ネ コの ひげ
折井

英治

ネコ の顔 には 、 りっ ぱな ひげ があ るで し ょう。口 のまわ りの
ひげ はと く に長 く、 目の 上、 あご の 下な どにも 、たく さん生 え
ています。
人 間に も ひげ はあ りま すが 、人 間 のひ げは、 短く切 ったり そ
り落としたりしても、生きていくうえには不自由はありません。
とこ ろが 、 ネコ は、 ひげ を切 られ る と、 動きが にぶく なって し
まいます。
ネ コの ひ げは 、ち ょっ と見 ると 、 ふつ うの毛 が長く なった だ
けの よう に見 えま すが 、そ う では ない よう です。 ネコのひ げに
は、どんな仕組みがあるのでしょうか。
人 間の ひげ や毛 は、 物に さ わる とふ れた 感じ がなんと なくつ
た わっ てき ます 。 これ は、 ひげ や毛 が動 く と、それ につれ て根
もと の皮 ふが 動き 、そ の動 き が、 その わま りのし んけいを しげ
きす るか ら です 。そ れに 対し て、 ネコ のひ げは 、ちょ っと何か
に さわ って もす ぐに 分か る、 感じ る 力の するど いひげ です。 こ
のひげを 触毛といいます。
ネコ の触 毛は 、 皮ふ から 直せ つ生 えて いる のでは なく、え き
がい っぱ い 入っ たふ くろ の中 に、 うい てい るよ うに生 えていま
す 。触 毛の 根の まわ りに は、 しん け いが 輪のよ うに取 りまい て
い て、 触毛 が少 し でも 動け ば、 しん けい に さわりま す。で すか
ら、 触毛 の先 が何 かに ちょ っ とさ わっ ただ けで、す ぐに感 じる
ことができるのです。
こ のよ うな 触毛 は、 どん な けも のに もあ ります 。ゴリ ラやチ
ン パン ジー にも 、 小さ い触 毛が 少し あり ま す。けれ ども、 人間
にだけはありません。

では、ネコの触毛には、どんなはたらきがあるのでしょうか。
ネ コの 顔の 触毛 は、 広げ る と顔 を取 りま く大き な円のよ うな
形になります。ネコは、この円の直径と同じはばがある所なら、
どこ でも 通り ぬけ られ ます 。ネ コは 、こ の 触毛を使 って、 通れ
るかどうかを決めているのです。
また、ネコは、えものを見つけると、見うしなわないように、
し っか りと 見つ め たま ま近 づき ます 。ネ コは 、あご で地面を こ
する よう にし て、 前足 をふ み出 しま す。 こ の時ネコ は、足 もと
を見 なく ても 物に ぶつ から ず に、 えも のに 近づく ことが できま
す。 ネコ は 、こ の触 毛を 使っ て、 地 面を さぐり ながら 進んで い
るのです。
ネコ の触 毛は 、前 足の 、人 間で い えば 手首の 内がわ に当た る
部分 にも あり ます 。地 面を さ ぐる には 、こ の触毛 も役に 立って
います。
こ のよ うに 、ネ コ のひ げは には 、と くべ つの 仕組みと はたら
き があ りま す 。で すか ら、 もし 、ネ コが ひ げを切ら れたら 、動
くえ もの を見 つめ なが らす ば しこ く進 むこ とがで きないの で、
えも のを つ かま えら れな くな りま す 。昔 、ネコ がイエ ネズミ た
いじの主 役だったころ 、「ネコの ひげを切るとねず みをとらな
くな る。」 と言 われていましたが 、実は、とら なくなるのでは
なく、とれなくなるのです。
ネ コは 、よ く顔 をあ らう よう なし ぐさ を します。 毛づく ろい
と いう こと もあ るで しょ うが 、あ れ は、 主と して、触 毛につ い
た ちり をは らう た めだ と言 われ てい ます 。 ネコは、 自分の ひげ
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のち りを はら って 、大 切な 触 毛の 感度 を落 とさな いように して
いるのです。
（令和２年度版

要約文（例）
ネ コ の ひ げ は 触 毛と い い 、 感じ る 力 がす る ど く、 何 か に ちょ
っ とさ わっ ただ け で、 すぐ に感 じる こと が できるよ うな生 え方
にな って いる 。ど んな けも の にも ある が、 人間にだ けはな い。
ネコ は、 触毛 を 使っ て、 通れ るか どう か を決めた り、地 面を
さぐったりしながら進んでいる。触毛は、前足にもある。
ネ コが よ く顔 を洗 うよ うな しぐ さを する のは 、触毛 の感度を
落とさないようにするためである。

