【か まいた ち 】は鼬（ いたち ）の 鎌（か ま）という 話もあ ります が 、こ
れはいわ ば風 のいた ずらで 、あ るいは 帯 状疱疹（ たい じょう ほうし ん）
か。誰に 切ら れたわ けでも ない のに、 気 がつくと 切り 傷がで きてい るん
です。いずれ にして も、
【か まいた ち】も おばけの 仲間 でしょ うね。いた
ちの屁の ほう がまし です」
懐爺が 、身 にまと った襤 褸（ ぼろ） を めくると 、そ こかし こに切 り傷
があって 、そのう ちの一 カ所か らは 、ま だ 躑躅色の 血が にじみ でてい る。
「いたい じゃ ろ」
ぼくは 、自 分の唾 （つば ）をな すり つ けました 。
「出血多 量（ しゅっ けつた りょ う）で 、 貧血（ひ んけ つ）を おこし たん
ですよ。 わた しは痛 みなん かかん じな い 人間です から 、ご心 配なく 」
懐爺の 笑顔 をみつ めなが ら 、 ぼくは 、 懐爺が死 なな くて本 当に良 かっ
たとおも いま した。
まちが いな く、そ のころ のぼ くは、 懐 爺が死ぬ こと は、自 分が死 ぬこ

とよりも 、い やなの でした 。
そうそ う、いまだ からか んじ ること な のですが 、
〈躑躅 〉の 漢字と〈髑
髏〉の漢 字は 、どう してこ んなに 似て い るのでし ょう 。

