７ 【 お と ひ め】
たびた び町 に遊び にいく 、村 の若い 者 が、いく たび にやつ れて帰 って
くるとい う話 を、母 親から きいた こと が ありまし た。
「まちの どこ にいく んじゃ 」
ぼくは きき ました 。
「乙姫（ おと ひめ） だよ」
とだけ 、母 親は答 えまし た。
そのほ かは 、何も いわな い。
乙姫と は、 海にい る乙姫 じゃ なく、 た ぶん店の 名前 か、酒 の相手 をす
る女性の 名前 だろう と、お もって いま し た。
そのう ち、 その若 い者は 、黒 髪が白 髪 になり、 きれ いな顔 が、し みと
しあわだ らけ の顔に なった 、とき きま し た。
「うらし また ろう、 みたい じゃの う」
とぼく がい うと、
「乙姫だ から だよ」
とだけ 、母 親はい いまし た。
そのほ かは 、何も いわな い 。
こうな った ら、懐 爺にき くしか ない 。
懐爺は 、昼 寝のさ いちゅ うでし た。
それで も祠 の中に 向かっ て、
「でてこ いで てこい 、かい じいよ 」
と大声 でわ めくと 、かっ たるそ うに で てきます 。
浦島太 郎よ りも、 年寄り にみえ まし た 。
わけを いう と、懐 爺は溜 息（た めい き ）まじり にこ う話し たので す。
「それは【お とひめ 】に やられ たので す。
【おと ひめ】にや られて 白髪と
皺顔くら いで は、まだ 無事 な方で す。
【お とひめ】は若い 男の生 き血 を吸
うおばけ です 。いま 町では【おと ひめ】が 出没（し ゅつ ぼつ）してい て、
純情な村 の若 い男が 標的（ ひょ うてき ） になりは じめ ている のです よ。
江戸時代 には 【むら さきお んな 】とい う 、狐が化 けた おばけ がいて 、若
い侍が何人も血を吸われて死にましたが、その【むらさきおんな】は、
【おとひ め】 の先祖 （せん ぞ）で すよ 」

「まるで 、き ゅうけ つきじ ゃのう 」
吸血鬼 の漫 画は、 読んだ ことが あり ま した。
でも吸 血鬼 は男で 、若い 女の生 き血 を 吸う。
【おと ひめ 】は、 吸血鬼 の女形 かと お もわれま した 。
「【き ゅうけ つき 】にや られ た女は【きゅ うけつき 】に なって しまう 、と
いう説も あり ますが 、【 おとひ め】 にや られた男 は 、【お とひめ 】 にな る
わけでは あり ません 。
【 おとひ め】は 若い 男の生き 血を 吸いつ くすと 、こ
んどは別 の若 い男を 標的に するの です 」
なるほ ど。
となる と、
【おと ひめ】にやら れた 村の 若い者は 、血が うすく なっ てい
るのだか ら、 輸血（ ゆけつ ）が必 要な の かな。
そう懐 爺に いうと 、
「さすが は金 ちゃん 」
と、ほ めら れまし た。
「しかし 残念 ながら 、輸血 は町 の病院 で ないとで きま せん。 ところ が村
の若い者 を町 に運ん で輸血 して も、ま た 【おとひ め】 にやら れてし まい
ます」
「こりな いの かのう 」
「相手は おば けです から 、口八 丁手 八丁（ くちはっ ちょ う ては っちょ う）
です。い くら こりて いても 、また やら れ るんです 」
「ざんね んだ のう」
「それに 町の 病院は 、
【 おとひ め】の 味方 ですから ね。生 き血を 吸わ せて
輸血でか せぐ 、その くりか えしと いう 手 口ですよ 」
懐爺は 、複 雑な表 情をし ました 。
さすが の懐 爺でも 、【 おとひ め】に は 手をやい てい るらし い。
「せつな いの う」
「【お とひめ 】を 退治（ たいじ ）する 方法 は、一つ しか ない 。
【お とひめ 】
が老婆に なる のを待 つしか ない のです 。 いくら百 戦錬 磨（ひ ゃくせ んれ
んま）の【 おとひ め】でも 、入れ 歯では う まく生き 血を 吸えま せんか ら」
ぼ くは うな ったも のです 。
時間に 解決 させる 、おば け退治 法も あ るのか。
それで も数 十年経 って【 おと ひめ】 を 退治して も、 また別 の若い 【お

とひめ】 が、 新しく 登場し そうな 予感 は あったけ れど も。

