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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。 

あたしは、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、あたし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、あたしが懐かしんでる

みたいにさ。 

もしも、あんたがここにいてくれたら、 

あたしたちは、あたしたちが何年もむかしにしたことができるのに。 



あのとき、あたしたちは、歌ってい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、あの誇り高いオカマたちのようにさ。 

あんたは、連中の大騒ぎのなかで、あたしにキッスしてさ、 

ちょっとのあいだだけど、あんたは、あたしの肩に、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、あたしを抱きしめておくれよ。声が小さくて聞こえないよ。もっと大きな声で

歌っておくれよ。 

 

 

 

 

 

 

ラファエル・カンポ 

 

聖母子 

 

 

月経がとまって、お母さんになくなっちゃったのは、 

女性ホルモンだけじゃなくって、自分の長男もなんだ。 

それって、ぼくのことで、ぼくって、おかまだけど、 

ぼくのことで、かつては、お医者さんが、彼女をとてもうれしがらせたんだよ。 

このごろ、ぼくは、家にいるときには、自分で洗濯するし、彼女の代わりに料理もし

てあげてるんだ。 

だから、彼女は、すべての雑用から解放されて休憩することができるんだよ。 

いまではもう、みんなぼくにまかせて、自分ではなにもしようとはしないんだ。 

彼女はただすわって、お茶から立ち上るうっすらとした湯気を通して、 

オプラ・ウィンフリー・ショーを見ることもなく見たりしながら、 

それには、うんざりしてるっていうよりは、否定的な非難のやぶにらみをきかせたり

してるんだけど 

彼女には、見ることよりも聞くことのほうがずっとじょうずにできるんだ。 

というのも、音楽を聴かないようにすることよりも、画面を見ないようにすることの

ほうが簡単だし 

それに、そのうえ、ぼくには、彼女の年齢というものもまた彼女の感覚をぶちこわし

てるってことがわかってるしね。 



彼女を猛烈に怒らせたことがあってね、というのも、そのとき、彼女はめっちゃとり

みだしちゃったんだけど 

ぼくには、なんで、彼女が突然、気が動転しちゃったのか、その理由がわかってるよ。 

テレビなんだよ。「…この売女め！ ぼくのボーイフレンドを盗みやがって！  

よりにもよって、自分の母親がそんなことするなんて！…」 

ぼくは、音がしないようにタオルを折りたたむ。 

ぼくには、彼女が思ってることがわかるよ。 

そんなことをするなんて、クズのすることで、罪深い、しょうもないことなんだって。 

ちょうど、ピルに含まれてる女性ホルモンをとることが 

神さまのお考えになってることではないと、彼女が考えているように。 

医者たちがどう言おうと、ぼくがゲイだってことは、疑いもなく不自然なことなんだ

けどね。 

彼女はそんな痛みには耐えられないんだ。 

オーブンのタイマーが鳴った。 

ぼくが焼いてたクッキーが焼き上がったんだ。 

もうひと焼きしようかな。 

彼女は、そいつには、ひと触れだってしようとはしないだろうけど。 

四旬節のことはうっちゃっておけってことかな。 

ぼくのお母さんの愛か。 

いったい、そいつは、どこに行っちゃったんだろ。 

 

 

 

 

 

 

Ｇ・Ｅ・パタースン 

 

ヨブ 

 

 

主は、朝早く来られて、ぼくに教えてくださった。 

わざわいは、主がぼくのところに一人の女を送ってくださったときに訪れたのだと。 

ぼくにあてつけてなのか、身体にピチピチのぴったりとした服を着て、 



チューインガムをくちゃくちゃ言わせながら、お尻をプルプル激しく振っている女を。 

ぼくがさようならを言うのに十分なほど近くにまで寄ったちょうどそのとき、 

主は、お顔を右に向けられたのだけど、ほんとに、彼女はいけすかない女だった。 

でも、ぼくは、きょうは、ぼくの一日のために、違うスタートを切れると思ってたん

だ。 

朝の七時に、愛はないのね。 

 

主は、一人の黒人の男のあとにぴったりくっついて歩いていらっしゃった。 

赤いダブルスーツを着て、モンクストラップの靴を履いた黒人の男。 

彼らの高貴な輝きが、太陽光線を反射して、ぼくの目のなかにまっすぐ入ってきて、 

ぼくは目が見えなくなってクラクラしたんだけど、前庭をパトロールしてる犬がいて

ね、 

ぼくが彼らのまえを横切った前庭にさ、そいつは、そいつのいる囲いのなかから、 

ぼくのいるほうに向かって走ってこようとしたんだ。ワンワンうるさく吠え立ててさ。 

ぼくはふと、神さまのサインに見入っちゃった。「ここにあるのは、きみにあげられ「ここにあるのは、きみにあげられ「ここにあるのは、きみにあげられ「ここにあるのは、きみにあげられ

ないものだけ。ないものだけ。ないものだけ。ないものだけ。    

それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」 

思わず、ポケットに突っこんでたぼくの手がさ、小銭をチャラチャラ、チャラチャラ

いじくっちゃってたよ。 
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２０１１年１２月３０日のお昼まえに、西院のパン屋さんからの帰り道、西大路通

りを歩いていると、ふと、あしたは大晦日だから年越し蕎麦を食べないといけないの

かな、でもそんな慣習をバカにしているわたしだから、やっぱり食べないでおこうか

な、などと思っていたら、そうだ、そもそも、なぜたくさんのひとたちが年越し蕎麦

を食べようと思うのだろうかと疑問に思った。慣習に合わせると気分がよくなるのだ

ろうか。ハロウィンに、「お菓子をくれなきゃ、イタズラしちゃうぞ！」と口々にしな

がらやってくる仮装した子どもたちも、その子どもたちにお菓子を渡すおとなたちも、

おそらく、その慣習を受け入れることに脳みそのなかのどこかが反応して、快楽物質

でも分泌させているのだろう。クリスマスに飾りつけを楽しむひとたちもまた、そう

なのであろう。人間には、型を受け入れてその型を使うと快感に思うところがあるよ

うだ。日本の文芸でいえば、俳句や短歌や川柳といったものだろうか。そういえば、

ひところ漢詩もはやっていた。自由詩にも型がいくつもある。改行詩では、２行や３

行とか、４行や５行とかを一連にしてそれを繰り返すものが多い。散文詩というもの

も型に入れようか。わたしはいま便宜上、自分の書くものを詩と呼んでいるけれど、

詩を書きはじめたころは、自分の書いたものを、ただ単に「書きもの」と称していた

のだった。詩に値するものを極度に範囲の狭いものに限っていたのだった。というの

も、わたしにとって、詩とは奇蹟だったのだ。それは何年にもわたって探してみても

見出すのが困難なものであり、一生のあいだにただ一度出遇えるかどうかもわからな

いようなものに限っていたのだった。ほんとうの恋が一生のあいだにただ一度しか訪

れないように、ほんものの詩もまた一生のあいだにただ一度しか姿を現わさないもの

なのだと、かつてのわたしは思っていたのであった。いまのわたしは、詩というもの

がこの世のなかにたくさんばらまかれていることを知っている。プルーストが書いて

いたように、わたしたちの目が容易に発見できるように、奇蹟はそこらじゅうにばら

まかれているのだった。ほんものの詩もまた、じつにたくさん存在しているのだった。

ほんとうの恋がじつは一生のあいだに幾度も訪れるように。そうだ。詩の型の話だっ

た。散文詩型に改行詩型をからめたものもある。わたしもいくつかその型のものを書

いている。散文部分５行を矩形にし、改行部分３行を一行分ずつ空けてすべて引用で



埋めた「サンドイッチ詩」である。わたしの「●詩」は、散文詩型のヴァリエーショ

ンの一つであろう。改行詩の形で書いている「全行引用詩」は、わたしが書くまで日

本の詩の型にはなかったものであった。やがてこれも、わたし以外の詩人たちに型と

して認識され使われる日がくることだろう。ところで、わたしにはいっさい興味が湧

かないヴィジュアル詩は、単に絵を意識したものであるというだけで、それを見たも

のの認識までをも変化させるほどに力をもったものには、ただの一度もお目にかかっ

たことがない。ものめずらしさだけが先行したもので、一度目にすれば十分なもので

ある。なぜなら、それは感じさせるものであって、考えさせるものではないからであ

る。わたしは思考を運動のようなものだと思っている。思考に激しく運動させるよう

な詩が、わたしが読んできた日本の詩にはなかったような気がする。じっさい、いま

思い出そうとしても、一つも思い出すことができなかったのである。わたしのこの文

章を読んでくれているひとたちにも思い起こしてもらいたい。「思考させる詩」といっ

たものが、いったいどれくらいこれまでの日本の詩に存在していたのだろうかと。「感

じさせる詩」はたくさん書かれてきた。その感じさせることがなにごとかに目を振り

向かせて、またなにごとかを感じさせるというようなことはあっただろう。しかし、

抽象的な思考にいざない、抽象的な観念について考えさせる、頭脳に真の運動をさせ

るといったような詩は、ほとんどなかったのではないだろうか。 

 

ここで、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」について振り返ってみよう。幾人かのひとに、この「順列 並べ替え詩。

３×２×１」は読まれて批評されたのだが、わたし以外にはだれ一人、「３重メタフ

ァー」だとか、４重以上の「多重メタファー」とかいった観念を引き出すことができ

なかったのである。導き出すこともできなかったのである。このことは、二つのこと

をわたしに思い起こさせる。一つは、読んでくれたひとたちが、わたしの「順列 並

べ替え詩。３×２×１」の詩句に感じるだけで、考えさせるものを見出すまでには至

らなかったということで、もう一つは、わたし以外のだれにも見出せなかったのは、

まさにわたしが、このわたしひとりだけが、それを見出す運命に定められていたとい

うことである。それは、わたしにとっては大いに名誉なことではあるが、あらためて

自分がいかに孤独な存在であるのかと思い至らせられもすることであった。わたしは、

あることがおもしろいと感じると、なぜおもしろいと感じられるのかと、その理由を

追求せずにはいられない性質なのである。その言葉がこれまでに見せたこともないよ

うな光を放って、きらきらと輝いて見えるような詩句が、「順列 並べ替え詩。３×２

×１」には、そこらじゅうにあったのである。その放たれた光を、その違って見える

光を目にしたからには、その光がどこから発したものなのかとか、その光がなぜ発せ

られたのかとかいったようなことを考えずにはいられなくなるのであった。それが知

性の在り方であると思うのだが、そういったことまで論理的に追求する詩人や、詩人



の書いたものは、わたしの知るところ皆無である。なぜだろうか。それは、詩人とい

うものが自分のつくった詩のなかの言葉を系統的に分類し、その言葉が詩句のなかで

どのような働きをしているのか、つぶさに解析する能力と根気に徹底的に欠けている

からである。従来の詩人たちは、理論に重きを置かないで、ただ書きたいままに書い

て、書いたものを自ら振り返ることもなく、ただひたすら書き散らしていくだけだっ

たからである。もちろん、わたしにもそういったところがある。そうたびたび自分の

詩作品を振り返ることはない。しかし、ときおり自分の詩作品を振り返り、どの言葉

がそれまでその言葉がもっていなかったと思われるような新しい意味概念を獲得した

のかとか、その詩作品に用いられた手法によって、いったいどのような効果が得られ

たのかと考察することがあるのである。ほかの詩人たちもそういった検証や考察をす

ればいいのにと思うのだけれど、ほとんど目にしたことがない。ただ詩を書くだけの

ひとたちばかりだ。まあ、そんなことはわたしの知ったことではないので、わたしは、

わたしの詩作品「順列 並べ替え詩。３×２×１」を振り返って読み直したときに引

き出せたもろもろのことについて考察していこう。言葉がすべてなのに、その言葉に

ついてロクな考察もできないとなると、それはもう言葉についてなにものをも語る資

格がないと、わたしには思われるのだけれど、言葉をぞんざいに扱う詩人の存在は不

可解かつ不愉快だ。また話がそれた。わたしは、わたしの詩作品の言葉について考察

することにしよう。「関連がない？ これだけしっかりとたがいに連結しあっている宇

宙の中では、関連がないものなんてありませんよ。」（フィリップ・ホセ・ファーマー

『デイワールド』 3
1

、大西 憲訳）。そう、たしかにそうだろう。「順列 並べ替え詩。

３×２×１」を見ればわかる。「もしも、もしも……」という言葉は、磁力の強い言

葉だ。「順列 並べ替え詩。３×２×１」では、その「もしも、もしも……」という

言葉をひとっ飛びに飛び越えて、語と語がヴィジョンを想起させたのだ。形式が詩句

を先取りしているのである。作者が詩句の意味を考えるよりもはやく、形式がその詩

句をつくり出してしまうのである。というのも、要素となる３つの単語を選び出して

第１行目の語順を決めてしまえば、自動的に第２行目から第６行目までの詩句が決ま

るからである。つまり、さいしょの詩句が思い浮かんでそれを書き込んでしまえば、

すぐに第２行目から第６行目までの詩句がつくれてしまうのである。第２行目から第

６行目までの詩句がどういった意味をもつものになるのかを知るよりもはやく、指が

つぎつぎとキーボードを叩くのであった。そうやって画面上に書き込まれた詩句を見

て自分でも驚かされることがじつによくあった。あらかじめつくっておいたいくつか

の詩句のメモをつなぎ合わせたものでもなく、音や調子のおもしろさに引き込まれて

書きつづったものでもなく、詩句の意味を探りながら書きつづったものでもなく、す

でにイメージしていたヴィジョンに言葉を与えていく作業でもなかったのである。も

ちろん言うまでもなく、この「順列 並べ替え詩。３×２×１」は、「自動記述」と

いったものとは異なる手法でつくられたものである。また「順列 並べ替え詩。３×



２×１」の特徴の一つである、作品の未完了性にも着目されたい。「いくらでも詩句を

書きつづけていける詩型」なのである。書き終えても書き終えても、いついかなると

きにでも再開して書きついでいくことができるのである。いったいこのような詩が、

これまでこの日本に存在したことがあるのだろうか。「３重メタファー」と「詩句の先

取り」と「未完了性」という、この３つのことを、「順列 並べ替え詩。３×２×１」

は、わたしに思考させた。このシンプルな詩型が、ほかにどのようなものを引き出す

可能性があるのか、さらに探っていきたい。 

 

詩とは、問いかけである。絶え間のない問いかけである。詩とはどこまで追及して

も追及し尽くせない問いかけである。しかもその問いかけは、どこから見ても詩にな

っていなければならない。「順列 並べ替え詩。３×２×１」もまた問いかけであり、

問いに対する問いかけである。「順列 並べ替え詩。３×２×１」のなかで言葉同士

がどのような力で引き合っているのか、色や形や匂いの記憶に満ちた、あの飛び地の

ような自我のかけら。わたしが目にするあらゆる言葉がわたしの自我のかけらであり、

わたしの拡張自我の一つであった。わたしの記憶にある、あの時間、あの場所、あの

出来事。それらと直接触れたわけでもないまったく無関係とさえ思えるような言葉が

なぜ、あの時間を、あの場所を、あの出来事を、わたしに思い出させるのであろうか。

いくら詩人の思考がつねに論理的であるとは限らないとはいっても、すぐには理由が

わからない。おそらく、意識というものも、無意識と同じように、いくつもの層から

なっており、その層ごとに記憶のしまわれ方が異なっていたり、引き出され方が違っ

ていたりするのであろう。概念、あるいは概念のもとになるような概念素とでも呼ぶ

べきものや、目が見たことのある記憶や耳が聞いたことのある記憶といった感覚の記

憶があるのだろうけれど、そういった概念や記憶といったものが明瞭な意味概念を形

成する過程は想像するしかないのだが、きっとある刺激を受けると、概念や記憶とい

ったものがしまわれている意識の層や無意識の層のいくつかが反応し、その層にある

概念や記憶といったものが凝集するのであろう。それらの層は隣り合っていたり、隣

り合ってはいなかったりと、いろいろであるのだろうけれど、いくつもの層を飛び越

えて、ある概念や記憶といったものが飛び出して、他の概念や記憶といったものと結

びついていくのであろう。しかも、そういったことは特別なことではなく、ごくふつ

うにあることであろう。それにしても、わたしには、自我と言葉を別々のもの、独立

した別個のものとして考えることが難しい。「ひとに、自分のことを知ってもらいたい

のでしょう？」。よくわたしはこう言われる。まったくの誤解であると思うのだが、そ

う思われても仕方がないところもある。わたしは、「自我というもの」について知りた

いのであるが、それを調べるのに自分の自我を利用することがもっとも手っ取り早く、

かつ容易であるからである。「自我というもの」について調べるには、自分の使った言

葉と自分の行動を通してしか調べるほかないのである。詩人にとっては、言葉がすべ



てである。すべてが言葉である。鳥たち、虫たち、小魚たち、河川敷、木々、草、流

れる水、流れる水の音、夕間暮れ、子どもたち、恋人たち、親子たち、杖をついて歩

く老人たち。それらがどのような力で結びつき合っているのか、わたしにはわからな

い。そこにわたしの視線を入れるべきかどうか、それすらもわからないのだが、コレ

スポンダンス、わたしのうちとそとで、あらゆるものが照応し合って力を及ぼし合っ

ているような気がするのである。言葉はわたしの一部であるが、わたしもまた言葉の

一部なのである。言葉が宇宙の一部であり、宇宙が言葉の一部であるように。書き手

が亡くなっても、詩人の紡ぎ出した言葉は、その言葉のもつ音楽のすばらしさや、そ

の言葉が想起させるイマージュのうつくしさは滅びない。なぜなら、読み手が、自分

のこころのなかから引き出した概念や記憶と結びつけて、その詩を読み手自身の音楽

とし、イマージュとしているからである。 

 

語意を狭めて使用しなければならないときもあるが、語意に揺さぶりをかけるのが、

本来、詩人のもっとも大事な仕事の一つである。「順列 並べ替え詩。３×２×１」

のフォルムは、最小の単位で、それを容易に可能にさせたものである。二つとして同

じものはない。二つとして同じ瞬間はなく、二つとして同じ場所はなく、二つとして

同じ出来事はない。わたしたちはけっして同じものを見ないだろう。また同じものが

ふたたびわたしたちを見ることもないであろう。同じものがふたたびわたしたちのも

とに訪れることもないであろう。同じ時間や同じ場所、同じ出来事といったようなも

のはどこにもないのである。なにもかもが新しい。「順列 並べ替え詩。３×２×１」

のフォルムによって結びつけられたことで、言葉がそれまでもっていなかった意味概

念をもち、その新たな意味概念自体が、わたしのなかで思考し、わたしのなかで感じ

るのであった。新しい魂を拒むことなど、わたしにはできない。いや、おそらく多く

の魂が呼吸をするようにして、つねに他の魂とのあいだで魂のやりとりをしているの

であろう。魂の一部を与え合い、魂の一部を受け取り合っているのであろう。呼吸を

やめた魂は死んでしまうに違いない。不滅の魂とは呼吸しつづける魂のことであった

のだ。すばらしい詩のなかでは、ただ一つの言葉が他のすべての言葉のために存在し

ており、またすべての言葉がただ一つの言葉のために存在している。すばらしいわた

したちの世界で、ただ一人のひとがすべてのひとのために存在し、またすべてのひと

がただ一人のひとのために存在しているように。新しい意味概念は、その新しい意味

概念の光のもとで、ほかのすべての意味概念に新たな問いかけをすることになったの

であった。目のなかの塵が、いや、梁が取り除かれたような感じだろう。「順列 並べ

替え詩。３×２×１」は、新しい意味概念を生み出したのだった。それにしても不思

議なことである。新しい意味概念といったものが、その言葉の意味概念だけではなく、

その言葉が使われている作品にあるほかのすべての言葉の意味概念をも、新たな光の

もとで、より意味を深めたり拡げたりしたものになっているのに、その意味概念の輪



郭を明瞭にし、より限定したものにしているような印象があるというのは。喜ぶのは

わたしの目、喜ぶのはわたしの耳、喜ぶのはわたしのこころなのだろうか、それとも、

わたしのなかにある言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものの方なのだろうか。

わたしには、自我と言葉を切り離して考えることができない。言葉には意味がある。

意味がすべてではないことに注意を払っていただきたいのだが、いまは意味について

のみ言及していく。言葉には意味がある。それを境界がある、あるいは限界があると

いった言い方もできる。ある範囲をもってなにごとかを名づけ、その名づけた範囲の

ものを意味するという境界、あるいは限界である。境界、あるいは限界がないものは、

意味をもつことができない。しかしその境界があることから、あるいは限界があるこ

とから、その境界を押し拡げることができる可能性や、限界とされていた範囲を超え

させることができる可能性があることがわかる。境界、あるいは限界があるからこそ、

可能性があると言ってもよいだろう。すなわち、境界、あるいは限界が可能性をもつ

と言い換えてもよいだろう。その境界や限界といったものに揺さぶりをかけるのが、

近代までは、哲学者や詩人や作家などであった。現代では、そういったひとたちのみ

ならず、ＴＶやネットといったメディアにいる人間の言葉による揺さぶりや、戦争や

文化的な状況の変化といったものによる揺さぶりもある。というよりも、現代におい

ては、あとに書いたものの方が圧倒的な揺さぶりをかけているような気がするのだが、

わたしは、わたしが自分の一生をかけて取り組んでいる詩において、その揺さぶりを

かけようと思っている。詩によって、詩のために、詩に揺さぶりをかけようと思って

いる。言葉によって、言葉のために、言葉に揺さぶりをかけようと思っている。その

揺さぶりによって言葉のもつ境界を押し拡げ、その限界を打ち壊して、言葉に貢献し

ようと思っている。いや貢献しなければならないと思っているのである。しかし、そ

もそものところ、言葉に貢献すること以外に文学に奉仕する道があるのだろうか。言

葉が、即、意味概念ではないことは、さきに書いた。言葉が、即、思考でないことも

分明であろう。ところで、言葉がもつ音や語感といったものが思考に大いに影響する

ことがあるが、またまったく影響しないこともある。その違いは、おそらく個々人の

感覚的な記憶に起因するのだろうが、生理的な要因によるところもあると思われる。

ガラスを硬いものでひっかいたときに出る音に、ぼくなどはものすごい気持ち悪さを

感じるのだが、その同じ音に平気な顔をしていた同級生がいたことが思い出された。

感覚的なものや生理的なものに対しては、その好悪の個人差がひじょうに大きいとい

うことは、つねにこころにとどめておくべきことかもしれない。ひととひととのあい

だに生じる意味概念の受け取り方の違いとともに、感覚的なものや生理的なものの違

いにも十分に注意しておかなければならないということである。しかしその感覚的な

ものや生理的なものの違いは、じつはわたしにはわからないものである。ああ、こう

いったところが違うのだなと知ることのできたものについては言及することができる

のだが、そうでない場合には、原理的にわたしには知ることのできないものなのであ



る。したがって、「理系の詩学」においては、感覚的なものや生理的なものの違いにつ

いては、とくに言及しない限りは、わたし固有の感覚的なものや生理的なものによる

ものであることは承知していただかなければならない。以前、この「理系の詩学」は、

できる限り客観的に述べていきたいと書いたことがあるのだが、どのように努力して

も完全に客観的には述べられないであろう。しかしできる限り努力するつもりである。

話がそれたかな。だいじょうぶか。 

 

ところで、ここで、自我の連続性と、言葉が語意を更新することについて考えてみ

ようか。自我が連続している保証はないのだけれど、わたしは自分の自我が連続して

いるように思っている。しかしこれはおかしなことだ。すべての言葉とは言えないし、

じっさいそれほど多くはないのだろうけれど、いくつもの言葉がその語意をつねに更

新しているように感じている自分に、自我の連続性といったものが感じられるという

のは。もちろん、連続しているということと、変わらないということとは、まったく

違ったことである。自我もまた、瞬間、瞬間、違ったものになっているのだろう。自

我もまた、言葉が語意を更新するように、更新したものになっているのであろう。と

ころで、いまのは「自我がある」という仮定のもとでの話であった。自我と言葉を切

り離して考えることができないと、わたしは書いた。言葉が現われる以前にも自我が

あるのかどうか。言葉と自我が同時生起するのか。この二つの事柄はまったく異なる

自我の在り方を示唆しているのだが、わたしには、原子と原子が結合するときの共有

結合性とイオン結合性の比率の計算が思い出されるのであった。また鉄の釘に磁石を

同じ方向に何度も擦りつけて磁性をもたせる実験をしたことも思い出される。磁石が

くっついていたときのほうが鉄の釘の磁性が強かったが、磁石がなくても鉄の釘は磁

性をもっていたのである。ロゴスは「言葉」と訳される言葉であるが、「構成」とか「比」

とかを意味する言葉でもある。わたしは、ロゴスという言葉を、「構成力」とともに「構

成原理」といった意味に用いることがよくある。わたしが自我と言葉を切り離して考

えることができないのは、この「構成力」と「構成原理」が、言葉によるところが大

きいと思っているからである。この「構成力」と「構成原理」を、言葉を獲得する以

前に、人間が有しているとは考えられないからである。しかし、人間というものは、

というのも、このような問いかけをするのがわたしだけではなくて、多くのひとがす

る問いかけであると思われるからであるが、これを意識は、と言い換えてもよいのだ

が、それはただ存在するだけのものではなくて、その存在の理由を知ろうとして、な

ぜ己れは存在するのだろうかと自らに問わずにはいられない存在なのである。また、

いかに存在すべきかと、つねに思いをめぐらせる存在なのである。意識的に生きてい

こうとすれば、そう思いめぐらさざるを得ないのであろう。 

 



詩句によって形成された新たな意味概念それ自体が思考し思惟する。わたしの意識

の層や無意識の層のなかにある、知識や体験の記憶を使って、わたしの身体にある感

覚器官の知覚を使って、その感覚器官の知覚の記憶を使って、詩句によって形成され

た新たな意味概念それ自体が思考し思惟する。「恋人が変わっても変わらないものがあ

る」と、プルーストは書いていた。彼は、それを「愛するということだ」と書いてい

た。わたしはこう思う。愛するということもまた変化をこうむっているのだと。愛す

る対象が変われば愛自体も変わる。自我と言葉を切り離して考えることができないと

わたしは書いた。これからも繰り返し何度も書くことだろう。ふとノブユキのことが

思い出された。いや、何カ月かまえに四条河原町ですれ違った青年のつけていたオー

デコロンの香りが思い出されたのだけれど、ノブユキの顔やノブユキと過ごしたとき

のことが思い出されたのであった。同じオーデコロンの香りであった。シャネルから

出ているもので、エゴイストだった。ノブユキのつけていたオーデコロンの香りとと

もに、ノブユキの顔やノブユキと過ごしたときのことが、そのときと同じように、い

まもまた思い出されたのである。コレスポンダンス。これがボードレールの言うとこ

ろの照応なのだろうか。それがわたしに思い出させたわたしの記憶が、おそらくはそ

のときのわたしが感じたであろうという思いが、いまわたしのこころに甦ったような

気がしたのである。新しい自我が古い自我と出合っているとも言えるであろう。わた

しというのが、現在のわたしと過去のわたしが出合う場所でもあるということである。

あくまでもその古い自我、その過去のわたしというものが、いまのわたしの思いや記

憶からさかのぼって想像するところの古い自我、古いわたしではあるが、自我もまた、

言葉が語意を更新するように、更新するものであるという見方からすれば、客観的に

も、それは、古い自我、古いわたしと言えるであろう。言葉が現われる以前にも自我

があるのかどうか。言葉と自我が同時生起するのか。この二つの事柄は、まったく異

なる自我の在り方を示唆しているとさきに書いたが、このことは、いま一つのことを

わたしに思い起こさせる。自我の同一性である。自我の連続性と、言葉が語意を更新

することについてはまえに述べておいたが、いまは自我の同一性に目を向ける。自我

と言葉を切り離して考えることがわたしにはできないと何度も書いたが、使っている

言葉が違うときのわたしの意識の表層に現われているものと、その表層以外の層にあ

る言葉になる概念素のようなものとの総量は変わらないはずである。その時点で感覚

器官が感受した感覚が意識と無意識のさまざまな層に与える影響を除けば、である。

その影響がごく少ないときの場合を考えよう。意識の表層に現われた意味概念の違い

にのみ目を向けよう。自我と言葉を切り離して考えることができないとわたしは書い

た。なぜなら、言葉が「構成力」であり「構成原理」である、あるいはその源である、

あるいはもっと譲歩して書いてもよいが、少なくともその源のおおもとであるとわた

しが思っているからである。すると使っている言葉が違うときには、自我の同一性は

ないということになる。これは、瞬間、瞬間に自我が言葉と同時生起することと同じ



状況を示唆するものにもなっているが、言葉が意識の表層に現われる以前にも自我が

存在することを否定するものでもない。自我の同一性はないが、連続性はあるという

のは、矛盾しているだろうか。いや矛盾していない。意識の層に現われた概念を、い

ま仮に表層に現われる以前の層に戻した状態を考えてみよう。なにも考えていない、

ただぼうっとしている状態である。意識と無意識のあらゆる層に保存された記憶と、

概念のもとになる概念素とでも呼ぶべきものとの総量について考えてみると、たしか

にその総量は、身体が外部刺激とリンクしているときの影響を除いて考えたときには

変わらないはずである。自我の同一性が保たれているように見える。ただこのとき、

ロゴスがある状態かどうかはわからない。この状態にあってもなおロゴスがあるのか

どうか。 

 

睡眠中に夢を見ることがあるが、このことは、わたしにつぎのようなことを考えさ

せる。夢をつくっているのもわたしであるが、夢を見ているのもわたしである。その

二つのわたしは同じわたしなのだろうか。同じ自我であるのだろうか。夢がわたしの

知らないことを語るときも、夢がわたしの見たこともないひとや家を見せるときも、

夢がわたしを出合ったこともない状況に遭遇させるときも、夢をつくっているわたし

と夢を見ているわたしは同じわたしなのだろうかと。目が覚めているあいだのわたし

なら考えもしもしなかったようなことを、夢のなかのわたしは考えたりしたりするこ

とがある。夢をつくっているわたしと夢を見ているわたしという、眠っているときの

二人のわたしと、目がさめているときのわたしとのあいだにロゴス的には同一性がな

いのである。たしかにあらゆる層にある記憶と概念素との総量は同一ではある。しか

しロゴスが異なるのである。自我の連続性は、表層に現われた記憶や概念について、

またさらに表層以外にある記憶や概念素について、つぎのようなことをわたしに考え

させる。あらゆるすべての記憶や概念にそなわった共通因子があって、それが自我の

連続性をもたらせている可能性があると。一つ一つの記憶や概念、あるいは概念素に

そういった共通因子があって自我の連続性を自覚させるものがあるというのは、この

文章を読んでくれているひとにはあり得ないようなことに思われるかもしれないが、

わたしにはそういったものがあると考えられるのである。そういったものがある、と

いう確信さえあるのだ。これは直感であって、いまは証明できないが、あえてここに

そのことを明記しておく。いずれその証左となる事例を思いつけば書きつけることに

する。集合で言えば、空集合 Φ（ファイ）のようなものだろうか。あらゆる集合の部

分集合になっている空集合 Φ のような。これはまずい比喩かな。いや比喩として空

集合 Φ になぞらえたのはそれほど見当違いのことではなかった。むしろ空集合 Φ 

になぞらえたのがもっとも適切な比喩であったような気がする。どのような集合も部

分集合に空集合 Φ をもつ。空集合 Φ は要素を一つももたない集合だが、空集合 

Φ もまた部分集合に空集合 Φ をもつ。どのような集合も部分集合に空集合 Φ をも



つが、それらはみな同じ一つの空集合 Φ である。ところでいま、一つの言葉や一つ

の記憶を集合として捉えてみる。たとえば一つの言葉を一つの集合として見立てると、

その要素として意味概念や音や語感などが考えられる。一つの記憶を一つの集合とし

て見立てると、その要素として視覚的な情景やその記憶につながる感覚的な記憶、た

とえば匂いや音や味や触感などの記憶が考えられる。そしてその要素もまた、それぞ

れ別個の集合とも考えることができるが、いまのところはさいしょの仮定である一つ

の言葉や一つの記憶を集合として捉えたところまでにとどめよう。すると、集合であ

る一つの言葉や一つの記憶が、それぞれ部分集合に空集合 Φ をもつのである。その

空集合 Φ には要素が一つもない。意味概念もなく、音もなく、語感もなく、概念や

感覚的な記憶につながるいかなる要素もないのである。しかしこの空集合 Φ にあた

るものを、わたしは自我に寄与するものなのではないかと考えているのだが、それを

空集合 Φ と呼ぶのには少しためらいがある。したがってそれを空集合的なもの Φダ

ッシュ と呼ぶことにしよう。この言葉や記憶に作用して意味概念を形成することには

直接関係がなさそうな空集合的なもの Φダッシュ を、なぜわたしが自我に寄与する

ものとして考えているのかといえば、これを波のようなもの、ただ波としての性質だ

けをもつものとして捉えると、言葉を多く獲得すればするほど、体験したことの記憶

が多ければ多いほど、その体験から学んだことが多ければ多いほど、波の大きさが大

きくなることがわかる。幼児がはじめて言葉を使えるようになったときのことを考え

ると、もっとわかりやすくなる。脳髄に刻み込まれた言葉や記憶が増えていくと、あ

る基準を超えたときからそれらの言葉や記憶が自発的に結びついていくようになるの

である。それはこの空集合的なもの Φダッシュ の波の大きさが十分に大きくなった

からである、と考えることができる。ロゴスのことを「構成力」や「構成原理」とし

てわたしは捉えているのだが、この空集合的なもの Φダッシュ がそのロゴスに大い

に寄与していることもわかるであろう。ただし、あくまでも寄与しているものとして

捉えているのであるが。というのも、「構成力」や「構成原理」としてのロゴスの主要

素は、やはり一つの意味概念と他のいくつかの意味概念との結合への希求であるとか、

感覚器官の記憶などとの結合のここちよさであったり、恐怖や気持ち悪さであったり、

文法的規則に対する準拠的性向や、文法的規則には準拠したくはないといった性向な

ど、空集合的なもの Φ ダッシュ よりもずっと意味概念を形成する際に必要な「構成

力」や「構成原理」といったもののもとになるものが考えられるからである。しかる

になぜ幼児が長い期間にわたって言葉を組み合わせてしゃべることができないのかと

考えると、ただ単に言葉の意味だけが、言葉のもつ意味概念という要素だけが、言葉

を結びつけるのに必要なものではないということがわかるであろう。もしも言葉を結

びつけるだけでしゃべれるのなら、言葉を発声する練習さえすめば、幼児たちがつぎ

つぎと言葉を結びつけていくに違いないからである。また意味概念には、範囲や限界

といったものがあるが、自我を形成する要素の一つであるこの空集合的なもの Φダッ



シュ には、範囲や限界などといったものがない。ただ波の重なり合いがあるだけであ

る。この範囲のなさ、限界のなさといったものが、ときに人間の感覚にじかに出現す

ることがあるようだ。たとえば、わたしの場合でいえば、すばらしい体験をしたと実

感したときや、自分が体験したことの意味を再考してあらためてその意味するところ

のものを再認識したとき、ほんとにすごいと思える詩や小説を読んだときなど、すご

くこころ動かされたときに自分の自我が無限に拡大されたかのように感じられること

があるのだが、こういった感覚をこの空集合的なもの Φダッシュ がもたらせるので

はないかと考えているのである。わたしたちは動物たちや物体らとも同化することが

できるのだが、それはわたしたちが、その動物たちや物体らに目を向け、耳を傾け、

匂いを嗅ぎ、触れ、使ったりするからである。そのことによってそれらの動物たちや

物体らに意味を与えたり、記憶をもったりするからである。名づけると、わたしたち

はその名づけたものに愛着をもつ。いや、愛着をもつために、わたしたちは名づける

と言ってもよいだろう。あだ名しかり。名づけることによって、その名づけたものを

自分が所有したような気がするのであろう。あるいは、それを所有したいという気持

ちをもってそれに名づけるのであろう。それもこれもみな、この空集合的なもの Φダ

ッシュ が関与しているような気がするのである。あらゆるすべての言葉が部分集合と

してもつ空集合的なもの Φダッシュ。あらゆるすべての記憶が部分集合としてもつ空

集合なもの Φダッシュ。波。波の重なり。Φダッシュ。この空集合的なもの Φダッ

シュ は、わたしに音叉による共鳴の実験を思い起こさせる。一方の共鳴箱に据えた音

叉を叩いて音を出すと、離れた場所にあるもう一方の音叉を据えた共鳴箱も音を出す、

あの共鳴（共振）の実験である。波。波の重なり。Φダッシュ。波でもあり、波の重

なり合う場所でもある、この空集合的なもの Φダッシュ。 

 

これらをまとめると、つぎのように考えられる。意識の層や無意識の層に存在する

概念や記憶といったものを集合として捉えると、かならずその部分集合に空集合をも

つことになるのだが、この空集合 Φ にあたる空集合的なもの Φダッシュ を、波の

ような性質をもつものとみなすと、概念と概念とが結びつくとき、現感覚や感覚の記

憶などとイマージュといったものが結びつくとき、この空集合的なもの Φダッシュ 

が、言葉や概念、現感覚や、体験や感覚の記憶といったものを結びつけることができ

るように、エネルギー的な意味において励起的な状態にしているのではないかと考え

られるのである。脳髄に想起されたヴィジョンが生き生きとしたものになるのは、こ

の空集合的なもの Φダッシュ が波のような性質をもっていて、結合された概念や記

憶の数の分だけ、いや、つくり出された新たな概念やイマージュや感覚のもつものを

も合わせて重なり合い、空集合的なもの Φダッシュ の波の大きさが十分に大きくな

ったためではないだろうかと、つまり、この空集合的なもの Φダッシュ が、概念と

概念を結びつける場所として存在し、その結合を促すもの、結合を活性化するものと



しても存在していると考えられるのである。そして結合する際に必要な活性化エネル

ギーが、想起される概念やヴィジョンによって異なると考えると、ふだんの生活のな

にげないことが、それほど感銘を受けるものとはならずに脳髄のなかで想起されるこ

とも納得できる。なぜなら、それには低い活性化エネルギーで十分だからである。重

ね合わされる空集合的なもの Φダッシュ の数が少なくてよいのだ。一方、こころに

驚きをもたらすような概念やヴィジョンが脳髄に想起されるときには、ひじょうに高

い活性化エネルギーを必要とするのである。じっさいこころ驚かされる新しい概念や

ヴィジョンがおびただしい数の概念や記憶を凝集したものであることは、しじゅうわ

たしたちが体験することである。生き生きとしたヴィジョンのめまぐるしく変化する

印象も、このおびただしい数の概念や記憶があってこそのものであろう。生き生きと

した新しい概念の、つねに溢れ出てくる異なった意味の豊饒さというものも、このお

びただしい数の概念や記憶があってこそのものであろう。このおびただしい数の概念

や記憶の部分集合である空集合的なもの Φダッシュ があってこそのものであろう。

「理系の詩学」の第二回目におけるもっとも大きな成果は、おそらく、この空集合的

なもの Φダッシュ の発見と、その機能の考察であろう。 

 

小学館の「現代国語例解辞典」の、１００までの素数のページにある、上段右から

さいしょの名詞を拾い上げていくと、２ページからは「合い鍵」。３ページからは「愛

情」。５ページからは「相宿（あいやど）」これは、同じ宿または同じ部屋に泊まり合

わせること。同宿ともいう。７ページからは「青電車」これは、終電車（赤電車）の

一つ手前の電車のこと。１１ページからは「空き家」。１３ページからは「悪風」これ

は、悪い風俗、習慣のこと。１７ページからは「葦」。１９ページからは「足弱（あし

よわ）」これは、歩く力が劣っているさま。また、その人。老人、子供、女性をいう。

２３ページからは「アダルト」。２９ページからは「危な絵」これは、浮世絵で春画と

は異なるが、女性のエロチックな姿を描いたきわどい絵。３１ページからは「甘栗」。

３７ページからは「荒技」。４１ページからは「憐れみ」。４３ページからは 「安全ベ

ルト」。４７ページからは「言い伝え」。５３ページからは「居食い（いぐい）」これは、

収入を得ることをしないで、手持ちの財産で暮らすこと。５９ページからは「磯辺」。

６１ページからは「異端」。６７ページからは「一巻」。７１ページからは「一朝一夕」。

７３ページからは「一法」これは、一つの方法。７９ページからは「居待ち月」これ

は、陰暦一八日の月。月の出るのを待つところから。８３ページからは「入れ墨」。８

９ページからは「インプレッション」これは、印象。９７ページからは「渦」。以上、

拾い上げたこれらの言葉をもう一度、順番に書き出すと、合い鍵、愛情、相宿、青電

車、空き家、悪風、葦、足弱、アダルト、危な絵、甘栗、荒技、哀れみ、安全ベルト、

言い伝え、居食い、磯辺、異端、一巻、一朝一夕、一法、居待ち月、入れ墨、インプ

レッション、渦。ここから言葉を選び出し、並べ替えていく作業をすればいいのだけ



れど、なぜかしらすんなりとは言葉を選べない。どうしてさっさと言葉を選べないの

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

１」をツイッターで書き出していったときには、ほとんど自動記述的に言葉を選び出

し、言葉を組み合わせ、言葉を並べていけたのに。そのスピードは、言葉が頭に思い

浮かぶのと指が動くのとがほとんど同じか、もしかすると指の方が頭のなかに言葉が

思い浮かぶのよりはやいのではないかと思われる場合もあるぐらいの猛スピードであ

った。すごく楽しかった。自発的なものだった。まるで言葉と言葉が自らの意志で結

びついていったかのような気がした。しかしこの辞書のなかの素数のページにあった

言葉を眺めてみても、わたしのこころのなかに言葉がなかなか飛び込んでこないので

ある。自発的なものではない。強制されたものだからであろうか。言葉が自らすすん

で他の言葉と結びついていってくれないのである。たしかに類語や縁語の類のものは

いくつもあるが、その組み合わせが斬新なイマージュをもたらしてくれるものになる

とは直感的に思えないのである。しかしこれは直感であって、選び方しだいでは予想

外の美を見せてくれるものになるかもしれない。きらめき輝く、まったく新しい言葉

の切り子面を見せてくれるものになるかもしれない。とにかくこれらの言葉のなかか

らさらに言葉を選んで、「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。４×３×２×１」をつくってみ

よう。まず「順列 並べ替え詩。１」であるが、そのまえに、このなかにある言葉の

うちわたしが知らなかった言葉について、それをどうするのかあらかじめ考えておこ

う。なじみのない言葉は、わたしの意識の層や無意識の層にある言葉と、概念や感覚

の記憶といったものと容易には結びついてくれないのである。波の重ね合わせがうま

くいかないのである。共鳴箱の開口部分がきちんと向かい合っていないようなもので

あろうか。なじみがあるというのは、その言葉が使われた印象的な詩句や文章とわた

しが出合ったことがあるとか、じっさいにその言葉を使ってわたしが表現したことが

あるとか、そういった経験があるということである。たとえば、抽出した言葉のなか

では、「居食い」などといった言葉などは、辞書から取り出さなければ、一生のあいだ

目にすることもなく過ごした言葉であったかもしれない。しかし一方、「青電車」とか

いった言葉もはじめて目にした言葉であったが、その意味を知ると、なにかこころ動

かされるものがあった。使ってみたいと思わせるところがあったのである。語意から

だろうか。語音からだろうか。語感からだろうか。ただあまり知られている言葉では

なさそうなので、「順列 並べ替え詩。」には使わない方がよいのかもしれないなと思

われた。というのも、「順列 並べ替え詩。」の実験でやりたいのは、ふだんよく目に

するごくふつうの言葉が、並べ方しだいでそれまでにもっていた意味概念とは異なる

意味概念を新たに獲得するということを、ああ、この言葉が、こんな意味をもつこと

ができるのだ！ といった驚きを、作者としても期待しているからである。したがっ

て、１００までの素数のページから抽出したこれらの言葉からは、なるべくわたしに



なじみのあるものを選ぶことにしよう。そしてそのなかに、さらなる意外性をもたら

すものになるのではないかという期待をもって、なじみのないものもいくつか加えて

おくことにしよう。合い鍵、愛情、相宿、青電車、空き家、悪風、葦、足弱、アダル

ト、危な絵、甘栗、荒技、哀れみ、安全ベルト、言い伝え、磯辺、異端、一巻、一朝

一夕、入れ墨、インプレッション、渦。２５個の言葉のうち、２２個。これは、円周

率の数値に合わせて抽出したものより、はるかに高い採用率である。「偶然」について

「理系の詩学」の第一回目で少し触れたが、円周率の数値に合わせたときよりも、素

数に合わせたときの方がよりよいものになるような予感がする。これは素数のページ

の方が辞典において言葉と言葉のあいだが近かったために、取り上げた言葉のうちの

多くのものが語の第一音節の音が同じものになったためかもしれない。繰り返される

同音のリズムがここちよいのであろう。つぎの「理系の詩学」の第三回目では、数列

でも使って、均等に分散させたページから言葉を抽出していくことにしよう。とりあ

えず、「理系の詩学」の第二回目では、１００までの素数のページから抽出した言葉を

使って、「順列 並べ替え詩。」をつくってみよう。まず、「順列 並べ替え詩。１」で

ある。これは、辞書から取り出した順番に並べた。 
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つぎに、２２個の名詞から２個を取り上げて「の」でつないでいく。２×１＝２だ

から、２２×２１×２＝９４２行の詩句をこれから繰り出していく。「順列 並べ替

え詩。２×１」である。これは適当に順番を決めて並べた。 
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甘栗の一巻。 

 

一巻の磯辺。 

磯辺の一巻。 



 

一巻のアダルト。 

アダルトの一巻。 

 

一巻の一朝一夕。 

一朝一夕の一巻。 

 

一巻の相宿。 

相宿の一巻。 

 

一巻の青電車。 

青電車の一巻。 

 

一巻の愛情。 

愛情の一巻。 

 

一巻の哀れみ。 

哀れみの一巻。 

 

一巻の足弱。 

足弱の一巻。 

 

一巻の悪風。 

悪風の一巻。 

 

一巻の空き家。 

空き家の一巻。 

 

一巻の安全ベルト。 

安全ベルトの一巻。 

 

一巻の荒技。 

荒技の一巻。 

 

一巻のインプレッション。 

インプレッションの一巻。 



 

一巻の言い伝え。 

言い伝えの一巻。 

 

異端の甘栗。 

甘栗の異端。 

 

異端の磯辺。 

磯場の異端。 

 

異端のアダルト。 

アダルトの異端。 

 

異端の一朝一夕。 

一朝一夕の異端。 

 

異端の相宿。 

相宿の異端。 

 

異端の青電車。 

青電車の異端。 

 

異端の愛情。 

愛情の異端。 

 

異端の哀れみ。 

哀れみの異端。 

 

異端の足弱。 

足弱の異端。 

 

異端の悪風。 

悪風の異端。 

 

異端の安全ベルト。 

安全ベルトの異端。 



 

異端の荒技。 

荒技の異端。 

 

異端のインプレッション。 

インプレッションの異端。 

 

異端の言い伝え。 

言い伝えの異端。 

 

甘栗の磯辺。 

磯辺の甘栗。 

 

甘栗のアダルト。 

アダルトの甘栗。 

 

甘栗の一朝一夕。 

一朝一夕の甘栗。 

 

甘栗の相宿。 

相宿の甘栗。 

 

甘栗の青電車。 

青電車の甘栗。 

 

甘栗の愛情。 

愛情の甘栗。 

 

甘栗の哀れみ。 

哀れみの甘栗。 

 

甘栗の足弱。 

足弱の甘栗。 

 

甘栗の悪風。 

悪風の甘栗。 



 

甘栗の空き家。 

空き家の甘栗。 

 

甘栗の安全ベルト。 

安全ベルトの甘栗。 

 

甘栗の荒技。 

荒技の甘栗。 

 

甘栗のインプレッション。 

インプレッションの甘栗。 

 

甘栗の言い伝え。 

言い伝えの甘栗。 

 

磯辺のアダルト。 

アダルトの磯辺。 

 

磯辺の一朝一夕。 

一朝一夕の磯辺。 

 

磯辺の相宿。 

相宿の磯辺。 

 

磯辺の青電車。 

青電車の磯辺。 

 

磯辺の愛情。 

愛情の磯辺。 

 

磯辺の哀れみ。 

哀れみの磯辺。 

 

磯辺の足弱。 

足弱の磯辺。 



 

磯辺の悪風。 

悪風の磯辺。 

 

磯辺の空き家。 

空き家の磯辺。 

 

磯辺の安全ベルト。 

安全ベルトの磯辺。 

 

磯辺の荒技。 

荒技の磯辺。 

 

磯辺のインプレッション。 

インプレッションの磯辺。 

 

磯辺の言い伝え。 

言い伝えの磯辺。 

 

アダルトの一朝一夕。 

一朝一夕のアダルト。 

 

アダルトの相宿。 

相宿のアダルト。 

 

アダルトの青電車。 

青電車のアダルト。 

 

アダルトの愛情。 

愛情のアダルト。 

 

アダルトの哀れみ。 

哀れみのアダルト。 

 

アダルトの足弱。 

足弱のアダルト。 



 

アダルトの悪風。 

悪風のアダルト。 

 

アダルトの空き家。 

空き家のアダルト。 

 

アダルトの安全ベルト。 

安全ベルトのアダルト。 

 

アダルトの荒技。 

荒技のアダルト。 

 

アダルトのインプレッション。 

インプレッションのアダルト。 

 

アダルトの言い伝え。 

言い伝えのアダルト。 

 

一朝一夕の相宿。 

相宿の一朝一夕。 

 

一朝一夕の青電車。 

青電車の一朝一夕。 

 

一朝一夕の愛情。 

愛情の一朝一夕。 

 

一朝一夕の哀れみ。 

哀れみの一朝一夕。 

 

一朝一夕の足弱。 

足弱の一朝一夕。 

 

一朝一夕の悪風。 

悪風の一朝一夕。 



 

一朝一夕の空き家。 

空き家の一朝一夕。 

 

一朝一夕の安全ベルト。 

安全ベルトの一朝一夕。 

 

一朝一夕の荒技。 

荒技の一朝一夕。 

 

一朝一夕のインプレッション。 

インプレッションの一朝一夕。 

 

一朝一夕の言い伝え。 

言い伝えの一朝一夕。 

 

相宿の青電車。 

青電車の相宿。 

 

相宿の愛情。 

愛情の相宿。 

 

相宿の哀れみ。 

哀れみの相宿。 

 

相宿の足弱。 

足弱の相宿。 

 

相宿の悪風。 

悪風の相宿。 

 

相宿の空き家。 

空き家の相宿。 

 

相宿の安全ベルト。 

安全ベルトの相宿。 



 

相宿の荒技。 

荒技の相宿。 

 

相宿のインプレッション。 

インプレッションの相宿。 

 

相宿の言い伝え。 

言い伝えの相宿。 

 

青電車の愛情。 

愛情の青電車。 

 

青電車の哀れみ。 

哀れみの青電車。 

 

青電車の足弱。 

足弱の青電車。 

 

青電車の悪風。 

悪風の青電車。 

 

青電車の空き家。 

空き家の青電車。 

 

青電車の安全ベルト。 

安全ベルトの青電車。 

 

青電車の荒技。 

荒技の青電車。 

 

青電車のインプレッション。 

インプレッションの青電車。 

 

愛情の哀れみ。 

哀れみの愛情。 



 

愛情の足弱。 

足弱の愛情。 

 

愛情の悪風。 

悪風の愛情。 

 

愛情の空き家。 

空き家の愛情。 

 

愛情の安全ベルト。 

安全ベルトの愛情。 

 

愛情の荒技。 

荒技の愛情。 

 

愛情のインプレッション。 

インプレッションの愛情。 

 

愛情の言い伝え。 

言い伝えの愛情。 

 

哀れみの足弱。 

足弱の哀れみ。 

 

哀れみの悪風。 

悪風の哀れみ。 

 

哀れみの空き家。 

空き家の哀れみ。 

 

哀れみの安全ベルト。 

安全ベルトの哀れみ。 

 

哀れみの荒技。 

荒技の哀れみ。 



 

哀れみのインプレッション。 

インプレッションの哀れみ。 

 

哀れみの言い伝え。 

言い伝えの哀れみ。 

 

足弱の悪風。 

悪風の足弱。 

 

足弱の空き家。 

空き家の足弱。 

 

足弱の安全ベルト。 

安全ベルトの足弱。 

 

足弱の荒技。 

荒技の足弱。 

 

足弱のインプレッション。 

インプレッションの足弱。 

 

足弱の言い伝え。 

言い伝えの足弱。 

 

悪風の空き家。 

空き家の悪風。 

 

悪風の安全ベルト。 

安全ベルトの悪風。 

 

悪風の荒技。 

荒技の悪風。 

 

悪風のインプレッション。 

インプレッションの悪風。 



 

悪風の言い伝え。 

言い伝えの悪風。 

 

空き家の安全ベルト。 

安全ベルトの空き家。 

 

空き家の荒技。 

荒技の空き家。 

 

空き家のインプレッション。 

インプレッションの空き家。 

 

空き家の言い伝え。 

言い伝えの空き家。 

 

安全ベルトの荒技。 

荒技の安全ベルト。 

 

安全ベルトのインプレッション。 

インプレッションの安全ベルト。 

 

安全ベルトの言い伝え。 

言い伝えの安全ベルト。 

 

荒技のインプレッション。 

インプレッションの荒技。 

 

荒技の言い伝え。 

言い伝えの荒技。 

 

インプレッションの言い伝え。 

言い伝えのインプレッション。 

 

 

おもしろいものは、そう多くはなかった。結び合わせる言葉が二つだからだろうか。 



 

 

合い鍵の渦。 

渦の合い鍵。 

 

空き家の渦。 

渦の空き家。 

 

合い鍵の入れ墨。 

入れ墨の合い鍵。 

 

入れ墨の空き家。 

空き家の入れ墨。 

 

異端の渦。 

渦の異端。 

 

甘栗の異端。 

異端の甘栗。 

 

空き家の荒技。 

荒技の空き家。 

 

 

これくらいのものしか、おもしろいとは思えなかったのであるが、どう思われるだ

ろうか。つぎに、１００までの素数のページから取り出した２５個の言葉のうちいく

つかのものを使って「順列 並べ替え詩。３×２×１」を書いていく。 

 

 

合い鍵の渦の荒技。 

渦の荒技の合い鍵。 

荒技の合い鍵の渦。 

合い鍵の荒技の渦。 

渦の合い鍵の荒技。 

荒技の渦の合い鍵。 

 



磯辺の甘栗の入れ墨。 

甘栗の入れ墨の磯辺。 

入れ墨の磯辺の甘栗。 

磯辺の入れ墨の甘栗。 

甘栗の磯辺の入れ墨。 

入れ墨の甘栗の磯辺。 

 

 

おもしろそうなのは、これくらいである。それにしても、詩集『The Wasteless La

nd.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」と、この１００までの素数の

ページから取り出した言葉でつくった「順列 並べ替え詩。３×２×１」とでは、ど

うしてこうも出来上がりに差があるのだろうか。ほとんど同じ「偶然」がもたらした

ものだというのに。いや同じではないか。詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した

「順列 並べ替え詩。３×２×１」では、ほとんどのものが自動記述に近かった。お

おかたのものが自動記述に近くて、ふだん自分が使っている言葉が多かったので、ど

のような言葉を使って並べるとよいか、どのような言葉を使うとおもしろいものにな

るか、直感的にわかっていた。また、意識的に書き出したものも少なくはなく、もち

ろん無意識のうちに言葉を繰り出していたものも多くて、その割合は判然としないの

だが、ツイットしている途中、本棚に並んだ本から適当に言葉を拾い上げて使ったと

きにも、おもしろくなるだろうなと推測して取り出して使ったものもずいぶんあって、

それはある程度、自分がこころのなかで準備していた言葉でもある。というのは、そ

れらの書物には読み手である自分の読書の傾向があって、その傾向とは言葉の取捨選

択と配列や文体といったもののことで、自分にはなじみのあるものばかりであったの

である。そういった言葉たちが部分集合としてかならずもつ空集合的なもの Φダッシ

ュ が波の重なりのように重なり合って共鳴し、生き生きとした表現のものになったの

であろう。１００までの素数のページから言葉を取り出して並べたときにはなかった

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」で見られた「３重メタファー」においては、空集合的なもの Φダッシュ の本

領がじゅうぶんに発揮されたのであろう。概念と概念や、感覚の記憶とイマージュと

いったものを結びつける場であり、それらを結びつけるときに必要な結合エネルギー

を供給するものとしての空集合的なもの Φダッシュ の本領が。というのも、「３重メ

タファー」では十分に高い結合エネルギーを要したと思われるからである。つまり結

びつけられた３つの言葉のもつ部分集合である空集合的なもの Φダッシュ だけでは

なくて、その３つの単語の順列・並べ替えが凝集したであろう数多くのさまざまな言

葉や概念の、体験や感覚の記憶やイマージュといったものの部分集合である空集合的

なもの Φダッシュ もその機能を果たしたであろうからである。しかるに一方、辞典



にある１００までの素数のページから取り出した言葉にはなじみのない言葉もあった

し、おもしろいものになるだろうなと自発的に思って取り出したものではないことも

あって、それぞれの言葉のもつ部分集合的なもの Φダッシュ の機能がうまく働かな

かったように思われるからである。もちろんこれらの言葉が、他の言葉や概念の、体

験や感覚の記憶やイマージュといったものの部分集合である Φダッシュ を凝集する

こともなかったであろう。こころに準備がなかったというのも大きなポイントで、意

識の層や無意識の層にある言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものがもつ部分集

合の一つである空集合的なもの Φダッシュ に働きかけなかったのであろう。たしか

に数は少ないが、おもしろいものもできた。意外性があったからである。しかしそれ

は、出来上がったものを目にしたあとで、意識の層や無意識の層にある言葉や概念の、

体験や感覚の記憶やイマージュといったものがもつ部分集合である Φダッシュ が反

応したからであろう。というのも、この空集合的なもの Φダッシュ が、概念と概念

や、体験や感覚の記憶を結びつけるときにだけではなく、結びつけられたあとにも働

くものだからであろう。このことはまえにも書いたが、よくできたすばらしい詩句が

その詩句に直接には使われていない、そのおびただしい数の言葉や概念、体験や感覚

の記憶といったものを想起させるからであるが、その詩句を生き生きとしたものにさ

せているのは、その詩句を読む者のこころを生き生きとさせているのは、それらの詩

句において直接には使われていない、そのおびただしい数の言葉や概念の、体験や感

覚の記憶の部分集合である空集合的なもの Φダッシュ が波の重なりのように重なり

合っていたからであろう。しかし概念と概念を結びつける場であり、その結合エネル

ギーを与えるものとして存在する空集合的なもの Φダッシュ とは、いったい、いか

なるものなのであろうか。概念と概念を、体験や感覚の記憶とかいったものを結びつ

けるに足るよう十分に活性化するに至るプロセスとは、いったい、いかなるものなの

であろうか。物体に光があたると影ができる。意識の層や無意識の層にある概念とか、

体験や感覚の記憶とかいったものも、刺激を受けると、まるで光があたると物体に影

ができるように、部分集合の一つである空集合的なもの Φダッシュ を生じさせると

考えてみよう。光が増すと影が濃くなるように、刺激が大きいと空集合的なもの Φダ

ッシュ の機能が強まると考えられないだろうか。すなわち、波である。波となって重

なり合って、エネルギー的に十分な振動状態となって、概念と概念を結びつけるに足

る十分な活性化エネルギーに達すると考えられよう。空集合的なもの Φダッシュ。空

（くう）であり、光であり、影でもある Φダッシュ。言葉や概念が違っても、体験や

感覚の記憶が違っても、その部分集合である空集合的なもの Φダッシュ は、すべて

同じ一つの Φダッシュ である。物体の形が違うのに、できる影がすべて同じ一つの

形であるようなものである。 

 



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

１」をツイッターでつくっていったときには楽しかったのか。それは、空集合的なも

の Φダッシュ が波のように重なり合って、言葉や概念に、体験や感覚の記憶に、そ

れらが結びつくために必要な活性化エネルギーを与えるほどに十分な振動状態になっ

たためであろう。この振動状態というのは、結びつく直前までの言葉や概念が、体験

や感覚の記憶が、互いに結ばれようとするような、あるいは結びつかせられようとす

るような、エネルギー的な励起状態のことである。かつて詩論詩集『The Wasteless 

Land.II』に収録した「ATOM HEART MOTHER──韻律と、それを破壊するもの／詩歌の

技法と、私詩史を通して」のなかに、「韻律はリズムを生み、言葉に躍動感を与える。

すると、読み手のこころは大いに喜ぶ。それが、愛の本性に適ったことだからである。」

と、筆者は書いたことがある。この空集合的なもの Φダッシュ が波のように重なり

合って、言葉や概念に、体験や感覚の記憶に、それらが結びつくのに必要な活性化エ

ネルギーを与えるに至るまで振動して、言葉や概念、体験や感覚の記憶といったもの

が結びつくくらいの励起状態にすることと類似していないだろうか。思考においては、

概念が動くことが喜びである。概念が動いて他の概念とつぎつぎとぶつかり合って結

合することが喜びである。愛もまた思考と同様に、衝突の喜びに打ち震えるものであ

った。愛のまなざしもまた動くことを喜びとするものであった。愛という感覚もまた

動くことを喜びとするものであった。ぶつかり合って結びつくことを喜びとするもの

であった。ああ、それにしても、言葉、言葉、言葉。知っている意味もあるが、これ

まで知ることのなかった意味を、どの言葉もまだまだうちに蔵しているのであろう。

新たに組み合わせられた文脈のなかで、その知ることのできなかった意味がはじめて

明らかになるのであろう。あるいは見出したと思われる新たな意味を、その新たに組

み合わせられた文脈がその言葉に与えるのであろう。はじめからうちに蔵していたの

か、それともあとで新たに与えられたのか、それは分明ではないが、いずれにせよ新

たな発見であることはたしかであろう。要するに大事なことは、よく知っている言葉

を動かすこと、いや、よく知っていると思っている言葉を動かすことである。なぜな

らそのことで、これまでに知らなかった意味概念がその言葉にあることに気がつくこ

とができるからである。あるいは、それまでには知られていなかった意味概念がその

言葉に付け加わったことに気がつくことができるからである。なじみのある言葉が、

いったいどのような新しい顔を見せてくれているのか、ここで詩集『The Wasteless 

Land.VI』に収録した「順列 並べ替え詩。３×２×１」のなかからいくつか例をあ

げておこう。これらは「の」という言葉で結びつけたものではないので、「理系の詩学」

の第一回目の原稿には引用しなかったものである。 

 

 

ぼくが夢のなかで胡蝶を見る。 
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ぼくは金魚に生まれ変わった扇風機になる。 

金魚は扇風機に生まれ変わったぼくになる。 

扇風機はぼくに生まれ変わった金魚になる。 

ぼくは扇風機に生まれ変わった金魚になる。 
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扇風機は金魚に生まれ変わったぼくになる。 

 

 



わたしたちのおおかたの反応が過去に知った刺激に対応したもので、意識の層や無

意識の層のなかに存在している言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものが、ほと

んどただ単に再想起されただけのものであろう。新たな反応が起こるためには相応な

刺激が必要で、そのとき意識の層や無意識の層のなかに存在している言葉や概念が、

体験や感覚の記憶といったものが数多く凝集されるのであろう。あるいはこうとも考

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

×１」の詩句をツイットに書き込んでいたときに、大きな喜びをもってつぎつぎと言

葉を繰り出し並べ替えていくことができたのは、意識の層や無意識の層のなかに存在

している言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものが連鎖的につぎつぎと結びつけ

られたために起こったフィードバックがあるためであろうとも。そのフィードバック

が引き起こした刺激のせいであろうとも。そのフィードバックが引き起こした喜びの

せいであろうとも。もちろん、そのフィードバックとは、空集合的なもの Φダッシュ

 の共鳴(振動)のことである。またそうして生じた新たな概念や新たな感覚が、いやそ

れはあらかじめそれらの言葉がうちに蔵していたものの再発見といったものでもよい

のだが、それらがますます、他の概念と概念を、体験や感覚の記憶といったものを結

びつけようとすることも、以上の考察から容易に推測されよう。書いてみるまでは、

どのようなものになるのかわからないところがある。頭のなかでおおよそのところは

推測できるのだが、書き出すまでは予測することもできなかったような意味概念がも

たらされることがあるのだ。じっさいに言葉にして書いてみてはじめてわかるという

ことがあるのである。木材や大工道具のより適切な使用が、大工をよりすぐれた大工

にする。厳しい修練と斬新なアイデアが、大工をほんものの大工にするのだ。言葉を

材料にし、言葉を道具にしている詩人もまた、すぐれた詩人でありたいと望むのなら、

より適切な言葉の使用と、より斬新なアイデアをもって作品にあたらなければならな

いことがわかるであろう。つねに自分に問わなければならないのだ。組み合わせはこ

れだけかと。並べ方はこれがもっとも適切なものなのかと。ここでふと、聖書の聖句

が頭をよぎった。「富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなる。」とか

いったものだと思うのだが、どこからかは忘れた。マタイによる福音書・第十三章・

第十二節にはこう書いてある。「おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊か

になるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。」と。 

 

「順列 並べ替え詩。３×２×１」のフォルム。頭のなかの記憶からか目のまえにあ

るものからか、あるいは本棚に並んだ本のページからか場合によるが、とにかく３つ

の言葉を取り出し、それを組み合わせて規則的に並べ替えていくという手法、このフ

ォルム（形式）というか、テンプレート（型紙）というか、マトリックス（鋳型）と

いうか、そういったものが自動的に、かつ規則的につくり出していった詩句のなかに

は、ふだんのふつうの生活では思いつくことができないようなものもたくさんあった。



これまでの読書体験からさえも思いつくことのできなかったものが数多くあった。こ

のフォルム、このテンプレート、このマトリックスといったものが、創作における「偶

然」という重要な側面を取り込んだのである。人工的に呼び込んだ「偶然」である。

このような「偶然」でないとけっしてつくり出せなかったような詩句を、いくつもつ

くり出すことができたのである。詩集『The Wasteless Land.VI』に収録した「順列 

並べ替え詩。３×２×１」をツイットにつぎつぎと書き込んでいったとき、さいしょ

はただ思いつくままに言葉を書きつけて並び替えていったのだが、そのうち言葉につ

まってしまって本棚にある本を取り出して適当にページを開いて言葉を拾い上げてい

ったのであるが、このあとの方の作業もまた、「偶然」という要素を創作のなかに取り

込む契機の一つとなったのであろう。もちろん本のページをめくった瞬間から目当て

の言葉が目のなかに飛び込んでくるまでのあいだ、それはおおかた、ひと瞬きか、ふ

た瞬きのあいだのことであったかと思うのだが、ときには、ひと呼吸か、ふた呼吸ほ

ど時間がかかったものもあったのだが、その瞬間とも言えるであろうごく短い時間の

あいだであっても、脳は「順列 並べ替え詩。３×２×１」のフォルム、テンプレー

ト、マトリックスに合わせて、いったいどういった言葉を取り出せばおもしろいもの

ができるのかと、意識的に思いをめぐらせていたのであろうが、ほとんどの言葉を即

座に直感的に取り出して選んでいったように記憶している。どのようにして決めたの

か、計算だったのか、直観だったのか、あるいはそのどちらでもなかったのか、それ

は直感を得るにいたった時間の問題なのか、あるいは思考のプロセスに関する問題な

のか、筆者にはきちんと言及できる知識がないのであるが、おそらくは計算と直感の

はざまにあるであろう、ある段階のプロセスで決められたのだと思われる。意識的な

計算と直感的なひらめきのあいだには中間的な段階といったものなどはないと言われ

れば、まあ、どちらかだったのでしょうと答えるしかすべはないのだけれど。そうだ。

まだ辞典にある１００までの素数のページから取り出した言葉を使って「順列 並べ

替え詩。４×３×２×１」をつくっていなかった。それらの言葉のなかから適当に言

葉を４つ選んで組み合わせて、順列・並べ替えをしてみよう。 

 

いつも行く西院のパン屋さんで、ＢＬＴサンドのランチセットを食べたあと、そこ

のテーブルのうえに、１００までの素数のページから取り出した言葉を書いた小さな

カードを置いて適当に並べてみたら、つぎのようなものがすぐにできた。合わせて５

つ。これらを「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」の連の第一行目の詩句とする。 

 

 

一巻の異端の渦の合い鍵。 

 

アダルトの一朝一夕の甘栗の入れ墨。 



 

青電車の荒技の安全ベルトの危な絵。 

 

磯辺の葦の空き家の言い伝え。 

 

青電車の危な絵の甘栗の入れ墨。 

 

 

適当に並べてみても、それなりに意味の通じるものができることがわかった。とい

うか、どの言葉を選んで組み合わせて並べてみても、意味が通じるような気さえした

のである。これはもしかすると、並べられた言葉の通りに脳が意味を見出すためであ

ろうか。１００までの素数のページから取り出した言葉でつくった「順列 並べ替え

詩。３×２×１」よりも意味が通じやすくなっていると思える。試みに「順列 並べ

替え詩。５×４×３×２×１」の連の第一行目の詩句もつくってみる。 

 

 

空き家の葦の入れ墨の合い鍵の渦。 

 

 

ふつうに意味が通じるような気がする。筆者の脳が、このフォルム、テンプレート、

マトリックスに順応したのであろうか。しかし、これらが、「４重メタファー」とか、

「５重メタファー」とかいった、多重メタファーになっているのかどうかは、じっさ

いに順列・並べ替えをしなければわからないことであろう。したがって、書き出した

順番に、第一行目の詩句を規則的に順列・並べ替えしていくことにしよう。「順列 並

べ替え詩。４×３×２×１」には５つの連があるので、５×４×３×２×１＝１２０

行。「順列 並べ替え詩。５×４×３×２×１」は１つの連なので、５×４×３×２

×１＝１２０行。合わせて２４０行である。しかしこれは、詩句の行の並び替えを考

慮せずにつくり出したものの個数である。したがって出来上がった詩句の並び替えを

勘定に入れると、たとえば「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」の場合には、１つ

の連のヴァリエーションだけでも、２４種類の異なるものから２４個取り出して一列

に並べる並べ方通りあるから、２４×２３×２２×‥‥‥×３×２×１通りある。こ

れは、書き尽くすのに、人間の手でやるとすると、数週間、いや数カ月以上かかるこ

とになるであろう。１日２４時間ぶっ通しでやるとしてもである。したがって、書き

手にとっても、読み手にとっても、もっとも豊かなイマージュが感受できるような並

べ方をしなければならない。そこで筆者は、まずアルファベットで、そのフォルム、

テンプレート、マトリックスをつくることにした。いくつか考え出したのであるが、



つぎのものがもっともヴァリエーション豊かなものをもたらせてくれると思われた。

まず「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」では、 
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である。また「順列 並べ替え詩。５×４×３×２×１」では、１２０行の詩句をつ

ぎのように並べることにした。 
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である。これから、このフォルム、テンプレート、マトリックスに合わせて、さきに

書いた１００までの素数のページから取り出した言葉でつくった第一行目の詩句を順

列・並べ替えしていく。では、まず「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」の５つの

連を書いていく。 
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青電車の荒技の安全ベルトの危な絵。 

荒技の安全ベルトの危な絵の青電車。 
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危な絵の荒技の青電車の安全ベルト。 

青電車の荒技の危な絵の安全ベルト。 

荒技の安全ベルトの青電車の危な絵。 

安全ベルトの危な絵の荒技の青電車。 

危な絵の青電車の安全ベルトの荒技。 

青電車の危な絵の荒技の安全ベルト。 

荒技の青電車の安全ベルトの危な絵。 

安全ベルトの荒技の危な絵の青電車。 

危な絵の安全ベルトの青電車の荒技。 

青電車の安全ベルトの危な絵の荒技。 

荒技の危な絵の青電車の安全ベルト。 

安全ベルトの青電車の荒技の危な絵。 

危な絵の荒技の安全ベルトの青電車。 

 

磯辺の葦の空き家の言い伝え。 

葦の空き家の言い伝えの磯辺。 

空き家の葦の磯辺の言い伝え。 

言い伝えの磯辺の葦の空き家。 

磯辺の言い伝えの空き家の葦。 

葦の磯辺の言い伝えの空き家。 

空き家の葦の磯辺の言い伝え。 

言い伝えの空き家の葦の磯辺。 

磯辺の空き家の葦の言い伝え。 

葦の言い伝えの空き家の磯辺。 

空き家の磯辺の言い伝えの葦。 

言い伝えの葦の磯辺の空き家。 

磯辺の葦の言い伝えの空き家。 

葦の空き家の磯辺の言い伝え。 

空き家の言い伝えの葦の磯辺。 



言い伝えの磯辺の空き家の葦。 

磯辺の言い伝えの葦の空き家。 

葦の磯辺の空き家の言い伝え。 

空き家の葦の言い伝えの磯辺。 

言い伝えの空き家の磯辺の葦。 

磯辺の空き家の言い伝えの葦。 

葦の言い伝えの磯辺の空き家。 

空き家の磯辺の葦の言い伝え。 

言い伝えの葦の空き家の磯辺。 

 

青電車の危な絵の甘栗の入れ墨。 

危な絵の甘栗の入れ墨の青電車。 

甘栗の入れ墨の青電車の危な絵。 

入れ墨の青電車の危な絵の甘栗。 

青電車の入れ墨の甘栗の危な絵。 

危な絵の青電車の入れ墨の甘栗。 

甘栗の危な絵の青電車の入れ墨。 

入れ墨の甘栗の危な絵の青電車。 

青電車の甘栗の危な絵の入れ墨。 

危な絵の入れ墨の甘栗の青電車。 

甘栗の青電車の入れ墨の危な絵。 

入れ墨の危な絵の青電車の甘栗。 

青電車の危な絵の入れ墨の甘栗。 

危な絵の甘栗の青電車の入れ墨。 

甘栗の入れ墨の危な絵の青電車。 

入れ墨の甘栗の青電車の危な絵。 

青電車の甘栗の入れ墨の危な絵。 

危な絵の入れ墨の青電車の甘栗。 

甘栗の青電車の危な絵の入れ墨。 

入れ墨の危な絵の甘栗の青電車。 

 

 

以上のものは、辞典にある１００までの素数のページのなかから取り出した言葉か

ら４つ選んで組み合わせて、順列・並べ替えをしてつくった「順列 並べ替え詩。４

×３×２×１」の５つの連である。同じ言葉を２４行にわたって何度も目にしていく

ため、しかもかなりのスピードで速読したため、それぞれの行の意味の違いを脳が認



識するいとまもなく読みすすめていくために、ほとんど呪文のような感じのものにな

っているような気がした。不思議な感覚である。「４重メタファー」になっているのか

どうかと言えば、かろうじて５つ目の連が「４重メタファー」になっていると言える

であろうか。つぎに掲げたものは、１００までの素数のページのなかから５つの言葉

を選んで組み合わせ、順列・並べ替えをしてつくった「順列 並べ替え詩。５×４×

３×２×１」である。 

 

 

空き家の葦の入れ墨の合い鍵の渦。 

葦の入れ墨の合い鍵の渦の空き家。 

入れ墨の合い鍵の渦の空き家の葦。 

合い鍵の渦の空き家の葦の入れ墨。 

渦の空き家の葦の入れ墨の合い鍵。 

空き家の合い鍵の入れ墨の葦の渦。 

葦の渦の合い鍵の入れ墨の空き家。 

入れ墨の空き家の渦の合い鍵の葦。 

合い鍵の葦の空き家の渦の入れ墨。 

渦の入れ墨の葦の空き家の合い鍵。 

空き家の渦の葦の合い鍵の入れ墨。 

葦の空き家の入れ墨の渦の合い鍵。 

入れ墨の葦の合い鍵の空き家の渦。 

合い鍵の入れ墨の渦の葦の空き家。 

渦の合い鍵の空き家の入れ墨の葦。 

空き家の合い鍵の葦の渦の入れ墨。 

葦の渦の入れ墨の空き家の合い鍵。 

入れ墨の空き家の合い鍵の葦の渦。 

合い鍵の葦の渦の入れ墨の空き家。 

渦の入れ墨の空き家の合い鍵の葦。 

空き家の入れ墨の渦の葦の合い鍵。 

葦の合い鍵の空き家の入れ墨の渦。 

入れ墨の渦の葦の合い鍵の空き家。 

合い鍵の空き家の入れ墨の渦の葦。 

渦の葦の合い鍵の空き家の入れ墨。 

空き家の葦の渦の入れ墨の合い鍵。 

葦の入れ墨の空き家の合い鍵の渦。 

入れ墨の合い鍵の葦の渦の空き家。 



合い鍵の渦の入れ墨の空き家の葦。 

渦の空き家の合い鍵の葦の入れ墨。 

空き家の渦の合い鍵の葦の入れ墨。 

葦の空き家の渦の入れ墨の合い鍵。 

入れ墨の葦の空き家の合い鍵の渦。 

合い鍵の入れ墨の葦の渦の空き家。 

渦の合い鍵の入れ墨の空き家の葦。 

空き家の葦の合い鍵の渦の入れ墨。 

葦の入れ墨の渦の空き家の合い鍵。 

入れ墨の合い鍵の空き家の葦の渦。 

合い鍵の渦の葦の入れ墨の空き家。 

渦の空き家の入れ墨の合い鍵の葦。 

空き家の入れ墨の葦の合い鍵の渦。 

葦の合い鍵の入れ墨の渦の空き家。 

入れ墨の渦の合い鍵の空き家の葦。 

合い鍵の空き家の渦の葦の入れ墨。 

渦の葦の空き家の入れ墨の合い鍵。 

空き家の合い鍵の葦の入れ墨の渦。 

葦の渦の入れ墨の合い鍵の空き家。 

入れ墨の空き家の合い鍵の渦の葦。 

合い鍵の葦の渦の空き家の入れ墨。 

渦の入れ墨の空き家の葦の合い鍵。 

空き家の渦の入れ墨の合い鍵の葦。 

葦の空き家の合い鍵の渦の入れ墨。 

入れ墨の葦の渦の空き家の合い鍵。 

合い鍵の入れ墨の空き家の葦の渦。 

渦の合い鍵の葦の入れ墨の空き家。 

空き家の合い鍵の入れ墨の渦の葦。 

葦の渦の合い鍵の空き家の入れ墨。 

入れ墨の空き家の渦の葦の合い鍵。 

合い鍵の葦の空き家の入れ墨の渦。 

渦の入れ墨の葦の合い鍵の空き家。 

空き家の葦の渦の合い鍵の入れ墨。 

葦の入れ墨の空き家の渦の合い鍵。 

入れ墨の合い鍵の葦の空き家の渦。 

合い鍵の渦の入れ墨の葦の空き家。 



渦の空き家の合い鍵の入れ墨の葦。 

空き家の合い鍵の渦の葦の入れ墨。 

葦の渦の空き家の入れ墨の合い鍵。 

入れ墨の空き家の葦の合い鍵の渦。 

合い鍵の葦の入れ墨の渦の空き家。 

渦の入れ墨の合い鍵の空き家の葦。 

空き家の入れ墨の合い鍵の渦の葦。 

葦の合い鍵の渦の空き家の入れ墨。 

入れ墨の渦の空き家の葦の合い鍵。 

合い鍵の空き家の葦の入れ墨の渦。 

渦の葦の入れ墨の合い鍵の空き家。 

空き家の渦の合い鍵の入れ墨の葦。 

葦の空き家の渦の合い鍵の入れ墨。 

入れ墨の葦の空き家の渦の合い鍵。 

合い鍵の入れ墨の葦の空き家の渦。 

渦の合い鍵の入れ墨の葦の空き家。 

空き家の葦の入れ墨の渦の合い鍵。 

葦の入れ墨の合い鍵の空き家の渦。 

入れ墨の合い鍵の渦の葦の空き家。 

合い鍵の渦の空き家の入れ墨の葦。 

渦の空き家の葦の合い鍵の入れ墨。 

空き家の渦の入れ墨の葦の合い鍵。 

葦の空き家の合い鍵の入れ墨の渦。 

入れ墨の葦の渦の合い鍵の空き家。 

合い鍵の入れ墨の空き家の渦の葦。 

渦の合い鍵の葦の空き家の入れ墨。 

空き家の合い鍵の渦の入れ墨の葦。 

葦の渦の空き家の合い鍵の入れ墨。 

入れ墨の空き家の葦の渦の合い鍵。 

合い鍵の葦の入れ墨の空き家の渦。 

合い鍵の葦の入れ墨の空き家の渦。 

渦の入れ墨の合い鍵の葦の空き家。 

空き家の入れ墨の渦の合い鍵の葦。 

葦の合い鍵の空き家の渦の入れ墨。 

入れ墨の渦の葦の空き家の合い鍵。 

合い鍵の空き家の入れ墨の葦の渦。 



渦の葦の合い鍵の入れ墨の空き家。 

空き家の渦の葦の入れ墨の合い鍵。 

葦の空き家の入れ墨の合い鍵の渦。 

入れ墨の葦の合い鍵の渦の空き家。 

合い鍵の入れ墨の渦の空き家の葦。 

渦の合い鍵の空き家の葦の入れ墨。 

空き家の入れ墨の葦の渦の合い鍵。 

葦の合い鍵の入れ墨の空き家の渦。 

入れ墨の渦の合い鍵の葦の空き家。 

合い鍵の空き家の渦の入れ墨の葦。 

渦の葦の空き家の合い鍵の入れ墨。 

空き家の入れ墨の合い鍵の葦の渦。 

葦の合い鍵の渦の入れ墨の空き家。 

入れ墨の渦の空き家の合い鍵の葦。 

合い鍵の空き家の葦の渦の入れ墨。 

渦の葦の入れ墨の空き家の合い鍵。 

空き家の葦の合い鍵の入れ墨の渦。 

葦の入れ墨の渦の合い鍵の空き家。 

入れ墨の渦の空き家の合い鍵の葦。 

合い鍵の渦の葦の空き家の入れ墨。 

渦の空き家の入れ墨の葦の合い鍵。 

 

 

「順列 並べ替え詩。４×３×２×１」と合わせて、合計２４０行の詩句を書き出し

たのだが、８時間近くかかった。アルファベットのテンプレートをつくった準備の時

間を入れると、１２時間近くかかったわけだが、しかしそれだけの時間をかけただけ

のことは引き出せたと思う。まず多重メタファーについていえば、たとえば「順列 並

べ替え詩。５×４×３×２×１」では、「入れ墨」であって、「葦」であって、「合い

鍵」であって、「渦」であって、「空き家」であるものが想起されたのである。ただ詩

句によっては、「空き家」の「場所」や、「渦」の「状態」や「形」といった要素の度

合いが、その属性よりも比率的に高くなっていて、形容辞としての役割が大きくなっ

ており、高次の多重メタファーになりにくいものもあったのだが、このことは「理系

の詩学」の第一回目の原稿の冒頭にも書いていたことであった。次回、「理系の詩学」

の第三回目では、できるかぎり「場所」や「状態」や「形」といったものを表わす言

葉を排除して実験していくことにしよう。そういえば、この最後の「順列 並べ替え

詩。５×４×３×２×１」の実験作品をつくっていて如実にわかったのは、たとえば、



「空き家」という言葉であるが、これは「属性」も表わすが、おもに「場所」を表わ

す言葉であり、詩句によっては、その「場所」を表わす強度にも違いがあるように思

われたのである。「場所」性にも強弱があるということである。またこの言葉において

は、ときには「属性」を表わす度合いの方が「場所」を表わす度合いよりも高かった

りすることもあったのである。つまり、この「順列 並べ替え詩。５×４×３×２×

１」の順列・並べ替えの実験によって、つぎのようなことがはっきりとわかったので

ある。まさに言葉というものが、文脈や脈絡によってこそその意味が決定するもので

あるということが。このことはよく言われていることであり、よく書かれていること

だけれども、「順列 並べ替え詩。５×４×３×２×１」の実験作品ほどに単純な形

でそのことを明確に表現したものはなかったであろう。また「順列 並べ替え詩。５

×４×３×２×１」を書いていると、そのうち徐々に使っていた言葉になじんでいっ

たような気がしたのであるが、これは書いていくうちに自分の脳のなかの言葉や概念、

体験や感覚の記憶といったものが部分集合にもつ空集合的なもの Φダッシュ と、実

験に使った言葉が部分集合にもつ空集合的なもの Φダッシュ とが、波が重なるよう

にして重なり合って共振していったためであろう。つぎの「理系の詩学」の第三回目

の原稿では、多重メタファーについてより精密に調べたいので、１００までの素数の

ページから取り出したときとは違って、均等に分散させたページから言葉を抽出する

ために、数列でも使って辞典のなかから言葉を選び出して順列・並べ替えをしていく

ことにしよう。ただし、「場所」や「状態」や「形」といったものを表わす言葉が多重

メタファーになりにくいことがはっきりとわかったので、これまでは辞典のページの

上段右側から探していってさいしょの名詞を抽出したのだが、次回は、「場所」や「状

態」や「形」といったものを表わすような言葉を除いてさいしょの言葉を選び出そう。 

これで、「理系の詩学」の第二回目の原稿を終える。  

 


