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田中宏輔 

 

 

 

本年度上梓予定の翻訳詩集収録作の改訳 

 

 

 

 

シェリル・デュメニル 

 

 

選ばれたのよ 

 

 

埃と枯れ葉が、サッカー競技場を横切って吹きすさぶ、 

信号灯の光が、競技場のポールに跳ね返り、 

強い風が、突然、涼しく感じられる。 

窓ガラスを上げて、物干し綱から掛け布団をぐいっと引っ張り抜くように 

やや乱暴に、公園のなかに車を乗り入れ、ドライブウェイを素早く走らせる。 

以前にも、それがやってくるのを目にしたことがあった ── 

煙霧がうねりながら丘を越え、あたしたちのほうへと這うようにしてやってくるのを。 

網戸はぴったりと縁まで付けられていて、 

そこには、ベッドの上で身体を丸めて、あたしを待っている彼女の姿があった。 



彼女が六歳だったとき、彼女の両親が、 

世界は、こんなふうにして終わるだろうよと話した ── 

いかめしいケダモノが空いっぱいにその翼をひろげて舞うと、 

雷が窓ガラスをガタガタ言わせるだろうと。 

彼女の父親は毛布を集め、瓶詰めの水を蓄え 

自分のベッドの下に缶詰の豆を蓄えておいた。 

彼は、彼女のランチボックスのなかに聖クリストファーのメダルを隠して 

彼女を学校にやるときには、 

彼女の首のまわりに肩 衣

スカプラリオ

の擦り切れた撚り糸を掛けさせたのだった。 

彼は彼女に言った。 

「世界の終りがくると、そいつが閃光のようにして現われるだろう。 

おまえは窓から離れなきゃいかん。 

ただ選ばれた者だけが救われるだろうよ。」と。 

あたしは掛け布団を床の上に落とす。 

そして、彼女のそばに身を横たえ、 

彼女の襟元から彼女の髪の毛をさっとなで上げ、 

その汗で湿った首筋にキッスする。 

雷が一閃した。 

さいしょの真っ白に輝く稲光だった。 

あたしは、彼女のシャツの下に手をすべらせ 

そして、彼女の身体を抱きしめる。 

そうよ、あたしたちは、選ばれたのよ、救われたのよ。 

 

 

 

 

 

 

ロバート・ハンバガー 

 

 

抱擁 

 

 



クリスチャンたちがマーケットで歌っている、 

主を誉め讃えて、自分たちの幸福で舗道をいっぱいにしながら。 

そいつらが主の名を唱えて祈っていると、 

そいつら全員のニコニコとした笑いが、空気をピリピリさせるんだ。 

おれは、一本の正義の剣のように、そいつらのなかを突き抜ける、 

まるで、あんたの言葉が、おれの口のなかでまだ唱えられているみたいだよ、 

あたかも、あんたの優しさを相伴ったあんたの激しい怒りを、おれが懐かしんでるみ

たいにさ。 

もしも、あんたがここにいてくれたら、 

おれたちは、おれたちが何年もむかしにしたことができるのに。 

あのとき、おれたちは、歌ってるクリスチャン連中の真ん中に立って、 

お互いにしっかり抱きしめ合ったんだよな、誇り高い女王たちのようにさ。 

あんたは、連中の大騒ぎのなかで、おれにキッスしてさ、 

ちょっとのあいだだけど、あんたは、おれの肩に、あんたの頭をのっけてさ、 

ただ抱きしめ合うってことだけで、そいつらの波は砕け散ってしまってさ。 

さあ、おれを抱きしめてくれよ。声が小さくて聞こえないよ。もっと大きな声で歌っ

てくれよ。 

 

 

 

 

 

 

 

理系の詩学 連載 第一回目 

 

 

序文 

 

 

 わたしだけのことかもしれない。あるいは、わたしだけのことではないかもしれな

い。自分が書いたものを、ある程度の時間を置いて眺めたときに、その書いたものの

意味が、書かれたものの意味だけではなくて、書かれたものが意味するところのもの、

それを、意義というか、役割というか、そういったものにまで目をとどかせることが

できるようになり、また、そこからようやく見えるようになったと思われる範囲のも

のだけではなく、その周辺事項のことまでわかる、あるいは、わかるのではないかと

いう予感のもとに、書いておきたい、書かなければならない、と思わせられるような



ものが出てくるというのは。   

 

「理系の詩学」で、わたしの詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ

替え詩。３×２×１」を振り返ることにしたのは、そういった経緯があるわけだが、

そのきっかけは、いくつかあって、思い出せるかぎり、主要なものを時間的経緯にし

たがって書くと、まず、わたしの詩集『The Wasteless Land.VI』をウェブ上の日記や

雑誌の書評欄で取り上げてくださる際に、ほとんどの方が、「順列 並べ替え詩。３×

２×１」を引用してくださったことがあげられる。まっさきに取り上げてくださった

のは、谷内修三氏で、「詩はどこにあるか」というタイトルのウェブ上 http:/

/blog.goo.ne.jp/shokeimoji2005/e/013253893b4f80d7cf51d2e4e5f8975c の

読書日記においてであった。そこで、谷内修三氏は、つぎの３つの連を引用

してくださった。 

 

 

 

どこの馬の骨。 

馬の骨のどこ。 

骨のどこの馬。 

どこの骨の馬。 

馬のどこの骨。 

骨の馬のどこ。 

 

右の耳の全裸。 

耳の全裸の右。 

全裸の右の耳。 

右の全裸の耳。 

耳の右の全裸。 

全裸の耳の右。  

 

両頬のマクベスの渦巻き。 

マクベスの渦巻きの両頬。 

渦巻きの両頬のマクベス。 

両頬の渦巻きのマクベス。 

マクベスの両頬の渦巻き。 

渦巻きのマクベスの両頬。 

 



 

 

この「順列 並べ替え詩。３×２×１」という作品は、自分では、実験的すぎて、

おもしろく思ってくださる方があまりいらっしゃらないのではないかという危惧を、

わたしは抱いていたので、あらかじめ予想していた以上に多くの方に、おもしろく思

っていただけて、意外なことに思えたのであった。つぎに、湊 圭史氏が、わたしの詩

集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」をウェ

ブ・サイトの「詩客」の「俳句時評・第24回」 http://shiika.sakura.ne.jp/ji

hyo/jihyo_haiku/2011-10-21-3271.html で取り上げてくださった際に、試みに、

「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」をつくられたのだが、それを目にしたわたし

には、要素を４つにしたそれが、あまりおもしろいものではないということに気がつ

き、そのおもしろくなくさせている原因が、要素を４つにしたためではないかと思わ

れたからである。というのも、そこからすぐに、わたしがつくった、要素が３つのも

のからなる「順列 並べ替え詩。３×２×１」の構造のほうが、よりすぐれたフォル

ムであり、よりすぐれたテンプレートであり、よりすぐれたマトリックスであるよう

に思われたからである。ちなみに、湊 圭史氏が引用してくださったのは、筆者の「順

列 並べ替え詩。３×２×１」の冒頭に置いた５つの連だった。 

 

 

 

映画館の小鳥の絶望。 

小鳥の絶壁の映画館。 

絶壁の映画館の小鳥。 

映画館の絶壁の小鳥。 

小鳥の映画館の絶壁。 

絶壁の小鳥の映画館。 

 

球体の感情の呼吸。 

感情の呼吸の球体。 

呼吸の球体の感情。 

球体の呼吸の感情。 

感情の球体の呼吸。 

呼吸の感情の球体。 

 

現在の未来の過去。 

未来の過去の現在。 



過去の現在の未来。 

現在の過去の未来。 

未来の現在の過去。 

過去の未来の現在。 

 

実質の実体の事実。 

実体の事実の実質。 

事実の実質の実体。 

実質の事実の実体。 

実体の実質の事実。 

事実の実体の実質。 

 

彼の彼女のハンバーグ。 

彼女のハンバーグの彼。 

ハンバーグの彼の彼女。 

彼のハンバーグの彼女。 

彼女の彼のハンバーグ。 

ハンバーグの彼女の彼。 

 

 

 

この序文は、本文をほとんどすべて書き上げたあとに書いているのだが、年末近く

の１２月２０日になって、いまさらながら、現代詩手帖の１２月号『現代詩年鑑２０

１２』を買ってきて、わたしの詩集について、どなたが、どういったことを書いてく

ださっているのかを確認していたのだけれど、すると、田中庸介氏が、つぎのような

言葉を、「今年度の収穫」のアンケート欄に書いてくださっていて、そういえば、この

言葉にうながされて、「３重メタファー」のことを、より強く意識したのかもしれない

なと思われたのであった。田中庸介氏は、「この詩集のポイントは、数字の「三」であ

る。作者は長年の二項対立のオブセッションから解放され、三つのものの循環を手に

したことで、全速力なのに北園克衛を思わせる静謐さへと至っている。」と書かれたあ

と、筆者の「順列 並べ替え詩。３×２×１」から、 

 

 

 

孤独の小鳥の集団。 

小鳥の集団の孤独。 



集団の孤独の小鳥。 

孤独の集団の小鳥。 

小鳥の孤独の集団。 

集団の小鳥の孤独。 

 

 

 

を引用してくださっていたのだが、もしかすると、この田中庸介氏の言葉が、もっと

もつよく筆者のこころの目を、「３重メタファー」に向かわせたのかもしれない。詳細

は、いまとなってはわからないが、ふと、そんなふうにも思われたのである。しかし、

これもまた、「意識」と「無意識」のはざまで起こったことなのであろうが、あとから

の考えでわかることと、わからないことの境界は、すごく曖昧なのである。じっさい、

筆者は、「ＡのＢのＣ」のフォルムが、たとえば、「公園の桜の文字。」とい

う詩句が、「公園にある桜の花びらでつくられた文字。」、「公園にある桜

という文字。」、「公園である桜である文字。」といった意味を通して、「公

園＝桜＝文字」となる「３重のメタファー」であったと、２０１１年１１月

３０日のツイットに書きこんでいたのであり、田中庸介氏の文章をはじめて

読んだのは、現代詩手帖の１２月号『現代詩年鑑２０１２』が書店の棚に並

んだ、２０１１年１２月４日以降のことだったのだから、「３重メタファー」

という言葉は、田中庸介氏の文章以前に、谷内修三氏や、湊 圭史氏の評を目

にしたあとであったので、きっかけは、さいしょのお二人の評だったのであって、

田中庸介氏の言葉は、「理系の詩学」を書いている途中で、「３重メタファー」の概念

に、筆者のこころの目を向けさせる潜在的な力となっていたという感じだろうか。お

そらく、そうであると思われるのだが、この３つの事柄のほかには、いまは思いつか

ない。ほかには思い出せない。もしかすると、ほかに、より潜在的な、影響をもたら

した事柄があるのかもしれないが。そういえば、「３重メタタファー」なる言葉は使っ

てはいないのだが、「ＡのＢのＣ」というフォルムが、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」という意味を形

成することや、「Ａ」と「Ｂ」と「Ｃ」の３つの要素を３×２×１の順列で６通りに

並べ替えて、６つの詩句をつくり出すという手法を詩に書いたのは、この「理系の詩

学」の第一回目の原稿の本文のなかにも書いておいたが、５年から１０年ほどもまえ

のことである。その時点で、「３重メタファー」の概念に気づいていたのであるが、そ

のときはまだ、「３重メタファー」といった言葉を発明したわけではなかったし、はっ

きりとその概念を意識したわけでもなかったと、そう思われるのだが、これ以上、詳

しくは思い起こすことが、いまはできない。なにかまた、違ったことが思い出せれば、

それは、「理系の詩学」の第二回目以降の原稿に書き加えたいと思っている。 



 

 そうして、こういったさまざまな事柄が、それ以前に、こころのなかで思っていた、

「順列 並べ替え詩。３×２×１」に対する自負のようなもの、それが、ものすごい

価値をもつものであると、少なくとも、わたしの詩作の歴史においては、相当、価値

をもつものであるという自負心といったものに影響して、この「理系の詩学」におい

て、わたしに、「順列 並べ替え詩。３×２×１」の構造と、要素の分析をさせるこ

とになったと思われるのである。この「理系の詩学」は、おそらく、これからさき、

何年ものあいだに渡って、わたしの詩のメルク・マール、つまり、指標といったよう

なものになるだろうと思われる。わたしは、この「理系の詩学」の第一回目の原稿を

書いているときに、「３重メタファー」なる語彙を発明したが、それは、この原稿を書

き出してすぐのことであった。ところで、自負といえば、ミラン・クンデラのつぎの

言葉が思い出される。引用してみよう。ただし、一つの留保をつけ加えて。クンデラ

の言葉を、この「理系の詩学」の第一回目の序文のエピグラフとする。わたしの留保

にも着目していただきたい。おそらく、わたしだけではなく、わたし以外の多くの詩

人にとっても、あてはまることであろうから。では、まず、クンデラの言葉からごら

んいただこう。「詩人の自負というものは、そんじょそこいらの平凡な自負ではありま

せん。ただ詩人自身だけが、自分の書くものの価値を知っているのです。他の者たち

は、詩人よりはるかに遅くなって詩人を理解するか、あるいは詩人をぜんぜん理解し

ないかの、どちらかなのです。だからこそ、詩人には自負心をもつ義務がある。詩人

に自負がなければ、彼は、みずからの作品を裏切っているも同然ではないですか」（ミ

ラン・クンデラ『笑いと忘却の書』第五部、西永良成訳）。さて、クンデラさん。詩人

を理解するのは、つねに、その詩人だけなのでしょうか。いいえ、ときには、他の詩

人のほうがずっとよくその詩人の作品について知っているということがあるのですよ。

しかもまた、しばしば、詩人自身が自分の書いたものについてほとんどなにも知らな

いということもあるのです。わたしは、自分の作品を、ただおもしろいからという理

由だけで、よく思いつくままに書いてきました。自分が書いているときには、自分の

書いたものが、どういった意味のものかということは、ふだんあまり考えませんし、

書いたあとも、ほとんど考えたことがありません。しかし、たまに振り返って考えて

みることがあるのです。そして、そのときに、それまで言葉にしてはっきり認識した

ことがなかったことをはじめて言葉にして認識したために、それまで見えていなかっ

たことが見えてくるということがあったのです。こうして、自分にとっては、たいへ

ん重要なことであるといったものに、しばしば出くわしてきたのです。この「理系の

詩学」も、その一つであり、おそらくは、その一つ以上のことであるでしょう。つま

り、これまでのわたしの詩学のうえで、重要なもののうちの一つになるものであると

いうことだけではなく、これまでのわたしの詩論のさまざまなものと有機的に結びつ

いたものにもなるであろうということです。願わくば、この「理系の詩学」をごらん



になられる方々にとっても、これがまた、有益で、なおかつ、おこころに触れる、お

もしろく思っていただけるものでありますように。  

 

 

 

 

本文 

 

 

『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」の

なかで使用した言葉から、１０数個の言葉を抽出して、その言葉から、１個、

２個、３個、４個、５個、６個、……、Ｘ個の言葉を並べ替えてみる。ただ

し、そのまえに、まず、どのような言葉とも連関してしまう言葉を除外して

おこうと思う。それは、連関性の強い意味概念同士と、連関性の弱い意味概

念同士を結びつける際において、結合させる意味概念の個数の限界について

考察するときに邪魔になると思われるからである。たとえば、つぎのような

形容辞のものである。「（の）数（の）」、「（の）一篇（の）」、「（の）

現実（の）」、「（の）いっぱい（の）」、「（の）一茎（の）」、「（の）

波状（の）」、「（の）一語（の）」、「（の）顆粒状（の）」といった言

葉である。これらは、ほかのどのような言葉とも結びつき、ほかのどのよう

な言葉同士をも結びつけることができる。たとえ、結びつけられる言葉同士

のあいだに連関性がほとんどないと思われるようなものでも、あるいは、連

関性がまったくないと思われるようなものでも、それらの言葉を結びつけて

しまうのである。このような形容辞を、意味概念の結合個数の限界を見極め

る実験に使うわけにはいかない。とはいっても、ここで、これらの形容辞が、

じっさいどのような言葉とも結びついて強固な意味概念を想起させたり、ど

のような言葉同士でも結びつけて意味概念を想起させたりすることを実証さ

せて見せないことには、この言説以降のわたしの論に現実性がないように思

われる可能性がある。いくつか例をあげてみることにしよう。   

 

 

 

一茎の聖職者の花びら。 

 

正十二角形の波状の手のひら。 



 

朝凪の数の指先。 

 

一篇の水蒸気の注解。 

 

顆粒状の踏み段の鯨。 

 

 

 

実験というものの多くが、さきに結論ありきと、あるいは、こういう結論

ではないかという想定のもとになされるものであることは、仕方がない。と

いうのも、ある程度の想定がなければ、そもそものところ、実験の実行の仕

方も示唆されず、その方針さえも成り立たないからである。しかし、もしも、

ここに書く実例が、わたしの最初の想定に反していた場合には、すぐにそれ

を放棄することにする。再度、同じような試みをすることがあったとしても、

必ず、今回の実験の成果を踏まえたものにするつもりである。ところで、わ

たしの最初の想定とは、つぎのようなものである。「言葉を結合させて意味

概念を想起させる場合、個々の言葉の意味概念のあいだに連関性が（ほとん

ど）ない場合、それらの言葉を結合させて、読み手の頭脳のなかに容易にイ

マージュを生じさせる言葉の個数には限界があって、それは、せいぜい、３

個ほどのものである。個々の言葉の意味概念のあいだに連関性が（ある程度

以上に）ある場合には、読み手の頭脳のなかに容易にイマージュを生じさせ

る言葉の個数には、限界がない。」。詩集『The Wasteless Land.VI』に収録

した「順列 並べ替え詩。３×２×１』に使用した言葉のなかから、１０数

個抽出して、それらを、１個、２個、３個、４個、５個、６個、……、Ｘ個、

組み合わせて、順列・並べ替えをして調べていこうと思う。この際、さきの

形容辞を除外して、連関性の（ほとんど）ないものと、連関性の（ある程度

以上に）あるものとを類別するわけだが、じつは、この類別が、今回の実験

でいちばん困難なことであると推測される。というのも、言葉というものは、

どのように離れているように思われる意味概念のものであっても、ショーペ

ン・ハウアーが『意思と表象としての世界』のなかで具体的な例を示してい

たように、結びつくものであり、そのうえ、結びつけられてはじめて生じる

イマージュもあって、完全に、まったく無関係な言葉というものが、この言

語というもののなかには存在しないような気がするからである。そのことは、

「連関性が（ほとんど）ない」、「連関性が（ある程度以上に）ある」とい

う、丸括弧のなかのことわり書きにおいて反映させておいたのだが、この反



映のなかには、つくり手のみならず、個々の読み手の感受する能力の差も含

みおいているのである。もちろん、つくり手においても、つねに、一定の感

受する能力があるわけではない。しかも、その継時的な変化は、あるいは、

断続的な変化といったものは、意識的な知識の蓄積だけによるものではない。

体験の無意識の堆積もあり、また環境や体調といった外的な要因や、生理的

な要因も考えられる。しかし、そういったものを度外視して、実験の系をシ

ンプルなものにすることをこころがけようと思う。その第一の実践が、容易

に形容辞になるものの除外であった。第二の実践は、これまでに述べたこと

から明らかなように、意味概念のあいだに連関性が（ほとんど）ないものと、

意味概念のあいだに連関性が（ある程度以上に）あるものを類別し、合わせ

て１０数個、選び出してみたい。さきに述べたように、これが、いちばん困

難な作業であろうし、また、いちばん、わたしの今回の実験の要になるもの

であろう。選び出せば、それらを組み合わせ、順列・並べ替えをし、その結

果を分析すればよいだけである。分析・評価・結論という行為がとくに苦手

なわたしには、このさいごの作業も困難なものになるであろうが、今回の実

験による成果は、自分のなかでも納得してみたい事柄に直接的に結びつくも

のであるので、最善をつくして、実行してみたい。 

 

ただ一つの単語。ただ一つの名詞からなるただ一つの詩句。これを、主語

的なもの、目的語的なもの、補語的なものに分類しておく。主語的なものと

は、その語が引き寄せる述部部分を読み手が容易に思い浮かべられるものと

する。目的格的なもの、あるいは、補語的なものとは、その語の主語を容易

に思い浮かべられるものとする。たとえば、「波」という名詞は、「海」や

「川」や、「三角関数」や「波動関数」といった、その語の主格となるであ

ろう言葉を引き寄せたり、その語に関わる、「増幅」や「合成」といった説

明的な言葉を引き寄せたり、「しわ」や「群れ」といった、同格の意味内容

をもつ言葉を引き寄せたりする。 

 

詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×

１」で使用した名詞を、連の順番に適当に取り出してみる。そのあと、この

実験の目的に適う名詞を選び出していくことにする。「映画館」、「呼吸」、

「さようなら」、「聖職者」、「花びら」、「手術」、「注解」、「側頭部」、

「コーヒーカップ」、「注射器」、「海」、「おでき」、「サンドイッチ」。

これらの単語は別個の連で使用したものであり、「の」という言葉で、いま

から結びつける。これら３つの単語を、どのように連結しても、詩集にある

スタンザと一致するものは、一つもない。「映画館」、「呼吸」、「さよう



なら」、「聖職者」、「花びら」、「手術」、「注解」、「側頭部」、「コ

ーヒーカップ」、「注射器」、「海」、「おでき」、「サンドイッチ」。こ

れらの単語が、詩集の一ページの、たとえば、中央に、適当な大きさのポイ

ントで書かれていたとしよう。もちろん、「  」は、なしで、である。タ

イトルは、とくにいまは考えないでおく。仮に、右ページは余白になってい

て、左ページに、これらの単語が、ただ一つ書いてある詩集があるとする。

単語のあとに句点も付け加えておく。それらを詩として感じ取れるだろうか。

わたしならば、詩集に書かれた詩か、その詩句の一行と解するだろう。「映

画館」、「呼吸」、「さようなら」、「聖職者」、「花びら」、「手術」、

「注解」、「側頭部」、「コーヒーカップ」、「注射器」、「海」、「おで

き」、「サンドイッチ」。これらの言葉は、たまたま、わたしが、自分の詩

集に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」の連から取り出して、その

書かれた順番に並べただけのものである。順番を変えると、印象が変わるか

もしれない。どれぐらい印象が変わるのかということは、じっさいに書いて

あるものを目にしなければわからないことであろう。ここで、じっさいに、

これらの１３個の単語を並べ直したものをいくつか書いてみよう。たとえば、

こういう並べ方はどうだろう。 

 

 

 

花びら。 

 

側頭部。 
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海。 

 

注射器。 
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コーヒーカップ。 
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あるいは、こういった並べ方はどうだろう。 
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これは、たとえば、右側１ページに空白を、左側１ページに一つの単語を

配したとしての仮定としての並べ方だが、ついつい、陳腐な意味になること

を避けて並べてしまうようだ。１３単語あるので、順列は、１３×１２×１

１×１０×９×８×７×６×５×４×３×２×１通りあるのだが。部分的には

意味があるように見える。しかし、これは、一つの単語で、一つの詩として、

あるいは、一つのスタンザとして見るようにしないといけないものであった。

とはいうものの、ページのうえで、たとえ、空白の１ページを挟んでいたと

しても、脳髄は、これらを、一つの詩、一つの連続した詩句のように見てし

まうであろう。もちろん、一つの詩として見るのと、一つのスタンザとして

見るのとでは、ぜんぜん意味の受け取り方が違うはずである。しかし、これ

らの単語が、ただ一語ずつ、空白のページを挟んで書かれていたら、やはり、

一つの詩であると、脳髄は見なすであろう。一行一語の１３のスタンザとし

て。  

 

「さようなら」が名詞でないことが、今回の実験に支障をきたすような気が

した。したがって、この言葉を排除することにする。また、先に抽出した名

詞には、関連語が多く含まれていたので、いくつか取り除いて、ほかから持

ち込もうと思う。さいしょの語の選択がきわめて大切なのは明らかなことだ

からである。 

 

しかし、筆者の部屋の本棚を見ても明らかなように、好みの詩人や作家た

ちの著作には、共通するところがある。それは、思考の運びとか、描写の展

開などにも表われているが、もっとも強く表われているのは、語の選択にお

いてであろう。  

 

ところで、この「理系の詩学」は、数学的な手法と分析によって考察して

いこうとするものであるが、そのことは、けっして「偶然」というものを排

除することを意味してはいない。筆者の好きな詩人や作家のものから抽出す



ることを避けるために、小学館の『現代国語例解辞典』から選ぶことにしよ

う。これは、１ページが３段に分かれている。まず、ページを決めよう。ペ

ージは、１００までの素数にしよう。すなわち、２、３、５、７、１１、１

３、１７、１９、２３、２９、３１、３７、４１、４３、４７、５３、５９、

６１、６７、７１、７３、７９、８３、８９、９７。そして、その素数のペ

ージの最上段右上から順にあたり、さいしょの名詞を取ることにしよう。こ

れで、おそらく、筆者の好みの詩人や作家においてよく見受けられる関連語

が排除されるであろう。 

 

潔さもまた、わたしの特質の一つである。詩集『The Wasteless Land.VI』

に収録していた「順列 並べ替え詩。３×２×１」から抽出した言葉をみな

放棄して、あらためて、すべての言葉を小学館の『現代国語例解辞典』のな

かから選び出すことにしたのだが、辞典のどのページから名詞を取り出すか

という問題について再考してみた。というのも、１００までの素数の場合、

辞書のページとページが近接しており、さいしょの音節に同音の言葉がくる

ために、音調にばらつきが見られなくなるように思われたからである。そこ

で、１００までの素数ではなく、円周率の数字を用いることにした。その一

の位からの３０桁の値は、3.141592653589793238462643383279 で、この数字

を使って、名詞を抽出するページを決定しよう。[314][141][415][159][592]

[926][265][653][535][358][589][897][979][793][932][323][238][384][84

6][462][626][264][643][433][338][383][832][327][279]である。３０個の

名詞をこのページから取り出す。また、これらのページから抽出した言葉か

ら、１個、２個、３個、……、Ｘ個取り出して、それらを並べ替えていくつ

もりだが、そのつくったものに、タイトルをつけることにした。「順列 並

べ替え詩。１」、「順列 並べ替え詩。２×１」、「順列 並べ替え詩。３

×２×１」、……、「順列 並べ替え詩。Ｘ×（Ｘ―１）×（Ｘ―２）×…

…×３×２×１」である。また、語と語の連結には、「の」という助詞を用

いることにする。「の上の」とか、「の下の」とか、「の中の」とか、「の

斜めの」とか、いろいろ考えられるが、そういったものもまた、おもしろい

ものだと思われるのだが、もっともシンプルに、「の」だけで連結させるこ

とにする。   

 

また、実験作品「順列 並べ替え詩。１」、「順列 並べ替え詩。２×１」、

「順列 並べ替え詩。３×２×１」、……、「順列 並べ替え詩。Ｘ×（Ｘ

―１）×（Ｘ―２）×……×３×２×１」のレイアウトも、右ページ余白、

左ページ本文というのは廃棄する。並べ替えた詩句で一連とし、連と連のあ



いだに一行の空白を設ける。３１４ページからは「魚肉」、１４１ページか

らは「大紫」、４１５ページからは「勾留」、１５９ページからは「オパー

ル」、５９２ページからは「将校」、９２６ページからは「何某」、２６５

ページからは「義損」、６５３ページからは「筋播き」、５３５ページから

は「湿舌」、３５８ページからは「褻」、５８９ページからは「消化液」、

８９７ページからは「突発」、９７９ページからは「売店」、７９３ページ

からは「千鳥格子」、９３２ページからは「鳴神」、３２３ページからは「近

在」、２３８ページからは「がら空き」、３８４ページからは「減少」、８

４６ページからは「テープ・デッキ」、４６２ページからは「再映」、６２

６ページからは「ジンギスカン鍋」、２６４ページからは「起案」、６４３

ページからは「随身門」、４３３ページからは「鐺」、３３８ページからは

「砕け米」、３８３ページからは「現実み」、８３２ページからは「壺焼き」、

３２７ページからは「金融公庫」、２７９ページからは「気団」が該当した。

以上、３０個の名詞を、円周率の値の数字に対応させたページから取り出し

たのであるが、今回、このような実験をすることがなければ、その意味さえ

知ることもなく一生を終えていたであろうような言葉もあった。また、自分

がふだん読む詩人や作家が好んで使うとは思えない言葉も多くあった。言葉

のばらけ具合からいえば、理想に近いが、あまりにばらばらなので、多少、

たじろぐところもある。しかし、実験というものは、果敢に実行しなければ

意味がないものである。したがって、この３０個の名詞から、まず、１０個

の言葉を選んで、「順列 並べ替え詩。１」をつくろうと思う。  

 

しかしながら、円周率から導き出した３０個の名詞のうち、結びつけると

詩句になるようなものはほとんど見られなかった。ここまで見事に詩句にな

らないのなら、いっそのこと、逆説的に、これらの言葉をすべて使って、機

械的に詩句にしていくことにした。まず、「順列 並べ替え詩。１」から。

一行一連、全３０連。 
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つぎに、「順列 並べ替え詩。２×１」二行一連。全８７０連。 
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機械的に３０個の言葉から２個の言葉を選んで並べ替えていこうとしたが、

つまらないものが多すぎた。機械的にやると、３０×２９＝８７０個の詩行

ができるのだが、読むほうにとっても時間が無駄であろう。筆者がおもしろ

いと思ったものだけを、新たに書き記していく。 
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この二つぐらいしかなかったのである。円周率の数値に対応させた国語辞

典のページから名詞を取り上げたのだが、まことに悲惨な結果であった。し

かし、この２組のスタンザから、「の」という言葉の機能について、おもし

ろいことがわかった。「将校の売店」だと、「将校が経営者の売店」という

意味と、「将校だけが買うことのできる売店」という意味と、「将校を売っ

ている店」という意味が生じ、「売店の将校」だと、「売り物として店先に

並べられた将校」という意味と、「売店のなか（あるいは、そば）にいる将

校」という意味が生じる。目が「将校の売店、売店の将校。」という言葉を

見た瞬間に、脳は、これら５つの（ひとによっては、より多くの）意味を想

起させるのである。ここでは、「将校」が主語的なもの・目的格的なものに

なっている。一方、「消化液の気団、気団の消化液。」だと、細かいニュア



ンスの違いは無視すると、ほとんど、「消化液でできた気団」という、一つ

の意味しか表わさない。「消化液＝気団」であり、補語的なものとしての意

味をのみもつ。このことは、言葉の組み合わせで、どのくらいの数の意味を

生じさせるか、興味深いことを示唆してくれる。また、補語的な意味を生じ

させる「の」の機能は、メタファーそのものについての知見も再考させてく

れる。「ＡのＢ、ＢのＡ。」という詩句が、「Ａ＝Ｂ、Ｂ＝Ａ。」という意

味を生じさせるとき、これがメタファーそのものになっているということで

ある。  

 

詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×

１」を書いた時点では、このようにはっきりと把握していたわけではなかっ

たのだが、いま、まさに、この瞬間に、自分が書いた詩行のパターンが、つ

ぎのようなものだと気がついたのである。「Ａ●Ｂ●Ｃ」の確固としたフォ

ルム。この●には、「＝」、「≠」、「≒」、「＞」、「≧」、「＜」、「≦」

などが入る。「Ａ」と「Ｂ」と「Ｃ」の位置には、６通りの並べ方があり、

それぞれの「●」に上の記号が入るとしたら、このフォルムが表わす最大の

意味概念の総数は、「順列 並べ替え詩。２×１」では、一連につき６×７

＝４２個である。「順列 並べ替え詩。３×２×１」では、一連につき６×

７×７＝２９４個である。（以上は、一つのフォルムが表わすのは、一つの

意味概念だけとして計算した場合のカウント数である。以下、とくに断わら

ない限り、同様にカウントした数字を書き記すことにする。）。自分が書い

ていたときには、「順列 並べ替え詩。３×２×１」に、これほど多くの意

味概念が包含されるものとは思いもしなかった。また、いくつかのものには、

それまでその言葉がもっていなかったと思われる新しい意味が発するきらめ

く光のようなものが感じられたのも、たしかなことであった。それと、円周

率の数値に合わせて取り上げた言葉の組み合わせが貧弱であったことも興味

深い。筆者が慣れ親しんでいた語句だと、美しいものや奇妙なものが、つぎ

つぎと生まれていったのである。このことは、たとえば、大工仕事にたとえ

られるかもしれない。大工仕事のようなものに。用いる材料も言葉なら、そ

れを扱う道具も言葉で、その道具を手にする人間も言葉なのである。それを

見る目も言葉であり、それが立てる音を耳にするのも言葉なのである。出来

上がったものも言葉である。日頃から親しんでいる言葉なら、その言葉に対

する知見も多いはずである。 

 



しかし、円周率の数値に合わせて取り上げた言葉から、「順列 並べ替え

詩。３×２×１」もつくってみよう。できるかぎり、おもしろいものになる

ように組み合わせてみるつもりである。  

 

 

 

売店の将校のジンギスカン鍋。 

将校のジンギスカン鍋の売店。 

ジンギスカン鍋の売店の将校。 

ジンギスカン鍋の将校の売店。 

売店のジンギスカン鍋の将校。 

将校の売店のジンギスカン鍋。 

 

 

 

これは、あまり意味が多くないし、意味のあるものも、それほどおもしろ

くはないものである。せいぜい、「将校＝ジンギスカン鍋」とすることでグ

ロテスクなイメージが生じるぐらいであろう。円周率の値から導き出したも

のからは、ロクなものができなかった。そこから、「順列 並べ替え詩。４

×３×２×１」を一つつくってみてもよいが、おそらく読めたものにはなら

ないであろう。理論上、想起されうる意味概念の最大の個数は、２４×７×

７×７＝８２３２個である。じっさいは、これよりはるかに少ない数だと思

われるが。 

 

 

 

「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」 

 

将校の売店のジンギスカン鍋の気団。 

売店のジンギスカン鍋の気団の将校。 

ジンギスカン鍋の気団の将校の売店。 

気団の将校のジンギスカン鍋の売店。  

 

 

 



２４個も書く必要のないような詩句ばかりなので、ここまでにしておくが、

これはあまり豊かな情景をもたらせるものではないように思われる。言葉の

選択の仕方によるのかもしれないが、脳が一行の詩行を読んで、想起させう

る意味概念の個数にも限界があるのであろう。  

 

ところで、「＝」、「≠」、「≒」、「＞」、「≧」、「＜」、「≦」は、

適当に記号をあてはめたものだが、７個という個数は、オーバーなものだっ

たかもしれない。せいぜい、４個ぐらいだろうか。それにしても、その順列

の総数を考えたら、頭がクラクラする数にはなるだろう。  

 

詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×

１」から、いくつかの連を引用して、記号「＝」、「≠」、「≒」、「＞」、

「≧」、「＜」、「≦」について考察する。もっとも成功した連であると思

われるものの一つである  

 

 

 

桜の文字の公園。 

文字の公園の桜。 

公園の桜の文字。 

桜の公園の文字。 

文字の桜の公園。 

公園の文字の桜。 

 

 

 

において、「桜」は「属性」を、「公園」は「場所」を、「文字」は「状態」

を表わしており、それぞれみな、「の」を付加すると、たやすく形容辞にな

る。そして、より先行する名詞が、その詩句の意味を決定する。たとえば、

この連の第一詩句の「桜の文字の公園。」は、「桜という文字が飾られた公

園。」、あるいは、「桜の花びらで書かれたいろいろな文字が飾ってある公

園。」、あるいは、「桜の花びらで桜と書かれた文字が飾ってある公園。」。

これに、「Ａ●Ｂ●Ｃ」の「●」に相当する記号を当てはめてみると、「桜」

「＞」「文字」「＞」「公園」、あるいは、「桜」「≧」「文字」「≧」「公

園」、あるいは、「桜」「＝」「文字」「＝」「公園」、あるいは、「桜」

「≧」「文字」「＞」「公園」、あるいは……。計算上は、「＝」と「≧」



と「＞」の３つの記号をあてはめても、３×３の９通りあるが、実現された

ニュアンスは、おそらく、その半数くらいのものであろう。（「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」

の「３重メタファー」で、このアルファベット順のままのものでも、幾通り

にでも意味解釈できる場合がある。しかし、ここには、そういう場合の数を

計算には入れていない。とくに明記していない場合、一つのものとしてカウ

ントしている。以下、同じ。）。 

 

つぎに、この連の第二詩句、「文字の公園の桜。」について考えてみる。

「文字がにょきにょき生えている公園に桜という文字が生えている。」、「ふ

つうの文字が公園にある樹の葉っぱのかわりに生えていてそのいくつかの文

字に桜という文字が見えている。」といったところだろうか。これにもまた、

「Ａ●Ｂ●Ｃ」の「●」に相当する記号を当てはめてみると、「文字」「＞」

「公園」「＞」「桜」、あるいは、「文字」「≧」「公園」「≧」「桜」、

あるいは、「文字」「＝」「公園」「＝」「桜」、あるいは、……。計算上

は、第一詩句と同じく、「＝」と「≧」と「＞」の３つの記号をあてはめて

みると、３×３の９通りあるが、実現されたニュアンスは、第一詩句で想起

されるものより少ないものであろう。ここで、ふと気がついた。「３×３の

９通り」とつづけて書いていると、それが、「３×３＝９通り」というもの

と、まったく同じ文意をもつものであることに。「の」が、そのまんま「＝」

になっているのだった。  

 

つぎに、この連の第三詩句、「公園の桜の文字。」について考えてみよう。

「公園」という「場所」を表わす名詞は、文頭にくるとその支配力が著しく

大きくなるのである。「Ａ●Ｂ●Ｃ」のさいしょの「●」に相当する記号は、

断然、「＞」である。したがって、計算上の文意の総数は、多くても、３個

のはずである。「公園にある桜の花びらでつくられた文字。」、「公園にあ

る桜という文字。」、「公園である桜である文字。」。この３つくらいか。

いや、この３番目のものは、「公園」「＝」「桜」「＝」「文字」である。

「３重のメタファー」であった。案外、少ないものである。筆者のイメージ

喚起力が貧困なせいかもしれないが。 

 

では、この連の第四詩句では、どうだろう。「桜の公園の文字。」は、た

とえば、「桜がきれいに咲いている（いた、いるであろう）公園に、その桜

の花びらで書かれている文字。」、「「桜の公園」という文字。」くらいか。

これもまた少ない。後者は、「「桜」「＞」「公園」」「＝」「文字」とい

うものにもなると思われるが、この場合の「＝」を、ふつうのメタファー化



の「＝」とは、みなしがたいような気がする。かといって、完全にメタファ

ーではないと言い切れるものでもないようにも思われる。筆者は、いまはま

だ、メタファーについて確固とした見解を持ち合わせていないので、ここの

ところでは、このメタファー化に疑問を呈するにとどめる。  

 

つぎに、この連の第五詩句、「文字の桜の公園。」について考えてみよう。

筆者は、「文字」を「状態」に分類した。まさしく、「状態」であろう。「文

字になった桜の花びらが飾ってある公園。」、「文字である桜の花びらのあ

る公園。」、「文字である桜である公園。」くらいであろうか。  

 

最後に、この連の第六詩句、「公園の文字の桜。」であるが、これは、「公

園」という「場所」の意の拘束力が強いため、詩句としての文意の個数は少

ないはずである。「公園にある文字でできた桜の花びら。」、「公園である

文字である桜。」くらいだろうか。やはり、少ない。しかし、この六行の詩

句で、文意の総数は、６の３倍近くになる。（この「の」は、「３×３の９

通り」の場合の「の」とは、ぜんぜん違う「の」なのだね。）。しかも、「Ａ

●Ｂ●Ｃ」の「●」が両方とも「＝」であっても、「Ａ」と「Ｂ」と「Ｃ」

の位置が違っていると、この連においては、詩句の意味がまったく異なった

ものになっており、また、その異なり方がじつに多彩であるため、よりいっ

そう相互に作用し合って、それぞれの詩句の文意のあいだに、さらに大きな

違いを生じさせているようにも思われるのである。また、「Ａ＝Ｂ」を、「Ａ

はＢである。」と受け取るのか、「ＡをＢと見ている。」と受け取るのとで

は、ニュアンスにかなりの違いがあると思われるが、楽しみのために読む場

合でも、分析批評しながら読む場合でも、観察力のある読み手なら、つねに

同時的に、双方の意味合いで受け取ることであろう。メタファーは、単なる

言い換えにすぎないと思われる場合もあるが、なにかまっさらの感じ、その

言い換えがなければ気がつかなかったイマージュのようなものも、読み手の

こころの目にもたらせてくれる場合があるのであって、そのときほど、ここ

ろが驚くことはなく、詩というジャンルが言葉の力を発揮することはないと

思われるほどである。  

 

２０１１年１２月２日の金曜日、塾の帰りに、ふと思ったのだが、円周率

に合わせて取り出した名詞では、おもしろい「順列 並べ替え詩。」がつく

れなかったのだけれど、まだ、素数に合わせて、「順列 並べ替え詩。」を

つくってはいなかったので、自分の好みでやっていないときに、おもしろい

ものができないなどとは、けっして言えないし、この「理系の詩学」では、



あっちに行ったり、こっちに戻ってきたりと、自由に往還しながら考察して

いきたいと思っているので、素数に合わせて辞書から言葉を取り出すのもや

っておきたい。それと、「さようなら」は、名詞ではないので排除すると書

いていたが、わたしが、「さようなら」は名詞だ、と書くと、名詞になる。

なるような気がした。塾の帰りのコンビニの前で、そう思ったのだった。「さ

ようなら、きみは、ぼくの名詞だ。」と、頭のなかで２回ほど繰り返したら、

名詞のような気がしてきたのだ。「さようなら、きみは名詞だったんだね。」

と確認の蹴りを入れた。これで、ぼくの好きな、 

 

 

 

きゅうりのさようならの数。 

さようならの数のきゅうり。 

数のきゅうりのさようなら。 

きゅうりの数のさようなら。 

さようならのきゅうりの数。 

数のさようならのきゅうり。 

 

 

 

についても、存分に考察できる。そういえば、「場所」、あるいは、「部位」

の意味をもつ名詞も排除すると書いておいて、「公園」という「場所」を表

わす名詞の入った自分の詩句について引用していた。詩集『The Wasteless L

and.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」から引用する際には、

ひとまず、それらの名詞を排除することはやめておこう。  

 

「きゅうり」のサンドイッチについて、以前、どこかに書いたことがあった。

Ｐ・Ｄ・ジェイムズの主人公、ダルグリッシュが食べていたサンドイッチだ

けど、まえに、湊 圭史さんにかな、聞いた話だけれど、イギリスでは、おい

しい「きゅうり」のサンドイッチがはやっていたらしい。いや、湊さんじゃ

なかったかな。だれだろう。まあ、いいか。わたしは、実物を知らないので、

ハムとか挟んでほしいなあと思うのだけれど、おそらく、詩集『The Wastele

ss Land.VI』に収録した時点では、Ｐ・Ｄ・ジェイムズの小説の影響があっ

たのだと思うのだけれど。「きゅうり」のね。でも、「きゅうりのさような

らの数。」を、ツイッターに書いた時点では、どうだったのかはおぼえてい

ない。どうだったんだろう。もし、小説を読んでいなかったら、どこから紛



れ込んできたものだったのだろう。たぶん、小説に出てきたサンドイッチだ

と思うのだけれど、読んでいた時期と重なるぎりぎりのところだったような

気がする。「きゅうり」のサンドイッチ。ネットで検索して調べてみようか

な。イギリスで、むかしはやっていたという。以前、「スイカの缶詰」のあ

やふやな記憶も、ネットで調べてみて、その検索した画面と、その画面に付

された文章のおもしろさに、すっごく感心させられたといった経験もあった

し。 

 

おなかがすいた。あしたは、西院のパン屋さんに行って、ひさしぶりに、

ＢＬＴサンドイッチを食べよう。あそこの厚切りベーコンがめっちゃおいし

い。パンが固すぎるのが、ちょっちねえ、という感じだけれど、気をつけれ

ば、口のなかを傷つけないでも食べられるし、というか、以前、傷つけたの

は、あまりのおいしさにこころがはやって、つい、がっついて食べてしまっ

たからなのだけど、このあいだ行ったときは、気をつけて、じっくり味わっ

て食べたから、口のなかを傷つけないですんだけれど、まあ、すでに傷つい

ててって、それは、さきに、チャシュー工房というおいしいラーメン屋さん

で、チゲ・ラーメンを食べたときに、口のなかを火傷して、ということなん

だけどね。 

 

あるとき、“atom”、つまり、「原子」という言葉が、ディキンスンとホ

イットマンの二人の詩人の詩に使われているのを発見して、これは、おもし

ろいなと思ったのである。それというのも、当然、この二人の詩人が、「原

子」という言葉の意味を知っていたからこそ、その言葉を使ったのであろう

から、ある一つの言葉の概念が、二人の異なる性別の人間のあいだで、おお

よそ、どのように捉えられていたかを知ることができるし、その言葉に対し

て、共通して認識されていたところだけではなく、違った受けとめ方をされ

ていたところもあるのではないかと考えられたからである。ディキンスンは、

1830 年生まれ、1886 年没で、ホイットマンは、1819 年生まれ、1892 年没で、

ホイットマンのほうがディキンスンより 10 年ほどはやく生まれ、５、６年ほ

どあとに亡くなったのであるが、二人の詩人の詩のなかで、「原子」という

意味で用いられている“atom”という言葉が出てくる箇所を比較してみよう。 

まず、ディキンスンから  

 

 

 

Of all the Souls that stand create─  



I have elected─One─  

When Sense from Spirit─files away─  

And Subterfuge─is done─  

When that which is─and that which was─  

Apart─intrinsic─stand─  

And this brief Drama in the flesh─  

Is shifted─like a Sand─  

When Figures show their royal Front─  

And Mists─are carved away,  

Behold the Atom─I preferred─  

To all the lists of Clay!  

 

 

 

すべての造られた魂のなかから  

ただひとりわたしは選んだ  

精神から感覚が立ち去って  

ごまかしが終ったとき  

いまあるものといままであったものとが  

互いに離れてもとになり  

この肉体の束の間の悲劇が  

砂のように払い除けられたとき  

それぞれの形が立派な偉容を示し  

霧が晴れたとき  

土塊のなかのだれよりもわたしが好んだ  

この原子をみて下さい！  

（作品六六四番、新倉俊一訳）  

 

 

ホイットマンの詩では、“Leaves of Grass”のなかで、もっとも長い詩篇、

“The Song of Myself”の冒頭に出てくる。 

 

 

 

I celebrate myself, and sing myself,  

And what I assume you shall assume,  



For every atom belonging to me as good belongs to you.  

 

I loafe and invite my soul,  

I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.  

 

My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air,

  

Born here of parents born here from parents the same, and their par

ents the same,  

I, now thirty-seven years old in perfect health begin,  

Hoping to cease not till death.  

 

Creeds and schools in abeyance,  

Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotte

n,  

I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,  

Nature without check with original energy.  

 

 

 

ぼくはぼく自身を賛え、ぼく自身を歌う、  

そして君だとてきっとぼくの思いが分かってくれる、  

ぼくである原子は一つ残らず君のものでもあるからだ。  

 

ぼくはぶらつきながらぼくの魂を招く、  

ぼくはゆったりと寄りかかり、ぶらつきながら、萌

も

え出たばかりの夏草を眺

めやる。  

 

ぼくの舌も、ぼくの血液のあらゆる原子も、この土、この空気からつくり上

げられ、  

ぼくを産んだ両親も同様に両親から生まれ、その両親も同様であり、  

今ぼく三七歳、いたって健康、  

生きているかぎりは途絶

と だ

えぬようにと願いつつ、歌い始めの時を迎える。  

 

あれこれの宗旨や学派には休んでもらい、  



今はそのままの姿に満足してしばらくは身を引くが、さりとて忘れてしまう

ことはなく、  

良くも悪くも港に帰来し、ぼくは何がなんでも許してやる、  

「自然」が拘束を受けず原初の活力のままに語ることを。  

（ウォルト・ホイットマン『草の葉』ぼく自身の歌・１、酒本雅之訳）  

 

 

 こうして二つの詩句を読み比べてみると、ディキンスンの詩においても、

ホイットマンの詩においても、“atom”は「原子」であり、語彙そのままに

用いられている。引用した箇所について言えば、語の受容と解釈に性差はな

いようだ。しかし、もしかすると、このことは、“atom”という言葉に、「原

子」と「微粒物」といった、わずか二つの語意しかないという理由からかも

しれない。この例をもってして、すべての言葉において、「語の受容と解釈

には性差がない。」ということは言えないと思われる。したがって、このこ

とは、他の言葉においても比較検討される必要があるであろう。 

 

“atom”の古い形は、Old English の“atomy”であるが、これには、二つ

の意味があって、一つは、“atom”と同じく、「原子」や「微粒物」といっ

た意味であるが、もう一つは、「こびと」や「一寸法師」といった意味であ

る。“atomy”が、これらの意味に用いられている例を一つずつ、シェイクス

ピア(1564-1616）の戯曲“Romeo and Juliet”と、ポオ（1809-1849）の詩

“Fairyland”から見てみよう。 

まず、シェイクスピアの“Romeo and Juliet”から引用する。 

 

 

 

O, then, I see Queen Mab hath been with you. 

She is the fairies’ midwife, and she comes 

In shape no bigger than an agate-stone 

On the fore-finger of an alderman, 

Drawn with a team of little atomies 

Athwart men’s noses as they lie asleep; 

Her wagon-spokes made of long spinners’ legs, 

 

 

 



それじゃあ、きみは夢妖精

クイーン・マブ

といっしょに寝たんだ。 

あいつは妖精の女王で妄想を生ませる産婆役、 

その小さなことはほら例の参事会の老人の、 

指輪に輝く瑪

め

瑙

のう

の玉に負けはせぬ。 

牽

ひ

いてゆくのは芥

け

子

し

粒

つぶ

ほどの侏儒

こびと

。 

眠った人の鼻づらかすめ通りゆく。 

あいつの馬車の輻

や

ときたら長くて細い蜘蛛

く も

の脚、 

（シェイクスピア『ロミオとジューリエット』第一幕・第四場、平井正穂訳） 

 

 

 Shorter Oxford English Dictionary によると、“atomy”が文芸作品にはじめてあ

らわれるのは、シェイクスピアのこの戯曲らしい。ただし、“atomy”の複数形の

“atomies”であるが。 

つぎに、ポオの“Fairyland”から引用してみよう。 

 

 

 

They use that moon no more 

For the same end as before- 

Videlicet, a tent- 

Which I think extravagant: 

Its atomies, however, 

Into a shower dissever, 

Of which those butterflies 

Of Earth, who seek the skies, 

And so come down again, 

(Never-contented things!) 

Have brought a specimen 

Upon their quivering wings. 

 

 

 

月のそれまでの役目── 



つまり 私には 

とほうもない贅沢と見えた 

天幕の役目は終った── 

とはいえ 月の無数の原子は 

驟雨となって 微塵にちらばり、 

そのささやかなかたみを、 

空にあこがれて舞い上り 

また舞いおりる地上の蝶が 

（常に心充たされぬ その生き物が） 

はるばる運んで来たのだった 

おののきふるえる翅に載せて。 

（ポオ『妖精の国』入沢康夫訳） 

 

 

ポオの“EUREKA”のなかで、“atom” という言葉が出てくるもののうち、わたしが

もっとも関心をもった部分を引用しておく。なぜ、わたしが、“atom” という言葉に

こだわるのか、理解されると思うので。 

 

 

 

Does not so evident a brotherhood among the atoms point to a common parentage? 

Does not a sympathy so omniprevalent, so ineradicable, and so thoroughly 

irrespective, suggest a common paternity as its source? Does not one extreme impel 

the reason to the other? Does not the infinitude of division refer to the utterness 

of individuality? Does not the entireness of the complex hint at the perfection 

of the simple?  

 

 

 

諸原子間のこのように明白な骨肉親和は共通な血統を指示していないでありましょ

うか。かくもあまねき、かくも根絶しがたき、かくもまったく偏することなき、共鳴

は、その源として共通な祖先を暗示しないでしょうか。一の極端は理性をして他の極

端を考えさせぬでしょうか。無限の分割とはまったき個弧を思い浮ばせないでしょう

か。まったき複雑さは完全な単純さを仄めかしていないでしょうか。 

（ポオ『ユリイカ』牧野信一・小川和夫訳） 

 



 

終わりのほうにある「一の極端は理性をして他の極端を考えさせぬでしょうか。」

といった言葉などは、まるでヴァレリーの言葉のようだ。いや、逆だ。反対である。

ヴァレリーがポオを、そして、ボードレールを取り込んでいたのだった。この三人の

詩人の考え方の根本が似通ったものであることは、2007 年に上梓した拙詩集『The 

Wasteless Land.II』において、筆者がすでに十二分に述べているので、ここでは繰り

返さない。 

ちなみに、atom という単語が、“EUREKA”のさいしょに出てくるのは、つぎのとこ

ろである。 

 

 

 

The assumption of absolute Unity in the primordial Particle includes that of 

infinite divisibility. Let us conceive the Particle, then, to be only not totally 

exhausted by diffusion into Space. From the one Particle, as a centre, let us 

suppose to be irradiated spherically ─ in all directions ─ to immeasurable but 

still to definite distances in the previously vacant space ─ a certain 

inexpressibly great yet limited number of unimaginably yet not infinitely minute 

atoms.  

 

 

 

原始微粒子における絶対的単一可分性なる仮説を意味することになります。それゆ

え空間への拡散によって、微粒子がほとんどまったく消耗しきってしまったと考えて

みましょう。唯一の微粒子を中心としてあらゆる方向に──すなわち球状に──先ほ

どまでは空

くう

であった空間の、測り知れぬ、しかしなお限定された領域内に──言葉に

つくせぬほど多いがなお限られた数の、想像の許されぬほど微細だがなおいまだ無限

に小なりとは言えぬ原子群が、放射されたと想像いたしましょう。 

（ポオ『ユリイカ』牧野信一・小川和夫訳） 

 

 

この訳のなかで、１番目と２番目に出てくる「微粒子」と「単一」、そして、１番

目に出てくる「空間」は太字である。1880 年に、John H. Ingram によって編集され

た4巻本の Poe 全集の原文では、その個所が斜体文字になっているわけでもないのだ

が、訳文において太字になっているのは、翻訳者の気まぐれからだろうか、わからな



い。 

 

Shorter Oxford English Dictionary で調べたら、Middle English の“atom”とい

う言葉が文献にはじめて掲載されたのは、科学論文で、1477年のことだった。１５世

紀の終わりである。原子論の存在は、ギリシア哲学に出てくるものであるから、一部

の知識人は、そうとうむかしから知っていただろうが、一般に普及したのは、Shorter 

Oxford English Dictionary に、In popular use として、A particle of dust, or a 

mote in the sunbeam (arch.) 1605. と、A very minute portion, a particle, a jot 

1630. と、Anything relatively very small; an atomy 1633. の３例が載っていた

ので、おそらく、17世紀以降であろう。文学作品での初出は、『ガリヴァー旅行記』

を書いた、スウィフト（1667ー1745）のつぎの言葉だった。‘That the universe was 

formed by a fortuitous concourse of atoms, I will no more believe than that the 

accidental jumbling of the alphabet would fall into a most ingenious treatise 

of philosophy.’『ガリヴァー旅行記』の第三篇の第五章に、百科学の完全な体系を

つくりだそうとしている学士院の教授と学生たちが、あらゆる単語を書いた紙を機械

操作でランダムに並べたものを収集しているシーンが出てくるのだが、この言葉は、

『ガリヴァー旅行記』からのものではなかった。 “A Tritical Essay upon the 

Faculties of the Mind" （精神機能についての陳腐な随想 1707 年-1711 年）という

ものに書かれたものらしい。ここ → http://t.co/dcqWz7B ポオの生没が 1809 年

-1849 年なので、ポオが生まれる 100 年ほどまえに、スウィフトが“atom”という単

語を使ったことになる。 

 

Shorter Oxford English Dictionary の“atom”の項目には、Swift のほかに、 

Tyndall と Byron の言葉も載っていた。それぞれ、‘Atoms are endowed with power 

of mutual attraction’、‘Rays of light Peopled with dusty atoms’というもの

であった。チンダルは、JOHN TYNDALL で、引用した言葉は、http://t.co/OvxVZ9A1 

で読めるようだ。科学論文である。バイロンの引用は、Shorter Oxford English 

Dictionary の記述が間違っていた。辞書に引かれていたものは、“ The Two Foscari”

という戯曲の Act III にある言葉を勝手につないだもののようだ。もとのものは、

http://t.co/pGBImHbx にあるが、“atom”を含んで、意味の通じる部分を４行だけ抜

いてみよう。‘But then my heart is sometimes high, and hope/Will stream along 

those moted rays of light/Peopled with dusty atoms, which affored/Our only day; 

for, save the gaoler's torch,’  

 

しかし、なぜ、わたしは、こんなにも、“atom”という言葉に魅かれるのか。「原

子」という言葉に魅かれるのか。原子と原子が結合する場合、まあ、イオンとイオン



でもいいのだけれど、それは話がややこしくなるので、いまは、原子と原子にしてお

く、原子と原子が結合する場合、この場合も、共有結合なのか、イオン結合か、ある

いは、その両結合の配分がどれくらいの比率であるかというのはさておいて、たとえ

ば、Ａ原子とＢ原子が１：１の比で結合する場合もあれば、それ以外の整数比で結合

する場合もあるであろうし、Ａ原子とＢ原子とＣ原子・・・という具合に、多数の原

子が結合したり、また結合しなかったりするだろう。それは物質のもっているエネル

ギー（ポテンシャルエネルギー）と物質に与えられるエネルギー（おもに熱エネルギ

ー）によるだろう。また、２個の原子で１個の分子をつくることもあれば、数百万の

原子でポリマーのように１個の分子をつくることもあるだろう。すべては、物質それ

固有の状態（ポテンシャルエネルギー）と、与えられる条件（おもに熱エネルギー）

によるだろう。結びつく場合もあるし、結びつかないこともある。このことは、わた

しに、思考に関する、ひじょうにシンプルな１つのモデルを思い起こさせる。わたし

は、学部生の４回生と院生のときに、電極反応の実験をしていたのだが、その実験で

は、まさに、結びつく物質の固有の性質（おもにポテンシャルエネルギーによるもの）

と与えられた条件（電位差による電気エネルギー）によって生成される物質が異なっ

ていたのである。もちろん、思考の生成過程というものは、おそらく、このような原

子衝突モデルや、イオン衝突モデルよりは、ずっと複雑なものであるとは思われるの

だが。ところで、わたしの行っていた実験では、もとの物質と生成物とのあいだに、

中間体の存在が確認されていたし、それは遷移状態とも言われていたものであるが、

思考もまた、言語化されるまえの状態、あのもやもやとした状態も、これに似た感じ

のものなのではないだろうか。思考における中間体、遷移状態のようなものがあると

したら、この状態に励起するものがなになのか考えるとおもしろい。ああ、しかし、

ぼくの行った実験では物質と物質の結合である。物質と物質だけの結合であると強調

してもよい。では、思考は、ただ言語と言語が結びつくだけのことなのだろうか。思

考が言語化され、表現として言い表されたときには、いかにもそのように見えるだろ

う。だが、表現にいたるまでの過程で、言葉と言葉を結びつけるさいには、おそらく

化学結合における条件、すなわち与えられる熱エネルギーや、圧力などの物理条件に

照応するようなものがあるであろう。それが、たとえば、色や形といった姿の記憶で

あったり、匂いや音や味や感触といった感覚器官の記憶であったりすることもあるで

あろうし、現に、ただいま、思考中に感覚器官を刺激する感覚であったりすることも

あるであろう。唐突に思われるかもしれないが、わたしは、ツイッターが大好きであ

る。ひとのツイットを見て、自分の記憶が刺激されたり、詩や論考のちょっとしたき

っかけを与えられることがよくあるのである。ツイッター連詩というものに参加した

ことが何度かあるが、それにも、大いに刺激され、つぎつぎと、わたしも詩句を書き

つけていった。楽しかった。なぜなら、そのわたしが打ち込んでいった詩句は、どれ

もみな、わたしひとりが部屋に閉じこもっていたままでは、けっして書くことのでき



なかったものであろうからである。自分ひとりでは、けっして思いつくことができな

かったであろう詩句を書きつけていくことができたからである。わたしたちは、機械

ではないし、ましてや、コンピューターではない。並列につなぎ合わせられるわけで

はないが、なにか、それに似たようなこと、精神融合のような現象が起こっているの

ではないかと、わたしには思われたのである。勝手な思い込みであることは重々承知

しているのだが、少なくとも、連詩を書いていたわたしたちのあいだでは、ちょっと

した思考のもとになるもの、その欠片のようなものが交わされあっていたような気が

するのである。このことがさらに促進されると、おそらく、わたしたちは、つぎのよ

うなものになるであろうと思われたのである。わたしたち、ひとりびとりが、花のよ

うなものであり、蜜のようなものであり、蜂のようなものであると。ツールであるネ

ットワークは、気候であり、花畑であり、花であり、蜜であり、蜂であり、蜂の巣で

あり、それから蜜を採集する遠心分離機に似た機械であり、それを味わう食卓であり、

人間であると。ところで、ミツを逆さにつづると、ツミになる。蜜は簡単に罪になる

のである。ネットワークが疫病のように害悪となることもある。わたしたちは、つね

に、ネットワークを比較衡量できる手段を傍らにもっていなければならない。それが、

教養であり、学問であり、知恵である。それらを傍らに手控えさせておかなければな

らない。ところが、それが、なかなか容易なことではないのである。教養も学問も知

恵も、一般に身につけることが困難なもので、しかも身につけたからといって、それ

が直接の利益をもたらせることも稀なのである。わたしも、わたしのもつ文学的な教

養で、利益を得たことなどまったくない。 

 

 

 

地に落ちる一枚のハンカチーフも、詩人には、全宇宙を持ち上げる梃子となりえるの

である。 

（アポリネール『新精神と詩人たち』窪田般彌訳） 

 

偉大な事物をつくりたいとのぞむひとは、深く細部を考えるべきである。 

（ヴァレリー『邪念その他』Ｓ、清水 徹訳） 

 

聡明さとはすべてを使用することだ。 

（ヴァレリー『邪念その他』Ｓ、清水 徹訳） 

 

あらゆるものごとのなかにひそむ美を愛でたポオ 

（ボードレール『エドガー・ポオ、その生涯と作品』３、平井啓之訳） 

 



すべての対象が美の契機を孕んでいる 

（保苅瑞穂『プルースト・印象と比喩』第一部・第二章） 

 

普遍的想像力とは、あらゆる手段の理解とそれを獲得したいという欲望とを含んでい

る 

（ボードレール『ウージューヌ・ドラクロワの作品と生涯』３、高階秀爾訳） 

 

すべてをマスターしたい。だってすべての技術を自分のものにしてなかったら、自

分のために作る作品が自分自身の技能によって制限を受けることになるじゃないか 

（ブライアン・ステイブルフォード『地を継ぐ者』第一部・２、嶋田洋一訳） 

 

芸術家は、自分がみずから親しく知らない人間や事物の記憶を呼び起す 

（ユイスマンス『さかしま』第十四章、澁澤龍彦訳） 

 

 

ここで、ふと、ボードレールが、自分の母親宛てに送った手紙の言葉が思い出された。

引用してみよう。 

 

 

 

僕は、信じ難いほどの共感を僕にひき起こした一アメリカ作家（割注 エドガー・ア

ラン・ポオ）を見つけ、そして僕は彼の生涯と作品とについて二つ記事を書きました。

それは熱を込めて書いてあります。だがきっとそこには何行かいくらなんでも異常な

興奮過度の個所が見つかるでしょう。それは僕の送っている苦痛に充ち気違いじみた

生活の結果です。 

（ボードレールの書簡、母宛、一八五二年三月二十七日土曜日午後二時、阿部良雄・

豊崎光一訳） 

 

 

 

今や何故、僕をとりかこむ怖るべき孤独のただ中で、僕がかくも良くエドガー・ポ

オの天才を理解したか、また何故僕が彼の忌わしい生活をかくも見事に描いたか、お

分りになる筈です。 

（ボードレールの書簡、母宛、一八五三年三月二十六日土曜日、阿部良雄・豊崎光一

訳） 

 



 

 

さらに、ボードレールが、ポオの『モルグ街の殺人』について述べているところを

引用してみよう。わたしがポオの『ユリイカ』に魅かれた理由を、その言葉がより適

切に語ってくれているように思うからである。 

 

 

 

思考の極度の集中により、また悟性によるあらゆる現象の順を追った分析によって、

彼は観念の発生の法則をものにすることに成功した。一つの言葉と他の言葉の間、う

わべはまったく無縁にみえる二つの観念の間に、彼はその間にひそむ全系列をたてな

おすことができ、また表にでておらずほとんど無意識的な諸観念のすき間を眩惑され

た人々の眼前でみたすことができる。彼は事象のあらゆる可能性とあらゆる蓋然的な

つながりとをふかく究めた。彼は帰納から帰納へとさかのぼり、ついに犯罪をおかし

たのは猿であることを決定的に立証するにいたる。 

（ボードレール『エドガー・ポオ、その生涯と作品（初稿）』３、平井啓之訳） 

 

 

「ふかい愛憐の気持から発しているものであるがゆえに、私ははばからずに語るので

あるが、よっぱらいであり、まずしく、迫害され、のけものであったエドガー・ポオ」

（ボードレール『エドガー・ポオ、その生涯と作品（初稿）』４、平井啓之訳）「詩

人はその思索のはてしない孤独のなかに入ってゆく。」（ボードレール『エドガー・

ポオ、その生涯と作品（初稿）』２、平井啓之訳）「彼の文体は純粋で、その思想に

ぴったりしていて、思想のただしい形をつたえている。ポオはつねに精確であった。」

（ボードレール『エドガー・ポオ、その生涯と作品（初稿）』３、平井啓之訳）「す

べての観念が、思いのままになる矢のように、おなじ目的に向って飛んでゆく。」（ボ

ードレール『エドガー・ポオ、その生涯と作品（初稿）』３、平井啓之訳）ボードレ

ールがポオに共感したところのものと、わたしがポオに共感したところのものがまっ

たく同じものであるとは言わないが、ほとんど同じものであったような気がする。キ

ーワードは、「孤独」と「思索」である。このように、人間というものは、考えつく

すためには、まず孤独であらねばならないのだ。 

 

‘Let me now repeat the definition of gravity: ─ Every atom, of every body, 

attracts every other atom, both of its own and of every other body, with a force 

which varies inversely as the squares of the distances of the attracting and 



attracted atom.’ この引用は、ポオの『ユリイカ』からで、罫線のあとのアルファ

ベットは斜体文字である。ここの訳文は、「今一度重力の定義をくり返しておきまし

ょう、──「あらゆる物体の、あらゆる原子は、その原子間の距離の自乗に逆比例し

て変化する力で、自らと任意の他の物体とを問わず、自己以外の、すべての原子を牽

引する」（訳文の鉤括弧内の言葉にはすべて傍点が付加されている。牧野信一・小川

和夫訳）‘Had we discovered, simply, that each atom tended to some one favorite 

point ─ to some especially attractive atom ─ we should still have fallen upon 

a discovery which, in itself, would have sufficed to overwhelm the mind: ─ but 

what is it that we are actually called upon to comprehend? That each atom attracts 

─ sympathizes with the most delicate movements of every other atom, and with 

each and with all at the same time, and forever, and according to a determinate 

law of which the complexity, even considered by itself solely, is utterly beyond 

the grasp of the imagination of man.’「単に、各原子が、ある一つの選ばれた地

点に、──あるとくに牽引力の強い一つの原子に、引きつけられるという事実を発見

したと仮定してさえも、その発見はそれだけで精神を圧倒するに充分だったことであ

りましょう。──が、私たちがただ今理解せよと命じられていることはいったいいか

なることなのか。すなわち、各原子が牽引し──他のすべての原子のこの上なき微妙

な運動に共鳴し、それ一つだけを考えてみても人間想像力の把握をまったく許さぬ複

雑さを持った法則に従って、他の一つびとつ、あらゆる原子と、同時に、かつ永遠に、

共鳴するということです。」（ポオ『ユリイカ』牧野信一・小川和夫訳）そうなのだ、

わたしがポオに魅かれる最大の理由が、このさいごに引用したポオの言葉のなかにあ

るのだ。自我とかロゴス（形成力）とかいったものの源が論理や法則にあるというこ

とを、わたしは確信しているのだった。 

 

窮屈な思考の持ち主の魂は、おそらく、自分自身の魂だけでいっぱいなのだろう。

あるいは、他者の魂だけでいっぱいなのだろう。事物・事象も、概念も、概念想起す

る自我やロゴス（形成力）も、魂からできている。それらすべてのものが、魂の属性

の顕現であるとも言えるだろう。わたしたちは、わたしたちの魂を事物・事象や観念

といったものに与え、事物・事象や観念といったものからそれらの魂を受け取る。い

わば、魂を呼吸しているのである。魂は息であり、息は魂である。わたしたちは息を

するが、息もまた、わたしたちを吸ったり吐いたりしているのである。息もまた、わ

たしたちを呼吸しているのである。魂もまた、わたしたちを呼吸しているのである。

あるいはまた、呼吸が、わたしたちを魂にしているとも言えよう。息が、わたしたち

を魂にしているとも言えよう。貧しい思考の持ち主の魂は、自分自身の魂だけでいっ

ぱいか、他者の魂だけでいっぱいだ。生き生きとした魂は、勢いよく呼吸している。

他の事物・事象、観念といったものの魂と元気よく魂のやりとりをしている。他の魂



を受け取り、自分の魂を与えているのである。生き生きとした魂は、受動的であると

同時に能動的である。さて、これが、連詩ツイットについて、わたしが考えたことで

ある。ツイッター連詩に参加していたときの、あの魂の高揚感は、受動的であると同

時に能動的である、あの自我の有り様は、他者の魂とのやりとり、魂の受け取り合い

と与え合いによってもたらされたものなのである。言葉が、音の、映像の、観念の、

さいしょのひと鎖となし、わたしの魂に、わたしの魂が保存している音を、映像を、

観念を想起させ、つぎのひと鎖を解き放させていたのであった。魂が励起状態にあっ

たとも言えるだろう。いつでも、魂の一部を解き放てる状態にあったのである。しか

し、それは、魂が吸ったり吐いたりされている、すなわち、呼吸されている状態にあ

るときに起こったもので、魂が、他の魂に対して受動的であり、かつ能動的な活動状

態にあったときのものであり、励起された魂のみが持ちえる状態であったのだと言え

よう。ツイッター連詩に参加していたときのわたしの魂の高揚感は、あの興奮は、魂

が励起状態にあったから起こったのだと思われる。というか、そうとしか考えられな

い。能動的であり、かつ受動的な、あの活動的な魂の状態は、わたしの魂がはげしく

魂を呼吸していたために起こったものであるとしか考えられないのである。あるいは、

あの連詩ツイットの言葉たちが、わたしの魂を呼吸していたのかもしれない。そうだ。

あの言葉たちが、わたしの魂を吸い込み、吐き出していたのだ。しばしば、わたしが

忘我の状態となるほどにはげしく、あの言葉たちは、わたしを呼吸していたのだった。 

 

長く書いてしまった。もう少し短く表現してみよう。ツイッター連詩が、思考に与

える効果について簡潔に説明すると、つぎのようなものになるであろうか。目で見た

言葉から、わたしたちは、音を、映像を、観念を想起する。これが連鎖のさいしょの

ひと鎖だ。そのひと鎖は、そのときのわたしたちの魂が保存していた音や映像や観念

を刺激して呼び起こす。それは、意識領域にあるものかもしれないし、無意識領域に

あるものかもしれない。いや、いくつもの層があって、その二つだけではないのかも

しれない、多数の層に保存されていた音や映像や観念を刺激し、つぎのひと鎖を連ね

るように要請するのである。つぎのひと鎖の音を、映像を、観念を打ち出させようと

するのである。このとき、脳は受動的な状態にあり、かつ能動的な状態にある。つま

り、運動状態にあるということである。これは、いわば、魂が励起された状態であり、

わたしが、しばしば歓喜に満ちて詩句を繰り出していたことの証左であろう。いや、

逆か、しばしば、わたしが詩句を繰り出しているときに歓喜に満ちた思いをしたのは、

魂が励起状態にあったからであろう。おそらく、脳が活発に働いているというのは、

こういった状態のことを言うのであろう。受動的であり、かつ能動的な状態にあるこ

と、いわゆる運動状態にあるということだろう。もちろん、連詩ツイットには、書か

れていた言葉は一つだけではないので、さまざまな言葉が、読み手の目のなかに、こ

ころのなかに飛び込んでくる。穏やかであった魂の海面をいきなり波立たせるのであ



る。いくつもの言葉がつぎつぎと音となり、映像となり、観念となって、読み手の魂

を泡立たせるのである。魂は活性化され、波打ち、泡立ち、魂の海面に、そしてその

海面の下に保存していた音を、映像を、観念をおもてに現わし、飛び込んできた音や

映像や観念と突き合わせ、自らのうちに保存していた音や映像や観念と連鎖的に結び

つけていく。魂の海は、活性化され、波打ち、泡立ち、自ら保存していた音や映像や

観念たちをも互いに結びつけていく。まるで噴水のようだ。連詩ツイットのもっとも

美しいイメージは、この魂の波打ち、泡立ち、活性化されたもの、噴水にも似たきら

めきを放つものだ。日の光の踊る波打ち、泡立つ、海の水。日の光がきらめき輝く、

波打ち、泡立つ、海の波のしぶき。まるで噴水のようだ。これが魂の海の騒ぎ、活性

化された魂の形容だ。励起状態の魂の形容である。連鎖のひと鎖ひと鎖が、日の光で

あり、海の水のしぶきであり、それを見つめる目なのだ。 

 

ふだんの生活のなかでも、いくつかの拘束原理に引き裂かれながら、わたしたちは

生きている。それを自覚しているときもあれば、自覚していないときもある。ツイッ

トされた連詩を目にしたとき、その詩句を目にしたときに、自分とは異なる自我が繰

り出した言葉を目にして、自分とは違ったロゴス（構成力）によって結びつけられた

言葉を読んで、こころが沸き立ち、自らの自我を、自らのロゴス（構成力）と衝突さ

せたり、混ぜ合わせたりして、同時的に、おびただしい数の複数の自我とロゴス（構

成力）を獲得していったのだろう。あの歓喜は、興奮は、そのおびただしい数の複数

の自我とロゴス（構成力）によってもたらされたものなのであろう。生成すると同時

に消滅しゆく、あのつぎつぎと生まれては死んでいくいくつもの自我とロゴス（構成

力）たち。まさしく、あれは噴水のようであった。魂の海を波立たせ、泡立たせた、

あの興奮のあとも、あの歓喜の調べは、わたしのなかで、いまも少しくつづいている。

そうだ。以前に、ある一人のLGBTIQの詩人の詩を訳しているときに、 water に、「波

のような形を刻みつける」という意味があることを知った。「魂に波のような皺を刻む」

と訳したように記憶している。皺は物質ではない。折れ目と同様に。しかし、それは

実在し、目に見えるものだ。では、魂の皺もまた魂ではないというのであろうか。わ

たしのこころの声は、それは違うと言う。思考傾向というものを自我やロゴス（構成

力）と同一視することはできないが、きわめて近いものであるとは思われる。これは

「理系の詩学」にも書いたことだが、鉄の針を、磁石で一方向に何度もなでつけてや

ると、その鉄の針が磁力をもつことを、わたしに思い起こさせる。わたしたちの自我

とかロゴス（構成力）といったものは、そんな針のようなものでできているのだろう

か。そんな針をいくつも、たくさん、わたしたちは持っているのだろうか。しかもそ

の針に磁力をもたらせる磁石の磁力の種類は二種類とは限らない。いくつもの、たく

さんの種類の磁力が、磁極が存在するのであろう。磁化されたわたしたちの鉄の針も

また、他者の鉄の針を磁化することになるであろう。互いに磁化し、互いに磁化され



る、そうした、複数の、おびただしい数の針と磁力からなる、わたしたちの魂の層の

複雑さに思いを馳せると、認識の眩暈がする。 

 

ところで、無数の針でできた魂といえば、かつて、わたしが書いた、わたしの詩句

を思い出す。「わたしとは、棘皮（きょくひ）を逆さに被ったハリネズミである。」し

かし、これは真実からほど遠いものであったようだ。真実は、こうだったのだ。 

 

 

 

わたしとは、無数の針である。 

 

 

 

と。 

 

 

 

ところで、語の意味を知ってか知らずかに関わらず、まず第一に、詩のな

かで語に接するのが作者であり、作者が異なれば、語意に差異が生じる。し

たがって、語の連結の際にも、そのことは大いに関わりのある事柄なのであ

る。そして、第二に、詩のなかの語の連結を目にするのは、読者である。語

と語のつながり具合に関して、イマージュを想起させる際に、読み手の違い

には、その想起された（であろう）イマージュの像に個々別々の読み手の事

情による（たとえば、言語環境・知識・教養・常識・体験といったものの類

の）違いが当然のことのように持ち上がるからである。「理系の詩学」では、

わたしの言語に対する知識や感覚による類別・考察がなされるので、そのこ

とについては、つねに、わたしは、そのときそのときのわたしに可能な考え

られる範囲でいっぱいいっぱいのところまで考察していくことを目指してい

るということを書きとめておきたい。そのために、あとで振り返って、まえ

と違ったことを書いたりしていても、おゆるし願いたい。きょうの昼間、部

屋を掃除していて、枕元に散らばっていたメモで、「理系の詩学」に関する

ものが出てきたので、ここに書きとめておこう。まず、２０１１年１１月２

５日のメモ、二つ。「並べ替え詩。でわかったこと。１個 １ ２個 ２×

１ ３個 ３×２×１ ここまでなら、脳がイメージできるが ４個 ４×

３×２×１ になると、脳にとって、イメージすることが困難になることが

わかった。湊くんが、ぼくの詩集から「順列 並べ替え詩。３×２×１」を



取り上げて、「４×３×２×１」のヴァージョンをつくってくれていたのだ

けれど、それが、きわめて読みにくい、イメージしにくいものだったのであ

る。そのことから、思いついた考えである。４個にすると、脳がイメージし

にくいというのは、ぼくだけの功績ではない。もちろん、湊くんは、そのよ

うなことはいっさい書いていないが、書いていたら、ぼくのほうが書くこと

をためらいはしなかったが、すこし表現を変えて書いていただろう。」、「「Ａ

のＢのＣ」において、「の」は、「である」、「だった」、「であろう」と

いう３つの時制しか与えていないが、これは、「＝」の、「等しい」、「等

しかった」、「等しいであろう」といった意味のほかに、「普遍」の意の「b

e 動詞」といった感じのニュアンスのものもあるだろう。もちろん、その「普

遍」の意のニュアンスのものにも、時制的な意味合いの付加的要素が関わっ

ているとは思われるが。「ＡであるＢであるＣ」、「ＡであったＢであるＣ」、

「ＡであるだろうＢだったＣ」というふうに、同じ「＝」でも、時制を考え

ると、同じ「＝」でさえ、３×３通りの意味が生じ、その意味合いによって、

同じ語順でさえ、異なるニュアンスが生じることになるのである。もちろん、

「ＡであるＢであるＣ」も「ＡであったＢであったＣ」も「Ａであるだろう

ＢであるだろうＣ」も十分に魅力的だ。ただし、「であった」と「であるだ

ろう」という、２つの「＝」の意味は、より正確に言えば、「≒」で表わさ

れるものになるのかもしれないが、ごく大まかに言えば、十分に「＝」であ

ろう。十分に「＝」でないときがあれば、それは具体的な詩句で考察すれば

よいだろう。いまはただ、理論的な指摘にとどめる。」。少し、いま書きた

したが、これが枕元に置いていた文庫本の下敷きになっていたメモのうちの

二つだ。ついでに、残る二つのメモも書きとめておこう。もしかしたら、「理

系の詩学」の考察に、後々、役に立つかもしれないので。２０１１年１１月

２２日のメモ。「いったい現実が何の役に立つというのだろう？ すべてに

だ。すべてのことに役立つのだ。しかも、現実に限ったことだけではない。

現実であろうとなかろうと、それらは、すべてのことに役立つのだ。役に立

たないものは現実ではないのだ。現実に起こったことも起らなかったことも

役に立つ限り現実なのだ。それが芸術における現実の在り方である。」、２

０１１年１１月１５日のメモ。「川のなかでは、人間そっくりの鳥たちが、

くちばしを川の水のなかに突っ込んで、えさになる小魚たちをついばみなが

らせわしげに歩いている。それらの鳥の顔はみなぼくの顔だった。」。  

 

映画や音楽が、それを見たり聴いたりする者を、ある特定の時間や、場所

や、出来事に、つまり、その者の思い出のなかに、あるいは、その者の思い

出のなかにはないイマージュとしか呼びようがない情景のなかに連れ出すも



ののように、詩のなかにある言葉や、小説のなかにある言葉や、ときには、

哲学者が書いた著作のなかにある言葉もまた、つくり手の思い出ではなく、

読み手の思い出を、あるいは、読み手のイマージュを読み手自身に喚起させ

るものなのである。Ｈ・Ｇ・ウェルズの「タイム・マシーン」ならぬ「ポエ

ム・マシーン」、筆者の「順列 並べ替え詩。３×２×１」によって実現さ

れた「ポエム・マシーン」としての詩句の出来具合についても、「理系の詩

学」では扱っていきたい。 

 

言葉を扱うときには、どのように精密に書かれた詩論も、筆者の読んだも

のについていえば、ものすごく乱暴なものになっていると思われる点がある。

その点を免れた詩論は、一つもない。その点とは、同じ名詞でも、たとえば、

質量と体積のように、まったく異なったものがあるのに、それらをいっしょ

くたにしている点である。  

 

詩を解析するのに、特別な知識は必要ない。使われている言葉が、どのよ

うな意味をもつのか、それが読み手に、どのようなイマージュを想起させ、

どのようなリズムや感情を喚起させるのか、ただそれだけのことを、つまび

らかにすればいいだけである。「理系の詩学」では、筆者の「順列 並べ替

え詩。」の手法でつくったいくつかの詩句で、それを明らかにし、そのうえ、

メタファーの３重化についての知見と、４重化以上のメタファー化の不能性

について考察していきたいと考えている。だいぶ、はっきりしてきたが、ま

だ、素数について対応させた「順列 並べ替え詩。」をつくっていなかった。 

 

「ＡのＢのＣ」が「３重メタファー」になっているときには、意識は、それ

に十二分に対応することができる、つまり、解釈するに十二分な意識的受容

度を持ち合わせることができると思われるのだが、４重以上のメタファーに

なると、解釈するに十二分な意識的受容度を持つことができなくなると思わ

れる。これは、意識がそのメタファーを理解するのに必要な集中度を維持で

きなくなるためではないだろうか。途中で分析や解釈に必要な集中度が失わ

れるからである。ただし、これは、考察や研究の場合についての集中度では

なく、読み手がただ自分の楽しみのために詩を味わうときの集中度の話であ

って、考察や研究で費やされる機会や時間を考慮に入れると、４重以上のメ

タファーでも、十二分に解釈される可能性がある。しかし、そうした機会や

時間があってもなお、４重以上のメタファーには、解釈困難性が濃密につき

まとうような気がする。 

 



俳句の５・７・５の計１７音節によって「３重メタファー」が形成される

ことがあるが、短歌の５・７・５・７・７の計３１音節が、「３重メタファ

ー」を形成してもなお余らして、叙述に音節を費やすことになり、主観的で

抒情的な感じ、これを筆者は、余計なものとして感じることが多いのだが、

しばしば短歌が俳句に遅れているように思われる主因でもあるような気がす

るのである。多くの短歌が、とりわけ下の７・７音節で余分な情緒性をもた

されるのも、すでに上の５・７・５の音節のところで、メタファー化が終了

しているからであろう。あるいは、メタファー化を分散させるにせよ、余計

な音節がやはり余剰的なニュアンスを醸し出させるのであろう。要素と構造

がすべてである。「３重メタファー」化では、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」の骨子さえ形

成できればよいのだから、最小の言葉数で、それが形成できるのであれば、

その要素と構造がすぐれたテンプレートであることは自明である。俳句のな

かで、見事な出来のものは、これに成功しているように思われる。  

 

詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×

１」のなかにある連で、帯にも使った、 
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について、一詩句ごとに意味を調べてみよう。そのまえに、要素の各名詞が、

どういった名詞であるのか見てみよう。「断面」は「部位」を表わす名詞で

あり、「ビル」は「属性」と「状態」の両方の意味に取れる名詞で、「蠅」

は「属性」を表わす名詞だが、「断面」や「ビル」と結びついて、「原料」

や「材質」を表わす名詞にもなっている。ここで、ちょっともどるけれど、

さっき書いた「３重メタファー」というのは「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」のことである。

「桜の文字の公園。」のところで書いていたものである。近似的な「３重メ

タファー」である、「Ａ」「≧」「Ｂ」「≧」「Ｃ」、あるいは、「Ａ」「≧」



「Ｂ」「＝」「Ｃ」とかといったものも、いま書いたものには、「３重メタ

ファー」として書いていた。そこは乱暴だったと思うけれど、話がわかりや

すいかなと思って、はしょったのである。ところで、これまた、少しまえに

書いていた「桜の文字の公園。」のところで、書き忘れていたことがあって、

「桜という文字が書かれた紙でできた公園」で、「紙でできた」ヴァージョ

ンのものを落としていた。現代では、紙でできている必要はないのだろうけ

れど、なんだか、アナクロで、ちょっといいなと思ったので、付け加えるこ

とにした。「紙でできた公園」というイメージが、さまざまな大きさの「紙

でできた公園」のイメージが、けさ、寝床でうとうとしていたときに、ふと

思い浮かんだのだった。そして、それがまた、マンガチックでかわいらしい

ものだったのだ。  

 

まず、「断面のビルの蠅。」。これは、「断面」と「ビル」が「＝」で瞬

時に結ばれて、そこに、「蠅」のイメージが付加されるという感じだろうか。

ビルの壁面のどこか、角っことか、入口の扉のガラスの表面にくっついてい

るような様子だろうか。しかし、これは複数の意味を表わすような詩句では

ない。 

 

つぎに、「ビルの蠅の断面。」。これは、ビルの壁面かどこかにくっつい

ている蠅を、左右シンメトリックに平面で分割した断面図が思い浮かぶ。こ

れもまた、複数の意味を表わすような詩句ではない。 

 

つぎに、「蠅の断面のビル。」。これは異様な光景だろう。巨大な蠅を真

二つにしたものがビルとして建っているのだから。これもまた、複数の意味

を表わすような詩句ではない。 

 

つぎに、「断面の蠅のビル。」。これは、一つまえの詩句、「蠅の断面の

ビル。」と、まったく同じ意味のものである。「「Ａ＝Ｂ」」「＞」「Ｃ」

のパターンである。当然のことながら、これもまた、複数の意味を表わすよ

うな詩句ではない。  

 

つぎに、「ビルの断面の蠅。」。これはビルが切断されていて、その切断

面のどこかに蠅がとまっているというイメージであろうか。これもまた、複

数の意味を表わすような詩句ではない。  

 



さいごに、「蠅のビルの断面。」。これは二つの意味を表わしている。「無

数の蠅の群れからできているビルを切断したときの光景。」と「ただ一匹の

巨大な蠅のビルを切断したときの光景。」である。この連は、とても刺激を

与えてくれるものだと思われた。わずか６行の詩句だけれども、大いなる冒

険と言ってもよいだろう。ただ「の」という言葉を二つ使って、３つの名詞

を結びつけて、順番を変えて並べ替えるだけで、このように豊かなイマージ

ュを見せてくれるのである。言葉のおもしろさであろう。もう一つおもしろ

いことに、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」というと、「Ｂ」を媒介項として「Ａ」と「Ｃ」

が結びつくイメージがあるかもしれないが、もちろん、「Ｂ」が媒介項とな

って、「Ａ＝Ｃ」となることもあるが、６つの詩句で、６回も繰り返される

ことによって、媒介項の「Ｂ」なくして、即「Ａ＝Ｃ」ともなるのである。

この、瞬時に「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」となる、「３重メタファー」のここちよさは、

魔術的でもある。このことは、今回、詩集『The Wasteless Land.VI』を出し

て、何人かの方に、「順列 並べ替え詩。３×２×１」を取り上げていただ

いたのだが、どなたにも指摘されなかったことであった。「３重メタファー」

なる言葉も、筆者自身の発見であり、発明であるが、湊 圭史氏が、筆者の「順

列 並べ替え詩。３×２×１」をウェブ上で取り上げてくださって、「順列

 並べ替え詩。４×３×２×１」のようなものを書いてられて、それが詩句

として、よくないものであると書いてられることから、ピンときたことだっ

たのである。筆者にも、よくないものであると思われたのであった。４つの

要素を並べ替えると、なにがなんだかわからないものになっていたからであ

った。いま、その湊 圭史氏の書いてられた詩句を、ここに引用してみよう。

  

 

 

 

満開の森の陰部の鰓呼吸。 

森の陰部の鰓呼吸の満開。 

陰部の鰓呼吸の満開の森。 

鰓呼吸の満開の森の陰部。 

森の満開の陰部の鰓呼吸。 

満開の陰部の鰓呼吸の森。 

陰部の鰓呼吸の森の満開。 

鰓呼吸の森の満開の陰部。  

陰部の満開の森の鰓呼吸。 

満開の森の鰓呼吸の陰部。 



森の鰓呼吸の陰部の満開。 

鰓呼吸の陰部の満開の森。 

鰓呼吸の陰部の森の満開。 

陰部の森の満開の鰓呼吸。 

森の満開の鰓呼吸の陰部。 

満開の鰓呼吸の陰部の森。 

 

 

 

いま読むと、そういけなくはないとも思われるのだが、それは、「満開」

という言葉が、「状態」を表わす名詞であって、たやすく形容辞になりやす

いためであろう。また、「満開」という言葉が、「森」という、「属性」、

あるいは、「場所」を表わす名詞とも遠くない関係にある言葉だからであろ

う。これは、「４重メタファー」ではなかった。だからであろうか、「４重

メタファー」になっていないものを目にして、逆説的に、「４重メタファー」

の困難性に気がついたのは。そして、わたしの「順列 並べ替え詩。３×２

×１」が「３重メタファー」の最小単位であることに気がついたのは。 

 

ここで、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。

３×２×１」のなかから、「３重メタファー」化に成功していると思える連

をいくつか抜粋してみる。抜粋して、それらの詩句の意味について考えてみ

よう。また、なにか発見できるものがあるかもしれない。 

 

いま、抜粋して、それらの詩句の意味について考えてみようと書いたのだ

けれど、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３

×２×１」を読み直してみたら、「３重メタファー」化成功の度合いが、「桜

の文字の公園。」や「断面のビルの蠅。」ほど高いものが、ほかにはなかっ

た。なにが原因なのだろうか。なにが。それを探るのも、おもしろそうであ

る。一連六行で、同じ単語が繰り返し連発されることによる「３重メタファ

ー」化のような気もするが、ただそれだけでもないようにも思われる。まあ、

まず、かろうじて、「３重メタファー」化に成功しているものも含めて、ま

ずまずのところ、「３重メタファー」化に成功しているように思われる連を

抜き書きしてみよう。  

 

 

 



映画館の小鳥の絶壁。 

小鳥の絶壁の映画館。 

絶壁の映画館の小鳥。 

映画館の絶壁の小鳥。 

小鳥の映画館の絶壁。 

絶壁の小鳥の映画館。 

 

 

 

「絶壁」は「位置」や「場所」を表わす名詞であるが、「の」と結びつくと、

「状況」を表わす形容辞ともなる。「映画館」もまた「場所」を表わす名詞

だが、「属性」も表わす。「小鳥」は「属性」を表わす名詞である。一連六

行で、これらの名詞が連呼されることによって、ひとつのイマージュが喚起

される。映画館という、いわば夢を見せる場所と、小鳥という儚げな生き物

と、絶壁という逃れることができない場所が重ね合わさった、ひとつのイマ

ージュ。 ６つの詩行において、明確な意味をもつものは、ただ一つ、「絶壁

の映画館の小鳥。」だけであろう。あとの５つの詩行、「映画館の小鳥の絶

壁。」、「小鳥の絶壁の映画館。」、「映画館の絶壁の小鳥。」、「小鳥の

映画館の絶壁。」、「絶壁の小鳥の映画館。」は、意味が明確ではない。し

かし、「小鳥」と「映画館」と「絶壁」という言葉が、「の」という言葉だ

けで結び合わされて、繰り返し連呼されることによって、それらの３つの言

葉が一つに重ね合わされた一つのイマージュが喚起されて、あたかも、「小

鳥＝映画館＝絶壁」であるかのような印象を与えるものとなっているのであ

る。詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２

×１」のさいしょの連に、この「映画館の小鳥の絶壁。」をもってきたのは、

もちろん、さいしょにこの詩句が思いついたからだが、おそらく、直感的に、

この３つの単語が織りなすひとつのイマージュがあって、それが、６行の詩

句を分離不可のものにすると予感していたのではないかとも思われる。各詩

行は意味が不明確でも、６行にわたって、「呪文」のように連呼されること

によって、言葉の融合というか同一化が起こり、各行が不可思議な意味では

あっても、一連の詩句としてまとめて読まれた場合には、ひとつのイマージ

ュを形成するということである。この連もまた、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」のテンプレ

ートの「３重メタファー」化が成功しているもののように思われるのだが、

どうであろうか。  

 



それにしても、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替

え詩。３×２×１」のさいしょの連の「映画館の小鳥の絶壁。」は、象徴的

な詩句であった。書き並べられてはじめて意味をもつという、互いに従属し

ている詩句というものを如実に表現しているものである。各詩行が独立して

おらず（ひとつだけ独立していたが）、各詩行の相互作用によってのみ意味

を生じさせるという詩句からなるものである。そういうものをはっきりと明

示したのは、おそらくこの詩作品がはじめてではないだろうか。こんなにも

単純な構造をしているのに。「書き並べられてはじめてイマージュが喚起さ

せられる」という詩行である。「映画館の小鳥の絶壁。」ほどではないが、

「順列 並べ替え詩。３×２×１」には、この類のものが多そうである。し

かし、抜き書きしたものは、一つ一つ、つぶさに見ていくことにしよう。や

はり、どのような新たな発見があるか知れないからである。  

 

「互いに従属している」というのは、「その詩行だけで、意味を形成するこ

とができない」という意味である。「映画館の小鳥の絶壁。」では、ただ一

つの詩行のみ独立していたが、他の５行の詩行は、個別に意味をなさなかっ

たので、これを「互いに従属している」と表現したのである。このことも、

もしかしたら、長い考察が必要な事柄になるのかもしれない。「理系の詩学」

が、ますます、さまざまな方向に枝葉をのばして、実り豊かなものになりそ

うな気がする。おもに自分の詩作品の考察を通してだが、いろいろなことに

触れたいし、いろいろなところに到達したい。詩や小説を読むことは、もち

ろん、筆者にとって、大きな喜びであるが、詩を書くことや、考察しながら

詩論を書くこともまた、筆者にとっては、大きな喜びである。それはきっと、

自分を知ることの発見につながるものであるからであろうと思われる。  

 

そういえば、筆者には不思議なのだが、どうして、ほかの詩人は、自分の

作品について述べないで、ほかのひとの作品についてばかり述べているのだ

ろう。まあ、なかには、自分の作品について書いているひとがいるけれど。

「理系の詩学」では、できる限り、筆者の主観を排して、自分の作品を論理

的に考えていく方針である。なかには間違いもあると思われるが、うっかり

ミスである場合はもちろん、そうでない場合のものであっても、あとで気が

つけば、かならず言及して、書いていく。たとえ、その経過はぐねぐねした

ものではあっても、最終的には、これまで目にしたことがないような、すば

らしい発見のあるものにしたいからである。  

 



「３重メタファー」の発見が、それは、おそらく、湊 圭史氏の「４重メタフ

ァー」の失敗作を、筆者が目にしたことからきているのだろうけれど、あと

で検証したら、それは「４重メタファー」になっていなかったものからきて

いるものであった。違う意味で、「４重メタファー」の失敗作であったとい

うことである。しかし、その失敗作が、筆者に、「３重メタファー」の概念

を思いつかせたのだから、文学というか、いや、文学だけではないな、科学

でもそういったエピソードがたくさんあるが、失敗もまた、注意深い目がそ

れを見ていたら、新しいものの発見につながることがあるのだなと思った。  

 

素数に対応させた辞書のページから名詞を取り出す作業をまだやっていな

いのだが、これとは別に、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列

 並べ替え詩。３×２×１」で採用した方法の一つに、手近にある本棚の本

から適当に言葉を抜いて用いる、というのがあった。その言葉から、自分の

記憶にある言葉をくっつけていったものがいくつもあるのである。このこと

は、なにかが契機となって芋づる的にイマージュが引きずり出されていくと

いうことを表わしていると思われるのだが、わたしの詩作品の第一テーマと

も言うべき、「偶然」というものについても考えさせられるものである。「理

系の詩学」では、この「偶然」についても考察していきたい。たとえば、「ま

ったき偶然」というものや、「かろうじて偶然」というものなどがあるのだ

ろうか、といったことまで。まあ、これは、もう少しさきの話かな。文学と

真剣に対峙するというのは、友人の好意を踏みにじる場合もあるということ

に、いまさらながら、気づかされた。こころ痛いことであった。湊 圭史氏が、

筆者の詩集『The Wasteless Land.VI』から「順列 並べ替え詩。３×２×１」

を取り上げてくれて、そこから、要素を 1 つ増やして、せっかく、「順列 並

べ替え詩。４×３×２×１」をつくって見せてくれたのに、それを「出来が

悪い」ものと思い、その出来の悪さの原因が、要素の数が一つ増えたことか

らきたものと断定し、要素が３つのものが最適なのであろうかと思索をめぐ

らせたことが、「３重メタファー」といったものを思いついた発端であった

ように記憶している。４つの要素で「順列 並べ替え」された、その詩句の

出来が悪いと初読のときに思わなければ、「３重メタファー」に即、結びつ

かなかったかもしれない。まあ、それは可能性の問題で、わからないことだ

けれど。いま、４つの要素で「順列 並べ替え」された、湊 圭史氏の詩句を

読むと、出来はけっして悪くはないものだと思われるものなのだが、「Ａ＝

Ｂ＝Ｃ＝Ｄ」というような、「４重メタファー」とはなっていなかった。筆

者の頭のなかで、４つの要素が等号で結べなかったことを不具合であると判

断させる、なにか規範というか、基準のようなものが形成されていたのであ



ろう。おそらく、「３重メタファー」なる概念が脳に喚起されたと同時生起

的に、その規範というか、基準のようなものが形成されたのであろう。さて、

その規範、あるいは、基準とは、なにか。いま、ふと、規範、あるいは、基

準と書いてみたのだが、自分でもまだはっきりとはわからない。しかし、こ

れは、この「理系の詩学」を書きはじめた当初の言説と一致するもののよう

に思われる。この「理系の詩学」のはじめに書いたことの一つに、このよう

なものがあった。人間の脳が同時的に想起する言葉の意味概念には、その個

数に限界があるのではないかと。このことは、「多重メタファー」化に限界

があると、直感的に思ったことと通底しているように思われる。４つの要素

による「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」の意味解釈困難性と、４つの

要素の「４重メタファー」化の困難性である。同一次元の事柄ではないが、

通底しているように思われたのだった。これも、後々、深く考察したい。  

 

たまごサンドをつくるために、サンドイッチ用の食パンを買ってきた。あ

と、５種類のコーヒーの味が楽しめる Maxim の「カフェ・アラカルト」と。

韓国映画の『台風太陽』のＤＶＤを見ながら、さっき書いてたんだけど、チ

ョン・ジョンミョンって、いい俳優だなあ。キム・ガンウもすてきな俳優だ

し。横断歩道を歩いていると、バンに乗ってた若い男の子が、ラッパーの DA

BO ちゃんに似てて、なんだか、笑。そういえば、詩に何度も書いてる京大の

エイジくんも、DABO ちゃんに似てたし。うううん。似てる顔、けっこう、い

っぱいあるのかも。いや、探すからかな。無意識のうちに。あ、この無意識

が探してるっていうのは、重要なポイントかもしれない。「意識」と「無意

識」もまた、筆者が、「理系の詩学」のなかで扱いたい考察対象の一つであ

る。いやあ、ほんとに、枝葉が拡がる、というのか、根っこがたくさんあっ

たってことか。   

 

ただ一行だけが輝いているから、その詩が好きってことがある。コクトー

の「赤い包み」がそうだし、パウンドの『キャントーズ』も、それに近い。

分量的に言ってね。筆者が、詩集『The Wasteless Land.VI』の「順列 並べ

替え詩。３×２×１」で試みたことの一つに、「たった一つでも、すぐれた

詩句があればよいのだ。それも詩だ。詩に必要な条件を十分に満たしている。」

ということを、具体的な例をつくって示すこと、ということがあった。すべ

ての連や、すべての行がすぐれている必要はないのである。筆者のものでも、

筆者以外のものでも、他の多くの詩作品に比べて、そのことは、詩集『The W

asteless Land.VI』の「順列 並べ替え詩。３×２×１」が、もっとも明確

に示していると思われるが、どうであろうか。このことは、人生においても



言えるかな。すべての瞬間がすばらしくなくともよいのである。すばらしい

と思える瞬間とすばらしいと思えない瞬間が、さまざまな割合で織りなされ

ているのが人生であって、人間は、そのなかから、自分の好みの時間を取り

上げて、引き延ばし、変形し、保存するのだ。 不幸な人とは、自分が不幸で

あると思える時間を引き延ばし、変形し、保存する人のことをいう。また、

彼は、他者の不幸であっても、自分のものであるかのように、それを自由に

引き延ばし、変形し、保存するのだ。幸福な人もまた同じようなものであろ

う。詩人は、一般に、幸福な不幸な人。あるいは、不幸な幸福な人であるだ

ろう。詩人ならば、自分の幸福も不幸も自在に引き延ばし、変形し、保存す

ることができる。詩人でない者には、その自在さが身につかない。その自在

さというものが詩人にあることにすら気がつかないのである。さまざまな時

間を引き延ばし、あるいは、切りつめ、変形し、保存する。言葉によって。

言葉という要素と、その要素を配する構造によって、詩人は、時間を、場所

を、出来事を引き延ばし、あるいは、切りつめ、変形し、保存する。  

 

けさ見た夢は、とても暗示的だった。教室で黒板に板書きした問題じゃな

い問題を、生徒たちが問題として書き写して書いていて、それを解いていっ

ていたのであった。なにが原因かと思っていると、わたしが、問題の番号を

書き写し間違って書いていたのであった。   

 

きょうも、２回連続で見てしまった、韓国映画『台風太陽』のＤＶＤのエ

ンド・クレジットにある、「１回の成功のために／数百回 転ぶ人たちに捧げ

ます」という言葉が、とても胸に響いて聞こえてくるのだった。それはやは

り、自分の体験に照らし合わせて見てしまうからだろうか、感じ取るためで

あろうか。詩もまた同様に思われる。  

 

このあいだ、ラッパーの DABO ちゃんに似た彼の手をぎゅっと握ってて思っ

たんだけど、これは、言葉にできないここちよさだなと。手で触れたときに

伝わるもの、手で触れたからこそ伝わるもの。言葉では、同一のものではな

くて、ただ相似的なもの、近似的なものになるしかないだろう。ところが、

読み手は、自分の体験に照らし合わせて、類似の経験を思い起こして、読ん

だものの感触を相応に想起させることができるのである。少なくとも、そう

いう体験を、筆者は無数にしてきたし、してきたと思っている。もしも、そ

ういった体験がなければ、詩も、小説も、映画も、演劇も、いまのように楽

しむことはできなかったであろう。  

 



ヘッセの『シッダールタ』で、もっとも印象的な場面である、瞬時に顔が

千もの違った顔に変化していくシーンがあるけれど、DABO ちゃん似の彼の顔

が、DABO ちゃんだけじゃなくて、高校時代に好きだった同級生の顔にも似て

見えてきた。エドガー・アラン・ポオが、女性のたくさんの顔の同一性につ

いて述べていたが、たしかこういった表現だったと思う。「たくさんの顔の

なかのただ一つの顔」。違ったかな。でも、これって、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」の媒

介項の「Ｂ」というものがなくって、直に「Ａ」と「Ｃ」を結びつけている

ような気がするのだけれど、錯覚だろうか。「Ａ＝Ｂ」とすると、その二つ

のもののあいだだけの関係のような気がするのである。媒介項の「Ｂ」がな

くて、「Ａ＝Ｃ」と解釈すると、ただ一つの「Ａ」と、無数のものが結びつ

くというイメージが浮かぶのだが、どうだろうか。これは、記号に対する感

覚で、個人によって異なるものかもしれない。しかしながら、筆者の言いた

いことのうちのいくらかは伝わるのではないかと思っている。   

 

『千切レタ耳ヲ拾エ。』という作品を、１０年ほど前に出した詩集に収録し

ていたのだけれど、きょう、文学極道の詩投稿掲示板に投稿する詩を、３０

作品ほど選んでいて、読み直していたら、「順列 並べ替え詩。３×２×１」

のもとになる部分を発見した。つぎのような詩句である。  

 

 

 

ひとりがぼくを孤独にするのか、 

ひとりが孤独をぼくにするのか、 

孤独がぼくをひとりにするのか、 

孤独がひとりをぼくにするのか、 

ぼくがひとりを孤独にするのか、 

ぼくが孤独をひとりにするのか、 

 

３かける２かける１で、６通りのフレーズができる。 

 

 

 

これと、長篇詩『舞姫。』のつぎの詩句が、筆者が、「順列 並べ替え詩。

３×２×１」をつくり出すきっかけになったと思われる。『舞姫。』のほう

は、おそらく、４、５年前の作品かなと記憶している。これはまだ、ウェブ

上でしか発表していない作品だけれど、つぎのつぎに出す予定の詩集『The W



asteless Land.VIII』に収録するつもりである。で、その肝心の詩句とは、

つぎのようなものである。 

 

 

 

小鳥の映画館の薬莢の古新聞の電信柱の蜜蜂の肘掛け椅子のビニールの牛の

藁屑の理髪店の新幹線のレモンの俯瞰の花粉の電気椅子の雲のいまここのい

つかどこかのかつてそこの自我の麦畑の船舶のカンガルーのハンカチの襞の

草の等級の新約聖書の自明の連続のオフィーリアの多弁の乾電池の朝食の時

計のトランプの絆創膏のバインダー・ノートの孔子の老子の荘子の散文の韻

文の衣装のルーズ・リーフのコンセントの歌留多の帽子の絵空事の杜甫の陶

淵明の描写の退屈の旧約聖書の情念の壁の表現のタイルのタオルの葱の小松

菜の逐電のレコードのハミガキチューブの古典の技巧の細胞の組織の飛び領

土の直線の亡霊の故郷の世界のコーランの原始仏典のチャートの汗の株式相

場の計算用紙の意味の構造の漢字の経験の翻訳の瞬間の全体の官能の食料品

店の心臓病の収集の薬玉の土曜日の寝台の手袋の顔の曲がり角の森羅万象の

金魚の石榴の自転車の蝙蝠の幸福の鉄亜鈴の約束の珊瑚の嵐のつぐみの左手

の教理問答の彫像のゼニ苔のウミガメの無関心の修練の献血の飛行機のつぼ

みの砂肝の道標の犯罪者の群青の異端者のチョコレートの意識の知覚の因果

関係の非能率の膝頭の壺の光の風景の事物の言葉の音の葉脈の噴水の羽毛の

噴水の間違いの存続の鼓動の樹冠の犬の亀裂の娯楽の技法の臨界の砂浜の蚊

柱の鍵束の呼吸の神話の紙やすりの継母の自然の奢侈の経路の埃の食虫植物

のヨットレースの舌打ちの撫子の洗面台の受話器の周期の背中の万葉集の釘

抜きの微笑みの悲しみの平仮名の山脈の軍需工場の贓物占いのスパンコール

の麻痺の渦巻きの赤錆のハンバート・ハンバートの考察のジュリアン・ソレ

ルのスポーツ観戦のドン・ジョバンニの俳句の勢子のＤＮＡの砂糖菓子の証

言の肉体のコマの胡麻の素朴の軋轢の単位の美の事情の技術の不穏の明晰の

ヒキガエルの知識の木炭の発音の魂の太平記の嘘の散文の真実の異議の働き

の輸入品の人生の物語の現実の井戸の存在の舞踏家の無為の沈黙の殖産興業

の小太鼓の違反者の抑揚のカインの営みのアベルの形容詞の通年の活版印刷

のミンチカツ・ハンバーガーの猿の微振動の猫の霞の圧迫の雨の回転運動の

マルガレーテの対称移動のジュリエットの杖のハムレットの翼のリア王のシ

ョッピングモールの芭蕉のファウストのアーサー王の神のコーヒーのクーラ

ーの破局の悶えのカメラの糊のポールのジョンのジョージのリンゴの黒人の

白人の哲学の季節の偏見の創造の黄色人種の骸骨のピンクの仮定の青の紫の



向日葵のニガヨモギの裸電球の暁のクエン酸の馬頭星雲の薄暮の朝日の真夜

中の正午の文庫本の図鑑の辞書の感情のボール箱の物証の 

治療のダイダロスの歯ブラシの比喩のエンジンのタオルの事典の韻律の休暇

の雑誌の孤独の 

 

 

 

この詩句の意味もまた、つぎのように、『舞姫。』という作品のなかで説

明していた。そのまえに、いま引用した詩句の修正ヴァージョンが、同じ詩

のなかに書いてあったので、それをさきに引用しておこう。 

 

 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーターの

瞑想の溜まり水の肘掛け椅子の小鳥の映画館の薬莢の古新聞の電信柱の蜜蜂

の肘掛け椅子のビニールの牛の藁屑の理髪店の新幹線のレモンの俯瞰の花粉

の電気椅子の首吊り台の雲のいまここのいつかどこかのかつてそこの自我の

密告者の麦畑の船舶のカンガルーのエクトプラズムのハンカチの襞の寄木細

工の草の内証の等級の新約聖書の自明の連続のオフィーリアの多弁の乾電池

の朝食の時計のトランプの絆創膏の護符のバインダー・ノートの孔子の老子

の荘子の政府承認の散文の韻文の抑揚の踏み板の首吊り縄の勲章の衣装のル

ーズ・リーフのコンセントの歌留多の帽子の絵空事の逮捕の証明書の勃起の

遺伝性機能障害の検査官の杜甫の陶淵明の去勢の描写の退屈のスパイ行為の

旧約聖書の情念のサボタージュの堕落の壁の政治的偏向の因果律の表現のタ

イルのタオルの葱の小松菜の逐電の代謝作用のレコードのハミガキチューブ

の古典の技巧の細胞の組織の飛び領土の直線の亡霊の故郷の世界のコーラン

の原始仏典のチャートの汗の株式相場の計算用紙の意味の構造の漢字の経験

の翻訳の瞬間の全体の官能の食料品店の心臓病の収集の薬玉の土曜日の寝台

の手袋の顔の曲がり角の森羅万象の金魚の石榴の自転車の蝙蝠の幸福の鉄亜

鈴の約束の珊瑚の嵐のつぐみの左手の教理問答の彫像のゼニ苔のウミガメの

無関心の修練の献血の飛行機のつぼみの砂肝の道標の犯罪者の群青の異端者

の刑罰の電極のチョコレートの意識の知覚の因果関係の非能率の膝頭の壺の

光の風景の事物の言葉の音の葉脈の噴水の羽毛の噴水の間違いの存続の鼓動

の樹冠の犬の亀裂の娯楽の技法の臨界の砂浜の蚊柱の鍵束の呼吸の神話の紙

やすりの座薬の継母の自然の服従の奢侈の経路の埃の食虫植物のヨットレー

スの舌打ちの撫子の洗面台の受話器の因果律の告発の周期の背中の万葉集の



釘抜きの微笑みの悲しみの平仮名の山脈の軍需工場の贓物占いのスパンコー

ルの麻痺の渦巻きの赤錆の手術室のハンバート・ハンバートの考察のジュリ

アン・ソレルのスポーツ観戦のドン・ジョバンニの俳句の勢子のＤＮＡの砂

糖菓子の証言の肉体のコマの胡麻の素朴の軋轢の潜在的同性愛者の有刺鉄線

の単位の美の事情の技術の不穏の明晰のヒキガエルの知識の木炭の発音の魂

の売春宿の特権階級の太平記の嘘の真実の異議の働きの輸入品の人生の隔離

状態の接触の摩滅の物語の現実の井戸の存在の舞踏家の無為の沈黙の殖産興

業の小太鼓の原爆の違反者の抑揚のカインの営みのアベルの形容詞の通年の

活版印刷のミンチカツ・ハンバーガーの猿の微振動の猫の霞の圧迫の雨の回

転運動のマルガレーテの対称移動のジュリエットの杖のハムレットの翼のリ

ア王のショッピングモールの芭蕉のファウストのアーサー王の神のコーヒー

のクーラーの破局の悶えのカメラの糊のポールのジョンのジョージのリンゴ

の黒人の白人の哲学の季節の偏見の創造の黄色人種の骸骨のピンクの仮定の

青の紫の向日葵のニガヨモギの裸電球の暁のクエン酸の馬頭星雲の薄暮の朝

日の真夜中の正午の文庫本の図鑑の辞書の感情のボール箱の物証の治療のダ

イダロスの歯ブラシの比喩のエンジンのタオルの事典の韻律の休暇の雑誌の

孤独の叫びの螺旋の出来物の表面の剃刀の括約筋の潰瘍の内部の露台の鱗の

声のモザイクの交接の繊毛の接触の屏風の喉の階段のイメージの現実の波の

肉体の焦点の麻薬の足音の旋回の儀式の背骨のゲップの名残のジャイロスコ

ープの出産の弾丸の迷信の拷問の凧の深淵の堕落の緊急の排泄の漆黒の禿の

勝利の偏光のクラゲの恥辱の放棄の愚連隊の弾丸の象牙の皮膚の響きの切り

株の人混みの廃墟の高木の茂みの鈴の模様の繁殖の移植の抱擁の恍惚の布地

の汚染の睦言の大衆の蔓の火打ち石の海鳴りの緊張の気泡の道の根の演技の

橇の憂鬱の記録の噴水の壁掛けの緊張の眉毛の習慣の屈折の桟橋の平面の棍

棒の瘡蓋の乳房の眉毛の真珠の刷毛の挨拶の信頼の解説の休息の襲撃の陰毛

の物語の誤解の躊躇いの雑草の炎の物腰の強さの弱さの根の結晶の魂の寄生

虫の万華鏡の曖昧の覇者のタクシーの騒動の鶏の胃の腸の肺の歓喜の音階の

神秘の感触の一枚の溝の隠喩の霧の伸縮自在の追跡の恋歌の波紋の潅木の鳴

子の象徴の人間の爆発の楔形文字の饗宴の旋律の木造のトマトケチャップの

福音の隣人の頭蓋のマヨネーズの手術の霊感の悲劇の定期券の寝室の読み物

のオーバーヒートの性的倒錯の頌歌の凸凹の司祭の蹄鉄の溺死の瞳の狼狽の

非在の歓楽街の親指の精神安定剤の地雷の空集合の枯れ枝の跳躍の共鳴の消

滅の象形文字の有刺鉄線の存在様式の境界の騙し合いの切符の跳躍の湿疹の

手榴弾の田園交響曲の警察の驚愕の手紙の片隅の無人の胸部の思春期の急流

の未遂の図書館の地平線の群集の無意識の自動皿洗い機の運動靴の周辺の臍

の観覧車の憂いの銀紙のバス停の花壇の白旗のこめかみの頂点の吊革の吸い



取り紙の懺悔の踏み越し段の籠の頬の妄想の劇場の陶器の奴隷の囀りの膨張

の波動の唸りの洟水の背鰭の軋りの偶然の朝市の被写体の動揺の威厳の木っ

端微塵の藪睨みの反復の審問の実体の瞼の突起物の語彙のこおろぎの微熱の

絨毯の鼻梁の契約の気配の吟味の喪服の目配せの持ち前の雨音の滑走の武装

解除の欄干の義足の上辺の胎動の瀕死の橋梁の指令の血筋の刹那の痙攣の沸

点の波間の花びらの権利の水圧機の衝動の触角のエレベーターの符牒の生簀

の眩暈の養子の鍾乳洞の数年前の例外の浴室の蛹の駐車場の破片の台風の動

機の水槽の容貌の承認の純粋の迷走の虐待の美徳の跳躍の旋律の使徒の足蹴

りのなだれの帽子の眩しさの犠牲者の観念論の悔恨の擦れ違いの城壁の封印

の漣の尾鰭の輪郭の盲人の狼藉の趣味の国家の行列の神経の迷走の起源の解

毒剤の穿孔器の元老院の深層心理の遠心分離機の異星人情報局の紙くずの摘

み手のひと刷毛の滑稽の満足感の化粧のピーナツバターの自学自習の生まれ

育ちの執刀医の瞑想の血管の謝罪の難点の相殺の花盛りの孵化の把手の留置

場の小枝の虹彩の心無しの面影の量子ジャンプの軌道追跡装置の永劫の揮発

性の移植の化石の返信の新陳代謝の斥力の割増料金の一瞥の孤島の昏睡状態

の拒絶の意思疎通の略奪の新聞紙の弛緩の興奮の先祖の液体酸素の空腹の引

力の映写機の緊張の王さまの兆候の激痛の湖岸の人形の難点の不機嫌の習わ

しの多幸症の瞬きの処方箋の暗黙の減圧室の妥協の茫然自失の物真似の長時

間の告白の岸辺の意識の汚染の取り違えの真実の屈辱の芥子の静寂の袋小路

の伝染病の微笑の訂正のガラガラのグリグリのバリバリの前歴の水流の偽り

のアルマジロの段々畑の糸巻きの憎悪の残量の動作の咽喉の胚芽の悲哀の範

囲の潜水艦の闘技場の試験結婚の饒舌の回収の両眼の縫合の禿げ頭の交信の

大気圏突入の円環体の蜃気楼の胎児の壁紙の軌道の妊娠の避難の礼儀の汚染

の鰐の催眠術の継ぎ目の急降下の輪転機の蜜蜂の大津波の胞子の渓谷の雷電

の擬態の翻訳の慈善家の熱風の水蒸気の蝶の消化不良の象の幽霊の結び目の

放浪の隊列の嫉妬の抱擁の泥炭質のまがいものの便箋の日没の狩猟場の音楽

室の地すべりの電位差の巻き毛の官吏の凝結の鯨の剥製の宇宙飛行士の絶滅

の理解の落下の殺戮の交換台の精神改造の戦さ化粧の徘徊の悩みの宇宙人同

形論者の基盤の異種族嫌悪症の構造の大股のないがしろの塊の否定の状況の

遮断の崇拝の間違いの鉄くずの水牛のスキャンダルの脊髄液の霊魂の繊維の

ひき蛙の陳列の宿命の費用の輻射熱の横笛の腐敗の還付の突然変異の反動の

不意打ちの頭文字の輸出入の塒の呪いの錯覚の鸚鵡の所要時間の合唱の正体

の檻の足元の思案の貧困の呟きの鉱山の傍観の砂漠の踊りの爬虫類の演説の

凝視の折柄の初耳の彫刻家の爆破。 

 

 



 

『舞姫。』のなかで、この詩句の意味は、 つぎのような意味があると書いて

いた。 

 

 

 

鳥の散水機 

鳥である散水機 

鳥であった散水機 

鳥であろう散水機 

 

鳥の散水機の電気技師 

鳥であり散水機である電気技師 

鳥であって散水機であった電気技師 

鳥であろう散水機であろう電気技師  

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢 

鳥であり散水機であり電気技師である植木鉢 

鳥であって散水機であって電気技師であった植木鉢 

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢 

  

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピン  

鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢であるネクタイピン 

鳥であって散水機であって電気技師であって植木鉢であったネクタイピン 

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピン 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑み   

鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢でありネクタイピンである微笑

み 

鳥であった散水機であった電気技師であった植木鉢であったネクタイピン出

会った微笑み 

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピンで

あろう微笑み 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーター 



鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢でありネクタイピンであり微笑

みであるエスカレーター 

鳥であって散水機であって電気技師であって植木鉢であってネクタイピンで

あって微笑みであったエスカレーター 

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピンで

あろう微笑みであろうエスカレーター 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーターの

瞑想 

鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢でありネクタイピンであり微笑

みでありエスカレーターである瞑想 

鳥であって散水機であって電気技師であって植木鉢であってネクタイピンで

あって微笑みであってエスカレーターであった瞑想 

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピンで

あろう微笑みであろうエスカレーターであろう瞑想 

 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーターの

瞑想の溜まり水 

鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢でありネクタイピンであり微笑

みでありエスカレーターであり瞑想である溜まり水  

鳥であって散水機であって電気技師であって植木鉢であってネクタイピンで

あって微笑みであってエスカレーターであって瞑想であった溜まり水  

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピンで

あろう微笑みであろうエスカレーターであろう瞑想であろう溜まり水  

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーターの

瞑想の溜まり水の肘掛け椅子  

鳥であり散水機であり電気技師であり植木鉢でありネクタイピンであり微笑

みでありエスカレーターであり瞑想であり溜まり水である肘掛け椅子  

鳥であって散水機であって電気技師であって植木鉢であってネクタイピンで

あって微笑みであってエスカレーターであって瞑想であって溜まり水であっ

た肘掛け椅子   

鳥であろう散水機であろう電気技師であろう植木鉢であろうネクタイピンで

あろう微笑みであろうエスカレーターであろう瞑想であろう溜まり水であろ

う肘掛け椅子  



 

リゲル星人の言葉では「の」で名詞をつなぐと、 

このように３つの時制のこのような文脈で解されるのがふつうであるが、 

最後の名詞を強調するために、前置きに名詞を羅列する場合もあって 

その意味を解する場合には、状況をよく見極めなければならない  

たとえば、場合によって、最後の 

 

鳥の散水機の電気技師の植木鉢のネクタイピンの微笑みのエスカレーターの

瞑想の溜まり水の肘掛け椅子 

 

は、つぎのような意味にもなる  

 

鳥でもなく散水機でもなく電気技師でもなく植木鉢でもなくネクタイピン／

でもなく微笑みでもなくエスカレーターでもなく瞑想でもなく溜まり水でも

ない肘掛け椅子  

 

鳥でもなく散水機でもなく電気技師でもなく植木鉢でもなくネクタイピンで

もなく微笑みでもなくエスカレーターでもなく瞑想でもなく溜まり水でもな

かった肘掛け椅子  

 

鳥でもないであろう散水機でもないであろう電気技師でもないであろう植木

鉢でもないであろうネクタイピンでもないであろう微笑みでもないであろう

エスカレーターでもないであろう瞑想でもないであろう溜まり水でもないで

あろう肘掛け椅子 

 

 

 

というような説明をしていた。 

 

終わりのほうの引用は、論をすすめるにあたって、少しよけいなものかな

と思われたのだが、おもしろいものだと思われたので、あえて引用した。と

ころで、これらを引用してわかったのは、筆者がすでに、この『舞姫。』を

書いていたときには、「多重メタファー」の概念をおおよそ把握していたと

いうことである。「Ａ＝Ｂ＝Ｃ＝……」というテンプレートを存在させるこ

とができると、ただ、名詞と名詞を「の」という言葉でつなぐだけで、「Ａ

のＢのＣの……」というフォルムが、多重メタファーを実現させることがで



きると考えていたということである。振り返って、あらためて、自分の発見

に驚かされたのだが、それを３つの要素だけで展開し、並べ替えて詩句にし

たのは、いま引用したものよりさきに引用した、これまた、自分自身の詩句

の影響があるのであろう。異なる時間に書いた、異なる詩という、異なる場

所に書いた、異なる詩句、異なる出来事が、あることがきっかけで一つにな

ったのであろう。数学の授業で、「順列」を教えているのだが、もしかした

ら、このこともまた、きっかけになっていたのかもしれない。いや、このこ

とが直接のきっかけであるのかもしれない。偶然である。偶然だと思われる。

しかし、ほんとうに偶然なのだろうか。偶然ではないのであろうか。これを

偶然と呼ぶべきものなのか、呼んではいけないものなのか、それは、じっく

りと考察しなければならない。しかし、いまは、それはあとにすることにし

て、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２

×１」のなかから、さらに、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」の「３重メタファー」化に成功

したものを取り上げていこう。まあ、そう書いて、ずいぶんあいだがあいた

ような気がするのだが、瞬間瞬間、思考に入ってくるものも大事にしたいの

で、そうなってしまわざるを得ないのである。   

 

ああ、だらだら書いている。だらだらと書いているような気もするけれど、

詩というものの源に遡ったり、本論考の当初の目的に近づいたりしながら書

いているとも思う。この思考のうねりが楽しい。  

 

前にも書いたけど、同級生にもいたけど、街を歩いてても思うんだけど、

かわいいなあとか、カッコいいなあとかと思った子の顔が、いつのまにか、

ある世代から、プッツリいなくなるのね。もと、その子だったっていう顔が

どこにもないのね。いなくなるの。これは、なんだろ。ずっと疑問だったの

だけれど。このことも、なんか、詩というものに、詩をめぐる論考のなかに

含めて考えられるんじゃないかなと、ふと思った。ある時間だけの、ある場

所だけの、ある出来事だけのもの、そういった意味概念もあるような気がし

たのだった。それに、文脈とつよく関わる問題でもあるし、書き手だけでは

なく、読み手とのあいだの関わり方にも依存する問題でもあると思われたの

だった。  

 

塾からの帰り道、とぼとぼと歩いていると、ちょっと遊歩道からはみ出し

て、足がもつれそうになったのだけれど、「落ちかかる」といった言葉が思

い浮かんですぐに、「落下」という言葉に結びついちゃって、そうだ、俳句

の場合、「状態」や、「様子」や、「運動」なんかを表わす言葉で２つの名



詞を結びつけることがあるけど、これって、要素３つの名詞を順列・並べ替

えしてた「順列 並べ替え詩。３×２×１」で、「状態」や、「様子」や、

「運動」なんかを表わす名詞に「の」をつけて形容辞になるものを、動詞や

形容動詞なんかに置き換えたものと同じものなんじゃないかなと、ふと思わ

れたのである。たとえば、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列

 並べ替え詩。３×２×１」のさいごの連の 

 

 

 

樹上の暴走のカルボナーラ。 

暴走のカルボナーラの樹上。 

カルボナーラの樹上の暴走。 

樹上のカルボナーラの暴走。 

暴走の樹上のカルボナーラ。 

カルボナーラの暴走の樹上。 

 

 

 

なんか、顕著な例だろうし、また、 

 

 

 

朝食の吃音の註解。 

吃音の註解の朝食。  

註解の朝食の吃音。 

朝食の註解の吃音。 

吃音の朝食の註解。 

註解の吃音の朝食。 

 

 

 

や、 

 

 

 

祈りの青首大根の旋回。 



青首大根の旋回の祈り。 

旋回の祈りの青首大根。 

祈りの旋回の青首大根。 

青首大根の祈りの旋回。 

旋回の青首大根の祈り。 

 

 

 

 や、  

 

海面の鳥肌の手術。 

鳥肌の手術の海面。 

手術の海面の鳥肌。 

海面の手術の鳥肌。 

鳥肌の海面の手術。 

手術の鳥肌の海面。 

 

 

 

や、 

 

 

 

信号機の小鳥の回し飲み。 

小鳥の回し飲みの信号機。 

回し飲みの信号機の小鳥。 

信号機の回し飲みの小鳥。  

小鳥の信号機の回し飲み。 

回し飲みの小鳥の信号機。 

 

 

 

なども、そのよい例であろう。というようなことから、俳句というものにも、

近似的にはすべて、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」という「３重メタファー」化されている

ものが数多く見られるのではないかと思った次第なのである。着眼点がすば

らしいと、いつもより尊大に思われたわたくしであった。ああ、しかし、こ



れは脇道であった。もちろん、ひじょうに有益な脇道なのではあるが、また、

これからも、このことは、「理系の詩学」のなかで考察していきたいって、

いま思ったのだけれど。あっ、それじゃあ、脇道じゃないな。脇道ではない。

いままで引用したもののほかに、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した

「順列 並べ替え詩。３×２×１」のなかから、「３重メタファー」化に成

功していると思われる連を、さらに書き写してみよう。たとえば、  

 

 

 

現在の未来の過去。 

未来の過去の現在。 

過去の現在の未来。 

現在の過去の未来。 

未来の現在の過去。 

過去の未来の現在。 

 

 

 

や、 

 

 

 

実質の実体の事実。 

実体の事実の実質。 

事実の実質の実体。 

実質の事実の実体。 

実体の実質の事実。 

事実の実体の実質。 

 

 

 

がある。前者は、一見、まったく違う意味であるように思われる言葉だけれ

ど、「＝」で結ばれるという感覚は、アウグスティヌスの時間論や、プルー

ストを持ち出すまでもなく、わたしたちの日常でも、しじゅう共感している

ものであろう。「現在」、「未来」、「過去」が互いに入れ子になってたり

もする。後者は、「実質」、「実体」、「事実」からなるものであるが、こ



れらの３つの言葉は互いに共有する意味概念の領域が多いものである。ひと

言で言えば、よく似ている言葉なのである。しかし、よく似ているからこそ、

並べられ、連呼されると、意識は、それらの相違に向かう。それらの差異を

見極めようとするのだ。しかし、相違とか差異とかいったものに向かうと同

時に、同じ意味とかよく似た意味とかにも向かうのである。つまり、振動す

るのである。また、この二つの連は、無意識層にも働きかける。それは、「現

在」、「未来」、「過去」、「実質」、「実体」、「事実」といった言葉が

指し示す具体的な事物・事象が明示されていないためである。それらの言葉

が抽象的なものであるために、無意識層の体験や知識が、それらの言葉にな

んらかの具体物をあてはめようとするのだ。前者の場合なら、即座に、「わ

たしの」という言葉を補い、「現在」と「未来」と「過去」の間を往還する

のだ。いや、「わたし」という経験体と知識体のうえを、「現在」や「未来」

や「過去」が往還するのである。去来すると言ってもよい。大きな穴のあい

た「わたし」のあいだを「現在」や「過去」や「未来」の紐が複雑に絡み合

いながら貫通しているという感じもする。しかも、それらの紐は、時々刻々

と色が入れ換わるといった具合にだ。後者の場合だと、たとえば、「実質」

を固定して、「実質」の後ろに「実体」を置き、前に「事実」を置いて、た

めつすがめつ眺めながら、それらのあいだの意味の違いについて考えたり、

また、意味の同じところやよく似たところについて思いを馳せたり、逆に、

「実質」の前に「実体」を置き、後ろに「事実」を置いたりして、つぶさに

比較検討させたりするのである。具体的なものに、と、さきに書いたが、後

者は、筆者の場合には、対象が具体的な事物・事象にはならず、こうした思

考の具体的な運動をさせることにとどまったのであるが、筆者にとっては、

十二分に具体的だったのだ。それは、もしかしたら、数学というものが生活

の大きな部分を占めている生活を、筆者がしているためかもしれない。数学

は、筆者には具体的なものなのだ。それは、思考というものを、概念の操作

というか、言葉の取捨選択と配置という、単純な運動のようなものに感じて、

筆者が日々生活しているためかもしれない。  

 

何日か前のメモをさきに。「意味が不明のものがあるためだろうか、イメ

ージしやすいもののみが印象に残るため、ほかにいくつか意味のある詩句が

あっても、イメージが強烈なものに支配されて、一つのイメージしか残さな

いものもあって、一連六行の言葉の順番が入れ替わっても、意味の違いがあ

まりないものがあるのだ。まえに引用ずみのものだが、 

 

 



 

樹上の暴走のカルボナーラ。 

暴走のカルボナーラの樹上。 

カルボナーラの樹上の暴走。 

樹上のカルボナーラの暴走。 

暴走の樹上のカルボナーラ。 

カルボナーラの暴走の樹上。 

 

 

 

である。これは、「状態」を表わす「暴走」と、「場所」を表わす「樹上」

と、「属性」を表わす「カルボナーラ」の３つの単語からなるものだが、「属

性」を表わす単語がただ 1 つであるためであろう。ほかの二つの単語がその

「属性」の状況を語るものでしかないものになっているためであろう。こう

いった場合、「３重メタファー」化は、二つ、あるいは、三つの「属性」を

もつ「順列 並べ替え詩。３×２×１」の詩句よりも困難になるであろうこ

とが推測される。」。ここまでが、何日か前のメモの内容だが、奇妙なこと

に、けさ書いたメモが、この何日か前に書いたメモのつづきになっているよ

うに思われたのである。しかも、ちょうど２枚に渡って書きつけられたメモ

を書き写したあと、少し休憩を入れて、３枚目を書き写そうとして、その３

枚目のメモに目を落としてはじめて気がついたのだった。つぎに、その３枚

目のメモの言葉を書き写す。「この 

 

 

 

どこの馬の骨。 

馬の骨のどこ。 

骨のどこの馬。 

どこの骨の馬。 

馬のどこの骨。 

骨の馬のどこ。 

 

 

 

この連は、こんど出した詩集『The Wasteless Land.VI』を取り上げてくだ

さった詩人たちによって、もっともよく引用された詩句であったが、とくに



おもしろく思っていただけたのであろう。「どこ」は「場所」を、「馬」は

「属性」を、「骨」は「属性」と同時に「部位」を表わす単語である。これ

もまた、「３重メタファー」になっていると思われる。」。たしかに、かろ

うじて、「３重メタファー」になっていると思われる。 

 

「「さようなら」というのは、「感動詞」という品詞で、「名詞」ではない

ということを、以前に書いたが、ぼくには、なぜかしら、「さようなら」が、

「名詞」のような感触をもつ言葉に感じられたのだが、この「さようなら」

という言葉を含む連を、つぎに引用してみよう。 

 

 

 

きゅうりのさようならの数。 

さようならの数のきゅうり。 

数のきゅうりのさようなら。 

きゅうりの数のさようなら。 

さようならのきゅうりの数。 

数のさようならのきゅうり。 

 

 

 

「きゅうり」は「属性」を表わす名詞であるが、「数」は「状態」だろうか、

それとも、「様子」だろうか、いずれにしても、あまり「属性」っぽくない

ような気がする。そのためか、この連もまた、六行あるが、この連全体が一

つの絵のような感じがする。一つのイマージュに染められているような気が

するのである。」。これもまた、たしかに、かろうじて、「３重メタファー」

化されているように思われる。 

 

「数」といえば、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替

え詩。３×２×１」のなかには、「数」にこだわって書いたものもあり、そ

れらは、この「きゅうりのさようならの数。」の連よりはるかに「３重メタ

ファー」化に成功しているように思われるものが多いのである。そのことは、

いま、「数」という言葉から、自分の詩句を読み直してみて、あらためて気

がついたことである。引用してみよう。 

 

 



 

一篇の干し葡萄の過失。 

干し葡萄の過失の一篇。  

過失の一篇の干し葡萄。 

一篇の過失の干し葡萄。 

干し葡萄の一篇の過失。 

過失の干し葡萄の一篇。 

 

 

 

「干し葡萄」は「干し無花果」と同様に、滋養によい食べ物のような気がす

るが、薬にもなっていたかな、また、「葡萄」は「無花果」と同様に「豊饒」

のシンボルでもある。それが、「過失」と結びつくと、「文明の滅び」、あ

るいは、「民族の絶滅」といったイマージュを筆者に思い起こさせるのだが、

「一篇」という言葉と結びつくことによって、そのイメージはより鮮明なも

のになる。  

 

塾に行く途中、道を歩きながら、さきほど書いたものについて思い返して

いると、ちょっと乱暴なことを、粗雑なことを書いたのではないかと思われ

た。系を単純化して見ることも大事だが、そのことで落とされる枝葉である

ように見えたことが、じつは、たいへん重要なことであったということに、

あとになって気がつくというのは、 しばしば経験することである。乱暴に書

いたかもしれない、粗雑だったかもしれないというのは、「思考というもの

を、概念の操作というか、言葉の取捨選択と配置という、単純な運動のよう

なものに感じている」と書いていたところである。なぜなら、思考の発端が、

その時点に感受される感覚や、過去に感受された感覚の記憶や、日常生活の

みならず映画で目にした役者や本で読んだ登場人物（ときには動物や事物）

という他者が感じたであろう感覚に共感して感じた感覚の記憶によることが

あるからである。しかも、発端だけではない。思考中にも、そういった感覚

や感覚の記憶が現思考に影響を与えることがよくあるのである。しじゅうと

言ってもよい。これらの感覚や感覚の記憶は、言葉ではない。概念ではない

のである。ときに、喫茶店や居酒屋などで、すぐ隣や近くでしゃべっている

ひとたちのしゃべっている言葉が聞こえてきて、その言葉の一部を耳がとら

えて、無意識のうちに、自分が考えていたことに、その言葉が入ってきたり、

自分がしゃべっているひととのあいだに交わされている言葉のなかに、その

言葉がポンと出てきたりすることがある。口にして、自分の耳がその音を聞



いてはじめて、ああ、この言葉は、いま、すぐ隣に坐ってしゃべっている人

がしゃべっていた言葉だったな、とか、近くに坐ってしゃべっているひとが

しゃべっていた言葉だったなと気がついて、なんだか気恥ずかしい気持ちに

なるのだった。まるで言葉がウィルスのようにうつっていくというのか、言

葉が人間と人間のあいだをつぎつぎと飛び移っていくような感じがするのだ

った。なんと、たやすく、ひとはひとに影響を与え、ひとはひとに影響を受

けるものなのだろうか。また、よく道を歩きながら考えていると、考えなが

ら道を歩いていたりすると、バス停でしゃべっているひとや、しゃべりなが

ら歩いているひとたちの言葉の一部が、自分の考えていることに影響を与え

ることもある。ときには、その言葉の一部が、ちょっとしたひと言、ただ一

つの名詞や動詞が、それまで自分の考えていたものに対して、それまで自分

が向けていた眼差しとはまったく異なる視点で見させるものになることもあ

る。これらは言葉である。しかし、概念となるよりもはやく、「音」として

耳がとらえ、その「音」に耳が反応したあとになってはじめて「概念」にな

ったものである。こういったものは、たしかに、言葉であり、概念であると

言えよう。たしかに、すぐに「概念」になるものではある。しかし、はっき

り、「言葉であり、概念である。」と言い切ることには、ためらいがあるの

である。ためらいを生じるのである。というのも、まず、「音」があって、

「音」に反応したような気がするからである。「音」の意外さだろうか。突

出して、その「音」が大きく響いて聞こえてくることがあるのだ。しかし、

これは微妙な事柄であるのかもしれない。「音」だけではなく、たまたま目

にした「文字」もまた、視界に入ってきて影響することがあるのだ。ときに

は、文字ではなく、「絵」や「線」や「形」でさえも、思考に大きく影響す

ることがあるのだ。街でちょっとすれ違ったひとのコロンの「香り」が、遠

いむかしに付き合っていた青年の面ざしや、その青年とのいくつかの思い出

を、ふと思い出させたりすることもあるのである。しかし、思考の跡、思考

の追跡作業は、書かれた文字を通してなされるものであり、これは、たしか

に、言葉であり、概念である。ただし、その追跡作業は、書き手の読み直し

においても、その意味解釈には、感覚や感覚の記憶が大いに影響する。書き

はじめのとき、書いている途中、書いたあとで、まったく違うものになるこ

ともある。これは、自分が書き手から読み手に移行していくためでもあろう、

つまり、自分自身が変化していくためでもあるのだろう。もちろん、このこ

とは、書き手ではない、読み手においても起こる出来事である。当然、読み

手にも、読み手が読んでいるときに感受された感覚や、感覚の記憶によって、

読んでいるものの印象が影響を受けるであろう。また、言うまでもないこと

かもしれないが、書き手と読み手の感受した感覚や感覚の記憶は、まったく



異なるものであろう。それに、感覚のフィードバックというものがある。同

じ文章を目にして、書き手は身体がぽかぽかと温まるような気がして、じっ

さいに体温が上昇することもあるだろう。同じ文章を目にして、書き手では

ない読み手は、背筋がぞっとして身体が凍りついたようにこわばることもあ

るだろう。書かれた文字が、概念が、感覚や体調に大きく影響することがあ

るのだ。そのような体験をしたことのない者は、いないのではないか。つま

り、書き手と読み手の双方において、思考中に、言葉や概念ではないものが、

しじゅう生起したり消滅したりしているということである。なにが枝葉だ。

枝葉ではない。ぜんぜん枝葉ではないことだと、いま筆者には思われた。矛

盾だ。しかし、こうして離れたところに置いてみると、そう矛盾したことに

は思えないのも、たしかである。少なくとも筆者には。なぜなら、文脈が異

なるからである。リスペクトールだったかな。「神のなかでは、あらゆる矛

盾した概念があるので、神には一つも矛盾したところがない。」とかと書い

ていたのは。すこし強引な引用かもしれないが。また、横道にそれてしまっ

た。そうだ、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。

３×２×１」のなかから、「数」を表わす言葉を含んだもので、「３重メタ

ファー」化に成功していると思われる連を取り上げると書いていたのであっ

た。取り上げてみよう。 

 

 

 

正十二角形の蒸留水の花びら。 

蒸留水の花びらの正十二角形。 

花びらの正十二角形の蒸留水。 

正十二角形の花びらの蒸留水。 

蒸留水の正十二角形の花びら。 

花びらの蒸留水の正十二角形。  

 

 

 

朝凪の一茎の鯨。 

一茎の鯨の朝凪。 

鯨の朝凪の一茎。 

朝凪の鯨の一茎。 

一茎の朝凪の鯨。 

鯨の一茎の朝凪。 



 

 

 

一茎の聖職者の夕凪。 

聖職者の夕凪の一茎。 

夕凪の一茎の聖職者。 

一茎の夕凪の聖職者。 

聖職者の一茎の夕凪。 

夕凪の聖職者の一茎。 

 

 

 

樹上のコーヒーカップの一語。 

コーヒーカップの一語の樹上。 

一語の樹上のコーヒーカップ。 

樹上の一語のコーヒーカップ。 

コーヒーカップの樹上の一語。 

一語のコーヒーカップの樹上。 

 

 

 

どれもみな、「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」の「３重メタファー」化に成功しているよう

に思えるものだ。いや、かろうじて、というものもあるかな。ところで、ま

えに、３つの要素である、３つの名詞からなる「順列 並べ替え詩。３×２

×１」が、俳句というものに近似していると述べたのだが、「状態」、「様

子」、「運動」の類を表わす名詞を含む連のなかで、「３重メタファー」化

に成功していると思えるものを、つぎに取り上げてみよう。繰り返しになる

が、このことには、大いに着目していただきたいのである。すなわち、この

「状態」、「様子」、「運動」の類を表わす名詞を、意味を同じゅうする「状

態」、「様子」、「運動」の類を表わす他の品詞、たとえば、動詞や形容動

詞などに変換すると、俳句そのものになる、ということに。いま、季語につ

いては無視して書いているが、フォルムに関して言えば、確実に俳句という

ものになるであろう。 

 

 

 



球体の感情の呼吸。 

感情の呼吸の球体。 

呼吸の球体の感情。 

球体の呼吸の感情。 

感情の球体の呼吸。 

呼吸の感情の球体。 

 

 

 

孤島の恍惚の視線。 

恍惚の視線の孤島。 

視線の孤島の恍惚。 

孤島の視線の恍惚。  

恍惚の孤島の視線。 

視線の恍惚の孤島。 

 

 

 

右の耳の全裸。 

耳の全裸の右。 

全裸の右の耳。 

右の全裸の耳。 

耳の右の全裸。 

全裸の耳の右。 

 

 

 

彼の彼女のハンバーグ。 

彼女のハンバーグの彼。 

ハンバーグの彼の彼女。 

彼のハンバーグの彼女。   

彼女の彼のハンバーグ。 

ハンバーグの彼女の彼。 

 

 

 



「ハンバーグ」は「属性」を表わす名詞だが、「状態」をも表わすので、こ

こに分類した。 

 

 

 

孤島の恍惚の視線。 

恍惚の視線の孤島。 

視線の孤島の恍惚。 

孤島の視線の恍惚。 

恍惚の孤島の視線。  

視線の恍惚の孤島。 

 

 

 

孤島のシャツの世界。 

シャツの世界の孤島。 

世界の孤島のシャツ。 

孤島の世界のシャツ。 

シャツの孤島の世界。 

世界のシャツの孤島。 

 

 

 

両頬のマクベスの渦巻き。 

マクベスの渦巻きの両頬。 

渦巻きの両頬のマクベス。  

両頬の渦巻きのマクベス。 

マクベスの両頬の渦巻き。 

渦巻きのマクベスの両頬。 

 

 

 

物語の日付の距離。 

日付の距離の物語。 

距離の物語の日付。 

物語の距離の日付。 



日付の物語の距離。 

距離の日付の物語。 

 

 

 

現実のデズデモウナの紙挟み。  

デズデモウナの紙挟みの現実。 

紙挟みの現実のデズデモウナ。 

現実の紙挟みのデズデモウナ。 

デズデモウナの現実の紙挟み。 

紙挟みのデズデモウナの現実。 

 

 

 

ブラウスの刺身のマヨネーズ炒め。 

刺身のマヨネーズ炒めのブラウス。 

マヨネーズ炒めのブラウスの刺身。  

ブラウスのマヨネーズ炒めの刺身。 

刺身のブラウスのマヨネーズ炒め。 

マヨネーズ炒めの刺身のブラウス。 

 

 

 

フラスコの紙飛行機の蒸発。 

紙飛行機の蒸発のフラスコ。 

蒸発のフラスコの紙飛行機。 

フラスコの蒸発の紙飛行機。 

紙飛行機のフラスコの蒸発。  

蒸発の紙飛行機のフラスコ。 

 

 

 

待合室の松本さんの燻製。 

松本さんの燻製の待合室。 

燻製の待合室の松本さん。 

待合室の燻製の松本さん。 



松本さんの待合室の燻製。 

燻製の松本さんの待合室。 

 

 

 

現実の虚構の余白。 

虚構の余白の現実。 

余白の現実の虚構。  

現実の余白の虚構。 

虚構の現実の余白。 

余白の虚構の現実。 

 

 

 

無韻のコップの治療。 

コップの治療の無韻。 

治療の無韻のコップ。 

無韻の治療のコップ。 

コップの無韻の治療。 

治療のコップの無韻。 

 

 

 

コンビニの男性化粧品棚の受粉。  

男性化粧品棚の受粉のコンビニ。 

受粉のコンビニの男性化粧品棚。 

コンビニの受粉の男性化粧品棚。 

男性化粧品棚のコンビニの受粉。 

受粉の男性化粧品棚のコンビニ。 

 

 

 

フラスコの聖職者の階段。 

聖職者の階段のフラスコ。 

階段のフラスコの聖職者。  

フラスコの階段の聖職者。 



聖職者のフラスコの階段。 

階段の聖職者のフラスコ。 

 

 

 

樹上の水槽のブラウス。 

水槽のブラウスの樹上。 

ブラウスの樹上の水槽。 

樹上のブラウスの水槽。 

水槽の樹上のブラウス。 

ブラウスの水槽の樹上。   

 

 

 

指先の鯨の花びら。 

鯨の花びらの指先。 

花びらの指先の鯨。 

指先の花びらの鯨。 

鯨の指先の花びら。 

花びらの鯨の指先。 

 

 

 

踏み段の粒状の波。 

粒状の波の踏み段。 

波の踏み段の粒状。 

踏み段の波の粒状。 

粒状の踏み段の波。 

波の粒状の踏み段。 

 

 

 

顆粒状の小鳥の暗闇。 

小鳥の暗闇の顆粒状。 

暗闇の顆粒状の小鳥。 

顆粒状の暗闇の小鳥。 



小鳥の顆粒状の暗闇。 

暗闇の小鳥の顆粒状。 

 

 

 

ネクタイの雲の名前。 

雲の名前のネクタイ。 

名前のネクタイの雲。 

ネクタイの名前の雲。 

雲のネクタイの名前。  

名前の雲のネクタイ。 

 

 

 

孤独の小鳥の集団。 

小鳥の集団の孤独。 

集団の孤独の小鳥。 

孤独の集団の小鳥。 

小鳥の孤独の集団。 

集団の小鳥の孤独。 

 

 

 

海面の鳥肌の手術。 

鳥肌の手術の海面。 

手術の海面の鳥肌。 

海面の手術の鳥肌。 

鳥肌の海面の手術。  

手術の鳥肌の海面。 

 

 

 

朝食の吃音の註解。 

吃音の註解の朝食。 

註解の朝食の吃音。 

朝食の註解の吃音。 



吃音の朝食の註解。 

註解の吃音の朝食。 

 

 

 

断面のビルの蠅。 

ビルの蠅の断面。 

蠅の断面のビル。 

断面の蠅のビル。 

ビルの断面の蠅。 

蠅のビルの断面。  

 

 

 

「指先」は「部位」を表わす名詞だが、「指先」と名指しされると、こころ

の目が、こころに描いたダンサーの右手の指に、その指の根元から指先にか

けて移動する。「花びら」もまた「属性」を表わす名詞だが、「指先」と同

様に、「部位」や「場所」を表わす単語でもあって、「指先」に向けられた

眼差しと同じような動きを、こころの目にもたらす。 

 

 

 

側頭部の聖職者の糊付け。 

聖職者の糊付けの側頭部。 

糊付けの側頭部の聖職者。 

側頭部の糊付けの聖職者。 

聖職者の側頭部の糊付け。 

糊付けの聖職者の側頭部。 

 

 

 

波打ち際の注射器のトルソー。 

注射器のトルソーの波打ち際。  

トルソーの波打ち際の注射器。 

波打ち際のトルソーの注射器。 

注射器の波打ち際のトルソー。 



トルソーの注射器の波打ち際。 

 

 

 

側頭部の海のコーヒーカップ。 

海のコーヒーカップの側頭部。 

コーヒーカップの側頭部の海。 

側頭部のコーヒーカップの海。   

海の側頭部のコーヒーカップ。 

コーヒーカップの海の側頭部。 

 

 

 

稲妻の結晶の受粉。 

結晶の受粉の稲妻。 

受粉の稲妻の結晶。 

稲妻の受粉の結晶。 

結晶の稲妻の受粉。 

受粉の結晶の稲妻。 

 

 

 

ジュラ紀の筆記体のおでき。 

筆記体のおできのジュラ紀。  

おできのジュラ紀の筆記体。 

ジュラ紀のおできの筆記体。 

筆記体のジュラ紀のおでき。 

おできの筆記体のジュラ紀。 

 

 

 

夜明けのバネ仕掛けのサンドイッチ。 

バネ仕掛けのサンドイッチの夜明け。 

サンドイッチの夜明けのバネ仕掛け。  

夜明けのサンドイッチのバネ仕掛け。 

バネ仕掛けの夜明けのサンドイッチ。 



サンドイッチのバネ仕掛けの夜明け。 

 

 

 

これらのなかには、完全に「３重メタファー」化に成功しているものもあ

るが、「３重メタファー」化にあまり成功しているとは思えないものもある。

しかし、総じて、数多くのものが、まずまず成功していると思えるのだが、

どうであろうか。そこには、やはり、一連で、「の」という語で結ばれた、

最小の長さの６行の詩句に渡って、６度ずつ連呼されるという、「音による

魔術」のようなものが大きく寄与しているのだろう。ヤリタミサコさんが、

２０１１年１０月１６日に、「下町ポエトリー」という、もう１０年以上も

続いている朗読会で、筆者の「順列 並べ替え詩。３×２×１」の一部を朗

読してくださったのだが、そのときのことを、メールで、つぎのように書い

て送ってくださった。「シャウトして朗読していると、だんだん高揚する気

持ちになってきました。／すっきりしたセンテンスなのに、大量になってく

ると／呪文のような呪術のような効果が生まれてきます。／声に出すと気持

ちよかったですよ、ほんと。／これは黙読ではわからないインパクトですね。」

と。もちろん、黙読であっても、かならず頭のなかで音声化するはずなので、

「音の魔術」というか、「連呼の呪術性」といったようなものがあると思わ

れる。いや、大いにあると思われるのである。筆者が、この「順列 並べ替

え詩。３×２×１」をはじめて書いたとき、それはツイッターというものに

おいてなのだが、書いていて、とても楽しく、かつ、のめり込むようにして

書きつづっていくことができたのだった。ハッシュタグをつけていたので、

何人かの方も、筆者が決めた語順で、３つの名詞を「の」で連結し、つぎつ

ぎと並べ替えて、詩句をつくっていってくださったのであるが、どなたかだ

ったか忘れたが、「楽しい」とツイットで書いてくださったように記憶して

いる。そういえば、谷内修三さんが、筆者の詩集『The Wasteless Land.VI』

を、「詩はどこにあるか」というタイトルの日記に、ウェブ上 http://blog.

goo.ne.jp/shokeimoji2005/e/013253893b4f80d7cf51d2e4e5f8975c で取り上

げてくださって、「順列 並べ替え詩。３×２×１」のなかから、いくつか

の連を引用して評してくださったのだが、そのなかで、筆者の詩句を書き写

しておられて、「楽しい」と書いてくださっていたことが思い出された。や

はり、おそらくは、「音の魔術」というか、「連呼の呪術性」というような

ものによるのであろう。もちろん、言葉同士の意味概念の親和性や斥力とい

ったもののあいだに起こる振動のような運動性の楽しさもあるのだろうけれ

ど。ところで、筆者の書いた連のなかには、ほとんど「３重メタファー」化



に成功しなかったものも、ただ一つだけなのだが、存在する。それは、つぎ

の連である。 

 

 

 

直線の点の球体。 

点の球体の直線。 

球体の直線の点。 

直線の球体の点。 

点の直線の球体。 

球体の点の直線。 

 

 

 

この連は、「順列 並べ替え詩。３×２×１」のなかでも、さいしょのほ

うに書いたものである。この「理系の詩学」を書き出すまでは、「Ａ＝Ｂ＝

Ｃ」の形の「３重メタファー」といった言葉を思いつかなかったのだけれど、

たしかに、４、５年前に『舞姫。』という長篇ＳＦ詩を書いたときに、「の」

という言葉で名詞と名詞をつぎつぎとつないでいって、「ＡのＢのＣのＤの

……」という詩句を書き、その詩句が、「ＡであるＢであるＣであるＤであ

る……」といった意味のものになるとまで書いていたのであるが、この「理

系の詩学」で、詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列  並べ替

え詩。３×２×１」を振り返って目を通したときに、「ＡのＢのＣ。／Ｂの

ＣのＡ。／ＣのＡのＢ。／ＡのＣのＢ。／ＢのＡのＣ。／ＣのＢのＡ。」と

いうフォルムのスタンザが、読後に「Ａ＝Ｂ＝Ｃ」の形の「３重メタファー」

となっていることに気づき、それが、湊 圭史氏が、筆者のこの詩集のこの詩

篇をウェブ上 http://shiika.sakura.ne.jp/jihyo/jihyo_haiku/2011-10-21

-3271.html で取り上げてくださって、試みに、「順列 並べ替え詩。４×３

×２×１」をつくられたのだが、筆者は、そのつくられた湊 圭史氏の詩句の

出来が悪いとそのときに思って、その原因が、要素を４つにしたためである

と判断し、「４重メタファー」化は、詩句の意味解釈が困難なものになるの

ではないかと思い、「多重メタファー」化は、「３重メタファー」がもっと

もよいものであると直感されたのであるが、こういったことは、もう繰り返

し繰り返し書くことになるが、この「理系の詩学」を書き出すまでは、はっ

きりと認識していたものではなくって、詩集『The Wasteless Land.VI』に収

めた「順列 並べ替え詩。３×２×１」を書いたときには気がつかなかった



ものであった。もしも、そのときに気がついていたとしたら、あまり「３重

メタファー」化には成功しているとは思えない「直線の点の球体。」といっ

た連を詩篇の冒頭近くには置かなかっただろうと思われる。もしかしたら、

削除して書かなかったかもしれない。いやいや、めっちゃあまのじゃくで、

すこぶる気紛れの筆者のことだから、削除はしなかっただろう。冒頭近くに

は、置くことはなかったかもしれないけれど。  

 

ところで、この「直線の点の球体。」の連であるが、これらの３つの要素

である、「直線」も、「点」も、「球体」も、どれもみな、幾何学で用いら

れる言葉であるが、代数学でも扱われる数学用語であるのだが、どれもみな、

「属性」を表わす単語であると同時に、「の」という言葉と結びつくと、「形

体」や「状態」を表わす形容辞を即座に思い起こさせる単語でもある。しか

し、これらの３つの言葉は、定義がまったく異なるもので、一見するだけで

は、「の」で結びつけられた詩句の意味が分明ではないものになってしまっ

ているのである。読み手がたやすくこころに思い描ける、鮮明なイマージュ

を想起させないのである。これは、「直線」と「点」と「球体」の意味が共

有する領域がきわめて狭いものであると思われるためであろうか。（無限を

扱う領域では、共有する意味範囲が拡がるのだが、一般的には、共有する意

味範囲が狭いと思われると言ってよいだろう。）しかし、こう書いていて、

ふと、筆者には、筆者の書いた、ある「●詩」が思い出されたのである。す

ると、この「直線の点の球体。」の連が、きゅうに、「３重メタファー」化

したのである。というのも、筆者が書いた「●詩」の一つである、『LA LA M

EANS I LOVE YOU』の終わりのところで、「直線」と「点」と「球体」が、「３

重メタファー」化して、「直線＝点＝球体」となって想起されたからである。

それほど長い詩ではないので、『LA LA MEANS I LOVE YOU』を全行引用しよ

う。といっても、改行なしの散文詩だから、ただただ長い長い一行詩である

とも言えるのだけれど。 

 

 

 

●マドル●マドラー●マドラスト●子供たちは●頭をマドラーのようにぐる

ぐる回している●マドラーは●肩の上でぐるぐる回っている●ぐちゃぐちゃ

と●血と肉と骨をこねくりまわしている●そうして●子供たちは●真っ赤な

金魚たちを●首と肩の隙間から●びちゃびちゃと床の上に落としている●子

供たちの足がぐちゃぐちゃと踏みつぶした●子供たちの真っ赤な金魚たちの

肉片を●病室の窓の外から●ぼくの目が見つめている●学生時代に●三条河



原町に●「ビッグ・ボーイ」という名前のジャズ喫茶があった●ぼくは毎日

のように通っていた●だいたい●いつも●ホットコーヒーを飲んでいた●そ

のホットコーヒーの入っていたコーヒーカップは●普通の喫茶店で出すホッ

トコーヒーの量の３倍くらいの量のホットコーヒーが入るものだったから●

とても大きくて重たかった●その白くて重たい大きなコーヒーカップでホッ

トコーヒーを飲みながら●いつものように●友だちの退屈な話を聞いていた

●突然●ぼくの身体が立ち上がり●ぼくの手といっしょに●その白くて重た

い大きなコーヒーカップが●友だちの頭の上に振り下ろされた●友だちの頭

が割れて●血まみれのぼくは病院に連れて行かれた●べつにだれでもよかっ

たのだけれど●って言うと●看護婦に頬をぶたれた●窓の外からぼくの目は

●首から上のないぼくの身体が病室のベッドの上で本を読んでいるのを見つ

めていた●ぼくは●本の間に身を潜ませていた神の姿をさがしていた●いっ

たい●自我はどこにあるのだろうか●ページをめくる指の先に自我があると

考える●いや●違う●違うな●右の手の人差し指の先にあるに違いない●単

に●普段の●普通の●あるがままの●右の手の人差し指の先にあると考える

●ママは●人のことを指で差してはだめよ●って言っていた●と●右の手の

人差し指の先が記憶をたぐる●でもさあ●人のことを差すから人差し指って

言うんじゃんかよ●って●右の手の人差し指の先は考える●自我は互いに直

交する４本の直線でできている●１本の直線からでもなく●互いに直交する

２本の直線からでもなく●１点において互いに直交する３本の直線からでも

なく●１点において互いに直交する４本の直線からできている●と●右の手

の人差し指の先が考える●ぼくの目は●窓の外から●それを見ようとして●

ぐるぐる回る●病室のなかで●４本の直線がぐるぐる回る●右の手の人差し

指以外のぼくの指がばらばらにちぎれる●子供たちの首と肩の隙間から●真

っ赤な金魚たちがびちゃびちゃあふれ出る●子供たちは●頭をマドラーのよ

うにぐるぐる回している●マドラーは●肩の上でぐるぐる回っている●ぐち

ゃぐちゃと●血と肉と骨をこねくりまわしている●そうして●子供たちは●

真っ赤な金魚たちを●首と肩の隙間から●びちゃびちゃと床の上に落として

いる●それでよい●と●右の手の人差し指の先は考えている●45ページと46

ページの間に身を潜ませていた神もまた●それでよい●と●考えている●あ

あ●どうか●世界中の不幸という不幸が●ぼくの右の手の人差し指の先に集

まりますように！ 

 

 

 



魂に不可能なことは、なに一つない。障壁だったのだろうか。量子的なエ

ネルギー・ギャップのようなものがあったのは、たしかだ。球体は無数の輝

く直線を抱え込みながら、はげしく回転しながら、ただ一つの点に収束して

いった。「音の魔術」が、「連呼の呪術性」が、「反復の力」が、「波の重

ね合わせ」が、召喚したのだった。繰り返される音が、連呼される声が、●

を引き寄せたのだった。球体は無数の輝く直線を抱え込みながら、はげしく

回転しながら、ただ一つの点に収束していった。「直線」と「点」と「球体」

のあいだの障壁を、「音の魔術」が、「連呼の呪術性」が、「反復の力」が、

「波の重ね合わせ」が、ぶち壊したのだった。●が●を呼び、●が●をはじ

き、●が●とくっつき、●が●をはね、ぼくの頭のなかで、障壁だった、な

にものかをぶち壊したのだった。そのなにものかとは、いまはまだ、筆者に

はよくわからない。そのなにものかもまた、次号以降の「理系の詩学」のな

かで解明したい。解明する方向に、ぼくの目を、手を、脳みそを向けていき

たい。  

 

これで、「理系の詩学」の連載・第一回目を終える。それにしても、次回

以降に、この「理系の詩学」に残された課題は多い。たとえば、いま書いた

「３重メタファー」化を阻害する「障壁」のようなものの正体は、いったい

なになのか、とか、「３重メタファー」化に最適な要素の選択の仕方といっ

たものがあるのかどうかとか、また、もしも、その最適化のようなものがあ

るとして、それが、要素の「属性」の個数や、「属性」の性質にどう関与し

ているのかとか、あるいは、「属性」を表わす名詞が、「の」という言葉と

結びついて、「状態」や「場所」や「運動」といったものの形容辞化をした

場合、その重複度というか、度合いというか、そういったものとの関係がど

うなっているのかとかいったことも検討したいと思っている。この場合、要

素の個数限界が変わってくる可能性もあり、「４重メタファー」化、いや、

それ以上の「多重メタファー」化も可能かもしれない。その可能性について

も、ぜひ触れたいと思っている。また、詩の根幹に関わる問題である「偶然」

や「意識」や「無意識」といった事柄についても言及したいと思っている。

いやいや、それよりさきに、まっさきに、１００までの素数に対応させた辞

書のページから名詞を取り出して、「順列 並べ替え詩。１」、「順列 並

べ替え詩。２×１」、「順列 並べ替え詩。３×２×１」、……、「順列 並

べ替え詩。Ｘ×（Ｘ―１）×（Ｘ―２）×……×３×２×１」をつくらなけ

ればならない。 

 

 



 

＊ 

 

 

 

あまりに長いあいだ犠牲に耐えていると  

心が石になることもある。  

ああ、いつになれば気がすむのだ？  

それを決めるのは天の仕事、私らの  

仕事はつぎつぎと名前を 呟

つぶや

くこと。  

（イェイツ『一九一六年復活祭』高松雄一訳）  

 

 

波が浜辺のさざれ石めがけて打ちよせる  

（シェイクスピア『波が浜辺に打ちよせるように』平井正穂訳）  

 

 

＊ 

 

 

 

三つの主題が一体となれば実に多様な世界がひらかれる 

（シェイクスピア『ソネット １０５』高松雄一訳） 

   

 

ばらばらのものがいまいちど寄せあつめられた。  

（エズラ・パウンド『詩篇』第七十六篇、新倉俊一訳）  

 

 

「交わりは光りを生む（イン・コイトウ・インルミナチオ）」  

（エズラ・パウンド『詩篇』第七十四篇、新倉俊一訳）  

 

 

すべては光である  

（エズラ・パウンド『詩篇』第七十四篇、新倉俊一訳）  


