８ 【 お と ろ し】
うらら かな 春の午 後、村 のこど もが 一 人殺され たこ とがあ りまし た。
神社（ じん じゃ） の境内 （けい だい ） で、死ん でい たとの こと。
頭が、 われ ていた とのこ と。
われた 頭か ら、脳 味噌（ のうみ そ） が 飛びでて いた とのこ と。
その脳 味噌 を、無 数の蟻 と無数 の蠅 が 、くって いた とのこ と。
小さな 村な のに、 ぼく は そのこ ども の 名前も顔 も知 りませ んでし た。
そんな はず はない とおも いな がら、 な ぜだか何 も知 らない ことが 、よ
け い に お そろ しかっ たもの です。
知らな いこ どもで も、助 けら れるも の なら助け たか ったと 、心か らお
もいまし た。
村の大 人た ちは、 こぞっ て、
「【お とろし 】の たたり じゃ 、【お とろ し 】に殺さ れた んじゃ 」
という 。
【おとろ し】 という 名前が 、また おそ ろ しい。
ぼくは さっ そく、 懐爺の ところ に走 り ました。
「【お とろし 】た あ、な んじゃ 」
ぼくは 息を きらせ ながら 、きき まし た 。
「【お とろし 】は 、神 様を守 る 妖怪 で、神 社に住み つく おばけ です。こど
もなんか が 、神社 でいた ずらし たり する と、上から いっき に落ち てきて 、
殺してし まう んです 」
懐爺は 、身 振り手 振りで すぐ に答え て くれたが 、ま たすぐ にきい てき
ました。
「もしか して 、村の こども が殺さ れた ん じゃない でし ょうね 」
「そのも しか してじ ゃ」
「さいき ん、神社 でい たずら するこ ども が多いっ てき いてい ました から 、
わたしは 心配 してい たんで すよ」
「こども のい たずら くらい 、かみ さま な らおおめ にみ ろい」
ぼくは 、自 分の弁 解（べ んかい ）も ふ くめて、 いい ました 。
「そのと おり です。でも 神様は 、老 若男 女の差別（さ べつ ）をし ません 」
「ほんと にこ ろされ たんだ か。 やねの か わらとか が、 あたま さ、お っこ

ちてきた んか も」
「それが そう だとし ても、それも 神様を 守るため に、
【おと ろし 】がやっ
たことな んで す」
「かみさ まも 、ひと をころ すんか 」
ぼくは 疑問 をぶつ けまし た。
「ひとを 生か すも殺 すも、 神様の おぼ し めしです よ」
ぼくは 納得 した、 気にな りまし た。
「およそ おば けとい うもの は、 偉大な も のです。 きわ めてす ぐれた 能力
のある人 間を 、よく おばけ という でし ょ う」
「いうい う。 かいじ いなん かも、 おば け いわ れと る」
「それは 能力 がある からで はなく 、た だ 気味悪い から です」
懐爺は 、わ ざとう なだれ てみせ まし た 。
心も、 うな だれて いるは ずです 。
ぼくは 、い うんじ ゃなか ったと おも い ました。
それで 自分 なりに 、ごま かしま した 。
ぼくは きき ます。
「かみさ まと おばけ は、ど うちが うん じ ゃ」
「神様は おば けじゃ ないけ ど、 おばけ に は神様の おば けもい ますよ 。神
様になり そこ なった ら、おばけ になる と いうこと かも しれま せん 。
【 はん
ぴどん】 など はその 代表で 、いわ ば半 人 前の神様 でし ょうか 」
「はんに んま えじゃ 、たよ りない のう 」
「そのた より なさが 、また いい のかも し れません よ。 神様と いうと おそ
れおおい けれ ども、 半人前 なら 、なん と なく親し みも あって おつき あい
しやすい もの です」
「つきあ いた くない のう」
ぼくは 、本 心では ないこ とをい いま し た。
「金ちゃ んは 優等生 （ゆう とう せい） だ から、そ んな ことい うので す。
金ちゃん も大 人にな って挫 折でも した ら 、
【 はんぴ どん】の癒（いや ）し
の魅力が わか るはず です」
「ざせつ 、た あ、な んじゃ 」
ぼくは きき ました 。
「挫折で すか 。自分 の心の 中に 突然変 異 （とつぜ んへ んい） で発生 した

おばけで しょ うか」
懐 爺 は 、む ずかし いこと をいい まし た 。
ぼくに は、 まった くわか らない 。
（十年後 に挫 折する までは ）

