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「食う男」

飯野文彦

ぼくは生き ている。ほかのみんなは 死んだが、ぼくだけは生き ている。なぜぼくだけ
が生きているか。それ はかんたんだ。みんなが死 んだのは、食べるものがな くなったか

らだ。ぼ くだけ食べるものがあった からだ。
ぼくは、子供の頃か ら馬鹿だと皆に言われてい た。馬鹿だから馬鹿にもさ れし、いじ

わるも された。中でもいちばん多 かったのが、変なものを食 べさせられたことだ。
「おい、あやひこ 。これ食べてみろよ」

そう いうのは、たいてい、あき ら君だ。あきら君は、ぼく をいじめるのが何より好 き
なのだ。

い やだなあと思いながらも見 ると、ゴキブリだった。だ からぼくは笑いながら、
「これ、ゴキブ リだろ。食べられないよ」
と言った。

なぜ笑いなが ら言ったかというと、もし もぼくが怒ったりしたら 、あきら君は、
「生意気だ、逆らった」
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とみんなを誘って、ぼくを 殴ったり蹴ったりする。 ぜったいにそうするとわか ってい

たからだ。
「何言ってんの、おまえ 。知らないの。これゴキブ リに似てるけど、いま流 行ってんだ

ぜ」
あきら君がそういうと 、ほかの子供たちも、同じ ように言った。
「テレビ でコマーシャルしてるだろ 。見なかったのか？」
「うまいんだぞ、こ れ」

そんな ことを言われると、ぼくの 気持ちはだんだんゆるんで きてしまう。そうしてほ
んとうにそうだと 思ってしまう。

「ち っ、せっかくやろうっての に、人の厚意を無にしやが って」
「やめよ、やめよ 」

そ んな風に言われると、何て ぼくは悪いことをしたんだ 。そう思う気持ちと、そん な
においしいなら 食べてみたい、という気持 ちがぱっと爆発してしま う。
「やっぱり食べさせて」
気がついたら 、ぼくは言っていた。
「何だよ、今頃」
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「ごめん。うっかりしたん だ。うん、テレビでやって たよね。うん、見た見た 。一度食
べてみたいと 思ってたんだ。お願いだ から」
「そんなに言うなら、し かたがないな」

ぼくはそれ を受け取り、食べた。ガ リガリと音を立てて噛むと 、中から苦い汁がしみ
出して、顔が歪んでし まう。
それを見 て、あきら君たちは大笑 いした。
「こいつ、ゴキブリ 食べやがった」

「きた ねえ。ゴキブリ喰いやがっ た」
そこでやっぱり、 悪戯されたんだとわかり、 吐き出す。気持ち悪くなっ て、ゲロまで

出て しまう。それを見てみんな 、笑う。
だがぼくは怒ら ない。怒るよりも、かなし くて涙が出る。するとさら にみんな笑うの

で 、ますます悲しくなる。で も、いつまでも泣いている わけにはいかない。そんな こと
をしたら、あき ら君たちが怒り出すからだ 。
「てめえ。先生や親にチク んじゃねえぞ」

「もし言った ら、ぶっ殺すからな」
そう怒鳴られると悲しい よりも 、恐い 。あわてて涙を拭って 、へらへら と笑いながら 、
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「わかってるよ。誰にも言 うもんか」
と言う。み んなは安心した様子で、
「ばかをからかうとおも しれえや」

と笑いなが ら去っていくのだった。
ゴキブリは美味しくな い。でも食べられる。蛇や カエルのほうが美味しい 。だから見

つけたら つかまえ 、食べた 。土団子は美味しいと は言えないけれど 、土の種類に よって 、
ずいぶんと食べやす かったり、まずかったする ものだ。

ほかに も新聞紙、雑誌、ちり紙、 コンクリートの欠片、煙草 、マッチ、画鋲やガラス
なんかも食べさせ られた。これらはやっぱり ダメだ。食べ物じゃないん だから。

あの 頃は、ひどい悪戯をするな あと思っていたけれど、考 えてみれば、そのおかげ で
ほくだけがこうし て生き残れた。

戦 争が起きたんだと思う。す ごい爆弾が、あっちこちに 落ちて、父ちゃん母ちゃん と
もいつの間にか はぐれて、一人になってい た。
ぼくは山にこもった。何人 かの人とあったけれど、い つしかそれらの人とも別れ て、

一人になって いた。運が良かったんだと 思う。一人になっても、何 でも食べられるよう
に鍛えられていたから。
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しかし、実はすべてが毒だ ったんだ。山の中で偶然 出会った、おじいさんが教 えてく

れた。そのと きぼくは木の皮や土を食 べていたんだ。それを見た おじいさんが言った。
「そんなものを食べると 死ぬぞ」

「どうして ですか？」
「すべてが毒で汚染さ れている。この世界にある すべては敵の蒔いた毒で汚 染されてい
るんだ」
「ぼく、元気ですよ 」

「まだ 量が少ないからだ。このま ま食べつづけたら、おかし くなるからやめろ」
「それなら何を食 べるんですか？」

訊ね たらおじいさんは、自分が すみかにしていた場所に連 れて行ってくれた。地下 に
掘ったシェルター というところだった。おじ いさんは金持ちで、戦争 が起こる前に、そ

れ をつくっておいた。
しかし戦争がと つぜんだったので、そこに 入れたのはおじいさんだ けで、ほかの家族
はダメだった。

「食料も缶詰 以外は危険だから、食べな いでいるが、まだまだある 。水も充分にある」
おじいさんとは長いあい だいっしょに暮らした。十 年以上だと思う。おじいさ んはぼ
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くにいろいろなことを教え てくれた。こうして文章が 書けるようになったのも 、おじい

さんのおかげ だ。
おじいさんはある日突然 死んだ。ぼくはまったく知 らなかったんだけど、蓄 えておい

た食料や水 がついになくなったのだ 。それを悲観したおじいさ んは、首をつった。
〈あやひこ。私はもう 生きていく望みを失った。 先にいってるよ〉

悲しかっ た。父ちゃん母ちゃんと 離ればなれになったときよ りも悲しかった。
一人になったぼくは シェルターを出て、山を下 りた。そうして町に出たけ れど、誰も

いない 。人はもちろん、犬も猫も 鼠も蛇もカエルもいない。 ゴキブリはいた。何を食 べ
ているのか知らな いけれど、たくさんいた。

前に も書いたけれど 、ゴキブリはまず い 。で も生きるために食べた 。ところが ある日 、
ゴキブリがいなく なった。ぼくが食べ過ぎた せいだろうか。ぼくの近 くにいると食べら

れ ると覚えて、それで逃げた のか。
ゴキブリが消え る前に、長い間、冷たい雨 が降ったから、それに原 因があるのかもし
れない。そうだ、ぼくのせ いじゃない。雨のせいだと 信じた。ゴキブリにまで嫌 われた

とは、いくら 嫌われ者のぼくでも思いた くはない。
雨が止んだ後は、すべて がまずくなった。きっとあ の雨は、ゴキブリだけでは なく、
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すべてダメにしてしまった のだ。まずいだけではなく 、何を食べても吐いてし まう。

ぼくも困っ た。しかし……ほんとうの ことを書こう。嘘をついて も仕方がない。どう
せ誰も読まないんだから 。と、書いたところでしば らくぼくは笑った。
昔、ぼくを いじめた一人の口調で、 頭に浮かんだからだ。
「あやひこさあ、誰も 読まないと知ってて、なぜ 書くわけ？」

ほんとだ 。そんなことは馬鹿なぼ くにだってわかる。どうし て書くんだろう？
考えた。わかったこ と、ほかにすることがない から。それに……これも誰 かに聞かれ

たら、 馬鹿にされるだろうけれど 、どうせぼくは馬鹿だから いいやと思って書く。
どこかに誰かが生 きていて、いつかぼくの書 いたこの文章を見つけてく れるんじゃな

いか 。誰かが生きていて、ぼく が死んだ後にここに来たと き、この文章を読んだら、
「へえ、馬鹿でも 長生きしたヤツがいるんだ なあ」

と 思ってくれたら、うれしい と思う。
いや、それもち がうか。なぜなら、これを 読んだ人は、よけいぼく のことを馬鹿にす
るだろう。

「なんて、野 郎だ。そんなことをしてま で生きていたくなんかねえ よ」
そう言うかもしれない。
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「いやいや、馬鹿でもこれ だけ生きられるのは、すご い」

そう言って くれる人も、いるかもしれ ない。
「いや、これは真っ赤な 嘘だ。そんなものを飲み食 いできたとしても、それ だけで生き

ていられる わけがない」
そう言う人もいるだろ う。ぼくもこの意見には賛 成だ。ぼくだって、そう 思った。だ

からそう しなかった。
ところがついにそれ しかなくなった。そうする しかなかった。喉が渇いた し、ひもじ

かった 。それでもぼくも人間だか ら、それだけはやめようと 抵抗した。しかし……。
正直に書きます。 ぼくは子供の頃に、それら を飲み食いしたことがある 。前に書いた

よう に悪戯された。
あきら君にだ。 一度や二度ではない。それ らを飲み食いさせられた悪 戯が、ほかの何

よ りもいちばん多かった。
もちろんいやだ った。けれども、何度か続 けていくうちに、いやで はなくなった。い
やでなくなったどころか 、正直に書 きますと誓ったので 、書きます 。好き になったのだ 。

もちろんあき ら君をはじめ、誰にもいわ なかったけれど、どちらも 美味しい。ものすご
く美味しい。
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母ちゃんの作った料理と同 じくらい美味しいと思っ た。母ちゃんの作った料理 を食べ

ているぼくが 出したものだから、美味 しいのもとうぜんかと思っ た。
それは馬鹿な考えだ。人 間は、自分が出したおしっ こやうんちなんか食べた りはしな

い。食べな いから、悪戯して無理や り食べさせるのだ。食べる と、あまりにぼくが馬鹿
だとわかるから、おも しろがるのだ。

でも、何 度も書くけれど、正直に 書くと、ぼくはどんな飲み 物よりも、おしっこが美
味しい。どんな食べ 物よりも、うんちが美味し い。ああ、書いてしまった 。だからぼく

は馬鹿 なんだろう。
ほかに何もなかっ たから、仕方なくそうした と書けば、かわいそうにと 同情してくれ

る人 もいるだろう。ダメだ。ぼ くには嘘は書けない。ぼく はしょうべんとうんちが大 好
きだ。

つ いにほかに何も食べられな くなって、本格的にという のも変な話だが、ショウベ ン
とうんちだけで 暮らすようになった。以前 より元気になった。活動 的になった。身体も
痩せるどころか、太った。 だからどんどんおしっこも うんちも出て、ますます元 気にな

った。
馬鹿だと思われるだろう けれど、ほんとうのことを 書いて、すっきりした。こ れから
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いつまで生きられるかわか らないけれど、これからも ぼくはしょうべんを飲み 、うんち

を食べて生き ていくつもりだ。それし か生きる道はないし、それ しか楽しみはないのだ
から。
七十歳の誕 生日に、いのあやひこ。
◇ ◇

私は特殊 ガラスにさえぎられた向 こうの部屋にいる男を見た 。
我々が保護した、唯 一の人類の生き残りである 。そして彼が書いたのが、 今私が読み

終えた 文章である。
いのあやひこ 、それが男 の名前らしい 。いのあやひこは 、何を与 えても飲み食いせず 、

文章 にあるように、自分の排泄 物を食している。年老いて はいるけれど、小太りの体 型
をしている。医師 によると、どこにも悪いと ころはなく、あと二十年 はまちがいなく生

き るだろうとのことだ。
科学者は言う。
「完全なまでのリサイクル 。究極の生物として、研究 の余地があります」

私も同意する 。いのあやひこのようにな れれば 、我々の星で深刻 化している食糧問題 、
老化問題を解決する糸口を 見いだせるかもしれない 。だがしかし……。それま でして、
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生きていく価値があるのだ ろうか。価値以前に、生物 としてのプライドがゆる さない。

私は扉を開 けて、いのあやひこのいる 部屋に入った。扉をあける なり、凄まじい悪臭
にあわてて、特殊マスク をつけた。

「おい、食 事は終わったのか」
仰向けに寝ているいの あやひこに声をかけた。い のあやひこはあくびをし ながら身体

を起こし て 、あ ぐらをかいた 。ぽりぽりとはげ上 がった頭を掻きながら 、私を見 つめて 、
馬鹿にしたように笑 った。

全身の 血液が、瞬間に沸騰したか のようだった。地球人など という下等な種族の、そ
の中でももっとも 下劣な男に、屈辱的な表情 をされ、我慢できなかった 。

「き さまなど、生きている価値 などない」
拳をにぎりしめ 、足を踏み出すと、いのあ やひこはおびえるどころか 、声を上げて笑
っ た。
「きゃははは。 怒ってる怒ってる。ざまあ みろ、ざまあみろ」
「なんだと」

「そんなお面つ けても 、おま えが誰かわかってるぞ 。おまえは 、あきら君だ 。そうだろ 。
当たったんだろ。へん、も うぼくは昔のようにやら れてるばかりの馬鹿じゃな いんだか
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らな」

「ほざくな。 あきら君などという者は 、とうの昔に死んでいる」
「嘘だよ。嘘をついても 、わかる。あきら君だ。お まえは、あきら君なんだ よーだ」

カッとなっ た私は、感情に流され、 特殊マスクを外していた。 投げ捨て、顔を見せ、
「これでも私が、あき ら君――」

と怒鳴り つけた刹那、私の顔を異 物が直撃する。まともに目 と鼻に入り、たまらずし
ゃがみこむ。
「どう だ、あきら君。おもいしっ たか」
いのあやひこが私 に襲いかかってきた。
「ど け。私は別人だ」
「嘘だ。だまされ ないぞ。長いあいだの恨み 。思い知れ」

い のあやひこは私にしがみつ き、私の顔を舐めた。自分 の排泄物を味わい、さらに 、
「うんちもおい しいけど、おじいさんが死 んだ後、食べたら、もっ とおいしかった。あ
きら君はどうかな？ いじ わるだから、まずいかな？ 」

鼻をかみちぎ られ、悲鳴を上げると、い のあやひこは、笑いなが ら叫んだ。
「うまいよ。ははは、あき ら君、意地悪だけど、と ってもうまいや。どうやら うんちと
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か意地悪とか変なもののほ うが、おいしいのかもしれ ないね」
しがみつい たいのあやひこは、夢中で 私を喰らう。

（了 ）

