
マルチ肉食 

1 

「マルチ肉食（１）」（２０２２年１０月０４日） 

人間の肉食のために供される動物はそれを目的にして育てられたものだけにして、食用のために生ま

れ育った以外の動物肉は食べないものだというノルマが現代社会に存在しているのだろうか？いや決し

て全世界を覆っているということでなく、一部のひとびとの間でそれが信奉されているのではないかという

ことだ。たとえば犬や猫の肉を人間は食べないものだという自己規制についてのことをわたしは言ってい

る。 

人間は雑食であり、植物性食材も動物性食材も食べるものだというのが公式定義ではなかったろうか。

ところがどうだろう、植物性食物は安全性の許す限り多岐にわたって食べている一方、動物性食物はそう

とう選択的に習慣性に服従して限定的に食べているだけにされているのではあるまいか。 

もしそうであるなら、人間は雑食や混色をしていると言いながらも、肉とそれ以外のものとの間に見られ

る内容の貧富の激しさをわれわれはどう考えればよいのだろうか？地球上の生態系云々の話は、牛・ヤ

ギ・鶏などの実例が示す通り、人間はその問題を乗り越える力を持っていることが証明されているのでは

なかったろうか。 

 

日本人も昔は産卵鶏を家で飼うところが少なくなかった。産んだ卵は食卓に載り、その雌鶏は家族のペ

ットにもなった。年経て産卵能力が衰えたころ、子供たちのペットだった雌鶏は絞められ、解体されて、一

家団欒の夕食の鍋に入った。 

それは子供たちが動物の解剖学を学ぶ貴重な機会を提供した。子供心に悲しみが湧かなかったわけ

では決してなかっただろうが、生きるということが何なのかを味わうひとつの教えにそれがなったようにも

思われるのである。 

 

使役用の動物が年老いて十分に力を発揮できなくなるとインドネシアでは、自然死を待つことなく、屠殺
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され解体されて食用肉にされる。水田を鋤く農耕用の水牛が年老いれば、その運命が待ち構えている。 

ジャワ島西北部のバンテン地方でひとびとの暮らしに密着しているのは、牛でなくて水牛だ。エドゥアー

ル・ダウス・デッカーがムルタトゥリの筆名で著した世界史上に残る名作『マックス・ハフェラアル』の中のエ

ピソード「サイジャとアディンダ」にも、バンテン社会にとって水牛がいかに普通の存在だったかが物語られ

ている。「サイジャとアディンダ」の物語はこちらで参照いただけます。 

http://indojoho.ciao.jp/archives/library05.html 

 

ところがバンテン人に「どうして牛でなくて水牛が・・？」と尋ねても、満足できる回答がどこからも得られ

ない。現実に水牛を扱っている牧畜者や所有者、あるいは食肉の売買を行っているひとたちからも、先祖

代々水牛を扱っているためといった程度の答えしか返ってこない。バンテン人の中には牛肉よりも水牛肉

を好むひとが実際にいて、特にプアサやルバランのような祝祭のための料理として、水牛肉がなければ祝

祭にならないとまで言うひとがいるのだから、非バンテン人から見ると病膏肓に入る雰囲気を感じることに

なるにちがいあるまい。 

というのも、非バンテン人にとっての共通認識が、水牛というのは水田耕作の力仕事のために使役され

る動物であり、それが年老いて力仕事の役に立たなくなるとその肉が人間の食用にされるのだから、食用

に育てられたまだ若い牛の肉よりも筋張って硬く、食物としての品質は牛に劣っているというものになって

いるためだ。わたしもインドネシア新参者の時代に先達から、水牛肉は低品質だという話を聞かされたこと

がある。 

ところがバンテンの知識人たちはその認識に対して、古い時代の実態をいつまでも修正しないまま持ち

続けているにすぎない一種の伝説神話であり、時代は既に変化しているのだと反論する。年老いたため

に解体された肉がないわけではないものの、バンテンでも水田の用地転換が激しい勢いで進展したため、

耕作地の減少が使役用水牛の需要を大幅に減少させた。その結果、老齢まで使役される水牛が減ったと

いう事実がある。パサルで売られている水牛肉の中に若い肉もたっぷりと混じっているのだそうだ。[ 続

く ] 
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「マルチ肉食（２）」（２０２２年１０月０５日） 

たとえば中部ジャワ州 Kudus には、牛肉を食べないという不文律があった。話はマジャパヒッ王国末期

のジャワのイスラム化が進展していた１６世紀前半にさかのぼる。 

ジャワのイスラム化に多大な貢献をした９人のひとびとがワリソ~ゴWali Sangaとして奉られている。その

中のひとり、スナンクドゥスはクドゥス地方一帯をイスラム化するために働いた。ヒンドゥ＝ブッダ文化の色

濃いクドゥス地方のイスラム化に際してスナンクドゥスは、ヒンドゥ＝ブッダ社会をイスラム社会に変えるた

めには対立姿勢を取らず、宥和的共存的な姿勢で民衆の心をつかんでいくのが良いと考えた。 

早々とイスラム化した一部の先進的な民衆に対してスナンクドゥスは、イスラムに近寄ろうとしない他の

民衆に対して敵対や強制をしないように教え、無用な刺激を与えないで説得に努め、またイスラム社会の

生き方を身をもってかれらに示すのがイスラム社会をこの地に打ち立てるために重要なことなのだと諭し

た。 

牛を神聖視するヒンドゥ＝ブッダ社会に配慮してムスリムも牛肉を食べないようにし、その代わりに水牛

を食べることに決めた。それが伝統となって、クドゥス地方のひとびとはもっぱら水牛肉を食べてきたので

ある。そのために、クドゥス地方の伝統料理レシピは牛肉でなく水牛肉が使われ、ひとびとはおのずと口と

舌に慣れ親しんだ水牛肉を求める心的傾向を抱えることになった。 

牛肉がタブーにされたわけでは決してない。ムスリムがクドゥスのヒンドゥ＝ブッダ社会に強制をかけな

いことを原則にしたというのに、ムスリムの間で強制をしていては何をしていることやら分からない。それ

が宥和のシンボルであるという意味付けがなされたことで、ひとびとは宥和という善の価値を実践すること

を自主的に誇りを持って行うようになったと説明されている。 

スナンクドゥスはモスクを建てたが、モスクに不可欠のミナレットのデザインを中部ジャワで見慣れたチ

ャンディに似せて作らせた。これもヒンドゥ＝ブッダ社会に対する宥和精神の表れだろう。ちなみにインドネ

シア語ムナラmenaraはムラユ語源であり、アラブ語のmanaraが直接摂りこまれたものだ。英語のminaret

はフランス人がトルコ語 minare から得た minaret をそのまま摂りこんだものらしい。その綴りをフランス語
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で発音するとトルコ語に近くなるのだろうか。 

 

クドゥスのひとびとは水牛肉をサテあるいは pindang や soto といった汁料理にして食べる。その三種類

の料理で水牛肉の大半が消費されているそうだ。水牛のピンダンは東ジャワのラウォンに似たもので、ク

クイ・赤白バワン・トラシ・クルワッ・塩・ココナツミルクでブンブが作られる。ソトクドゥスという名称はソトア

ヤムで有名だが、水牛肉のソトも２０００年ごろから作られるようになった。この新趣向も地元民の人気を

得ている。 

水牛肉のピンダンを食べるときにムリンジョの木の葉を加えてやると、香りが添えられるとともに舌に爽

快感が湧きおこるという話だ。ピンダンクルバウを作り売りしているワルンの中に、それで人気を集めてい

る店もある。 

 

バンテン地方で、水牛肉の食品として有名なのが dendeng だ。デンデンは薄くそいだ肉から筋や脂を除

去し、ブンブをまぶして乾燥させたもので、たいていそれを油で揚げて飯のおかずにする。バンテンのデン

デンクルバウにはヤシ砂糖・ナンキョウ・ショウガ・タマリンド・白砂糖・塩で作ったブンブが使われる。 

昔バンテンではどの家庭でもデンデンクルバウが日常の食事に欠かせないものになっていたというの

に、食の現代化のおかげでおかずが多彩なものになったことから、今では生産者も減り、売っている場所

も少なくなってしまった。ところが数少ないながらも、デンデンクルバウを探しにパサルにやって来る消費

者がいるのだ。 

セラン県のパサルチルアスにはデンデンを売っている店が一カ所しかない。そこは生産者から委託販

売を引き受けて置いているだけで、一日の売り上げは１キロ前後しかないが、それでも毎日１キロくらいを

買いに客が来るのである。[ 続く ] 
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「マルチ肉食（３）」（２０２２年１０月０６日） 

デンデンクルバウ愛好者はむしろ、生産者のところへ直接買いに行く。生産者はみんな昔ながらの家内

工業で、乾燥作業は天日干しだから雨季の生産量はがた減りになる。太陽がカッと照り付ければ乾燥プ

ロセスは一日で終わるが、曇りがちだとそうはいかない。二日かけたり三日かけたりして、やっと適切な乾

燥具合になる。 

生産者の多くは自分で食事ワルンを開いていて、生産品の消費がそこで確保できるから、生産の余力

を注文の量に合わせていれば在庫リスクは最小にできる。まあ製品自体が長期在庫を可能にするものだ

から、事業リスクは元々小さいと言えるかもしれない。 

水牛肉のラウォンを商っている食事ワルンの店主は、昔はデンデンクルバウが良く売れたものの、昨今

はほとんど売れなくなったために取り扱いをやめてしまったと語っている。セラン県の生産者のひとりは、３

０キロ生産したデンデンを三日がかりで販売していると語る。その生産者の常連客で食事ワルンを持って

いるひとは、自分の店で一日に３キロを消費するそうだ。 

 

パンデグラン県へ行くと、パンデグラン郡やメネス郡にまだ生産者が残っている。メネスの食肉加工業

者はバソ生産者に水牛肉が売れるので、事業は比較的安定しているようだ。パンデグラン県のデンデンク

ルバウ生産の発展は、鉄道建設がもたらしたものだった。パンデグラン県ラブハンとルバッ県ランカスビト

ゥン間を鉄道が走っていたころ、乗客はたいていナシウドゥッとデンデンクルバウを携えて汽車に乗った。

乗降客の多い駅では、デンデンクルバウの需要がたいそう高まった。その時代、パンデグラン郡カドマス

村が代表的な生産地のひとつになり、ランカスビトゥンから乗った客、ラブハンから乗った客がカドマス駅

でよくデンデンを買った。ところがその路線の鉄道運行が停止されたとき、パンデグランやメネスのデンデ

ンクルバウ生産者にクライシスが訪れたのだった。 

 

今では、デンデンクルバウの需要が顕著に高まるシーズンはラマダン月やルバランになっている。昔か
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らの伝統がその食習慣を思い出させるのだろう。ブカプアサに、あるいはサウルに、昔から食べられてき

たデンデンクルバウがないとその雰囲気にならないのかもしれない。その派のひとびとはラマダンやルバ

ランにデンデンクルバウが手に入らないと悲しくて涙を流すと物語るひともいる。 

また、メッカ巡礼にもデンデンクルバウは必需品だそうで、バンテン人が巡礼に旅立つとき、そのトラン

クには必ずデンデンクルバウが収まっているという話だ。 

 

バンテン地方では昔から、水牛の持ち主が水牛を世話人に預けて飼育させる習慣があった。ところが、

持ち主と世話人の間に報酬の授受がないのだ。もちろん、持ち主と世話人が主従関係にあるわけでもな

い。ならば世話人のメリットは何なのか？かれのメリットは、飼育委託された水牛が産んだ子供を自分の

所有物にできる点にある。このシステムはバンテンで maro と呼ばれている。 

セラン県クドゥンチンデ村の住民サルワニさんは先祖代々、委託された水牛の飼育を家業にしてきた。

かれが預かっている水牛は５頭いて、毎日牧草地へその５頭を連れて行って夕方帰宅するのが仕事にな

っている。 

水田を耕す季節になると、水田所有者や耕作者は水牛の所有者や世話人から水牛を借りて鋤く。借り

賃は無料だ。どうしてそのような習慣が作られたのかよく分からないのだが、たとえ無料であっても、単な

る借り得になることはありえない。収穫の後、その謝礼が貸主のところに届けられるのが不文律になって

いる。 

もちろん、賃貸トラクター商売もある。トラクターをレンタルすれば一日いくらの費用が出ていくし、また燃

料費も借手の負担になる。しかし収穫がそのために減ることはない。バンテンの農民はそのようなオプショ

ンが選択できる社会に住んでいると言うことができるだろう。 

水田所有者や耕作者が水田を耕すとき、水牛を使って自分で作業すれば、出費をゼロにできるという

のがこの社会システムのメリットのようだ。しかし無料で水牛を借りられても、他人を使って田鋤き作業をさ

せればそうはいかなくなるのだが。[ 続く ] 
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「マルチ肉食（４）」（２０２２年１０月０７日） 

家畜の所有者が世話人に家畜を委ねて飼育させるシステムはスンバ島でも行われており、預けた家畜

に子供が生まれると世話人の所有物になるというバンテンのマロ制度に似たような hotu 制度も営まれて

いる。 

スンバ島では所有者が世話人に毎月コメ・砂糖・灯油を現物支給している。そしてスンバのホトゥ制度で

は、生まれた子供が５頭になるとそのうちの１頭が世話人のものになるのだ。スンバ島には馬・牛・水牛が

バンテンよりはるかにたくさんいて、世話人が預かる家畜の数も桁違いだから、５頭くらいの子供は続々と

生まれてくるようだ。スンバ島のカウボーイ社会の概略はこちらでどうぞ。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-68KudaNusantara.pdf 

 

ある土地で、人間生活に深く関わったり自然の摂理によってありふれた存在になっている動物は、そこ

の地元民のための食肉になって当然だったように思われる。他の土地では何らかの理由で一般的な食肉

とされていないものであっても、そこの土地の地元民には普通の食材になった。だから他の土地の人間が

そこの地元民の食習慣を異様で異常なものと見なすのは、自己中心主義的偏見ではあるまいか。そんな

狭い視野で世界を見ていては、国際理解や世界平和などから遠ざかる一方だろう。 

たとえばカザフスタンでは、太古から馬は人間になくてならない乗り物になっていたから、そこの地元民

は昔から馬肉を食べてきた。今でもそれはたいして変わっていない。かれらにとって、牛肉は貴重品なの

だそうだ。カザフスタンは馬肉の輸出振興に努めているものの、輸入してくれる国の少ないのが悩みの種

と嘆いている。 

カザフスタンまで行かなくても、インドネシアの中に馬肉が普通食になっている土地がある。それは南ス

ラウェシ州 Jeneponto 県。スラウェシ島内どころか、全国的にも馬の飼育頭数が最大の土地だ。馬を買い

たい人間は全ヌサンタラからジネポントの馬市に集まって来るのが常識になっている。 
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ジネポント県民は馬肉を好んで食用にしており、祝祭に馬肉がないと祝いにならない。大層な金持ちは

別にして、一般庶民が毎日馬肉食をしているというわけでは決してないのだが、毎日馬肉の使われている

料理を食べようとすればできないことでもない、という雰囲気だ。もちろん馬の飼育は食肉用が目的ではな

く、他の用途に使えなくなった馬が食べられているというのが実態だろう。その点はカザフスタンとて違い

はあるまい。 

 

しかし一般のインドネシア人にとって馬肉食は過激料理に該当するようで、どこの国でも習慣が自己の

思考パターンを決めてしまい、選択される価値が三つ子の魂のまま墓に入る人間であふれているようだ。 

そんなことから、「馬肉食を行う民族はかれらだ」という記事がイ＿ア語インターネットに登場し、フラン

ス・中国・カザフスタン・インドネシア・ドイツ・ベルギー・日本・スイス・スコットランドの９か国がその栄誉を

授けられた。日本が世界有数の馬肉食国だと言われて驚いた読者はいらっしゃるだろうか？日本の外か

ら日本を見ると、中にいる時には見えないものが見えてくるというのは真理であるにちがいあるまい。 

フランス人がその筆頭にいたのを見て、わたしはひとつのエピソードを思い出した。第一次大戦前のフ

ランスで、ドイツが騎馬兵団を機甲化部隊にするためにタンクを開発しているという機密情報を得たフラン

ス軍上層部が今後の方針について議論した。馬を愛する将軍のひとりは機甲化部隊構想に大反対して、

馬の良さを数え上げた。燃料がなければ戦車は動けないなどといったいくつかの比較の最後に述べられ

たものがなんと、「馬は食える」というメリットだったのである。[ 続く ] 

 

 



マルチ肉食 

9 

「マルチ肉食（５）」（２０２２年１０月１０日） 

どこの民族にも過激食を愛好する人間はいるようで、自分の地元で食べられていない動物肉を食べる

ことにかれらは魅力を感じるようだ。だからもしもその種の人間がカザフスタンやジネポントへ行けば、大

喜びで毎回馬肉入り料理を食べるかもしれない。コブラ肉・オオトカゲ肉・コウモリ肉・ネズミ肉・スッポン

肉・犬肉・猫肉・サル肉・・、果てはカンガルーからワニ・ライオンに至るまで、きっとその種のひとびとにとっ

ては垂涎ものになることだろう。 

社会がそれらを平常食と位置付けている土地では、また意味合いが違ってくる。言葉が示している通り、

平常食を過激食と思って食べる人間はいない。犬や猫は現代社会のどこにでもいるものだが、犬肉を社

会が平常食として食べている国は韓国・中国・ナイジェリア・スイス・ベトナムくらいだそうだ。だがインドネ

シアでも、犬肉を平常食として食べている種族がある。肉なら何でも食うミナハサ人は別格として、有名な

北スマトラのバタッ人・タパヌリ人、えっと驚くジャワのソロやジョグジャ人などが挙げられる。だったらインド

ネシア人は犬肉を食っているじゃないか。どうして上のリストに名前が出て来ないのか？するとスンダ人や

バンテン人が顔を出して言う。「わたしはインドネシア人だ。われわれは犬肉を食べない」。こうして、犬肉

を平常食として食べている国のリストにインドネシアは入らなくなったのだろう。インドネシアの犬肉食種族

さえもが、自信と誇りを持って「犬は食える」と言わなくなった。言わないが、やめたわけではない。「犬と言

うから他種族の連中が変な目で見る。隠語を使おうぜ。」 

マナドやミナハサへ行くと犬肉はエルウェーと呼ばれる。RW とは rintek wuuk の頭字語で、意味は繊細

な毛ということらしい。バタッ人は B1 が犬肉を示す暗号だ。犬を意味するバタッ語 biang に由来している。

ソロやヨグヤカルタでは、犬肉のサテを sate jamu と呼ぶ。サテ肉で出し汁を取ったスープの tongseng の

中で、犬肉を使ったものはセンスと呼ばれる。ジャワ語の犬は asu であり、tongSENG aSU を短縮すると

sengsuになるのだ。 

 

犬を屠殺して食うのはやめろと世界中を指導している西洋文明も、食い物がなくなれば犬を食ってきた。
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世界の警察と呼ばれる米国でも、西部開拓史の中で犬が食われたし、南北戦争のとき、食材が枯渇した

地方では馬が食われ、ラバが食われ、そのあとに犬が食われたという話だ。 

各地各人種が何らかの理由で犬肉食をタブーにしたようだ。長い人類の歴史において犬は多分に非常

食だったから、食用として生まれ育てられたものでない、という心理反応が現状の形を取るようになった可

能性がそこから感じられるように思えないこともない。 

猫に至ってはなおさらそうだろう。世界各地で猫は近代ごろまで人間に食われていた。もちろんインドネ

シアにも、今でも猫肉を平常食にしている種族があるという情報がネット内に書かれている。世界的に見

るなら、人間の健康に貢献するものという見方につきまとわれて、平常食でなくて保健食の意味合いが強

い食材になっていたように見える。それがそのまま現在まで継続されている国もあれば、猫を食うのはや

めろと諭されて非文明的な行為を粛清するという善行を果たした野蛮国もある。それがかれらにとっての

文明化のひとつだったにちがいあるまい。 

 

ところがマルチ肉食文化の典型であるミナハサへ行けば、猫肉も依然として人間の口に入れられてい

るのである。北スラウェシ州ミナハサ県トモホンのパサルは食用に飼育された動物でない動物肉が普段

から供給されている市場として有名だ。コウモリ・犬・バビルサ・アノア・野ネズミ・クロザル・・・ 

パサルで売られている肉は豚・猪・犬がメインを占め、コウモリと野ネズミがその後を追っている。牛肉も

もちろんあるが、他の肉類の迫力には及ばない。ヤギの姿はほとんど目につかない。[ 続く ] 
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「マルチ肉食（６）」（２０２２年１０月１１日） 

ミナハサ人がマルチ肉食をするのは、森林が与える恵みを享受してきた原始人精神の名残だろうか。

珍しい動物の肉を食うのは過激食志向の精神に通じている気配を感じるし、祝祭を祝うときにその祝祭が

特別なものになるという効果を狙う意向も感じられる。 

肉自体が美味いかどうかはきっと別問題だろう。人間の口を辣味で燃やしてやれば美味いまずいとは

無関係に何でも食べられるのだから、食材の珍しさだけが意識の中心に置かれる結果になって、珍肉の

価値が大幅に高まるにちがいあるまい。ミナハサ人の辣味極道はどうもそんな辺りに関係を持っているの

ではないかとわたしは勘繰りをするのである。 

辣ければ辣いほど食べ物は美味しいとかれらが言うのも、珍肉との関わりの面からそれを見るなら、そ

の合理性が納得できるようにわたしには思われるのだ。 

 

人間は自らを他の動物たちよりも上に位置付けて、地球上の支配者だと見なしている。その根拠のひと

つとして挙げられるものが多分、他のあらゆる動物種に対する生殺与奪の力ではあるまいか。現実に人

間は動物種のいくつかを絶滅させてきたそうだ。 

他者に対する究極の支配が「殺す」であり、殺されることによって相手は永遠の服従者となる。死者は

自由な意志を持つこともしなければ、反逆もしない。それらは生きている時にしかできないことなのだ。人

類の歴史が殺戮で埋め尽くされてきたのは、支配されることに対する拒否が有力な動機になっていたから

ではないだろうか。その面から見るなら、かつての人類がいかに他者を支配するというオブセッションに強

く深く取りつかれていたかが見えてくるだろう。いや、三つ子の魂はミレニアムをも突破するのだ。 

だから他者に対する究極的支配が「殺す」であり、「殺すぞ」が支配するための威嚇の言葉に使われた。

その言葉は「我に平伏せよ」と他人に命じることを意味していたから、命じられた者は平伏するか殺される

かしかなかったわけだ。 
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殺す力が人間でなくて自然界に向けられた時、殺された動物の肉を食うことが行われたのは自然なこと

だったように思われる。飢餓対策は言うに及ばない重要なことがらだが、それだけでなくて自分が支配し

た相手の肉を食らうことは、自分が支配者の立場にあることを勝者の誉れとして自らに印象付ける場にな

ったのではあるまいか。 

スマトラのある種族は、自分が倒した敵（人間）の肉を食って、その強敵の力をわが身に取り込もうとし

た。それは自分が勝者になったことを確認する機会でもあったはずだ。食われる者は敗者であり、自分は

勝ったから食う方にまわったのだ。自分より下位にある動物の肉を食って、人間はそれらの動物よりも上

位にあるのだという確認を古代人が行っていた可能性は否定できないのではあるまいか。 

だから肉を食う行為が上位者支配者を示すものという意識が脳細胞の片隅に刻み込まれていたとして

も不思議はあるまい。ヌサンタラでもっとも肉食糧の多いミナンカバウ人がわたしに示したエピソードがあ

る。あるときミナンカバウを訪れたわたしは、ミナンカバウ人とレストランでテーブルを囲んだ。テーブル上

に所狭しと置かれている皿の大半が肉や魚の料理であり、野菜料理は微々たる数しかなかった。肉よりも

野菜を好んだわたしは、野菜の方を多量に皿に置いて食べていた。するとミナンカバウ人が肉をもっと食

べるように勧めたので、わたしは肉よりも野菜をたくさん食べる方を好むと返事した。「そりゃまるで家畜の

ような・・・」というコメントをそのときわたしは耳にしたのだ。 

わたしはそのときかれらが持っている、動物界での王者・支配者としての人間という価値観と、肉食が

王者・支配者という地位にある人間の証明というか確認というか、かれらの文化を構成している人間観が

きっとそのようなものなのだろうという解釈をした。 

野菜ばかり食う家畜並みの人間は地上の王者の地位を保てないと言われたような気がしたことを記憶

している。支配＋殺す＋肉食というわたしの三題噺はうまくつながっただろうか？[ 続く ] 
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「マルチ肉食（７）」（２０２２年１０月１２日） 

日本語の「殺す」が使われている一連の複合動詞、刺し殺す・撃ち殺す・斬り殺す・憑り殺す・縊り殺す、

などの中に「食い殺す」という不思議な言葉があるのを読者の皆さんはきっとご存知だろう。 

「殺す」が使われている複合動詞は一見して、すべてが殺し方、殺す方法や手段を分類しているように

見える。「褒め殺す」にしたところで、褒め上げる手段で対象者を半殺し状態にすることを意味しているの

だから、「殺す」の前に付けられている動詞は「食い」を含めて方法や手段を示すものと解釈できるように

思われる。 

このロジックに従えば、「食い殺す」が意図している意味は「食うことによって生きている者を殺す」「食う

方法で相手を殺す」「相手を食いながら殺す」を語っているのではあるまいか。わたしがその言葉から感得

する語感はそう告げている。 

 

ところがオーセンティックな定評を持つ辞書の「食い殺す」の項にはこの語の意味が「食いついて殺す」

「噛んで殺す」という語義で記されている。「噛んで殺す」には「噛み殺す」という別の語彙があるから、「食

い殺す」と「噛み殺す」が同義であると辞書編纂者はおっしゃっているようだが、われわれが脳裏に描き出

すイメージはその二つの間で明らかに違っている。 

「食いついて殺す」ならピラニアのような集団が生きている者の身体にむしゃぶりついて、その肉を食い

ながら殺していくイメージに導かれる。一対一で対決する殺し合いの場合に、食いつく動作によって相手を

殺すに至るのは生易しいことではあるまい。 

わたしは広辞苑に書かれたそんな語義に、「食い殺す」という言葉に対して辞書編纂者が抱いた大いな

る当惑を感じ取るのである。「食い殺す」が読者に与えるイメージはけっしてそんな語義と一致するもので

はない。われわれは獰猛な熊や鮫が、あるいは肉食恐竜が獲物を生きたまま食うありさまをまぶたの裏

に見ているのだ。 
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しかしこの言葉の構成を見るなら、「食い」という行為を殺す目的に使うことがあり得るのだろうかという

疑問が浮かんでくる。獰猛な熊や鮫、あるいは肉食恐竜が獲物を生きたまま食うのは果たして、「殺す」の

を目的にして行っていることなのだろうか？ 

かれらカーニヴォア（肉食動物）は飢餓を避け食欲を満たす本能に動かされて「食う」のであり、食うこと

自体がその目的になっていたのではないだろうか。だから「殺す」はかれら自身が意図していない、単なる

結果として付帯的に出現する現象でしかないのではあるまいか？言い方を換えるなら、「食い」という行為

は本当はそれ自体が目的なのであって、「食い」という行為と「殺す」という目的は現実世界において両立

しないように感じられる。 

多分この観点が辞書編纂者に当惑をもたらしたのではないかという可能性をわたしはおぼろげながら

妄想するのである。他の「殺す」複合動詞が方法・手段と目的のセットになっているのに反して「食い殺す」

は現象的な因果関係を示しているだけという点に大きい違いが見られるのだ。だからその観点から見るな

ら、動物界にあるのは「食う」が目的であり、強いて言うなら「その結果相手が死ぬ」のであって、意志的語

感を持つ「殺す」の使い方は場違いであると批判されても仕方あるまい。 

一方の人間界ではどうかと言うと、こちらも人間の実相として、殺したい相手を食う手段で殺すという話

にはついぞお目にかからない。殺しておいて被害者の人肉を食った話には事欠かないが、生きている人

間を食いながら殺していくほど悠長な人間は、もはや人間の資格を持たないのかもしれない。東洋のある

国では人間が魚介類を生きたまま食っている。しかしその場合ですら、「殺す」は単なる付帯的現象として

しか起こらないから、「食い殺す」という語感からの乖離は避けられない。[ 続く ] 
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「マルチ肉食（終）」（２０２２年１０月１３日） 

生物界で「食う」と「殺す」は相互に関連性を持たない別々の行動であり、人間や他のカーニヴォアもそ

れらを分離して行動するのが普通であって、それをひとつにインテグレートして「食う」と「殺す」を同時に満

たそう、あるいは「食う」を「殺す」の方法・手段にしようとする者がどれほどの確率で存在し得るかというこ

とを考えるなら、期待値は限りなく低まるようにわたしには思われるのである。 

ごくたまに常軌を逸した者が出現しないとも限らないにせよ、平常論から言うなら、「食い殺す」という表

現は上の分析から、きわめてリアリティのない現実性に欠けた表現であるように思われる。 

 

とはいえ、支配に関する三題噺の要素をふたつも組込んだこの表現はシンボリックな用途に使いみち

があるかもしれない。いや、あったとしてもシンボリックな使い方しかないという言い方の方が適切だろう。 

現実性を持たないことの証明は、たとえば他人を威嚇するとき、「食い殺すぞ！」と「殺すぞ！」ではドス

の効き方が大違いになる点を見れば分かる。「食い殺すぞ！」だと相手が噴き出すのがオチだろう。なぜ

なら、人間は現実にそんな行為を行わないことをみんなが本能的に知っているからだ。上で分析した通り、

あり得ない話になるのである。 

ただの観念的な恐怖感は空中浮遊しているだけのものだから、現実世界の中では地に足の付いている

現実的な恐怖感にはたき落されてしまう。地に足の着いていないものはパワーを持てない。パワーのない

ものが何かを動かそうとしても、できるはずがないだろう。観念論者の弱点はそこにある。頭の良い観念

論者が激増するような教育システムを作った人類の未来は果たしてどうなっていくのだろうか・・・ 

 

「食い殺す」はどう見ても不思議な表現であり、より現実的な表現としては多分「食われて死ぬ」の方が

ずっと正確な言葉の使い方だろうという気がする。しかしながら、「死ぬ」が多少の恐怖心を引き起こす要

素を持っているにせよ、「殺す」がかき立てる畏怖恐怖と肩を並べられるほどではない。「殺す」が持つイン
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パクトはすさまじいものがある。何しろ他者支配のための黄金の剣なのだ。 

「食い殺す」が日本語の中でどうして熟語として確立したのかという疑問を解きほぐしてみたとき、「食わ

れて死ぬ」の同義語として「食い殺される」が見つかった。「死ぬ」よりも「殺される」の方が多量の恐怖感を

振りまいているではないか。 

古代日本人が抱いた恐怖感の中に、人間がカーニヴォア型の怪物に生きながら食われて死んでいくイ

メージがあったのではあるまいか。そのイメージはたいていの人間に戦慄を誘うものだったはずだ。つまり

「食い殺す」の被害者になる恐怖だ。恐怖感は受身形の中に出現したのである。こうして「食い殺される」

は地に足のついた現実的な言葉として日本語の中に確立された。 

 

日本語の中で受身形と能動形の形式転換は頻繁に、且つ容易で安易に行われる。「食い殺す」は形式

をいじくる中で出てきたものであり、生活の中でこの言葉が実感を持って使われることはそう頻繁に起こら

なかったのではあるまいか。なぜなら、「食い殺される」の加害者について物語るとき以外に、現実に起こ

るできごとという実感を持って「食い殺す」を使えるケースがどれほどあったことか。比喩表現であれば話

は違うが、比喩表現というのは空中浮遊する性質を濃く持っているから、やはり地に足のついたものには

なりにくいだろう。 

受身形が実用性を持ち、能動形は空中浮遊するばかり、というこの不思議な言葉も、近代以降に日本

語のシステム化が進められたとき、標準表現形式として定められた能動形の終止形という形に合わせざ

るを得なくなった。その原則に合わせて辞書を作れば、空中浮遊する言葉の語義探しに困惑して当然だろ

う。この言葉だけは辞書の中で受身形の語彙として採録してほしいものだ。[ 完 ] 


