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「かなちょろ」

高 橋桐矢

長 い雨が あがっ て、久し ぶりによ く晴れ
た春の日のことです。
かなちょ ろが一 匹、草地 のはじっ この平

たい 石の上 でひなた ぼっこし ていま した。
かなち ょろは小 さなトカ ゲです 。トカゲ

は、 寒くな ると体が 冷えて しまうの で、こ
んなよ いお天気 の日に は、かな らず体を あ

たために出てくるのでした。
おひさ まにて らされて 、ちょう どいいぐ

あ いにじん わりあ たたかく なった 石に、お
なかを ぺった りおしつ け、か なちょろ はぬ

くぬくと目を閉じてい ました。
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それを、じっとねらってい るものがいました。草地 のケヤキの木にとまったカ ラスで
す。
カラスは、ねらいをさだ めると、一直線にまいおり ました。

おどろいた のはかなちょろです。突 然の黒い影に、あわててし っぽを切って逃げまし
た。

切りはな されたしっぽは、しばら くぴちぴちと飛びはねてい ました。それがしっぽの
役割です。しっぽが 生きもののように動いて、 敵の目をあざむいているう ちに本体が逃

げる、 それがかなちょろのような 小さな小さなトカゲの作戦 でした。
けれど場所が悪か ったのです。

しっ ぽは切りはなされると同時 に、平たい石の上からすべ りおち、草と石のあいだ に
はまってしまった のです。

か なちょろの本体が逃げたこ とをしっぽは知りません。 自分の役割をはたそうと、 精
一杯、ぴちぴち と動いていました。
やがて、しっぽは、動くの をやめました。

そしてそっと あたりをうかがいました。 カラスは行ってしまいま した。かなちょろも
いません。
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「ぶじに、逃げたのかな？ 」
しっぽは思 いました。
それなら、しっぽの役割 はおしまいです。

でも本当の しっぽの役割は、かなち ょろの本体のかわりに食べ られることなのです。
もうカラスはいません 。

どうしよ う、と思いました。
しっぽは、ただのし っぽですから、歩けません 。いつも、体のあとにくっ ついて、ゆ

らゆら ゆれたり、くるっと丸まっ たり、長くのびたりしてい ただけでした。
しっぽは、急に、 心細くなりました。

なん だか、自分が自分でないよ うな気持ちになりました。
今までは頭から しっぽまであって、かなち ょろだったのですから。今 はただのしっぽ

で す。かなちょろが、ただの 「ちょろ」になってしまっ たようなものでした。
さて、どうしよ う、と思いました。
草と石の間にはさまったま ま、考えました。

見上げると、 春のあたたかい日ざしがま ぶしい、いいお天気です 。
水色の空の遠くには白い 雲も見えます。すぐそこに 黄色いタンポポがゆれてい ます。
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しっぽはついさっきまで、 いつもかなちょろの足の 後ろがわばかり見ていまし た。前

を見たくても 、体がじゃまで見えませ んでした。でもその体は、 もうありません。
見はらしはよくなったの に、心は晴れません。

思い浮かぶ のは、かなちょろの体の ことばかりです。
もしかして、しっぽが 草と石の間にはまっていた 間にカラスに食べられて しまったの

かもしれ ないと思い、それからすぐ に、いややっぱりきっと逃 げたのにちがいない、と
思いました。

逃げて いたら、今ごろ、どこか別 の石の上で、またひなたぼ っこしているでしょう。
同じ空を見上げて 、しっぽのことを思い出し ているかもしれません。

かな ちょろの体も、ちょろが取 れて、ただの「かな」にな ってしまったような、心 細
さを感じているの でしょうか。

取 れてしまったしっぽのこと を思い出すこともあるので しょうか。
あるといいよう な、ないほうがいいような 、なんともいえない気持 ちになりました。
そのうちに、切りくちが、 ちくんちくんと痛くなって きました。

ぴちぴちはね ていたときは夢中でしたか ら 、
痛さを感 じるよゆうもありません でした 。
トカゲがしっぽを切って も血はでません。血も出ず 、痛みもないように、ぽろ りと取
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れるようになっているので す。

それでも、 ほんとうはちょっとは痛い のです。
かなちょろの体も、しっ ぽの取れたところが、ちく んちくん痛むのでしょう か。

そう思った ら、たまらなくなりまし た。
かなちょろの体がどう しているのか、気になって 気になって、じっとして いられませ
ん。
「だれか、だれかい ませんか！」

しっぽ は、ひかえめに、呼んでみ ましたが、誰もこたえませ ん。
タンポポの上をぶ んぶん飛んでいたハチが、 ちらとしっぽを見おろしま した。しっぽ
は、 ハチにたずねました。
「さっき、カラス が来たのを見ましたか？」

ハ チは、花のみつを集めるの にいそがしそうです。
「かなちょろを 見ませんでしたか？」
もういちどたずねてみまし たが、ハチは何にも答えず 、飛んでいってしまいまし た。

しっぽは、く やしくてくねくね動こうと して、はっとしました。
さっきより動けなくなっ ています。
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ためしにぴちぴち飛びはね てみましたが、のたのた 動いただけでした。

そのうちに 固まって動けなくなってし まうでしょう。そのまえに 、こんな草と石の間
にはさまっていたのでは 、かなちょろがここにもど ってきても気づかないで 通り過ぎて

しまうかも しれません。
しっぽは、ひっしに動 きました。生きのいい動き に見えるよう、一生懸命 飛びはねま

した。こ うしていれば誰かが気づい てくれるでしょう。
もうくたくたになる ほど動いたころ、一羽の若 いモズが平たい石の上にま いおりまし
た。
しっぽは動くのを やめて、モズを見上げまし た。

「お 願いがあるんです」
モズは、びっく りした顔でしっぽを見おろ しました。しっぽは最後の 力をふりしぼっ
て たのみました。
「かなちょろを 見ませんでしたか？」
モズは、首を振りました。
「いや、見ま せんでしたよ」
「そうですか」
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その声があまりにがっかり としずんでいたからでし ょう。モズは、一歩近づき 、そろ
そろと問いか けました。
「どうかしたんですか？ 」

「はぐれて しまったんです」としっ ぽは、モズにうったえまし た。
「カラスにねらわれて 、ほらこのとおり、体とわ かれたんですが、かんじん の体がぶじ

かどうか 確かめないことには、わた しはもう死んでも死にきれ ないんです」
切々としたうったえ に、心を動かされたのでし ょう。モズは、もう一歩近 づいて、
「そう ですか。それはお気の毒に 」
と、丸い黒い目で 、しっぽをじっとながめま した。

でもそんなところには まって

見ら れてしっぽは、なぜかむず むずとしましたが、がまん していました。
ふと、モズが、 にっこりとほほえみました 。
「 いいことを思いつきました 」
「なんでしょう か」
「あなたは、かなちょろの 体をさがしたいのでしょう ？

いたのでは、 いつまでたっても見つかり っこありません。だったら 、高いところからさ
がせばいいんです。わたし たち鳥のように、空の高 いところから見おろせば、 かなちょ
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ろなんて、どこにかくれて も丸見えです」

「それはいい 」と喜んだのもつかのま 、しっぽははたと気づきま した。
「どうやって高いところ に行けばいけばいいんでし ょうか」

「あんじる ことはありません。わた しが連れて行ってあげまし ょう」
「ああ、ありがとうご ざいます」

しっぽは 涙をながさんばかりに喜 びました。
モズは、そっとしっ ぽをくわえると、さっと飛 び立ちました。

はじめ て飛ぶ空に 、しっぽは気が 遠くなりそうになるのを 、ひっしにがまんしました 。
モズは、草地のケ ヤキの木の枝に止まりまし た。

しっ ぽを口にくわえたまま、た ずねます。
「ただ置いたので は落ちてしまいますから 、ちょっと さしておきますよ 。大丈夫です か 」

「 はい、どうぞ」
木の枝にさされ て、ちくりと痛んで、また かなちょろの体のことを 思い出しました。
モズは、少し離れた枝に止 まって、しっぽをながめま した。
「ほら、下を 見てごらんなさい。よく見 えるでしょう」
「わあ！ ほんとうだ！」
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草地のぜんぶがすっかり見 えました。ひなたぼっこ をした平たい石も、ここか ら見れ

ばなるほど丸 見えです。
いつもよくさんぽしてい た土手までよく見えます。 どこかにかなちょろがい るかもし

れません。
夢中になってさがして いるうちに、いつのまにか モズはいなくなっていま した。

しっぽは 毎日、草地のすみからす みまで目をこらして、かな ちょろをさがしました。
平たい石の上も。草 のすきまも。土手のさんぽ 道も。

晴れの 日も。くもりの日も、雨の 日も。……くもりの日や雨 の日は、体が冷えてしま
うので、かなちょ ろのようなトカゲはあまり 出歩かないものなのですが 。
長い 雨の日が続き、それから暑 い夏がやってきました。
草地にも、こぼ れた種から、ひまわりが咲 きました。

ケ ヤキの木は緑の葉をどんど んいっぱいにしげらせてい きました。そのうちにしっ ぽ
も、すっかり葉 っぱにかこまれてしまいま した。固くなってしまっ たしっぽはもう動け
ませんでしたが、それでも 精一杯のびて、葉っぱのか げから草地を見ていました 。

ちょろりとう ごく姿に、かなちょろだと 思ったら、よく見ると、 ちいさな草ヘビでし
た。
ト ノサマガエルは 、ぴょんと飛ぶの で最初から違うとわかりま す 。おんぶバッタに 、
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こおろぎ。ハタネズミ。

ときどき、 イヌがやってきて、あちこ ちくんくんかいでいきます 。
イモリや、ヤモリも見か けましたが、かなちょろは 見かけませんでした。

やがて、秋 が来て、ケヤキの葉も、 はらはらと舞い落ちていき ました。
空気が冷たくすきとお り、空の青さがいっそう深 くなっていきました。

すっかり 葉を落としたケヤキの木 の枝で、しっぽは、まだか なちょろをさがしていま
した。

一日ご とに、寒くなっていきます 。虫やヘビやいろいろな生 き物がいた草地も、茶色
にかれて、動くも のも見かけなくなっていま した。

ヘビ やカエルはもう冬眠してし まったのでしょう。
死んでカラカラ になったコオロギが、北風 に吹かれて、平たい石の上 をころころ転が

っ ていきました。
ある晴れた冬の 日、鳥の羽ばたきがして、 気づくと、モズがしっぽ を見ていました。
「かなちょろは見つかりま したか？」

言われるまで 、あのモズだと気づきませ んでした。若いモズは、 ひと夏をすぎて、す
っかり大きくたくましくな っていたのでした。
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「いえ。それがまだなんで す」

その答えを 聞いたモズはがっかりと肩 をおとしました。しっぽは あわてて付けくわえ
ました。

「でも、も うすぐ見つかると思いま す。夏は葉っぱがしげって 見えなかったんです。で
も今はほら、こんなに よく見えますから」
「そうで すよね。きっと見つかりま すよね」
モズはなぜか恥ずか しそうに笑いました。
それか らは、ときどき、モズがや ってきました。
「かなちょろは見 つかりましたか？」
「い え、まだですが、すぐ見つ かるはずです」
広場には雪がつ もって、一面真っ白になり ました。

雪 の上をイヌがあるいて、足 あとが点々とつきました。 それからまた雪がふり、足 あ
とを消しました 。
またモズがやってきました 。

「かなちょろ は見つかりましたか？」
いつのまにかモズの様子 はずいぶん変わっていまし た。げっそりやせていまし た。美
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しく生えそろった羽はつや をなくし、たくましく引き しまった体は、骨と皮し かないく

らいやせこけ ていました。
「いえ……」とこたえよ うとしたしっぽは、ようや く気づきました。

かなちょろ の体とわかれていらい 、
ずっと何か途 中のままのような気がして いました 。
でも、かなちょろが生 きていれば、いまごろ、も うとうに、新しいしっぽ が生えてい

るはず 。切り口 の痛みは 、しばらくすれば 、新しく生え てくるむずむず感にかわ ります 。
きりくちに新しく生 えたしっぽは、もうすっか りもとのしっぽより大きく なっているで
しょう 。
しっぽは自分を見 ました。

から からでしわしわの干からび た、しっぽでした。
かなちょろとわ かれたしっぽに、何かでき ることがあるのでしょうか 。
し っぽは、モズに向き直りま した。
「とうとうかな ちょろに会えました」
モズは 、
「そ うですか」とつぶやき、目 をそらしました。

かなちょろは 、
「モズさん 」と呼びかけました。
「ありがとうございます。 今日まで待ってくれてあ りがとうございました」
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モズは、ちらと顔を上げま した。するどいくちばし がカチカチとなりました。
かなちょろ は、ちょっとだけこわくな りました。
「できるだけ痛くないよ うにおねがいしますよ」
モズは、大 きくうなずきました。
「ええ、ひと飲みで、 ひと飲みですから」

モズは、 からからに固くなったし っぽをくわえると、木の枝 から外し、大きく口をあ
けて、飲みこみまし た。

モズに とっては二週間ぶりの食事 でした。
初めて冬をむかえ る若いモズは、雪がつもっ てから一度もえものをつか まえることが

でき ないでいました。今日、何 も食べられなかったら、う え死にするところでした。
モズの腹のなか で 、かたいしっぽがふやけ てとけて 、じんわりあたた かくなりました 。

モ ズは、そういえばずっと昔 に同じ味のなにかを食べた ような、と思いました。
でもそれは、と かげでも、かなちょろでも ない、なにかでした。
そうです。しっぽのないか なちょろは、一見、かなち ょろには見えないのでした 。

春の晴れた日 、カラスから逃げたかなち ょろは、そのあとすぐに 、若いモズにつかま
って腹の中におさまったの でした。

14

しっぽは、同じ腹の中で、 かなちょろの体に会えま した。
そんなこと も知らず、モズは、小さく つぶやきました。
「ああ、助かった」
そして満足 そうにほほえみました。
「あせって食べずに待 っていてよかった」

お礼を言 ったしっぽのうれしそう な姿を思い出し、ほんとう に、待ってよかったと思
ったのでした。

了

