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「ミドリ（ガ ）
（ノ）ドクハク」

わたくし、 クロロ、と申します。
気がつけば――気がつ いたときにはもう生きてお りました。

黒葉雅人

わたくし の体の一番外側は、いろ んな形に変化変形する不定 形な膜でできておりまし
て、その膜の中を満 たしているのは透明な粘液 でございました。

その粘 液の中で、タンパクの粒と ともに、わたくし自身の本 質でありますところの細
長い体を環状型に ゆるく丸めたまま、ゆらゆ ら、ゆらゆらと漂わせてお りました。

わた くしが生きるのに必要なエ ネルギーを得るためのエサ は、光と二酸化炭素、こ の
二つさえあれば充 分。他にはなにも要りませ ん。それだけで満足。わ たくしはなんの不

満 を感じることもなく、また 特になにするでもなく、長 いあいだ、ただ漂いつつ、 生き
ておりました。

ところが、あ るとき、水も取り込むとも っと元気になることに気 がつきました。
水を得て元気になるとわ たくしの体内でおこる消化 吸収の度合いや新陳代謝も 活発に
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なり、ますます力が満ちて いくこととなりました。

光と二酸化 炭素と水。
この三つが、わたくし〈 クロロフィル〉――クロロ のお気に入りとなりまし た。

この頃、わたくしのま わりには、先の三つを食し たわたくしの――失礼― ―排泄する

気体、酸 素をエサとして利用して、 わたくしなどよりももっと 行動的に活動するものも
現われてきました。 しかしわたくしは、気にも しませんでした。いえむし ろ、そのもの

の存在 の出現に喜んでさえおりま した。
その酸 素吸い―― 〈ミトコン ドリア 〉
、ミト コンは、わ たくしから 酸素を得る 代わり

に、 わたくしのエサとなる二酸 化炭素を出してくれるから です。互いの排出物である 酸
素と二酸化炭素を 供給し合うことがお互いの 生命維持活動に大いに役 立ちましたので、
む しろ双方の繁栄を願うあい だがらになったのです。
だからある約束 を交わしました。
――これからも お互い
友好的にやっ ていきましょう――と。
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わたくしやミトコン以外に も、膜体内、粘液の中で 漂い浮かぶ細長い体を環状 に丸め

た体が、わた くしやミトコンのように 丸裸ではないものがおりま した。
大膜の中にあるもう一つ の小さな膜の中に丸々すっ ぽりとそのものの本質を 梱包され

てしまって いるものたち――〈シン カク〉もちらほら見かけし ました。ですがわたくし
は、わたくしとはまた 違った形、別の種がいるの だなぁ、としか思いません でした。
あの、凄惨なる事件 が起きました。

二酸化 炭素吸いであるわたくしよ り、よりエネルギー生産効 率の高い酸素吸いである
ミトコンたちに、 先に云いました膜の中に隠 れているシンカクがなんの 予告もなく襲い

かか ったのです。その大きなほ うの膜体内に取り込み出し たのです。
驚いて見ており ますと、すでにシンカクの 大膜内に取り込まれてしま っていながらも

ミ トコンは、シンカクからの さらなる攻撃を警戒して、 シンカクの真似をして、そ れま
でむき出しだっ た細長い環状である自身の 体のまわりに円筒形様の 膜を張ろうとしてお
りました。

無駄でした。
シンカクはミトコンの防 衛膜が完全にできあがる前 に、ミトコンの身体をおの れの体
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内の中で――おお、恐ろし いことに――食い千切り、 八割がたも奪い取ってし まったの

です。シンカ クに食われたミトコンは エネルギー生産体系だけを 残されただけの姿にな
ってしまいました。自己 増殖機能も失ってしまいま した。

つまり襲っ た側のシンカクは、ミト コンのものであった莫大な エネルギー生産能力の
支配権を握っただけで なく、ミトコンの分裂行動 能力までも支配下に置いて しまったの

です。
その一部始終を見て おりましたわたくしクロロ は 、ただただ脅え 、震えて おりました 。
そのときがやって きました。

捕虜 として、エネルギー生産奴 隷として酷使、働かされて いるミトコンの痩せこけ た
姿を体内、大膜内 に取り込んでいるのとはま た別のシンカクが、わた くしに近づいてき

た のです。
どう考えても逃 げられません。足の速さで かないません。あっとい う間にミトコン同
様、襲われ、取り込まれて しまいました。わたくしは ミトコンとおなじようにお のれの

体のまわりに 膜を張って防御――しよう としたのですが、やはりお なじように膜を張り
きらないうちにシンカクの 魔手に侵されてしまった のです。
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――いたい

わたくしの 体に、千切れる痛みが走り ました。
膜張り防御は間に合わな いと悟ったわたくしは、完 全防衛は諦めました。し かしこの

ままミトコ ンのように奴隷にされる のも厭です。エネルギー生 産機能は残されるでしょ
うが、それではミトコ ンとおなじで、一生ただ働 きにされてしまいます。わ たくしがシ

ンカクの 捕虜にならないためには、 なにが必要か、答えを求め ました、
必死に考えるうちに 、答えが出ました。

機動力 です。エネルギーと機動力 、それに思考能力さえあれ ば、逃げ出すことは不可 能
ではありません。 そうと判断したわたくしは 、ミトコンのように残され るであろう二割

の身 体の中――エネルギー生産 機能設計図である細長い環 状の体の中に、機動力機能 設
計図と、わたくし の自我ともいえる思考能力 となる部位を詰め込んで 、折り込んでいき

ま した。
そんな、我が身 を食われながらの延命作業 中、近くにいるシンカク の中に、すでに取
り込まれてしまったミトコ ンの姿が膜越しにうっすら と見えてまいりました。

奪われた八割 の中にあった、存在してい た自意識を失ってしまっ た、ただのエネルギ
ー生産工場、生産ロボット と成り果ててしまった、 義兄弟の哀れな姿を悲しく 眺めまし
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た。
そのあいだ にもわたくしの身体は千切 られていきます。

ようやく襲 撃が終わりました。
さいわい、わたくしと いう自我は残っておりまし た。貧弱になったおのれ の思考能力

と、
どう やら円盤状と化して残され たわたくし自身の身体を 、あらためて見回しました 。
どうやら二割に少し 上乗せしたぶんだけの身体 が残ったことが確認できま した。

ここで 、逃げるのにはまだ足りな いものに気づいてしまいま す。単純に個としての力
ではシンカクにか なうはずもありません。こ のままの状態で飛び出し、 逃げ出したとし

ても 、わたくしだけでは、また すぐに捕まってしまいます 。
必要なのは増殖す る力です。数を増やさない と、わたくしを覆い包み 込んでいるシンカ
ク に対抗、圧倒することなど できはしません。
これからどうす べきか。
わたくしはまた考えました 。

シンカクから 活動エネルギー増産のため の工場設立 、
つまりクロ ロフィル分裂〈指令 〉
がくるたびに、その中に含 まれているはずの増設〈 設計図〉を少しずつかじり 取ってい
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くことにいたしました。
――増える 仲間を増やす
――どんなに長くかかっ ても

おぼろげと はいえ意識というものを 持つわたくし自身が特殊な ものだとそのときはま
だ理解していないまま 、わた くしは 、膜に包まれた粘液の中に 潜む 、地球上唯一の特殊 、

特別なミ ドリの粒として、そのシン カクの中から逃げることを やめました。
そもそも今逃げても 力不足で意味がありません 。ですから、わたくしを取 り込んだシ

ンカク の中に居続けることにした のです。もちろん、ただの 奴隷になり下がる気はあ り
ません。わたくし の置かれている立場を利用 するためにです。

シン カクが持つシンカクの本体 、自我、大膜に包まれた粘 液の中に浮かび漂う小膜 の
中にある細長いも のを、襲うのです。やられ たことをそのままやり返 し、乗っ取り返す

の です。わたくしが持ってい た機能全てを取り返すだけ でなく、シンカクが持つ機 能を
わたくし側から 操れるまでにしてやると企 んだのです。そう、復讐 です。
――ここまで が〈細菌〉時代でした―― 。
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このあと、わたくしクロロ を取り込んだシンカクは どんどん進化していきます 。

ミドリ色で あるわたくしクロロを多分 に含んでいるがために、進 化していくシンカク
の姿もみなミドリ色でし た。

光も二酸化 炭素も水もたっぷりある いい時期――氷河期や隕石 墜落による土煙によっ
て大事な光が遮られる 悪い時期。

それら変 化する条件によって、星 の上で繁茂しては減衰する 、複数無数の個シンカク
が連結連合した形で 進化していったミドリ色の 生きもの。その中に潜み続 けたわたくし

は、厳 しい条件を宿主であるシン カクとともにやりすごし、 生き残り続けました。
ちなみにわたくし を体内に含むシンカクは生 まれた時からその場を離れ ない性質の持

ち主 、
〈静なるシ ンカク〉でした。
それゆえ、弱肉 強食といいますか、食物連 鎖といいますか、動く、移 動する、やはり

個 が連結連合、進化したシン カクにかじられ、食べられ てしまうようになりました 。わ
たしの 仲間が、 静なるシン カクととも に 、
〈 動なるシ ンカク〉の胃 袋の中へと 消えてい
くのです。

このとき、わ たくしは憤りました。
はるか昔に交わした共存 共栄の約束を破棄されたこ とに怒り狂いました。
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仲間であるクロロたちが、 取り込んだミトコンによ って驚異的な機動性を得た 動なる

シンカクに食 べられてしまう。この事 実から、シンカクだけでな くその奴隷に成り果て
たミトコンに対しても恨 みを持つようになりました 。
しかしまだ 手出しはできません。
闘いの準備はできてお りません。

まだまだ 力不足です。
怒りを溜め込みなが ら逆襲の時機をうかがう長 い年月が流れるのをただひ たすら耐え

忍ぶし かありませんでした。
初代のわたくしか ら何度も何度も代変わりし つつしかし復讐の念を持ち つつその代と

して の一生ずっとおなじ静なる シンカクの中にいたとして も、どの場所どの時代にい た
としても、自己増 殖設計図の全てはなかなか 取り戻せず、静なるシン カクの指令による

静 なるシンカクのためのエネ ルギー生産をするだけの奴 隷生活が長々と続きます。
制御できないほ どには絶対に捕虜を増やそ うとしない賢い静なるシ ンカクの指令に従
うしかないわたくしは、細 々と、しかし信念を持って 、ひっそりと生き続けるだ けであ
りました。
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そのときがきました。

裸の種、保 護される種での繁殖、増殖 をする静なるシンカクの体 内に住まう時代をへ
たわたくしは、長い年月 の末に、とうとう自己増殖 設計図の全てを取り返し 、確保し、

本来の自分 を再構築、復元できたの です。
再獲得したものを自身 の体内に再配置しながら、 わたくしは思っておりま した。

遠い過去 の記憶から考えてみて、 ミトコンとおなじような目 に会った、わたくしと同
類、おなじタイプの 二酸化炭素吸いはもう、ほ かにいないと。エネルギー 生産能力はと

もかく 、機動性を持ち、なおかつ 自己判断での増殖ができる 仲間はいないと。おなじ 性
質を持つものは長 い年月のあいだ、わたくし のまわりにだけしか存在し ませんでした。
とい うよりももはや、わたくし だけでした。
だから猛烈に思 いました。

意 志疎通できる仲間が欲しい と。
このときわたく しは 、水も 、静なるシンカ クが持つ根から吸い上げ る栄養分も少ない 、
足りない場所におりまして 、大 変心細い思いをして おりました。

じつは種を保 護するタイプの静なるシン カクにまで進化していた 仇の中で、静なるシ
ンカクの繁殖性にわたくし が生産するエネルギーの 大半を奪われつつも、その ための工
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場建設発注の多さに少なか らずほくそ笑んでいたので したが――不意に起こっ た、近場

での火山大噴 火という想定外の事案に よる高熱に、静なるシンカ クもろともまわりにい
たわたくしの仲間までも が、ほぼ全滅してしまった のです。

なんとか生 き残ったわたくしの同類 もおりました。しかし細菌 レベル状態のものしか
生き残れなかった静な るシンカクの中にいるもの だけに、その同類たちは酷 い火傷とで

もいうべ き怪我を負ったせいか、み な、思考能力を失ってもお りました。
思考できるたった一 つの個となったわたくしは 消滅する予感、脅えを感じ ました。

――滅 びたくない そのためには
わたくしは、おの れに課した課題に夢中にな りました。なにしろほかに やることもあ

りま せん。前にも増して〈増殖 〉に全ての力を注ぎ込みま した。
まずはこれまで わたくしを奴隷然として扱 ってきた静なるシンカクの 核、膜に包まれ

て いるシンカクそのものを攻 撃しました。
細菌レベルにま で退化した静なるシンカク は、知識と経験を合わせ 持っている、噴火
後にも思考能力を持ち続け ていたわたくしから見れば 赤子同然です。

膜の中にいる 静なるシンカク本体である 二重螺旋体を食いあさっ て主従関係を逆転さ
せ、静なるシンカクの持つ 繁殖性を今度は逆に利用 できるようになりました。
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わたくしは君主の座から凋 落した静なるシンカクの 核、体を食らいながら、思 いを馳

せました。遠 い過去の清算、復讐、や られたことをやり返してい るのだと。
そのあとは静なるシンカ クとわたくしの持つ繁殖力 を調整、合わせてやるだ けでござ

いました。
とはいえ、先にも申し 上げました火山の噴火跡で ある不毛の溶岩台地に付 着し、かろ

うじて生 き残っていた細菌という状 態であった静なるシンカク から増殖を始めましたの
で、静なるシンカク の集合体となる〈コケ〉を 根づかせるまでにも相当な 時間がかかり

ました 。
ですがわたくしに 操作、保護された静なるシ ンカクたちの生き延びる力 、生命力は凄

まじ く強いものでありました。
水と光と二酸化 炭素には恵まれておりまし たが、なにしろわたくしの 生息場所は火山

噴 火跡の溶岩台地の上。
通常の静なるシ ンカクの能力ならば、土壌 から得られる栄養分の摂 取が問題となるは
ず。しかしその静なるシン カクの中で静なるシンカク を支配しているわたくしは 、そん

な危機をも乗 り越える方法を、長い年月 のあいだに会得してきたも のです。
たとえば、六五〇〇万年 前ぐらいでしたか。
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大きな地響きの後、空一面 を雲が覆ってしまい、光 が消え、むやみに大きい動 なるシ

ンカクたちが みるみるうちに消えてし まった時代にも耐え抜き、 生き抜いてきた知恵が
あります。

わたくしは わたくし自身の体を、力 強く生き残らせるために、 生存に有利となる力を
発揮できる組み合わせ を持つ円盤状の体へと組み 替えてきたのでございます 。

わたくし 自身の努力以外にも、あ りがたいことにもう一つ、 別の力が助けてくれまし
た。

噴火し た火山一帯の磁鉄鉱を含む 溶岩台地の下には、入り組 んだ火山フロント、トラ
フ、フォッサマグ ナなどがその星全体で見て も類がないほど奇跡的に集 中しておりまし

た。
地殻変動、地磁 気や地電流の乱れ、地下水 の異常は長い目で見ればそ れこそひんぱん

に ありました。
そのたびに発生 する高出力の電磁波と磁気 は、わたくしにも大きな 影響を与えており
ます。これら電磁波や磁気 がわたくしの変異を促して くれました。わたくしの円 盤状体

内にある二重 螺旋の梯子部分の組み替え を後押ししてくれていたの です。
こうして溶岩台地の上で 生き抜いてきた静なるシン カクが持つ生命力――の源 である
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わたくしは、他の場所で生 息するわたくしの同類とは 明らかに性質の違う力を 身につけ

ていくように なりました。
他の普通に存在する静な るシンカクよりも、光と二 酸化炭素と水からエネル ギーを獲

得できる回 路が単体あたりで何十何 百何千も多いわたくし―― を含む静なるシンカクへ
の変貌です。微量な素 材から莫大なエネルギーを 取り出せる生命体となった のです。

溶岩台地 の上に棲息する静なるシ ンカクの中にいるわたくし クロロは、あまりにも特
別な二酸化炭素吸い となったのです。

無 数とい えるエ ネルギ ー生産 回路を 持つわ たくし を身中 にして いる静 なるシ ンカク
が、万・億・兆・ 京、以上の単位で集合した 複合体ともなりますと、そ の相互が持つ回

路を 互いにつなぎ、組み合わせ て、さらに複雑な回路を作 っていきます。
結果、溶岩台地 の上に棲息しているわたく しクロロから派生し、繁殖 し、増殖したミ

ド リ色の一大連合は、単なる エネルギー高効率生産回路 を作るだけでなく、動なる シン
カクが持ってい る脳神経に似た高度な思考 回路、思考ネットワーク を誕生、発生させて
もおりました。

その思考と思 想の一番深いところにある ものは、この星の上で誕 生する生物に共通な
のでしょうか、根源的な本 能でした。
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――産めよ

増えよ

満ち よ――です。

今現在のわたくしは溶岩 台地の上に我が身を薄く延 ばして、静なるシンカク の一大集
合体である 〈森〉を下から支えてい ます。
一つの図式を思い浮か べてください。

大きな、 大きな、緑色の蛍光を放 つ一枚絨毯であるわたくし クロロの上に一つの森が
丸々乗っているとこ ろを。

なかな かに大きな群体、という身 の上ですからその身の丈に 合った栄養価の高いエサ
が必要なことはわ たく自身、充分 承知して おります。

昔か らの光、二酸化炭素、水か ら得られるエネルギーだけ では正直、今のわたくし の
生命維持には少し ばかりもの足りません。

で すからここ最近のわたくし は高エネルギーであるエサ 、動なるシンカクをときお り
食させていただ いております。
どのようにかといいますと 。

森の下に敷か れている絨毯であるわたく しが移動すれば上に乗っ ている森も移動しま
す。
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たとえば、左右に張り出し た枝を交互に振ってバラ ンスをとって移動する樹、 地をな

めるように這 い動くコケにシダ。
このように、わたくしの 意思で模様替えする森がエ サを狩るときのワナです 。

真っ直ぐ進 んでいるつもりでも知ら ぬうちに右へ左へと蛇行さ せられる動なるシンカ
クは、いずれ疲れ果て 、歩みをやめ、その場に倒 れることになります。

加えて樹 々の枝から生えるミドリ の葉で空を覆い隠し、下の ミドリ地形の凹凸の配置
もころころと変えて しまえば、いくら動いても 動いても、動なるシンカク は、わたくし

の管理 する森から出ることができ ません。やがて倒れるか、 眠ってしまいます――そ こ
を。

こん なやりかたでときおり狩ら せていただいております。
ああ。申し遅れ ましたがわたくしクロロの 操ります森は、Ｆ山麓北西 方面のＡ樹海、
で ございます。

（了 ）

