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ぼくは ネコな のだ

うすぐら

ニャン

ぼくはネコな のだ。名前はまだな い。どこで生ま れたか 何
とな く覚えてい る。そこ は薄暗く てじめじめ した所 。今住んで
いるうち の物置の下 だろう。 何が悲し かったの か、ニャ ーニャ
ー泣 いていた ことだけは 記憶し ている。
ぼくに は家族がい る。しっ ぽの長い白 と茶の まだらのネ コが

び

兄貴 で、茶の シマシマの ぼくと は全然似て いない。 母ちゃん は
三毛ネコ だったの に、三匹と もまっ たく似てい ない。ど うやら
母ち ゃんは近 所でも有 名な美ネ コだった から、引く 手あまた だ
ったらし い。で も、違うオス とはめ っこして、 同時に子 どもを

産 み分けるな んて、 母ちゃんも なかなか やるなあ。
兄貴に そっくり で立派なし っぽの ネコが、通 りを歩い ている
の を見たこと がある 。兄貴かと 思ってニ ャーと声 をかけたら 、
ちちおや
オヤジ 顔でびっ くりした 。きっとあ のおじさ んが兄貴 の父親な
んだ。ぼくは 自分の 父ちゃんの 顔を知ら ない。
母ちゃんに聞いたんだが、ぼくには妹が一匹いたんだそうだ。
どしゃ
土砂降りが 降った夏 の日、か ぜを引いて あっけ なく死んで しま
った 。ぼくが泣 いていた のは、自 分も死にか かって いたからだ
そうだ。 のらネコに はうちが ないからね 。

こ

どう して、物 置の下で 生まれたか って？ 実は、母 ちゃんは
となり
く
隣 の うちで 、えさ をも らって暮 らしていたんだそう だ。とこ
ろが、そこのおばあさんが引っ越してしまい、おなかはすくし、
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あまやど

べっそう

雨宿り するとこ ろもなく なった。や むを得ず 、別荘代 わりにし
ていた隣の うちの物 置の下で 、ぼくたち を産ん だってわけ さ。

おお

妹が どんなネ コだった か、母ちゃ んに聞い てみたん だけど、
忘れてし まったんだ って。昔 の人間とお んなじ で、たくさ ん産
んで おかないと 、大ネコ になるま で生き残ら ないん だそうだ。
これが悲 しい現実な んだね。
「さあ、 引っ越しで すよ」

ゆかした

物 置の下で寝 ていたら 、いきな り母ちゃん に起こ された。兄
や ね
貴もねむ そうな顔 をしている 。せっ かく、屋根 のあると ころ、
とい っても、 床下に過 ぎないん だが、カ ラスにいじ められな い
ねどこ
寝床が見 つかっ たというのに 。

「 おまえたち は人間 のにおいが するよ」
それを 言われて 、きょとん として しまったが 、兄貴は くんく
ん ぼくの体を かいで いる。そう 言えば、 寝ている 間に、手を 差
の
し伸べ てきた者 がいたよ うな。
「人間はえさ をくれ るんでしょ 」
食いし ん坊の 兄貴が言い 返した。
「えさはく れるけど 、まちが っても、知 らない 人間からも らっ
ちゃ だめなの 。それはわ なをし かけるた めな のよ。私たちを
しゃみせん
三味線っ て楽器にし てしまう んだから」
楽器 にしてし まうって ？ 母ちゃ んの話に よれば、 ぼくたち
、り
、と
、て
、ち
、ん
、と曲をかなでるよう
はおなか の皮だけに なって、 ち
にな るそうだ 。
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「ニャ ーニャー だけじゃ なくなるん だ」
いろんな音 を鳴ら せるなんて 、何だか おもしろ そうだ。そ こ
で、三味線がどんな形をしているのか母ちゃんにきいてみたが、
なかなか 答えてくれ ない。

かせい

「本 当は母ちゃ んも、三 味線が何 なのか知ら ないん でしょ」と
ぼくは言 い返した。
「そ んなの古 い言い伝え に決ま ってるよ」 と兄貴も 加勢して く
れた。

したく

「親 に口ごた えするもん じゃあ りません。 三味線に なったら 、
もうえさ は食べら れなくなる んです よ」
「そ れは困る よ。早く おまえも 支度しろ 」
兄貴に まで言わ れたんじゃ 、しょ うがない。 ねむいけ ど、引

っ 越しするこ とにな った。
すうけんさき
引っ越 しと言っ ても、隣の 町では なく、数軒 先に過ぎ なかっ

てんびん

た 。生まれて 間もな い子ネコを つれてだ から、大 旅行などで き
るはず もないか らだ。
ち え
そこには母 ちゃん なりの知恵 が働いて いて、えさ をくれそ う
な人間 を見つけ たら、天 秤にかけて 、どちら が安全そ うか、お
いしい食べ 物を出し てくれそ うか選ぶた めだっ た。元のう ちが

へい

まし だと分かっ たら、い つでも戻 ってこよう という つもりらし
かった。

あみ

はこづ

塀を 越えて入 ろうとし たときだっ た。ぼく らはとん でもない
ぼう
光景を目 にした。ま だ目が開 いてもい ない赤ち ゃんネコ を、棒
がつ いた網で つかまえて 、次々 に箱詰めに している ところだ っ
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た。う ちの前に は車が止 まっていて 、無表情 な顔した 男が、子
ネコたちを 車の中に 押し込ん でいった。
「母 ちゃん、あ の子たち 三味線に なっちゃう の？」
「しっ！ 」
いき なりぼく は口をふ さがれた。 苦しくて 泣き出す こともで
きない。 家の主人と ネコを運 び込んだ 男が話し ていた。 気が遠
くな りそうに なったとき 、人間 が何を言っ ているの か分かっ て
しまった 。
「か わいそう だけど、こ の子た ちはガス室 行きです 。母ネコ が
ゆうよ
いないネ コは、一 週間の猶予 を与え ることもで きません から」
生まれてはじめて、ぼくは生き物が死ぬということを知った。

うば

し かも、与え られた 命を、いき なり奪わ れることも あるとい う
ごと
ことを。それはネコ事ではないのだ。えさにありつけなければ 、
い ずれぼくた ちも… …
とりあ えず、 ゴミ捨て場 で食べ物 をあさる ことになっ た。母
じょうひん
ちゃんが 網を 持ち上 げて、 色白の兄 貴が先に入った。上 品な

うし

顔して 、何でも ぼくちゃ ん一番じゃ ないと気 がすまな い。要す
るに、食い 意地が張 っている んだ。袋の 中に魚 の頭が入っ てい
た。 ビニールを 食いちぎ ったとき 、後ろから さっき 子ネコをつ
かまえた うちの主人 が出てき た。
「こ らっ！」
じまん
兄貴は自 慢のしっ ぽが網に 引っかかっ てしま った。男は 小走
りで 近づいて くる。この ままじ ゃ、あの子 たちと同 じ運命だ 。
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ふるす

はず

かんいっぱつ

母ちゃ んが必死 に網を外 そうとして いる。間 一髪で逃 げ切り飛
に か い や
び込んだ先 は、駐車 場のある 二階屋、ぼ くらが 生まれたう ちだ

いかく

った 。元の古巣 に逆戻り というわ けか。
げんかん
兄貴とぼ くが、階 段を上っ て玄関の前 、いつ もえさが置い て

にい

あ る とこ ろ に 飛 び 出 し たと き 、「 ガ ー！ 」 っ て い う威 嚇 の 声 が
くろじま
して、白 に黒縞のオ ヤジさん がこちら をにらん でいた。
「兄 ちゃん、 どうしよう 」
い ば
さかだ
しりご
普段は 威張ってる 兄貴も、 毛を逆立て て尻込 みしている 。い
つで も逃げら れるように して、 ぼくを前に 立たせよ うとする 。
叫び声 を聞いて、 母ちゃん がぼくら の前に走 り出た。

すじあ

「こ こはわた したちが 住んでた ところな のよ！」
あ
や
た
「そんな こと、 知らねえや。 空き家 にだれが住 もうたっ て、他

せんべい

せんこう

ネ コさまに文 句を言 われる筋合 いじゃね えや。こっ ちだって 、
だぶつ
おまんま 食い上 げりゃお陀 仏よ。行 き倒れの ネコなんざ 、車に

ごく

ひ かれて煎餅 だ。線 香の一つも あげちゃ もらえね えぜ……」
こうじょう
ぼく は母ち ゃん の陰で 聞きな がら、その口 上に聞き入って
ごくどう
いた。ネコの 世界に も極道のお じさんが いるんだ な。いわゆ る
「極ネ コ」って いうのが 。
「この子た ちは何日 も、ほと んどえさを 食べて いないんで す。
あな たにだって ネコの心 はあるで しょう？ こんな 小さな子た
ゆず
ちに譲っ てあげよう なんて気 は起こらな いんで すか？」
「言 うね。そり ゃオレに だってネ コの心はあ るさ」
極ネコの おじさん は、意外 に物わかり がよか った。えさ の入
った お皿の場 所からどく と、兄 貴とぼくを 玄関の方 に入れて く
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ぐあい

れた。
ず つ
ぼくたちが 頭突き しながら、 えさにぱ くついて いると、何 だ
か妙 な具合にな った。母 ちゃんの 背中の方か ら、白 に黒縞のオ
ヤジさん がのしかか り、母ち ゃんが変な 声を出 しはじめた から
だ。
「兄貴、 母ちゃんが おかしい よ！」
「う まい、う まい。モグ モグ… …」
なさ
兄貴は 食べるため に生きて いるんだろ うか。 何だか情け なく
なっ てきた。
そ れから母 ちゃんと兄 貴、ぼ くの三匹に 、極ネコ おじさん の
共同生活 が始ま った。とはい っても 、えさの時 間以外は 、目を

細 めてにらむ おじさ んの顔がこ わくて、 兄貴と一緒 に通りの 向
ひなん
かいの草 むらに 避難してい た。
そ こにしっ ぽが長く て、白い ライオン みたいに立 派な毛並 み
のネコ が、また 通りかか った。
「あ、あのネ コだ」

た

ごと

兄貴そ っくり だけど、顔 はおじさ んだった から、起こ して教
えてあげよ うとした んだけど 、兄貴は日 なたで 引っ繰り返 って
いた 。
「ぼくの 父ちゃんは どこにい るんだろう ？」

くろじま

兄貴 に問いか けると、 ねむそうな 目をこす って、他 ネコ事み
たいに答 えた。
「あ の白に黒 縞の極ネコ 、母ち ゃんと結ば れたみた いだから 、
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ぎ

り

僕たち は連れ子 になった んだよ。だ から、義 理のお父 さんって
わけさ」

きょうだい

えさ の時間に なった。 おばさんが 大きな袋 から、乾 いたえさ
を皿の中 に移してい る。皿の 数を見ると 、二つ しかない。 母ち
ゃんとぼくたち兄 弟、それに極ネコのおじさんで四匹なのに。
「ああ、 どうしよう 。こんな に増えち ゃって」
お ばさんは困 った声を 出してい る。えさを 入れた 皿を下に置
くと、自 分もしゃが んで、白 い毛並み がきれい な兄貴に 手を出

けいこく

して いる。若 い男の子が 好きな のかな。で も、ぼく はまだ人 間
がこわい んだ。だ から、手を 近づけ られると、 ガーと声 を出し
て警 告する。
「ねえ、 母ちゃ ん。あのおば さん。 ネコが増え て困った って言

っ てるね」
「あら、 何であ なた、人間 の言葉が 分かるの ？」
そ の返事を 聞いてた まげてし まった。 母ちゃんも 分からな い
むちゅう
のか。 兄貴は？ と聞こ うと思った が、えさ を食べる 方に夢中
で、なかなか 答えて くれない。
「おま えは分か るんだ。 へえ……」
口の中でも ぐもぐ しながらし ゃべるか ら、ネコ にも聞き取 る
のが 大変なくら いだった 。それに しても、何 でぼく にだけ、人
間の言葉 が分かるん だろう？
「もう食 べ終わった な。さあ 、行った 、行った ！」
極 ネコのおじ さんが、 ぼくたち を追っ払い にかか った。ぼく
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はしゃ べってい たので、 まだほとん ど口にし ていない 。
「ねえ、ぼ くはまだ 食べてな いよ」
こう いうとき 、母親は 子どものこ とをかば って、自 分の食べ
る量を減らしても、子どもに食い分を譲ってくれるものなのに。
あん まり自分 の子ども ばかりかば うと、極 ネコおじ さんから
ネコパン チを食らう のかな。 それとも ……。
「私 もおなか がすいてい るのよ 」
せんりょう
何て言 う母 親だ。 おじさ んと 二匹で皿を占 領 して、子ども
たち を追い出 すとは。ぼ くは腹 ぺこのまま 、すごす ごと引き 下
うめ
がり、梅 の木に登 っている兄 貴を見 上げた。
「お い、おま えも来い よ！」
言われ るままに 、登ってい った。 近づくと、 兄貴が上 の方を

指 さした。
「ほら」
す ずめが枝 の先に留 まってい る。兄貴 はおなかが 重いんだ ろ
しの
う。すきっ腹のぼくは、静かに忍び寄ったのだが 、逃げられた。
すると、別の すずめ が、隣の枝 に留まっ た。ぼく が近づくと 、
また、 逃げてし まった。
まど
つえ
そのとき、 ぼくは 向かいの窓 ガラスに 、杖をつ いたおばあ さ
んと 、髪の毛の 短いおじ さんが並 んでいるの を見た 。人間がこ
わいぼく は、すぐさ ま梅の枝 から飛び下 りたく なったが、 兄貴

しらがあたま

つえ

にぎ

はし っぽを振っ て呼び止 めた。
おやこ
「あの二人、親子だろ。人間はあんな年まで生きられるんだな 」
な るほど、お ばあさん は白髪頭 で、杖を握 った手 もふらつい
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ている 。ネコの 世界では 、自分の父 親さえ知 らないこ とが多い
のに、まし て、おじ いさんや おばあさん がだれ なのか、知 って
るネ コなんかい ない。ぼ くたちの らネコは、 子供を 何匹か作っ
て、病気 したら、は い、さよ うなら。こ れから 涼しくなり 、寒
い冬 が訪れたら 、ぼくと 兄貴が生 き残れるか も分か らない。
ふうふ
「いつも えさをくれ る女の人 、だれな んだろう ？ 夫婦 かな」
「さ てね。よ そのうちじ ゃ、い そがしそう にしてる けど、ず い
みぶん
ぶんのん びりしてる じゃない か。いい ご身分だ よ」

ゆうき

兄 貴はクール なたちだ から、え ささえもら えれば 、どうだっ
ていいん だろう。 枝にしがみ ついた ぼくを追い 越して、 一気に
地面 に着地し た。あん な高さか ら飛び下 りる勇気な んか、今 の
ぼくには ない。

くき

「 おい、つい て来い よ」
めいろ
通りを 渡って、 向かいの草 むらに 入っていっ た。迷路 のよう
な 中を、頭を 下げた り、引っか かる茎を 足から払 って、兄貴 に
ようい
ついて いくのは 容易じゃ ない。
「待ってよ。 何でこ んなことし なくちゃ ならない の？」
息を切 らして 登っていく と、草の 茂みが切 れて、ぼく たちの
み お
住む二階屋 が見下ろ せる高台 までやって きた。
「パ トロールし なくちゃ いけない んだよ」
「パトロ ールって？ 」
、わ
、ば
、り
、ってことさ」
「こ こがぼくた ちのな
そう言い ながら、 兄貴はし ゃがんでお しっこ をした。ぼ くも
まね っこして 、連れショ ンして いると、二 階屋の前 にワゴン 車
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が止ま るのが見 えた。杖 をついたお ばあさん が、息子 らしいお
じさんに手 を引かれ 、車の前 に出て行っ た。
「何 してるのか な」
「さあ？ 」
おば あさんは 車で行っ てしまった 。少しし て、おじ さんも自
転車で出 かけていっ た。
夕食 の時間になった 。おばさんが玄関か らえさを出した の
で、 兄貴とぼ くが近づく と、極 ネコのおじ さんが出 てきて、 ぼ
くたちを 追っ払い にかかった 。
「ね え、母ち ゃん。お なかすい た！」
かま
兄貴が 構わず出 ていくと、 おじさ んは「ガー 」と威嚇 の声を

ひとこと

すがたかたち

出 した。つい で、母 ちゃんの一 言。
「早く、 あっち に行っちゃ いなさい よ」
ぼ くは耳を 疑った。 母ちゃん と姿 形は同 じでも 、別なネコ
たましい
つ
の 魂 で も取り憑 いてしまっ たのだ ろうか。おな かのあ たりを
見ると、最近 大きく なってきた みたいだ 。子供に ろくに食べ さ
せない で、皿い っぱいの えさを、極 ネコおじ さんと山 分けして
いるのだか ら。

み

どんかん

「ほ んとにうる さい子だ ね。もう おまえたち なんか 、産んだこ
と忘れた よ」

はっ

せんげん

ぼく はショッ クで、身 ぶるいして しまった 。普段は 鈍感な兄
貴も、毛 を逆立てる と、お尻 を山のよ うに盛り 上げた。 これは
母ち ゃんから 発せられた 、兄貴 とぼくに対 する縁切 り宣言な ん
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だろう 。
あ

ほね

兄貴 とぼくは 、空き家 となってい る隣のう ちの、二 階のベラ
ンダへと 移動した。 ここでは えさはもら えない から、二匹 だけ
で食 べ物を探し にいかな ければな らない。
「ぼくた ちどうなる のかな」

かたき

「え さが食べ られなけれ ば、三 味線にされ なくても 、骨と皮 だ
けになっ てしまうだ ろうな」

ぼくは 生きてい る

こ の近所 には 、ネコを 目の 敵 にしてい る人間もいるか ら、
うろうろ している だけでもあ ぶない 。生まれた ばかりな のに、
どう してつら いことば かりある んだろう ？
のがいや になっ た。

「 兄ちゃん、 どうし たら死ねる んだろう 。このベラ ンダから 飛
び下りた ら死ぬ かな」

てがる

「 くるりと回 って、 ひらりと着 地してし まうよ」
だんじき
「じゃ あ、断食 しようか 」
「えさが見つ からな ければ、死 にたくな くても断 食だ」
「もっ と手軽な 方法は？ 」
「わざとつ かまって 、ガス室 で死ぬかい ？」
「そ んなの、い やだ」
「悩んだ ってしかた ないさ。 あしたはあ したの 風が吹くっ てい
うか ら」
雨 が降ってき た。それ に風も吹 いてきた。 ひさし の下だと、
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あまつぶ

雨粒が どうして も降りか かる。兄貴 とぼくは 、閉めら れたまま
あまど
よけい
の雨戸の外でふるえた。しかも、えさを食べていないから、余計
に身 にこたえる 。
「物置の 下の方がよ かったか な」
「今 から移動し たらびし ょぬれだ ぞ」
「でも、 雨は降りか からない よ」
「降 り続けば 、あそこは 水たま りになるか らな」
床下で 死んだ妹の ことを思 い出した。 ぼくが ふるえてい るの
で、 毛が長い 兄貴が外側 になっ て、しずく が降りか かるのか ら
守ってく れた。
「つ らいんだ ったら、 寝てしま ったって いいんだぞ 。おれが 起
きててや るから 」

つつ

ねいき

兄 貴のこと を食いし ん坊だと か、鈍感 だとか言っ てた自分 が
く
はずかし くなっ た。日が暮 れて少し すると、 雨はあがっ たよう

て

だった。寝ぼけながら、ぼくは体温に包まれながら、兄貴の寝息
を聞い ていた。

た

夜が明 けた。 夏の太陽が 照り出し て、ぬれ た体も乾い てしま
った。セミ がけたた ましく鳴 いている。 あの虫 でもつかま えた
ら、 腹の足しに なるだろ うか。
寝ぼけた 目をこす っている と、兄貴が 耳もと でささやいた 。
えさ にどうした らありつ けるかと いう相談だ った。
ちょうはつ
「おれ があの オヤジ を挑 発す るから、その すきに皿の一つを
運び 出すんだ よ」
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「でも 、母ちゃ んにじゃ まされるに 決まって るよ」
せんげん
「向こうは もう、母 親じゃな いって宣言 してる じゃないか 。構
いや しないさ」
玄関から おばさん が、皿を 二つ持って 出てき て、あたりを 見

こぞう

ど

な

とっしん

小僧、ま だいやが ったのか 」
くびね

回し ながら下に 置くと、 うちの中 に戻ってい った。 極ネコと母
ちゃんが ぱくつき始 めたとき 、兄貴が えさに向 かって走 ってい
った 。
「何を！
極 ネコは怒鳴 りつける と、突進 した兄貴の 首根っ こをつかん
ま
け
だ。兄貴も負けじと、腹に蹴りを入れる 。そのすきに駆け寄り、
皿の 一つをく わえて持 って行こ うとした 。
「このド ロボー ネコ！」

母 ちゃんの 叫びに、 びっくり して皿を 落としてし まった。 え
さは地べ たにま き散らされ た。ぼく はこぼれ たえさを食 べ始め
た。
そのと き、玄 関からおば さんが飛 び出して きた。兄貴 が極ネ
なぐ
コに殴られ続 けてい るので、や めさせよ うとした が、取っ組 み
合いは 止まりそ うもない 。
「お兄ちゃ ん！ お 兄ちゃん ！」
叫び 声を上げ ると、う ちの中から 髪の短い おじさん が出てき
おこ
た。でも 、何もしな いで突っ 立っている 。今度 はおばさん が怒

おお

り 出 し て、「 も う 、 ほ んと に！ 」 と言 い な が ら 、 そう じ のホ ウ
キを手に とって、極 ネコの背 中をたた いた。極 ネコが逃 げ出す
と、 おじさん が母ちゃん の方を 追ったので 、二匹と も大あわ て
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で庭か ら通りに 出ていっ た。
その間、ぼ くはこ ぼれたえさ を食べ続 けていた 。だって、 ほ
んと におなかが すいてい たんだも ん。
から
おばさん は空にな った皿を 手に取ると 、うち の中から袋を 持
ち出 してきて、 少なくな った分を 足してくれ た。こ れで兄貴も
ぱら
ようやく 、すきっ腹 を満たす ことがで きるとい うわけだ 。
人 間も立ち去 り、えさ も食べて しまうと、 兄貴は ぼくの顔を
見上げて 言った。
「あ のおばさ ん、何って 言って たんだ？」
「お兄ち ゃんって 言ってたよ 」
「あ の年で兄 ちゃんも ないもん だ。夫婦 じゃなかっ たんだな 、
あの二人 ……」

ぼくはもう若くない兄と妹、それに母親らしいおばあさんが、
どうして 同じう ちで暮らし ているの か分から なかった。
「 それで、母 ちゃん と極ネコお じさん、 どうなる のかな」
「戻っ てこない だろ。お ばさんはお れら子ネ コを選ん だってわ
けさ」
「何で こうなっ たのかな ？」
てんゆう
「天佑、天 の助けっ ていうや つさ。おて んとう さまが助け てく

ほうろう

ださ ったんだよ 」
兄貴にし ては、難 しいこと を言うんだ なと感 心して、まぶ し
いお 日さまをし ばらくお がんでい た。
あんじゅう

よ うやく 、ぼ くたち兄 弟の 安 住の地が 決まった。放浪な ん
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かする 必要はな かったの だ。生まれ た場所に 住めと、 おてんと
うさまがお っしゃっ てるんだ ろう。朝と 夕方、 兄と妹らし いお

だん

し

じさ んかおばさ んが、皿 いっぱい のえさと水 を運ん で来てくれ
るわけだ し。

あぶ

また 、おばさ んは段ボ ールの中に ふとんを 敷いて、 兄貴とぼ
くが寝る ところまで 作ってく れた。お ばさんは 兄貴がお 気に入
りら しいから な。サービ スがよ すぎるのは 危ない気 もしたが 、
これから は朝晩、ひ んやりし てくるし 、玄関の 端で丸く なって

かき

るよ りましだ った。
うえき
このうちが好きになったのも、庭に植木がたくさんあるのと、
くさばな

草花 のしげみ があると いう点だ った。梅 とか柿の木 は木登り す
つめ
るのと、爪をとぐのに便利だった。爪は高いところに登るとき 、

くい

おに

かく

が

たからもの

岩 に打ち込む 杭みた いなものだ し、ネズ ミや小鳥を つかまえ る
おそ
ぶ き
とき、イ ヌなん かに襲われ たときの 武器にも なるのだ。 草のし
げみは兄貴と鬼ごっこするときの隠れ家や、庭で見つけた宝 物
ひみつ き ち
を隠す 秘密基地 にもなる からだった 。

ネコは どんな 人間が好き かって？ イヌと 違ってネコ は、自
め
分が主人で 人間を召 し使いだ と思ってる とか、 ネコは自分 勝手
、か
、り
、にかけてると
だか ら、だれが おいしい えさをく れるか、は
か。それ って自分た ちの思い 込みを、ぼ くたち ネコに当て はめ
てる だけじゃな いか？
そりゃあ 、えさを もらえる かどうかは 大切だ よ。食べな きゃ
生き ていけな いからね。 だから といって、 おいしい えさをく れ
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あつか

な

るから 好きにな るなんて 、言いがか りに過ぎ ない。ぼ くたちネ
コにも、好 きになれ る人間と なれない人 間がい るんだ。
こ このうち に住 んでる おばさ んは、動物の 扱 いに慣れて い
るから、 兄貴はすっ かり心を 許してしま った。 棒の先にひ もを
くく りつけて、 ネコじゃ らしとか いうオモチ ャを作 り、それを
あま
鼻先に近 づけるもの だから、 兄貴はも う夢中で 、甘った れた声
まで 出してい る。
だけど 、ぼくはま だよく分 からない。 おばさ んによく怒 られ
てる おじさん 、どうやら おばさ んのお兄さ んは、ネ コとの付 き
へ た
はな
合いは下 手なんだ けど、悪い 人では ないみたい だ。離れ た位置
で座 ってるぼ くの方を 見て、に こっと笑 って眺めて いる。手 に
にお
あそ
はいい匂いがする肉の棒を持っている。ぼくと遊びたいのかな。

つ

で も、やり方 が下手 だから、え さで釣る しかないん だね。

か

夏 も終わり だった。 うるさく 鳴いてい たセミも、 地べたに 転
がりひ っくり返 っている 。ぼくがち ょっかい を出すと 、そいつ
は羽をばたつ かせる が、もう飛 び上がる 元気はな い。ぼくは そ
いつを しばらく こづいて 、狩りの練 習をする 。動きが にぶくな
はごた
ったところ で、おや つの代わ りに食べて しまう 。歯応えば かり
で、 うちのおじ さんがく れる肉棒 みたいに、 おいし くはないけ
どね。
兄貴 とぼくは 、その日 も東側にあ る高台に 、パトロ ールに出
かけてい た。草むら を出入り している うちに、 兄貴の姿 を見失
った 。一匹に なったので 、自分 のなわばり を広げる ために、 少
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とおで

し遠出 してみる ことにし た。ぼくを 見捨てた 母ちゃん のことも
気になった し、自分 の父親と 出会えるか もしれ ないし。
歩道 から見下 ろすと、 低くなった 広場で、 白い服を 着た人間
ふえ
あいず
の子供た ちが、笛の 合図でで んぐり返し をした り、箱に手 をつ
きジ ャンプした りしてい た。笛を 吹いている 男の人 は、あの子
供たちの 父親なんだ ろうか。 それにし ても、子 供たちの 運動が
下手 なのには あきれた。 まっす ぐ回転でき なかった り、箱の 前
で急に止 まってぶつ かり、中 には急に 泣き出す 子供もい る。
「あ れが学校 というもの か」
なっとく
この辺は子供が多いのも納得がいった。子供がカバンの中に、
パン を持って いると母 ちゃんが 言ってた 気がするが 、人間の 中
ほんしょう
で子 供ほど、 本 性の分 から ぬ生き物もいな いそうだ。腹を す

かしてしゃがんでいると、頼んでもいないのにパンを差し出す。
食べよう として 近づくと、 首根っこ をつかも うとする。 何をさ
れ るか分かっ たもん じゃない。
運動も ろくに できず、弱 い者いじ めをする 人間だから こそ、
おとな
学校というも のに通 わなければ 、まとも な大人に はなれない ん
だろう。その間 、子供たちの親は仕事をしていられるわけだし。
おお
えささえた くさん食 べていれ ば、大ネコ になれ るぼくらと は大

くんれん

違い なのだ。
もし、ネ コにも学 校ができ たら、人間 よりよ っぽど高等な 生
き物 になれるだ ろう。だ とすると 、笛を吹い て子供 たちを訓練
しゅぞく
ぞく
している 男の人は、 人間の中 ではすぐ れた種族 に属する んだろ

う。 箱を飛ぼ うとしてお 尻を打 った女の子 が「先生 ！」と言 っ
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て泣き 出した。 そうか。 あれが「先 生」とい う種族な んだな。
「兄 貴はどこに 行ったん だろう」
いっこう
ぼくはニ ャーニャ ー鳴いて みたが、一 向に返 事がない。心 配
に な って あ たり を 探 し てみ るこ と に した。 も し か し て 、「 ネ コ
のいい」 兄貴のこと だから、 えさにつ られて悪 い奴のわ なにで

まわ

も引 っかかっ たんじゃな いか。
探し回 っているう ちに、自 分がどこに いるの か分からな くな
った 。草むら の中で周り が見え ない。子供 の声も聞 こえない 。
おおつぶ
そのうち 、雨が降 り出した。 しかも 、大粒の雨 である。 おてん
とう さまはど こへ行っ たんだろ う。ちょ っと待って 下さいと 言
はげ
つめ
ったが、ますます降り方は激しくなる。冷たくて体がふるえる 。

目 の中に雨が 入って 、よく見え なくなっ た。
何とか うちにた どり着いた ときに は、すっか り「ぬれ ネコ」
に なっていた 。駐車 場には髪の 短いおじ さんが立 っていた。 う
れしく なって駆 け寄ると 、おじさん はすっか りぬれた ぼくを玄
だ
関まで抱いて いき、 乾いたタオ ルでふい てくれた 。そこには す
でに、毛をふいてもらった兄貴もいた。二匹だけになったとき 、
兄貴がぼく に向かっ て言った 。
「あ のおじさん 、おまえ のこと探 して、雨の 中、ず っと歩き回
っていた んだぞ」

きみょう

した

庭の柿の 実が赤く 色づいて きた。おば さんに 、髪の短い おじ
さん、それにおばあさんという奇妙な家族に、ぼくもだんだん親
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しみが持てるようになった。ここのうちにすみついてよかった。
ひ
朝晩もかな り冷える ようにな ったし。
普段 爪とぎし ている柿 の木も、葉 がたくさ ん落ちる ようにな
った。ひ なたぼっこ しながら 、兄貴にき いてみ ることにし た。
「あ の赤い実、 食べられ るのかな 」
「分から ないな。お れらには 母ちゃん がいない から、教 えても
らえ ないし」
そのと き、カラス が飛んで きて、いち ばん赤 い実を食べ はじ
めた 。半分ほ どのみ込ん だとこ ろで、下に 落として 飛んでい っ
た。すぐ さま、兄 貴は赤い実 に食ら いついた。

ね

「う まい、う まい、こ いつはう まいぞ」
それを 聞いて、 ぼくは木に 登って 、だいぶ赤 くなって きた実

ま

を 下に落とし た。ち ょっと固そ うだった けど、兄貴 の真似し て
食べてみ た。

たね

「 何だ、こり ゃあ！ 」
した
しぶく てしぶ くて、舌が しびれそ うだった 。もう柿な んか食
うもんか。
「おか しいな。 オレが食 べたのは甘 かったよ 。種しか 残ってな
いけど、ち ょっとな めてみろ よ」
言わ れままに なめてみ たが、本当 に甘い。 どうやら 、カラス
には甘い 実が分かる らしい。
「だから、人間はカラスのこと、カアちゃんなんて呼ぶんだな」
ぼくが言ったことに、兄貴はぽかんとして首をかしげていた 。
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まいばん

毎晩冷 えるよ うになった なと思っ ていたら 、玄関先に 新しい
ネコ小屋が できた。 雨が吹っ かけても大 丈夫な ように、プ ラス
チッ クとかいう ぬれない 材料で作 られている 。体重 の重たい兄
貴がのっ ても、ダン ボールみ たいにへこ まない 。
しか も、夜に なると中 に湯たんぽ を入れて くれた。 これは本
当にあり がたかった 。ぼくた ちネコの ふるさと は、遠い 遠い南
の国 だから、 北の国がふ るさと のイヌとは 大違いな んだ。こ れ
以上寒くなったら、病気になるんじゃないかと心配していたし。

うらぐち

でも 、ちょっ とサービス よすぎ る気もする が。
ある日の夕方、柿の木の前で兄貴と追っかけっこしていたら 、

おそ

すう っと裏口 のドアが 開いた。 おばさん が顔を出し て笑って い
あ
る。普通ならすぐに閉めてしまうのに、開けたままにしている 。

こうきしん

そ したら、好 奇心が 強い兄貴が 、恐る恐 る入ってい った。ぼ く
も入って みたい と思ったけ ど、何を されるか 分からない から、
迷 っていたら 、ドア を閉められ てしまっ た。
あ

日が暮れた 頃、裏 口のドアが 開いた。 出てきた兄 貴はねむ そ

ご

や

うな顔 をしてい る。口に 鼻を近づけ たら、何 やら肉の においも
する。
「中 はすごいぞ 。おれら のオンボ ロ小屋とは 大違い さ。夜にな
あたた
ったの に、昼 間みた いに 明るいし。 暖 かい風が 出てくる箱ま

けはい

であ るんだ。お やつもら って、箱 の前に座っ ていた ら、気持ち
よくなっ て寝てしま ったよ」
ぼ くはうらや ましかっ たが、裏 口がまた開 く気配 はない。し
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かたな く、プラ スチック のネコ小屋 に入ろう としたと き、玄関
ようき
が開いてお ばさんが えさを出 してきた。 容器の 中に口を突 っ込
んだ 。でも、兄 貴の口の においと は違う。お なかが 減ってるか
ら食べは じめたけど 、兄貴は いつもと違 うよう だ。

がまん

「オ レ、おやつ 食べ過ぎ たみたい だ。こんな 乾いた えさなんか
より、ジ ューシーな 肉のほう がうまい ぞ」

じ だ ん だ

ふ

そ の話聞いた ら、ぼく は我慢が できなくな った。 柿の木の上
に登ると 、台所の屋 根の上に 飛び下り て、わざ とジャン プした

ね

り、 地団駄を 踏んだりし た。
「開けろ 、開けろ 、ドア開け ろ。お いしい物を 食べさせ ろ！」
や

ぼくが 柿の木と 屋根の間を 、行っ たり来たり している と、お

さわ

な かがいっぱ いのは ずの兄貴ま で一緒に なって、屋 根の上で 飛
は
び跳ねる のだっ た。体の重 い兄貴が ジャンプ したものだ から、
家 の中はどれ だけ騒 がしかった ことだろ う。
裏口か ら髪の 短いおじさ んが出て きた。柿 の木の下か ら見上
げている。ぼ くが柿 の木に飛び 移ると、 兄貴も屋 根の端から 顔
をのぞ かせ見下 ろしてい る。
「ほんとに 、こいつ ら中に入 れろって言 ってる よ」
おじ さんが開 けっぱな しのドアに 向かって 言った。 すると、
おばさん に手を引か れたおば あさんが、 よろよ ろしながら 顔を
見せ た。
「あらま あ、本当に 生きてる わ」
し わだらけの 顔は笑っ ていない 。おばあさ んは、 ぼくたちの
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こと、 あまり好 きじゃな いんだなと 思った。 兄貴も柿 の木に移
しりめ
ってきて、 とまどっ ているぼ くを尻目に 地面に 飛び下り、 おば
あさ んの横をす り抜ける と、さっ とうちの中 に入っ ていった。
ぼくもあ とに続いた 。
「や っぱり外は 寒いのよ 」
おばさん が言った 。奥まで 進むと、兄 貴の言 ってた暖か い箱
が見 えた。近 づいていく と、お じさんがに こっとし て、いい 匂
かたまり
いがする 肉の 塊 を 差し出した 。ぼくに くれるの かと思い、 恐
る恐る近づいていくと、今度もまた兄貴に食べられてしまった。
「ひどい よ、兄ち ゃん！」
ぼ くは思い 切り不満の 声を上 げた。

す ると、お じさんが すぐに、 ぼくの口 もとにも、 肉の塊を 差
し出して くれた 。頭の中が おいしい 味だけに なった。思 わずの
ど を鳴らして しまっ た。
お ば あ さ ん が立 ち 上 が っ た。 つ えを つい て 歩 き 出 すと 、「 あ
っ、いつっ」 と言っ た。顔がこ わくなっ たから「 痛い」とい う
意味な のだと分 かった。
「あっ、い つっ、あ いつ、あ いつはどい つ？」 とおじさん が歌
い出 した。
しばらくして、またおばあさんが戻ってきた。今度は「あっ、
いて ぇ」と言っ た。
「あっ、 いてぇ、あ っ、いて ぇ、だれ に会いて ぇ」
ぼ くはおかし くなって 、ニャー ニャー笑っ てしま った。兄貴
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じゅぎょう

は「何 がおかし いんだ？ 」と首をか しげてい た。
おじさんがテーブルの上に 、何やら紙をたくさん広げている。
「あ したは何時 から授 業なの？ 」
「大学は 昼過ぎから だよ」
だか ら、おじ さんはい つも、のん びりして いるのか 。どうや
ら、大学 とかいう学 校は、教 える方も 教えられ る方も、 寝ぼす

きげん

けが 多いと見 える。丘の 上で子 供たちを教 えていた 学校とは 、
ずいぶん レベルが低 そうだっ た。
お ばあさんは 元の席に 座ったの だが、何や ら機嫌 が悪そうだ
った。と いうより 、明らかに 怒って いる。
「私 は大学の 先生なん だから！ 」
おじさ んとおば さんが顔を 見合わ せて笑った 。やっぱ り、お

ば あさんは少 し、話 しているこ とがおか しい。先生 だってい う
うそ
つと
のは嘘の ようだ ったし、も しおばあ さんでも 務まる仕事 なら、
よ ほど子供の 数が少 ない学校な のだろう 。
で

い

、ち
、に出入りす
こうしてぼ くたち 兄弟は、奇 妙な家族 が住むう
るよう になった 。とはい っても、一 定の時間 がたつと 、台所の
ドアが開け はなたれ た。その 理由につい て、ぼ くなりに考 えて
みた 。
要するに 、この家 の中には トイレがな いのだ 。まあ、おば あ

かんじん

さんが一定時間、重い腰を上げて、
「あいつ」とか「会いてぇ」
ではい
とか言い ながら、部 屋を出入 りしてい るところ を見ると 、人間
のト イレはあ るらしいの だが、 肝心のネコ 用トイレ がないの だ
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った。
ぼくたちがオシッコをするのは、単におなかが苦しくなって 、
、マ
、だと、他の
すっ きりするた めだけで はない。 ここは自分 のシ
ネコに知 らせる意味 があるの だ。
この 部屋に住 み込むな ら、部屋の 中でオシ ッコをし なければ
ならない のだが、ど こにした らいいか 分からな いし、む やみに
した ら二度と 入れてもら えない 気がした。 そこで、 おなかが 苦
しくなる と、ドアの 方に近づ いて「ニ ャー」と 鳴く。す ると、
おば さんがド アを開けて くれる から、今だ とばかり に、ぼく た
ひとばん
ち兄弟は 外に逃げ 出すのだ。 一晩も 家の中に泊 まったこ とがな
いの は、そう した理由 によるも のだと思 うのだ。

る す ば ん

家に髪の短いおじさんが、一人で留守番している日があった。
おばさん とおば あさんは、 どこかに 出かけて いた。その うち、

か

お じさんまで 出かけ てしまった 。今日の 夕食はど うなるんだ ろ
うと、兄貴と話しあっていたら 、おじさんがだれか連れてきた。
おじさんが 二人に なってしま った。新 しいおじさ んは、ほ っ
ぺたが 赤いくま の絵が描 かれたシャ ツを着て いた 。
「く ま モ ン 」
という言葉 が聞こえ てきた。 どうやらそ のくま の絵のこと らし
い 。 そ こ で、 く ま の 絵の シャ ツを 着 た おじ さ ん を 、「 く ま モ ン
さん」と 呼ぶことに する。
「あ っ、ほんと だ。かわ いいね」
くまモン さんはネ コ好きら しい。ぼく と兄貴 の方を見く らべ
ている。ぼくはこわくなって、少し離れたところに座っていた 。
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すると 、くまモ ンさんは おなかの毛 が白い兄 貴の方ば かり見て
いる。
「毛 の色は違う けど、白 いネコの 方がイオに 似てい るな」
えいせい
「イオっ て、木星の 衛星イオ からつけた の？」
「火 の国にぴっ たりだと 思ってね 。イオは白 と黒の まだらのネ
コだった けどね」
く まモンさん がしゃが んで手を 伸ばした。 すると 、兄貴は自
分の方か ら、くまモ ンさんの ひざの上 に乗った 。ぼくは 目を疑

か

って しまった 。初めて会 った相 手でも取り 入ろうと する、兄 貴
のそうい うところ がいやだと 思った 。
「実はね、イオを飼う前に、そっくりのネコを飼っていたんだ。
さかい
その ネコは外 で飼 ってた んだけ ど、ある日を 境 にいなくな っ

ひとめ

て しまってね 。ネコ は人目を避 けて、ひ っそり死ぬ って言う か
らね。そ れから しばらくし て、のら ネコが二 匹の子ネコ をつれ
てうちに来たんだ。似ている方の子ネコをうちの中に入れたら、
あみど
母ネコ が怒って ね。網戸 を破ってう ちに入っ てきたん だ」
それを聞い て、ぼ くはうらや ましくな った。おな かに子供 が
出来た からとい って、ぼ くたち兄弟 を追い払 った母ち ゃんとは
大違いだっ たから。
「イ オには兄弟 がいたっ てわけさ 。ただ、う ちで三 匹飼うこと
ちじん
はできな かったから 、知人に 母ネコとも う一匹 の子を飼っ ても
らっ たんだ」
兄貴と離 ればなれ にならな かっただけ でもよ かった、と ぼく
は思った。その間も、くまモンさんに頭をなでられてた兄貴は、
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じょうず

うれし そうにの どをゴロ ゴロ鳴らし ていた。
「イオはと ても頭の いいネコ だったんだ 。人の 気持ちを読 むの
が上 手で、こち らがさび しいとき は寄り添っ てくれ るし、いそ
だいこうぶつ
がしいと きはそばで 見守って くれた。魚 が大好 物で、サン マな
んか 焼いている と、目の 色変えて 飛んできた っけ。 イオは死ん
でしまったけど、生まれ変わりのネコがいるんじゃないかって 、

なか

いつ も探して いるんだ」
くまモ ンさんはや さしい人 なんだなと 思った 。そこで、 ぼく
も仲 よしにな りたくて、 プレゼ ントをあげ ることに した。庭 の
中を探し 回って、 一匹のトカ ゲを見 つけると、 おやつに しても
らお うと、く わえたま まくまモ ンさんに 差し出そう とした。
とたん
その途 端、くま モンさんは 「ギャ ッ」と叫ん で逃げ出 した。

そ の拍子に、 兄貴は くまモンさ んのひざ から転げ落 ちてしま っ
た。

だま

夫婦げ んかは イヌも食わ ないって 言葉が、 人間の世界 にはあ
るらしい。も ちろん 、ネコだっ て食わな いよ。お いしくない 物
だった ら、おな かが減っ てても食べ ない。ま あ、今は 黙ってて
もえさが出 てくるか ら、こん なこと言っ てられ るだけかも しれ
ない けれど。
おばさん とおばあ さんが、 うちに戻っ てきた 日の夜、うち の
中か ら激しい言 い合いの 声が聞こ えてきた。 これは 夫婦げんか
などでは ない。もう 若くはな い兄と妹 のけんか なのだか ら。
「だ から、お まえは○○ がしん じまっても いいって 言ってる ん
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だな！ 」
「よくもま あ、そん なこと言 えるわね！ 」
続い てドアが 思い切り 閉められる 音がした 。ぼくと 兄貴は、
柿の木の 前で耳を傾 けていた 。くもりガ ラスを 通して、お ばさ
んら しい影が通 り過ぎる のが見え る。でも、 意味が 分かるのは
たいくつ
みき
ぼくだけ だった。兄 貴は退屈 したのか 、木の幹 で爪をと ぎはじ
めた 。
「兄ちゃ ん、しんじ まっても いいとか 言ってる よ。もし かした
ら、 ぼくたち のことかも しれな い……」
「何言っ てるんだ 。おまえ、 ちょっ とばかり人 間の言葉 が分か
るよ うになっ て、いい 気になっ てるんじ ゃないか。 ネコの言 葉
も十分に 話せな いくせに。す んじま ってってい うのは、 食事が

す んでしまっ た。ご ちそうさま ってこと なんだよ。 おれもた ら
ふく食っ てみた いもんだよ 」

い

それか ら数日 は、何事も 起こらず に過ぎて いった。ぼ くは何
だかこわくな って、 うちに入っ ていく気 がしなか ったが、兄 貴
は部屋 の中の暖 かさに負 けて、うち の人が寝 るまで入 りびたり
になってい た。その 間、ぼく は玄関前の 小屋に 入れられた 湯た
んぽ の上で、丸 くなって いたのだ が。
ある日の 朝、女の 人の話し 声が聞こえ てきた 。おばさんが 同

けいかいしん

性の 友達を呼ん できたら しいのだ 。ひそひそ しゃべ っているの
で、ぼく は耳を澄ま していた 。どうや ら、ぼく らのこと を話し
てい るようだ 。どちらが おとな しいだの、 どちらが 警戒心が 強
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いだの としゃべ っている 。
空気が冷た いので 、ぼくは湯 たんぽに 座ったま ま、隣の小 屋
にい る兄貴に向 かって話 しかけた 。
「兄ちゃ ん、気をつ けてね。 何か支度し てるみ たいだから 」
「え っ、食べる 支度かい ？ けさ はいいにお いがす るなあ」
しょうめん
真 新 し い 鉄 の か ご が 正 面 に 置 か れ 、 中 に は 乾 いた 普 段 の え
さで はなく、 生々しい肉 の塊が 置かれてい る。にお いの正体 は
それだっ たのだ。そ の途端、 兄貴はか ごの中に 駆け込ん でいっ
だ。
「ああ、 ダメだよ 」
言 おうとし たとき、湯 たんぽ が入った小 屋のふた まで閉め ら
れてしま った。 ぼくはまだ寝 てるら しいおじさ んに向か って叫

ん だ。
「助けて ！」
プラス チック の小屋に閉 じ込めら れたまま 、ぼくは車 の後ろ
に乗せられたらしい 。薄暗い中なので、ほとんど何も見えない 。
鉄のか ごの音も したから 、兄貴も横 にいるん だろう。 ブルンブ
ルン音がし ている。 このまま どこかに連 れてい かれるに違 いな
い。
「兄ちゃ ん、ぼくら は三味線 にされちゃ うのか な」
、り
、と
、て
、ち
、ん
、って、おなかで鳴らし
「お まえ、三味 線になっ てち
たかった んだろ」
「じ ゃあ、お なかの肉は どうな るの？」
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「肉な ら食べら れるかな 」
「えっ？ 何に食べ られちゃ うの？」
「生 で食べるか 、焼いて 食べるか 。どこがお いしい かな」
「兄貴も 食べられる んだよ」
「え っ？」
車が止ま った。鉄 のかごが 運ばれてい った。 ドアが開く 音が
した とき、兄 貴は「じゃ あ、お れから先に 食べられ るらしい か
ら」と言 い残して消 えた。
いよい よぼくの番 らしい。 ふたが開 けられる と、白い 服を着
たお じいさん が、目の 前に立っ ていた。 正面の鉄の おりの中 で
は、ぐっ たりし た兄貴が横た わって いた。

「 兄ちゃん！ 」
叫ぼう としたと き、おじい さんが 「押さえて ください 」と言

ほとけ

まね

らいせ

った。押さえた手は何と、いつものおばさんである。やっぱり、
くだ
そうい うことだ ったんだ な。針のつ いた管を ぼくの体 に突き立
てた。激しい 痛みに 続いて、し びれが全 身に広が っていく。 あ
あ、これでぼくもお陀仏だ。神さま、仏 さま、招きネコさま、来世
に生まれる ときは、 自分の子 孫が残せま すよう に……

ぼくは死 んでしま ったのだ ろうか。気 がつく と、髪の短い お
じさ んと、あの おばさん 、それに 母親らしい おばあ さんのうち
に戻っていた。ぼくの体はもう三味線になってしまったのかな 。
三人 は何にも なかったよ うに、 笑ってるじ ゃないか 。ずいぶ ん
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ひどい 話だ！
ば
横にはねむ そうな 顔した兄貴 がいた。 二匹とも 化けネコに な

それともま だ、三 途の川は渡

さんず

って しまったの かな。化 けて出た にしては、 ずいぶ んかわいい
顔をして いる。
じごく

「兄 ちゃん、こ こは地獄 なの？
ってない のかな」

じ

「何 だか悪い 夢でも見て いたよ うだ。こう して前足 も、後ろ 足
もついて いる。頭も ついてな きゃ見ら れないだ ろ。生き てるこ
とは 確からし いが、何か が足り ないんだ」
ぶ

「お 兄ちゃん 、ひどい こと言っ てたけど 、無事にす んだじゃ な
いの。○ ○した んだから、あ の子た ちはかわい いままで いられ

る のよ」
おばさんが何かしたと言っているんだが、よく聞き取れない。
悪い夢を見てからは、兄貴とぼくは以前よりも仲よしになった。
うちの 中で互い に毛づく ろいをして 、体中の ほこりを なめて取
るのだ。
「ぼく 、前より も兄ちゃ んが好きに なっちゃ った」
そう言いな がら、 おなかのあ たりをな めていた ら、兄ちゃ ん
の金 玉がなくな ってるこ とに気が ついた。
「兄ちゃ ん、大変だ よ。もう 皮ばかりの 種なし ぶどうにな っち
ゃっ たよ」
「おまえ のもなくな ってるぞ 。何か足 りないと 思ってた けど、
そう いうこと だったのか 」
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こうつごう

「ひど いよね。 自分たち が子どもが 作れない からって 、ぼくた
ちまで道連 れにする なんて」
「いや、子ども作れないなら、かえって好都合かもしれないぞ。
にんしん
最近は妊 娠したくな いメスが 増えてるっ て言う し」
その 言葉を聞 いた途端 、ぼくの体 の中で、 抑えきれ ない欲望
が生じた 。兄貴の体 を後ろか ら押さえ て、馬乗 りみたい に乗っ
かろ うとした 。兄貴はい やがっ て逃げ出し た。
「おれ、 そういう趣 味はない んだ」

さ

「兄 ちゃん、 お願いだか ら、ち ょっとやら してよ！ 」
はだ

も う真冬に なっだ。肌 を刺す 冷たい風が 吹き、昼 間でも日 陰
はふるえ るほど だ。そのため 、部屋 の中にネコ 用のトイ レが作

ふん

ら れた。ぼく らが用 を足した所 の土を入 れたので、 丸い容器 が
何であるかすぐに分かった。ぼくたちネコはきれい好きだから、
あ たり構わず 糞や小 便をまき散 らす、鳥 なんかと 一緒にされ た
くない 。あいつ らはぼく らのおやつ に過ぎな いわけだ し。
トイレが出 来たお かげで、ぼ くらは夜 中になって も、部屋 の
中でぬ くぬくし てられる ようになっ た。外の 湯たんぽ でふるえ
でぶしょう
てることも なくなっ た。寒く なると出不 精にな るのは、ネ コも
人間 も同じなん だな。
おばさん とおばあ さんが寝 てしまって も、お じさんは暖か い
部屋 で起きてい る。日に よっては 、夜明け近 くまで 明かりをと
い
もして。といっても、半分はうつぶして居ねむりしてるのだが 。
兄貴 の方を見 ると、ソフ ァの上 で丸くなっ ている。 いい気な も
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きかい

んだ。
ぼくがテー ブルの 端からのぞ き込むと 、文字が たくさん並 ん
だ機 械を、おじ さんは指 で押して いる。初め は何を やってるの
か分から なかったが 、どうや ら人間の言 葉を書 く機械らし い。
何を 書いてい るんだろ う。大学と かいう、 休みだら けの学校
の先生ら しいから、 教えるた めの書類 でも作っ てるのか と思っ
た。 文章を書 き上げたと ころで 、おじさん がボタン を押すと 、
何とその 機械から男 の声が聞 こえてき た。
ニャン

ぼくはネコなのだ。名前はまだない。どこで生まれたか 何
と なく覚 えて いる。 そこは 薄暗く てじ めじめ した所。今住
んで いるう ちの物 置の 下だろ う。何 が悲 しかったの か、ニ

ャ ーニャ ー泣いてい たことだ けは記憶 している。
何 だ。この 先生、ぼ くのこと 、話に書 いて遊んで るらしい 。
ニャン
「 何 とな く」と か、 ネコ真 似までしてい る。ネコのこと勝 手
に書くんじゃ ない！ ネコごと だと思っ て。ちょ っと仕返し を
してやりたくなった。そこでおじさんがトイレに行ってる間に、
機械の上に 乗っかっ て踊って みた。する と、白 い画面に文 字が

ふ き げ ん

出て きたから、 踊りなが ら人間の 言葉を書こ うと思 った。
しばらく して、髪 の短いお じさんが出 てきた 。ぼくはあわ て
て機 械の上から 飛び下り た。それ を見ておじ さんは 、不機嫌そ
うに顔をゆがめた。そして、ぼくの顔をじっと見ながら言った 。
「自 分のこと 書かれて怒 ってん だろ。仕返 しでもし たつもり な
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んだろ 」
なま
その言葉を 聞いて ぎょっとし た。ただ 怠け者の 先生だとば か
りと 思っていた が、ネコ の心を読 むこともで きるら しい。ちょ
っとこわ い気もした が、それ ならこっち にも考 えがあると 思っ
た。
雪 がちらつく 寒い日も 、ぼくと 兄貴はうち の中で 過ごすよう
になった 。テーブル のある大 きな部屋 は、ドア が閉めら れてい
て、 その先に 何があるか 分から ない。一度 だけ、お ばあさん が
トイレに 行くとき 、一緒に出 たこと がある。階 段がある から上
にも 部屋があ るようだ けど、す ぐにおば さんに抱き かかえら れ
て、元の 部屋に 戻されてしま った。

で も、うち の中にば かりいる と、体が なまってし まう。筋 力
も落ちて しまう 。それに、 大切な玉 を抜かれ てしまって 、自分
が オスだかメ スだか 分からなく なりそう だ。オス であること を
忘れな いように 、少しス ポーツしな くちゃい けない。 ただ、昼
間はおとなし くネコ をかぶって ることに した。お ばあさんは 本
当は、 ぼくらの こと好き じゃないら しいから 。
「早くこのネコ、袋に入れてしまいなさい」なんて言っている 。
夜遅くな り、おば さんとお ばあさんが いなく なると、ぼく ら
もい ったん寝て しまう。 しばらく して目を覚 ますと 、ぼくはお
せすじ
じゅうなん
尻を持 ち上げ て背筋 を伸 ばした り、足を前に投げ出 して柔 軟
体操 を行う。 兄貴も目が 覚めた ようなので 、追いか けっこで も
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するこ とにした 。
せんとう
兄貴の方を 見ると 、もう戦闘 モードに なってい る。しっぽ を
横 に 振り な がら 、「 お い 、 こ っち に来 いよ 」 と 挑 発し て くる 。
「この意 気地なし！ おまえ 、おれがこ わいん だろ」

あしげ

ぼく はにらみ つけ、兄 貴に向かっ て突進す る。兄貴 は全速力
で逃げて いく。ぼく も負けじ と追いか ける。追 いついた ところ

て か げ ん

で、 兄貴はこ ちらのおな かを足 蹴にして、 顔にパン チを食ら わ
せた。
遊 びのはずな のに、手 加減して くれない。 今度は ぼくが全速
力で逃げ 出した。 そのとき、 テーブ ルにうつぶ してたお じさん
が目 を覚まし 、こわい 顔をして 裏口のド アを開けた 。思わず 、
ぼくは外 に出て しまったんだ けど、 兄貴の方は 吹きすさ ぶ風に

怖 じ気づいた のか、 台所の出口 の前で立 ち尽くして いた。
「出てけ ！」
人 間の言葉 が分から ない兄貴 も、おじ さんが本気 で怒って る
ふ
らしい ことは分 かった。 身を伏せる ようにし て、すご すごとお
じさんの前を 抜け、 柿の木の前 に出たと ころで、 後ろのドア が
バシン と閉めら れてしま った。
外は 本当に寒 い。兄貴 とぼくはシ ョックで ふるえた 。もうこ
のうちに いられない かもしれ ない。とぼ とぼと 庭を横断し て、
隣の うちの前ま で行った 。空気は 冷え切って 、身も 心も凍りつ
いてしま いそうだっ た。兄貴 に話しか ける元気 もなかっ た。ど
うな ると問い かけても、 答えは 返ってこな いだろう 。
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きんちょう

顔を見 合わせ ていると、 裏口のド アが開い た。ぼくは 走って
いきたくな ったが、 まだ体が 動かない。 すると 、髪の短い おじ
さん が近づ いて きて、 ぼくの 体に触れた 。緊 張してぶる っと
ふるえた 。その手は ゆっくり と、ぼくの 頭と、 ついで背中 をな
でて いる。
許してく れたんだ なと思っ た。しばら くする と、凍りつ いて
いた 兄貴も寄 ってきた。 おじさ んは冷え切 った兄貴 の体もな で
ている。 もう夜中に 大暴れす るのはや めようと 思った。 おじさ
んが 振り返り ながら、家 の方に 戻っていく 。ドアを 開けると 手
招きした 。すると 、兄貴が走 って家 の中に入っ た。ぼく も恐る
恐る 入ってい った。

ま よ な か

そ れから少 し反省し た。真夜 中に大暴 れしたのは 、ずっと う
ちの中に 閉じこ もっていた からだ。 寒くても 天気のいい 日は、
外 に出て走り 回ろう 。いくら親 切なおじ さんでも 、図に乗っ て
甘えた りしては いけない 。
そう思いな がらも 、次の日の 朝になる と、晴れ上 がってい る
だけに 、なかな か出て行 く気にはな らない。 そこで朝 日の当た
でまど
る出窓で夢 見心地に なりなが ら、考える ネコを 演じてみる こと
にし た……。

どうこう

人間 の世界に は「目は 心の窓」と いう言葉 があるら しい。ネ
コの世界 には「耳は 心の窓」 という言 葉がある 。ネコの 目は、
外が明るくなるにつれ瞳孔が閉じていく。時計のない時代には、
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ネコ の目を時計 代わりに してい たという 言い 伝えがあるとい
しょうてん
う。だか ら、 物の形 をはっ きり見る のは苦手だ。焦 点を合わ
すた めには、首 を傾けて 調節する しかないの だ。か わいい子ぶ
こび
ったり、 媚を売って るわけじ ゃないから ね。
と、 そんなこ とを考え ていると、 空気を入 れ換える ために、
さっと部 屋の窓が開 けられた 。ここか ら飛び下 りられた らいい
のだ が、あい にく網戸が あって 出られない 。遠くで 鳴いてい る
鳥の種類 を思い浮か べる。ど うやって 捕まえる か。食べ たらど
んな 味がする かまで考え る。足 音を聞いた だけで、 だれが帰 っ
てきたか だって分 かるんだか らね。
そ のとき、 ぼくはただ ならぬ 気配を感じ た。おば さんが洗 濯
を干すた めに、 台所のドアを 開けた とき、ぼく と兄貴は 外に向

ごく

きょうぼう

か って突撃し た。表 の玄関の方 には、ぼ くらが以前 、夜の寒 さ
をしのい だ小屋 があった。 しばらく 見てなか ったから心 配にな
っ た。そ こに いたの は、極 ネコ！ 母ちゃんと共 謀して、ぼ
くら兄 弟を追い 出そうと したあのオ ヤジだっ たのだ。 それを見
るやいなや、 普段は 口数の少な い兄貴が 叫んだ。
「この ドロボー ネコ！」
ぼく らの鳴き 声を聞き つけて、お ばさんが 玄関の方 に駆けつ
けた。一 緒に追っ払 ってくれ るものとば かり思 っていたが 、ど
うも 様子がおか しい。極 ネコに立 ち向かう気 をそぐ ために、兄
貴の頭を なでている 。抵抗で きずに、 兄貴はゴ ロゴロの どを鳴
らし 始めた。
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てごた

「何で ぼくらの なわばり に入ってき たんだよ ！」
げきたい
てごわ
ぼく一匹で 撃退す るには、ち ょっと手 強い相手 だ。威嚇す る
ため に、ガーカ ーうなっ てやった 。しかし、 手応え がない。こ
りゃどう いうことな んだろう 。よく見る と、相 手は息苦し そう
に、 小屋の前で 横たわっ ている。 ゼーゼーい う音ま で聞こえて
くる。行 き倒れみた いである 。
「お い、母ち ゃんはどう した！ 」
前にも 話したとお り、この 極ネコは母 ちゃん と共謀して 、ぼ

や

くら 兄弟をこ こから追い 出そう としたのだ 。相手は だるそう に
顔を上げ ると、か すれたよう な声で 言った。
「あ のメスは どっかに 行っちま ったよ… …。病んだ オスには 用
わかぞう
ふく
がないとさ……。また、どこぞの若造に誘われて……、おなか膨

せき

ら ましてるだ ろうさ 」
そこま で言うと 、極ネコは また玄 関のタタキ に横たわ ってし
ま った。また 咳をし ている。元 気でない ことだけ は確かだ。
振り返 ると、 すでに兄貴 の姿はな かった。 おばさんに 抱きか
かえられて、 うちの 中に戻され たんだろ う。すぐ におばさん が
戻って きて、ぼ くも裏口 の方に連れ ていかれ た。
うち の中に戻 されたぼ くは、くや しくてカ ーテンを 引っ張っ
かべ
たり、壁をこすって爪とぎしたりした。母ちゃんの心を狂わし 、
ぼくらを追い出そうとしたくせに、体を悪くして戻ってくると、
あわ
こ
いかにも 哀れな声を 出して、 おばさん に情けを 乞おうと してる
んだ から。
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「まあ 、そう怒 るなよ」
先ほどまで気が立ってたくせに、兄貴は床に前足を伸ばして 、
何もなかったような顔をしている。毛並みが白くて上品だから、
兄貴ながらもほれぼれするけど、ちょっと鈍感なんじゃないか。
「お まえも年を 取れば、 あのおっ さんの気持 ちが分 かるように
なるよ」
兄 貴だって、 ぼくより 三十分ば かり先に生 まれた だけで、ま
おお
だ一歳に もならない のに、大 ネコみた いな口を きいてい る。お
ばさんはというと、極ネコの体をふいてやり、えさをやったり、
湯たんぽ の準備ま でしてるよ うだ。 さすがに、 うちの中 には入
れる 気はない らしいが 。
テーブ ルでは髪 の短いおじ さんが お茶を飲み ながら、 妹であ

る おばさんの 話に耳 を傾けてい る。
ほう
「この子 たちの 身と比べた ら、私、 放ってお けなくて」
「 そうか。お れもさ っき見たけ ど、友達 が飼って たネコに毛 並
みがそ っくりな んだよ。 あんなきつ い目つき はしてい なかった
けどね」
それから極 ネコは 、かつての ぼくらの ように、 玄関前のプ ラ
スチ ックの小屋 で、一日 の大半を 過ごすよう になっ た。兄貴が
言うには 、あれでも 一時は母 ちゃんの連 れ合い だったので 、義
理の お父さんな のだそう だ。
か
ネコのオ スにとっ ては、連 れ子はじゃ まな存 在で、嚙み 殺し
てし まうこと もあるんだ から、 それを父親 扱いする のは変だ と
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おっくう

思うの だが。そ れを人間 は「ままち ち」と呼 ぶらしい 。ママで
まぎ
父親だなん て、まっ たく紛ら わしい言い 方だな 。

ふる

兄貴 は億劫が って、ス トーブとか いう暖か い箱の前 で、居ね
むりばか りしている 。ぼくは 裏口のドア が開く と、庭に出 て外
気に 当たること にした。 寒くてび っくりする けれど 、毛を奮い
立たせて 進めば、外 を歩き回 れる自由 に、ネコ として生 まれた
喜び を感じる のだ。いく ら冷蔵 庫の上に登 っても、 小鳥が留 ま
ってるこ とはないの だから。
天 気のいい日 には、極 ネコは日 なたに移動 してう つらうつら
している 。こちら が声をかけ ても、 目だけ動か すばかり で、に
らみ つけたり 声を出し たりして こない。 遠くを眺め ながら、 昔
のことを 思い出 してるようだ った。 固いえさが 食べられ なくな

かんづめ

り 、おばさん はやわ らかい肉の 缶詰を、 極ネコに与 えるよう に
なった。 あまり においしそ うなので 、半分食 べかけた皿 に顔を
近 づけたら、 威嚇す るどころか 、笑って るじゃな いか。何か 気
持ち悪 くなった けど、残 りはいただ いてしま った。
しもばしら

そ れから、 極ネ コは次 第に物 を食べなくなっ た。外は霜 柱
も立つほど だから、 小屋も玄 関の中に移 動して いた。兄貴 やぼ

くが 近づいてい っても、 ぼんやり 見ているだ けで、 心はどこか
に飛んで いってしま ったみた いだった。
その 日は風も なく暖か なので、日 に当てて やろうと 、小屋も
外に出し て日なたぼ っこでき るように してあっ た。極ネ コは小
屋の 中に置か れた湯たん ぽの上 で、うつら うつつら している 様
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子 だ っ た。「 寒く な い か ら 」と 兄 貴を 誘 っ て 、 ぼ くら も 庭 で 追
いかけっこ していた 。
昼過 ぎになっ て、外出 していたお じさんの 声がした 。ぼくは
うれしく なって通り に駆けて いくと、見 たこと のある男の 人が
横に いた。おじ さんの友 達で、く まモンのシ ャツを いつも着て
いるくま モンさんだ った。で も、この 前来たと きと何か 様子が
違っ てる。い ても立って もいら れないみた いで、門 を入ると お
じさんよ りも先に、 玄関の方 に走って いった。
「イ オ、イオ 、イオ」
それは くまモンさ んが以前 飼ってた ネコの名 前で、病 気で数
年前 に死んで しまった という話 だった。 それなのに 、くまモ ン
さんは極 ネコの 毛並みがイオ に似て いると聞い て、駆け つけて

き たのだった 。
くまモ ンさんは 手を差し出 した。 すると、知 らない相 手には
「 ガー」と威 嚇の声 を出してい たのに、 抵抗する こともなく く
まモン さんに抱 かれてい るのだった 。
「間に合って よかっ たな」
おじさんが声をかけると、くまモンさんはうれしそうな顔で、
極ネコの顔 をこちら に見せた 。不思議な ことに 、うれしそ うに
目を 細めて、口 もとが笑 っている 。そして、 かわい らしい声で
「ニャー 」と鳴いた 。
極ネ コはその まま動か なくなった 。くまモ ンさんは 抱きしめ
あっけ
たまま、 涙をこらえ ている様 子だった 。兄貴と ぼくは呆 気にと
られ て、その 場面をじっ と見上 げていた。 本当は極 ネコとイ オ
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は関係 なかった かもしれ ない。でも 、くまモ ンさんは イオに再
会できたと 喜んでい たし、母 ちゃんの連 れ合い だったネコ が、
赤ち ゃんみたい に抱かれ て息を引 き取ったの だから 、ぼくたち
もしんみ りした気持 ちになっ た。
長い冬が 終わった 。ずっと うちにこも ってば かりいたか ら、
久し 振りに外 の空気が吸 いたく なった。隣 のうちの 桜が咲い た
というの で、庭でお 花見をす ることに なった。 椅子を出 してお
ばあ さんを座 らせると、 髪の短 いおじさん はあぐら をかいて 、
酒とかい う水を飲 んでいた。
兄 貴はゴザ の端で丸く なって 、うつらう つらして いる。寝 て
ばかりい るから 、ネコなんて 名前で 呼ばれるん だ。ぼく はおば

さんが持ってきたおつまみを、さっきからずっとねらっていた。
それは乾いた肉の塊に、何やら刺激のある粉を混ぜた物だった。
「 見事な桜ね 。若い 頃は春が来 るのが好 きだった のに、この 年
になる と何だか つらくな るの……」
ふ し ぎ
「お母さん、 今日は まともみた いね」と 、おばさ んは不思議 そ
うな顔 して言っ ている。 そのとき、 脇の道を おめかし した女と
男の子が手 をつなぎ 、小学校 の方から帰 ってき た。母親は 着物
姿で 、息子は小 さなスー ツに黒い ランドセル を背負 っている。
「入学式 か……」
おじ さんがつ ぶやいた 。おれにも あんな子 供がいた ら、と思
ったかど うか知らな い。その 言葉を聞 いた途端 、おばあ さんは
立ち 上がると 、何か思い 出した ようにそわ そわして いる。
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「今日 は入学式 なの。大 学に行かな くちゃ。 ○○田大 学に」
「何言って んだよ。 それはお れの大学だ よ」と おじさんは 言い
返したのだが、おばあさんは、おまえなんか大学に行ってない 。
私は大学 で一番だっ たんだか らと言い張 って譲 らない。し まい
には 「○○田、 ○○田」 と校歌ま で歌い出し た。
すると、 おじさん の方も負 けてはいな い。お 母さんが行 った
の は ネコ ダ 大 学 だ ろ と言 い 返し 、「ネ コ ダ 、 ネ コ ダ、 ネ コ ダ 、
ふし
しまつ
ネコダ、 ネコダ、ネ コダ、ネ コダ」と 節をつけ て歌う始 末。

か

「お 兄ちゃん 、はずかし いから やめてよ！ 」
よ
おじさ ん、酔って るなとぼ くは思っ た。そっ と忍び寄 ると、
おつ まみの肉 をかっさ らって、 ビニール の包みを嚙 み破った 。
は
かか
「何だ、こりゃ」と吐き出したところ、首根っこをつかまれて抱

え られてしま った。 おまえはこ れでも食 ってろと言 われて、 口
の中に入 れられ たのは、ネ コ用のお 菓子で、 何ともいい 匂いが
す る。どうや ら、こ れがマタタ ビという ものらし い。こっち ま
でへべ れけにな ってしま った。
たず

酔いがさめた頃、兄貴がぼくに尋ねた、どうしておまえだけ 、
人間の言葉が分かるんだと。そんなこと言われても分からない。
だれ か教えてく れないか というの で、人間に は学校 というもの
があると 答えておい た。

い

「ネ コの学校は どこにあ る？」
ゆくえ
「そんなもの、あるのかな。うちは母ちゃんが行方知らずだし、
父ち ゃんはだ れだか分か らない し、ママチ チはあの 世に逝っ ち
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ゃった し」
それからと いうも のの、おば あさんが 大学に行 きたがるよ う
に、 兄貴は学校 へ行きた がった。 そこで、久 し振り に丘の上に
ある小学 校へ、兄貴 をつれて 行ってみる ことに した。大き な建
物の 前の庭で、 新入生の 子供たち が、白と赤 の帽子 にシャツと
短パン姿 で並ばされ ていた。 けたたま しい音楽 が鳴り出 すと、
それ に合わせ て両手を振 りなが ら、行進さ せられて いる。
「なんか 真似してる だけだな 。つまら ない。あ んなこと して頭
がよ くなると は思えない 。第一 、ネコが出 てこない んだから 、
おれにと っちゃ、 何の役にも 立たな いよ」
わざわざネコに案内させておいて、それはないだろと思った。
ただ、人 間は機 械みたいに動 く練習 してるだけ じゃない 。あの

てんじょう

建 物の中で勉 強して るんだろう と言った ら、兄貴は 走って学 校
の門の中 に入っ てしまった 。
こ んな 大きな 建物の 中に入 るのは初め てだった。天 井 の明
かりが ついてい ないから 、一列に続 く廊下は 昼でも薄 暗い。兄
貴は長い階段 を上っ ていく。後 を追って 上ると、 廊下に沿っ て
同じよ うな部屋 がいくつ も並んでい た。女の 人の声が 聞こえて
くる。窓は 開いてい るのだが 、下からで は中は 見えない。
とこ ろが、一 つの教室 の後ろの戸 が、少し だけ開い ていた。
止めよう としたんだ けど、兄 貴は部屋に 入って しまった。 ぼく
はこわくて、入口から恐る恐る中をのぞいた。子供たちがネコ 、
ネコとし ゃべる声が した。兄 貴は机の 間をぬっ て進んで いく。
ずっ と授業を していた女 の先生 が、大きな 声で怒り 出した。 そ
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れに対 して、子 供たちは どっと笑い 出した。
「キーン・ コーン・ カーン・ コーン・キ ーン・ コーン・カ ーン
・コ ーン……」
かね
ひび
けたたま しい鐘が あたりに 鳴り響いた 。この 世の終わりを 告
げる 時が来たの かと思っ た。
そのとき 、後ろか らだれか がぼくの背 中をつ かんだ。太 った
男の 子だった 。爪を立て て暴れ たら、今度 はしっぽ をつかま れ
ずうたい
た。図体 が大きなく せに、思 いやりと いうもの がない。 学校で
は一 体何を教 えているん だ。し っぽでぼく を引き回 すものだ か
ら、目が 回って吐 き気がした 。
兄 貴を助け るどころで はなか った。しっ ぽが引き ちぎられ そ
いちもくさん
うになっ た。階 段の手前で投 げ出さ れたので、 一目散で 階段を

駆 け下りた。 後ろか らは、虫の ように子 供たちがわ き出して き
た。
「 あっ、あそ こにも ネコがいる ぞ！」
ぼくは 兄貴の ことは見捨 てて、建 物の外に 出ると、そ のまま
草むらに向か って駆 けていった 。
ぼくは一匹 でうち に逃げ帰っ た。しば らくして も、兄貴は 戻
ってこなかった。日が西に傾いて、えさの時間になっても……。
何か悪い ことでも 起きたの だろうか。 草むら の途中まで行 っ
たが 、足がすく んでしま った。今 まで何とも 思って いなかった
じごく
人間の子 供が、地獄 に住む鬼 か何かの ように思 えてきた 。
あ たりが薄暗 くなった 頃、よう やく兄貴は 戻って きた。しか
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も、歩 き方がよ ろよろし ている。追 いかけら れて、石 でもぶつ
けられたの だろうか 。
「も う会えない かもしれ ないって 思ってたよ 。どこ か具合でも
悪いのか い」
「い や。あそこ には食べ 物がたく さんあるぞ 。子供 たちが残っ
た牛乳や ら肉やらく れるんで 、食べ過 ぎて歩く のもおっ くうに
なっ ちまった んだ。おま えも何 か食べさせ てもらっ たんだろ 」
ぼくは 聞いている うちに、 ばかばかし くなっ てきた。心 配し

こ

ただ け余計腹 が減ってし まった 。もう学校 なんてこ りごりだ 。
同じネコ なのに、 どうしてこ んなに 扱いが違う んだろう 。
と ころが、 兄貴はちっ とも懲 りた様子が ない。う ちの中に 入
ると、おばさんがいつものように、乾いたえさを出してくれた 。

ぼ くが夢中で 食べて いると、兄 貴は食欲 がないのか 、おなか を
床に投げ 出して いる。
「 人間のえさ はもっ とおいしい ぞ。こん な日なた くさい物、 よ
く食え るな。お なかがす いたら 、あしたも一緒 に学 校へ 行こ
う！」
いい加減、 ぼくは 腹が立った 。兄貴を 小学校に 連れていっ た
ばか りに、しっ ぽを持っ て振り回 されるし、 こちら がどれだけ
心配して いたかも知 らずに、 えさに釣ら れてま たのこのこ 出か

あいそ

けて いこうとい うのだか ら。
「兄貴は 食べるため に生きて いるんだ ろ！」
「何 言ってる 。おまえこ そ、愛 想がないか ら何もも らえなか っ
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たんだ ！」
ぼくは我慢 ができ なくなった 。いつも のように 、兄貴はこ っ

ごかく

ちに 来いとしっ ぽを振っ た。それ を合図にぼ くは兄 貴に飛びか
かった。 普段ならそ こで首根 っこをつか まれ、 投げ飛ばさ れる
とこ ろだったが 、いつの 間にか兄 貴と互角の 体にな っていた。
人間たち は二匹の けんかを 面白がって る様子 だった。特 に髪
の短 いおじさ んは手をた たいて 喜んでいる 。ぼくは 兄貴を追 い
回した。 うちの中を 何周回っ たろうか 。しまい には、兄 貴は紙

ぞんぶん

袋の中に逃げ込んだので、ぼくは袋の口を後ろ足で押さえると、
兄貴を袋 の中に閉 じ込めた。 身動き できなくな った兄貴 の頭や

まり

かんぶくろ

おな かを、思 う存分な ぐってや った。す ると、椅子 に座って い
たおばあ さんが 、変な歌をう たいだ した。

おしょう

「 山寺の 和尚さ んは 、毬は 蹴りたし毬は なし。猫を紙 袋に押
し込んで ポン とけりゃニ ャンと鳴 く……」
いい気 味だと 思った。兄 貴といっ ても、三 十分早く生 まれた
だけだし、体 重だっ て大して変 わらなく なってい た。ふさふ さ
した白 い毛をし ている分 、兄貴の体 が大きく 見えただ けなんだ
から。
その 夜、兄貴 はテレビ の後ろで丸 くなって ねむって いた。目
上のプラ イドをつぶ されて、 気が弱くな ったの だろうか。 ちょ
っと やり過ぎた かなと反 省した。
次の朝、 えさを食 べたあと 、軽く運動 したく なった。兄 貴に
声を かけたが 、ねむそう にあく びして寝て しまった 。そこで 、
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み せ も の

一匹で 何かして 遊ぶこと にした。テ ーブルの 下に、赤 い色した
ビニール袋 が落ちて いた。こ の色は動物 の血を 騒がせると 信じ
られ ている。牛 に赤い布 見せて突 進させるっ て見世 物が、スペ
インとか いう国にあ るらしい 。おじさん が話し ていたこと を思
い出 し、ぼくも ビニール 袋に突進 してみた。
いきお
と こ ろ が 、 少 々 勢 い が つ き す ぎ て 、 袋 の 手 の 部分 に 頭 が 入
って しまった 。もがけば もがく ほど首に食 い込んで くる。
「助けて くれ！」

し

叫 んだけど、 兄貴は知 らんぷり して寝てい る。走 ればそのう
はず
ち外れる かもしれ ない。わけ も分か らずもがい たが、走 れば走
るほ ど、締め つけられ て息苦し くなって きた。
騒ぎを 聞きつけ て、おじさ んが二 階から駆け 下りてき た。大

しば

学の授業は午後からで、その日は寝坊していたのだった。もし、
しゅっきん
寝坊 せずに 出 勤 していた ら、 おばあさん もおばさんもいな い

けっそう

うちの中で、ぼくは縛り首の刑に処せられていたかもしれない。
それも 自分自身 のせいで 。

ひばな

お じ さ ん は 血 相を 変 え て 、 ぼ-く の こ と を 追 い か け て き た 。
こんな こわい顔 してるの は見たこと がない。 気がつか ないうち
さわ
に、ぼくは おじさん の気に障 ることをし でかし たのか。ぼ くは
あちこちぶつかりながら逃げ回った。頭から何度も火花が出た。
袋が目に かぶさって きて、つ いに身動き できな くなり、赤 い袋
に手 をかけられ てしまっ た……
し お
どんなお 仕置きが 待ってい るのかと思 ったが 、おじさん はい
つも の笑顔に 戻っていた 。赤い ビニール袋 を外すと 、おびえ て
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いるぼ くを抱き しめてく れた。
「おまえ、 何か後ろ めたいこ とがあるん じゃな いか」
さす が、大学 とかいう 学校の先生 ともなる と、ネコ の気持ち
そんけい
まで分か るらしい。 寝ぼすけ とばかり思 ってい たが、少し 尊敬
したくなった。授業時間が少なくて、ネコ助けもできるなんて、
あんがい
大学って 学校は、案 外社会の 役に立っ てるのか もしれな い。

あやま

昨 日兄貴を袋 だたきに したから 、きっとバ チが当 たったんだ
と 思 っ た 。 騒 ぎ を聞 き つ けて、 兄 貴も 寄っ て きた の で 、「 ご め
ん な 」 と 謝 っ た ら 、「 何 の こ と だ い ？ 」 っ て い う 返 事 。 と ぼ
けてると いうより 、単に忘れ てしま ったのかな ？
ある夜 、いつも のように、 部屋の 奥にあるガ ラスが光 ってい

くぎづ

た 。テレビと いう名 の窓だった 。めずら しいことに 、そこに は
なべ
ネコが映 ってい た。鍋を持 ったおば さんが出 てきて、黒 いネコ
に 肉の塊をや ってい る。それを 見た兄貴 は駆け寄 るなり、釘 付
けにな ってしま った。
兄貴は自分 も肉を もらおうと 、そわそ わしていた のだが、 テ

た

レビの 中のおば さんは、 兄貴の方に は見向き もせずに 、うちの
ひとみ
中に入ってしまった 。そのネコはかわいい 瞳 の女の子だった 。
食べ終わると、こちらに流し目を送っている。兄貴はよだれを垂
ほお
らして、 頰にキスし たのだが 、女の子の 方はつ んとすまし たま

まだ 。
みさかい
見境を失 った兄貴 は、前足 でなでよう とした り、体をす りつ
けた り、ネコ なで声を上 げたり した。反対 側から抱 えようと し

- 95 - 96 -

て、テレビの後ろに回った途端、女の子の姿は消えてしまった。
「おかしい 、おかし い。どこ 行ったんだ 、カワ イコちゃん ！」
気の 毒になっ たので、 兄貴に言っ てやった 。
あつ
「それは テレビって いう機械 なんだよ。 厚みの ないネコな んか
いる わけないだ ろ」
兄貴がテ レビの前 に戻ると 、そこには 何も映 っていない 。番
組が 終わった ので、おば さんが スイッチを 切ったか らだった 。
あきら
兄貴は 諦 めき れずに 、暗くな ったテレビの前 に座り込んで
しま った。
「おれは まだ、女 の子とデー トして いない。女 の子の気 持ちが
分か らないか ら、相手 にしても らえなか ったんだ」
そこで 、ぼくは テレビとい うもの が、ここに いるネコ を見せ

て るのではな く、居 ながらにし て、ほか の場所にい るネコが 見
られる窓 だとい うことを説 明した。
「 ネコだけじ ゃない んだよ。食 べられる 生き物や 、ネコを食 べ
くさはら
てしま う生き物 、遊びに 行きたい草 原や森、 いろんな 人間が住
む町、海の向 こうに ある国、こ の星の外 の世界ま で見られる ん
だから 」
「『何でも窓』っていうわけか」
話が どこまで 理解でき たか分から ないが、 それから というも
の、兄貴 はテレビが つくたび に駆け寄る と、窓 に映るもの を食
い入 るように見 るように なった。 ネコが出て こなく ても、よそ
かんたん
の町や野 山の風景が 出てくる だけで、 ニャーニ ャー感嘆 の声を
出す ようにな った。
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「テレ ビはおも しろいな 。こんなお もしろい もの、ど うして早
く教えてく れなかっ たんだ」
「兄 貴は人間の 言葉が分 からない と思ったか らさ」
まんえつ
「これは学校のようなものだ。これこそネコの学校だ」とご満悦
の様 子。
ところで 、兄貴が テレビで 勉強するよ うにな ったので、 大学

さっ

で教 えてるお じさんも、 新しい 研究がした くなった らしい。 ネ
コ ま ね 語 を 使 い 始 め た の だ 。「 お は よ う だ ニ ャ ー 」「 お な か す

しょせん

いた ニャー」 こちらの気 持ちを 察してくれ てるんだ ろうけど 、
「ニャー 」をつけ さえすれば ネコの 言葉しゃべ ってるつ もりに
なる なんて、 所詮人間 はサル真 似しかで きないんだ ね。

あ とがき
ペ ット好き には「イ ヌ派」と 「ネコ派 」がいる。 僕は幼い 頃
からイ ヌしか飼 ったこと がなかった 。散歩し たり、イ ヌと駆け
っこしたり、 少年に はイヌの方 が合って いるのか もしれない 。
イヌは 集団生活 を送るか ら、群れの 中での上 下関係に 従って行
動する。主 人だと思 えば、イ ヌはひたす ら飼い 主に尽くそ うと
する 。呼べば必 ず飛んで くる。気 持ちがまっ すぐな 体育会系の
男子のよ うだ。イヌ が好きな 人は、相手 を従わ せるのが好 きな
ナル シシストが 多いと、 かつて知 人が言って いた。
文人はむ しろ、ネ コの方を 好むようだ 。普段 は勝手に遊 んで
いて くれる。 こちらが呼 んでも 無視して行 ってしま う。それ な

- 99 - 100 -

た

のに、 こっちが 忙しいと きに邪魔し に来る。 言うこと を聞かな
いくせに、 自分が甘 えたくな ると、とこ とん甘 えてくる。 こち
らの 心を読むの にも長け ている。 目を見るだ けで、 ネコがどん
なこと考 えているか 分かる。 そうした点 で、ネ コの方がよ っぽ
ど人 間くさいの である。
ネコを描 いた小説 としては 、夏目漱石 の『吾 輩は猫であ る』
があ る。夏目 家に迷い込 んでき た黒猫がモ デルにな ったと言 わ
れる。雑 誌『ホトト ギス』に 執筆した ところ、 好評だっ たので

ときえだもとき

れんが

たと

書き 継がれた 。当初から 全体の 構想を立て て書かれ たわけで は
ない。想 像力のお もむくまま に書か れたこの作 品を、国 語学者
の時 枝誠記は 連歌に喩 えている 。ただ、 ネコを主人 公にして 語
らせるス タイル は漱石の独創 ではな く、ドイツ の怪奇小 説家エ

ル ン ス ト ・ テ オ ドー ル ・ アマ デ ウス ・ ホ フマ ン
Ernst Theodor
Lebensansichten des
おすねこ

の 『牡 猫ムルの 人生観』
Amadeus Hoffmann
に よ るのだとい う。
Katers Murr

亡き父は実 家でネ コを飼って いて、生 前出版され た詩集の 中
でもよ くネコを 描いてい た。ある夜 、父が子 ネコを拾 ってきた
が、母は土 足でうち に上がっ てくるネコ を嫌っ て、父に子 ネコ
を捨 ててくるよ うに言っ た。その 出来事に関 して「 妻が死んだ
ら、可愛 いのをみつ けて、七 匹ぐらいは 飼って やろう。そ の夜
は、 寝床の中で 棄てて来 て終った 仔猫のこと を考え 、猫と住ま
う幻の住 居を闇に描 いて、何 時までも 眠られな かった」 と書い
てい る。
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イヌし か飼っ たことがな かった我 が家で、 ネコを二匹 飼うよ
うになった のも、庭 で子ネコ が生まれて しまっ たからで、 漱石
のう ちに黒猫が 迷い込ん できた事 情と似てい る。そ こで、棲み
ついた二 匹の子ネコ 、白と茶 のまだらの 兄ネコ と、茶のシ マシ
マの 弟ネコをモ デルに、 弟ネコの 視点で語ら せる小 説を書いて
みようと 思ったので ある。ネ コの生態 を観察す る中で、 ネコと
人間 、またネ コ同士のコ ミュニ ケーション の面白さ を、フィ ク
ションを 交えて描こ うと思っ たのが創 作動機で ある。

お

ま た、漱石の 執筆スタ イルにな らって、全 体の構 想をあえて
立てず、 自由気ま まに創作し てみる ことにした 。ネコの 子供時
代を 描きおえ たところ で、一区 切りがつ いたので筆 を擱くこ と
にする。 また新 たな創作意欲 が湧け ば、ネコた ちの後日 譚を書

く ことにしよ う。
二 〇一七年 九月十日
髙野敦 志
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