
レズビアンとゲイとバイセクシュアルとトランス 

ジェンダーとインターセックスとクィアと 

クエスチョニングの詩人たちの 

英詩翻訳 連載 第九回 

 

 

 

田中宏輔 

 

 

 

本年度上梓予定の翻訳詩集収録作の改訳 

 

 

 

アリ・バニアス 

 

何かしらの私たち 

 

 

教会の鐘が大きく鳴り響く 

一つ、また一つと、ゆったりとした間隔で 

この音の繰り返しは、この深く鳴り響く音は、こう言いたいのだ 

万事はよし、 

万事はよし ── と 

しかし、万事は、万事はよろしくないのだ。 

私には教会の鐘が信用できないのだ、私は信用したいと思っているのだが 

私が信用できるものとは 

この国にあり、どの家にもあり、ほとんどすべてのアパートメントにもある、 

大切なものをしまっておく飾りダンスや引き出しのそのどこかにある、あの大きなポ

リ袋だけである。 

その中には、より小さく折り畳まれていっしょにされたポリ袋が幾つも入っていて、 

それはありあまっていて、私たちは、さらにそれに付け加えつづけていて、 



私たちが必要とする以上にそれを家に持ち帰りつづけるので、 

私たちは、その袋で、三つ揃いのスーツを縒り合わせてつくらなければならないのだ、 

その平たいポリ袋で、膝掛け毛布や、掛け布団や、ベッドを、 

このコレクションよりも、このありあまったものたちよりも有益なものなら何でも。 

しかし、なぜ、私はポリ袋について書いているのであろうか。 

その理由は、それが、この国のこの年のことであり、この私自身のことであり 

それが、私の身に起こった一連のことであり、私が所有しているものの大部分のもの

であるからである。 

つまり、文字通り、私が私のアパートメントで持っているほとんどのものがそれで、 

ポリ袋は、鉢植えの数よりも多く、揃いのフォークやスプーンやナイフの数よりも多

く、椅子の数よりも多く 

ビンの数よりも多く、ペンの数よりも多く、本の数よりも多く、靴下の数よりも多い

からである。 

そして、私はいま、概括的に、また個別的に書こうとしているのである、 

私が見るものと、私が知っているものとを通して、 

私の人生について（私たちの人生について？）、 

もしも、こういった状況全体の中で ── やがて年老いてボロボロになる、 

扱いにくい、そして、もちろん平たくなどはない ── 一つの私たちが存在し得るの

ならば。 

 

 

 

 

 

 

マヤ・チャウドリー 

 

わたしのレズビアン・デート、by シャロン・ストーン 

 

 

わたしのポケットには石が入っていて 

海の波が、わたしの足首にかぶりつくと 

わたしは溺死するかもしれないわね 

わたしの耳には聞こえるわ 

女を捕まえて 

剥き出しの乳房に石を投げつける 



イスラムの法のもとで石を投げつけられて殺された女の叫び声が 

わたしの本能がわたしに告げるのよ 

バイセクシャルの女たちは 

その味を怖れているって 

あなたは、わたしに言ったわ 

わたしのキスは甘いと 

でもね、投げつけられる 

石を避けるために 

結婚の誓約を交わす 

女たちの 

酸っぱい 

飢えもあるのよ 

 

 

 

 

 

 

ジョセフ・Ｏ・レガスピ 

 

創世記のホモセクシュアル・ヴァージョン 

 

 

それは、一冊の薄い本である。 

  

当然のことながら、賛美にふさわしい神は、現出させられた 

すべてのものを。光と闇とを分けられ 

  

空と陸と海とを分けられ 

植物と獣とを分けられた。天地創造の第六日目に 



  

神は、ご自分のイメージのなかで、ご自分の思われる通りの 

族長制度の子息である、アダムとアダムを想像された。 

  

そして、神は休まれた。そして、それからは、子どもは産まれないし 

子孫を持ちたいという願いも起こらなかった。このときから 

  

二人の兄弟のあいだに、宿命の対立が生まれた。しかし、黄金の子牛への 

崇拝も、ノアの洪水も避けられた。出エジプトもなく、 

  

イナゴの襲来も、イエス・キリストの冠のイバラも、磔も、復活もなかった。 

神はすっかりお休みになられて、天地創造の第七日目が永遠につづいた。 

  

ただそこには、いにしえの蛇が残っていた。実のならない木にのぼって 

とぐろを巻いていた。しかし、神のご意志のままに、蛇はそこで固まって動けなかっ

た。 

  

アダムとアダムの喉のなかで。そして、それこそは、人間の持つ欲望そのものであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

ロバート・ハンバルジェ 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

アミール・ラビヤ 

 

透明人間 

 

 

おでこを地面にくっつける…… 

ぼくは、この言葉をつぶやく、「聖なる主 アッラーよ*」と。 

 

ぼくは、ぼくの身体のしたにある、この寛大なお祈り用の敷物のことを考える。 

ぼくは、ぼくのこころからの願いを聞いてくれる、この地球に感謝する。 

 

部屋の真ん中で、ぼくは、 

もう一人別のアラブ人の男のように見える。 

 

礼拝者たちは知らない。 



ぼくが神さまに、どうか、ぼくに、お力をお与えくださいって、お願いしているのを 

 

この世界に出入りすることができるお力をと 

 

一人のシスターでもなく、一人のブラザーでもなく 

その両方として。 

 

 

 

 

* おお、アッラーよ、あなたに栄光あり給え、最も高尚なお方よ 

 

 

 

 

 

 

シェリル・デュメズニル 

 

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 

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。 

 

 

 

 

 

 

メーガン・ヴォルパート 

 

武器が道具であるように、大人は子どもである 

 

 

サウルおじさんが、あたしを幼稚園から連れ出さなければならなくなってね、ある日、

こう言ったの。おまえ、猿の尻尾が生えはじめてるぞって。つぎの週になると、おじ

さんは、あたしの尻尾が長くなってるみたいだなって言ったの。たしかに肩ごしに見

てみたけど、おじさんは、大人にしかその尻尾は見えないんだぞって言ってたわ。で

も、フランおばさんにも見えたって言うから、とうとう、あたしには、幻覚が見えは



じめたのよ。いくぶんか、こういうわけで、あたしがレズビアンだってカミングアウ

トするまで時間がかかってしまったのよ。二十年後に、あたしたちは、祖母の喪に服

して集まってたんだけど、三日目になって、あたしは、サウルおじさんの背中を突っ

ついて、こう言ってやったの。おじさんにも猿の尻尾が生えはじめてるわよって。お

じさんは、あたしがそんなことを言うなんて、思いもしなかったみたいだったわ。 

 

 

 

 

 

 

ソフィ・メイヤー 

 

木のゴーレムへの呪文

＊ 

 

 

木目は、わたしがはじまる場所である。 

そのナイフの刃先のしなやかな丸み。 

創世記にある言葉と、その註解にある言葉。 

わたしが学ぶことになる名前たち。 

  

木目は、わたしが展開し 

成長しはじめる場所である。彼は小さなナイフで 

わたしの造物主である。彼は口にする 

わたしが学ぶことになる名前たちを。 

  

木目こそ場所である。わたしは、わたしの 

なかではじまり、ナイフのように動く、 

わたし自身の身から沁み出た樹液を滴らせながら。 

それは、わたしがまだ学んでいない名前たちだった。 

  

木目である。わたしがはじまる場所は。 

彼のものとその存在とは、ナイフとそれがこしらえる傷。 

わたしは、その瘡蓋のようなものをこそぎ落とす 

彼がこしらえる名前たちを。それが学ぶということ。 



  

木目。そこは、わたしがはじまる場所である。 

そこはもう、本来のわたしじゃないって言うの？ それが 

あなたをナイフでこそぎ落とすだろうって ── わたしは奴隷じゃないわ、 

あなたがわたしにつくったその名前たちのね。学ぶのよ。 

  

木目は、わたしがはじまる場所である。 

わたし自身のナイフに、さいしょのひと削りを 

させる場所である。その刀身は名前たちをつぶやき嘆く。 

わたしは学ぶことになる。 

 

 

 

 

＊：サアディア・ガオンの話をもとにしているセーフェル・セーフェル・イェツィラの解説によると、セ

ファラドのソロモン・イブン・ガビーロール師（1021-1058）は、唯一知られる女性のゴーレムを木と扉

の蝶番でつくったと言われている。ユダヤ人の指導者たちは、イブン・ガビーロールのゴーレムについ

て知り、彼を偶像崇拝の罪で告発し、彼にその女性のゴーレムを壊させた。 

 

 

 

 

 

 

スティーヴ・ターテル 

 

祈り 

 

 

日曜の朝だった。二〇〇一年のゲイ・プライドの日に 

ぼくは、カフェ・コロニアルで、一人で朝食をとっていた。 

 

リタが、ぼくに給仕してくれていて、ぼくはタイムズを読んでいた。 

静かなヒューストン・ストリートに、ちらりと視線を向けた。 



 

朝の九時に、カフェには、ぼくのほかには、まだだれもいなかったのだけれど 

そのとき、ティーンエイジの少年たちの一団が入ってきた。 

 

本とメモ帳を持って 

グレイの服に身を包んだまるまると太った一人の男に付き添われて。 

 

その男の本には、擦り切れてボロボロの、ねじけたリボンがついていた。 

ああ、その本の表紙は聖書の黒い色だった。 

  

彼らは、ぼくの向かい側の席に坐った。 

この罪なる都市に、宗教的に敬虔な一団が訪れたのだった。 

 

ぼくは、オムレツとフライとトーストを食べた。 

ブック・レビューを途中まで読んだところで 

 

ふと目をあげた。少年たちのうちの一人が 

ぼくの顔をまっすぐにまじまじと見つめていた。それには悲しみがあった。 

 

あるいは、欲望といったものさえ、彼の一瞥のなかにはあったかもしれない。 

ぼくは、彼のなかに、ぼく自身がいることを感じていた、 

 

彼が、ぼくについてあれこれと思いをめぐらしているあいだに。 

彼は、ハンサムで、シャイだった。 

 

そして、おびえてもいた。そして、一人で、孤独でもあった。 

どうぞ、神さま、彼らにさせないでください。 

 

彼のことをダメにしてしまうようなことは。そして、彼に教えてあげてください。 

彼は愛されているし、また愛される価値があるということを。 

 

彼を自己嫌悪の思いには陥らせないでください。 

彼には、十分なほどに幸運を授けてください。 

 

彼のことを幸せにする幸運を。そして、彼には、十分に 

彼のことを賢くさせる不幸を与えてください。 



 

 

メーガン・ヴォルパート 

 

わたしにとっては、仕事のないところに、天国なんてものはないわね 

 

 

ときどき、オーガズムのあいだじゅうずっと、わたしには、死んだ友だちたちの顔が

見えるの。彼らは身体を波のように揺らしながら笑い声をあげて微笑んでいるの。わ

たしは幸せだわ、わたしたちの間に立ちはだかる壁を越えて、凝縮した純粋さの瞬間

を投げ捨てることによって、わたしは死ぬのだもの。わたしは信じているわ、彼らが

わたしと同じくらい働いて、仕事を終えて、請求書を片付けているって。わたしはう

れしいわ、彼らと会うことができて、ときどきこれらの顔のうちの一つが消えるし、

その顔も二度とふたたび、わたしのところには戻ってこないのだもの。そして、わた

しは祝福するの、彼らの魂が再利用されて十分に平安を見出してくれたことを。だっ

て、方法がどんなものであれ、魂というものは人間性の一部で、それは、一つの永久

機関なのだもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理系の詩学 連載 第三回目 

 

 

田中宏輔 

 

 

類似や対比そのものは、イマージュではない。しかし、ときとして、事物や事象を

想起させる場合に必要なときがある。幾何学的な形状に関していえば、その事物や事

象を通して、類似や対比そのものを見ることもある。ロゴスロゴスロゴスロゴスの日本語訳に、「類似」「類似」「類似」「類似」と

か「対比」「対比」「対比」「対比」とかいうものがあったことが思い起される。 

 

空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ の方が、語意や語音よりも、言葉の要素として重要な

場合があるのではないだろうか。 

 

言葉のために言葉を使う以外に、いったい、なんのために言葉を使うというのだろ

うか、詩人であるのならば。 

 

ちょっとしたことがきっかけで、長篇作品が、その最初から最後までが、一挙に思

い浮かぶことがある。そのちょっとしたこととは、だれかがふと口にした何気ない言

葉であったり、だれかのふとした仕種であったり、たまたま書店で手にとった本にあ

る言葉であったりするのであった。 

 

たった一つの言葉を違った言葉にするだけで、その作品がまったく違うものになる

ことがある。一つの言葉がすべての言葉に作用している証拠だが、多くの言葉を取り

替えても文意がそう違わないようなものもある。おそらく、文意を決定するものは、

いくつかの重要な言葉であるのだろう。もちろん、この場合、否定辞や、それに類す

るものは考慮していない。考察の範囲にあるのは、「属性」「属性」「属性」「属性」に関する作用と反作用のみ

である。 



 

ゼナ・ヘンダースンゼナ・ヘンダースンゼナ・ヘンダースンゼナ・ヘンダースンの『果しなき旅路』荒野『果しなき旅路』荒野『果しなき旅路』荒野『果しなき旅路』荒野に、「沈黙がしだいしだいに大きくな「沈黙がしだいしだいに大きくな「沈黙がしだいしだいに大きくな「沈黙がしだいしだいに大きくな

り、とうり、とうり、とうり、とうとうわたしは、それ以上フォークがかちかちと皿にあたる音に耐えきれなくとうわたしは、それ以上フォークがかちかちと皿にあたる音に耐えきれなくとうわたしは、それ以上フォークがかちかちと皿にあたる音に耐えきれなくとうわたしは、それ以上フォークがかちかちと皿にあたる音に耐えきれなく

なって、それを置いてしまった。」（深町真理子訳）なって、それを置いてしまった。」（深町真理子訳）なって、それを置いてしまった。」（深町真理子訳）なって、それを置いてしまった。」（深町真理子訳）という描写があるのだが、言葉と

言葉が結びつくときの様子も似ている。あるエネルギー状態になるまで反応しないの

である。あるエネルギー状態になってはじめて結びつくのである。基底状態から遷移

状態にまで至るには、十分な活性化エネルギーが必要で、その活性化エネルギーを供

給するのが、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ の共鳴（共振）エネルギーである。ただし、

共鳴箱に据えた音叉の共鳴の実験で共鳴するのは、同じ高さの音であることに注意す

ること。同じ高さの音でないと共鳴しないのである。また向かい合わせに置いた共鳴

箱の開いた口の部分がきちんと向かいあっているときに音が大きくなることにも注意

すること。 

 

意識の層から無意識の層に遷移するものがある。それはいったん記憶されたもので

ある。もちろん、記憶される過程においてもさまざまに変形されているのだが、再想

起されずにいると、さらに変形されて無意識の層に移行するのである。逆に、無意識

の層から意識の層に遷移するものもある。意識の層も、無意識の層も、記憶からでき

ている。そこには、体験や感覚の記憶だけではなくて、思考の痕跡といった記憶もあ

る。それは、概念とか、概念を形成する概念素とかいったものであるが、言葉のもつ

語意や語感、あるいは語音とかいったものと分かちがたく結びついている。また体験

や感覚の記憶は、概念や概念素といった思考の痕跡とも呼ぶべき記憶とも分かちがた

く結びついているため、しばしばそれらを分けて書くことが不適切なのではないかと

思われるときがあるのだが、分けて書いてあっても、それをいつも分けて考えている

とは思わないでいただきたい。 

 

基底状態にある各物質を化合させて生成物を得るのに必要なエネルギーを生成エネ

ルギーという。ただし、その生成エネルギーを超える活性化エネルギーを与えられな

ければ、基底状態の各物質が化合して生成物が得られることはない。物体をその重さ



と同じだけの力で支えることはできるが、持ち上げることができないのと同じ理屈で、

生成エネルギーを超える活性化エネルギーを与えられなければ、基底状態の各物質は

化合して生成物を生じさせることができないのである。その活性化エネルギーと生成

エネルギーの差が大きければ大きいほど、化合の反応速度が大きくなる。たとえば、

ふつう、水溶液の中での２粒子衝突モデルの化学反応では、水温が１０度上昇すれば、

反応速度が約２倍になる。化学反応は、粒子衝突によって起こる。イオンや分子や原

子などが、活性化エネルギーを得て化合するのである。わたしの作品の多くが、この

粒子衝突モデルのように、言葉と言葉が結びつけられて形成されたものであった。ふ

だんから、思いついた言葉や詩句をメモにして溜めておき、それをときどき眺めるの

である。すると、ある日、突然、それらの言葉が自動的に結びついていったのである。

そうしてできた詩を、これまで詩集に収録してきた。全行引用詩もまた、ふだんから

ルーズリーフに書き写していたものを、ときどき読み返しているのだが、あるとき、

それらの引用のいくつかが、勝手に結びついていったのである。これは、わたしの意

識の層か、無意識の層にあるなにかが結びつけていったとしか思えないのである。そ

れを、わたしは、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ と名づけたのであった。まるで粒子衝

突モデルのように、言葉と言葉がつぎつぎと結びついていったのである。ところで、

化学反応が起こるとき、温度を上げるのに使われた熱エネルギーは、粒子の運動エネ

ルギーや振動エネルギーとなり、粒子が他の粒子と衝突し、化合して生成物を生じる

のに使われるのだが、言葉と言葉が結びつくときには、それらの言葉がもつ部分集合

である空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ に、つくり手の意識の層や、無意識の層にあるさ

まざまな言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものが部分集合としてもつ空集合的空集合的空集合的空集合的

なものなものなものなもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ が共鳴（共振）して、言葉と言葉が結びつくのに必要な活性化エ

ネルギーをつくり出しているのであろう。あるとき、突然、メモの断片や、引用の断

片が、つぎつぎと結びついていったのだが、その場所も、一応は自分の頭のなかだと

は思われるのだが、どこか自分の頭のなかではないような気もしていたのだった。そ

の詩句をつくり出させた場所が、その詩句をつくり出すのに与かったすべての言葉や

概念、体験や感覚の記憶がもつ部分集合である空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ であった

と考えると、とても腑に落ちるのである。すべての空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ が同



じ一つのもの、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    であった。 

 

旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書の伝道の書・第三章・第一八‐二〇伝道の書・第三章・第一八‐二〇伝道の書・第三章・第一八‐二〇伝道の書・第三章・第一八‐二〇に、つぎのような言葉がある。「わた「わた「わた「わた

しはまた、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らに自分たちがしはまた、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らに自分たちがしはまた、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らに自分たちがしはまた、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らに自分たちが

獣にすぎないことを悟らせられるので獣にすぎないことを悟らせられるので獣にすぎないことを悟らせられるので獣にすぎないことを悟らせられるのである」と。人の子らに臨むところは獣にも臨むある」と。人の子らに臨むところは獣にも臨むある」と。人の子らに臨むところは獣にも臨むある」と。人の子らに臨むところは獣にも臨む

からである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼からである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼からである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼からである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼

らはみな同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だらはみな同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だらはみな同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だらはみな同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だ

からである。みな一つ所に行く。皆ちりから出て、皆ちりに帰る。」からである。みな一つ所に行く。皆ちりから出て、皆ちりに帰る。」からである。みな一つ所に行く。皆ちりから出て、皆ちりに帰る。」からである。みな一つ所に行く。皆ちりから出て、皆ちりに帰る。」。この部分で重要

なポイントは二つ。「彼らはみな同様の息をもっている。」「彼らはみな同様の息をもっている。」「彼らはみな同様の息をもっている。」「彼らはみな同様の息をもっている。」と「すべてのものは空だか「すべてのものは空だか「すべてのものは空だか「すべてのものは空だか

らである。」らである。」らである。」らである。」の二か所である。伝道の書は、旧約聖書のなかで、わたしがもっとも愛す

るところである。もしかすると、わたしが考え出した、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ は、

伝道の書の影響があるのかもしれない。話がそれた。言葉と言葉が結びついていった

とき、そのきっかけは、おそらく、ちょっとした言葉の端切れだったのであろう。そ

れが、わたしの見ていたメモの断片や、引用の断片や、わたしの意識の層や、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部分集合としてもつ空集合

的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ を刺激したのであろう。刺激された空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシダッシダッシダッシ

ュュュュ は激しく震動し、共鳴（共振）したであろう。共鳴箱に据えた音叉の共鳴の実験で、

同じ高さの音が出る音叉でないと共鳴しなかったのだが、これらの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦ

ダッシュダッシュダッシュダッシュ    は、すべて同じものなのだから、共鳴（共振）して当然である。過飽和水溶

液の入ったビーカーに、ちょこんとガラス棒をあててやると、たちまちその過飽和水

溶液に結晶が出現するように、言葉と言葉が結びついて、詩句が出来上がったのであ

る。筆者は、大学院で、３粒子衝突の場合の反応速度論的解析というのがテーマの研

究をしていたのだが、そのとき中間体というものに出くわした。中間生成物ともいう

のだが、３粒子衝突の場合、２粒子衝突よりもはるかに遭遇の確率が小さいのに、じ

っさいの反応速度は、３粒子衝突モデルのもので計算したものよりずっと大きかった

のである。その理由を理論的に解析した結果、２粒子がさきに反応して、その２粒子

が結合したものに、あとで１つの粒子が衝突していたと考えられたのである。３粒子

が同時に衝突するのではなく、さきに２粒子の結合した中間体、あるいは中間生成物



と呼ばれるものができて、それと、あと１つの粒子が衝突して、３粒子からなる化合

物が生成したのであった。その方が確率的に遭遇の可能性がはるかに高いので、じっ

さいの反応速度が、３粒子衝突モデルのものより大きかったのである。このように、

３粒子が結合して化合物をつくるときに、さきに２つの粒子が結合して、３つ目の粒

子が結合しやすい中間体をつくることがある。この中間体を、中間生成物ともいうが、

言葉と言葉が結びつくときにもまた、こういった中間生成物に相当するものがあるの

かもしれない。活性化エネルギーの大部分が、こういった中間生成物をつくるために

使われる可能性も考えられる。言葉と言葉の結合でいえば、詩句のある箇所で、十分

に大きな活性化エネルギーが必要であったということであろうか。詩句の部分によっ

て、エネルギー状態が異なるのである。まあ、当然といえば当然のことなのであるが、

ところで、活性化エネルギーと生成エネルギーの差は反応速度に対比されると、さき

に書いたが、その差は反応速度にのみ影響するのではない。その差は、生成物が余剰

にエネルギーを有していることをも表わしている。物質の場合は、熱エネルギーであ

る。生成物がしゅうしゅうと湯気を出して、出来上がったばかりの様子を想像された

い。物質の場合、余剰のエネルギーは、熱（振動）として、エネルギーを分配してい

る。言葉の場合は、わたしのモデルだと、こうである。言葉と言葉が結びつけられた

あと、出来上がった詩句が余剰にもっていた空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ の振動エネ

ルギーは、つくり手の意識の層や、無意識の層にあるさまざまな言葉や概念、体験や

感覚の記憶といったものが部分集合としてもつ空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ を共鳴

（共振）させるのであろうと。そのつくり手の意識の層や、無意識の層にあるさまざ

まな言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものは、その詩句をつくりだすのに与か

った言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものもあるであろうが、そういったもの

以外の言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものもあるであろう。作品が、作者を

つくると、ヴァレリーは書いていた。自分のつくった詩句が、自分を、その詩句をつ

くり出したものにする、これは、一つの証左となるものであろう。空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦ

ダッシュダッシュダッシュダッシュ の振動のフィードバックは、このようにしてなされるのであろう。自分のつ

くり出した詩句に、自分が驚かされるというのも、ここからきているのであろう。こ

こでふと、また伝道の書伝道の書伝道の書伝道の書の言葉が思い出された。第一章・第一八節第一章・第一八節第一章・第一八節第一章・第一八節の「それは知恵が「それは知恵が「それは知恵が「それは知恵が



多ければ悩みが多く、／知識を増す者は憂いを増すからである。」多ければ悩みが多く、／知識を増す者は憂いを増すからである。」多ければ悩みが多く、／知識を増す者は憂いを増すからである。」多ければ悩みが多く、／知識を増す者は憂いを増すからである。」である。知識とそ

の使用は、思考能力を増加させ、感覚をより研ぎ澄まさせるのである。また、読み手

の意識の層や、無意識の層にあるさまざまな言葉や概念、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空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ も、その詩句によって、共鳴（共

振）するのであろう。その共鳴（共振）がまた、その詩句に対する感動の引き金とも

なっているのであろう。 

 

サイモン・シンサイモン・シンサイモン・シンサイモン・シンの『フェルマーの最終定理』『フェルマーの最終定理』『フェルマーの最終定理』『フェルマーの最終定理』の序に寄せた、ジョン・リンチジョン・リンチジョン・リンチジョン・リンチの言葉

に、「このテーマを完全に理解できる者は、世界でも五、六人しかいないということ「このテーマを完全に理解できる者は、世界でも五、六人しかいないということ「このテーマを完全に理解できる者は、世界でも五、六人しかいないということ「このテーマを完全に理解できる者は、世界でも五、六人しかいないということ

だった。」だった。」だった。」だった。」とあったが、この言葉は、わたしに、原原原原    民喜民喜民喜民喜の言葉を思い出させた。わた

しが書いているこの「理「理「理「理系の詩学」系の詩学」系の詩学」系の詩学」もまた、読者をきわめて限定する原稿であろう。

わたしの「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」がいくらかのひとに目にとめてもらえるようになるまで２０

年かかった。発表した当時はまったく無視されていた。いまでも、わたしの書いてい

る「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」の試みをバカにしているひとは多い。「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」「全行引用詩」がもっている

可能性について論じている論考も皆無である。その可能性については、わたし自身が、

４月から、「引用の詩学」「引用の詩学」「引用の詩学」「引用の詩学」というタイトルで、「月刊文学極道」「月刊文学極道」「月刊文学極道」「月刊文学極道」において論じるつもり

だ。ジョン・リンチジョン・リンチジョン・リンチジョン・リンチの言葉から思いだされた原原原原    民喜民喜民喜民喜の言葉とともに、彼の作品を採

り上げて論じた論考の一部を引用しよう。「孤独者」「孤独者」「孤独者」「孤独者」についての箇所で、かつて、「國「國「國「國

文學」文學」文學」文學」の二〇〇二年六月号・特集「短歌の争点ノート」二〇〇二年六月号・特集「短歌の争点ノート」二〇〇二年六月号・特集「短歌の争点ノート」二〇〇二年六月号・特集「短歌の争点ノート」に書いた論考の『『『『IN THE DEAD IN THE DEAD IN THE DEAD IN THE DEAD 

OF NIGHTOF NIGHTOF NIGHTOF NIGHT──闇の詩学／余白論─序章─』──闇の詩学／余白論─序章─』──闇の詩学／余白論─序章─』──闇の詩学／余白論─序章─』のなかの一部分で、わたしの詩論詩・集『『『『The The The The 

Wasteless Land.IIWasteless Land.IIWasteless Land.IIWasteless Land.II』』』』収録したものである。彼の『冬日記』『冬日記』『冬日記』『冬日記』、『動物園』『動物園』『動物園』『動物園』、『夕凪』『夕凪』『夕凪』『夕凪』、『潮『潮『潮『潮

干狩』干狩』干狩』干狩』、『火の子供』『火の子供』『火の子供』『火の子供』から文章を採り上げて解説したあとのところから引用する。 

 

 

彼はまた、『沙漠の花』『沙漠の花』『沙漠の花』『沙漠の花』のなかに、「私には四、五人の読者があればいいと考へ「私には四、五人の読者があればいいと考へ「私には四、五人の読者があればいいと考へ「私には四、五人の読者があればいいと考へてゐてゐてゐてゐ

る。」る。」る。」る。」とも書いており、その言葉だけからでも、彼がいかに孤独であったか、窺い知る

ことができよう。「孤独の実践が、孤独への愛を彼に与えた」（プルースト『失われた「孤独の実践が、孤独への愛を彼に与えた」（プルースト『失われた「孤独の実践が、孤独への愛を彼に与えた」（プルースト『失われた「孤独の実践が、孤独への愛を彼に与えた」（プルースト『失われた

時を求めて』第二篇・花咲く乙女たちのかげに、鈴木道彦訳）時を求めて』第二篇・花咲く乙女たちのかげに、鈴木道彦訳）時を求めて』第二篇・花咲く乙女たちのかげに、鈴木道彦訳）時を求めて』第二篇・花咲く乙女たちのかげに、鈴木道彦訳）のかどうか、それはわ



からないが、じっさい、彼は孤独であったと思われる。そうでなければ、「わたしの吐「わたしの吐「わたしの吐「わたしの吐

く息の一つ一つがわたしに別れを告げてゐるのがわかる。」（『鎮魂歌』）く息の一つ一つがわたしに別れを告げてゐるのがわかる。」（『鎮魂歌』）く息の一つ一つがわたしに別れを告げてゐるのがわかる。」（『鎮魂歌』）く息の一つ一つがわたしに別れを告げてゐるのがわかる。」（『鎮魂歌』）といった言葉

など書くことはできなかったであろう。「詩人は同時代人たちのさなかにあって、真「詩人は同時代人たちのさなかにあって、真「詩人は同時代人たちのさなかにあって、真「詩人は同時代人たちのさなかにあって、真

理と彼にそなわる芸術とのゆえに孤独な境遇に理と彼にそなわる芸術とのゆえに孤独な境遇に理と彼にそなわる芸術とのゆえに孤独な境遇に理と彼にそなわる芸術とのゆえに孤独な境遇にある」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）ある」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）ある」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）ある」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）。

レイナルド・アレナスレイナルド・アレナスレイナルド・アレナスレイナルド・アレナスの『夜明け前のセレスティーノ』（安藤哲行訳）『夜明け前のセレスティーノ』（安藤哲行訳）『夜明け前のセレスティーノ』（安藤哲行訳）『夜明け前のセレスティーノ』（安藤哲行訳）のなかに引用

されている、ポール＝マルグリットポール＝マルグリットポール＝マルグリットポール＝マルグリットの『魔法の鏡』『魔法の鏡』『魔法の鏡』『魔法の鏡』に、「わたしの孤独には千の存在「わたしの孤独には千の存在「わたしの孤独には千の存在「わたしの孤独には千の存在

が住んでいる」が住んでいる」が住んでいる」が住んでいる」といった言葉があるが、孤独になればなるほど、同化能力が高くなる

のであろうか。それとも、同化能力が高まるにつれて、ますます孤独になっていくの

であろうか。ローマ人の手紙五・二〇ローマ人の手紙五・二〇ローマ人の手紙五・二〇ローマ人の手紙五・二〇に、「罪の増し加わったところには、恵みもま「罪の増し加わったところには、恵みもま「罪の増し加わったところには、恵みもま「罪の増し加わったところには、恵みもま

すます満ちあふれた。」すます満ちあふれた。」すます満ちあふれた。」すます満ちあふれた。」とある。 

 

ここで、「私は彼の孤独を一つの深淵に比したいと思う。」（トー「私は彼の孤独を一つの深淵に比したいと思う。」（トー「私は彼の孤独を一つの深淵に比したいと思う。」（トー「私は彼の孤独を一つの深淵に比したいと思う。」（トーマス・マン『ファマス・マン『ファマス・マン『ファマス・マン『ファ

ウスト博士』一、関ウスト博士』一、関ウスト博士』一、関ウスト博士』一、関    泰祐・関泰祐・関泰祐・関泰祐・関    楠生訳）楠生訳）楠生訳）楠生訳）、「人間は自己自身を見渡すことができない。」「人間は自己自身を見渡すことができない。」「人間は自己自身を見渡すことができない。」「人間は自己自身を見渡すことができない。」

（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）、「「「「蟋蟀蟋蟀蟋蟀蟋蟀

こほろぎ

が深き地中をが深き地中をが深き地中をが深き地中を覗覗覗覗

のぞ

きききき込込込込

こ

む」む」む」む」((((山山山山

口誓子口誓子口誓子口誓子))))ようにして、「自分自身のなぞのうえにかがみこむ」（モーリヤック『テレー「自分自身のなぞのうえにかがみこむ」（モーリヤック『テレー「自分自身のなぞのうえにかがみこむ」（モーリヤック『テレー「自分自身のなぞのうえにかがみこむ」（モーリヤック『テレー

ズ・デスケイルゥ』五、杉ズ・デスケイルゥ』五、杉ズ・デスケイルゥ』五、杉ズ・デスケイルゥ』五、杉    捷夫訳）捷夫訳）捷夫訳）捷夫訳）ことしかできないのである。しかも、そこでは、

つねに、「幾つもの視線が見張っていた。」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』「幾つもの視線が見張っていた。」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』「幾つもの視線が見張っていた。」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』「幾つもの視線が見張っていた。」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』11111111、、、、

菅野昭正訳）「彼は、転べば、自分自身に出会う。彼は、菅野昭正訳）「彼は、転べば、自分自身に出会う。彼は、菅野昭正訳）「彼は、転べば、自分自身に出会う。彼は、菅野昭正訳）「彼は、転べば、自分自身に出会う。彼は、自分に自分に自分に自分に

、 、 、

ぶつかる。」（ヴァレぶつかる。」（ヴァレぶつかる。」（ヴァレぶつかる。」（ヴァレ

リー『倫理的考察』川口リー『倫理的考察』川口リー『倫理的考察』川口リー『倫理的考察』川口    篤訳）「そこでは、篤訳）「そこでは、篤訳）「そこでは、篤訳）「そこでは、唯一人唯一人唯一人唯一人

、 、 、

の者が多数のものになる」（エリの者が多数のものになる」（エリの者が多数のものになる」（エリの者が多数のものになる」（エリ

ク・リンドグレン『鏡をめぐらした部屋にて』中川ク・リンドグレン『鏡をめぐらした部屋にて』中川ク・リンドグレン『鏡をめぐらした部屋にて』中川ク・リンドグレン『鏡をめぐらした部屋にて』中川    敏訳）敏訳）敏訳）敏訳）、「「単一」が「多様」に移「「単一」が「多様」に移「「単一」が「多様」に移「「単一」が「多様」に移

行する場だ。」（エマソン『詩人』坂本雅之訳）「思うがままに形を変えるプロテウス行する場だ。」（エマソン『詩人』坂本雅之訳）「思うがままに形を変えるプロテウス行する場だ。」（エマソン『詩人』坂本雅之訳）「思うがままに形を変えるプロテウス行する場だ。」（エマソン『詩人』坂本雅之訳）「思うがままに形を変えるプロテウス

は、何者にでもなりうるから実は何者でもない。」（モーリヤック『小説家と作中人物』は、何者にでもなりうるから実は何者でもない。」（モーリヤック『小説家と作中人物』は、何者にでもなりうるから実は何者でもない。」（モーリヤック『小説家と作中人物』は、何者にでもなりうるから実は何者でもない。」（モーリヤック『小説家と作中人物』

川口川口川口川口    篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、もうだれでもないことだ。わた篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、もうだれでもないことだ。わた篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、もうだれでもないことだ。わた篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、もうだれでもないことだ。わた

しは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八の書、岡部正孝訳）しは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八の書、岡部正孝訳）しは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八の書、岡部正孝訳）しは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八の書、岡部正孝訳）。しかし、「人「人「人「人

間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではから実は何者でもない。」（モーリ間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではから実は何者でもない。」（モーリ間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではから実は何者でもない。」（モーリ間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではから実は何者でもない。」（モーリ

ヤック『小説家と作中人物』川口ヤック『小説家と作中人物』川口ヤック『小説家と作中人物』川口ヤック『小説家と作中人物』川口    篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、も篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、も篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、も篤訳）「自分の中にひとりでいるということは、も

うだれでもないことだ。わたしは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八のうだれでもないことだ。わたしは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八のうだれでもないことだ。わたしは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八のうだれでもないことだ。わたしは大勢になっているのだ。」（ジイド『地の糧』第八の



書、岡部正孝訳）書、岡部正孝訳）書、岡部正孝訳）書、岡部正孝訳）。 

 

しかし、「人間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではないか。見るとい「人間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではないか。見るとい「人間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではないか。見るとい「人間は、そもそも深淵を真下に見て立っているのではないか。見るとい

うこと自体が──深淵を見るということではないか。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』うこと自体が──深淵を見るということではないか。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』うこと自体が──深淵を見るということではないか。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』うこと自体が──深淵を見るということではないか。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』

第三部、手塚富雄訳）「なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入第三部、手塚富雄訳）「なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入第三部、手塚富雄訳）「なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入第三部、手塚富雄訳）「なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入

るのである。」（るのである。」（るのである。」（るのである。」（ニーチェ『善悪の彼岸』第四章・一四六、竹山道雄訳）ニーチェ『善悪の彼岸』第四章・一四六、竹山道雄訳）ニーチェ『善悪の彼岸』第四章・一四六、竹山道雄訳）ニーチェ『善悪の彼岸』第四章・一四六、竹山道雄訳）。そこでは、「夜「夜「夜「夜

がかれを見つめている。」（レイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』第三部、宇野利泰訳）がかれを見つめている。」（レイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』第三部、宇野利泰訳）がかれを見つめている。」（レイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』第三部、宇野利泰訳）がかれを見つめている。」（レイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』第三部、宇野利泰訳）

「自分の内部を見張ってい」（ボリス・ヴィアン『心臓抜き』Ⅱ・「自分の内部を見張ってい」（ボリス・ヴィアン『心臓抜き』Ⅱ・「自分の内部を見張ってい」（ボリス・ヴィアン『心臓抜き』Ⅱ・「自分の内部を見張ってい」（ボリス・ヴィアン『心臓抜き』Ⅱ・18181818、滝田文彦訳）、滝田文彦訳）、滝田文彦訳）、滝田文彦訳）

るのである。「すべてこれらのものがどこからやって来たのか、またいかにして無の「すべてこれらのものがどこからやって来たのか、またいかにして無の「すべてこれらのものがどこからやって来たのか、またいかにして無の「すべてこれらのものがどこからやって来たのか、またいかにして無の

代わりに世界が存在することになったのか」（サルトル『嘔吐』白井浩司訳）代わりに世界が存在することになったのか」（サルトル『嘔吐』白井浩司訳）代わりに世界が存在することになったのか」（サルトル『嘔吐』白井浩司訳）代わりに世界が存在することになったのか」（サルトル『嘔吐』白井浩司訳）。「魂は「魂は「魂は「魂は

その存在の秘奥の叢林を分けて、層また層と、至りつくすべはないが、しかもたえずその存在の秘奥の叢林を分けて、層また層と、至りつくすべはないが、しかもたえずその存在の秘奥の叢林を分けて、層また層と、至りつくすべはないが、しかもたえずその存在の秘奥の叢林を分けて、層また層と、至りつくすべはないが、しかもたえず

予感されている暗黒への道を降って行く。そこから自我が生まれ予感されている暗黒への道を降って行く。そこから自我が生まれ予感されている暗黒への道を降って行く。そこから自我が生まれ予感されている暗黒への道を降って行く。そこから自我が生まれそこへ自我が回帰すそこへ自我が回帰すそこへ自我が回帰すそこへ自我が回帰す

る、自我の生成と消滅をつかさどる暗黒の領土、魂の入り口と出口、しかしそれはまる、自我の生成と消滅をつかさどる暗黒の領土、魂の入り口と出口、しかしそれはまる、自我の生成と消滅をつかさどる暗黒の領土、魂の入り口と出口、しかしそれはまる、自我の生成と消滅をつかさどる暗黒の領土、魂の入り口と出口、しかしそれはま

た同時に、魂にとって真実な一切のもの、小暗い影の中に道を示す金色の枝によってた同時に、魂にとって真実な一切のもの、小暗い影の中に道を示す金色の枝によってた同時に、魂にとって真実な一切のもの、小暗い影の中に道を示す金色の枝によってた同時に、魂にとって真実な一切のもの、小暗い影の中に道を示す金色の枝によって

魂にあかされた一切のものの入り口であり出口である。金色にかがやくこの真実の枝魂にあかされた一切のものの入り口であり出口である。金色にかがやくこの真実の枝魂にあかされた一切のものの入り口であり出口である。金色にかがやくこの真実の枝魂にあかされた一切のものの入り口であり出口である。金色にかがやくこの真実の枝

は、いかに力をつくしても見いだすことも折りとることもできないが、それというのは、いかに力をつくしても見いだすことも折りとることもできないが、それというのは、いかに力をつくしても見いだすことも折りとることもできないが、それというのは、いかに力をつくしても見いだすことも折りとることもできないが、それというの

も発見にまつわる天恵は下降にあたってさずけられるそれと同じ、自己認識の天恵なも発見にまつわる天恵は下降にあたってさずけられるそれと同じ、自己認識の天恵なも発見にまつわる天恵は下降にあたってさずけられるそれと同じ、自己認識の天恵なも発見にまつわる天恵は下降にあたってさずけられるそれと同じ、自己認識の天恵な

のだから、共通の真実として、共通の自己認識として魂にも芸術にもそなわっている、のだから、共通の真実として、共通の自己認識として魂にも芸術にもそなわっている、のだから、共通の真実として、共通の自己認識として魂にも芸術にもそなわっている、のだから、共通の真実として、共通の自己認識として魂にも芸術にもそなわっている、

あの自己認識の。」（ブロッホ『ウェルあの自己認識の。」（ブロッホ『ウェルあの自己認識の。」（ブロッホ『ウェルあの自己認識の。」（ブロッホ『ウェルギリウスの死』第Ⅱ部、川村二郎訳）「成る程ギリウスの死』第Ⅱ部、川村二郎訳）「成る程ギリウスの死』第Ⅱ部、川村二郎訳）「成る程ギリウスの死』第Ⅱ部、川村二郎訳）「成る程

さうだ！さうだ！さうだ！さうだ！    僕等の一切は深淵だ、──行為も、意欲も、／／夢想も、言葉も！」（ボ僕等の一切は深淵だ、──行為も、意欲も、／／夢想も、言葉も！」（ボ僕等の一切は深淵だ、──行為も、意欲も、／／夢想も、言葉も！」（ボ僕等の一切は深淵だ、──行為も、意欲も、／／夢想も、言葉も！」（ボ

ードレール『深淵』堀口大學訳）「すべての事実は、世界が人間の魂のなかに移り住ードレール『深淵』堀口大學訳）「すべての事実は、世界が人間の魂のなかに移り住ードレール『深淵』堀口大學訳）「すべての事実は、世界が人間の魂のなかに移り住ードレール『深淵』堀口大學訳）「すべての事実は、世界が人間の魂のなかに移り住

み、そこで変化をこうむって、向上した新しい事実となり、ふたたび現れてくることみ、そこで変化をこうむって、向上した新しい事実となり、ふたたび現れてくることみ、そこで変化をこうむって、向上した新しい事実となり、ふたたび現れてくることみ、そこで変化をこうむって、向上した新しい事実となり、ふたたび現れてくること

の象徴だ。」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「世界という世界が豊穣な虚空の中に作の象徴だ。」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「世界という世界が豊穣な虚空の中に作の象徴だ。」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「世界という世界が豊穣な虚空の中に作の象徴だ。」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「世界という世界が豊穣な虚空の中に作

られるのだ。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『空られるのだ。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『空られるのだ。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『空られるのだ。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『空((((スカイスカイスカイスカイ))))』大野万紀訳）』大野万紀訳）』大野万紀訳）』大野万紀訳）。 

 

わたしが、彼らに魅かれるのは、「わたし以上にわたし自身だ」（エミリ・ブロンテ「わたし以上にわたし自身だ」（エミリ・ブロンテ「わたし以上にわたし自身だ」（エミリ・ブロンテ「わたし以上にわたし自身だ」（エミリ・ブロンテ

『嵐が丘』第九章、鈴『嵐が丘』第九章、鈴『嵐が丘』第九章、鈴『嵐が丘』第九章、鈴木幸夫訳）木幸夫訳）木幸夫訳）木幸夫訳）と思われるところがあるからであるが、そういった

人々は、「自分ではそれと気づかないで」（クリスティ『アクロイド殺人事件』「自分ではそれと気づかないで」（クリスティ『アクロイド殺人事件』「自分ではそれと気づかないで」（クリスティ『アクロイド殺人事件』「自分ではそれと気づかないで」（クリスティ『アクロイド殺人事件』23232323、中、中、中、中



村能三訳）村能三訳）村能三訳）村能三訳）、「自分で自分の翼をもぎ取ってしまう」（ジイド『狭き門』村上菊一郎訳）「自分で自分の翼をもぎ取ってしまう」（ジイド『狭き門』村上菊一郎訳）「自分で自分の翼をもぎ取ってしまう」（ジイド『狭き門』村上菊一郎訳）「自分で自分の翼をもぎ取ってしまう」（ジイド『狭き門』村上菊一郎訳）

のである。「敏感で繊細な気質のひとはいつもそうなのである。こういうひとの強烈「敏感で繊細な気質のひとはいつもそうなのである。こういうひとの強烈「敏感で繊細な気質のひとはいつもそうなのである。こういうひとの強烈「敏感で繊細な気質のひとはいつもそうなのである。こういうひとの強烈

な情熱は傷を与えるか屈服するかのどちらかにきまっている。本人を殺すか、さもなな情熱は傷を与えるか屈服するかのどちらかにきまっている。本人を殺すか、さもなな情熱は傷を与えるか屈服するかのどちらかにきまっている。本人を殺すか、さもなな情熱は傷を与えるか屈服するかのどちらかにきまっている。本人を殺すか、さもな

ければみずから死に絶えるかのどちらかなのである。」（ワイルド『ドリアン・グレイければみずから死に絶えるかのどちらかなのである。」（ワイルド『ドリアン・グレイければみずから死に絶えるかのどちらかなのである。」（ワイルド『ドリアン・グレイければみずから死に絶えるかのどちらかなのである。」（ワイルド『ドリアン・グレイ

の画像』第十八章、西村孝次訳）の画像』第十八章、西村孝次訳）の画像』第十八章、西村孝次訳）の画像』第十八章、西村孝次訳）。まるで『イソップ寓話集』『イソップ寓話集』『イソップ寓話集』『イソップ寓話集』のなかに出てくる、自

分の羽で殺される鷲のようなものである。「自意識という病気を病んでしまっている「自意識という病気を病んでしまっている「自意識という病気を病んでしまっている「自意識という病気を病んでしまっている

こういった青年たちは、一瞬たりとも自分自身へ向けた関心をよそへそらすことがでこういった青年たちは、一瞬たりとも自分自身へ向けた関心をよそへそらすことがでこういった青年たちは、一瞬たりとも自分自身へ向けた関心をよそへそらすことがでこういった青年たちは、一瞬たりとも自分自身へ向けた関心をよそへそらすことがで

きない」（モーリヤック『夜の終り』Ⅷ、牛場暁夫訳）きない」（モーリヤック『夜の終り』Ⅷ、牛場暁夫訳）きない」（モーリヤック『夜の終り』Ⅷ、牛場暁夫訳）きない」（モーリヤック『夜の終り』Ⅷ、牛場暁夫訳）。「なにを見てもいつも自分自「なにを見てもいつも自分自「なにを見てもいつも自分自「なにを見てもいつも自分自

身へ戻ってしまうのだ。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』一、今泉文子訳）身へ戻ってしまうのだ。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』一、今泉文子訳）身へ戻ってしまうのだ。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』一、今泉文子訳）身へ戻ってしまうのだ。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』一、今泉文子訳）。 

 

（中略） 

 

文学で求められていることは、ただ一つ、「ものごとを新しい観点から見る」（ロバ「ものごとを新しい観点から見る」（ロバ「ものごとを新しい観点から見る」（ロバ「ものごとを新しい観点から見る」（ロバ

ート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクスペリメント』ート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクスペリメント』ート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクスペリメント』ート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクスペリメント』31313131、内田昌之訳）、内田昌之訳）、内田昌之訳）、内田昌之訳）ことのでき

る「新しい連結をさがすこと「新しい連結をさがすこと「新しい連結をさがすこと「新しい連結をさがすことだけだ。」（ロバート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクだけだ。」（ロバート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクだけだ。」（ロバート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エクだけだ。」（ロバート・Ｊ・ソウヤー『ターミナル・エク

スペリメント』スペリメント』スペリメント』スペリメント』31313131、内田昌之訳）、内田昌之訳）、内田昌之訳）、内田昌之訳）。カミュカミュカミュカミュの『手帖』『手帖』『手帖』『手帖』の第四部第四部第四部第四部に、「小説。美しい存在。「小説。美しい存在。「小説。美しい存在。「小説。美しい存在。

そして、それはすべてを許させる。」（高畠正明訳）そして、それはすべてを許させる。」（高畠正明訳）そして、それはすべてを許させる。」（高畠正明訳）そして、それはすべてを許させる。」（高畠正明訳）とある。詩もまた、美しい存在で

ある。詩もまた、「すべてのことは許されている。しかし、すべてのことが益になる「すべてのことは許されている。しかし、すべてのことが益になる「すべてのことは許されている。しかし、すべてのことが益になる「すべてのことは許されている。しかし、すべてのことが益になる

わけではない。」（コリント人への第一の手紙一〇・二三）わけではない。」（コリント人への第一の手紙一〇・二三）わけではない。」（コリント人への第一の手紙一〇・二三）わけではない。」（コリント人への第一の手紙一〇・二三）。では、俳句や短歌といっ

た定型詩においては、どうであろうか。すべてのことが許されているわけではない。

形式というものがある。それに縛られている。しかし、「形式が束縛をあたえ「形式が束縛をあたえ「形式が束縛をあたえ「形式が束縛をあたえるから、るから、るから、るから、

観念はいっそう強度のものとなってほとばしり出るので」（ボードレールの書簡、ア観念はいっそう強度のものとなってほとばしり出るので」（ボードレールの書簡、ア観念はいっそう強度のものとなってほとばしり出るので」（ボードレールの書簡、ア観念はいっそう強度のものとなってほとばしり出るので」（ボードレールの書簡、ア

ルマン・フレース宛、一八六〇年二月十八日付、阿部良雄訳）ルマン・フレース宛、一八六〇年二月十八日付、阿部良雄訳）ルマン・フレース宛、一八六〇年二月十八日付、阿部良雄訳）ルマン・フレース宛、一八六〇年二月十八日付、阿部良雄訳）ある。もちろん、形式

といったものが作品のすべてではない。しかし、「人間の注意力は、限界を設けられ「人間の注意力は、限界を設けられ「人間の注意力は、限界を設けられ「人間の注意力は、限界を設けられ

れば設けられるだけ、また、自らその観察の場を限られれば限られるだけ、いっそうれば設けられるだけ、また、自らその観察の場を限られれば限られるだけ、いっそうれば設けられるだけ、また、自らその観察の場を限られれば限られるだけ、いっそうれば設けられるだけ、また、自らその観察の場を限られれば限られるだけ、いっそう

強烈になるもの」（ボードレール『一八四六年のサロン』一二、阿部良雄訳）強烈になるもの」（ボードレール『一八四六年のサロン』一二、阿部良雄訳）強烈になるもの」（ボードレール『一八四六年のサロン』一二、阿部良雄訳）強烈になるもの」（ボードレール『一八四六年のサロン』一二、阿部良雄訳）である。

「最大の自由が最大の厳密さから生まれる」（ヴァレリー『ユーパリノス「最大の自由が最大の厳密さから生まれる」（ヴァレリー『ユーパリノス「最大の自由が最大の厳密さから生まれる」（ヴァレリー『ユーパリノス「最大の自由が最大の厳密さから生まれる」（ヴァレリー『ユーパリノス    あるいはあるいはあるいはあるいは

建築家』佐藤昭夫訳）建築家』佐藤昭夫訳）建築家』佐藤昭夫訳）建築家』佐藤昭夫訳）所以である。しかし、よく注意しなければならない。こころに



も、慣性のようなものがあるのだ。「聞こえもせず見えもしないものが後ろにある。」「聞こえもせず見えもしないものが後ろにある。」「聞こえもせず見えもしないものが後ろにある。」「聞こえもせず見えもしないものが後ろにある。」

（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「暗闇は単に人間の（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「暗闇は単に人間の（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「暗闇は単に人間の（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「暗闇は単に人間の

目のなかにあって見ていると思っているが見えてはいない。」（アーシュラ・Ｋ・ル・目のなかにあって見ていると思っているが見えてはいない。」（アーシュラ・Ｋ・ル・目のなかにあって見ていると思っているが見えてはいない。」（アーシュラ・Ｋ・ル・目のなかにあって見ていると思っているが見えてはいない。」（アーシュラ・Ｋ・ル・

グィン『闇の左手』グィン『闇の左手』グィン『闇の左手』グィン『闇の左手』12121212、小尾芙佐訳）「新しい刺戟がもう入ってきているのに、脳は、小尾芙佐訳）「新しい刺戟がもう入ってきているのに、脳は、小尾芙佐訳）「新しい刺戟がもう入ってきているのに、脳は、小尾芙佐訳）「新しい刺戟がもう入ってきているのに、脳は

古い刺戟によって働きつづける」（ジョアナ・ラス『フィーメール・マン』第二部・古い刺戟によって働きつづける」（ジョアナ・ラス『フィーメール・マン』第二部・古い刺戟によって働きつづける」（ジョアナ・ラス『フィーメール・マン』第二部・古い刺戟によって働きつづける」（ジョアナ・ラス『フィーメール・マン』第二部・

Ⅴ、友枝康子訳）Ⅴ、友枝康子訳）Ⅴ、友枝康子訳）Ⅴ、友枝康子訳）。「意識的に受け入れたわけでもないつながりを、自分自身の中にも「意識的に受け入れたわけでもないつながりを、自分自身の中にも「意識的に受け入れたわけでもないつながりを、自分自身の中にも「意識的に受け入れたわけでもないつながりを、自分自身の中にも

ってるから」（フエってるから」（フエってるから」（フエってるから」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）、「暗闇が（……）彼の視線「暗闇が（……）彼の視線「暗闇が（……）彼の視線「暗闇が（……）彼の視線

を（……）移させる力をもっている。」（ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『けむを（……）移させる力をもっている。」（ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『けむを（……）移させる力をもっている。」（ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『けむを（……）移させる力をもっている。」（ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『けむ

りは永遠りは永遠りは永遠りは永遠((((とわとわとわとわ))))に』小尾芙佐訳）「無意識の世界にあるものが、意識の世界に洩れ出に』小尾芙佐訳）「無意識の世界にあるものが、意識の世界に洩れ出に』小尾芙佐訳）「無意識の世界にあるものが、意識の世界に洩れ出に』小尾芙佐訳）「無意識の世界にあるものが、意識の世界に洩れ出

してくるのだ。」（マイケル・マーシャル・スミス『スペアーズ』第二部・してくるのだ。」（マイケル・マーシャル・スミス『スペアーズ』第二部・してくるのだ。」（マイケル・マーシャル・スミス『スペアーズ』第二部・してくるのだ。」（マイケル・マーシャル・スミス『スペアーズ』第二部・12121212、嶋田洋、嶋田洋、嶋田洋、嶋田洋

一訳）「闇の世界には、おのずからなる秩序があるのである。」（ハーラン・エリスン一訳）「闇の世界には、おのずからなる秩序があるのである。」（ハーラン・エリスン一訳）「闇の世界には、おのずからなる秩序があるのである。」（ハーラン・エリスン一訳）「闇の世界には、おのずからなる秩序があるのである。」（ハーラン・エリスン

『バシリスク』深田真理子訳）「単純な無ではない。むしろ、力と場と面のはかり知『バシリスク』深田真理子訳）「単純な無ではない。むしろ、力と場と面のはかり知『バシリスク』深田真理子訳）「単純な無ではない。むしろ、力と場と面のはかり知『バシリスク』深田真理子訳）「単純な無ではない。むしろ、力と場と面のはかり知

れない相互作用である」（ブライアン・Ｗ・オールディス『銀河は砂れない相互作用である」（ブライアン・Ｗ・オールディス『銀河は砂れない相互作用である」（ブライアン・Ｗ・オールディス『銀河は砂れない相互作用である」（ブライアン・Ｗ・オールディス『銀河は砂粒のように』４、粒のように』４、粒のように』４、粒のように』４、

中桐雅夫訳）中桐雅夫訳）中桐雅夫訳）中桐雅夫訳）。「虚無によって分割された原子が／知らぬ間に「虚無によって分割された原子が／知らぬ間に「虚無によって分割された原子が／知らぬ間に「虚無によって分割された原子が／知らぬ間に    新しい結合を完成す新しい結合を完成す新しい結合を完成す新しい結合を完成す

る。」（トム・ガン『虚無の否定』中川る。」（トム・ガン『虚無の否定』中川る。」（トム・ガン『虚無の否定』中川る。」（トム・ガン『虚無の否定』中川    敏訳）「虚無のなかに確固たる存在がある」（ア敏訳）「虚無のなかに確固たる存在がある」（ア敏訳）「虚無のなかに確固たる存在がある」（ア敏訳）「虚無のなかに確固たる存在がある」（ア

ーシュラ・Ｋ・ル・グィン『アカシア種子文書の著者をめぐる考察ほか、『動物言語ーシュラ・Ｋ・ル・グィン『アカシア種子文書の著者をめぐる考察ほか、『動物言語ーシュラ・Ｋ・ル・グィン『アカシア種子文書の著者をめぐる考察ほか、『動物言語ーシュラ・Ｋ・ル・グィン『アカシア種子文書の著者をめぐる考察ほか、『動物言語

学会誌』からの抜粋』安野学会誌』からの抜粋』安野学会誌』からの抜粋』安野学会誌』からの抜粋』安野    玲訳）玲訳）玲訳）玲訳）のである。 

 

 

少し長い引用だったが、意識の層と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、どのようにして層をなしているのか、その層においてどういうふ

うに働いているのか、引用した論考は、その一端を考えていたものであった。いまの

わたしの見解と異なるところはほとんどない。あるとすれば、わたしにはいま、あら

ゆる言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものを集合として見立てて、その集合が

部分集合としてかならずもつ空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ を導入して、この空集合的空集合的空集合的空集合的

なものなものなものなもの ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    を使って、言葉と概念や、体験や感覚の記憶といったものが結び

つくメカニズムを解明してしようとしているところくらいであろうか。わたしが、こ

の空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    について書いていることを馬鹿にして笑う者もいる



だろう。わたしを道化のように思う者もいるだろう。しかし、そんなことは、どうで

もよい。馬鹿にも道化にもなれない者がほとんどなのだ。馬鹿でもよい。道化でもよ

い。わたしは、言葉に奉仕したいだけなのだ。このような論考においても言葉に奉仕

したいのである。詩においても言葉に奉仕したい。言葉の役に立ちたいのだ。言葉に

とって、詩人の書いたものが役に立たないとしたら、言葉もまた詩人の役には立って

くれないだろう。詩人の言葉が、言葉に奉仕するからこそ、言葉の方もまた、詩人に

奉仕してくれるのであろう。 

 

ところで、記憶が鮮明なのは、こころが激しく動かされたときで、記憶があいまい

なのは、こころがそれほど激しく動かされない場合のことであろうが、自分にとって

新しい事柄が記憶されるときにも、記憶されたものが再想起されて他の言葉や概念、

体験や感覚の記憶といったものと結びつけられるときと同様に、他の言葉や概念、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空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ が、それ

に与かっているのであろう。自分の使う言葉にエネルギーをもたらせたかったら、ま

ず、その言葉に十分なエネルギーを注ぎ込まなくてはならないだろう。まず、自分の

なかに刺激を、こころ動かされるほどのものを吸収しなければならない。もちろん、

それは、言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものとして、意識の層や無意識の層

のなかにしまわれなくてはならない。そのしまわれる際にも、それらの言葉や概念、

体験や感覚の記憶といったものが部分集合としてもつ空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ 

の共鳴（共振）が起こっているに違いない。ただし、精神は、しばしば、存在しない

ものにもぶつかる。ぶつかって、あわてて判断してしまう。「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」で、わたし

が発見した、あるいは、発明したか、それは後世の人間が判断するものであろうが、

あらゆる言葉や概念、体験や感覚の記憶といったものが部分集合としてかならずもつ

空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    が、そのようなものでないことは、わたしは確信してい

るのだが、この「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」を読んでくれているひとにも、そう思っていただけた

であろうか。 

 

学生時代にベースをやっていたこともあって、楽しんで音楽を聴いていても、つい



つい、ベース・ラインを追いかけてしまう。それと、学生時代は、プログレをよく聴

いていたせいか、リズムやメロディ以上に、曲の構造について思いを馳せてしまう自

分がいたのであった。それは、いまの自分にも共通していて、詩や小説を読んでも、

つい、詩句の出来・不出来よりも、作品の構造がどうなっているのかを見てしまう。

その構造の美しさや新しさで、作品の善し悪しを判断するところがある。とくに詩は、

ページを開いた瞬間に構造がすぐにわかるので、見た瞬間に美しいと思えるものでな

いと美しいと感じないようだ。もちろん、一部分がすさまじい光を放っていて、その

光のすさまじさで、詩篇をすばらしいものに思わせているものもある。たとえば、ジジジジ

ャン・コクトーャン・コクトーャン・コクトーャン・コクトーの『赤い包み』『赤い包み』『赤い包み』『赤い包み』や、エズラ・パウンドエズラ・パウンドエズラ・パウンドエズラ・パウンドの『ピサ詩篇』『ピサ詩篇』『ピサ詩篇』『ピサ詩篇』や、ジェイムズ・ジェイムズ・ジェイムズ・ジェイムズ・

メリルメリルメリルメリルの『ミラベルの数の書』『ミラベルの数の書』『ミラベルの数の書』『ミラベルの数の書』などであるが、しかし、それらの詩篇は、その光を放

っている詩句がもっともすさまじい光を放つことができるように、その光を放ってい

る詩句以外の詩句を調整してされたものであったのだ。わたしは、「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」で、

「３重メタファー」「３重メタファー」「３重メタファー」「３重メタファー」といった多重メタファーについて述べた。空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダダダダ

ッシュッシュッシュッシュ    について述べた。これから以後のわたしは、自分の作品や、ほかのひとの作品

に目を向けるときには、これらの概念を通して見ることになるであろう。ときには、

それらの概念を修正することもあるだろう。そのときには、そのことを書く。 

 

人間は思い出すために忘れる能力を授かったのだと、だれかが書いていたことを思

い出した。あるとき、あるものを眺めていると、ふと、なにか思い出しそうになって、

とうとう思い出してしまうと、その思い出した気持ちと同じ気持ちでもって、このあ

るものを眺めていたことに気がつくことがある。しかし、あらためて、よりつぶさに

見つめていると、その同じものであったと思っていたものが、じつは、まったく異な

ったものであったとわかるという、そんな経験をされたことがないであろうか。わた

しは、何度かある。また、あるときは、あるものを眺めていると、ふと、なにか思い

出しそうになって、とうとう思い出してしまうと、その思い出した気持ちと同じ気持

ちでもって、このあるものを眺めていたことに気がつくことがあるのだが、しかし、

あらためて、自分のこころに生じた思いをつぶさに見直してみると、その思い出した

気持ちと、いまこころに生じた気持ちとのあいだに違いがあることに気がつかされる



ということもある。そんなときには、自分が変化したのだなと思うのだが、違う見方

をするようになったという感じであろうか。新鮮な気持ちになる。そういうふうに、

新鮮な気持ちで見ることができるように、わたしのこころに再発見させるために、わ

たしの無意識の層のなにかが、わたし自身に目隠しをしていたのであろう。弦は張り

つづけて鳴らしつづけると傷んでしまう。空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ もまた、つね

に共鳴（振動）しているわけにはいかないのであろう。ひとは記憶する能力もあるが、

記憶していたものを忘れる能力もある。その一方で、記憶していなかったものを、あ

たかもそれがほんとうに起こったことなのだと、それは記憶の片隅にあったものを自

分が思い起こしたのであったと思い込む能力もある。なぜ忘れる能力を授かったので

あろうか。なぜじっさいにはありもしなかったことをあったことのように思う能力が

授かったのであろうか。おそらく、それはこころが驚くためであろう。驚きは喜びで

ある。まっとうな知性は、驚かされることを喜びに感じるようにできているのだ。新

しいものに慄きを感じるのは、まっとうでない劣った知性の持ち主だけである。すぐ

れた知性は、つねに驚きを求めるものなのだ。忘れる能力は、思い出し再発見する喜

びを、わたしにもたらしてくれる。記憶していたことを、もう一度振り返って、その

記憶していたときとは違った視点をもっている現在のわたしの目で見させ、その記憶

していたことの意味をふたたび考えさせてくれるのである。違うわたしが見るのだ。

同じものでも、違ったものに見えてあたりまえだ。あらためて、その記憶していた事

柄をじっくりと観察し、その記憶していた事柄の意味を考え、その記憶していた事柄

からさまざまな新しい知見を得ることができるのだ。この「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」で、わたし

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

を振り返って、さまざまな知見を得たように。しかし、そういった知見に、ときには、

自分の、あるいは、相手の真意がこれこれこういうものだったのだと知って愕然とす

ることもあるのだが、たいていは、人間のこころの働きや、こころの在り方について

洞察されることになるようだ。これは、恩寵ともよぶべきものであろう。忘れる能力

は、恩寵であったのだ。一方、記憶していなかったことをあたかもそれがほんとうに

起こったことなのだと、記憶の片隅にあったことを自分が思い起こしたのであったの

だと思い込む能力があるのは、なぜだろうかと考えた。これは、詩や小説や映画を読



んだり見たりして感動する気持ちに通じているのかもしれない。錯覚というか、想像

というか、同化というか、同一視というか、そういった類の能力と関係があると思う。

もちろん、それにも、あらゆる言葉や概念、体験や感覚といったものが部分集合にも

つ空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ が働いているのだと思う。とりわけ、同化や同一視と

いったものに、この空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    が強く働いているのだと思われる。

わたしが書いた詩で、わたしの自身のメルク・マールになったものがいくつかあるの

だが、この空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ の機能について、わたしに思い起こさせてく

れるものがある。つぎに引用する『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』がそれなのだが、この『マー『マー『マー『マールボルボルボルボ

ロ。』ロ。』ロ。』ロ。』について分析した文章をも含めて取り上げることにしよう。これもまた、わたし

の詩論詩・集『『『『The Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.II』』』』に収録したもので、「「「「ATOM HEART MOTHERATOM HEART MOTHERATOM HEART MOTHERATOM 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」─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」─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」─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」というタイトルで、

「國文學」「國文學」「國文學」「國文學」の二〇〇六年八月号・特集「短歌と韻律」二〇〇六年八月号・特集「短歌と韻律」二〇〇六年八月号・特集「短歌と韻律」二〇〇六年八月号・特集「短歌と韻律」に掲載されたものからである。 

 

 

つぎに紹介する詩は、わたしの作品のなかで、わたしがもっとも気に入っているも

のである。これはまた、わたしにとって、わたしの詩にとって、もっとも大事なこと

を教えてくれた作品でもある。 

 

 

マールボロ。マールボロ。マールボロ。マールボロ。    

 

彼には、入れ墨があった。彼には、入れ墨があった。彼には、入れ墨があった。彼には、入れ墨があった。    

革ジャンの下に無地の白いＴシャツ。革ジャンの下に無地の白いＴシャツ。革ジャンの下に無地の白いＴシャツ。革ジャンの下に無地の白いＴシャツ。    

ぼくを見るな。ぼくを見るな。ぼくを見るな。ぼくを見るな。    

ぼくじゃだめだと思った。ぼくじゃだめだと思った。ぼくじゃだめだと思った。ぼくじゃだめだと思った。    

若いコなら、ほかにもいる。若いコなら、ほかにもいる。若いコなら、ほかにもいる。若いコなら、ほかにもいる。    

ぼくはブサイクだから。ぼくはブサイクだから。ぼくはブサイクだから。ぼくはブサイクだから。    

でも、彼は、ぼくを選んだ。でも、彼は、ぼくを選んだ。でも、彼は、ぼくを選んだ。でも、彼は、ぼくを選んだ。    



コーヒーでも飲みに行こうか？コーヒーでも飲みに行こうか？コーヒーでも飲みに行こうか？コーヒーでも飲みに行こうか？    

彼は、ミルクを入れなかった。彼は、ミルクを入れなかった。彼は、ミルクを入れなかった。彼は、ミルクを入れなかった。    

じゃ、オレと同い年なんだ。じゃ、オレと同い年なんだ。じゃ、オレと同い年なんだ。じゃ、オレと同い年なんだ。    

彼のタバコを喫う。彼のタバコを喫う。彼のタバコを喫う。彼のタバコを喫う。    

たった一週間の禁煙。たった一週間の禁煙。たった一週間の禁煙。たった一週間の禁煙。    

ラブホテルの名前はラブホテルの名前はラブホテルの名前はラブホテルの名前は    

『グァバの木の下で』だった。『グァバの木の下で』だった。『グァバの木の下で』だった。『グァバの木の下で』だった。    

靴下に雨がしみてる。靴下に雨がしみてる。靴下に雨がしみてる。靴下に雨がしみてる。    

はやく靴を買い替えればよかった。はやく靴を買い替えればよかった。はやく靴を買い替えればよかった。はやく靴を買い替えればよかった。    

いっしょにシャワーを浴びた。いっしょにシャワーを浴びた。いっしょにシャワーを浴びた。いっしょにシャワーを浴びた。    

白くて、きれいな、白くて、きれいな、白くて、きれいな、白くて、きれいな、ちんちんだった。ちんちんだった。ちんちんだった。ちんちんだった。    

何で、こんなことを詩に書きつけてるんだろう？何で、こんなことを詩に書きつけてるんだろう？何で、こんなことを詩に書きつけてるんだろう？何で、こんなことを詩に書きつけてるんだろう？    

一回でおしまい。一回でおしまい。一回でおしまい。一回でおしまい。    

一回だけだからいいんだと、だれかが言ってた。一回だけだからいいんだと、だれかが言ってた。一回だけだからいいんだと、だれかが言ってた。一回だけだからいいんだと、だれかが言ってた。    

すぐには帰ろうとしなかった。すぐには帰ろうとしなかった。すぐには帰ろうとしなかった。すぐには帰ろうとしなかった。    

ふたりとも。ふたりとも。ふたりとも。ふたりとも。    

いつまでもぐずぐずしてた。いつまでもぐずぐずしてた。いつまでもぐずぐずしてた。いつまでもぐずぐずしてた。    

東京には、七年いた。東京には、七年いた。東京には、七年いた。東京には、七年いた。    

ちんちんが降ってきた。ちんちんが降ってきた。ちんちんが降ってきた。ちんちんが降ってきた。    

たくさん降ってきた。たくさん降ってきた。たくさん降ってきた。たくさん降ってきた。    

人間にも天敵がいればいいね。人間にも天敵がいればいいね。人間にも天敵がいればいいね。人間にも天敵がいればいいね。    

東京には、何もなかった。東京には、何もなかった。東京には、何もなかった。東京には、何もなかった。    

何もなかったような顔をして何もなかったような顔をして何もなかったような顔をして何もなかったような顔をして    

ここにいる。ここにいる。ここにいる。ここにいる。    

きれいだったな。きれいだったな。きれいだったな。きれいだったな。    

背中を向けて、テーブルの上に置いた背中を向けて、テーブルの上に置いた背中を向けて、テーブルの上に置いた背中を向けて、テーブルの上に置いた    

飲みさしの飲みさしの飲みさしの飲みさしの    

缶コーラ。缶コーラ。缶コーラ。缶コーラ。    



 

 

これは、わたしの体験ではない。わたしの現実ではない。ゲイの友人に、東京での

思い出を、ルーズリーフに書き出してもらって、その「部分部分を切り貼りして」（デ「部分部分を切り貼りして」（デ「部分部分を切り貼りして」（デ「部分部分を切り貼りして」（デ

ニス・ダンヴァーズ『エンド・オブ・デイズ』上・７、川副智子訳）ニス・ダンヴァーズ『エンド・オブ・デイズ』上・７、川副智子訳）ニス・ダンヴァーズ『エンド・オブ・デイズ』上・７、川副智子訳）ニス・ダンヴァーズ『エンド・オブ・デイズ』上・７、川副智子訳）つくったコラー

ジュ作品である。しかし、「個人は、自分の人生体験にもとづくイメージや象徴でも「個人は、自分の人生体験にもとづくイメージや象徴でも「個人は、自分の人生体験にもとづくイメージや象徴でも「個人は、自分の人生体験にもとづくイメージや象徴でも

のを考えるのであり、二人の個人が共通の人生経験をもっていなければ、ふたりが分のを考えるのであり、二人の個人が共通の人生経験をもっていなければ、ふたりが分のを考えるのであり、二人の個人が共通の人生経験をもっていなければ、ふたりが分のを考えるのであり、二人の個人が共通の人生経験をもっていなければ、ふたりが分

かちあうすべては混乱となる」（ウィリアム・テン『脱走兵』中村保男訳）かちあうすべては混乱となる」（ウィリアム・テン『脱走兵』中村保男訳）かちあうすべては混乱となる」（ウィリアム・テン『脱走兵』中村保男訳）かちあうすべては混乱となる」（ウィリアム・テン『脱走兵』中村保男訳）。わたしも

似た経験をしているので、友人の体験を、自分の体験に照らし合わせて感じとること

ができたのであろう。そしてまた、出来上がったばかりのこの作品に目を通している

と、「「「「急にそれらの言葉がまったく新しい意味を帯びた」（ジェイムズ・Ｐ・ホーガ急にそれらの言葉がまったく新しい意味を帯びた」（ジェイムズ・Ｐ・ホーガ急にそれらの言葉がまったく新しい意味を帯びた」（ジェイムズ・Ｐ・ホーガ急にそれらの言葉がまったく新しい意味を帯びた」（ジェイムズ・Ｐ・ホーガ

ン『仮想空間計画』ン『仮想空間計画』ン『仮想空間計画』ン『仮想空間計画』34343434、大島、大島、大島、大島    豊訳）豊訳）豊訳）豊訳）ような気がしたのである。「マールボロ。」の言

葉となってはじめて、ようやく、それらの言葉が、真の意味を獲得したのではないか、

とまで思わせられたのである。そうして、この作品は、いまでは、わたし自身の経験

となっているのである。 

 

それというのも、彼らが浴びたシャワーの湯しぶきのきらめきが、わたしのなかに

飛び込んできたからである。わたしのなかにある、さまざまな思い出のなかに。なか

でもとりわけ、わたしのなかにある、ノブユキとの思い出のなかに。わたしの全存在

が、そのシャワーの湯しぶきのきらめきを見つめる。さまざまな瞬間のわたしが、さ

まざまなわたしの、瞬間という瞬間が、その湯しぶきのきらめきを見つめる。あらゆ

る瞬間のわたしが、その湯しぶきのきらめきを見つめるのだ。なかでもとりわけ、ノ

ブユキといっしょにシャワーを浴びたわたしの目が、「マールボロ。」のなかの彼らが

浴びたシャワーの湯しぶきのきらめきを見つめるのである。それゆえ、ノブユキとふ

ざけ合いながらいっしょに浴びたシャワーの湯しぶきのきらめきが、そのときのノブ

ユキの笑い声とともに鮮やかに思い出されたのである。「マールボロ。」をつくってい

るときには、ノブユキといっしょに浴びた、あの湯しぶきのきらめきなど、まったく

思い出さなかったのに、出来上がった「マールボロ。」を読んだとたん、すぐにノブユ



キといっしょに浴びたシャワーの湯しぶきのきらめきが思い出されたのである。しか

も、そうしていったん思い出されてしまうと、こんどは、ノブユキといっしょに浴び

たあの湯しぶきのきらめきの方が、「マールボロ。」という作品を、わたしにつくらせ

たのではないか、とまで思われ出したのである。他の言葉もその湯しぶきを浴びる。

すべての言葉がその湯しぶきを浴びて、すべての言葉がノブユキとの愛を語っている

ように感じられたのである。これは事実に反する。矛盾している。しかし、印象とし

ては、あるいは、感覚としては、事実に反していないのである。矛盾してはいないの

である。また、そういった印象は、あるいは、感覚は、意識領域のみならず、無意識

領域に眠っている記憶をも刺激するのである。先に、わたしは、「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。」と述べた。現実と非現実の間で揺れ動くことの喜びも、矛

盾した情感の間で揺れ動くことの喜びもまた、愛の本性に適ったことなのであろう。 

 

愛の本性といえば、プラトンプラトンプラトンプラトンの『饗宴』『饗宴』『饗宴』『饗宴』のなかで、ソクラテスに向かって、「愛の「愛の「愛の「愛の

奥義に到る正しい道とは（……）結局美の本質を認識するまでになることを意味す奥義に到る正しい道とは（……）結局美の本質を認識するまでになることを意味す奥義に到る正しい道とは（……）結局美の本質を認識するまでになることを意味す奥義に到る正しい道とは（……）結局美の本質を認識するまでになることを意味す

る。」「生がここまで到達してこそ、（……）、美そのものを観るに至ってこそ、人生はる。」「生がここまで到達してこそ、（……）、美そのものを観るに至ってこそ、人生はる。」「生がここまで到達してこそ、（……）、美そのものを観るに至ってこそ、人生はる。」「生がここまで到達してこそ、（……）、美そのものを観るに至ってこそ、人生は

生甲斐があるのです。」（久保生甲斐があるのです。」（久保生甲斐があるのです。」（久保生甲斐があるのです。」（久保    勉訳）勉訳）勉訳）勉訳）と語ったディオティマの話が思い出される。わ

たしもまた、ノブユキといっしょに浴びたあのシャワーの湯しぶきのきらめき、その

飛沫の一粒一粒の光が発するきらめきを通して、美そのもの、生の本質そのものに辿

り着くことができるような気がしたのである。「誰に真実がわかるだろう。」（ダグラ「誰に真実がわかるだろう。」（ダグラ「誰に真実がわかるだろう。」（ダグラ「誰に真実がわかるだろう。」（ダグラ

ス・アダムス『宇宙の果てのレストラン』ス・アダムス『宇宙の果てのレストラン』ス・アダムス『宇宙の果てのレストラン』ス・アダムス『宇宙の果てのレストラン』29292929、風見、風見、風見、風見    潤訳）潤訳）潤訳）潤訳）。だれに生のすべての真実

がわかるだろう。わかりはしないだろう。しかし、わかるのではないかと思わせられ

たのである。わたしたちは、直接の体験だけから、生のすべての真実を知ることがで

きるだろうか。愛そのもの、悲しみそのものが、直接、わたしたちのもとに訪れるわ

けにはいかない。それらは、ある時間や場所や出来事として、わたしたちの前に姿を

現わすだけである。わたしたちにできるのは、ただ、そうして訪れた、一つ一つ、別々

の時間や場所や出来事に、一つ一つ、別々の愛のさわりを感じとり、悲しみのさわり

を感じとることができるだけである。それだけでも大したことなのだが、やはり、わ



たしたちは、自分たちの直接の体験だけから、生のすべての真実を知ることはできな

いのであろう。他者の体験を見聞きしたり、芸術作品に接したりしたときに、自己の

生のすべての真実を知ったような気になることがあるのだが、それは、そういったも

のを通して、じっさいに、生の真実が、その真実の一部を、わたしたちに垣間見させ

てくれるからであろう。閉じ込められた精神のなかでは、精神そのものが、そのなか

をぐるぐると堂々めぐりするしかない。自分の体験のなかにいるだけでは、その限り

においては、人間は自分の体験をほんとうに認識することなどできないであろう。そ

れに、自己の体験からのみ喚起された感情というものも、じっさいのところ、わたし

たちにはないのではなかろうか。もしあると思われても、それは、自己の体験からの

み喚起された感情ではないのではなかろうか。わたしたちは、他者の経験との比較に

よって、ようやく自分のなかに、ほんとうの感情を喚起させられるのではなかろうか。

もちろん、じっさいの体験を通してのものではないどのような感情も、ほんとうの感

情ではないのだし、理解するということも、また同様に、じっさいの体験を経て実感

するという経験をしていなければ、けっして、ほんとうの意味では理解するというこ

とにはならないものである。しかし、ほんとうの感情になるためには、自己の生の真

実の一部を虚偽と交換する必要があるのではないだろうか。じっさいの体験と同様に、

そのような経験も必要なのではないだろうか。引用による詩を数多く書いてきて、わ

たしはいま、そのことに気づかせられたのである。真実が、よりたしかな真実さを獲

得するためには、その真実の一部を虚偽と交換する必要があると考えられたのである。

真実の一部を虚偽に譲り渡し、虚偽の一部を真実のなかに取り込む必要があると考え

られたのである。芸術作品が、それを見たり聞いたりする者に、その者の生をより切

実に実感させることがあるというのも、その者自身の生の真実の一部を、虚偽と交換

するというところからきているのではないだろうか。ノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスの「活性化とは、「活性化とは、「活性化とは、「活性化とは、

わたしわたしわたしわたし自身の譲渡であると同時に、他の実体を我がものとすること、もしくは自分の自身の譲渡であると同時に、他の実体を我がものとすること、もしくは自分の自身の譲渡であると同時に、他の実体を我がものとすること、もしくは自分の自身の譲渡であると同時に、他の実体を我がものとすること、もしくは自分の

ものに変成しなおすことである。」（『断章と研究ものに変成しなおすことである。」（『断章と研究ものに変成しなおすことである。」（『断章と研究ものに変成しなおすことである。」（『断章と研究    一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）という

言葉が思い起こされる。 

 

そのとき、彼らが出会ったポルノ映画館には、わたしはいなかった。そのとき、彼



らが入ったラブホテルには、わたしは行かなかった。そのとき、彼らがいっしょに浴

びたシャワーを、わたしは浴びなかった。そのとき、彼が目にしたその青年の背中の

入れ墨を、わたしは見なかった。そのとき、その青年がガラスのテーブルの上に置い

た缶コーラを、わたしは見なかった。しかし、「マールボロ。」という作品が出来上が

った瞬間に、その言葉たちを通して、わたしは、彼らのいた時間と場所に現われたの

である。彼らがいたそのポルノ映画館に、わたしもいたのだ。彼らが入ったそのラブ

ホテルに、わたしも入ったのだ。彼らがいっしょに浴びたシャワーを、わたしも浴び

たのだ。彼が目にしたその青年の背中の入れ墨を、わたしも見たのだ。青年がガラス

のテーブルの上に置いたその缶コーラを、わたしも見たのだ。なぜなら、彼らが出会

ったそのポルノ映画館は、わたしがノブユキとはじめて出会ったゲイサウナと同じ場

所だったからであり、彼らが入ったラブホテルの部屋は、ゲイディスコで声をかけら

れた夜について行ったフトシの部屋と同じ部屋だったからであり、彼らが浴びたシャ

ワーは、わたしがタカヒロとふざけてかけ合った琵琶湖の水と同じ水だったからであ

り、彼が目にした青年の背中の入れ墨は、わたしがエイジの背中に指で書いた薔薇と

いう文字と同じものだったからであり、その青年がガラスのテーブルの上に置いた缶

コーラの側面のラベルは、わたしがヤスヒロの手首につけた革ベルトの痕と同じ模様

だったからである。 

 

「ああ、ぼくの頭はどうしたんだろう？」（シオドア「ああ、ぼくの頭はどうしたんだろう？」（シオドア「ああ、ぼくの頭はどうしたんだろう？」（シオドア「ああ、ぼくの頭はどうしたんだろう？」（シオドア・スタージョン『人間以上』第・スタージョン『人間以上』第・スタージョン『人間以上』第・スタージョン『人間以上』第

三章、矢野三章、矢野三章、矢野三章、矢野    徹訳）「自分自身のものではない記憶と感情（……）から成る、めまいの徹訳）「自分自身のものではない記憶と感情（……）から成る、めまいの徹訳）「自分自身のものではない記憶と感情（……）から成る、めまいの徹訳）「自分自身のものではない記憶と感情（……）から成る、めまいの

するような渦巻き」（エドモンド・ハミルトン『太陽の炎』中村するような渦巻き」（エドモンド・ハミルトン『太陽の炎』中村するような渦巻き」（エドモンド・ハミルトン『太陽の炎』中村するような渦巻き」（エドモンド・ハミルトン『太陽の炎』中村    融訳）融訳）融訳）融訳）。「これは叫「これは叫「これは叫「これは叫

びだった。」（サミュエル・Ｒ・ディレイニー『アインシュタイン交点』伊藤典夫訳）びだった。」（サミュエル・Ｒ・ディレイニー『アインシュタイン交点』伊藤典夫訳）びだった。」（サミュエル・Ｒ・ディレイニー『アインシュタイン交点』伊藤典夫訳）びだった。」（サミュエル・Ｒ・ディレイニー『アインシュタイン交点』伊藤典夫訳）

「わたしの世界の何十という断片が結びつきはじめる。」（グレッグ・イーガン『貸「わたしの世界の何十という断片が結びつきはじめる。」（グレッグ・イーガン『貸「わたしの世界の何十という断片が結びつきはじめる。」（グレッグ・イーガン『貸「わたしの世界の何十という断片が結びつきはじめる。」（グレッグ・イーガン『貸

金庫』山岸金庫』山岸金庫』山岸金庫』山岸    真訳）「今まで忘れていたことが思い出され、頭の中で次から次へと鎖真訳）「今まで忘れていたことが思い出され、頭の中で次から次へと鎖真訳）「今まで忘れていたことが思い出され、頭の中で次から次へと鎖真訳）「今まで忘れていたことが思い出され、頭の中で次から次へと鎖

の輪のようにつながっていく。」（ポール・アンダースン『脳波』２、林の輪のようにつながっていく。」（ポール・アンダースン『脳波』２、林の輪のようにつながっていく。」（ポール・アンダースン『脳波』２、林の輪のようにつながっていく。」（ポール・アンダースン『脳波』２、林    克己訳）克己訳）克己訳）克己訳）

「あらゆるものがくっき「あらゆるものがくっき「あらゆるものがくっき「あらゆるものがくっきりと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳波』りと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳波』りと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳波』りと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳波』

２、林２、林２、林２、林    克己訳）克己訳）克己訳）克己訳）「過去に見たときよりも、はっきりと」（シオドア・スタージョン『人「過去に見たときよりも、はっきりと」（シオドア・スタージョン『人「過去に見たときよりも、はっきりと」（シオドア・スタージョン『人「過去に見たときよりも、はっきりと」（シオドア・スタージョン『人

間以上』第二章、矢野間以上』第二章、矢野間以上』第二章、矢野間以上』第二章、矢野    徹訳）徹訳）徹訳）徹訳）。「それはほんの一瞬だった。」（ジェイムズ・ティプト「それはほんの一瞬だった。」（ジェイムズ・ティプト「それはほんの一瞬だった。」（ジェイムズ・ティプト「それはほんの一瞬だった。」（ジェイムズ・ティプト



リー・ジュニア『リー・ジュニア『リー・ジュニア『リー・ジュニア『一瞬一瞬一瞬一瞬

ひ と と き

のいのちの味わい』３、友枝康子訳）「ばらばらな声が」（フエのいのちの味わい』３、友枝康子訳）「ばらばらな声が」（フエのいのちの味わい』３、友枝康子訳）「ばらばらな声が」（フエのいのちの味わい』３、友枝康子訳）「ばらばらな声が」（フエ

ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）「一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）「一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）「一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』ンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）「一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』

２、岡部宏之訳）２、岡部宏之訳）２、岡部宏之訳）２、岡部宏之訳）。「突然の認識」（テリー・ビッスン『英国航行中』中村「突然の認識」（テリー・ビッスン『英国航行中』中村「突然の認識」（テリー・ビッスン『英国航行中』中村「突然の認識」（テリー・ビッスン『英国航行中』中村    融訳）融訳）融訳）融訳）。「あ「あ「あ「あ

らゆるものがあらゆるものと」（ホルヘ・ギリェン『ローマの猫』荒井正道訳）「たがらゆるものがあらゆるものと」（ホルヘ・ギリェン『ローマの猫』荒井正道訳）「たがらゆるものがあらゆるものと」（ホルヘ・ギリェン『ローマの猫』荒井正道訳）「たがらゆるものがあらゆるものと」（ホルヘ・ギリェン『ローマの猫』荒井正道訳）「たが

いに与えあい、たがいに受け取りあう。」（ヴァレリー『ユーパリノスいに与えあい、たがいに受け取りあう。」（ヴァレリー『ユーパリノスいに与えあい、たがいに受け取りあう。」（ヴァレリー『ユーパリノスいに与えあい、たがいに受け取りあう。」（ヴァレリー『ユーパリノス    あるいは建築あるいは建築あるいは建築あるいは建築

家』佐藤昭夫訳）「あらゆるディテールが相互に結びついたヴィジョン。」（Ｒ・Ａ・家』佐藤昭夫訳）「あらゆるディテールが相互に結びついたヴィジョン。」（Ｒ・Ａ・家』佐藤昭夫訳）「あらゆるディテールが相互に結びついたヴィジョン。」（Ｒ・Ａ・家』佐藤昭夫訳）「あらゆるディテールが相互に結びついたヴィジョン。」（Ｒ・Ａ・

ラファティ『他人の目』２、浅倉久志訳）ラファティ『他人の目』２、浅倉久志訳）ラファティ『他人の目』２、浅倉久志訳）ラファティ『他人の目』２、浅倉久志訳）。    

    

「あらゆる個人のなかに共通の精神が宿っていて、」（エマソン『霊の法則』酒本雅之「あらゆる個人のなかに共通の精神が宿っていて、」（エマソン『霊の法則』酒本雅之「あらゆる個人のなかに共通の精神が宿っていて、」（エマソン『霊の法則』酒本雅之「あらゆる個人のなかに共通の精神が宿っていて、」（エマソン『霊の法則』酒本雅之

訳）「それがまったくちがった人々や場所、出来事をむすびつけている」（イアン・ワ訳）「それがまったくちがった人々や場所、出来事をむすびつけている」（イアン・ワ訳）「それがまったくちがった人々や場所、出来事をむすびつけている」（イアン・ワ訳）「それがまったくちがった人々や場所、出来事をむすびつけている」（イアン・ワ

トスン『エンベトスン『エンベトスン『エンベトスン『エンベディング』第一章、山形浩生訳）ディング』第一章、山形浩生訳）ディング』第一章、山形浩生訳）ディング』第一章、山形浩生訳）。「万物を貫ぬくその同一性がわれわ「万物を貫ぬくその同一性がわれわ「万物を貫ぬくその同一性がわれわ「万物を貫ぬくその同一性がわれわ

れすべてをひとつにし、われわれの平常の尺度ではまことに大きなへだたりを、まっれすべてをひとつにし、われわれの平常の尺度ではまことに大きなへだたりを、まっれすべてをひとつにし、われわれの平常の尺度ではまことに大きなへだたりを、まっれすべてをひとつにし、われわれの平常の尺度ではまことに大きなへだたりを、まっ

たくないものにしてしまう。」（エマソン『自然』酒本雅之訳）「「貫通するものは一なたくないものにしてしまう。」（エマソン『自然』酒本雅之訳）「「貫通するものは一なたくないものにしてしまう。」（エマソン『自然』酒本雅之訳）「「貫通するものは一なたくないものにしてしまう。」（エマソン『自然』酒本雅之訳）「「貫通するものは一な

り。」と芭蕉は言つた。」（川端康成『日本美の展開』）「この境界線はあらゆる物のなり。」と芭蕉は言つた。」（川端康成『日本美の展開』）「この境界線はあらゆる物のなり。」と芭蕉は言つた。」（川端康成『日本美の展開』）「この境界線はあらゆる物のなり。」と芭蕉は言つた。」（川端康成『日本美の展開』）「この境界線はあらゆる物のな

かを貫いて走っている。」（ノサック『クロンツ』神品芳夫訳）「精神が共感して振動かを貫いて走っている。」（ノサック『クロンツ』神品芳夫訳）「精神が共感して振動かを貫いて走っている。」（ノサック『クロンツ』神品芳夫訳）「精神が共感して振動かを貫いて走っている。」（ノサック『クロンツ』神品芳夫訳）「精神が共感して振動

を起こす／ひとつの場所がある」（リルケ『鎮魂歌』高安国世訳）を起こす／ひとつの場所がある」（リルケ『鎮魂歌』高安国世訳）を起こす／ひとつの場所がある」（リルケ『鎮魂歌』高安国世訳）を起こす／ひとつの場所がある」（リルケ『鎮魂歌』高安国世訳）。「さまざまな世界「さまざまな世界「さまざまな世界「さまざまな世界

を同時に存在させることができる。」（イアン・ワトスン『知を同時に存在させることができる。」（イアン・ワトスン『知を同時に存在させることができる。」（イアン・ワトスン『知を同時に存在させることができる。」（イアン・ワトスン『知識のミルク』大森識のミルク』大森識のミルク』大森識のミルク』大森    望訳）望訳）望訳）望訳）

「これは共在する存在の領域。」（ジャック・ウォマック『テラプレーン』６、黒丸「これは共在する存在の領域。」（ジャック・ウォマック『テラプレーン』６、黒丸「これは共在する存在の領域。」（ジャック・ウォマック『テラプレーン』６、黒丸「これは共在する存在の領域。」（ジャック・ウォマック『テラプレーン』６、黒丸    尚尚尚尚

訳）訳）訳）訳）。    

    

「結局、精神構造とは、一個の複雑な出来事ではなかろうか？」（バリントン・Ｊ・「結局、精神構造とは、一個の複雑な出来事ではなかろうか？」（バリントン・Ｊ・「結局、精神構造とは、一個の複雑な出来事ではなかろうか？」（バリントン・Ｊ・「結局、精神構造とは、一個の複雑な出来事ではなかろうか？」（バリントン・Ｊ・

ベイリー『王様の家来がみんな寄っても』浅倉久志訳）「ひとができごとを、できごベイリー『王様の家来がみんな寄っても』浅倉久志訳）「ひとができごとを、できごベイリー『王様の家来がみんな寄っても』浅倉久志訳）「ひとができごとを、できごベイリー『王様の家来がみんな寄っても』浅倉久志訳）「ひとができごとを、できご

とがひとを作る。」（エマソン『運命』酒本雅之訳）「人生の中で、お互いに何年も隔とがひとを作る。」（エマソン『運命』酒本雅之訳）「人生の中で、お互いに何年も隔とがひとを作る。」（エマソン『運命』酒本雅之訳）「人生の中で、お互いに何年も隔とがひとを作る。」（エマソン『運命』酒本雅之訳）「人生の中で、お互いに何年も隔

たった存在なのに」（シオドア・スタージョン『ヴィーナス・プラスＸ』大久保たった存在なのに」（シオドア・スタージョン『ヴィーナス・プラスＸ』大久保たった存在なのに」（シオドア・スタージョン『ヴィーナス・プラスＸ』大久保たった存在なのに」（シオドア・スタージョン『ヴィーナス・プラスＸ』大久保    譲訳）譲訳）譲訳）譲訳）、

「すべての物事が」（コードウェイナー・スミス『アルファ・ラルファ大通り』浅倉「すべての物事が」（コードウェイナー・スミス『アルファ・ラルファ大通り』浅倉「すべての物事が」（コードウェイナー・スミス『アルファ・ラルファ大通り』浅倉「すべての物事が」（コードウェイナー・スミス『アルファ・ラルファ大通り』浅倉

久志訳）久志訳）久志訳）久志訳）、「すべての場所が一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』２、岡「すべての場所が一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』２、岡「すべての場所が一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』２、岡「すべての場所が一つになる」（ロバート・シルヴァーバーグ『旅』２、岡

部宏之訳）、「たったひとつの事実になろうとする。」（エマソン『償い』酒本雅之訳）部宏之訳）、「たったひとつの事実になろうとする。」（エマソン『償い』酒本雅之訳）部宏之訳）、「たったひとつの事実になろうとする。」（エマソン『償い』酒本雅之訳）部宏之訳）、「たったひとつの事実になろうとする。」（エマソン『償い』酒本雅之訳）。    

 



「マールボロ。」の言葉が、その言葉の輝きが、違った光を、一つに結びつけていくの

だ。違った時間のわたしを、違った場所のわたしを、違ったわたしであったわたしを、

ただ一人のわたしにするために。違った光が、一つの光になろうとするのだ。そして、

それはまた、同時に、一つ一つの光が違ったものであることを、自ら知るために。違

った光が、一つの光になろうとするのだ。さまざまな瞬間に、わたしを存在させるた

めに。違った光が、一つの光になろうとするのだ。さまざまな場所に、わたしを存在

させるために。違った光が、一つの光になろうとするのだ。さまざまなわたしを存在

させるために。わたしであったわたしだけではなく、わたしでありたかったわたしや、

わたしが一度としてこうありたいと思い描いたことのなかったわたしをも。 

 

わたしのなかのいくつもの日の、いくつもの時間が、いくつもの光景の、いくつも

の光が、「マールボロ。」という、わたしが体験しなかった体験を通して、わたしの

友人の言葉を通して、互いに照射し合い、輝きを増すのである。光が光を呼ぶのであ

る。瞬間が瞬間を呼んで永遠になるように。それが、実体験以上に実体験であると感

じられるのは、いくつもの体験を、ただ一つの体験として感じられるからであろう。

もちろん、意識としては、別々の体験であることを知ってはいても、感覚として、た

だ一つの体験であると感じられるからであろう。そして、その感覚は、友人の体験と

いう、自分の体験ではないものをも自己の体験として組み入れるのであろう。それが、

自分のじっさいの体験ではないと意識の上では知ってはいても。いや、知っているか

らこそ、そうするのかもしれない。矛盾している、と。混沌ではなく、混乱でもなく、

混雑でもなく、矛盾している、ということを知っているからこそ。そうして、その感

覚は、わたしを、さまざまなものの前で開く。わたしを、さまざまな時間に存在させ

る。わたしを、さまざまな場所に出現させる。わたしを、さまざまな出来事と遭遇さ

せるのである。そうして、わたしではないものをも、わたしであるという感じにさせ

るのである。彼らが入ったラブホテルの、そのシャワーの湯のあたたかさが、わたし

の肌となるように。そのシャワーの湯しぶきのきらめきが、わたしの目となるように。

そのシャワーの湯しぶきの蒸気に満ちたシャワー室そのものが、わたしの息となるよ

うに。 



 

ああ、それにしても、「いまだにみんながきみの愛について語ることをしないのは、「いまだにみんながきみの愛について語ることをしないのは、「いまだにみんながきみの愛について語ることをしないのは、「いまだにみんながきみの愛について語ることをしないのは、

いったいどうしたことなのだろう。」（リルケ『マルテの手記』高安国世訳）いったいどうしたことなのだろう。」（リルケ『マルテの手記』高安国世訳）いったいどうしたことなのだろう。」（リルケ『マルテの手記』高安国世訳）いったいどうしたことなのだろう。」（リルケ『マルテの手記』高安国世訳）。どうし

てなのだろう。あれらは、愛ではなかったのだろうか。わたしは、愛を語らなかった

のだろうか。あれらは、あのわたしは、愛ではなかったのだろうか。「だれにおまえは「だれにおまえは「だれにおまえは「だれにおまえは

嘆こうというのか、心よ。」（リルケ『嘆き』高安国世訳）「すべては一つの物語なの嘆こうというのか、心よ。」（リルケ『嘆き』高安国世訳）「すべては一つの物語なの嘆こうというのか、心よ。」（リルケ『嘆き』高安国世訳）「すべては一つの物語なの嘆こうというのか、心よ。」（リルケ『嘆き』高安国世訳）「すべては一つの物語なの

である。」（アーシュラ・Ｋである。」（アーシュラ・Ｋである。」（アーシュラ・Ｋである。」（アーシュラ・Ｋ・ル・グィン『闇の左手』１、小尾芙佐訳）「詩は喜びに・ル・グィン『闇の左手』１、小尾芙佐訳）「詩は喜びに・ル・グィン『闇の左手』１、小尾芙佐訳）「詩は喜びに・ル・グィン『闇の左手』１、小尾芙佐訳）「詩は喜びに

始まり、始まり、始まり、始まり、叡叡叡叡

えい

智智智智

ち

に終わる。」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一に終わる。」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一に終わる。」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一に終わる。」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一

訳）訳）訳）訳）。 

 

 

この『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』ほど、わたしに、詩とはなにかと問いかける作品はなかった。

なぜなら、その作品に使われた言葉がすべて、その友だちの言葉で、わたしはただ、

その言葉をコラージュしただけなのだ。それなのに、その友だちは、『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』『マールボロ。』

を読んで、「これは、オレと違う。」と言ったのである。使われた言葉がすべて、その

友だちの言葉であったのに、切り貼りされたものは、自分じゃないのだというのだ。

これは、わたしにとって、衝撃的な言葉であった。なぜなら、わたしはずっと、自分

の言葉を、自分の体験を、自分の考えたことを、自分の思いついたことを切り貼りし

て作品をつくってきたからである。どれも自分であったし、自分のことであったし、

自分のものだと思ってきたのであった。しかし、そうだ、しかしなのだ、もしも、自

分の言葉を他の人間が切り貼りしたとしたら、どうであろうか。切り貼りのなかに、

自分と他者を分けるなにかがあるのだ。切り貼りという行為のなかに、自分と他者を

分けるなにかがあるのだと、わたしは気がついたのだった。コラージュ作品とか全行

引用詩とかをバカにする者がいる。わたしは、コラージュ作品や全行引用詩ほど、つ

くり手の感受性と知性が現われるものはないと思っている。それにコラージュするも

とを敷衍化させると、ふつうの創作となる。全行引用詩も同じく、そのもとを敷衍化

させると、ふつうの創作と変わらないはずである。ただ、そのもとのもののさまざま



なつながりを想起させやすいという点が、ふつうの創作と異なるところであろうか。

違った時間や違った場所、違った出来事といったものが遭遇するということも、ふつ

うの創作とは異なるものかもしれない。しかし、それは、コラージュ作品や全行引用

詩でなくても、違った時間や違った場所、違った出来事といったものを遭遇させるこ

とができるので、コラージュ作品や全行引用詩といった作品だけがもつ特徴とは言え

ないであろう。まえに、わたしはこう書いた。わたしの作品の多くが、粒子衝突モデ

ルのように、言葉と言葉が結びつけられて形成されたものであった。ふだんから、思

いついた言葉や詩句をメモにして溜めておき、それをときどき眺めるのである。する

と、ある日、突然、それらの言葉が自動的に結びついていったのである。そうしてで

きた詩を、これまで詩集に収録してきた。全行引用詩もまた、ふだんからルーズリー

フに書き写していたものを、ときどき読み返しているのだが、あるとき、それらの引

用のいくつかが、勝手に結びついていったのである。これは、わたしの意識の層か、

無意識の層にあるなにかが結びつけていったとしか思えないのである。それを、わた

しは、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    と名づけたのであった。つぎに引用する文章は、

空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    といったものを考えつくまえに書いたものであるが、言

葉と言葉が、自らの意思で自動的に結びついていった経緯を述べたものである。わた

しの詩のつくり方について書いたもので、詩論詩・集『『『『The Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.II』』』』に

収録した、「「「「WELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LAND──詩法と実作」──詩法と実作」──詩法と実作」──詩法と実作」で、「國文學」「國文學」「國文學」「國文學」の二〇二〇二〇二〇

〇二年一月号・特集「短歌の争点ノート」〇二年一月号・特集「短歌の争点ノート」〇二年一月号・特集「短歌の争点ノート」〇二年一月号・特集「短歌の争点ノート」初出の論考から、その該当する箇所を引用

する。     

 

 

ところで、先に、筆者は、詩の書き方には二通りある、と書いた。もう一つの方法

とは、あらかじめ構成を決めないで、言葉が自動的に結びつくのを待つ、というもの

である。偶然を最大限に利用する方法であるが、筆者がよく行うのは、取っておいた

メモが、一気に結びつくまで待つ、というものである。拙詩集の『みんな、きみのこ

とが好きだった。』（開扇堂、二〇〇一年）に収められた多くの詩が、その方法で作成

された。そのうちの二篇を、つぎに紹介する。 



 

 

むちゃくちゃ抒情的でごじゃりますがな。むちゃくちゃ抒情的でごじゃりますがな。むちゃくちゃ抒情的でごじゃりますがな。むちゃくちゃ抒情的でごじゃりますがな。    

 

枯れ葉が、自分のいた場枯れ葉が、自分のいた場枯れ葉が、自分のいた場枯れ葉が、自分のいた場所を見上げていた。所を見上げていた。所を見上げていた。所を見上げていた。    

木馬は、ぼくか、ぼくは、頭でないところで考えた。木馬は、ぼくか、ぼくは、頭でないところで考えた。木馬は、ぼくか、ぼくは、頭でないところで考えた。木馬は、ぼくか、ぼくは、頭でないところで考えた。    

切なくって、さびしくって、切なくって、さびしくって、切なくって、さびしくって、切なくって、さびしくって、    

わたしたちは、傷つくことでしかわたしたちは、傷つくことでしかわたしたちは、傷つくことでしかわたしたちは、傷つくことでしか    

深くなれないのかもしれない。深くなれないのかもしれない。深くなれないのかもしれない。深くなれないのかもしれない。    

あれは、いつの日だったかしら、あれは、いつの日だったかしら、あれは、いつの日だったかしら、あれは、いつの日だったかしら、    

岡崎の動物園で、岡崎の動物園で、岡崎の動物園で、岡崎の動物園で、片片片片

か た

角角角角

づ の

の鹿を見たのは。の鹿を見たのは。の鹿を見たのは。の鹿を見たのは。    

蹄蹄蹄蹄

ひづめ

の間を、小川が流れていた、の間を、小川が流れていた、の間を、小川が流れていた、の間を、小川が流れていた、    

ずいぶんと、むかしのことなんですね。ずいぶんと、むかしのことなんですね。ずいぶんと、むかしのことなんですね。ずいぶんと、むかしのことなんですね。    

ぼくが、まだ手を引かれて歩いていた頃にぼくが、まだ手を引かれて歩いていた頃にぼくが、まだ手を引かれて歩いていた頃にぼくが、まだ手を引かれて歩いていた頃に    

あなたが、建仁寺の境内であなたが、建仁寺の境内であなたが、建仁寺の境内であなたが、建仁寺の境内で    

祖母に連れられた、ぼくを待っていたのは。祖母に連れられた、ぼくを待っていたのは。祖母に連れられた、ぼくを待っていたのは。祖母に連れられた、ぼくを待っていたのは。    

その日、祖母のしわんだ細い指からその日、祖母のしわんだ細い指からその日、祖母のしわんだ細い指からその日、祖母のしわんだ細い指から    

やわらかく、小さかったぼくの手のひらをやわらかく、小さかったぼくの手のひらをやわらかく、小さかったぼくの手のひらをやわらかく、小さかったぼくの手のひらを    

あなたは、どんな思いで手にしたのでしょう。あなたは、どんな思いで手にしたのでしょう。あなたは、どんな思いで手にしたのでしょう。あなたは、どんな思いで手にしたのでしょう。    

いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、    

樹が、葉っぱを振り落としたのは。樹が、葉っぱを振り落としたのは。樹が、葉っぱを振り落としたのは。樹が、葉っぱを振り落としたのは。    

ぼくは、幼稚園には行かなかった。ぼくは、幼稚園には行かなかった。ぼくは、幼稚園には行かなかった。ぼくは、幼稚園には行かなかった。    

保育園だったから。保育園だったから。保育園だったから。保育園だったから。    

ひとつづきの敷石は、ところどころ縁が欠け、ひとつづきの敷石は、ところどころ縁が欠け、ひとつづきの敷石は、ところどころ縁が欠け、ひとつづきの敷石は、ところどころ縁が欠け、    

そばにそばにそばにそばには、白い花を落とした垣根が立ち並び、は、白い花を落とした垣根が立ち並び、は、白い花を落とした垣根が立ち並び、は、白い花を落とした垣根が立ち並び、    

板石の端を踏んではつまずく、ぼくの姿は板石の端を踏んではつまずく、ぼくの姿は板石の端を踏んではつまずく、ぼくの姿は板石の端を踏んではつまずく、ぼくの姿は    

腰折れた祖母より頭ふたつ小さかったと。腰折れた祖母より頭ふたつ小さかったと。腰折れた祖母より頭ふたつ小さかったと。腰折れた祖母より頭ふたつ小さかったと。    

落ち葉が、枯れ葉に変わるとき、落ち葉が、枯れ葉に変わるとき、落ち葉が、枯れ葉に変わるとき、落ち葉が、枯れ葉に変わるとき、    



樹が、振り落とした葉っぱの行方をさがしていた。樹が、振り落とした葉っぱの行方をさがしていた。樹が、振り落とした葉っぱの行方をさがしていた。樹が、振り落とした葉っぱの行方をさがしていた。    

ひとに見つめられれば、笑顔を向けたあの頃にひとに見つめられれば、笑顔を向けたあの頃にひとに見つめられれば、笑顔を向けたあの頃にひとに見つめられれば、笑顔を向けたあの頃に    

ぼくは笑って、あなたの顔を見上げたでしょうか。ぼくは笑って、あなたの顔を見上げたでしょうか。ぼくは笑って、あなたの顔を見上げたでしょうか。ぼくは笑って、あなたの顔を見上げたでしょうか。    

そのとき、あなたは、どんな顔をしてみせてくれたのでしょうか。そのとき、あなたは、どんな顔をしてみせてくれたのでしょうか。そのとき、あなたは、どんな顔をしてみせてくれたのでしょうか。そのとき、あなたは、どんな顔をしてみせてくれたのでしょうか。    

顔が笑っているときは、顔の骨も笑っているのかしら。顔が笑っているときは、顔の骨も笑っているのかしら。顔が笑っているときは、顔の骨も笑っているのかしら。顔が笑っているときは、顔の骨も笑っているのかしら。    

言いたいこと、いっぱい。痛いこと、いっぱい。言いたいこと、いっぱい。痛いこと、いっぱい。言いたいこと、いっぱい。痛いこと、いっぱい。言いたいこと、いっぱい。痛いこと、いっぱい。    

ああ、神さま、ぼくは悪い子でした。ああ、神さま、ぼくは悪い子でした。ああ、神さま、ぼくは悪い子でした。ああ、神さま、ぼくは悪い子でした。    

メエルシュトレエム。メエルシュトレエム。メエルシュトレエム。メエルシュトレエム。    

天国天国天国天国には、おには、おには、おには、お祖母祖母祖母祖母

ば あ

ちゃんがいる。ちゃんがいる。ちゃんがいる。ちゃんがいる。    

いつの日か、わたしたち、ふたたび、出会うでしょう。いつの日か、わたしたち、ふたたび、出会うでしょう。いつの日か、わたしたち、ふたたび、出会うでしょう。いつの日か、わたしたち、ふたたび、出会うでしょう。    

溜め息ひとつ分、ぼくたちは遠くなってしまった。溜め息ひとつ分、ぼくたちは遠くなってしまった。溜め息ひとつ分、ぼくたちは遠くなってしまった。溜め息ひとつ分、ぼくたちは遠くなってしまった。    

近い将来、宇宙を言葉で説明できるかもしれない。近い将来、宇宙を言葉で説明できるかもしれない。近い将来、宇宙を言葉で説明できるかもしれない。近い将来、宇宙を言葉で説明できるかもしれない。    

でも、宇宙は言葉でできているわけじゃない。でも、宇宙は言葉でできているわけじゃない。でも、宇宙は言葉でできているわけじゃない。でも、宇宙は言葉でできているわけじゃない。    

ぼくに似た本を探しているのですか。ぼくに似た本を探しているのですか。ぼくに似た本を探しているのですか。ぼくに似た本を探しているのですか。    

どうして、ここで待っているのですか。どうして、ここで待っているのですか。どうして、ここで待っているのですか。どうして、ここで待っているのですか。    

ホヘンブエヘリア・ペタロイデスくんというのが、ぼくのあだ名だった。ホヘンブエヘリア・ペタロイデスくんというのが、ぼくのあだ名だった。ホヘンブエヘリア・ペタロイデスくんというのが、ぼくのあだ名だった。ホヘンブエヘリア・ペタロイデスくんというのが、ぼくのあだ名だった。    

母方の先祖は、母方の先祖は、母方の先祖は、母方の先祖は、寺守寺守寺守寺守

て ら も り

だと言ってたけど、よく知らない。だと言ってたけど、よく知らない。だと言ってたけど、よく知らない。だと言ってたけど、よく知らない。    

樹が、葉っぱの落ちる音に耳を澄ましていた。樹が、葉っぱの落ちる音に耳を澄ましていた。樹が、葉っぱの落ちる音に耳を澄ましていた。樹が、葉っぱの落ちる音に耳を澄ましていた。    

いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、    

わたしがここで死んだのは。わたしがここで死んだのは。わたしがここで死んだのは。わたしがここで死んだのは。    

わたしのこころは、まだ、どこかにつながれたままだ。わたしのこころは、まだ、どこかにつながれたままだ。わたしのこころは、まだ、どこかにつながれたままだ。わたしのこころは、まだ、どこかにつながれたままだ。    

こわいぐらい、静かな家だった。こわいぐらい、静かな家だった。こわいぐらい、静かな家だった。こわいぐらい、静かな家だった。    

中庭の池には、毀れた噴水があった。中庭の池には、毀れた噴水があった。中庭の池には、毀れた噴水があった。中庭の池には、毀れた噴水があった。    

落ち葉は、自分がいつ落とされたのか忘れてしまった。落ち葉は、自分がいつ落とされたのか忘れてしまった。落ち葉は、自分がいつ落とされたのか忘れてしまった。落ち葉は、自分がいつ落とされたのか忘れてしまった。    

缶詰の中でなら、ぼくは思いっ切り泣ける。缶詰の中でなら、ぼくは思いっ切り泣ける。缶詰の中でなら、ぼくは思いっ切り泣ける。缶詰の中でなら、ぼくは思いっ切り泣ける。    

樹の樹の樹の樹の洞洞洞洞

ほ ら

は、むかし、ぼくが捨てた祈りの声を唱えていた。は、むかし、ぼくが捨てた祈りの声を唱えていた。は、むかし、ぼくが捨てた祈りの声を唱えていた。は、むかし、ぼくが捨てた祈りの声を唱えていた。    

いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、いつの日だったかしら、    

少女が、少女が、少女が、少女が、栞栞栞栞

しおり

の代わりに枯れ葉を挾んでおいたのは。の代わりに枯れ葉を挾んでおいたのは。の代わりに枯れ葉を挾んでおいたのは。の代わりに枯れ葉を挾んでおいたのは。    



枯れ葉もまた、自分が挾まれる音に耳を澄ましていた。枯れ葉もまた、自分が挾まれる音に耳を澄ましていた。枯れ葉もまた、自分が挾まれる音に耳を澄ましていた。枯れ葉もまた、自分が挾まれる音に耳を澄ましていた。    

わたしを読むのをやめよ！わたしを読むのをやめよ！わたしを読むのをやめよ！わたしを読むのをやめよ！    

一頭の牛に似た娘がしゃべりつづける。一頭の牛に似た娘がしゃべりつづける。一頭の牛に似た娘がしゃべりつづける。一頭の牛に似た娘がしゃべりつづける。    

山羊座のぼくは、どこまでも倫理的だった。山羊座のぼくは、どこまでも倫理的だった。山羊座のぼくは、どこまでも倫理的だった。山羊座のぼくは、どこまでも倫理的だった。    

つくしを摘んで帰ったことがある。つくしを摘んで帰ったことがある。つくしを摘んで帰ったことがある。つくしを摘んで帰ったことがある。    

ハンカチに包んで、ハンカチに包んで、ハンカチに包んで、ハンカチに包んで、    

四日間、眠り込んでし四日間、眠り込んでし四日間、眠り込んでし四日間、眠り込んでしまった。まった。まった。まった。    

 

 

この詩が、先に述べた、「偶然を最大限に利用する方法」でつくった最初のものであ

る。そのせいか、まだ初期の、思い出をもとに言葉を紡いでいったころの、先に表現

したいことがあって、それを言葉にしていったころの名残がある。つぎに紹介する「王

国の秤。」をつくっていたころには、すでにコラージュという手法にもすっかり慣れて

いて、その手法で、できる限りのことを試していたのであるが、それと同時に、コラ

ージュという手法自体を見つめて、「詩とは、何か。」とか、「言葉とは、何か。」とか、

「わたしとは、何か。」とか、「自我とは、何か。」とかいったことも考えていたのであ

る。 

 

コラージュをしている間、しょっちゅう、こんなふうに思ったものである。「わたし

が言葉を通して考えているのではなく、言葉がわたしを通して考えているのである。」

と。「言葉が、わたしの体験を通して考えたり、わたしの記憶を通して思い出したり、

わたしのこころを通して感じたりするのである。言葉が、わたしの目を通して見たり、

わたしの耳を通して聞いたりするのである。言葉が、わたしのこころを通して愛した

り、憎んだりするのである。言葉が、わたしのこころを通して喜んだり、悲しんだり

するのである。言葉が、わたしのこころを通して楽しんだり、苦しんだりするのであ

る。」と。 

 

コラージュをしている最中、しばしば、興に乗ると、数多くのメモのなかにある数



多くの言葉たちが、つぎつぎと勝手に結びついていったように思われたのだが、そん

なときには、わたしというものをいっさい通さずに、言葉たち自身が考えたり、思い

ついたりしていたような気がしたものである。しかし、これはもちろん、わたしの錯

覚に過ぎなかったのであろう。たとえ、無意識領域の方のわたしであっても、それも

また、わたしであるのだから、じっさいには、言葉たちが、無意識領域の方のわたし

を通して、無意識領域の方のわたしという場所において、無意識領域の方のわたしと

いっしょに考えたり、思いついたりしていたのであろう。ただ、意識的な面からする

と、わたしには、言葉たちが、自分たち自身で考えたり、思いついたりしていたよう

に感じられただけなのであろう。 

 

つまるところ、言葉が、わたしといっしょに考えたり、思い出したり、感じたりす

るのである。言葉が、わたしといっしょに見たり、聞いたりするのである。言葉が、

わたしといっしょに愛したり、憎んだりするのである。言葉が、わたしといっしょに

喜んだり、悲しんだりするのである。言葉が、わたしといっしょに楽しんだり、苦し

んだりするのである。世界が、わたしとともに考え、思い出し、感じるように。世界

が、わたしとともに目を見開き、耳を澄ますように。世界が、わたしとともに愛し、

憎むように。世界が、わたしとともに喜び、悲しむように。世界が、わたしとともに

楽しみ、苦しむように。 

 

 

王國の秤。王國の秤。王國の秤。王國の秤。    

 

きみの王國と、ぼくの王國を秤に載せてみようよ。きみの王國と、ぼくの王國を秤に載せてみようよ。きみの王國と、ぼくの王國を秤に載せてみようよ。きみの王國と、ぼくの王國を秤に載せてみようよ。    

新しい王國のために、頭の上に亀をのっけて新しい王國のために、頭の上に亀をのっけて新しい王國のために、頭の上に亀をのっけて新しい王國のために、頭の上に亀をのっけて    

哲学者たちが車座になって議論している。哲学者たちが車座になって議論している。哲学者たちが車座になって議論している。哲学者たちが車座になって議論している。    

百の議論よりも、百の戦百の議論よりも、百の戦百の議論よりも、百の戦百の議論よりも、百の戦の方が正しいとの方が正しいとの方が正しいとの方が正しいと    

将軍たちは、哲学者たちに訴える。将軍たちは、哲学者たちに訴える。将軍たちは、哲学者たちに訴える。将軍たちは、哲学者たちに訴える。    

亀を頭の上にのっけてると憂鬱である。亀を頭の上にのっけてると憂鬱である。亀を頭の上にのっけてると憂鬱である。亀を頭の上にのっけてると憂鬱である。    



ソクラテスに似た顔の哲学者がソクラテスに似た顔の哲学者がソクラテスに似た顔の哲学者がソクラテスに似た顔の哲学者が    

頭の上の亀を降ろして立ち上がった。頭の上の亀を降ろして立ち上がった。頭の上の亀を降ろして立ち上がった。頭の上の亀を降ろして立ち上がった。    

この人の欠点はこの人の欠点はこの人の欠点はこの人の欠点は    

この人が歩くとこの人が歩くとこの人が歩くとこの人が歩くと    

うんこが歩いているようにしか見えないこと。うんこが歩いているようにしか見えないこと。うんこが歩いているようにしか見えないこと。うんこが歩いているようにしか見えないこと。    

『おいしいお店』って『おいしいお店』って『おいしいお店』って『おいしいお店』って    

本にのってる中華料理屋さんの前で本にのってる中華料理屋さんの前で本にのってる中華料理屋さんの前で本にのってる中華料理屋さんの前で    

子供が叱られてた。子供が叱られてた。子供が叱られてた。子供が叱られてた。    

ちゃんとあやまりなさいって言われて。ちゃんとあやまりなさいって言われて。ちゃんとあやまりなさいって言われて。ちゃんとあやまりなさいって言われて。    

口をとがらせて言い訳する子供のほっぺた目がけて口をとがらせて言い訳する子供のほっぺた目がけて口をとがらせて言い訳する子供のほっぺた目がけて口をとがらせて言い訳する子供のほっぺた目がけて    

ズゴッと一発、ズゴッと一発、ズゴッと一発、ズゴッと一発、    

お母さんは、げんこつをくらわせた。お母さんは、げんこつをくらわせた。お母さんは、げんこつをくらわせた。お母さんは、げんこつをくらわせた。    

情け容赦のない一撃だった。情け容赦のない一撃だった。情け容赦のない一撃だった。情け容赦のない一撃だった。    

喫茶店で隣に腰かけてた高校生ぐらいの男の喫茶店で隣に腰かけてた高校生ぐらいの男の喫茶店で隣に腰かけてた高校生ぐらいの男の喫茶店で隣に腰かけてた高校生ぐらいの男の子が子が子が子が    

女性週刊誌に見入っていた。女性週刊誌に見入っていた。女性週刊誌に見入っていた。女性週刊誌に見入っていた。    

生理用ナプキンの広告だった。生理用ナプキンの広告だった。生理用ナプキンの広告だった。生理用ナプキンの広告だった。    

映画館で映写技師のバイトをしてるヒロくんは映画館で映写技師のバイトをしてるヒロくんは映画館で映写技師のバイトをしてるヒロくんは映画館で映写技師のバイトをしてるヒロくんは    

気に入った映画のフィルムをコレクトしてる。気に入った映画のフィルムをコレクトしてる。気に入った映画のフィルムをコレクトしてる。気に入った映画のフィルムをコレクトしてる。    

ほんとは、してはいけないことだけどほんとは、してはいけないことだけどほんとは、してはいけないことだけどほんとは、してはいけないことだけど    

ちょっとぐらいは、みんなしてるって言ってた。ちょっとぐらいは、みんなしてるって言ってた。ちょっとぐらいは、みんなしてるって言ってた。ちょっとぐらいは、みんなしてるって言ってた。    

その小さなフィルムのうつくしいこと。その小さなフィルムのうつくしいこと。その小さなフィルムのうつくしいこと。その小さなフィルムのうつくしいこと。    

それでそれでそれでそれで    

いろんなところで上映されるたびにいろんなところで上映されるたびにいろんなところで上映されるたびにいろんなところで上映されるたびに    

映画が短くなってくってわけね。映画が短くなってくってわけね。映画が短くなってくってわけね。映画が短くなってくってわけね。    

銀行で、女性週刊誌を読んだ。銀行で、女性週刊誌を読んだ。銀行で、女性週刊誌を読んだ。銀行で、女性週刊誌を読んだ。    

サンフランシスコの病院の話だけどサンフランシスコの病院の話だけどサンフランシスコの病院の話だけどサンフランシスコの病院の話だけど    

集中治療室に新しい患者が運ばれてきて集中治療室に新しい患者が運ばれてきて集中治療室に新しい患者が運ばれてきて集中治療室に新しい患者が運ばれてきて    

その患者がその日のうちに死ぬかどうかその患者がその日のうちに死ぬかどうかその患者がその日のうちに死ぬかどうかその患者がその日のうちに死ぬかどうか    



看護婦たちが賭をしていたと看護婦たちが賭をしていたと看護婦たちが賭をしていたと看護婦たちが賭をしていたという。いう。いう。いう。    

「死ぬのはいつも他人」って、だれかの言葉にあったけど「死ぬのはいつも他人」って、だれかの言葉にあったけど「死ぬのはいつも他人」って、だれかの言葉にあったけど「死ぬのはいつも他人」って、だれかの言葉にあったけど    

ほんとに、そうなのね。ほんとに、そうなのね。ほんとに、そうなのね。ほんとに、そうなのね。    

授業中に質問されて答えられなかった先生が授業中に質問されて答えられなかった先生が授業中に質問されて答えられなかった先生が授業中に質問されて答えられなかった先生が    

教室の真ん中で首をくくられて殺された。教室の真ん中で首をくくられて殺された。教室の真ん中で首をくくられて殺された。教室の真ん中で首をくくられて殺された。    

腕や足にもロープを巻かれて。腕や足にもロープを巻かれて。腕や足にもロープを巻かれて。腕や足にもロープを巻かれて。    

生徒たちが思い思いにロープを引っ張ると生徒たちが思い思いにロープを引っ張ると生徒たちが思い思いにロープを引っ張ると生徒たちが思い思いにロープを引っ張ると    

手や足がヒクヒク動く。手や足がヒクヒク動く。手や足がヒクヒク動く。手や足がヒクヒク動く。    

ボルヘスの詩にボルヘスの詩にボルヘスの詩にボルヘスの詩に    

複数の〈わたし〉という言葉があるけど複数の〈わたし〉という言葉があるけど複数の〈わたし〉という言葉があるけど複数の〈わたし〉という言葉があるけど    

それって、わたしたちってことかしら。それって、わたしたちってことかしら。それって、わたしたちってことかしら。それって、わたしたちってことかしら。    

それとも、ボルヘスだから、ボルヘスズかしら。それとも、ボルヘスだから、ボルヘスズかしら。それとも、ボルヘスだから、ボルヘスズかしら。それとも、ボルヘスだから、ボルヘスズかしら。    

林っちゃんは、林っちゃんは、林っちゃんは、林っちゃんは、    

毎年、年賀状を３００枚以上も書くって言ってた。毎年、年賀状を３００枚以上も書くって言ってた。毎年、年賀状を３００枚以上も書くって言ってた。毎年、年賀状を３００枚以上も書くって言ってた。    

ぼくは、せいぜい５０枚しか書かないけどぼくは、せいぜい５０枚しか書かないけどぼくは、せいぜい５０枚しか書かないけどぼくは、せいぜい５０枚しか書かないけど    

それでもそれでもそれでもそれでもたいへんでたいへんでたいへんでたいへんで    

最後の一枚は、いつも大晦日になってしまう。最後の一枚は、いつも大晦日になってしまう。最後の一枚は、いつも大晦日になってしまう。最後の一枚は、いつも大晦日になってしまう。    

いらない平和がやってきていらない平和がやってきていらない平和がやってきていらない平和がやってきて    

どぼどぼ涙がこぼれる。どぼどぼ涙がこぼれる。どぼどぼ涙がこぼれる。どぼどぼ涙がこぼれる。    

実物大の偽善である。実物大の偽善である。実物大の偽善である。実物大の偽善である。    

前に付き合ってたシンジくんが前に付き合ってたシンジくんが前に付き合ってたシンジくんが前に付き合ってたシンジくんが    

何か詩を読ませてって言うから何か詩を読ませてって言うから何か詩を読ませてって言うから何か詩を読ませてって言うから    

『月下の一群』を渡して、いっしょに読んだ。『月下の一群』を渡して、いっしょに読んだ。『月下の一群』を渡して、いっしょに読んだ。『月下の一群』を渡して、いっしょに読んだ。    

ギー・シャルル・クロスの「さびしさ」を読んでギー・シャルル・クロスの「さびしさ」を読んでギー・シャルル・クロスの「さびしさ」を読んでギー・シャルル・クロスの「さびしさ」を読んで    

これがいちばん好きこれがいちばん好きこれがいちばん好きこれがいちばん好き    

ぼくも、こんな気持ちで人と付き合ってきたのぼくも、こんな気持ちで人と付き合ってきたのぼくも、こんな気持ちで人と付き合ってきたのぼくも、こんな気持ちで人と付き合ってきたの    

って言うとって言うとって言うとって言うと    

シンジくんが、ぼくに言った。シンジくんが、ぼくに言った。シンジくんが、ぼくに言った。シンジくんが、ぼくに言った。    



自分を他人としてしか生きられないんだねって。自分を他人としてしか生きられないんだねって。自分を他人としてしか生きられないんだねって。自分を他人としてしか生きられないんだねって。    

うまいこと言うのねって思わず口にしたけどうまいこと言うのねって思わず口にしたけどうまいこと言うのねって思わず口にしたけどうまいこと言うのねって思わず口にしたけど    

ほんとのところ、ほんとのところ、ほんとのところ、ほんとのところ、    

意味はよくわかんなかっ意味はよくわかんなかっ意味はよくわかんなかっ意味はよくわかんなかった。た。た。た。    

扇風機の真ん中のところに鉛筆の先をあてると扇風機の真ん中のところに鉛筆の先をあてると扇風機の真ん中のところに鉛筆の先をあてると扇風機の真ん中のところに鉛筆の先をあてると    

たちまち黒くなる。たちまち黒くなる。たちまち黒くなる。たちまち黒くなる。    

だれに教えてもらったってわけじゃないけどだれに教えてもらったってわけじゃないけどだれに教えてもらったってわけじゃないけどだれに教えてもらったってわけじゃないけど    

友だちの何人かも、したことあるって言ってた。友だちの何人かも、したことあるって言ってた。友だちの何人かも、したことあるって言ってた。友だちの何人かも、したことあるって言ってた。    

みんな、すごく叱られたらしい。みんな、すごく叱られたらしい。みんな、すごく叱られたらしい。みんな、すごく叱られたらしい。    

子どものときの話を、ノブユキがしてくれた。子どものときの話を、ノブユキがしてくれた。子どものときの話を、ノブユキがしてくれた。子どものときの話を、ノブユキがしてくれた。    

団地に住んでた友だちがよくしてた遊びだけど団地に住んでた友だちがよくしてた遊びだけど団地に住んでた友だちがよくしてた遊びだけど団地に住んでた友だちがよくしてた遊びだけど    

ほら、あのエア・ダストを送るパイプかなんかほら、あのエア・ダストを送るパイプかなんかほら、あのエア・ダストを送るパイプかなんかほら、あのエア・ダストを送るパイプかなんか    

ベランダにある、あのふっといパイプね。ベランダにある、あのふっといパイプね。ベランダにある、あのふっといパイプね。ベランダにある、あのふっといパイプね。    

あれをつたってあれをつたってあれをつたってあれをつたって５５５５階や階や階や階や６６６６階から階から階から階から    

つるつるつるーって、すべり下りるの。つるつるつるーって、すべり下りるの。つるつるつるーって、すべり下りるの。つるつるつるーって、すべり下りるの。    

怖いから、ぼくはしないで見てただけだけど。怖いから、ぼくはしないで見てただけだけど。怖いから、ぼくはしないで見てただけだけど。怖いから、ぼくはしないで見てただけだけど。    

団地の子は違うなって、そう思って見てた団地の子は違うなって、そう思って見てた団地の子は違うなって、そう思って見てた団地の子は違うなって、そう思って見てた。。。。    

ノブユキの言葉は、ときどき痛かった。ノブユキの言葉は、ときどき痛かった。ノブユキの言葉は、ときどき痛かった。ノブユキの言葉は、ときどき痛かった。    

ぼくはノブユキになりたいと思った。ぼくはノブユキになりたいと思った。ぼくはノブユキになりたいと思った。ぼくはノブユキになりたいと思った。    

鳥を食らわば鳥籠まで。鳥を食らわば鳥籠まで。鳥を食らわば鳥籠まで。鳥を食らわば鳥籠まで。    

住めば鳥籠。住めば鳥籠。住めば鳥籠。住めば鳥籠。    

耳に鳥ができる。耳に鳥ができる。耳に鳥ができる。耳に鳥ができる。    

人の鳥籠で相撲を取る。人の鳥籠で相撲を取る。人の鳥籠で相撲を取る。人の鳥籠で相撲を取る。    

気違いに鳥籠。気違いに鳥籠。気違いに鳥籠。気違いに鳥籠。    

鳥を牛と言う。鳥を牛と言う。鳥を牛と言う。鳥を牛と言う。    

叩けば鳥が出る。叩けば鳥が出る。叩けば鳥が出る。叩けば鳥が出る。    

鳥多くして、鳥籠山に登る。鳥多くして、鳥籠山に登る。鳥多くして、鳥籠山に登る。鳥多くして、鳥籠山に登る。    

高校二年のときに、家出したことがあるんだけど高校二年のときに、家出したことがあるんだけど高校二年のときに、家出したことがあるんだけど高校二年のときに、家出したことがあるんだけど    



電車の窓から眺めた景色が忘れられない。電車の窓から眺めた景色が忘れられない。電車の窓から眺めた景色が忘れられない。電車の窓から眺めた景色が忘れられない。    

真緑の真緑の真緑の真緑の    

なだらかな丘の上でなだらかな丘の上でなだらかな丘の上でなだらかな丘の上で    

男の子が、とんぼ返りをしてみせてた。男の子が、とんぼ返りをしてみせてた。男の子が、とんぼ返りをしてみせてた。男の子が、とんぼ返りをしてみせてた。    

たぶん、お母さんやお姉さんだと思うけどたぶん、お母さんやお姉さんだと思うけどたぶん、お母さんやお姉さんだと思うけどたぶん、お母さんやお姉さんだと思うけど    

彼女たちの前で、何度も、とんぼ返りをしてみせてた。彼女たちの前で、何度も、とんぼ返りをしてみせてた。彼女たちの前で、何度も、とんぼ返りをしてみせてた。彼女たちの前で、何度も、とんぼ返りをしてみせてた。    

遠かったから、はっきり顔は見えな遠かったから、はっきり顔は見えな遠かったから、はっきり顔は見えな遠かったから、はっきり顔は見えなかったけれどかったけれどかったけれどかったけれど    

ほこらしげな感じだけは伝わってきた。ほこらしげな感じだけは伝わってきた。ほこらしげな感じだけは伝わってきた。ほこらしげな感じだけは伝わってきた。    

思い出したくなかったけれど思い出したくなかったけれど思い出したくなかったけれど思い出したくなかったけれど    

思い出したくなかったのだけれど思い出したくなかったのだけれど思い出したくなかったのだけれど思い出したくなかったのだけれど    

ぼくは、むかしぼくは、むかしぼくは、むかしぼくは、むかし    

あんな子どもになりたかった。あんな子どもになりたかった。あんな子どもになりたかった。あんな子どもになりたかった。    

 

 

目をやるまでは、単なる文字の羅列にしか過ぎなかったメモの塊が、何度か眺めて

は放置している間に、あるとき、偶然目にしたものや耳にしたもの、あるいは、ふと

思い出したことや頭に浮かんだことがきっかけとなって、つぎつぎと結びついていく。

出来上がったものを見ると、結びつけられてはじめてメモとメモの間に関連があるこ

とがわかったり、関連がなくても、結びつけられていることによって、あたかも関連

があるかのような印象が感じられたりする。しかも、全体を統一するある種の雰囲気

が醸し出されている。出来上がった後は、どのメモも動かせない。一つでも動かすと、

全体の統一感はもちろん、メモとメモの間に形成された所々の印象の効果もなくなる。

「「偶然」は云はば神意である。」「「偶然」は云はば神意である。」「「偶然」は云はば神意である。」「「偶然」は云はば神意である。」と、芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介は、『侏儒』『侏儒』『侏儒』『侏儒』に書いている。「偶然即「偶然即「偶然即「偶然即

ち神」ち神」ち神」ち神」とも。そういえば、プリニウスプリニウスプリニウスプリニウスの『博物誌』『博物誌』『博物誌』『博物誌』にも、「偶然こそ、私たちの生の「偶然こそ、私たちの生の「偶然こそ、私たちの生の「偶然こそ、私たちの生の

偉大な創造者というべき神である。」（第二十七巻・第二章、澁澤龍彦訳）偉大な創造者というべき神である。」（第二十七巻・第二章、澁澤龍彦訳）偉大な創造者というべき神である。」（第二十七巻・第二章、澁澤龍彦訳）偉大な創造者というべき神である。」（第二十七巻・第二章、澁澤龍彦訳）という言葉

があった。また、「神」といえば「愛」。「神と愛は同義語である。」（ゲーテ『牧師の「神と愛は同義語である。」（ゲーテ『牧師の「神と愛は同義語である。」（ゲーテ『牧師の「神と愛は同義語である。」（ゲーテ『牧師の

手紙』小栗手紙』小栗手紙』小栗手紙』小栗    浩訳）浩訳）浩訳）浩訳）、「愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。」（コロサイ人への手紙三・「愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。」（コロサイ人への手紙三・「愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。」（コロサイ人への手紙三・「愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。」（コロサイ人への手紙三・

一四）一四）一四）一四）。エンペドクレスエンペドクレスエンペドクレスエンペドクレスは、『自然について』『自然について』『自然について』『自然について』のなかで、「とらえて離さぬ「愛」」「とらえて離さぬ「愛」」「とらえて離さぬ「愛」」「とらえて離さぬ「愛」」、「「愛」「「愛」「「愛」「「愛」



の力によりの力によりの力によりの力により    すべては結合して一つとなり」（藤沢令夫訳）すべては結合して一つとなり」（藤沢令夫訳）すべては結合して一つとなり」（藤沢令夫訳）すべては結合して一つとなり」（藤沢令夫訳）と述べている。ヴァレリヴァレリヴァレリヴァレリ

ーーーーの『カイエＢ『カイエＢ『カイエＢ『カイエＢ    一九一〇』一九一〇』一九一〇』一九一〇』には、「精神は偶然である。私がいいたいのは、精神と「精神は偶然である。私がいいたいのは、精神と「精神は偶然である。私がいいたいのは、精神と「精神は偶然である。私がいいたいのは、精神と

いう語意自体のなかに、とりわけ、偶然という語の意義が含まれている、というこという語意自体のなかに、とりわけ、偶然という語の意義が含まれている、というこという語意自体のなかに、とりわけ、偶然という語の意義が含まれている、というこという語意自体のなかに、とりわけ、偶然という語の意義が含まれている、ということ

なのだ。」（松村なのだ。」（松村なのだ。」（松村なのだ。」（松村    剛訳）剛訳）剛訳）剛訳）とあり、『詩と抽象的思考』『詩と抽象的思考』『詩と抽象的思考』『詩と抽象的思考』には、「詩人は人間の裡に、思い「詩人は人間の裡に、思い「詩人は人間の裡に、思い「詩人は人間の裡に、思い

がけない出来事、外的あるいは内的の小事件によって、目覚めます、一本の木、一つがけない出来事、外的あるいは内的の小事件によって、目覚めます、一本の木、一つがけない出来事、外的あるいは内的の小事件によって、目覚めます、一本の木、一つがけない出来事、外的あるいは内的の小事件によって、目覚めます、一本の木、一つ

の顔、一つの《主題》、一つの感動、一語なぞによって。」（佐藤正彰訳）の顔、一つの《主題》、一つの感動、一語なぞによって。」（佐藤正彰訳）の顔、一つの《主題》、一つの感動、一語なぞによって。」（佐藤正彰訳）の顔、一つの《主題》、一つの感動、一語なぞによって。」（佐藤正彰訳）とある。ま

るで、偶然が、すべてのはじまりであるかのようである。 

 

ところで、なぜ、メモとメモが結びついたのであろうか。放置されている間に、メ

モとメモの間隙を埋める新しい概念が形成されたからであろうか。ショーペンハウアショーペンハウアショーペンハウアショーペンハウア

ーーーーが、『意志と表象としての世界』『意志と表象としての世界』『意志と表象としての世界』『意志と表象としての世界』第一巻・第九節で、ある概念が全く異なる概念に

移行していく様を、図を用いて説明しているのだが、それというのも、「一つの概念の「一つの概念の「一つの概念の「一つの概念の

範囲のなかには、通常、若干数の他の概念の範囲と重なってくる部分がある。この後範囲のなかには、通常、若干数の他の概念の範囲と重なってくる部分がある。この後範囲のなかには、通常、若干数の他の概念の範囲と重なってくる部分がある。この後範囲のなかには、通常、若干数の他の概念の範囲と重なってくる部分がある。この後

者（若干数の他の概念）の領域の一部を自分の領域上に含むことはもとよりだが、し者（若干数の他の概念）の領域の一部を自分の領域上に含むことはもとよりだが、し者（若干数の他の概念）の領域の一部を自分の領域上に含むことはもとよりだが、し者（若干数の他の概念）の領域の一部を自分の領域上に含むことはもとよりだが、し

かし自らはそれ以外になお多くの他の概念を包み込んでいるからであ」かし自らはそれ以外になお多くの他の概念を包み込んでいるからであ」かし自らはそれ以外になお多くの他の概念を包み込んでいるからであ」かし自らはそれ以外になお多くの他の概念を包み込んでいるからであ」り、「概念の「概念の「概念の「概念の

諸範囲がたがいに多種多様に食いこみ合っているので、どの概念から出ようと、別の諸範囲がたがいに多種多様に食いこみ合っているので、どの概念から出ようと、別の諸範囲がたがいに多種多様に食いこみ合っているので、どの概念から出ようと、別の諸範囲がたがいに多種多様に食いこみ合っているので、どの概念から出ようと、別の

概念に移行していく勝手気ままさに余地を与えている」（西尾幹二訳）概念に移行していく勝手気ままさに余地を与えている」（西尾幹二訳）概念に移行していく勝手気ままさに余地を与えている」（西尾幹二訳）概念に移行していく勝手気ままさに余地を与えている」（西尾幹二訳）からである、

というのである。ヴァレリーヴァレリーヴァレリーヴァレリーの『邪念その他』邪念その他』邪念その他』邪念その他』Ｎには、「見ずに見ているもの、聞か「見ずに見ているもの、聞か「見ずに見ているもの、聞か「見ずに見ているもの、聞か

ずに聞いているもの、知らずずに聞いているもの、知らずずに聞いているもの、知らずずに聞いているもの、知らずに心のなかで呟いているもののなかには、視覚と聴覚とに心のなかで呟いているもののなかには、視覚と聴覚とに心のなかで呟いているもののなかには、視覚と聴覚とに心のなかで呟いているもののなかには、視覚と聴覚と

思考の無数の生命を養うのに必要なものがあるだろう。」（清水思考の無数の生命を養うのに必要なものがあるだろう。」（清水思考の無数の生命を養うのに必要なものがあるだろう。」（清水思考の無数の生命を養うのに必要なものがあるだろう。」（清水    徹訳）徹訳）徹訳）徹訳）とあり、マイマイマイマイ

ケル・マーシャル・スミスケル・マーシャル・スミスケル・マーシャル・スミスケル・マーシャル・スミスの『スペアーズ』『スペアーズ』『スペアーズ』『スペアーズ』の第一部・３には、「決断を下して人生「決断を下して人生「決断を下して人生「決断を下して人生

を作り上げているのは目が覚めているときのことだと人は思いがちだが、実はそうでを作り上げているのは目が覚めているときのことだと人は思いがちだが、実はそうでを作り上げているのは目が覚めているときのことだと人は思いがちだが、実はそうでを作り上げているのは目が覚めているときのことだと人は思いがちだが、実はそうで

はない。眠り込んでいるときにこそ、それは起きるのだ。」（嶋田洋一訳）はない。眠り込んでいるときにこそ、それは起きるのだ。」（嶋田洋一訳）はない。眠り込んでいるときにこそ、それは起きるのだ。」（嶋田洋一訳）はない。眠り込んでいるときにこそ、それは起きるのだ。」（嶋田洋一訳）とある。ま

さに、概念というものは、「創造者であるとともに被創造物でもある。」（ブライア「創造者であるとともに被創造物でもある。」（ブライア「創造者であるとともに被創造物でもある。」（ブライア「創造者であるとともに被創造物でもある。」（ブライア

ン・Ｗ・オールディス『讃美歌百番』浅倉久志訳）「一つ一つのものは自分の意味をン・Ｗ・オールディス『讃美歌百番』浅倉久志訳）「一つ一つのものは自分の意味をン・Ｗ・オールディス『讃美歌百番』浅倉久志訳）「一つ一つのものは自分の意味をン・Ｗ・オールディス『讃美歌百番』浅倉久志訳）「一つ一つのものは自分の意味を

持持持持っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森    有正訳）「その時々、それぞれ有正訳）「その時々、それぞれ有正訳）「その時々、それぞれ有正訳）「その時々、それぞれ

の場所はその意味を保っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森の場所はその意味を保っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森の場所はその意味を保っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森の場所はその意味を保っている。」（リルケ『フィレンツェだより』森    有正訳）「断有正訳）「断有正訳）「断有正訳）「断



片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィリアム・ギブス片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィリアム・ギブス片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィリアム・ギブス片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィリアム・ギブス

ン『モナリザ・オーヴァドライヴ』ン『モナリザ・オーヴァドライヴ』ン『モナリザ・オーヴァドライヴ』ン『モナリザ・オーヴァドライヴ』 3
6
3
6
3
6
3
6

、黒丸、黒丸、黒丸、黒丸    尚訳）尚訳）尚訳）尚訳）。 

 

精神には夥しい数の概念がある。精神とは、概念と概念が結びつく場所であり、概

念と概念を結びつけるのが自我であるという、ヴァレリーの数多くの考察に基づく、

非常にシンプルなモデルを考える。あるいは、逆に、概念と概念が結びつくことによ

って、自我が形成されると考えてもよいのだが、これは、いわゆる、｢原因と結果の同｢原因と結果の同｢原因と結果の同｢原因と結果の同

時生起｣（ブロッホ『夢遊の人々』第三部・九、菊盛英夫訳）時生起｣（ブロッホ『夢遊の人々』第三部・九、菊盛英夫訳）時生起｣（ブロッホ『夢遊の人々』第三部・九、菊盛英夫訳）時生起｣（ブロッホ『夢遊の人々』第三部・九、菊盛英夫訳）といったものかもしれ

ない。「どちらが原因でどちらが結果なのか」（アラン・ライトマン『アインシュタイ「どちらが原因でどちらが結果なのか」（アラン・ライトマン『アインシュタイ「どちらが原因でどちらが結果なのか」（アラン・ライトマン『アインシュタイ「どちらが原因でどちらが結果なのか」（アラン・ライトマン『アインシュタイ

ンの夢』一九〇五年五月三日、浅倉久志訳）ンの夢』一九〇五年五月三日、浅倉久志訳）ンの夢』一九〇五年五月三日、浅倉久志訳）ンの夢』一九〇五年五月三日、浅倉久志訳）、ただ、後者のモデルだと、自我という

ものは、概念と概念が結びつく瞬間瞬間に、そのつど形成されるものであることにな

り、結びつかないときには、自我というものが存在しなくなるのだが、それは、極端

な場合で、シンプルなモデルを考えると、そういった場合も想定されるのであるが、

前節で引用した文章にあるように、意識のない状態でも、概念と概念が結びつくこと

があるとすれば、自我が消失してしまうというようなことはないはずである。もちろ

ん、自我がない状態というのもあってよいのであるが、また、じっさいに、そのよう

な状態があるのかもしれないが、しかし、それは、わたしにはわからないことである。

ところで、また、自我によって強く結びつけられた概念だけが意識の表面に現われる

ものとすれば、想起でさえ、何かをきっかけにして現われるものであるのだから、そ

の何かと、すでに精神のなかにあった概念を、自我が結びつけて、想起される概念を

形成したと考えればよいのである。その何かというのは、感覚器官からもたらされた

情報であったかもしれないし、その情報が、精神のなかに保存されていた概念と結び

ついたものであったかもしれないが、少なくとも想起された概念を形成する何ものか

であったかとは思われる。キルケゴールキルケゴールキルケゴールキルケゴールの『不安の概念』『不安の概念』『不安の概念』『不安の概念』第二章にある、「人の目が「人の目が「人の目が「人の目が

大口を開いている深淵をのぞき込むようなことがあると、彼は目まいをおぼえる。と大口を開いている深淵をのぞき込むようなことがあると、彼は目まいをおぼえる。と大口を開いている深淵をのぞき込むようなことがあると、彼は目まいをおぼえる。と大口を開いている深淵をのぞき込むようなことがあると、彼は目まいをおぼえる。と

ころでその原因はどこにあるかといえば、それは彼の目にあるともいえるし、深淵にころでその原因はどこにあるかといえば、それは彼の目にあるともいえるし、深淵にころでその原因はどこにあるかといえば、それは彼の目にあるともいえるし、深淵にころでその原因はどこにあるかといえば、それは彼の目にあるともいえるし、深淵に

あるともいえあるともいえあるともいえあるともいえる。」（田淵義三郎訳）る。」（田淵義三郎訳）る。」（田淵義三郎訳）る。」（田淵義三郎訳）といった言葉に即して考えると、放置されている

間に、メモとメモの間隙を埋める新しい概念が形成されて、それがメモにある言葉を



自我に結びつかせたのかもしれないし、たまたま、メモにあった言葉が自我に作用し、

自我がメモにある言葉を結びつかせるほど活発に働いたのかもしれない。ヴァレリーヴァレリーヴァレリーヴァレリー

の『刻々』『刻々』『刻々』『刻々』に、「善は或る見方にとってしか悪の反対ではなく、──別の見方は二つ「善は或る見方にとってしか悪の反対ではなく、──別の見方は二つ「善は或る見方にとってしか悪の反対ではなく、──別の見方は二つ「善は或る見方にとってしか悪の反対ではなく、──別の見方は二つ

を繋ぎ合わせる。」（佐藤正彰訳）を繋ぎ合わせる。」（佐藤正彰訳）を繋ぎ合わせる。」（佐藤正彰訳）を繋ぎ合わせる。」（佐藤正彰訳）という言葉がある。たしかに、「繋ぎ合わせる」の

は自我であるが、かといって、「別の見方」ができるのは、精神のなかに「別の見方」

を可能ならしめる概念があってこそのことかもしれない、とも思われるのである。ど

ちらが原因となっているのか、それはわからない。メモにある言葉や、そのメモを眺

めているときの状況に刺激されて、自我が活発に働いて、メモにある言葉と言葉を結

びつけていったとも考えられるし、放置されている間に、精神のなかに、メモとメモ

の間隙を埋める新しい概念が形成されて、それらが自我に作用して、メモにある言葉

と言葉を結びつけていったのかもしれない。後者の場合は、たしかめようがないので

ある。じっさいのところは、こうである。突然、あるメモにある言葉が目に飛び込ん

できて、ほかのメモにある言葉と勝手に結びついたのである。そして、そういった状

態が連続して起こったのである。メモとメモが結びついている間、自我がすこぶる活

発に働いていたのは、たしかなことであった。そう、わたしは実感したのである。モモモモ

ンテーニュンテーニュンテーニュンテーニュの『エセー』『エセー』『エセー』『エセー』の第Ⅲ巻・第９章第Ⅲ巻・第９章第Ⅲ巻・第９章第Ⅲ巻・第９章に、「わたしの考えはおたがいに続きあっ「わたしの考えはおたがいに続きあっ「わたしの考えはおたがいに続きあっ「わたしの考えはおたがいに続きあっ

ている。しかし、ときどきは、遠くあいだを置いて続くこともある。」（荒木昭太郎訳）ている。しかし、ときどきは、遠くあいだを置いて続くこともある。」（荒木昭太郎訳）ている。しかし、ときどきは、遠くあいだを置いて続くこともある。」（荒木昭太郎訳）ている。しかし、ときどきは、遠くあいだを置いて続くこともある。」（荒木昭太郎訳）

とある。「ぼくたちはいつまでも「ぼくたちはいつまでも「ぼくたちはいつまでも「ぼくたちはいつまでも空間空間空間空間

あ い だ

をおいて見つめ合わなくてはならないのだろうをおいて見つめ合わなくてはならないのだろうをおいて見つめ合わなくてはならないのだろうをおいて見つめ合わなくてはならないのだろう

か？」（トム・ガン『へだたり』中川か？」（トム・ガン『へだたり』中川か？」（トム・ガン『へだたり』中川か？」（トム・ガン『へだたり』中川    敏訳）敏訳）敏訳）敏訳）。デカルトデカルトデカルトデカルトの『方法序説』『方法序説』『方法序説』『方法序説』の第２部に、「一「一「一「一

つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなにつのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなにつのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなにつのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに

遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなに隠れたものでも発見できる」（谷遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなに隠れたものでも発見できる」（谷遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなに隠れたものでも発見できる」（谷遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなに隠れたものでも発見できる」（谷

川多佳子訳）川多佳子訳）川多佳子訳）川多佳子訳）とある。「空間がさまざまな顔に満たされるのだ。」（ジョン・ベリマン「空間がさまざまな顔に満たされるのだ。」（ジョン・ベリマン「空間がさまざまな顔に満たされるのだ。」（ジョン・ベリマン「空間がさまざまな顔に満たされるのだ。」（ジョン・ベリマン

『ブラッドストリート夫人賛歌』『ブラッドストリート夫人賛歌』『ブラッドストリート夫人賛歌』『ブラッドストリート夫人賛歌』48484848、澤崎順之助訳）、澤崎順之助訳）、澤崎順之助訳）、澤崎順之助訳）。 

 

ところで、ボードレールボードレールボードレールボードレールは、「人は想像力豊かであ「人は想像力豊かであ「人は想像力豊かであ「人は想像力豊かであればあるほど、その想像力の冒ればあるほど、その想像力の冒ればあるほど、その想像力の冒ればあるほど、その想像力の冒

険に付き随って行って、それが貪婪に追求する多くの困難を乗り越えるに足るだけの険に付き随って行って、それが貪婪に追求する多くの困難を乗り越えるに足るだけの険に付き随って行って、それが貪婪に追求する多くの困難を乗り越えるに足るだけの険に付き随って行って、それが貪婪に追求する多くの困難を乗り越えるに足るだけの

技術を備えている必要がある。」（『一八五九年のサロン』１、高階秀爾訳）技術を備えている必要がある。」（『一八五九年のサロン』１、高階秀爾訳）技術を備えている必要がある。」（『一八五九年のサロン』１、高階秀爾訳）技術を備えている必要がある。」（『一八五九年のサロン』１、高階秀爾訳）と述べて

いる。結局のところ、「一人の人間が所有する言語表象の数がその人間が更に新しい「一人の人間が所有する言語表象の数がその人間が更に新しい「一人の人間が所有する言語表象の数がその人間が更に新しい「一人の人間が所有する言語表象の数がその人間が更に新しい



ものをみつけるのに持ちうる機会の回数にたいへん影響をもつ」（ヴァレリー『レオものをみつけるのに持ちうる機会の回数にたいへん影響をもつ」（ヴァレリー『レオものをみつけるのに持ちうる機会の回数にたいへん影響をもつ」（ヴァレリー『レオものをみつけるのに持ちうる機会の回数にたいへん影響をもつ」（ヴァレリー『レオ

ナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山田九朗訳）ナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山田九朗訳）ナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山田九朗訳）ナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山田九朗訳）はずで、ニーチェニーチェニーチェニーチェは、『ツァラトゥ『ツァラトゥ『ツァラトゥ『ツァラトゥ

ストラ』ストラ』ストラ』ストラ』の第二部に、「断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一「断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一「断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一「断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一

つのもの』に凝集し、総つのもの』に凝集し、総つのもの』に凝集し、総つのもの』に凝集し、総合すること、これがわたしの努力と創作の一切なのだ。」（手合すること、これがわたしの努力と創作の一切なのだ。」（手合すること、これがわたしの努力と創作の一切なのだ。」（手合すること、これがわたしの努力と創作の一切なのだ。」（手

塚富雄訳）塚富雄訳）塚富雄訳）塚富雄訳）と書いており、ホフマンスタールホフマンスタールホフマンスタールホフマンスタールは、「出会いにあってはすべてが可能で「出会いにあってはすべてが可能で「出会いにあってはすべてが可能で「出会いにあってはすべてが可能で

あり、すべてが動いており、すべてが輪郭をなくして溶けあう」（『道との出会い』檜あり、すべてが動いており、すべてが輪郭をなくして溶けあう」（『道との出会い』檜あり、すべてが動いており、すべてが輪郭をなくして溶けあう」（『道との出会い』檜あり、すべてが動いており、すべてが輪郭をなくして溶けあう」（『道との出会い』檜

山哲彦訳）山哲彦訳）山哲彦訳）山哲彦訳）と書いている。 

 

「なぜ人間には心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・ワトスン『スロー・「なぜ人間には心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・ワトスン『スロー・「なぜ人間には心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・ワトスン『スロー・「なぜ人間には心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・ワトスン『スロー・

バード』佐藤高子訳）「心は心的表象像なしには、決して思惟しない。」（アリストバード』佐藤高子訳）「心は心的表象像なしには、決して思惟しない。」（アリストバード』佐藤高子訳）「心は心的表象像なしには、決して思惟しない。」（アリストバード』佐藤高子訳）「心は心的表象像なしには、決して思惟しない。」（アリスト

テレス『こころとは何か』第三巻・第七章、桑子敏雄訳）テレス『こころとは何か』第三巻・第七章、桑子敏雄訳）テレス『こころとは何か』第三巻・第七章、桑子敏雄訳）テレス『こころとは何か』第三巻・第七章、桑子敏雄訳）。 

 

「詩人の才能よ、おまえは不断の遭遇の才能なのだ」（ジイド『地の糧「詩人の才能よ、おまえは不断の遭遇の才能なのだ」（ジイド『地の糧「詩人の才能よ、おまえは不断の遭遇の才能なのだ」（ジイド『地の糧「詩人の才能よ、おまえは不断の遭遇の才能なのだ」（ジイド『地の糧』第四の書・』第四の書・』第四の書・』第四の書・

一、岡部正孝訳）一、岡部正孝訳）一、岡部正孝訳）一、岡部正孝訳）。「あらゆる好ましいものとあらゆる嫌なものとを、次々に体験し」「あらゆる好ましいものとあらゆる嫌なものとを、次々に体験し」「あらゆる好ましいものとあらゆる嫌なものとを、次々に体験し」「あらゆる好ましいものとあらゆる嫌なものとを、次々に体験し」

（ヴァレリー『我がファウスト』第一幕・第一場、佐藤正彰訳）（ヴァレリー『我がファウスト』第一幕・第一場、佐藤正彰訳）（ヴァレリー『我がファウスト』第一幕・第一場、佐藤正彰訳）（ヴァレリー『我がファウスト』第一幕・第一場、佐藤正彰訳）、「一つひとつ及びす「一つひとつ及びす「一つひとつ及びす「一つひとつ及びす

べてを、一つの心的経験に変化させなければならない」（ワイルド『獄中記』田部重べてを、一つの心的経験に変化させなければならない」（ワイルド『獄中記』田部重べてを、一つの心的経験に変化させなければならない」（ワイルド『獄中記』田部重べてを、一つの心的経験に変化させなければならない」（ワイルド『獄中記』田部重

治訳）治訳）治訳）治訳）のだ。 

 

 

長い引用であったが、この「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第三回目にふさわしい内容であったと

思う。この「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」で、わたしが考え出した空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    の働

きも、この引用したものの内容に添うものであったと思われる。また、「偶然」「偶然」「偶然」「偶然」につい

ても、さまざまな詩人や作家たちの言葉を引用して触れていた。 

 

数列を使って適度に分散させたページから言葉を抽出して、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」

をつくるまえに、「偶然」「偶然」「偶然」「偶然」について「無意識」「無意識」「無意識」「無意識」とからめさせて書いたものを引用してお

く。「偶然」「偶然」「偶然」「偶然」というか、「遭遇」「遭遇」「遭遇」「遭遇」というか、そういったものがもたらせたものと「無意「無意「無意「無意

識」識」識」識」について述べた箇所である。これもまた、詩論詩・集『『『『The Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.II』』』』



に収録したもので、「「「「LET THERE BE MORE LIGHTLET THERE BE MORE LIGHTLET THERE BE MORE LIGHTLET THERE BE MORE LIGHT──光の詩学／神学的自我論の試み」──光の詩学／神学的自我論の試み」──光の詩学／神学的自我論の試み」──光の詩学／神学的自我論の試み」

というタイトルで、「國文學」「國文學」「國文學」「國文學」の二〇〇三年四月号・特集「モダニズム的表象」二〇〇三年四月号・特集「モダニズム的表象」二〇〇三年四月号・特集「モダニズム的表象」二〇〇三年四月号・特集「モダニズム的表象」に掲

載されたもので、引用は、その後半部分である。 

 

 

「可視のものはみな不可視のものと境を接し──聞き取れるものは聞き取れないも「可視のものはみな不可視のものと境を接し──聞き取れるものは聞き取れないも「可視のものはみな不可視のものと境を接し──聞き取れるものは聞き取れないも「可視のものはみな不可視のものと境を接し──聞き取れるものは聞き取れないも

のと──触知しうるものは触知しえないものと──ぴったり接している。おそらくはのと──触知しうるものは触知しえないものと──ぴったり接している。おそらくはのと──触知しうるものは触知しえないものと──ぴったり接している。おそらくはのと──触知しうるものは触知しえないものと──ぴったり接している。おそらくは

思考しうるものは思考しえないものに──。」（『断章と研究思考しうるものは思考しえないものに──。」（『断章と研究思考しうるものは思考しえないものに──。」（『断章と研究思考しうるものは思考しえないものに──。」（『断章と研究    一七九八年』今泉文子一七九八年』今泉文子一七九八年』今泉文子一七九八年』今泉文子

訳）訳）訳）訳）という、ノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスのよく知られた言葉がある。もしも、その言葉通りならば、

意味せざるものが、何らかの刺激で意味するものに変容すると考えても不思議はない

わけである。同様に、言葉でないものが、言葉に変容すると考えてもよい。そういえ

ば、「すぐ近くにあるものほど、そのもの自身に似ていないものはない。」（ラディゲ「すぐ近くにあるものほど、そのもの自身に似ていないものはない。」（ラディゲ「すぐ近くにあるものほど、そのもの自身に似ていないものはない。」（ラディゲ「すぐ近くにあるものほど、そのもの自身に似ていないものはない。」（ラディゲ

『肉体の悪魔』新庄嘉章訳）『肉体の悪魔』新庄嘉章訳）『肉体の悪魔』新庄嘉章訳）『肉体の悪魔』新庄嘉章訳）といった言葉もあったが、しかし、それは、ある時点に

おいては、似ていないということであって、よくあることだが、まったく似ていない

ものが、よく似たものになることもあり、そっくり同じものになることもあるのであ

る。だからこそ、それを、「変容する」と言うのであって、無意識領域にあるものが、

意識にのぼる概念と密接に触れ合っており、ある刺激があれば、無意識領域にあるも

のが、意識にのぼる概念になることもあると、少なくとも、その意識にのぼる概念の

一部となることもあるのだと、筆者は考えているのである。聖書の言葉に、「見えるも「見えるも「見えるも「見えるも

のは現れているものから出てきたのではない」（ヘブル人への手紙一一・三）のは現れているものから出てきたのではない」（ヘブル人への手紙一一・三）のは現れているものから出てきたのではない」（ヘブル人への手紙一一・三）のは現れているものから出てきたのではない」（ヘブル人への手紙一一・三）という

のがある。もちろん、「一切がことばになりうるわけではない。」（ニーチェ『ツァラ「一切がことばになりうるわけではない。」（ニーチェ『ツァラ「一切がことばになりうるわけではない。」（ニーチェ『ツァラ「一切がことばになりうるわけではない。」（ニーチェ『ツァラ

トゥストラ』第三部・日の出前、手塚富雄訳）トゥストラ』第三部・日の出前、手塚富雄訳）トゥストラ』第三部・日の出前、手塚富雄訳）トゥストラ』第三部・日の出前、手塚富雄訳）。言葉にならないものもあるだろう。

しかし、それが、概念形成に寄与しないとも限らないのである。それが、概念形成に

寄与するものを形成することに寄与するかもしれないのである。これは、いくらでも

無限後退させて考えてやることができる。 

 

もしも、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、手で触れられるもの、こころで感じ

とれるもの、頭で考えられるもの、そういったものだけで世界ができているとしたら、



そんな世界はとても貧しいものとなるのではないだろうか。しかし、じっさいは豊か

である。目に見えないものもあり、耳に聞こえないものもあり、手に触れられないも

のもあり、こころに感じとれないものもあり、頭で考えられないものもあるというこ

とだ。言葉にできないものもあり、言葉にならないものもあるということだ。しかし、

そういったものがあるということが、世界を豊かにしているのだ。ただし、これらの

ものの上に「ただちに」という修飾語をつけて考えておくこと。 

 

一昨年の暮れのことだった。会うとは思われなかった場所で、会うとは思えなかっ

た時間に、ノブユキと出会ったのである。八年ほど前に別れたノブユキに。恋人と待

ち合わせをしていたのだという。ノブユキの方が早目に来てしまったらしく、少しだ

けなら話す時間もあるというので、あまり人目に付かない場所に移って、話をした。

話をしている間、ずっと強く、ノブユキの手を握り締めていた。瞬きをする間ももっ

たいないという思いで、ノブユキの目を見つめていた。どんなに微かな息遣いも聞き

逃すまいと思って、ノブユキの声を聞いていた。その時間はとても短く、あっという

間に過ぎていった。別れ際に、ノブユキの方から、電話をするからね、と言ってくれ

た。ほんとうに、ノブユキは可愛らしかった。その可愛らしさに、変化はなかった。

この十年近くの間に、筆者も、何人もの可愛らしい男の子たちと付き合ってきたのだ

が、やはり、こころから愛していたのは、ノブユキだった。ノブユキ一人だった。二

人で話をしていた間、ずっと、わたしの心臓は、それまで経験したこともないほどに

激しく鼓動していた。あの再会から一年近く経つのだが、いまだにノブユキからの電

話はない。もしかしたら、電話などないのかもしれないと、話をしている間も思って

いたのだけれど。たとえ電話があったとしても、はじめからやり直せるなどとは、思

ってもいなかったのだけれど。 

 

ノブユキとの再会は、あのとき一度きりだった。しかし、再会したつぎの日から、

筆者のなかで、何かが変わったのである。通勤電車に乗っていて、ただ窓の外を眺め

ていただけなのに、涙がポロポロとこぼれ出したのである。いつも通りの風景なのに、

目に飛び込んでくる、その形の、色彩の、その反射する光の美しさに感動していたら



しいのである。らしい、というのは、涙がこぼれ落ちた理由が、すぐにはわからなか

ったからである。普通に歩いていても、破けたセロファンをまとった、タバコの紙箱

に、泥のついた、そのひしゃげたタバコの空箱の美しさに目を奪われたり、授業をし

ている最中でも、生徒の机の上に置かれた、ビニール・コーティングされた筆箱の表

面に反射する光の美しさに、思わずこころ囚われたりしたのである。ふと、気がつく

と、「あらゆるものが美しい。」（ラング「あらゆるものが美しい。」（ラング「あらゆるものが美しい。」（ラング「あらゆるものが美しい。」（ラングドン・ジョーンズ）『時間機械』山田和子訳）ドン・ジョーンズ）『時間機械』山田和子訳）ドン・ジョーンズ）『時間機械』山田和子訳）ドン・ジョーンズ）『時間機械』山田和子訳）

「あらゆるものが、わたしに美しく見える」（ホイットマン『大道の歌』６、木島「あらゆるものが、わたしに美しく見える」（ホイットマン『大道の歌』６、木島「あらゆるものが、わたしに美しく見える」（ホイットマン『大道の歌』６、木島「あらゆるものが、わたしに美しく見える」（ホイットマン『大道の歌』６、木島    始始始始

訳）訳）訳）訳）のであった。「光がいたるところに照っていたのだ！」（ボードレール『現代生活「光がいたるところに照っていたのだ！」（ボードレール『現代生活「光がいたるところに照っていたのだ！」（ボードレール『現代生活「光がいたるところに照っていたのだ！」（ボードレール『現代生活

の画家』の画家』の画家』の画家』３３３３、阿部良雄訳）「物という物がいっせいに輝き出し、」（スタニスワフレム、阿部良雄訳）「物という物がいっせいに輝き出し、」（スタニスワフレム、阿部良雄訳）「物という物がいっせいに輝き出し、」（スタニスワフレム、阿部良雄訳）「物という物がいっせいに輝き出し、」（スタニスワフレム

『ソラリスの陽のもとに』７、飯田規和訳）「自ら光を発しているようにみえた。」（ブ『ソラリスの陽のもとに』７、飯田規和訳）「自ら光を発しているようにみえた。」（ブ『ソラリスの陽のもとに』７、飯田規和訳）「自ら光を発しているようにみえた。」（ブ『ソラリスの陽のもとに』７、飯田規和訳）「自ら光を発しているようにみえた。」（ブ

ライアン・Ｗ・オールディス『世界Ａの報告』第一部・２、大和田ライアン・Ｗ・オールディス『世界Ａの報告』第一部・２、大和田ライアン・Ｗ・オールディス『世界Ａの報告』第一部・２、大和田ライアン・Ｗ・オールディス『世界Ａの報告』第一部・２、大和田    始訳）「それは太始訳）「それは太始訳）「それは太始訳）「それは太

陽から受けたよりももっと多くの光を照り返しているかのように見えたからであ陽から受けたよりももっと多くの光を照り返しているかのように見えたからであ陽から受けたよりももっと多くの光を照り返しているかのように見えたからであ陽から受けたよりももっと多くの光を照り返しているかのように見えたからであ

る。」る。」る。」る。」（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・２、浜野（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・２、浜野（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・２、浜野（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・２、浜野    輝訳）「ありとあらゆ輝訳）「ありとあらゆ輝訳）「ありとあらゆ輝訳）「ありとあらゆ

る色彩と光とがあふれていた。」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』６、河島英昭る色彩と光とがあふれていた。」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』６、河島英昭る色彩と光とがあふれていた。」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』６、河島英昭る色彩と光とがあふれていた。」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』６、河島英昭

訳）「あらゆるものがくっきりと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳訳）「あらゆるものがくっきりと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳訳）「あらゆるものがくっきりと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳訳）「あらゆるものがくっきりと、鮮明に見えるのだ。」（ポール・アンダースン『脳

波』２、林波』２、林波』２、林波』２、林    克己訳）「あらゆる細部が生き生きしていた。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『他克己訳）「あらゆる細部が生き生きしていた。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『他克己訳）「あらゆる細部が生き生きしていた。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『他克己訳）「あらゆる細部が生き生きしていた。」（Ｒ・Ａ・ラファティ『他

人の目』２、浅倉久志訳）「それがこんなふうに見えるものだとは、私はかつて考え人の目』２、浅倉久志訳）「それがこんなふうに見えるものだとは、私はかつて考え人の目』２、浅倉久志訳）「それがこんなふうに見えるものだとは、私はかつて考え人の目』２、浅倉久志訳）「それがこんなふうに見えるものだとは、私はかつて考え

たこともなかった。」（スタニスワフ・レム『星からの帰還』２、吉上昭三訳）「自分たこともなかった。」（スタニスワフ・レム『星からの帰還』２、吉上昭三訳）「自分たこともなかった。」（スタニスワフ・レム『星からの帰還』２、吉上昭三訳）「自分たこともなかった。」（スタニスワフ・レム『星からの帰還』２、吉上昭三訳）「自分

の頭の中に光を、脈動する光を、見るというより聞きの頭の中に光を、脈動する光を、見るというより聞きの頭の中に光を、脈動する光を、見るというより聞きの頭の中に光を、脈動する光を、見るというより聞き、感じた」（フィリップ・Ｋ・、感じた」（フィリップ・Ｋ・、感じた」（フィリップ・Ｋ・、感じた」（フィリップ・Ｋ・

ディック＆ロジャー・ゼラズニイ『怒りの神』５、仁賀克雄訳）ディック＆ロジャー・ゼラズニイ『怒りの神』５、仁賀克雄訳）ディック＆ロジャー・ゼラズニイ『怒りの神』５、仁賀克雄訳）ディック＆ロジャー・ゼラズニイ『怒りの神』５、仁賀克雄訳）のだ。「わたしが目「わたしが目「わたしが目「わたしが目

にしているものはなにか？」（ロバート・シルヴァーバーグ『予言者トーマス』４、にしているものはなにか？」（ロバート・シルヴァーバーグ『予言者トーマス』４、にしているものはなにか？」（ロバート・シルヴァーバーグ『予言者トーマス』４、にしているものはなにか？」（ロバート・シルヴァーバーグ『予言者トーマス』４、

佐藤高子訳）「光よりも光であり、」（ホイットマン『草の葉』神々の方陣を歌う・４、佐藤高子訳）「光よりも光であり、」（ホイットマン『草の葉』神々の方陣を歌う・４、佐藤高子訳）「光よりも光であり、」（ホイットマン『草の葉』神々の方陣を歌う・４、佐藤高子訳）「光よりも光であり、」（ホイットマン『草の葉』神々の方陣を歌う・４、

酒本雅之訳）「希望と現実の、愛情と好意の、期待と真実の」（マイケル・マーシャル・酒本雅之訳）「希望と現実の、愛情と好意の、期待と真実の」（マイケル・マーシャル・酒本雅之訳）「希望と現実の、愛情と好意の、期待と真実の」（マイケル・マーシャル・酒本雅之訳）「希望と現実の、愛情と好意の、期待と真実の」（マイケル・マーシャル・

スミス『スペアーズ』第二部・スミス『スペアーズ』第二部・スミス『スペアーズ』第二部・スミス『スペアーズ』第二部・13131313、嶋田洋一訳）「光なのである。」（Ｗ・Ｂ・イェイ、嶋田洋一訳）「光なのである。」（Ｗ・Ｂ・イェイ、嶋田洋一訳）「光なのである。」（Ｗ・Ｂ・イェイ、嶋田洋一訳）「光なのである。」（Ｗ・Ｂ・イェイ

ツ『幻想録』第三編・審判に臨む魂、島津彬郎訳）「その内的な光は屈折して、よりツ『幻想録』第三編・審判に臨む魂、島津彬郎訳）「その内的な光は屈折して、よりツ『幻想録』第三編・審判に臨む魂、島津彬郎訳）「その内的な光は屈折して、よりツ『幻想録』第三編・審判に臨む魂、島津彬郎訳）「その内的な光は屈折して、より

美しく、より強烈美しく、より強烈美しく、より強烈美しく、より強烈な色彩となる。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』二、今泉文子な色彩となる。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』二、今泉文子な色彩となる。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』二、今泉文子な色彩となる。」（ノヴァーリス『サイスの弟子たち』二、今泉文子

訳）訳）訳）訳）。それがつづいたのは、わずか「三日間」（使徒行伝九・九）「三日間」（使徒行伝九・九）「三日間」（使徒行伝九・九）「三日間」（使徒行伝九・九）のことだったのだが、

しかし、たしかに、自分の知らないうちに、何かが記憶に作用したのだ。あるいは、



記憶が何かに作用したのか。それにしても、いったい、何が、筆者に働きかけたのだ

ろうか。何が、あのような光を、筆者の目に見させたのだろうか。「屈折した光条の一「屈折した光条の一「屈折した光条の一「屈折した光条の一

つ一つが見せるのは、下層の形象のいろいろな様相ではなく、形象の全体像なので」つ一つが見せるのは、下層の形象のいろいろな様相ではなく、形象の全体像なので」つ一つが見せるのは、下層の形象のいろいろな様相ではなく、形象の全体像なので」つ一つが見せるのは、下層の形象のいろいろな様相ではなく、形象の全体像なので」

（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫年金の遊蕩者たち』大和田（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫年金の遊蕩者たち』大和田（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫年金の遊蕩者たち』大和田（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫年金の遊蕩者たち』大和田    始訳始訳始訳始訳））））ある。「単に「単に「単に「単に

物の一面のみを知るのではなく、それを見ながら全体を把握するのだ。」（オラフ・ス物の一面のみを知るのではなく、それを見ながら全体を把握するのだ。」（オラフ・ス物の一面のみを知るのではなく、それを見ながら全体を把握するのだ。」（オラフ・ス物の一面のみを知るのではなく、それを見ながら全体を把握するのだ。」（オラフ・ス

テープルドン『オッド・ジョン』テープルドン『オッド・ジョン』テープルドン『オッド・ジョン』テープルドン『オッド・ジョン』18181818、矢野、矢野、矢野、矢野    徹訳）徹訳）徹訳）徹訳）。 

 

二〇〇二年の十月に、筆者は、四冊目の詩集を上梓した。タイトルは、『Forest°』

である。イメージ・シンボル事典イメージ・シンボル事典イメージ・シンボル事典イメージ・シンボル事典によると、森森森森は、「無意識」「無意識」「無意識」「無意識」の象徴となっている。

冒頭に収めた、引用だけで構成した、二〇〇ページ近くある長篇の詩で、筆者は、強

烈な閃光が、森の様子をすっかり様変わりさせるところを描写したのだが、作品のな

かで、その閃光を発するのは、イエス・キリストであった。 

 

「日光のふりそそぐ大地の上に／春の草は青々と美しく生い茂る。／だが、地の下は「日光のふりそそぐ大地の上に／春の草は青々と美しく生い茂る。／だが、地の下は「日光のふりそそぐ大地の上に／春の草は青々と美しく生い茂る。／だが、地の下は「日光のふりそそぐ大地の上に／春の草は青々と美しく生い茂る。／だが、地の下は

真夜中だ、／そこでは永遠の真夜中である。」（エミリ・ブロンテ『大洋の墓』松村達真夜中だ、／そこでは永遠の真夜中である。」（エミリ・ブロンテ『大洋の墓』松村達真夜中だ、／そこでは永遠の真夜中である。」（エミリ・ブロンテ『大洋の墓』松村達真夜中だ、／そこでは永遠の真夜中である。」（エミリ・ブロンテ『大洋の墓』松村達

雄訳）「僕タチハミンナ森ニイル。誰モガソレゾレ違ッテイテ、ソレゾレノ場所ニイ雄訳）「僕タチハミンナ森ニイル。誰モガソレゾレ違ッテイテ、ソレゾレノ場所ニイ雄訳）「僕タチハミンナ森ニイル。誰モガソレゾレ違ッテイテ、ソレゾレノ場所ニイ雄訳）「僕タチハミンナ森ニイル。誰モガソレゾレ違ッテイテ、ソレゾレノ場所ニイ

ル。」（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）「人間は木と同じようなものル。」（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）「人間は木と同じようなものル。」（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）「人間は木と同じようなものル。」（Ｇ・ヤノーホ『カフカとの対話』吉田仙太郎訳）「人間は木と同じようなもの

だ。高みへ、明るみへ、いよいよ伸びて行こうとすればするほど、その根はいよいよだ。高みへ、明るみへ、いよいよ伸びて行こうとすればするほど、その根はいよいよだ。高みへ、明るみへ、いよいよ伸びて行こうとすればするほど、その根はいよいよだ。高みへ、明るみへ、いよいよ伸びて行こうとすればするほど、その根はいよいよ

強い力で向かっていく──地へ、下へ、暗黒へ、深みへ」（ニーチェ『ツァラトゥス強い力で向かっていく──地へ、下へ、暗黒へ、深みへ」（ニーチェ『ツァラトゥス強い力で向かっていく──地へ、下へ、暗黒へ、深みへ」（ニーチェ『ツァラトゥス強い力で向かっていく──地へ、下へ、暗黒へ、深みへ」（ニーチェ『ツァラトゥス

トラ』第一部、手塚富雄訳）トラ』第一部、手塚富雄訳）トラ』第一部、手塚富雄訳）トラ』第一部、手塚富雄訳）。    

 

ブロンテの詩句は、前の二行が意識にのぼる意味概念、後の二行が無意識領域の比

喩としてとれる。カフカの言葉は、「無数の断片からなる単一の精神がある。」（ヴァ「無数の断片からなる単一の精神がある。」（ヴァ「無数の断片からなる単一の精神がある。」（ヴァ「無数の断片からなる単一の精神がある。」（ヴァ

レリー全集カイエ篇レリー全集カイエ篇レリー全集カイエ篇レリー全集カイエ篇 1111 『我』管野昭正訳）『我』管野昭正訳）『我』管野昭正訳）『我』管野昭正訳）とか、「過ぎ去ったことがどのように空間「過ぎ去ったことがどのように空間「過ぎ去ったことがどのように空間「過ぎ去ったことがどのように空間

のなかに収まることか、／──草地になり、樹になり、あるいは／空の一部となり…のなかに収まることか、／──草地になり、樹になり、あるいは／空の一部となり…のなかに収まることか、／──草地になり、樹になり、あるいは／空の一部となり…のなかに収まることか、／──草地になり、樹になり、あるいは／空の一部となり…

…」（リルケ『明日が逝くと……』高安国世訳）…」（リルケ『明日が逝くと……』高安国世訳）…」（リルケ『明日が逝くと……』高安国世訳）…」（リルケ『明日が逝くと……』高安国世訳）とかいった言葉を思い起こさせる。

ニーチェの言葉を、ブロンテの詩句と合わせて読むと、経験が重なれば重なるほど、

知識が増せば増すほど、無意識領域において、自我が、あるいは、語自体の持つ形成



力、いわゆるロゴスが活発に働くことを示唆しているように思われる。わたしが、わ

たし自身のなかで生まれるのである。 

 

「一たび為されたことは永遠に消え去ることはない。」（エミリ・ブロンテ『ゴールダ「一たび為されたことは永遠に消え去ることはない。」（エミリ・ブロンテ『ゴールダ「一たび為されたことは永遠に消え去ることはない。」（エミリ・ブロンテ『ゴールダ「一たび為されたことは永遠に消え去ることはない。」（エミリ・ブロンテ『ゴールダ

インの牢獄の洞窟にあってＡ・Ｇ・Ａに寄せる』松村達雄訳）「木々は雨が止んでしインの牢獄の洞窟にあってＡ・Ｇ・Ａに寄せる』松村達雄訳）「木々は雨が止んでしインの牢獄の洞窟にあってＡ・Ｇ・Ａに寄せる』松村達雄訳）「木々は雨が止んでしインの牢獄の洞窟にあってＡ・Ｇ・Ａに寄せる』松村達雄訳）「木々は雨が止んでし

まっても雨を降らしつづける」（チャールズ・トムリンソン『プロメテウス』土岐恒まっても雨を降らしつづける」（チャールズ・トムリンソン『プロメテウス』土岐恒まっても雨を降らしつづける」（チャールズ・トムリンソン『プロメテウス』土岐恒まっても雨を降らしつづける」（チャールズ・トムリンソン『プロメテウス』土岐恒

二訳）二訳）二訳）二訳）。「そこでは、光の下で断ち切られたことが続いている」（ヨシフ・ブロツキー「そこでは、光の下で断ち切られたことが続いている」（ヨシフ・ブロツキー「そこでは、光の下で断ち切られたことが続いている」（ヨシフ・ブロツキー「そこでは、光の下で断ち切られたことが続いている」（ヨシフ・ブロツキー

『愛』小平『愛』小平『愛』小平『愛』小平    武訳）武訳）武訳）武訳）。「言葉の力は眠りのうちに成長し」（ヘルダーリン『パンと酒』「言葉の力は眠りのうちに成長し」（ヘルダーリン『パンと酒』「言葉の力は眠りのうちに成長し」（ヘルダーリン『パンと酒』「言葉の力は眠りのうちに成長し」（ヘルダーリン『パンと酒』 4444 、、、、

川村二川村二川村二川村二郎訳）郎訳）郎訳）郎訳）、「知らぬ間に「知らぬ間に「知らぬ間に「知らぬ間に    新しい結合を完成する。」（トム・ガン『虚無の否定』中新しい結合を完成する。」（トム・ガン『虚無の否定』中新しい結合を完成する。」（トム・ガン『虚無の否定』中新しい結合を完成する。」（トム・ガン『虚無の否定』中

川川川川    敏訳）「自我は一種の潜在力である」（ヴァレリー全集カイエ篇６『自我と個性』敏訳）「自我は一種の潜在力である」（ヴァレリー全集カイエ篇６『自我と個性』敏訳）「自我は一種の潜在力である」（ヴァレリー全集カイエ篇６『自我と個性』敏訳）「自我は一種の潜在力である」（ヴァレリー全集カイエ篇６『自我と個性』

滝田文彦訳）滝田文彦訳）滝田文彦訳）滝田文彦訳）。「断片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィ「断片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィ「断片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィ「断片はそれぞれに、そうしたものの性質に従って形を求めた。」（ウィ

リアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』リアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』リアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』リアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』36363636、黒丸、黒丸、黒丸、黒丸    尚訳）「知っていた形で尚訳）「知っていた形で尚訳）「知っていた形で尚訳）「知っていた形で

はない。」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴはない。」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴはない。」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴはない。」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ36363636、黒丸、黒丸、黒丸、黒丸    尚訳）「も尚訳）「も尚訳）「も尚訳）「も

みの樹はひとりでに位置をかえる。」（ジュネ『葬儀』生田耕作訳）「家というのは椅みの樹はひとりでに位置をかえる。」（ジュネ『葬儀』生田耕作訳）「家というのは椅みの樹はひとりでに位置をかえる。」（ジュネ『葬儀』生田耕作訳）「家というのは椅みの樹はひとりでに位置をかえる。」（ジュネ『葬儀』生田耕作訳）「家というのは椅

子を一つ少し左にずらすだけで、もうそれま子を一つ少し左にずらすだけで、もうそれま子を一つ少し左にずらすだけで、もうそれま子を一つ少し左にずらすだけで、もうそれまでとは違うものになる。」（ホセ・エミリでとは違うものになる。」（ホセ・エミリでとは違うものになる。」（ホセ・エミリでとは違うものになる。」（ホセ・エミリ

オ・パチェーコ『闇にあるもの』第一幕、安藤哲行訳）「配列にこそ事物の印象効果オ・パチェーコ『闇にあるもの』第一幕、安藤哲行訳）「配列にこそ事物の印象効果オ・パチェーコ『闇にあるもの』第一幕、安藤哲行訳）「配列にこそ事物の印象効果オ・パチェーコ『闇にあるもの』第一幕、安藤哲行訳）「配列にこそ事物の印象効果

はかかっているのである。」（ヴァレリー『レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山はかかっているのである。」（ヴァレリー『レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山はかかっているのである。」（ヴァレリー『レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山はかかっているのである。」（ヴァレリー『レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説』山

田九朗訳）「いったん形作られたものは、それ自体で独立して存在しはじめる。創造田九朗訳）「いったん形作られたものは、それ自体で独立して存在しはじめる。創造田九朗訳）「いったん形作られたものは、それ自体で独立して存在しはじめる。創造田九朗訳）「いったん形作られたものは、それ自体で独立して存在しはじめる。創造

者の望むような、創造者の所有物ではなくなってしまう。」（フィリップ・Ｋ・ディッ者の望むような、創造者の所有物ではなくなってしまう。」（フィリップ・Ｋ・ディッ者の望むような、創造者の所有物ではなくなってしまう。」（フィリップ・Ｋ・ディッ者の望むような、創造者の所有物ではなくなってしまう。」（フィリップ・Ｋ・ディッ

ク『名曲永久保存法』仁賀克雄訳）「それを見まもる者は誰なのか？」（ニコス・ガック『名曲永久保存法』仁賀克雄訳）「それを見まもる者は誰なのか？」（ニコス・ガック『名曲永久保存法』仁賀克雄訳）「それを見まもる者は誰なのか？」（ニコス・ガック『名曲永久保存法』仁賀克雄訳）「それを見まもる者は誰なのか？」（ニコス・ガッ

ツォス『アモルゴス』池沢夏樹訳）「ここには誰もいない、しかも誰かがいるのだ。」ツォス『アモルゴス』池沢夏樹訳）「ここには誰もいない、しかも誰かがいるのだ。」ツォス『アモルゴス』池沢夏樹訳）「ここには誰もいない、しかも誰かがいるのだ。」ツォス『アモルゴス』池沢夏樹訳）「ここには誰もいない、しかも誰かがいるのだ。」

（ランボー（ランボー（ランボー（ランボー『地獄の季節』地獄の夜、小林秀雄訳）「あらゆるところにいて、すべて『地獄の季節』地獄の夜、小林秀雄訳）「あらゆるところにいて、すべて『地獄の季節』地獄の夜、小林秀雄訳）「あらゆるところにいて、すべて『地獄の季節』地獄の夜、小林秀雄訳）「あらゆるところにいて、すべて

を知り、すべてを見ている」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖なる夜』２、菊地有を知り、すべてを見ている」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖なる夜』２、菊地有を知り、すべてを見ている」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖なる夜』２、菊地有を知り、すべてを見ている」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖なる夜』２、菊地有

子訳）子訳）子訳）子訳）。「かれはすべてのものを復活させることができる。」（フィリップ・Ｋ・ディッ「かれはすべてのものを復活させることができる。」（フィリップ・Ｋ・ディッ「かれはすべてのものを復活させることができる。」（フィリップ・Ｋ・ディッ「かれはすべてのものを復活させることができる。」（フィリップ・Ｋ・ディッ

ク『死の迷宮』１、飯田隆昭訳）「すべてのものを新たにする」（ヨハネの黙示録二一・ク『死の迷宮』１、飯田隆昭訳）「すべてのものを新たにする」（ヨハネの黙示録二一・ク『死の迷宮』１、飯田隆昭訳）「すべてのものを新たにする」（ヨハネの黙示録二一・ク『死の迷宮』１、飯田隆昭訳）「すべてのものを新たにする」（ヨハネの黙示録二一・

五）五）五）五）。 

 

「だれがぼくらを目覚ませたのか」（ギュンター・グラス『ブリキの音楽』高本研一「だれがぼくらを目覚ませたのか」（ギュンター・グラス『ブリキの音楽』高本研一「だれがぼくらを目覚ませたのか」（ギュンター・グラス『ブリキの音楽』高本研一「だれがぼくらを目覚ませたのか」（ギュンター・グラス『ブリキの音楽』高本研一



訳）訳）訳）訳）。「だれが光を注いでくれたのか」（ジョン・ベリマン『ブラッドストリート夫人「だれが光を注いでくれたのか」（ジョン・ベリマン『ブラッドストリート夫人「だれが光を注いでくれたのか」（ジョン・ベリマン『ブラッドストリート夫人「だれが光を注いでくれたのか」（ジョン・ベリマン『ブラッドストリート夫人

賛歌』賛歌』賛歌』賛歌』39393939、沢崎順之助訳）、沢崎順之助訳）、沢崎順之助訳）、沢崎順之助訳）。「新しい光がわれわ「新しい光がわれわ「新しい光がわれわ「新しい光がわれわれの手をとる。」（アンドレ・デュ・ブれの手をとる。」（アンドレ・デュ・ブれの手をとる。」（アンドレ・デュ・ブれの手をとる。」（アンドレ・デュ・ブ

ーシェ『途上で』小島俊明訳）「内面のまなざしが拡がり（……）世界が生れる」（オーシェ『途上で』小島俊明訳）「内面のまなざしが拡がり（……）世界が生れる」（オーシェ『途上で』小島俊明訳）「内面のまなざしが拡がり（……）世界が生れる」（オーシェ『途上で』小島俊明訳）「内面のまなざしが拡がり（……）世界が生れる」（オ

クタビオ・パス『砕けた壺』桑名一博訳）クタビオ・パス『砕けた壺』桑名一博訳）クタビオ・パス『砕けた壺』桑名一博訳）クタビオ・パス『砕けた壺』桑名一博訳）。「なにもかもがわたしに告げる」（ホルヘ・「なにもかもがわたしに告げる」（ホルヘ・「なにもかもがわたしに告げる」（ホルヘ・「なにもかもがわたしに告げる」（ホルヘ・

ギリェン『一足の靴の死』荒井正道訳）ギリェン『一足の靴の死』荒井正道訳）ギリェン『一足の靴の死』荒井正道訳）ギリェン『一足の靴の死』荒井正道訳）。「この表面の下に、いまだ熟さぬ映像がひそ「この表面の下に、いまだ熟さぬ映像がひそ「この表面の下に、いまだ熟さぬ映像がひそ「この表面の下に、いまだ熟さぬ映像がひそ

んでいる、と」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』んでいる、と」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』んでいる、と」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』んでいる、と」（ウィリアム・ギブスン『モナリザ・オーヴァドライヴ』12121212、黒丸、黒丸、黒丸、黒丸    尚尚尚尚

訳）訳）訳）訳）。「光にさらされる時、すべてのものは、明らかになる。明らかにされたものは皆、「光にさらされる時、すべてのものは、明らかになる。明らかにされたものは皆、「光にさらされる時、すべてのものは、明らかになる。明らかにされたものは皆、「光にさらされる時、すべてのものは、明らかになる。明らかにされたものは皆、

光となる」（エペソ人への手紙五・一三）光となる」（エペソ人への手紙五・一三）光となる」（エペソ人への手紙五・一三）光となる」（エペソ人への手紙五・一三）。「光「光「光「光    それがぼくらを吹きよせてひとつにそれがぼくらを吹きよせてひとつにそれがぼくらを吹きよせてひとつにそれがぼくらを吹きよせてひとつに

すすすする」（パウル・ツェラン『白く軽やかに』川村二郎訳）る」（パウル・ツェラン『白く軽やかに』川村二郎訳）る」（パウル・ツェラン『白く軽やかに』川村二郎訳）る」（パウル・ツェラン『白く軽やかに』川村二郎訳）。「光ならずして何を心が糧「光ならずして何を心が糧「光ならずして何を心が糧「光ならずして何を心が糧

にできよう？」（トマス・Ｍ・ディッシュ『キャンプ・コンセントレーション』二冊にできよう？」（トマス・Ｍ・ディッシュ『キャンプ・コンセントレーション』二冊にできよう？」（トマス・Ｍ・ディッシュ『キャンプ・コンセントレーション』二冊にできよう？」（トマス・Ｍ・ディッシュ『キャンプ・コンセントレーション』二冊

目・目・目・目・27272727、野口幸夫訳）「光こそ事物の根源で、」（プルースト『シャルダンとレンブラ、野口幸夫訳）「光こそ事物の根源で、」（プルースト『シャルダンとレンブラ、野口幸夫訳）「光こそ事物の根源で、」（プルースト『シャルダンとレンブラ、野口幸夫訳）「光こそ事物の根源で、」（プルースト『シャルダンとレンブラ

ント』粟津則雄訳）「ああ、これがあらゆることのもとだったんだ。」（アントニイ・ント』粟津則雄訳）「ああ、これがあらゆることのもとだったんだ。」（アントニイ・ント』粟津則雄訳）「ああ、これがあらゆることのもとだったんだ。」（アントニイ・ント』粟津則雄訳）「ああ、これがあらゆることのもとだったんだ。」（アントニイ・

バージェス『ビアドのローマの女たち』７、大社淑子訳）「電光は万物（自然万有）バージェス『ビアドのローマの女たち』７、大社淑子訳）「電光は万物（自然万有）バージェス『ビアドのローマの女たち』７、大社淑子訳）「電光は万物（自然万有）バージェス『ビアドのローマの女たち』７、大社淑子訳）「電光は万物（自然万有）

を繰り統べる。」（ヘラクレイトス断片を繰り統べる。」（ヘラクレイトス断片を繰り統べる。」（ヘラクレイトス断片を繰り統べる。」（ヘラクレイトス断片 62626262、廣川洋一訳）「突如としてそれは落ちてく、廣川洋一訳）「突如としてそれは落ちてく、廣川洋一訳）「突如としてそれは落ちてく、廣川洋一訳）「突如としてそれは落ちてく

る。」（ラーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）る。」（ラーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）る。」（ラーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）る。」（ラーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）「待つということが大切だ。」（リル「待つということが大切だ。」（リル「待つということが大切だ。」（リル「待つということが大切だ。」（リル

ケ『マルテの手記』高安国世訳）「求めるあまりに、見いだすことができない場合がケ『マルテの手記』高安国世訳）「求めるあまりに、見いだすことができない場合がケ『マルテの手記』高安国世訳）「求めるあまりに、見いだすことができない場合がケ『マルテの手記』高安国世訳）「求めるあまりに、見いだすことができない場合が

ある」（ヘッセ『シッダルタ』第二部・ゴヴィンダ、手塚富雄訳）ある」（ヘッセ『シッダルタ』第二部・ゴヴィンダ、手塚富雄訳）ある」（ヘッセ『シッダルタ』第二部・ゴヴィンダ、手塚富雄訳）ある」（ヘッセ『シッダルタ』第二部・ゴヴィンダ、手塚富雄訳）。「待つものはすべ「待つものはすべ「待つものはすべ「待つものはすべ

てを手に入れる。」（フィリップ・Ｋ・ディック『父祖の信仰』浅倉久志訳）「精神のてを手に入れる。」（フィリップ・Ｋ・ディック『父祖の信仰』浅倉久志訳）「精神のてを手に入れる。」（フィリップ・Ｋ・ディック『父祖の信仰』浅倉久志訳）「精神のてを手に入れる。」（フィリップ・Ｋ・ディック『父祖の信仰』浅倉久志訳）「精神の

豊富と万象の無限。」（ランボー『飾画』天才、小林秀雄訳）豊富と万象の無限。」（ランボー『飾画』天才、小林秀雄訳）豊富と万象の無限。」（ランボー『飾画』天才、小林秀雄訳）豊富と万象の無限。」（ランボー『飾画』天才、小林秀雄訳）。 

 

 

小学館小学館小学館小学館の『現代国語例解辞典』『現代国語例解辞典』『現代国語例解辞典』『現代国語例解辞典』で、語意が掲載されている本文は、１ページから１

３３４ページまでである。ここからおよそ２、３０個ほどの言葉を抽出したいのだが、

等差数列を使って、適度に分散させて取り出したいと思う。まず、等差数列の初項と

公差をきめよう。ことしは西暦２０１２であるから、その半分は１００６、その半分

の半分は５０３だから、初項３、公差５０の等差数列にしよう。すると、「順列「順列「順列「順列    並べ並べ並べ並べ

替え詩。」替え詩。」替え詩。」替え詩。」の実験に使う言葉は、つぎのページから抽出することになる。３ページ、５

３ページ、１０３ページ、１５３ページ、２０３ページ、２５３ページ、３０３ペー



ジ、３５３ページ、４０３ページ、４５３ページ、５０３ページ、５５３ページ、６

０３ページ、６５３ページ、７０３ページ、７５３ページ、８０３ページ、８５３ペ

ージ、９０３ページ、９５３ページ、１００３ページ、１０５３ページ、１１０３ペ

ージ、１１５３ページ、１２０３ページ、１２５３ページ、１３０３ページである。

このページをこれから開き、そのページの上段右上から順に見てゆき、さいしょの名

詞を取り出す。ただし、形容辞をつくりやすい、「場所」「場所」「場所」「場所」や「状態」「状態」「状態」「状態」や「形」「形」「形」「形」といっ

た類のものを想起しやすい名詞は除いて選ぶこととする。３ページからは「愛情」「愛情」「愛情」「愛情」。５

３ページからは「居食い」「居食い」「居食い」「居食い」。１０３ページからは「「「「団扇団扇団扇団扇

うちわ

」」」」。１５３ページからは「落ち「落ち「落ち「落ち

葉」葉」葉」葉」。２０３ページからは「掛け減り」「掛け減り」「掛け減り」「掛け減り」はかりにかけたとき、初めよりは重量が減って

いること。目減り。２５３ページからは「監修」「監修」「監修」「監修」。３０３ページからは「狂言回し」「狂言回し」「狂言回し」「狂言回し」。

３５３ページからは「クレンザー」「クレンザー」「クレンザー」「クレンザー」金属器、ガラスなどを磨く洗い粉。４０３ページ

からは「「「「口 誦口 誦口 誦口 誦

こうしよう

」」」」口ずさむこと。また書物などを声を出して読むこと。４５３ページ

からは「御寮人（御料人）」「御寮人（御料人）」「御寮人（御料人）」「御寮人（御料人）」関西などで、中流町家の年若い妻。ごりょうさん。もとは、

娘をも言った。５０３ページからは「史」「史」「史」「史」歴史。５５３ページからは「砂金」「砂金」「砂金」「砂金」。６０３

ページからは「小編（小篇）」「小編（小篇）」「小編（小篇）」「小編（小篇）」。６５３ページからは「筋まき（筋播き）」「筋まき（筋播き）」「筋まき（筋播き）」「筋まき（筋播き）」は竹に一定

の間隔で平行したうねを作り、これに種をまくこと。条

じょう

播

は

とも言う。７０３ページ

からは「善玉」「善玉」「善玉」「善玉」。７５３ページからは「「「「高高高高

たか

坏坏坏坏

つき

」」」」食べ物を盛る器。大きい坏

はい

の中央に高

い足を付けたことによる名。８０３ページからは「忠霊」「忠霊」「忠霊」「忠霊」忠義のために死んだ人の霊。

英霊。８５３ページからは「鉄拳」「鉄拳」「鉄拳」「鉄拳」。９０３ページからは「供ぞろえ（供揃え）」「供ぞろえ（供揃え）」「供ぞろえ（供揃え）」「供ぞろえ（供揃え）」供の

人々をそろえること。また、その人々。９５３ページからは「抜け裏」「抜け裏」「抜け裏」「抜け裏」通り抜けるこ

とのできる裏道。１００３ページからは「花落ち」「花落ち」「花落ち」「花落ち」花が落ちて間もなくとった、ウメ

やキュウリ、ナスなどの熟さない実。１０５３ページからは「表紙」「表紙」「表紙」「表紙」。１１０３ページ

からは「分

ぶん

封

ぽう

」①封地を分け与えること。また、その封地。②春から夏にかけて、ミ

ツバチの巣内の女王バチが新女王に巣を譲り渡し、他に移って、新しい巣をつくるこ

と。分房。１１５３ページからは「前書き」「前書き」「前書き」「前書き」。１２０３ページからは「無類」「無類」「無類」「無類」。１２５

３ページからは「「「「遊遊遊遊

ゆう

動動動動

どう

円円円円

えん

木木木木

ぼく

」」」」丸太の両端を鉄の鎖で低くつるし、前後に揺れ動くよう



にした遊具。上に乗って揺り動かしながら遊ぶ。１３０３ページからは「流刑」「流刑」「流刑」「流刑」。これ

ら２７個の言葉からいくつか選んで、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。１」並べ替え詩。１」並べ替え詩。１」並べ替え詩。１」、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。

２×１」２×１」２×１」２×１」、「順列並べ替え詩。３×２×１」「順列並べ替え詩。３×２×１」「順列並べ替え詩。３×２×１」「順列並べ替え詩。３×２×１」、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」、

「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩並べ替え詩並べ替え詩並べ替え詩。５×４×３×２×１」。５×４×３×２×１」。５×４×３×２×１」。５×４×３×２×１」をつくっていく。それらをつくりながら、

これまで「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第一回目や第二回目で書いてきたことや、この第三回目で

述べてきたことを、もう一度振り返って考えてみたい。では、まず、「順列「順列「順列「順列    並べ替え並べ替え並べ替え並べ替え

詩。１」詩。１」詩。１」詩。１」からつくってみる。 
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遊動円木遊動円木遊動円木遊動円木    

    

流刑流刑流刑流刑    

    

    

取り出した順番に並べたものである。つぎに、このなかから２個を選んで、「順列「順列「順列「順列    並並並並

べ替え詩。２×１」べ替え詩。２×１」べ替え詩。２×１」べ替え詩。２×１」をつくる。第二回のように、すべての順列をつくることはしない。

おもしろいと思えるものだけを組み合わせる。この文章を読んでくれているひとも、

ぜひやってみていただきたい。 

 

    

善玉の鉄拳。善玉の鉄拳。善玉の鉄拳。善玉の鉄拳。    
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忠霊の流刑。忠霊の流刑。忠霊の流刑。忠霊の流刑。    

流刑の忠霊。流刑の忠霊。流刑の忠霊。流刑の忠霊。    

    

    

これくらいであろうか。あまりおもしろいものではなかった。「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。

３×２×１」３×２×１」３×２×１」３×２×１」では、どうであろうか。 
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「狂言回しの鉄拳の表紙。」「狂言回しの鉄拳の表紙。」「狂言回しの鉄拳の表紙。」「狂言回しの鉄拳の表紙。」の連が、「３重メタファー」「３重メタファー」「３重メタファー」「３重メタファー」に、かろうじてなっているだ

ろうか。ほかのものは、それぞれの言葉の「属性」「属性」「属性」「属性」において、強弱があり、その強弱

によって、強いものが弱いものを支配していて、「属性」「属性」「属性」「属性」の強度が拮抗しておらず、「３「３「３「３

重メタファー」重メタファー」重メタファー」重メタファー」になっていないようである。「３重メタ「３重メタ「３重メタ「３重メタファー」ファー」ファー」ファー」になるには、３個の

言葉の「属性」「属性」「属性」「属性」の強度が同じくらいでないといけないらしい。これは、「場所」「場所」「場所」「場所」や「状「状「状「状

態」態」態」態」や「形」「形」「形」「形」といったものを表わす言葉を除いてつくったからこそ、明白に示せたこ

とだと思う。「場所」「場所」「場所」「場所」や「状態」「状態」「状態」「状態」や「形」「形」「形」「形」といったものを表わす言葉は、他の言葉を

拘束する力が強く、その詩句全体の雰囲気を強く支配するものになるからである。し

かし、数列を使って辞典から言葉を抽出して、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」をつくってみた

のだが、「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第一回目や第二回目と同様に、このような試みをしようとし

なければ知ることのできなかった言葉が、今回もいくつかあった。「掛け減り」「掛け減り」「掛け減り」「掛け減り」や「口「口「口「口

誦」誦」誦」誦」や「御寮人」「御寮人」「御寮人」「御寮人」や「筋播き」「筋播き」「筋播き」「筋播き」や「高坏」「高坏」「高坏」「高坏」や「忠霊」「忠霊」「忠霊」「忠霊」や「供揃え」「供揃え」「供揃え」「供揃え」や「分封」「分封」「分封」「分封」や「遊「遊「遊「遊

動円木」動円木」動円木」動円木」である。ほとんどのものは文脈によって、知らなくても想像される言葉であ

ったのだが、「遊動円木」「遊動円木」「遊動円木」「遊動円木」という言葉には、目が点になった。まんま過ぎて、おもしろ

かったのである。「遊動円木」「遊動円木」「遊動円木」「遊動円木」などという言葉をつくったひとは、おお真面目につくっ

たのかもしれないが、おお真面目すぎて笑えるのである。まあ、しかし、カタカナで、

わけのわからない意味の言葉で呼ばれるよりは、ずっと親しみやすいとは思われるが。

しかし、親しみのない言葉ばかりであった。２７個の言葉のうち、わたしがふだん使

っている言葉は、ただの一つもなかった。「愛情」「愛情」「愛情」「愛情」や「団扇」「団扇」「団扇」「団扇」や「狂言回し」「狂言回し」「狂言回し」「狂言回し」や「表「表「表「表

紙」紙」紙」紙」くらいは使ったことがあると思われるが、それでも親しみのある言葉ではない。



このことは、「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第二回目の原稿にも、この第三回目の原稿にも書いたが、

空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ が、その機能を十分に果たすことができない原因になっ

ていると思われる。そして、じっさい、ほとんど機能しなかったようだ。しかし、「理「理「理「理

系の詩学」系の詩学」系の詩学」系の詩学」の第二回目でつくった「順列「順列「順列「順列    並べ並べ並べ並べ替え詩。５×４×３×２×１」替え詩。５×４×３×２×１」替え詩。５×４×３×２×１」替え詩。５×４×３×２×１」では、
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４×３×２×１」４×３×２×１」４×３×２×１」４×３×２×１」を５連つくって、わたしのこころに、それらの言葉が十分に親しみ

のあるものになったからであろうと思われる。今回も、そうなのかどうか、「順列「順列「順列「順列    並並並並

べ替え詩。４×３×２×１」べ替え詩。４×３×２×１」べ替え詩。４×３×２×１」べ替え詩。４×３×２×１」をいくつかつくって、それから、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。並べ替え詩。

５×４×３×２×１」５×４×３×２×１」５×４×３×２×１」５×４×３×２×１」もつくってみよう。「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」は

一連で４×３×２×１の２４個の詩句、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。５×４×３×２×１」並べ替え詩。５×４×３×２×１」並べ替え詩。５×４×３×２×１」並べ替え詩。５×４×３×２×１」

は、一連で５×４×３×２×１の１２０個の詩句である。では、まず、「順列「順列「順列「順列    並べ並べ並べ並べ

替え詩。４×３×２×１」替え詩。４×３×２×１」替え詩。４×３×２×１」替え詩。４×３×２×１」から。 
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善玉の前書きの忠霊のクレンザー。善玉の前書きの忠霊のクレンザー。善玉の前書きの忠霊のクレンザー。善玉の前書きの忠霊のクレンザー。    

忠霊のクレンザーの前書きの善玉。忠霊のクレンザーの前書きの善玉。忠霊のクレンザーの前書きの善玉。忠霊のクレンザーの前書きの善玉。    

前書きの善玉のクレンザーの忠霊。前書きの善玉のクレンザーの忠霊。前書きの善玉のクレンザーの忠霊。前書きの善玉のクレンザーの忠霊。    

クレンザーの忠霊の善玉の前書き。クレンザーの忠霊の善玉の前書き。クレンザーの忠霊の善玉の前書き。クレンザーの忠霊の善玉の前書き。    

善玉の忠霊のクレンザーの前書き。善玉の忠霊のクレンザーの前書き。善玉の忠霊のクレンザーの前書き。善玉の忠霊のクレンザーの前書き。    

忠霊の前書きの善玉忠霊の前書きの善玉忠霊の前書きの善玉忠霊の前書きの善玉のクレンザー。のクレンザー。のクレンザー。のクレンザー。    

前書きのクレンザーの忠霊の善玉。前書きのクレンザーの忠霊の善玉。前書きのクレンザーの忠霊の善玉。前書きのクレンザーの忠霊の善玉。    

クレンザーの善玉の前書きの忠霊。クレンザーの善玉の前書きの忠霊。クレンザーの善玉の前書きの忠霊。クレンザーの善玉の前書きの忠霊。    

善玉のクレンザーの忠霊の前書き。善玉のクレンザーの忠霊の前書き。善玉のクレンザーの忠霊の前書き。善玉のクレンザーの忠霊の前書き。    

忠霊の善玉の前書きのクレンザー。忠霊の善玉の前書きのクレンザー。忠霊の善玉の前書きのクレンザー。忠霊の善玉の前書きのクレンザー。    

前書きの忠霊のクレンザーの善玉。前書きの忠霊のクレンザーの善玉。前書きの忠霊のクレンザーの善玉。前書きの忠霊のクレンザーの善玉。    

クレンザーの前書きの善玉の忠霊。クレンザーの前書きの善玉の忠霊。クレンザーの前書きの善玉の忠霊。クレンザーの前書きの善玉の忠霊。    



善玉の前書きのクレンザーの忠霊。善玉の前書きのクレンザーの忠霊。善玉の前書きのクレンザーの忠霊。善玉の前書きのクレンザーの忠霊。    

忠霊のクレンザーの善玉の前書き。忠霊のクレンザーの善玉の前書き。忠霊のクレンザーの善玉の前書き。忠霊のクレンザーの善玉の前書き。    

前書きの善玉の忠霊のクレンザー。前書きの善玉の忠霊のクレンザー。前書きの善玉の忠霊のクレンザー。前書きの善玉の忠霊のクレンザー。    

クレンザーの忠霊の前書きの善玉。クレンザーの忠霊の前書きの善玉。クレンザーの忠霊の前書きの善玉。クレンザーの忠霊の前書きの善玉。    

    

 

３連の「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」並べ替え詩。４×３×２×１」をつくってみた。使っている言葉に、

すこしなじんだかもしれない。このくらいのなじみ方では、あまりおもしろいものが

つくれないような気もするが、しかし、とにかく、「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。５×４×３並べ替え詩。５×４×３並べ替え詩。５×４×３並べ替え詩。５×４×３

×２×１」×２×１」×２×１」×２×１」をつくってみよう。 

 

 

狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザー。狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザー。狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザー。狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザー。    

遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回し。遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回し。遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回し。遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回し。    

忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木。忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木。忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木。忠霊の掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木。    

掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊。掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊。掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊。掛け減りのクレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊。    

クレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの狂言回しの遊動円木の忠霊の掛け減り。    

狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザー。狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザー。狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザー。狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザー。    

遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回し。遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回し。遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回し。遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回し。    

忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木。忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木。忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木。忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木。    

掛掛掛掛け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊。け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊。け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊。け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊。    

クレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減り。クレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減り。クレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減り。クレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減り。    

狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊。狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊。狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊。狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊。    

遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減り。遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減り。遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減り。遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減り。    

忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザー。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザー。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザー。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザー。    

掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回し。掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回し。掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回し。掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回し。    

クレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木。クレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木。クレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木。クレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木。    

狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザーの忠霊。狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザーの忠霊。狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザーの忠霊。狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザーの忠霊。    



遊動円木のクレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減り。遊動円木のクレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減り。遊動円木のクレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減り。遊動円木のクレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減り。    

忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザー。忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザー。忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザー。忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木のクレンザー。    

掛け減りの遊動掛け減りの遊動掛け減りの遊動掛け減りの遊動円木のクレンザーの忠霊の狂言回し。円木のクレンザーの忠霊の狂言回し。円木のクレンザーの忠霊の狂言回し。円木のクレンザーの忠霊の狂言回し。    

クレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木。クレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木。クレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木。クレンザーの忠霊の狂言回しの掛け減りの遊動円木。    

狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減り。狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減り。狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減り。狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減り。    

遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザー。遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザー。遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザー。遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザー。    

忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊のクレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回し。    

掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木。掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木。掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木。掛け減りの狂言回しの忠霊のクレンザーの遊動円木。    

クレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊。クレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊。クレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊。クレンザーの遊動円木の掛け減りの狂言回しの忠霊。    

狂言回しの遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減り。狂言回しの遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減り。狂言回しの遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減り。狂言回しの遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減り。    

遊動円木の忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザー。遊動円木の忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザー。遊動円木の忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザー。遊動円木の忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザー。    

忠霊の掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回し。忠霊の掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回し。忠霊の掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回し。忠霊の掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回し。    

掛け減りのクレンザーの忠霊掛け減りのクレンザーの忠霊掛け減りのクレンザーの忠霊掛け減りのクレンザーの忠霊の狂言回しの遊動円木。の狂言回しの遊動円木。の狂言回しの遊動円木。の狂言回しの遊動円木。    

クレンザーの狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊。クレンザーの狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊。クレンザーの狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊。クレンザーの狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊。    

狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊。狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊。狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊。狂言回しのクレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊。    

遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減り。遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減り。遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減り。遊動円木の狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減り。    

忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザー。忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザー。忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザー。忠霊の遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザー。    

掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回し。掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回し。掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回し。掛け減りの忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回し。    

クレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木。クレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木。クレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木。クレンザーの掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木。    

狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザーの忠霊。狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザーの忠霊。狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザーの忠霊。狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザーの忠霊。    

遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回しの掛け減り。遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回しの掛け減り。遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回しの掛け減り。遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回しの掛け減り。    

忠霊の掛け減りの狂言回しの遊動円木のクレンザー。忠霊の掛け減りの狂言回しの遊動円木のクレンザー。忠霊の掛け減りの狂言回しの遊動円木のクレンザー。忠霊の掛け減りの狂言回しの遊動円木のクレンザー。    

掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊の狂言回し。狂言回し。狂言回し。狂言回し。    

クレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減りの遊動円木。クレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減りの遊動円木。クレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減りの遊動円木。クレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減りの遊動円木。    

狂言回しの忠霊の遊動円木の掛け減りのクレンザー。狂言回しの忠霊の遊動円木の掛け減りのクレンザー。狂言回しの忠霊の遊動円木の掛け減りのクレンザー。狂言回しの忠霊の遊動円木の掛け減りのクレンザー。    

遊動円木の掛け減りの忠霊のクレンザーの狂言回し。遊動円木の掛け減りの忠霊のクレンザーの狂言回し。遊動円木の掛け減りの忠霊のクレンザーの狂言回し。遊動円木の掛け減りの忠霊のクレンザーの狂言回し。    

忠霊のクレンザーの掛け減りの狂言回しの遊動円木。忠霊のクレンザーの掛け減りの狂言回しの遊動円木。忠霊のクレンザーの掛け減りの狂言回しの遊動円木。忠霊のクレンザーの掛け減りの狂言回しの遊動円木。    

掛け減りの狂言回しのクレンザーの遊動円木の忠霊。掛け減りの狂言回しのクレンザーの遊動円木の忠霊。掛け減りの狂言回しのクレンザーの遊動円木の忠霊。掛け減りの狂言回しのクレンザーの遊動円木の忠霊。    



クレンザーの遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減り。    

狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザー。狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザー。狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザー。狂言回しの掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザー。    

遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減りの狂言回し。遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減りの狂言回し。遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減りの狂言回し。遊動円木のクレンザーの忠霊の掛け減りの狂言回し。    

忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木。忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木。忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木。忠霊の狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木。    

掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊。掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊。掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊。掛け減りの遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊。    

クレンザーの忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減り。クレンザーの忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減り。クレンザーの忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減り。クレンザーの忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減り。    

狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木。狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木。狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木。狂言回しのクレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木。    

遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊。遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊。遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊。遊動円木の狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊。    

忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減り。忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減り。忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減り。忠霊の遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減り。    

掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザー。掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザー。掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザー。掛け減りの忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザー。    

クレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回し。クレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回し。クレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回し。クレンザーの掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回し。    

狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木。狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木。狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木。狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザーの遊動円木。    

遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊。遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊。遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊。遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回しの忠霊。    

忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減り。忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減り。忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減り。忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木の掛け減り。    

掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザー。掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザー。掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザー。掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊のクレンザー。    

クレンザーのクレンザーのクレンザーのクレンザーの忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木の掛け減りの狂言回し。    

狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊。狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊。狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊。狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減りの忠霊。    

遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減り。遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減り。遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減り。遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザーの掛け減り。    

忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザー。忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザー。忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザー。忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回しのクレンザー。    

掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回し。掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回し。掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回し。掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木の狂言回し。    

クレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木。クレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木。クレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木。クレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊の遊動円木。    

狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊。狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊。狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊。狂言回しの掛け減りのクレンザーの遊動円木の忠霊。    

遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減り。遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減り。遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減り。遊動円木のクレンザーの狂言回しの忠霊の掛け減り。    

忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザー。忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザー。忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザー。忠霊の狂言回しの遊動円木の掛け減りのクレンザー。    

掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回し。掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回し。掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回し。掛け減りの遊動円木の忠霊のクレンザーの狂言回し。    

クレンザーの忠霊の掛け減クレンザーの忠霊の掛け減クレンザーの忠霊の掛け減クレンザーの忠霊の掛け減りの狂言回しの遊動円木。りの狂言回しの遊動円木。りの狂言回しの遊動円木。りの狂言回しの遊動円木。    

狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木。狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木。狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木。狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木。    

遊動円木の掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊。遊動円木の掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊。遊動円木の掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊。遊動円木の掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊。    



忠霊のクレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減り。忠霊のクレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減り。忠霊のクレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減り。忠霊のクレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減り。    

掛け減りの狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザー。掛け減りの狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザー。掛け減りの狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザー。掛け減りの狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザー。    

クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回し。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回し。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回し。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回し。    

狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木。狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木。狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木。狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木。    

遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊。遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊。遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊。遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減りの忠霊。    

忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減り。忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減り。忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減り。忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザーの掛け減り。    

掛け減りの忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザー。掛け減りの忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザー。掛け減りの忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザー。掛け減りの忠霊の遊動円木の狂言回しのクレンザー。    

クレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木クレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木クレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木クレンザーの掛け減りの忠霊の遊動円木の狂言回し。の狂言回し。の狂言回し。の狂言回し。    

狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザーの掛け減り。狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザーの掛け減り。狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザーの掛け減り。狂言回しの遊動円木の忠霊のクレンザーの掛け減り。    

遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回しのクレンザー。遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回しのクレンザー。遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回しのクレンザー。遊動円木の忠霊の掛け減りの狂言回しのクレンザー。    

忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の狂言回し。忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の狂言回し。忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の狂言回し。忠霊の掛け減りのクレンザーの遊動円木の狂言回し。    

掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊の遊動円木。掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊の遊動円木。掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊の遊動円木。掛け減りのクレンザーの狂言回しの忠霊の遊動円木。    

クレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減りの忠霊。クレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減りの忠霊。クレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減りの忠霊。クレンザーの狂言回しの遊動円木の掛け減りの忠霊。    

狂言回しのクレンザーの忠霊の遊動円木の掛け減り。狂言回しのクレンザーの忠霊の遊動円木の掛け減り。狂言回しのクレンザーの忠霊の遊動円木の掛け減り。狂言回しのクレンザーの忠霊の遊動円木の掛け減り。    

遊動円木の狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザー。遊動円木の狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザー。遊動円木の狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザー。遊動円木の狂言回しの掛け減りの忠霊のクレンザー。    

忠霊の遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回し。忠霊の遊動円木のクレンザーの掛け減りの狂言回し。    

掛け減りの忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木。掛け減りの忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木。掛け減りの忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木。掛け減りの忠霊の狂言回しのクレンザーの遊動円木。    

クレンザーの掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊。クレンザーの掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊。クレンザーの掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊。クレンザーの掛け減りの遊動円木の狂言回しの忠霊。    

狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木。狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木。狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木。狂言回しの掛け減りのクレンザーの忠霊の遊動円木。    

遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊。遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊。遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊。遊動円木のクレンザーの狂言回しの掛け減りの忠霊。    

忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減り。忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減り。忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減り。忠霊の狂言回しの遊動円木のクレンザーの掛け減り。    

掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザー。掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザー。掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザー。掛け減りの遊動円木の忠霊の狂言回しのクレンザー。    

クレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回し。クレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回し。クレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回し。クレンザーの忠霊の掛け減りの遊動円木の狂言回し。    

狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減りの遊動円木。狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減りの遊動円木。狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減りの遊動円木。狂言回しの忠霊のクレンザーの掛け減りの遊動円木。    

遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザーの忠霊。遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザーの忠霊。遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザーの忠霊。遊動円木の掛け減りの狂言回しのクレンザーの忠霊。    

忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回しの掛け減り。忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回しの掛け減り。忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回しの掛け減り。忠霊のクレンザーの遊動円木の狂言回しの掛け減り。    

掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木のクレンザー。掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木のクレンザー。掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木のクレンザー。掛け減りの狂言回しの忠霊の遊動円木のクレンザー。    

クレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊の狂言回し。クレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊の狂言回し。クレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊の狂言回し。クレンザーの遊動円木の掛け減りの忠霊の狂言回し。    



狂言回しの狂言回しの狂言回しの狂言回しのクレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減り。クレンザーの遊動円木の忠霊の掛け減り。    

遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザー。遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザー。遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザー。遊動円木の狂言回しの忠霊の掛け減りのクレンザー。    
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この「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。５×４並べ替え詩。５×４並べ替え詩。５×４並べ替え詩。５×４×３×２×１」×３×２×１」×３×２×１」×３×２×１」は、「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第二回目に

つくったものよりおもしろいものではなかった。「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第二回目につくった

ものも、それほどおもしろいものではなかったのだが、やはり、わたしのこころにな

じみのある言葉でつくったほうがよいのであろうか。この「理系の詩学」理系の詩学」理系の詩学」理系の詩学」の第三回目

で、数列によって選び出した言葉を使って「順列「順列「順列「順列    並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」並べ替え詩。」をつくるまえに、

言葉と言葉が自らの意思で結びついていった様子を書いたわたしの論考を引用してお



いたが、言葉と言葉が自動的に結びついていくのを促進させるために、ときどき自分

の書いた大量のメモや引用した言葉を眺めることにしているのだが、その断片同士が

くっつき合うのを待つ方法のほかに、わたしが詩を書きはじめてまだ間もないころに

行った詩作方法についても述べておこうと思う。これもまた、わたしの詩論詩・集の

『『『『The Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.IIThe Wasteless Land.II』』』』に収録したもので、「「「「WELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LANDWELCOME TO THE WASTELESS LAND────

─詩法と実作」─詩法と実作」─詩法と実作」─詩法と実作」というタイトルで、「國文學」「國文學」「國文學」「國文學」の二〇〇二年一月号・特集「詩の争点二〇〇二年一月号・特集「詩の争点二〇〇二年一月号・特集「詩の争点二〇〇二年一月号・特集「詩の争点

ノート」ノート」ノート」ノート」に書いたものと、「「「「ATOM HEART MOTHERATOM HEART MOTHERATOM HEART MOTHERATOM HEART MOTHER──韻律と、それを破壊するもの／──韻律と、それを破壊するもの／──韻律と、それを破壊するもの／──韻律と、それを破壊するもの／詩詩詩詩

歌の技法と、私詩史を通して」歌の技法と、私詩史を通して」歌の技法と、私詩史を通して」歌の技法と、私詩史を通して」というタイトルで、「國文學」「國文學」「國文學」「國文學」の二〇〇六年八月号・二〇〇六年八月号・二〇〇六年八月号・二〇〇六年八月号・

特集「短歌と韻律」特集「短歌と韻律」特集「短歌と韻律」特集「短歌と韻律」に書いたものである。そのあと、これまでのまとめを書いて、こ

の「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第三回目を終える。わたしの作品が、わたしに、空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの空集合的なもの    

ΦΦΦΦダッシュダッシュダッシュダッシュ    の共鳴（共振）といったものを思いつかせるに至った道程を示しておこう

と思う。 

 

 

端的にいえば、詩の作り方には二通りしかない。一つは、あらかじめ作品の構成を

決め、言葉の選択と配置に細心の注意を払って作る方法である。もちろん、それらを

吟味していて、構想の途中で、最初に考えた構成を変更したりすることもある。拙詩

集の『『『『TheTheTheThe    WastelessWastelessWastelessWasteless    Land.Land.Land.Land.』』』』（書肆山田、一九九九年）は、出来上がるまで二年近く

かかったのだが、はじめに考えていたものとは、ずいぶん違ったものになった。エリエリエリエリ

オットオットオットオットの『荒地』（『荒地』（『荒地』（『荒地』（TheTheTheThe    WasteWasteWasteWaste    LandLandLandLand））））を読むと、「ひからびた岩には水の音もない。」「ひからびた岩には水の音もない。」「ひからびた岩には水の音もない。」「ひからびた岩には水の音もない。」

「ここは岩ばかりで水がない」「岩があって水がない」「岩の間に水さえあれば」「岩「ここは岩ばかりで水がない」「岩があって水がない」「岩の間に水さえあれば」「岩「ここは岩ばかりで水がない」「岩があって水がない」「岩の間に水さえあれば」「岩「ここは岩ばかりで水がない」「岩があって水がない」「岩の間に水さえあれば」「岩

間に水溜りでもあったなら。」「だがやはり少しも水がない」（西脇順三郎訳）間に水溜りでもあったなら。」「だがやはり少しも水がない」（西脇順三郎訳）間に水溜りでもあったなら。」「だがやはり少しも水がない」（西脇順三郎訳）間に水溜りでもあったなら。」「だがやはり少しも水がない」（西脇順三郎訳）とあっ

て、こういった言葉に、主題が表出されているような気がしたのである。「主はわが岩」「主はわが岩」「主はわが岩」「主はわが岩」

（詩篇一八・二）（詩篇一八・二）（詩篇一八・二）（詩篇一八・二）と呼ばれており、イエスの弟子のペテロペテロペテロペテロという名前は「岩」「岩」「岩」「岩」を意味

する（マタイによる福音書一六・一八）（マタイによる福音書一六・一八）（マタイによる福音書一六・一八）（マタイによる福音書一六・一八）言葉である。筆者には、「岩には」「水がない」

というところに信仰の喪失が象徴されているように思われたのである。「一方を思考す「一方を思考す「一方を思考す「一方を思考す

る者は、やがて他方を思考する。」（ヴァレリー『邪念その他』Ａ、佐々木る者は、やがて他方を思考する。」（ヴァレリー『邪念その他』Ａ、佐々木る者は、やがて他方を思考する。」（ヴァレリー『邪念その他』Ａ、佐々木る者は、やがて他方を思考する。」（ヴァレリー『邪念その他』Ａ、佐々木    明訳）明訳）明訳）明訳）。ココココ

リント人への第一の手紙一〇・一─リント人への第一の手紙一〇・一─リント人への第一の手紙一〇・一─リント人への第一の手紙一〇・一─四四四四には、「兄弟たちよ。このことを知らずにいて「兄弟たちよ。このことを知らずにいて「兄弟たちよ。このことを知らずにいて「兄弟たちよ。このことを知らずにいて



もらいたくない。わたしたちの先祖はみな雲の下におり、みな海を通り、みな雲の中、もらいたくない。わたしたちの先祖はみな雲の下におり、みな海を通り、みな雲の中、もらいたくない。わたしたちの先祖はみな雲の下におり、みな海を通り、みな雲の中、もらいたくない。わたしたちの先祖はみな雲の下におり、みな海を通り、みな雲の中、

海の中で、モーセに海の中で、モーセに海の中で、モーセに海の中で、モーセにつくバプテスマを受けた。また、みな同じ霊の食物を食べ、みなつくバプテスマを受けた。また、みな同じ霊の食物を食べ、みなつくバプテスマを受けた。また、みな同じ霊の食物を食べ、みなつくバプテスマを受けた。また、みな同じ霊の食物を食べ、みな

同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、

この岩はキリストにほかならない。」この岩はキリストにほかならない。」この岩はキリストにほかならない。」この岩はキリストにほかならない。」とあり、ヨハネの第一の手紙四・八ヨハネの第一の手紙四・八ヨハネの第一の手紙四・八ヨハネの第一の手紙四・八には、「神は「神は「神は「神は

愛である。」愛である。」愛である。」愛である。」とあり、コリント人への第一の手紙一三・八コリント人への第一の手紙一三・八コリント人への第一の手紙一三・八コリント人への第一の手紙一三・八には、「愛はいつまでも絶え「愛はいつまでも絶え「愛はいつまでも絶え「愛はいつまでも絶え

ることがない。」ることがない。」ることがない。」ることがない。」とある。たしかに、人は神によって愛されているのだろう。「髪の毛「髪の毛「髪の毛「髪の毛

までも、みな数えられている」（マタイによる福音書一〇・三〇）までも、みな数えられている」（マタイによる福音書一〇・三〇）までも、みな数えられている」（マタイによる福音書一〇・三〇）までも、みな数えられている」（マタイによる福音書一〇・三〇）ぐらいなのだから。

「なんらかの愛なしには、熟視ということはありえない。」（ヴェイユ「なんらかの愛なしには、熟視ということはありえない。」（ヴェイユ「なんらかの愛なしには、熟視ということはありえない。」（ヴェイユ「なんらかの愛なしには、熟視ということはありえない。」（ヴェイユ『神を待ちのぞ『神を待ちのぞ『神を待ちのぞ『神を待ちのぞ

む』田辺む』田辺む』田辺む』田辺    保・杉山保・杉山保・杉山保・杉山    毅訳）毅訳）毅訳）毅訳）、「愛するということは見ること」（デュラス『エミリー・「愛するということは見ること」（デュラス『エミリー・「愛するということは見ること」（デュラス『エミリー・「愛するということは見ること」（デュラス『エミリー・

Ｌ』田中倫郎訳）Ｌ』田中倫郎訳）Ｌ』田中倫郎訳）Ｌ』田中倫郎訳）、「じっと目をはなさぬことは、愛の行為にひとしい。」（ホーフマン「じっと目をはなさぬことは、愛の行為にひとしい。」（ホーフマン「じっと目をはなさぬことは、愛の行為にひとしい。」（ホーフマン「じっと目をはなさぬことは、愛の行為にひとしい。」（ホーフマン

スタール『アンドレアス（Ｎのヴェニスの体験──創作ノートの二）』大山定一訳）スタール『アンドレアス（Ｎのヴェニスの体験──創作ノートの二）』大山定一訳）スタール『アンドレアス（Ｎのヴェニスの体験──創作ノートの二）』大山定一訳）スタール『アンドレアス（Ｎのヴェニスの体験──創作ノートの二）』大山定一訳）

というのだから。そこで、ヴァレリーヴァレリーヴァレリーヴァレリーの「愛がなければ人間は存在しないだろう」（『ユ「愛がなければ人間は存在しないだろう」（『ユ「愛がなければ人間は存在しないだろう」（『ユ「愛がなければ人間は存在しないだろう」（『ユ

ーパリノスーパリノスーパリノスーパリノス    あるいは建築家』佐藤昭夫訳）あるいは建築家』佐藤昭夫訳）あるいは建築家』佐藤昭夫訳）あるいは建築家』佐藤昭夫訳）という言葉をもじって、「人間のいると「人間のいると「人間のいると「人間のいると

ころ、愛はある。」ころ、愛はある。」ころ、愛はある。」ころ、愛はある。」とすれば、エリオットエリオットエリオットエリオットの『荒地』『荒地』『荒地』『荒地』のパスティーシュができると考

えたのである。「不毛の、荒廃し「不毛の、荒廃し「不毛の、荒廃し「不毛の、荒廃した」た」た」た」という意味の「「「「wastewastewastewaste」」」」の反意語に、「使い切れ「使い切れ「使い切れ「使い切れ

ない、無尽蔵の」ない、無尽蔵の」ない、無尽蔵の」ない、無尽蔵の」といった意味の「「「「wastelesswastelesswastelesswasteless」」」」があることから、タイトルを決め、

構成と文体を西脇訳の『荒地』『荒地』『荒地』『荒地』に依拠させて制作することにしたのである。このとき、

この作品と同時並行的に考えていたものがあって、それは、ゲーテのファウストを主

人公にしたもので、モチーフの繋がり具合があまり良くなかったので途中で投げ出し

ていたのだが、これと合わせて、『荒地』『荒地』『荒地』『荒地』のパスティーシュに用いるとどうなるか、や

ってみることにしたのである。出来上がりはどうであれ、語を吟味する作業によって、

筆者が得たものには、計り知れないものがあった。 

 

あるとき、テレビのニュース番組のなかで、南アフリカ共和国のことだったと思う

が、黒人青年を、白人警官が警棒で殴打している様子が映し出されたのだが、それを

見て、その殴打されている黒人青年の経験も、殴打している白人警官の経験も、ひと

しく神の経験ではないかと思ったのである。翌日、サイトの掲示板に、この感想を書

き、さらに、「神とは、あらゆる人間の経験を通して存在するものである。」「神とは、あらゆる人間の経験を通して存在するものである。」「神とは、あらゆる人間の経験を通して存在するものである。」「神とは、あらゆる人間の経験を通して存在するものである。」と付け加



えたのであるが、なぜこのようなことを思いついたのか、よくよく振り返ってみると、

本文の 4
5

ページよりも長い 6
2

ページの注を付けた長篇詩の『『『『TheTheTheThe    WastelessWastelessWastelessWasteless    Land.Land.Land.Land.』』』』

において、本文の五行の詩句について、 3
5

ページにわたって考察したことが、そこで

はじめて汎神論というものについて触れたのであるが、また、詩集を上梓した後も、

さらに、ボードレールからポオ、スピノザ、マルクス・アウレーリウス、プロティノ

ス、プラトンにまで遡って読書したことが、筆者をして、「神とは、あらゆる人間の経

験を通して存在するものである。」といった見解に至らしめたと思われるのである。「作「作「作「作

品は作者を変える。／品は作者を変える。／品は作者を変える。／品は作者を変える。／自分から作品を引き出す活動のひとつびとつに、作者は或る変自分から作品を引き出す活動のひとつびとつに、作者は或る変自分から作品を引き出す活動のひとつびとつに、作者は或る変自分から作品を引き出す活動のひとつびとつに、作者は或る変

質を受ける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）質を受ける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）質を受ける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）質を受ける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）。作者にとって、この「変質」ほど、

貴重な心的経験などなかろう。 

 

神とは、あらゆる人間の経験を通して存在するものである。それゆえ、どのような

人間の、どのような経験も欠けてはならないのである。ただ一人の人間の経験も欠け

てはならないのである。どのような経験であっても、けっしておろそかにしてはなら

ないのである。 

 

 

高野川高野川高野川高野川    

 

底浅の透き通った水の流れが底浅の透き通った水の流れが底浅の透き通った水の流れが底浅の透き通った水の流れが    

昨日の雨で嵩を増して随分と濁っていた昨日の雨で嵩を増して随分と濁っていた昨日の雨で嵩を増して随分と濁っていた昨日の雨で嵩を増して随分と濁っていた    

川端に立ってバスを待ち川端に立ってバスを待ち川端に立ってバスを待ち川端に立ってバスを待ちながらながらながらながら    

ぼくは水面に映った岸辺の草を見ていたぼくは水面に映った岸辺の草を見ていたぼくは水面に映った岸辺の草を見ていたぼくは水面に映った岸辺の草を見ていた    

それはゆらゆらと揺れながらそれはゆらゆらと揺れながらそれはゆらゆらと揺れながらそれはゆらゆらと揺れながら    

黄土色の画布に黒く染みていた黄土色の画布に黒く染みていた黄土色の画布に黒く染みていた黄土色の画布に黒く染みていた    

流れる水は瀬岩にあたって畝となり流れる水は瀬岩にあたって畝となり流れる水は瀬岩にあたって畝となり流れる水は瀬岩にあたって畝となり    

棚曇る空がそっくり動いていった棚曇る空がそっくり動いていった棚曇る空がそっくり動いていった棚曇る空がそっくり動いていった    

朽ちた木切れは波間を走り朽ちた木切れは波間を走り朽ちた木切れは波間を走り朽ちた木切れは波間を走り    



枯れ草は舵を失い沈んでいった枯れ草は舵を失い沈んでいった枯れ草は舵を失い沈んでいった枯れ草は舵を失い沈んでいった    

    

こうしてバスを待っているとこうしてバスを待っているとこうしてバスを待っているとこうしてバスを待っていると    

それほど遠くもないきみの下宿がそれほど遠くもないきみの下宿がそれほど遠くもないきみの下宿がそれほど遠くもないきみの下宿が    

とても遠く離れたところのように思われてとても遠く離れたところのように思われてとても遠く離れたところのように思われてとても遠く離れたところのように思われて    

いろいろ考えてしまういろいろ考えてしまういろいろ考えてしまういろいろ考えてしまう    

きみを思えば思うほどきみを思えば思うほどきみを思えば思うほどきみを思えば思うほど    

自分に自信が持てなくなって自分に自信が持てなくなって自分に自信が持てなくなって自分に自信が持てなくなって    

いつかはすべてが裏目に出る日がやってくるといつかはすべてが裏目に出る日がやってくるといつかはすべてが裏目に出る日がやってくるといつかはすべてが裏目に出る日がやってくると    

    

堰堤の澱みに逆巻く渦が堰堤の澱みに逆巻く渦が堰堤の澱みに逆巻く渦が堰堤の澱みに逆巻く渦が    

ぼくの煙草の喫い止しを捕らえたぼくの煙草の喫い止しを捕らえたぼくの煙草の喫い止しを捕らえたぼくの煙草の喫い止しを捕らえた    

しばらく円しばらく円しばらく円しばらく円を描いて舞っていたそれはを描いて舞っていたそれはを描いて舞っていたそれはを描いて舞っていたそれは    

徐々にほぐれて身を落とし徐々にほぐれて身を落とし徐々にほぐれて身を落とし徐々にほぐれて身を落とし    

ただ吸い口のフィルターだけがまわりまわりながらただ吸い口のフィルターだけがまわりまわりながらただ吸い口のフィルターだけがまわりまわりながらただ吸い口のフィルターだけがまわりまわりながら    

いつまでも浮標のように浮き沈みしていたいつまでも浮標のように浮き沈みしていたいつまでも浮標のように浮き沈みしていたいつまでも浮標のように浮き沈みしていた    

 

 

わたしが生まれてはじめて書いた詩である。初出は、「ユリイカ」一九八九年八月号・

投稿欄である。選者は、吉増剛造氏である。つぎの詩は、同誌の一九九〇年九月号・

投稿欄に掲載されたもので、選者は、大岡 信氏である。「高野川」を書いていたとき

には、まだ、詩は、堀口大學氏の訳詩集である『月下の一群』くらいしか読んでいな

かったのであるが、つづけて同誌に投稿していた一年ばかりの間に、北園克衛をはじ

めとする日本のモダニズム詩人たちの詩にも接するようになっていた。「夏の思い出」

には、その影響が顕著に見受けられる。 

 

 

夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出    



 

夏夏夏夏    

白い夏白い夏白い夏白い夏    

思い出の夏思い出の夏思い出の夏思い出の夏    

反射光反射光反射光反射光    

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    

クラブクラブクラブクラブ    

ボックスボックスボックスボックス    

きみはバレーボール部だったきみはバレーボール部だったきみはバレーボール部だったきみはバレーボール部だった    

きみは輝いてきみは輝いてきみは輝いてきみは輝いて    

目にまぶしかった目にまぶしかった目にまぶしかった目にまぶしかった    

並んで並んで並んで並んで    

腰かけた腰かけた腰かけた腰かけた    ぼくぼくぼくぼく    

ぼくはぼくはぼくはぼくは    柔道部だった柔道部だった柔道部だった柔道部だった    

ぼくらはぼくらはぼくらはぼくらは    まだ高校一年生だったまだ高校一年生だったまだ高校一年生だったまだ高校一年生だった    

夏夏夏夏    

白い夏白い夏白い夏白い夏    

夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出    

反射光反射光反射光反射光    

重なりあった重なりあった重なりあった重なりあった    

手と手と手と手と    

手手手手    

汗と汗と汗と汗と    

光光光光    

白い光白い光白い光白い光    

光反射する光反射する光反射する光反射する    

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    

濃い影濃い影濃い影濃い影    



だれもいなかっただれもいなかっただれもいなかっただれもいなかった    

あの日あの日あの日あの日    

あの夏あの夏あの夏あの夏    

あの夏休みあの夏休みあの夏休みあの夏休み    

あの時あの時あの時あの時間は間は間は間は    ぼくとぼくとぼくとぼくと    きみときみときみときみと    

ぼくとぼくとぼくとぼくと    きみのきみのきみのきみの    

ふたりきりのふたりきりのふたりきりのふたりきりの    

時間だった時間だった時間だった時間だった    

（ふたりきりだったね）（ふたりきりだったね）（ふたりきりだったね）（ふたりきりだったね）    

輝いていた輝いていた輝いていた輝いていた    

夏の夏の夏の夏の    

白い夏の白い夏の白い夏の白い夏の    

日日日日    

あの日あの日あの日あの日    

ぼくははじめてだったぼくははじめてだったぼくははじめてだったぼくははじめてだった    

ぼくは知らなかったぼくは知らなかったぼくは知らなかったぼくは知らなかった    

あんなにこそばったいところだったなんてあんなにこそばったいところだったなんてあんなにこそばったいところだったなんてあんなにこそばったいところだったなんて    

唇が唇が唇が唇が    

まばらなひげにあたってまばらなひげにあたってまばらなひげにあたってまばらなひげにあたって    

（どんなにのばしても、どじょうひげだったね）（どんなにのばしても、どじょうひげだったね）（どんなにのばしても、どじょうひげだったね）（どんなにのばしても、どじょうひげだったね）    

唇と唇と唇と唇と    

汗と汗と汗と汗と    

まぶしかったまぶしかったまぶしかったまぶしかった    

一瞬一瞬一瞬一瞬    

のののの    

ことだったことだったことだったことだった    

夏夏夏夏    

白い夏の白い夏の白い夏の白い夏の    



思い出思い出思い出思い出    

はじめてのキスだったはじめてのキスだったはじめてのキスだったはじめてのキスだった    

（ほんと、汗の味がしたね）（ほんと、汗の味がしたね）（ほんと、汗の味がしたね）（ほんと、汗の味がしたね）    

でもでもでもでも    

それだけだったそれだけだったそれだけだったそれだけだった    

それだけでそれだけでそれだけでそれだけで    

あの日あの日あの日あの日    

あのときあのときあのときあのとき    

あのときのきみの姿があのときのきみの姿があのときのきみの姿があのときのきみの姿が    最後だった最後だった最後だった最後だった    

合宿をひかえて合宿をひかえて合宿をひかえて合宿をひかえて    

早目早目早目早目に終わったクラブに終わったクラブに終わったクラブに終わったクラブ    

きみはきみはきみはきみは    

なぜなぜなぜなぜ    

泳ぎに出かけたの泳ぎに出かけたの泳ぎに出かけたの泳ぎに出かけたの    

きみはなぜきみはなぜきみはなぜきみはなぜ    

彼女と彼女と彼女と彼女と    

海に海に海に海に    

いったのいったのいったのいったの    

夏夏夏夏    

夏の夏の夏の夏の    

日日日日    

白い夏の思い出白い夏の思い出白い夏の思い出白い夏の思い出    

永遠に輝く永遠に輝く永遠に輝く永遠に輝く    

ぼくのぼくのぼくのぼくの    

きみのきみのきみのきみの    

夏の夏の夏の夏の    

日日日日    

あの夏の日の思い出はあの夏の日の思い出はあの夏の日の思い出はあの夏の日の思い出は    



夏がめぐり夏がめぐり夏がめぐり夏がめぐり    

めぐりめぐりめぐりめぐり    

やってくるたびにやってくるたびにやってくるたびにやってくるたびに    

ぼくのこころをぼくのこころをぼくのこころをぼくのこころを    

引き裂いて引き裂いて引き裂いて引き裂いて    

ぼくのぼくのぼくのぼくの    

こころをこころをこころをこころを    

引き千切って引き千切って引き千切って引き千切って    

風に風に風に風に    

飛ばすんだ飛ばすんだ飛ばすんだ飛ばすんだ    

夏夏夏夏    

白い夏白い夏白い夏白い夏    

思い出の夏思い出の夏思い出の夏思い出の夏    

反射光反射光反射光反射光    

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    

クラブクラブクラブクラブ    

ボックスボックスボックスボックス    

重ねた重ねた重ねた重ねた    

手と手と手と手と    

目と目と目と目と    

唇と唇と唇と唇と    

汗と汗と汗と汗と    

光と光と光と光と    

影と影と影と影と    

夏と夏と夏と夏と    

    

 



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。「愛とはなにか。／自己をぬけ出「愛とはなにか。／自己をぬけ出「愛とはなにか。／自己をぬけ出「愛とはなにか。／自己をぬけ出

そうとする欲求。」（ボードレール『赤裸の心』二五、阿部良雄訳）「魂の流出は、幸そうとする欲求。」（ボードレール『赤裸の心』二五、阿部良雄訳）「魂の流出は、幸そうとする欲求。」（ボードレール『赤裸の心』二五、阿部良雄訳）「魂の流出は、幸そうとする欲求。」（ボードレール『赤裸の心』二五、阿部良雄訳）「魂の流出は、幸

福である、ここには幸福がある」（ホイットマン『大道の歌』８、木島福である、ここには幸福がある」（ホイットマン『大道の歌』８、木島福である、ここには幸福がある」（ホイットマン『大道の歌』８、木島福である、ここには幸福がある」（ホイットマン『大道の歌』８、木島    始訳）始訳）始訳）始訳）。「僕た「僕た「僕た「僕た

ちの人生のどんな瞬間であろうと、僕たちのなかには、発散されることを必要とするちの人生のどんな瞬間であろうと、僕たちのなかには、発散されることを必要とするちの人生のどんな瞬間であろうと、僕たちのなかには、発散されることを必要とするちの人生のどんな瞬間であろうと、僕たちのなかには、発散されることを必要とする

力がある」力がある」力がある」力がある」((((ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳ガデンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳))))。「愛はわたしを「愛はわたしを「愛はわたしを「愛はわたしを

大きくする。」（ローベルト・ヴァルザー『夢』川村二郎訳）「それにしても、何の光大きくする。」（ローベルト・ヴァルザー『夢』川村二郎訳）「それにしても、何の光大きくする。」（ローベルト・ヴァルザー『夢』川村二郎訳）「それにしても、何の光大きくする。」（ローベルト・ヴァルザー『夢』川村二郎訳）「それにしても、何の光

だろう？」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』だろう？」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』だろう？」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』だろう？」（サングィネーティ『イタリア綺想曲』69696969、河島英昭訳）「この光、、河島英昭訳）「この光、、河島英昭訳）「この光、、河島英昭訳）「この光、」（ルー」（ルー」（ルー」（ルー

シャス・シェパード『スペインの教訓』小川シャス・シェパード『スペインの教訓』小川シャス・シェパード『スペインの教訓』小川シャス・シェパード『スペインの教訓』小川    隆訳）「この音は」（シェリー『鎖を解隆訳）「この音は」（シェリー『鎖を解隆訳）「この音は」（シェリー『鎖を解隆訳）「この音は」（シェリー『鎖を解

かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）。「偽りを許さない何か」（ロバート・Ｆ・「偽りを許さない何か」（ロバート・Ｆ・「偽りを許さない何か」（ロバート・Ｆ・「偽りを許さない何か」（ロバート・Ｆ・

ヤング『魔王の窓』伊藤典夫訳）ヤング『魔王の窓』伊藤典夫訳）ヤング『魔王の窓』伊藤典夫訳）ヤング『魔王の窓』伊藤典夫訳）、「あの何か間違ってはいないものの響き、ずっと昔「あの何か間違ってはいないものの響き、ずっと昔「あの何か間違ってはいないものの響き、ずっと昔「あの何か間違ってはいないものの響き、ずっと昔

に起こった何かの経験、正しく光り輝くものであったことの？」（オラフ・ステープに起こった何かの経験、正しく光り輝くものであったことの？」（オラフ・ステープに起こった何かの経験、正しく光り輝くものであったことの？」（オラフ・ステープに起こった何かの経験、正しく光り輝くものであったことの？」（オラフ・ステープ

ルドン『オッド・ジョン』ルドン『オッド・ジョン』ルドン『オッド・ジョン』ルドン『オッド・ジョン』10101010、矢野、矢野、矢野、矢野    徹訳）「その光は、途方もなく明るかった」（ラ徹訳）「その光は、途方もなく明るかった」（ラ徹訳）「その光は、途方もなく明るかった」（ラ徹訳）「その光は、途方もなく明るかった」（ラ

ーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）ーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）ーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）ーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳）。「自分自身を輝かせると同時にそばにいる者「自分自身を輝かせると同時にそばにいる者「自分自身を輝かせると同時にそばにいる者「自分自身を輝かせると同時にそばにいる者

を輝かせる」（レイナルド・アレナスを輝かせる」（レイナルド・アレナスを輝かせる」（レイナルド・アレナスを輝かせる」（レイナルド・アレナス『夜になるまえに』レサマ＝リマ、安藤哲行訳）『夜になるまえに』レサマ＝リマ、安藤哲行訳）『夜になるまえに』レサマ＝リマ、安藤哲行訳）『夜になるまえに』レサマ＝リマ、安藤哲行訳）。

「「「「なんという強い光！」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』昼なんという強い光！」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』昼なんという強い光！」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』昼なんという強い光！」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』昼

夜入れ替えなしの興行、木村榮一訳）「それにしても、何の夜入れ替えなしの興行、木村榮一訳）「それにしても、何の夜入れ替えなしの興行、木村榮一訳）「それにしても、何の夜入れ替えなしの興行、木村榮一訳）「それにしても、何の光だろう？」（サングィ光だろう？」（サングィ光だろう？」（サングィ光だろう？」（サングィ

ネーティ『イタリア綺想曲』ネーティ『イタリア綺想曲』ネーティ『イタリア綺想曲』ネーティ『イタリア綺想曲』69696969、河島英昭訳）「いったい何なのか、」（コルターサル、河島英昭訳）「いったい何なのか、」（コルターサル、河島英昭訳）「いったい何なのか、」（コルターサル、河島英昭訳）「いったい何なのか、」（コルターサル

『石蹴り遊び』向う側から・『石蹴り遊び』向う側から・『石蹴り遊び』向う側から・『石蹴り遊び』向う側から・21212121、土岐恒二訳）「輝く光は」（スティーヴン・バクスタ、土岐恒二訳）「輝く光は」（スティーヴン・バクスタ、土岐恒二訳）「輝く光は」（スティーヴン・バクスタ、土岐恒二訳）「輝く光は」（スティーヴン・バクスタ

ー『真空ダイヤグラム』第七部・バリオンの支配者たち、岡部靖史訳）ー『真空ダイヤグラム』第七部・バリオンの支配者たち、岡部靖史訳）ー『真空ダイヤグラム』第七部・バリオンの支配者たち、岡部靖史訳）ー『真空ダイヤグラム』第七部・バリオンの支配者たち、岡部靖史訳）。また、「その「その「その「その

光はどこから出てきたものだったのだろう？」（ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの光はどこから出てきたものだったのだろう？」（ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの光はどこから出てきたものだったのだろう？」（ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの光はどこから出てきたものだったのだろう？」（ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの

城』城』城』城』13131313、安東次男訳）「その光がいったいどこから発しているのか」（アンナ・カヴァ、安東次男訳）「その光がいったいどこから発しているのか」（アンナ・カヴァ、安東次男訳）「その光がいったいどこから発しているのか」（アンナ・カヴァ、安東次男訳）「その光がいったいどこから発しているのか」（アンナ・カヴァ

ン『氷』５、山田和子訳）ン『氷』５、山田和子訳）ン『氷』５、山田和子訳）ン『氷』５、山田和子訳）。そうだ。「あの光は外から来るものではなく、ぼくの眼か「あの光は外から来るものではなく、ぼくの眼か「あの光は外から来るものではなく、ぼくの眼か「あの光は外から来るものではなく、ぼくの眼か

ら出た光であり、」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』すべてがら出た光であり、」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』すべてがら出た光であり、」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』すべてがら出た光であり、」（カブレラ＝インファンテ『亡き王子のためのハバーナ』すべてが

愛を打ち破る、木村榮一訳）「自身の思考から発したものに違いはない」（プルースト愛を打ち破る、木村榮一訳）「自身の思考から発したものに違いはない」（プルースト愛を打ち破る、木村榮一訳）「自身の思考から発したものに違いはない」（プルースト愛を打ち破る、木村榮一訳）「自身の思考から発したものに違いはない」（プルースト

『サント＝ブーヴに反論する』サント＝ブーヴとバルザック、出口裕弘・吉川一義訳）『サント＝ブーヴに反論する』サント＝ブーヴとバルザック、出口裕弘・吉川一義訳）『サント＝ブーヴに反論する』サント＝ブーヴとバルザック、出口裕弘・吉川一義訳）『サント＝ブーヴに反論する』サント＝ブーヴとバルザック、出口裕弘・吉川一義訳）。

愛というものは、つねに見出されるものである。「その愛が形を変えて」（サバト『英「その愛が形を変えて」（サバト『英「その愛が形を変えて」（サバト『英「その愛が形を変えて」（サバト『英

雄たちと墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）、言葉となって、光となり、音となったので



ある。言葉となって、わたしのなかに折りたたまれていた光や音が解放されたのであ

る。あの夏の日の日射し、あの真剣な彼の眼差し、あのまぶしかった彼の面差し、彼

という彼のすべてが一つの光だった。声など交わすこともなく手を触れ合い、黙って

唇を重ね合ったあの静けさも一つの声、あの沈黙も一つの音だった。 

 

「美しいことにどのような意味があるのだろうか？」（ジェイムズ・アラン・ガード「美しいことにどのような意味があるのだろうか？」（ジェイムズ・アラン・ガード「美しいことにどのような意味があるのだろうか？」（ジェイムズ・アラン・ガード「美しいことにどのような意味があるのだろうか？」（ジェイムズ・アラン・ガード

ナー『プラネットハザード』下・ナー『プラネットハザード』下・ナー『プラネットハザード』下・ナー『プラネットハザード』下・15151515、関口幸男訳）「自由とは魂がそのなかで美に向、関口幸男訳）「自由とは魂がそのなかで美に向、関口幸男訳）「自由とは魂がそのなかで美に向、関口幸男訳）「自由とは魂がそのなかで美に向

かって開かれるものなのか、魂かって開かれるものなのか、魂かって開かれるものなのか、魂かって開かれるものなのか、魂にその自由の予感を与えるものが美なのか」（ブロッにその自由の予感を与えるものが美なのか」（ブロッにその自由の予感を与えるものが美なのか」（ブロッにその自由の予感を与えるものが美なのか」（ブロッ

ホ『夢遊の人々』第三部・三、菊盛英夫訳）ホ『夢遊の人々』第三部・三、菊盛英夫訳）ホ『夢遊の人々』第三部・三、菊盛英夫訳）ホ『夢遊の人々』第三部・三、菊盛英夫訳）。「美は、とりわけて可視的なものである。」「美は、とりわけて可視的なものである。」「美は、とりわけて可視的なものである。」「美は、とりわけて可視的なものである。」

（ノヴァーリス『断章と研究（ノヴァーリス『断章と研究（ノヴァーリス『断章と研究（ノヴァーリス『断章と研究    一七九八年』今泉文子訳）「自然の恵む刺激とは、つ一七九八年』今泉文子訳）「自然の恵む刺激とは、つ一七九八年』今泉文子訳）「自然の恵む刺激とは、つ一七九八年』今泉文子訳）「自然の恵む刺激とは、つ

まり物象にそなわる美のことで、」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「魂は物質を通さまり物象にそなわる美のことで、」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「魂は物質を通さまり物象にそなわる美のことで、」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「魂は物質を通さまり物象にそなわる美のことで、」（エマソン『詩人』酒本雅之訳）「魂は物質を通さ

ずにはわれわれの物質的な眼に現れることがない」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅰ部・ずにはわれわれの物質的な眼に現れることがない」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅰ部・ずにはわれわれの物質的な眼に現れることがない」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅰ部・ずにはわれわれの物質的な眼に現れることがない」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅰ部・

２、安藤哲行訳）２、安藤哲行訳）２、安藤哲行訳）２、安藤哲行訳）。「見るというのは明瞭に認識することだ」（ダン・シモンズ『エン「見るというのは明瞭に認識することだ」（ダン・シモンズ『エン「見るというのは明瞭に認識することだ」（ダン・シモンズ『エン「見るというのは明瞭に認識することだ」（ダン・シモンズ『エン

ディミオンの覚醒』第一部・４、酒井昭伸訳）ディミオンの覚醒』第一部・４、酒井昭伸訳）ディミオンの覚醒』第一部・４、酒井昭伸訳）ディミオンの覚醒』第一部・４、酒井昭伸訳）。「ある概念を認識するためには「ある概念を認識するためには「ある概念を認識するためには「ある概念を認識するためには、まず、まず、まず、まず

それを視覚化しなければならない。」（ブライアン・オールディス『十億年の宴』９、それを視覚化しなければならない。」（ブライアン・オールディス『十億年の宴』９、それを視覚化しなければならない。」（ブライアン・オールディス『十億年の宴』９、それを視覚化しなければならない。」（ブライアン・オールディス『十億年の宴』９、

浅倉久志訳）「目は心に最も近く位置していて、」（プルタルコス『食卓歓談集』二三、浅倉久志訳）「目は心に最も近く位置していて、」（プルタルコス『食卓歓談集』二三、浅倉久志訳）「目は心に最も近く位置していて、」（プルタルコス『食卓歓談集』二三、浅倉久志訳）「目は心に最も近く位置していて、」（プルタルコス『食卓歓談集』二三、

柳沼重綱編訳）「観念は視線を向けられたとたんに感覚となる。」（ヴァレリー『ユー柳沼重綱編訳）「観念は視線を向けられたとたんに感覚となる。」（ヴァレリー『ユー柳沼重綱編訳）「観念は視線を向けられたとたんに感覚となる。」（ヴァレリー『ユー柳沼重綱編訳）「観念は視線を向けられたとたんに感覚となる。」（ヴァレリー『ユー

パリノスパリノスパリノスパリノス    あるいは建築家』佐藤昭夫訳）「われわれのあらゆる認識は感覺にはじまあるいは建築家』佐藤昭夫訳）「われわれのあらゆる認識は感覺にはじまあるいは建築家』佐藤昭夫訳）「われわれのあらゆる認識は感覺にはじまあるいは建築家』佐藤昭夫訳）「われわれのあらゆる認識は感覺にはじま

る。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』人生論、杉浦明平訳）「人間にとっては、る。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』人生論、杉浦明平訳）「人間にとっては、る。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』人生論、杉浦明平訳）「人間にとっては、る。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』人生論、杉浦明平訳）「人間にとっては、

可感的なことがらを通して可知的なことがらに到達するのがその本性に適合してい可感的なことがらを通して可知的なことがらに到達するのがその本性に適合してい可感的なことがらを通して可知的なことがらに到達するのがその本性に適合してい可感的なことがらを通して可知的なことがらに到達するのがその本性に適合してい

る。われわれの認識はすべて感覚に端を発する。われわれの認識はすべて感覚に端を発する。われわれの認識はすべて感覚に端を発する。われわれの認識はすべて感覚に端を発するものだからである。」（トマス・アクィるものだからである。」（トマス・アクィるものだからである。」（トマス・アクィるものだからである。」（トマス・アクィ

ナス『神学大全』第一部・第一問・第九項、山田ナス『神学大全』第一部・第一問・第九項、山田ナス『神学大全』第一部・第一問・第九項、山田ナス『神学大全』第一部・第一問・第九項、山田    晶訳）「感じるためには、それを「理晶訳）「感じるためには、それを「理晶訳）「感じるためには、それを「理晶訳）「感じるためには、それを「理

解」することが必要だ。」（プルースト『失われた時を求めて』第四篇・ソドムとゴモ解」することが必要だ。」（プルースト『失われた時を求めて』第四篇・ソドムとゴモ解」することが必要だ。」（プルースト『失われた時を求めて』第四篇・ソドムとゴモ解」することが必要だ。」（プルースト『失われた時を求めて』第四篇・ソドムとゴモ

ラ、井上究一郎訳）「どんなに目に見える幸福も／私たちがそれを内部で変身させてラ、井上究一郎訳）「どんなに目に見える幸福も／私たちがそれを内部で変身させてラ、井上究一郎訳）「どんなに目に見える幸福も／私たちがそれを内部で変身させてラ、井上究一郎訳）「どんなに目に見える幸福も／私たちがそれを内部で変身させて

はじめて私たちに認められるものとなる」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第七の悲歌、はじめて私たちに認められるものとなる」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第七の悲歌、はじめて私たちに認められるものとなる」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第七の悲歌、はじめて私たちに認められるものとなる」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第七の悲歌、

高安国世訳）高安国世訳）高安国世訳）高安国世訳）。見ることはうれしい。見えることはうれしい。見ることが喜びなのだ。

見えることが喜びなのだ。 

「すべては見ること」（ジョン・ベリマン『「すべては見ること」（ジョン・ベリマン『「すべては見ること」（ジョン・ベリマン『「すべては見ること」（ジョン・ベリマン『73737373    カレサンスイカレサンスイカレサンスイカレサンスイ    リョウアンジ』澤リョウアンジ』澤リョウアンジ』澤リョウアンジ』澤



崎順之助訳）崎順之助訳）崎順之助訳）崎順之助訳）。 

 

夕夕夕夕

ゆ う

星星星星

ず つ

は、は、は、は、    

かがやく朝が（八方に）散らしたものをかがやく朝が（八方に）散らしたものをかがやく朝が（八方に）散らしたものをかがやく朝が（八方に）散らしたものを    

みな（もとへ）連れかへす。みな（もとへ）連れかへす。みな（もとへ）連れかへす。みな（もとへ）連れかへす。    

羊をかへし、羊をかへし、羊をかへし、羊をかへし、    

山羊をかへし、山羊をかへし、山羊をかへし、山羊をかへし、    

幼幼幼幼

お さ

な子をまたな子をまたな子をまたな子をまた    母の手に母の手に母の手に母の手に    

連れかへす。連れかへす。連れかへす。連れかへす。    

 

「「「「なんとも美しい。こんな詩はもうだれにも書けないね。」（デニス・ダンヴァーズ『エなんとも美しい。こんな詩はもうだれにも書けないね。」（デニス・ダンヴァーズ『エなんとも美しい。こんな詩はもうだれにも書けないね。」（デニス・ダンヴァーズ『エなんとも美しい。こんな詩はもうだれにも書けないね。」（デニス・ダンヴァーズ『エ

ンド・オブ・デイズ』下・ンド・オブ・デイズ』下・ンド・オブ・デイズ』下・ンド・オブ・デイズ』下・12121212、川副智子訳）、川副智子訳）、川副智子訳）、川副智子訳）。これは、古代ギリシアの女流詩人であ

るサッフォーサッフォーサッフォーサッフォーの作品である。この詩の原文は、わずか二行ばかりのものであったのだ

が、翻訳された呉 茂一氏によって、このように七行に行分けされた。日本語で書かれ

た詩のなかで、この詩ほどにすばらしい詩を、わたしはほかに知らない。第一に、空

間の把握の仕方がまことにもって見事である。しかも、呉氏が、原文の二行を七行に

改めて翻訳されたので、その空間の拡がりがより感じとれるものとなっている。しか

し、何よりも、繰り返される言葉自体が耳に心地よく、その繰り返す言葉が、繰り返

される人間の生の営みというものを喚起させ、その音調的な美しさと、その情景の美

しさのなかに、読み手を瞬時に包み込んでしまうのである。はじめて目にしたときの

感激は、いまでもいっこうに薄れてはいない。そのような詩は稀である。ここには永

遠があるのだ。しかも、それは、呼吸のように繰り返される、運動性を持った永遠な

のである。まるで、ポオポオポオポオが『ユリイカ』『ユリイカ』『ユリイカ』『ユリイカ』のなかに書いていた「神の心臓の鼓動」（牧「神の心臓の鼓動」（牧「神の心臓の鼓動」（牧「神の心臓の鼓動」（牧

野信一・小川和夫訳）野信一・小川和夫訳）野信一・小川和夫訳）野信一・小川和夫訳）のごときものである。「神の心臓の鼓動」という言葉はまた、

ボードレールボードレールボードレールボードレールの「自我の蒸発と集中について。すべてがそこにある。」（『赤裸の心』「自我の蒸発と集中について。すべてがそこにある。」（『赤裸の心』「自我の蒸発と集中について。すべてがそこにある。」（『赤裸の心』「自我の蒸発と集中について。すべてがそこにある。」（『赤裸の心』

一、阿部良雄訳）一、阿部良雄訳）一、阿部良雄訳）一、阿部良雄訳）といった言葉を、ただちに思い起こさせる。サッフォーのこの詩は、

わたしが完璧に暗唱している数少ない詩の一つである。記憶する際に、韻律は実に効

果的であった。この韻律は、瞬時に、そして永遠に、わたしをこの情景のなかに立ち



戻らせる。そうなのだ。この詩は、わたしをその情景のなかに瞬時に投げ込み、瞬時

に展べ拡げるのである。無限に拡大するのである。その情景のなかに、わたしの「現「現「現「現

存在を存在を存在を存在を無限に拡大する」（ノヴァーリス『断章と研究無限に拡大する」（ノヴァーリス『断章と研究無限に拡大する」（ノヴァーリス『断章と研究無限に拡大する」（ノヴァーリス『断章と研究    一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）の

である。「存在を作り出すリズム」（アーシュラ・Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』「存在を作り出すリズム」（アーシュラ・Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』「存在を作り出すリズム」（アーシュラ・Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』「存在を作り出すリズム」（アーシュラ・Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』

小尾芙佐訳）小尾芙佐訳）小尾芙佐訳）小尾芙佐訳）、「人間ひとりひとりを永遠と偏在に参与せしめるリズム」（アーシュラ・「人間ひとりひとりを永遠と偏在に参与せしめるリズム」（アーシュラ・「人間ひとりひとりを永遠と偏在に参与せしめるリズム」（アーシュラ・「人間ひとりひとりを永遠と偏在に参与せしめるリズム」（アーシュラ・

Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』小尾芙佐訳）Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』小尾芙佐訳）Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』小尾芙佐訳）Ｋ・ル・グィン『踊ってガナムへ』小尾芙佐訳）。「一秒にも満たない瞬間にすべてが「一秒にも満たない瞬間にすべてが「一秒にも満たない瞬間にすべてが「一秒にも満たない瞬間にすべてが

存在し、見つめられ、触れられ、味わわれ、嗅がれるのだ。」（ラングドン・ジョーン存在し、見つめられ、触れられ、味わわれ、嗅がれるのだ。」（ラングドン・ジョーン存在し、見つめられ、触れられ、味わわれ、嗅がれるのだ。」（ラングドン・ジョーン存在し、見つめられ、触れられ、味わわれ、嗅がれるのだ。」（ラングドン・ジョーン

ズ『時間機械』山田和子訳）「すべてがひとときに起こること。それこそが永遠」（グズ『時間機械』山田和子訳）「すべてがひとときに起こること。それこそが永遠」（グズ『時間機械』山田和子訳）「すべてがひとときに起こること。それこそが永遠」（グズ『時間機械』山田和子訳）「すべてがひとときに起こること。それこそが永遠」（グ

レン・ヴェイジー『選択』夏来健次訳）レン・ヴェイジー『選択』夏来健次訳）レン・ヴェイジー『選択』夏来健次訳）レン・ヴェイジー『選択』夏来健次訳）。 

 

ここで、ふと、高村光太郎高村光太郎高村光太郎高村光太郎の「ヨタカ」「ヨタカ」「ヨタカ」「ヨタカ」という詩の終わりの三行が思い出された。 

 

自然に在るのは空間ばかりだ。自然に在るのは空間ばかりだ。自然に在るのは空間ばかりだ。自然に在るのは空間ばかりだ。    

時間は人間の発明だ。時間は人間の発明だ。時間は人間の発明だ。時間は人間の発明だ。    

音楽が人間の発明であるやうに。音楽が人間の発明であるやうに。音楽が人間の発明であるやうに。音楽が人間の発明であるやうに。    

    

ノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスの「目だけが「目だけが「目だけが「目だけが空間的空間的空間的空間的

ヽ ヽ ヽ

である──他の感覚はすべて時間的である」（ノである──他の感覚はすべて時間的である」（ノである──他の感覚はすべて時間的である」（ノである──他の感覚はすべて時間的である」（ノ

ヴァーリス『青い花』遺稿、青山隆夫訳）ヴァーリス『青い花』遺稿、青山隆夫訳）ヴァーリス『青い花』遺稿、青山隆夫訳）ヴァーリス『青い花』遺稿、青山隆夫訳）といった言葉も思い起こされる。 

 

「真の始まりは自然詩である。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」「真の始まりは自然詩である。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」「真の始まりは自然詩である。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」「真の始まりは自然詩である。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」

（ノヴァーリス『断（ノヴァーリス『断（ノヴァーリス『断（ノヴァーリス『断章と研究章と研究章と研究章と研究    一七九八年』今泉文子訳）「事物を離れて観念はない。」一七九八年』今泉文子訳）「事物を離れて観念はない。」一七九八年』今泉文子訳）「事物を離れて観念はない。」一七九八年』今泉文子訳）「事物を離れて観念はない。」

（ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ『パターソン』第一巻・巨人の輪郭・Ⅰ、沢（ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ『パターソン』第一巻・巨人の輪郭・Ⅰ、沢（ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ『パターソン』第一巻・巨人の輪郭・Ⅰ、沢（ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ『パターソン』第一巻・巨人の輪郭・Ⅰ、沢

崎順之助訳）「人間精神の現実的存在を構成する最初のものは、現実に存在するある崎順之助訳）「人間精神の現実的存在を構成する最初のものは、現実に存在するある崎順之助訳）「人間精神の現実的存在を構成する最初のものは、現実に存在するある崎順之助訳）「人間精神の現実的存在を構成する最初のものは、現実に存在するある

個物の観念にほかならない。」（スピノザ『エチカ』第二部・定理一一、工藤喜作・斎個物の観念にほかならない。」（スピノザ『エチカ』第二部・定理一一、工藤喜作・斎個物の観念にほかならない。」（スピノザ『エチカ』第二部・定理一一、工藤喜作・斎個物の観念にほかならない。」（スピノザ『エチカ』第二部・定理一一、工藤喜作・斎

藤藤藤藤    博訳）「美はものに密着し、／心は造型の一義に住する。」（高村光太郎『月にぬれ博訳）「美はものに密着し、／心は造型の一義に住する。」（高村光太郎『月にぬれ博訳）「美はものに密着し、／心は造型の一義に住する。」（高村光太郎『月にぬれ博訳）「美はものに密着し、／心は造型の一義に住する。」（高村光太郎『月にぬれ

た手』）「自分の作り出すものであって初めて見えもする。」（エマソン『霊の法則』酒た手』）「自分の作り出すものであって初めて見えもする。」（エマソン『霊の法則』酒た手』）「自分の作り出すものであって初めて見えもする。」（エマソン『霊の法則』酒た手』）「自分の作り出すものであって初めて見えもする。」（エマソン『霊の法則』酒

本雅之訳）「自然の中には線も色彩もない。線や色彩を創り出すの本雅之訳）「自然の中には線も色彩もない。線や色彩を創り出すの本雅之訳）「自然の中には線も色彩もない。線や色彩を創り出すの本雅之訳）「自然の中には線も色彩もない。線や色彩を創り出すのは人間である。」（ボは人間である。」（ボは人間である。」（ボは人間である。」（ボ

ードレール『ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯』３、高階秀爾訳）「具体的なードレール『ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯』３、高階秀爾訳）「具体的なードレール『ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯』３、高階秀爾訳）「具体的なードレール『ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯』３、高階秀爾訳）「具体的な



形はわれわれがつくりだすのだ。」（ロバート・シルヴァーバーグ『いばらの旅路』形はわれわれがつくりだすのだ。」（ロバート・シルヴァーバーグ『いばらの旅路』形はわれわれがつくりだすのだ。」（ロバート・シルヴァーバーグ『いばらの旅路』形はわれわれがつくりだすのだ。」（ロバート・シルヴァーバーグ『いばらの旅路』25252525、、、、

三田村三田村三田村三田村    裕訳）裕訳）裕訳）裕訳）。ほんとうにはっきりと、ものの形が見えるのは、こころのなかでだけ

なのである。ずいぶん以前のことであった。サッフォーの詩に匹敵するくらいにすば

らしい歌が、万葉の歌人によって詠われていたことを知ったのは。そのときには、ほ

んとうに驚かされた。その歌人もまた、女性であったのだ。つぎの歌が、狭野茅上娘狭野茅上娘狭野茅上娘狭野茅上娘

子子子子によるその歌である。 

 

君君君君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむが行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむが行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむが行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天天天天

あ め

の火もがもの火もがもの火もがもの火もがも    

 

韻律に気がとられる前に、その情景に圧倒される。狭野茅上娘子のこの空間把握能

力のすさまじさには、目を瞠らされる。韻律の妙技が仕掛けられていても、そのあま

りに強烈な情念や印象的な情景によって、その片鱗にすら気づかせられないのである。

この作品以上に情念的にすさまじい歌を、わたしは知らない。しかし、「なぜ人間には「なぜ人間には「なぜ人間には「なぜ人間には

心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・心があり、物事を考えるのだろう？」（イアン・ワトスン『スロー・バード』佐藤高ワトスン『スロー・バード』佐藤高ワトスン『スロー・バード』佐藤高ワトスン『スロー・バード』佐藤高

子訳）「生けるものは誰一人、苦しみを味わうものなかれと願う。」（シェリー『鎖を子訳）「生けるものは誰一人、苦しみを味わうものなかれと願う。」（シェリー『鎖を子訳）「生けるものは誰一人、苦しみを味わうものなかれと願う。」（シェリー『鎖を子訳）「生けるものは誰一人、苦しみを味わうものなかれと願う。」（シェリー『鎖を

解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「心は、わたしを苦しめる以外にどん解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「心は、わたしを苦しめる以外にどん解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「心は、わたしを苦しめる以外にどん解かれたプロメテウス』第一幕、石川重俊訳）「心は、わたしを苦しめる以外にどん

な役にたったというのだろう？」（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三七年四な役にたったというのだろう？」（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三七年四な役にたったというのだろう？」（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三七年四な役にたったというのだろう？」（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三七年四

月八日、関月八日、関月八日、関月八日、関    義訳）「それは私が孤独だからだろうか？」（サルトル『嘔吐』白井浩司義訳）「それは私が孤独だからだろうか？」（サルトル『嘔吐』白井浩司義訳）「それは私が孤独だからだろうか？」（サルトル『嘔吐』白井浩司義訳）「それは私が孤独だからだろうか？」（サルトル『嘔吐』白井浩司

訳）「われわれを孤独にするのは、まさに人間的なものだ、ということを理解するこ訳）「われわれを孤独にするのは、まさに人間的なものだ、ということを理解するこ訳）「われわれを孤独にするのは、まさに人間的なものだ、ということを理解するこ訳）「われわれを孤独にするのは、まさに人間的なものだ、ということを理解するこ

とを学ばなければならない。」（リルケ『フィレンツェだより』森とを学ばなければならない。」（リルケ『フィレンツェだより』森とを学ばなければならない。」（リルケ『フィレンツェだより』森とを学ばなければならない。」（リルケ『フィレンツェだより』森    有正訳）「恐らく人有正訳）「恐らく人有正訳）「恐らく人有正訳）「恐らく人

は不幸である。」は不幸である。」は不幸である。」は不幸である。」（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「人生には幸福な（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「人生には幸福な（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「人生には幸福な（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「人生には幸福な

ひとこまもあるが、大体はまちがいなく不幸である。」（フィリップ・ホセ・ファーマひとこまもあるが、大体はまちがいなく不幸である。」（フィリップ・ホセ・ファーマひとこまもあるが、大体はまちがいなく不幸である。」（フィリップ・ホセ・ファーマひとこまもあるが、大体はまちがいなく不幸である。」（フィリップ・ホセ・ファーマ

ー『気まぐれな仮面』１、宇佐川晶子訳）「地上の人生、それは試練にほかならない」ー『気まぐれな仮面』１、宇佐川晶子訳）「地上の人生、それは試練にほかならない」ー『気まぐれな仮面』１、宇佐川晶子訳）「地上の人生、それは試練にほかならない」ー『気まぐれな仮面』１、宇佐川晶子訳）「地上の人生、それは試練にほかならない」

（アウグスティヌス『告白』第十巻・第二十八章・三九、山田（アウグスティヌス『告白』第十巻・第二十八章・三九、山田（アウグスティヌス『告白』第十巻・第二十八章・三九、山田（アウグスティヌス『告白』第十巻・第二十八章・三九、山田    晶訳）晶訳）晶訳）晶訳）。「すべてのも「すべてのも「すべてのも「すべてのも

のにこの世の苦痛が混ざりあっている。」（フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』杉山のにこの世の苦痛が混ざりあっている。」（フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』杉山のにこの世の苦痛が混ざりあっている。」（フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』杉山のにこの世の苦痛が混ざりあっている。」（フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』杉山    

晃・増田義郎訳）晃・増田義郎訳）晃・増田義郎訳）晃・増田義郎訳）「あらゆる出会いが苦しい試練だ。」「あらゆる出会いが苦しい試練だ。」「あらゆる出会いが苦しい試練だ。」「あらゆる出会いが苦しい試練だ。」((((フィリップ・Ｋ・ディックフィリップ・Ｋ・ディックフィリップ・Ｋ・ディックフィリップ・Ｋ・ディック

『ユービック『ユービック『ユービック『ユービック::::スクリーンプレイ』スクリーンプレイ』スクリーンプレイ』スクリーンプレイ』34343434、浅倉久志訳、浅倉久志訳、浅倉久志訳、浅倉久志訳))))。それでも、わたしたちは生きて

いる。そんな世界のなかで、凛として生きているつもりで歌を詠む。しかし、じつの



ところ、わたしたちは、まさによそ行きの顔をして「しあわせを装いながら、「しあわせを装いながら、「しあわせを装いながら、「しあわせを装いながら、生きる生きる生きる生きる

はりはりはりはり

丶 丶

は嘆きであり、怒りであり、憎しみ、恨み、希望だったのだ！」（コードウェイは嘆きであり、怒りであり、憎しみ、恨み、希望だったのだ！」（コードウェイは嘆きであり、怒りであり、憎しみ、恨み、希望だったのだ！」（コードウェイは嘆きであり、怒りであり、憎しみ、恨み、希望だったのだ！」（コードウェイ

ナー・スミス『老いた大地の底で』２、伊藤典夫訳）「われわれはなぜ、自分で選んナー・スミス『老いた大地の底で』２、伊藤典夫訳）「われわれはなぜ、自分で選んナー・スミス『老いた大地の底で』２、伊藤典夫訳）「われわれはなぜ、自分で選んナー・スミス『老いた大地の底で』２、伊藤典夫訳）「われわれはなぜ、自分で選ん

だ相手ではなく、稲妻に撃たれた相手を愛さなければならないのか？」（シオドア・だ相手ではなく、稲妻に撃たれた相手を愛さなければならないのか？」（シオドア・だ相手ではなく、稲妻に撃たれた相手を愛さなければならないのか？」（シオドア・だ相手ではなく、稲妻に撃たれた相手を愛さなければならないのか？」（シオドア・

スタージョン『たとえ世界を失っても』大森スタージョン『たとえ世界を失っても』大森スタージョン『たとえ世界を失っても』大森スタージョン『たとえ世界を失っても』大森    望訳）「もっとも多く愛する者は敗者で望訳）「もっとも多く愛する者は敗者で望訳）「もっとも多く愛する者は敗者で望訳）「もっとも多く愛する者は敗者で

ある、そして苦しまねばならぬ」（トーマス・マン『トニオ・クレーゲル』高橋義孝ある、そして苦しまねばならぬ」（トーマス・マン『トニオ・クレーゲル』高橋義孝ある、そして苦しまねばならぬ」（トーマス・マン『トニオ・クレーゲル』高橋義孝ある、そして苦しまねばならぬ」（トーマス・マン『トニオ・クレーゲル』高橋義孝

訳）訳）訳）訳）。「よく愛するがためには、すでにくるしんでいなければならなく、また信じてい「よく愛するがためには、すでにくるしんでいなければならなく、また信じてい「よく愛するがためには、すでにくるしんでいなければならなく、また信じてい「よく愛するがためには、すでにくるしんでいなければならなく、また信じてい

なければならない」（バルザック『セラフィタ』三、蛯原德夫訳）なければならない」（バルザック『セラフィタ』三、蛯原德夫訳）なければならない」（バルザック『セラフィタ』三、蛯原德夫訳）なければならない」（バルザック『セラフィタ』三、蛯原德夫訳）。「願望の虐む芸術「願望の虐む芸術「願望の虐む芸術「願望の虐む芸術

家は幸いなるかな！」（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「自分の心を家は幸いなるかな！」（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「自分の心を家は幸いなるかな！」（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「自分の心を家は幸いなるかな！」（ボードレール『描かんとする願望』三好達治訳）「自分の心を

苛むものを書き記すこともできれば、そうすることによってそれに耐えることもでき苛むものを書き記すこともできれば、そうすることによってそれに耐えることもでき苛むものを書き記すこともできれば、そうすることによってそれに耐えることもでき苛むものを書き記すこともできれば、そうすることによってそれに耐えることもでき

るひと、その上さらに、そんなふうにして後代の人間るひと、その上さらに、そんなふうにして後代の人間るひと、その上さらに、そんなふうにして後代の人間るひと、その上さらに、そんなふうにして後代の人間の心を動かしたい、自らの苦痛の心を動かしたい、自らの苦痛の心を動かしたい、自らの苦痛の心を動かしたい、自らの苦痛

に後代の人間の関心を惹きつけたいと望むことができるひとは幸いなるかな」（ガデに後代の人間の関心を惹きつけたいと望むことができるひとは幸いなるかな」（ガデに後代の人間の関心を惹きつけたいと望むことができるひとは幸いなるかな」（ガデに後代の人間の関心を惹きつけたいと望むことができるひとは幸いなるかな」（ガデ

ンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』ンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』ンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』ンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』18181818、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）。「これまで世界には多くの苦しみ「これまで世界には多くの苦しみ「これまで世界には多くの苦しみ「これまで世界には多くの苦しみ

が生まれなければならなかった、その苦しみがこうした音楽になった」（サバト『英が生まれなければならなかった、その苦しみがこうした音楽になった」（サバト『英が生まれなければならなかった、その苦しみがこうした音楽になった」（サバト『英が生まれなければならなかった、その苦しみがこうした音楽になった」（サバト『英

雄たちと墓』第Ⅰ部・９、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅰ部・９、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅰ部・９、安藤哲行訳）雄たちと墓』第Ⅰ部・９、安藤哲行訳）。「苦悩苦悩苦悩苦悩

く る し み

は祝福されるのだ。」は祝福されるのだ。」は祝福されるのだ。」は祝福されるのだ。」((((フロベール『聖フロベール『聖フロベール『聖フロベール『聖

アントワヌの誘惑』第三章、渡辺一夫訳アントワヌの誘惑』第三章、渡辺一夫訳アントワヌの誘惑』第三章、渡辺一夫訳アントワヌの誘惑』第三章、渡辺一夫訳))))「創造する者が生まれ「創造する者が生まれ「創造する者が生まれ「創造する者が生まれ出るために、苦悩と出るために、苦悩と出るために、苦悩と出るために、苦悩と

多くの変身が必要なのである。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）多くの変身が必要なのである。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）多くの変身が必要なのである。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）多くの変身が必要なのである。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）。

しかし、苦しむことに意味があるとしたら、それは、愛することに意味があるときだ

けである。そう思うと不幸が手放せなくなる。自分の不幸を手放すのがもったいない

とまで思えてくる。「不幸は情熱の糧なのだ。」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖な「不幸は情熱の糧なのだ。」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖な「不幸は情熱の糧なのだ。」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖な「不幸は情熱の糧なのだ。」（ターハル・ベン＝ジェルーン『聖な

る夜』９、菊地有子訳）「情熱こそは人間性の全部である。」（バルザック『人間喜劇』る夜』９、菊地有子訳）「情熱こそは人間性の全部である。」（バルザック『人間喜劇』る夜』９、菊地有子訳）「情熱こそは人間性の全部である。」（バルザック『人間喜劇』る夜』９、菊地有子訳）「情熱こそは人間性の全部である。」（バルザック『人間喜劇』

序、中島健蔵訳）「おお、ソクラテスよ、なんの障害もあなたの進行を妨げないとす序、中島健蔵訳）「おお、ソクラテスよ、なんの障害もあなたの進行を妨げないとす序、中島健蔵訳）「おお、ソクラテスよ、なんの障害もあなたの進行を妨げないとす序、中島健蔵訳）「おお、ソクラテスよ、なんの障害もあなたの進行を妨げないとす

ると、そもそも進行そのものると、そもそも進行そのものると、そもそも進行そのものると、そもそも進行そのものが不可能になる。」が不可能になる。」が不可能になる。」が不可能になる。」((((ヴァレリー『ユーパリノスヴァレリー『ユーパリノスヴァレリー『ユーパリノスヴァレリー『ユーパリノス    あるいあるいあるいあるい

は建築家』佐藤昭夫訳は建築家』佐藤昭夫訳は建築家』佐藤昭夫訳は建築家』佐藤昭夫訳) ) ) ) 「そもそも苦しむことなく生きようとするそのこと自体に一「そもそも苦しむことなく生きようとするそのこと自体に一「そもそも苦しむことなく生きようとするそのこと自体に一「そもそも苦しむことなく生きようとするそのこと自体に一

つの完全な矛盾があるのだ」（ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』第一つの完全な矛盾があるのだ」（ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』第一つの完全な矛盾があるのだ」（ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』第一つの完全な矛盾があるのだ」（ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』第一

巻・第十六節、西尾幹二訳）巻・第十六節、西尾幹二訳）巻・第十六節、西尾幹二訳）巻・第十六節、西尾幹二訳）。「いかなる行動も営為も「いかなる行動も営為も「いかなる行動も営為も「いかなる行動も営為も思思思思

し

惟惟惟惟

い

も、ひたすら人を生によりも、ひたすら人を生によりも、ひたすら人を生によりも、ひたすら人を生により

深くまき深くまき深くまき深くまきこむためにのみあるのだ。」（フィリップ・Ｋ・ディック『あなたをつくりまこむためにのみあるのだ。」（フィリップ・Ｋ・ディック『あなたをつくりまこむためにのみあるのだ。」（フィリップ・Ｋ・ディック『あなたをつくりまこむためにのみあるのだ。」（フィリップ・Ｋ・ディック『あなたをつくりま

す』７、佐藤龍雄訳）「苦しみは人生で出会いうる最良のものである」（プルースト『失す』７、佐藤龍雄訳）「苦しみは人生で出会いうる最良のものである」（プルースト『失す』７、佐藤龍雄訳）「苦しみは人生で出会いうる最良のものである」（プルースト『失す』７、佐藤龍雄訳）「苦しみは人生で出会いうる最良のものである」（プルースト『失



われた時を求めて』第六篇・逃げさる女、井上究一郎訳）われた時を求めて』第六篇・逃げさる女、井上究一郎訳）われた時を求めて』第六篇・逃げさる女、井上究一郎訳）われた時を求めて』第六篇・逃げさる女、井上究一郎訳）。「「「「己れの敵を愛せよ己れの敵を愛せよ己れの敵を愛せよ己れの敵を愛せよ

丶 丶 丶 丶 丶 丶 丶 丶

。／私。／私。／私。／私

は自分を活気づける人たちを愛し、又自分が活気づける人たちを愛する。われわれのは自分を活気づける人たちを愛し、又自分が活気づける人たちを愛する。われわれのは自分を活気づける人たちを愛し、又自分が活気づける人たちを愛する。われわれのは自分を活気づける人たちを愛し、又自分が活気づける人たちを愛する。われわれの

敵はわれわれを活気づける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）「わたしの敵たちも敵はわれわれを活気づける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）「わたしの敵たちも敵はわれわれを活気づける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）「わたしの敵たちも敵はわれわれを活気づける。」（ヴァレリー『文学』佐藤正彰訳）「わたしの敵たちも

わたしのわたしのわたしのわたしの至福の一部なのだ。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）至福の一部なのだ。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）至福の一部なのだ。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）至福の一部なのだ。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）。    

 

前掲の狭野茅上娘子の歌を読み、その情念の激しさに打たれて、わたしは、これま

での自分が、愛というものに対して、ずっと誤った視線を投げかけていたのではない

かとさえ思われたのである。「世界はすべての人間を痛めつけるが、のちには多くの「世界はすべての人間を痛めつけるが、のちには多くの「世界はすべての人間を痛めつけるが、のちには多くの「世界はすべての人間を痛めつけるが、のちには多くの

人がその痛めつけられた場所で、かえって強くなることもある。」（ヘミングウェイ『武人がその痛めつけられた場所で、かえって強くなることもある。」（ヘミングウェイ『武人がその痛めつけられた場所で、かえって強くなることもある。」（ヘミングウェイ『武人がその痛めつけられた場所で、かえって強くなることもある。」（ヘミングウェイ『武

器よさらば』第三四章、鈴木幸夫訳）「多感な心と肉体を捻じり合わせて愛に変えう器よさらば』第三四章、鈴木幸夫訳）「多感な心と肉体を捻じり合わせて愛に変えう器よさらば』第三四章、鈴木幸夫訳）「多感な心と肉体を捻じり合わせて愛に変えう器よさらば』第三四章、鈴木幸夫訳）「多感な心と肉体を捻じり合わせて愛に変えう

るのは苦しみだけ」（Ｅ・Ｍ・フォースター『モーリス』第るのは苦しみだけ」（Ｅ・Ｍ・フォースター『モーリス』第るのは苦しみだけ」（Ｅ・Ｍ・フォースター『モーリス』第るのは苦しみだけ」（Ｅ・Ｍ・フォースター『モーリス』第四部・四部・四部・四部・42424242、片岡しのぶ訳）、片岡しのぶ訳）、片岡しのぶ訳）、片岡しのぶ訳）。

「苦しみは焦点を現在にしぼり、「苦しみは焦点を現在にしぼり、「苦しみは焦点を現在にしぼり、「苦しみは焦点を現在にしぼり、懸命な懸命な懸命な懸命な

ヽ ヽ ヽ

闘いを要求する。」（カミュ『手帖』第四部、闘いを要求する。」（カミュ『手帖』第四部、闘いを要求する。」（カミュ『手帖』第四部、闘いを要求する。」（カミュ『手帖』第四部、

高畠正明訳）「苦痛が苦痛の観察を強いる」（ヴァレリー『テスト氏』テスト氏との一高畠正明訳）「苦痛が苦痛の観察を強いる」（ヴァレリー『テスト氏』テスト氏との一高畠正明訳）「苦痛が苦痛の観察を強いる」（ヴァレリー『テスト氏』テスト氏との一高畠正明訳）「苦痛が苦痛の観察を強いる」（ヴァレリー『テスト氏』テスト氏との一

夜、村松夜、村松夜、村松夜、村松    剛・菅野昭正訳）剛・菅野昭正訳）剛・菅野昭正訳）剛・菅野昭正訳）。「苦しむこと、教えられること、変化すること。」（シモ「苦しむこと、教えられること、変化すること。」（シモ「苦しむこと、教えられること、変化すること。」（シモ「苦しむこと、教えられること、変化すること。」（シモ

ーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』不幸、田辺ーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』不幸、田辺ーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』不幸、田辺ーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』不幸、田辺    保訳）「苦痛の深さを通して人は神秘的な保訳）「苦痛の深さを通して人は神秘的な保訳）「苦痛の深さを通して人は神秘的な保訳）「苦痛の深さを通して人は神秘的な

ものに、本質にと、達するのである。」（プルースト『失われものに、本質にと、達するのである。」（プルースト『失われものに、本質にと、達するのである。」（プルースト『失われものに、本質にと、達するのである。」（プルースト『失われた時を求めて』第六篇・た時を求めて』第六篇・た時を求めて』第六篇・た時を求めて』第六篇・

消え去ったアルベルチーヌ、鈴木道彦訳）「人間には魂を鍛えるために、死と苦悩が消え去ったアルベルチーヌ、鈴木道彦訳）「人間には魂を鍛えるために、死と苦悩が消え去ったアルベルチーヌ、鈴木道彦訳）「人間には魂を鍛えるために、死と苦悩が消え去ったアルベルチーヌ、鈴木道彦訳）「人間には魂を鍛えるために、死と苦悩が

必要なのだ！」（グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』山岸必要なのだ！」（グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』山岸必要なのだ！」（グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』山岸必要なのだ！」（グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』山岸    真訳）「愛はたった真訳）「愛はたった真訳）「愛はたった真訳）「愛はたった

一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）。「「「「一一一一

ヽ

度きり、そして度きり、そして度きり、そして度きり、そして

ふたたびはない、そして私たちもまたふたたびはない、そして私たちもまたふたたびはない、そして私たちもまたふたたびはない、そして私たちもまた一一一一

ヽ

度度度度きり。」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第九のきり。」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第九のきり。」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第九のきり。」（リルケ『ドゥイノの悲歌』第九の

悲歌、高安国世訳）「まさに瞬間だ」（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・悲歌、高安国世訳）「まさに瞬間だ」（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・悲歌、高安国世訳）「まさに瞬間だ」（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・悲歌、高安国世訳）「まさに瞬間だ」（Ｈ・Ｇ・ウェルズ『解放された世界』第三章・

３、浜野３、浜野３、浜野３、浜野    輝訳）輝訳）輝訳）輝訳）。「「愛」が覚えている」（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第「「愛」が覚えている」（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第「「愛」が覚えている」（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第「「愛」が覚えている」（シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』第

二幕・第三場、石川重俊訳）「一瞬のきらめき。」（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫二幕・第三場、石川重俊訳）「一瞬のきらめき。」（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫二幕・第三場、石川重俊訳）「一瞬のきらめき。」（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫二幕・第三場、石川重俊訳）「一瞬のきらめき。」（フィリップ・ホセ・ファーマー『紫

年金の遊蕩者たち』大和田年金の遊蕩者たち』大和田年金の遊蕩者たち』大和田年金の遊蕩者たち』大和田    始訳）「人生には、まるで芸術の傑作のように整えられて始訳）「人生には、まるで芸術の傑作のように整えられて始訳）「人生には、まるで芸術の傑作のように整えられて始訳）「人生には、まるで芸術の傑作のように整えられて

いる瞬間が、またそういう全生涯があるものなのだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンいる瞬間が、またそういう全生涯があるものなのだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンいる瞬間が、またそういう全生涯があるものなのだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンいる瞬間が、またそういう全生涯があるものなのだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲン

の浜辺』の浜辺』の浜辺』の浜辺』21212121、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）。「人生というものは閃光の上に築かなければならない」（「人生というものは閃光の上に築かなければならない」（「人生というものは閃光の上に築かなければならない」（「人生というものは閃光の上に築かなければならない」（ガガガガ

デンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳）デンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳）デンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳）デンヌ『スヘヴェニンゲンの浜辺』９、菅野昭正訳）。「一瞬のうちに無限の快楽を見「一瞬のうちに無限の快楽を見「一瞬のうちに無限の快楽を見「一瞬のうちに無限の快楽を見

出し」（ボードレール『けしからぬ硝子屋』三好達治訳）出し」（ボードレール『けしからぬ硝子屋』三好達治訳）出し」（ボードレール『けしからぬ硝子屋』三好達治訳）出し」（ボードレール『けしからぬ硝子屋』三好達治訳）、「その瞬間を永遠のものと「その瞬間を永遠のものと「その瞬間を永遠のものと「その瞬間を永遠のものと



するため」（マイケル・マーシャル・スミス『地獄はみずから大きくなった』嶋田洋するため」（マイケル・マーシャル・スミス『地獄はみずから大きくなった』嶋田洋するため」（マイケル・マーシャル・スミス『地獄はみずから大きくなった』嶋田洋するため」（マイケル・マーシャル・スミス『地獄はみずから大きくなった』嶋田洋

一訳）一訳）一訳）一訳）。「すべては同じようにはかなく移ろいやすいものだ。少なくともそのために、「すべては同じようにはかなく移ろいやすいものだ。少なくともそのために、「すべては同じようにはかなく移ろいやすいものだ。少なくともそのために、「すべては同じようにはかなく移ろいやすいものだ。少なくともそのために、

束の間のものを普遍化するために書く。たぶん、それは愛。」（サバト『英雄たちと墓』束の間のものを普遍化するために書く。たぶん、それは愛。」（サバト『英雄たちと墓』束の間のものを普遍化するために書く。たぶん、それは愛。」（サバト『英雄たちと墓』束の間のものを普遍化するために書く。たぶん、それは愛。」（サバト『英雄たちと墓』

第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）「愛だけである」（フィリップ・アーサー・ラーキン『アー第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）「愛だけである」（フィリップ・アーサー・ラーキン『アー第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）「愛だけである」（フィリップ・アーサー・ラーキン『アー第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）「愛だけである」（フィリップ・アーサー・ラーキン『アー

ンデルの書』澤崎順之助訳）ンデルの書』澤崎順之助訳）ンデルの書』澤崎順之助訳）ンデルの書』澤崎順之助訳）。そして、「ぼく「ぼく「ぼく「ぼくたちの行為の一つ一つが永遠を求める」たちの行為の一つ一つが永遠を求める」たちの行為の一つ一つが永遠を求める」たちの行為の一つ一つが永遠を求める」

（フエンテス『脱皮』第三部、内田吉彦訳）（フエンテス『脱皮』第三部、内田吉彦訳）（フエンテス『脱皮』第三部、内田吉彦訳）（フエンテス『脱皮』第三部、内田吉彦訳）。わたしたちの一瞬一瞬が永遠を求める。

わたしたちのすべての瞬間という瞬間が、永遠になろうとするのである。それという

のも、「瞬間というものしか存在してはいないからであり、そして瞬間はすぐに消え「瞬間というものしか存在してはいないからであり、そして瞬間はすぐに消え「瞬間というものしか存在してはいないからであり、そして瞬間はすぐに消え「瞬間というものしか存在してはいないからであり、そして瞬間はすぐに消え

失せてしまうものだからだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンノ浜辺』失せてしまうものだからだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンノ浜辺』失せてしまうものだからだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンノ浜辺』失せてしまうものだからだ」（ガデンヌ『スヘヴェニンゲンノ浜辺』25252525、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）、菅野昭正訳）。

「一切は過ぎ去る。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）「たった「一切は過ぎ去る。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）「たった「一切は過ぎ去る。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）「たった「一切は過ぎ去る。」（ニーチェ『ツァラトゥストラ』第二部、手塚富雄訳）「たった

一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）一度しか訪れない」（フエンテス『脱皮』第二部、内田吉彦訳）。わたしたちの一瞬一

瞬が永遠を求め、わたしたちのすべての瞬間という瞬間が、永遠になろうとするので

ある。割れガラスの破片のきらめきの一つ一つが太陽を求め、やがて、そのきらめき

の一つ一つが太陽となるように。川面に反射する月の光や星の光のきらめきの一つ一

つが太陽を求め、やがて、そのきらめきの一つ一つが太陽となるように。 

 

「詩とはなにか」（ノヴァーリス『断章と研究「詩とはなにか」（ノヴァーリス『断章と研究「詩とはなにか」（ノヴァーリス『断章と研究「詩とはなにか」（ノヴァーリス『断章と研究    一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）一七九八年』今泉文子訳）。その詩に

書かれた言葉を目にしたとたん、わたしはここからいなくなる。その言葉によって誘

われた時間に、導かれた場所に行かされる。「思い描ける場所は、訪れるこ「思い描ける場所は、訪れるこ「思い描ける場所は、訪れるこ「思い描ける場所は、訪れることができとができとができとができ

る」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一訳）る」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一訳）る」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一訳）る」（ダン・シモンズ『ケリー・ダールを探して』Ⅲ、嶋田洋一訳）。「一度見つけた「一度見つけた「一度見つけた「一度見つけた

場所には、いつでも行けるのだった。」（ジェイムズ・ホワイト『クリスマスの反乱』場所には、いつでも行けるのだった。」（ジェイムズ・ホワイト『クリスマスの反乱』場所には、いつでも行けるのだった。」（ジェイムズ・ホワイト『クリスマスの反乱』場所には、いつでも行けるのだった。」（ジェイムズ・ホワイト『クリスマスの反乱』

吉田誠一訳）「わたしたちはそんなふうにして、このもろい死すべき肉体を通して、吉田誠一訳）「わたしたちはそんなふうにして、このもろい死すべき肉体を通して、吉田誠一訳）「わたしたちはそんなふうにして、このもろい死すべき肉体を通して、吉田誠一訳）「わたしたちはそんなふうにして、このもろい死すべき肉体を通して、

永遠を仄かに見ることができるように作られているからである。」（サバト『英雄たち永遠を仄かに見ることができるように作られているからである。」（サバト『英雄たち永遠を仄かに見ることができるように作られているからである。」（サバト『英雄たち永遠を仄かに見ることができるように作られているからである。」（サバト『英雄たち

と墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）と墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）と墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）と墓』第Ⅱ部・４、安藤哲行訳）。狭野茅上娘子の歌を読んだ瞬間、それは、わたし

の新しい傷となった。振り返れば、いつでも新しい血を流す新しい傷となったのであ

る。 

 

「魂はどこから来たのだろう？」（サ「魂はどこから来たのだろう？」（サ「魂はどこから来たのだろう？」（サ「魂はどこから来たのだろう？」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・５、安藤哲行訳）バト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・５、安藤哲行訳）バト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・５、安藤哲行訳）バト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・５、安藤哲行訳）



「永遠の中のただ一瞬」（ヴァン・ヴォークト『フィルム・ライブラリー』沼沢洽治「永遠の中のただ一瞬」（ヴァン・ヴォークト『フィルム・ライブラリー』沼沢洽治「永遠の中のただ一瞬」（ヴァン・ヴォークト『フィルム・ライブラリー』沼沢洽治「永遠の中のただ一瞬」（ヴァン・ヴォークト『フィルム・ライブラリー』沼沢洽治

訳）訳）訳）訳）。「人間脳髄は明らかに「「人間脳髄は明らかに「「人間脳髄は明らかに「「人間脳髄は明らかに「無限なるもの無限なるもの無限なるもの無限なるもの

丶 丶 丶 丶 丶 丶

」に」に」に」に嗜嗜嗜嗜

し

欲欲欲欲

よ く

を持っを持っを持っを持っている」（ポオ『ユリイカ』ている」（ポオ『ユリイカ』ている」（ポオ『ユリイカ』ている」（ポオ『ユリイカ』

牧野信一・小川和夫訳）牧野信一・小川和夫訳）牧野信一・小川和夫訳）牧野信一・小川和夫訳）、「無限を求める心」（ボードレール『アシーシュの詩』一、「無限を求める心」（ボードレール『アシーシュの詩』一、「無限を求める心」（ボードレール『アシーシュの詩』一、「無限を求める心」（ボードレール『アシーシュの詩』一、

渡辺一夫・松室三郎訳）渡辺一夫・松室三郎訳）渡辺一夫・松室三郎訳）渡辺一夫・松室三郎訳）。「われわれは永遠を必要とする。」（リルケ『フィレンツェだ「われわれは永遠を必要とする。」（リルケ『フィレンツェだ「われわれは永遠を必要とする。」（リルケ『フィレンツェだ「われわれは永遠を必要とする。」（リルケ『フィレンツェだ

より』森より』森より』森より』森    有正訳）「どんな悦びも一瞬のあいだしかつづかないのではなかろうか？」有正訳）「どんな悦びも一瞬のあいだしかつづかないのではなかろうか？」有正訳）「どんな悦びも一瞬のあいだしかつづかないのではなかろうか？」有正訳）「どんな悦びも一瞬のあいだしかつづかないのではなかろうか？」

（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三六年一月二十七日、関（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三六年一月二十七日、関（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三六年一月二十七日、関（シャルル・プリニエ『醜女の日記』一九三六年一月二十七日、関    義訳）「それはほ義訳）「それはほ義訳）「それはほ義訳）「それはほ

んの瞬間に過ぎない。しかし」（リルケ『フィレンツェだより』森んの瞬間に過ぎない。しかし」（リルケ『フィレンツェだより』森んの瞬間に過ぎない。しかし」（リルケ『フィレンツェだより』森んの瞬間に過ぎない。しかし」（リルケ『フィレンツェだより』森    有正訳）、「瞬間は有正訳）、「瞬間は有正訳）、「瞬間は有正訳）、「瞬間は

永遠に繰り返す。」（イアン・ワトスン『バビロンの記憶』佐藤高子訳）「おそらく唯永遠に繰り返す。」（イアン・ワトスン『バビロンの記憶』佐藤高子訳）「おそらく唯永遠に繰り返す。」（イアン・ワトスン『バビロンの記憶』佐藤高子訳）「おそらく唯永遠に繰り返す。」（イアン・ワトスン『バビロンの記憶』佐藤高子訳）「おそらく唯

一の永遠の喜び一の永遠の喜び一の永遠の喜び一の永遠の喜びとは、それが繰り返されることであろう。」（フエンテス『脱皮』第二とは、それが繰り返されることであろう。」（フエンテス『脱皮』第二とは、それが繰り返されることであろう。」（フエンテス『脱皮』第二とは、それが繰り返されることであろう。」（フエンテス『脱皮』第二

部、内田吉彦訳）「存在が、突然、無限に増加するようなものである。」（リルケ『フ部、内田吉彦訳）「存在が、突然、無限に増加するようなものである。」（リルケ『フ部、内田吉彦訳）「存在が、突然、無限に増加するようなものである。」（リルケ『フ部、内田吉彦訳）「存在が、突然、無限に増加するようなものである。」（リルケ『フ

ィレンツェだより』森ィレンツェだより』森ィレンツェだより』森ィレンツェだより』森    有正訳）「永遠を避けることはできない。なぜなら、私がそれ有正訳）「永遠を避けることはできない。なぜなら、私がそれ有正訳）「永遠を避けることはできない。なぜなら、私がそれ有正訳）「永遠を避けることはできない。なぜなら、私がそれ

を見つけたからだ。」（キース・ローマー『明日より永遠に』５、風見を見つけたからだ。」（キース・ローマー『明日より永遠に』５、風見を見つけたからだ。」（キース・ローマー『明日より永遠に』５、風見を見つけたからだ。」（キース・ローマー『明日より永遠に』５、風見    潤訳）潤訳）潤訳）潤訳）。 

つぎに並べた二つの歌は、高安国世高安国世高安国世高安国世の作品と、前川佐美雄前川佐美雄前川佐美雄前川佐美雄の作品である。 

 

浴槽の如く明るき水の中かさなりて静かに豆腐らはあり浴槽の如く明るき水の中かさなりて静かに豆腐らはあり浴槽の如く明るき水の中かさなりて静かに豆腐らはあり浴槽の如く明るき水の中かさなりて静かに豆腐らはあり    

    

生きてゐる生きてゐる生きてゐる生きてゐる証証証証

あかし

にか不意にわが身体割きて飛び出で暗く鳴きけりにか不意にわが身体割きて飛び出で暗く鳴きけりにか不意にわが身体割きて飛び出で暗く鳴きけりにか不意にわが身体割きて飛び出で暗く鳴きけり    

 

人間とは、天の邪鬼である。感情とは、天の邪鬼である。知性とは、天の邪鬼であ

る。対立した願いを同時に持つ、矛盾したこころを持っているのである。この二つの

歌に響いている子音のｋの音は、音調的な美しさをまったく持っていない。むしろ、

音調的な美しさを、わざと壊すか、あるいは、無化するようにつくられているような

気がする。この子音のｋの音の響きは、ホラー映画やそれに類するテレビ番組のあの

不気味な映像とともに流される音楽に似ているような気がする。韻律のこのような高

度なテクニックには、感心するほかない。人間の耳は、このような音にも喜びを感じ

るものなのである。 

つぎの詩は、「ユリイカ」一九九一年一月号「ユリイカ」一九九一年一月号「ユリイカ」一九九一年一月号「ユリイカ」一九九一年一月号に掲載されたものである。 

 



 

水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように    

 

いくらいくらいくらいくら    きみをひきよせようとしてもきみをひきよせようとしてもきみをひきよせようとしてもきみをひきよせようとしても    

きみはきみはきみはきみは    水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように水面に浮かぶ果実のように    

ぼくのほうにはぼくのほうにはぼくのほうにはぼくのほうには    ちっとも戻ってこなかったちっとも戻ってこなかったちっとも戻ってこなかったちっとも戻ってこなかった    

むしろむしろむしろむしろ    かたをすかしてかたをすかしてかたをすかしてかたをすかして    遠く遠く遠く遠く    

さらに遠くへとさらに遠くへとさらに遠くへとさらに遠くへと    きみはきみはきみはきみは    はなれていったはなれていったはなれていったはなれていった    

    

もいだのはもいだのはもいだのはもいだのは    ぼくぼくぼくぼく    

水面になげつけたのも水面になげつけたのも水面になげつけたのも水面になげつけたのも    ぼくだけれどぼくだけれどぼくだけれどぼくだけれど    

    

 

この詩は、大岡 信氏によって「ユリイカの新人」に選ばれたときのものであるが、

これを書いたときは、まだノブユキとは付き合ったばかりのときで、まさかすぐに別

れることになるとは思わなかったのだけれど、この詩の発表の一年後に別れることに

なった。これまで引用してきたわたしの詩は、すべて、わたしのじっさいの体験が元

になったものであるが、「水面に浮かぶ果実のように」という作品は、わたしが学生時

代に付き合っていたタカヒロとのことを書いたものだったのだが、いまのいままで、

この原稿を書くのに、この詩を制作した日付を調べるまで、ここ数年の間、この詩の

ことを、ずっと、ノブユキとのことを書いたものだと思い違いをしていたのである。

それほど、ノブユキのことを愛していたのだろうか。愛していたのだろう。では、な

ぜ、わたしの方から別れようと言ったのだろうか。愛していたのに。きっと、その愛

を、ノブユキの方から壊されたくなかったのだ。愛よりも、虚栄心の方が強かったの

だ。自尊心とはいわない。つまらない虚栄心だったのだ。「多分ぼくは苦しむのが好「多分ぼくは苦しむのが好「多分ぼくは苦しむのが好「多分ぼくは苦しむのが好

きなのだろう。これまでも人をさんざん苦しめてきたし、見聞するところでは、人をきなのだろう。これまでも人をさんざん苦しめてきたし、見聞するところでは、人をきなのだろう。これまでも人をさんざん苦しめてきたし、見聞するところでは、人をきなのだろう。これまでも人をさんざん苦しめてきたし、見聞するところでは、人を

苦しめるのが好きな人間は、苦しめられることを無意識に願っている。」（フィリッ苦しめるのが好きな人間は、苦しめられることを無意識に願っている。」（フィリッ苦しめるのが好きな人間は、苦しめられることを無意識に願っている。」（フィリッ苦しめるのが好きな人間は、苦しめられることを無意識に願っている。」（フィリッ

プ・ホセ・フプ・ホセ・フプ・ホセ・フプ・ホセ・ファーマー『わが内なる廃墟の断章』９、伊藤典夫訳）ァーマー『わが内なる廃墟の断章』９、伊藤典夫訳）ァーマー『わが内なる廃墟の断章』９、伊藤典夫訳）ァーマー『わが内なる廃墟の断章』９、伊藤典夫訳）。よく考えるのだ。



あのとき、もし、わたしが別れの言葉を口にしなかったら、どうなっていただろうか、

と。ありえたかもしれない幸せを、もしかしたらいまでもつづいていたかもしれない

幸せを、なぜ、自分の方から壊すようなことをしたのか、と。すべては、わたしのつ

まらない虚栄心のためだった。「幸福とおなじように、おそらく苦悩もまた一種の技「幸福とおなじように、おそらく苦悩もまた一種の技「幸福とおなじように、おそらく苦悩もまた一種の技「幸福とおなじように、おそらく苦悩もまた一種の技

能なのではなかろうか？」（ブライアン・Ｗ・オールディス『一種の技能』跋、浅倉能なのではなかろうか？」（ブライアン・Ｗ・オールディス『一種の技能』跋、浅倉能なのではなかろうか？」（ブライアン・Ｗ・オールディス『一種の技能』跋、浅倉能なのではなかろうか？」（ブライアン・Ｗ・オールディス『一種の技能』跋、浅倉

久志訳）「人は自分の持つ矛盾によって、われわれの興味をひき、自分久志訳）「人は自分の持つ矛盾によって、われわれの興味をひき、自分久志訳）「人は自分の持つ矛盾によって、われわれの興味をひき、自分久志訳）「人は自分の持つ矛盾によって、われわれの興味をひき、自分の本當の心のの本當の心のの本當の心のの本當の心の

うちを顯わす。」（『ジイドの日記』第五巻・一九二二年十月二十九日、新庄嘉章訳）「矛うちを顯わす。」（『ジイドの日記』第五巻・一九二二年十月二十九日、新庄嘉章訳）「矛うちを顯わす。」（『ジイドの日記』第五巻・一九二二年十月二十九日、新庄嘉章訳）「矛うちを顯わす。」（『ジイドの日記』第五巻・一九二二年十月二十九日、新庄嘉章訳）「矛

盾とはひとつの事実だ。」（ヴァレリー『邪念その他』Ｎ、清水盾とはひとつの事実だ。」（ヴァレリー『邪念その他』Ｎ、清水盾とはひとつの事実だ。」（ヴァレリー『邪念その他』Ｎ、清水盾とはひとつの事実だ。」（ヴァレリー『邪念その他』Ｎ、清水    徹訳）「それは矛盾し徹訳）「それは矛盾し徹訳）「それは矛盾し徹訳）「それは矛盾し

ているためにかえって真実そのものに違いなかった。」（コルターサル『石蹴り遊び』ているためにかえって真実そのものに違いなかった。」（コルターサル『石蹴り遊び』ているためにかえって真実そのものに違いなかった。」（コルターサル『石蹴り遊び』ているためにかえって真実そのものに違いなかった。」（コルターサル『石蹴り遊び』

向う側から・１、土岐恒二訳）「われわれが矛盾してゐるときほど自己に真実である向う側から・１、土岐恒二訳）「われわれが矛盾してゐるときほど自己に真実である向う側から・１、土岐恒二訳）「われわれが矛盾してゐるときほど自己に真実である向う側から・１、土岐恒二訳）「われわれが矛盾してゐるときほど自己に真実である

ことは断じてない」（ワイルド『藝術家としての批評家』西村孝次訳）ことは断じてない」（ワイルド『藝術家としての批評家』西村孝次訳）ことは断じてない」（ワイルド『藝術家としての批評家』西村孝次訳）ことは断じてない」（ワイルド『藝術家としての批評家』西村孝次訳）。「矛盾ほど確「矛盾ほど確「矛盾ほど確「矛盾ほど確

実な土台はない」（ジーン・ウルフ『拷問者の影』８、岡部宏之訳）実な土台はない」（ジーン・ウルフ『拷問者の影』８、岡部宏之訳）実な土台はない」（ジーン・ウルフ『拷問者の影』８、岡部宏之訳）実な土台はない」（ジーン・ウルフ『拷問者の影』８、岡部宏之訳）。「すべて詩の中「すべて詩の中「すべて詩の中「すべて詩の中

には本質的な矛盾が存在する。には本質的な矛盾が存在する。には本質的な矛盾が存在する。には本質的な矛盾が存在する。」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルス』Ⅲ、多田」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルス』Ⅲ、多田」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルス』Ⅲ、多田」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルス』Ⅲ、多田

智満子訳）「智満子訳）「智満子訳）「智満子訳）「矛盾からは矛盾からは矛盾からは矛盾からは

エクス・コントラデイクテイオネ

、周知のように、何でもあり、なのである。」（スタニスワフ・、周知のように、何でもあり、なのである。」（スタニスワフ・、周知のように、何でもあり、なのである。」（スタニスワフ・、周知のように、何でもあり、なのである。」（スタニスワフ・

レム『虚数』ＧＯＬＥＭレム『虚数』ＧＯＬＥＭレム『虚数』ＧＯＬＥＭレム『虚数』ＧＯＬＥＭ    XIVXIVXIVXIV、長谷見一雄訳）「不合理な前提からはどんなことでも、長谷見一雄訳）「不合理な前提からはどんなことでも、長谷見一雄訳）「不合理な前提からはどんなことでも、長谷見一雄訳）「不合理な前提からはどんなことでも

導きだしうるものだ。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・導きだしうるものだ。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・導きだしうるものだ。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・導きだしうるものだ。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅱ部・13131313、安藤哲行訳）「、安藤哲行訳）「、安藤哲行訳）「、安藤哲行訳）「あらぬあらぬあらぬあらぬ

丶 丶 丶

もももも

の（非存在）は、の（非存在）は、の（非存在）は、の（非存在）は、あるあるあるある

丶 丶

もの（存在）にすこしも劣らずもの（存在）にすこしも劣らずもの（存在）にすこしも劣らずもの（存在）にすこしも劣らずあるあるあるある

丶 丶

。」（『デモクリトス断片。」（『デモクリトス断片。」（『デモクリトス断片。」（『デモクリトス断片156156156156』』』』

廣川洋一訳）「愛はたえずとびまわらなければならぬ。」（ノヴァーリス『青い花』遺廣川洋一訳）「愛はたえずとびまわらなければならぬ。」（ノヴァーリス『青い花』遺廣川洋一訳）「愛はたえずとびまわらなければならぬ。」（ノヴァーリス『青い花』遺廣川洋一訳）「愛はたえずとびまわらなければならぬ。」（ノヴァーリス『青い花』遺

稿、青山隆夫訳）「稿、青山隆夫訳）「稿、青山隆夫訳）「稿、青山隆夫訳）「存在存在存在存在

丶 丶

とととと存在しないもの存在しないもの存在しないもの存在しないもの

丶 丶 丶 丶 丶 丶 丶

のあいだをたえず揺れ動いているものだ」（スのあいだをたえず揺れ動いているものだ」（スのあいだをたえず揺れ動いているものだ」（スのあいだをたえず揺れ動いているものだ」（ス

タニスワフ・レム『泰平ヨンの航星日記』第二十一回の旅、深見タニスワフ・レム『泰平ヨンの航星日記』第二十一回の旅、深見タニスワフ・レム『泰平ヨンの航星日記』第二十一回の旅、深見タニスワフ・レム『泰平ヨンの航星日記』第二十一回の旅、深見    弾訳）弾訳）弾訳）弾訳）。「なぜ、あ「なぜ、あ「なぜ、あ「なぜ、あ

らゆることが常に変化しなければいけないのか？」（レイ・ファラデイ・ネルスン『ブらゆることが常に変化しなければいけないのか？」（レイ・ファラデイ・ネルスン『ブらゆることが常に変化しなければいけないのか？」（レイ・ファラデイ・ネルスン『ブらゆることが常に変化しなければいけないのか？」（レイ・ファラデイ・ネルスン『ブ

レイクの飛翔』６、矢野レイクの飛翔』６、矢野レイクの飛翔』６、矢野レイクの飛翔』６、矢野    徹訳）「もともとの本質からして愛が永続するはずがない」徹訳）「もともとの本質からして愛が永続するはずがない」徹訳）「もともとの本質からして愛が永続するはずがない」徹訳）「もともとの本質からして愛が永続するはずがない」

（リサ・タトル『きず』幹（リサ・タトル『きず』幹（リサ・タトル『きず』幹（リサ・タトル『きず』幹    遙子訳）。「われわれの本性は絶えま遙子訳）。「われわれの本性は絶えま遙子訳）。「われわれの本性は絶えま遙子訳）。「われわれの本性は絶えまのない変化でしかなのない変化でしかなのない変化でしかなのない変化でしかな

い」（パスカル『パンセ』第六章・断片三七五、前田陽一訳）い」（パスカル『パンセ』第六章・断片三七五、前田陽一訳）い」（パスカル『パンセ』第六章・断片三七五、前田陽一訳）い」（パスカル『パンセ』第六章・断片三七五、前田陽一訳）。「変化は嬉しいものな「変化は嬉しいものな「変化は嬉しいものな「変化は嬉しいものな

のだ。」（ホラティウス『歌集』第三巻・二九、鈴木一郎訳）「運動は一切の生命の源のだ。」（ホラティウス『歌集』第三巻・二九、鈴木一郎訳）「運動は一切の生命の源のだ。」（ホラティウス『歌集』第三巻・二九、鈴木一郎訳）「運動は一切の生命の源のだ。」（ホラティウス『歌集』第三巻・二九、鈴木一郎訳）「運動は一切の生命の源

である。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』「繪の本」から、杉浦明平訳）である。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』「繪の本」から、杉浦明平訳）である。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』「繪の本」から、杉浦明平訳）である。」（『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』「繪の本」から、杉浦明平訳）。 

これから紹介する歌は、わたしと同年代か、少し上、あるいは、少し若い人たちが

詠ったものである。 



 

あきらめの森が拡がるこの雨に針がまじつて降つてくるまであきらめの森が拡がるこの雨に針がまじつて降つてくるまであきらめの森が拡がるこの雨に針がまじつて降つてくるまであきらめの森が拡がるこの雨に針がまじつて降つてくるまで                （林（林（林（林    和清）和清）和清）和清）    

    

わが半身うしなふ夜半はとほき世の式部のゆめにみられていたりわが半身うしなふ夜半はとほき世の式部のゆめにみられていたりわが半身うしなふ夜半はとほき世の式部のゆめにみられていたりわが半身うしなふ夜半はとほき世の式部のゆめにみられていたり        （林（林（林（林    和清）和清）和清）和清）    

 

空函空函空函空函

か ら ば こ

にも天と地がありまんなかはにも天と地がありまんなかはにも天と地がありまんなかはにも天と地がありまんなかは木端微塵木端微塵木端微塵木端微塵

こ つ ぱ  み  じ ん

がよいかもしれぬがよいかもしれぬがよいかもしれぬがよいかもしれぬ            （笹原玉子）（笹原玉子）（笹原玉子）（笹原玉子）    

    

終点でバスを降りると夏だつた、あふれる涙もぬぐはず歩いた終点でバスを降りると夏だつた、あふれる涙もぬぐはず歩いた終点でバスを降りると夏だつた、あふれる涙もぬぐはず歩いた終点でバスを降りると夏だつた、あふれる涙もぬぐはず歩いた            （笹原玉子）（笹原玉子）（笹原玉子）（笹原玉子）    

    

一秒と一千秒が等しく過ぐる花降る午後の有元利夫一秒と一千秒が等しく過ぐる花降る午後の有元利夫一秒と一千秒が等しく過ぐる花降る午後の有元利夫一秒と一千秒が等しく過ぐる花降る午後の有元利夫                            （和田大象）（和田大象）（和田大象）（和田大象）    

    

憤怒など地中に深く眠らせむ寝言ひとこと「このど憤怒など地中に深く眠らせむ寝言ひとこと「このど憤怒など地中に深く眠らせむ寝言ひとこと「このど憤怒など地中に深く眠らせむ寝言ひとこと「このど蒟蒻！」蒟蒻！」蒟蒻！」蒟蒻！」                （和田大象）（和田大象）（和田大象）（和田大象）    

    

「蠅はみんな同じ夢を見る」といふ静けき真昼「蠅はみんな同じ夢を見る」といふ静けき真昼「蠅はみんな同じ夢を見る」といふ静けき真昼「蠅はみんな同じ夢を見る」といふ静けき真昼    ひとを待ちをりひとを待ちをりひとを待ちをりひとを待ちをり    （魚村晋太郎）（魚村晋太郎）（魚村晋太郎）（魚村晋太郎）    

    

人間の壊れやすさ、と思ひつつ炙られた海老の頭をしやぶる人間の壊れやすさ、と思ひつつ炙られた海老の頭をしやぶる人間の壊れやすさ、と思ひつつ炙られた海老の頭をしやぶる人間の壊れやすさ、と思ひつつ炙られた海老の頭をしやぶる            （魚村晋太郎）（魚村晋太郎）（魚村晋太郎）（魚村晋太郎）    

    

誰か飛行機雲につながるイメージでぼくを見てゐる誰なんだろう誰か飛行機雲につながるイメージでぼくを見てゐる誰なんだろう誰か飛行機雲につながるイメージでぼくを見てゐる誰なんだろう誰か飛行機雲につながるイメージでぼくを見てゐる誰なんだろう    （西田政史）（西田政史）（西田政史）（西田政史）    

    

ジーンズがはりつくほどの夕だちに似てゐるきみの人差し指はジーンズがはりつくほどの夕だちに似てゐるきみの人差し指はジーンズがはりつくほどの夕だちに似てゐるきみの人差し指はジーンズがはりつくほどの夕だちに似てゐるきみの人差し指は        （西田政史）（西田政史）（西田政史）（西田政史）    

 

「現代の芸術、引き裂かれ緊張した芸術は常にわたしたちの不調和、苦悩、不満から「現代の芸術、引き裂かれ緊張した芸術は常にわたしたちの不調和、苦悩、不満から「現代の芸術、引き裂かれ緊張した芸術は常にわたしたちの不調和、苦悩、不満から「現代の芸術、引き裂かれ緊張した芸術は常にわたしたちの不調和、苦悩、不満から

生まれてくるものではないか。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅳ部・３、安藤哲行訳）生まれてくるものではないか。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅳ部・３、安藤哲行訳）生まれてくるものではないか。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅳ部・３、安藤哲行訳）生まれてくるものではないか。」（サバト『英雄たちと墓』第Ⅳ部・３、安藤哲行訳）

「愛によって、芸術によって「愛によって、芸術によって「愛によって、芸術によって「愛によって、芸術によって、貪欲によって、政治によって、労働によって、遊戯に、貪欲によって、政治によって、労働によって、遊戯に、貪欲によって、政治によって、労働によって、遊戯に、貪欲によって、政治によって、労働によって、遊戯に

よって、われわれは自分のつらい秘密を言い表わすことを学ぶ。人間であるだけではよって、われわれは自分のつらい秘密を言い表わすことを学ぶ。人間であるだけではよって、われわれは自分のつらい秘密を言い表わすことを学ぶ。人間であるだけではよって、われわれは自分のつらい秘密を言い表わすことを学ぶ。人間であるだけでは

まだ自分自身の半分にすぎず、あとの半分が表現なのだ。」（エマソン『詩人』酒本雅まだ自分自身の半分にすぎず、あとの半分が表現なのだ。」（エマソン『詩人』酒本雅まだ自分自身の半分にすぎず、あとの半分が表現なのだ。」（エマソン『詩人』酒本雅まだ自分自身の半分にすぎず、あとの半分が表現なのだ。」（エマソン『詩人』酒本雅

之訳）之訳）之訳）之訳）。しかし、それにしても、なんと玲瓏華美な歌たちであろうか。すさまじいレト

リックの塊たちである。彼らの苦悩が、このような音楽となり、意味となったのであ



る。現代歌人たちは、ここまで到達したのである。ここまで追いつめられているので

ある。 

 

これまでのわたしの詩作の歴史を、前期と後期の二つに大別すると、たとえば、前

期には、「高野川」「高野川」「高野川」「高野川」や「夏の思い出」「夏の思い出」「夏の思い出」「夏の思い出」や「水面に浮かぶ果実のように」「水面に浮かぶ果実のように」「水面に浮かぶ果実のように」「水面に浮かぶ果実のように」のように、思

い出や書きたいことがまずあって、それを言葉に紡いでいくという手法でなされたも

のが多く、後期には、これから紹介する、「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」や「頭「頭「頭「頭

を叩くと、泣き出した。」を叩くと、泣き出した。」を叩くと、泣き出した。」を叩くと、泣き出した。」や「マールボロ。」「マールボロ。」「マールボロ。」「マールボロ。」のように、取り掛かる前に、まず言葉の

断片があって、それから、それらをつなぎ合わせて、一つの情感なり、一つの精神状

態のようなものを作り出していくという、コラージュ的な手法でなされたものが多い。

手法が変わるきっかけになったのは、やはり、引用のコラージュで制作した第二詩集

の『The Wasteless Land.』（書肆山田、一九九九年）であろうか。前期の詩では、わ

たしが言葉と出会って、わたしのなかに折りたたまれていた光や音が解放されていっ

たような気がするのだが、後期の詩では、わたしが言葉と出会った瞬間に、わたしの

なかに折りたたまれていた光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、もともとその

言葉のなかに折りたたまれていた光や音をも解放していったような気がする。あるい

は、逆に、言葉がわたしと出会った瞬間に、もともとその言葉のなかに折りたたまれ

ていた光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、わたしのなかに折りたたまれてい

た光や音をも解放していったのだろうか。いずれにせよ、もちろん、最終的に解放さ

れた光や音は、わたしのなかに折りたたまれていたものでもなかったし、もともとそ

の言葉のなかに折たたまれていたものでもなかった。それらが共鳴し合って、新しく

生み出された光や音であった。先に引用したノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスノヴァーリスの「真の始まりは自然詩で真の始まりは自然詩で真の始まりは自然詩で真の始まりは自然詩で

ある。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」ある。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」ある。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」ある。終末は第二の始まり──そしてそれは芸術詩である。」という言葉が思い起こ

される。 

 

 

みんな、きみのことが好きだった。みんな、きみのことが好きだった。みんな、きみのことが好きだった。みんな、きみのことが好きだった。    

 



ちょっとちょっとちょっとちょっといいですか。いいですか。いいですか。いいですか。    

あなたは神を信じますか。あなたは神を信じますか。あなたは神を信じますか。あなたは神を信じますか。    

牛の声で返事をした。牛の声で返事をした。牛の声で返事をした。牛の声で返事をした。    

たしかに、神はいらっしゃいます。たしかに、神はいらっしゃいます。たしかに、神はいらっしゃいます。たしかに、神はいらっしゃいます。    

立派に役割を果たしておられます。立派に役割を果たしておられます。立派に役割を果たしておられます。立派に役割を果たしておられます。    

ふざけてるんじゃない。ふざけてるんじゃない。ふざけてるんじゃない。ふざけてるんじゃない。    

ぼくは大真面目だ。ぼくは大真面目だ。ぼくは大真面目だ。ぼくは大真面目だ。    

友だちが死んだんだもの。友だちが死んだんだもの。友だちが死んだんだもの。友だちが死んだんだもの。    

ぼくの大切な友だちが死んだんだもの。ぼくの大切な友だちが死んだんだもの。ぼくの大切な友だちが死んだんだもの。ぼくの大切な友だちが死んだんだもの。    

without griefwithout griefwithout griefwithout grief／悲しみをこらえて／悲しみをこらえて／悲しみをこらえて／悲しみをこらえて    

弔問を済まして弔問を済まして弔問を済まして弔問を済まして    

帰ってきたんだもの。帰ってきたんだもの。帰ってきたんだもの。帰ってきたんだもの。    

Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

absintheabsintheabsintheabsinthe／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ    

悲しみをこらえて悲しみをこらえて悲しみをこらえて悲しみをこらえて    

ぼくは帰ってきたんだもの。ぼくは帰ってきたんだもの。ぼくは帰ってきたんだもの。ぼくは帰ってきたんだもの。    

Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

誕生日に買ってもらった誕生日に買ってもらった誕生日に買ってもらった誕生日に買ってもらった    

ヴィジュアル・ディクショナリー、ヴィジュアル・ディクショナリー、ヴィジュアル・ディクショナリー、ヴィジュアル・ディクショナリー、    

どのページも、ほんとにきれい。どのページも、ほんとにきれい。どのページも、ほんとにきれい。どのページも、ほんとにきれい。    

パピルス、羊皮紙、粘土板。パピルス、羊皮紙、粘土板。パピルス、羊皮紙、粘土板。パピルス、羊皮紙、粘土板。    

食用ガエルの精巣について調べてみた。食用ガエルの精巣について調べてみた。食用ガエルの精巣について調べてみた。食用ガエルの精巣について調べてみた。    

アルバムを出して、アルバムを出して、アルバムを出して、アルバムを出して、    

写真の順番を入れ換えてゆく。写真の順番を入れ換えてゆく。写真の順番を入れ換えてゆく。写真の順番を入れ換えてゆく。    

海という海から海という海から海という海から海という海から    

木霊が帰ってくる。木霊が帰ってくる。木霊が帰ってくる。木霊が帰ってくる。    

声の主など声の主など声の主など声の主など    

とうに、いなくなったのに。とうに、いなくなったのに。とうに、いなくなったのに。とうに、いなくなったのに。    



Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

いじめてあげる。いじめてあげる。いじめてあげる。いじめてあげる。    

吉田くんは吉田くんは吉田くんは吉田くんは    

痛いのに、深爪だった。痛いのに、深爪だった。痛いのに、深爪だった。痛いのに、深爪だった。    

電話を先に切ることができなかった。電話を先に切ることができなかった。電話を先に切ることができなかった。電話を先に切ることができなかった。    

誰にも、さからわなかった。誰にも、さからわなかった。誰にも、さからわなかった。誰にも、さからわなかった。    

みんな、吉田くんのことが好きだった。みんな、吉田くんのことが好きだった。みんな、吉田くんのことが好きだった。みんな、吉田くんのことが好きだった。    

Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

ぼくぼくぼくぼく、忘れないからね。、忘れないからね。、忘れないからね。、忘れないからね。    

ぜったい、忘れないからね。ぜったい、忘れないからね。ぜったい、忘れないからね。ぜったい、忘れないからね。    

おぼえておいてあげる。おぼえておいてあげる。おぼえておいてあげる。おぼえておいてあげる。    

吉田くんは、仮性包茎だった。吉田くんは、仮性包茎だった。吉田くんは、仮性包茎だった。吉田くんは、仮性包茎だった。    

勃起したら、ちゃんとむけたから。勃起したら、ちゃんとむけたから。勃起したら、ちゃんとむけたから。勃起したら、ちゃんとむけたから。    

ぼくも、こすってあげた。ぼくも、こすってあげた。ぼくも、こすってあげた。ぼくも、こすってあげた。    

absintheabsintheabsintheabsinthe／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ    

Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

泣いているのは、牛なのよ。泣いているのは、牛なのよ。泣いているのは、牛なのよ。泣いているのは、牛なのよ。    

幼い男の子が幼い男の子が幼い男の子が幼い男の子が    

ぼくの頭を叩いてぼくの頭を叩いてぼくの頭を叩いてぼくの頭を叩いて    

「ゆるしてあげる」「ゆるしてあげる」「ゆるしてあげる」「ゆるしてあげる」    

って言った。って言った。って言った。って言った。    

話しかけてはいけないところで話しかけてはいけないところで話しかけてはいけないところで話しかけてはいけないところで    

話しかけてはいけない。話しかけてはいけない。話しかけてはいけない。話しかけてはいけない。    

Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!Repeat after me!／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！／復唱しろ！    

ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。    

ぼくだって、包茎だった。ぼくだって、包茎だった。ぼくだって、包茎だった。ぼくだって、包茎だった。    

without griefwithout griefwithout griefwithout grief／悲し／悲し／悲し／悲しみをこらえてみをこらえてみをこらえてみをこらえて    

absintheabsintheabsintheabsinthe／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ／ニガヨモギ    



もっとたくさん。もっとたくさん。もっとたくさん。もっとたくさん。    

もうたくさん。もうたくさん。もうたくさん。もうたくさん。    

 

 

この詩が、わたしの作品のなかで、もっとも音調的に美しいものだと、また、作品

自体の出来としても、もっともすぐれたものだと自負しているものである。ところで、

この詩のなかに、「アルバムを出して、／写真の順番を入れ換えてゆく。」「アルバムを出して、／写真の順番を入れ換えてゆく。」「アルバムを出して、／写真の順番を入れ換えてゆく。」「アルバムを出して、／写真の順番を入れ換えてゆく。」という詩句

があるが、もちろん、じっさいの人生においては、出来事の順番を替えることなど、

できることではない。ただ記憶の選択と解釈の違いによって、その意味を捉えなおす

ことができるだけである。後々、あるとき、つぎのような表現を目にして、すごいも

のだと感心させられた。このような文章が書けるのは、ごく限られた作家だけであろ

う。そのすさまじい洞察力が窺い知れる。 

 

彼の笑顔はこの世にふたつとない笑顔だ。その笑顔を向けられると、人生で出く彼の笑顔はこの世にふたつとない笑顔だ。その笑顔を向けられると、人生で出く彼の笑顔はこの世にふたつとない笑顔だ。その笑顔を向けられると、人生で出く彼の笑顔はこの世にふたつとない笑顔だ。その笑顔を向けられると、人生で出く

わすありとあらゆる不幸をそこに見るような気がする。ところが顔に浮かんだそのわすありとあらゆる不幸をそこに見るような気がする。ところが顔に浮かんだそのわすありとあらゆる不幸をそこに見るような気がする。ところが顔に浮かんだそのわすありとあらゆる不幸をそこに見るような気がする。ところが顔に浮かんだその

不幸を、彼はあっという間に順序よく並べ替えてしまう。それを見ていると、今度不幸を、彼はあっという間に順序よく並べ替えてしまう。それを見ていると、今度不幸を、彼はあっという間に順序よく並べ替えてしまう。それを見ていると、今度不幸を、彼はあっという間に順序よく並べ替えてしまう。それを見ていると、今度

は急に「ああそうか、心配することはなかったんだ」と感じるのだ。は急に「ああそうか、心配することはなかったんだ」と感じるのだ。は急に「ああそうか、心配することはなかったんだ」と感じるのだ。は急に「ああそうか、心配することはなかったんだ」と感じるのだ。    

だから彼と話をするのは楽しい。その笑顔をしょっちゅう浮かべて、そのたびにだから彼と話をするのは楽しい。その笑顔をしょっちゅう浮かべて、そのたびにだから彼と話をするのは楽しい。その笑顔をしょっちゅう浮かべて、そのたびにだから彼と話をするのは楽しい。その笑顔をしょっちゅう浮かべて、そのたびに

「ああそう「ああそう「ああそう「ああそうか、心配することはなかったんだ」と感じさせてくれるからだ。か、心配することはなかったんだ」と感じさせてくれるからだ。か、心配することはなかったんだ」と感じさせてくれるからだ。か、心配することはなかったんだ」と感じさせてくれるからだ。    

（ダグラス・アダムス『さようなら、いままで魚をありがとう』（ダグラス・アダムス『さようなら、いままで魚をありがとう』（ダグラス・アダムス『さようなら、いままで魚をありがとう』（ダグラス・アダムス『さようなら、いままで魚をありがとう』31313131、安原和見訳）、安原和見訳）、安原和見訳）、安原和見訳）    

 

作品のなかでは、出来事の順番を替えることなど、簡単である。また、替えるごと

に、違った作品が出来上がる。ただ、「時と場所」（アンナ・カヴァン『失われたもの「時と場所」（アンナ・カヴァン『失われたもの「時と場所」（アンナ・カヴァン『失われたもの「時と場所」（アンナ・カヴァン『失われたもの

の間で』千葉の間で』千葉の間で』千葉の間で』千葉    薫訳）薫訳）薫訳）薫訳）、「それをならべかえる」（カール・ジャコビ『水槽』中村能三訳）「それをならべかえる」（カール・ジャコビ『水槽』中村能三訳）「それをならべかえる」（カール・ジャコビ『水槽』中村能三訳）「それをならべかえる」（カール・ジャコビ『水槽』中村能三訳）。

それだけでよい。まさしく、「好きなように世界が配列できるのだ」（スタニスワフ・「好きなように世界が配列できるのだ」（スタニスワフ・「好きなように世界が配列できるのだ」（スタニスワフ・「好きなように世界が配列できるのだ」（スタニスワフ・

レム『天の声』レム『天の声』レム『天の声』レム『天の声』17171717、深見、深見、深見、深見    弾訳）弾訳）弾訳）弾訳）。 

 

つぎに紹介する詩は、わたしの作品のなかで、韻律的にもっとも複雑な仕掛けが施



されたものである。韻律の創造と破壊を交互に繰り返しながら進行していくのだ。内

容は、「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」「みんな、きみのことが好きだった。」ほど整ってはいないが、そうであるがゆ

えに、より凝縮した印象を与えるものとなっている。というのも、言葉というものが

新たな意味を獲得するにつれて、よりいっそうその言葉らしさを身につけるように、

「外部の多様性が増すに連れて、内部統一が生み出される」（ノヴァーリス『対話・「外部の多様性が増すに連れて、内部統一が生み出される」（ノヴァーリス『対話・「外部の多様性が増すに連れて、内部統一が生み出される」（ノヴァーリス『対話・「外部の多様性が増すに連れて、内部統一が生み出される」（ノヴァーリス『対話・

独白』今泉文子訳）独白』今泉文子訳）独白』今泉文子訳）独白』今泉文子訳）からである。「詩は、火、身振り、血、叫びなどの種々相をただ「詩は、火、身振り、血、叫びなどの種々相をただ「詩は、火、身振り、血、叫びなどの種々相をただ「詩は、火、身振り、血、叫びなどの種々相をただ

一点に集めて互いに一点に集めて互いに一点に集めて互いに一点に集めて互いに鬩鬩鬩鬩

せ め

ぎ合わせるのである。」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルぎ合わせるのである。」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルぎ合わせるのである。」（アントナン・アルトー『ヘリオガバルぎ合わせるのである。」（アントナン・アルトー『ヘリオガバル

ス』Ⅲ、多田智満子訳）「多様性から力を引き出して」（ベルナール・ウェルベル『蟻』ス』Ⅲ、多田智満子訳）「多様性から力を引き出して」（ベルナール・ウェルベル『蟻』ス』Ⅲ、多田智満子訳）「多様性から力を引き出して」（ベルナール・ウェルベル『蟻』ス』Ⅲ、多田智満子訳）「多様性から力を引き出して」（ベルナール・ウェルベル『蟻』

第２部、小中陽太郎・森山第２部、小中陽太郎・森山第２部、小中陽太郎・森山第２部、小中陽太郎・森山    隆訳）隆訳）隆訳）隆訳）、「多様にちらばっているものを綜観して、これを「多様にちらばっているものを綜観して、これを「多様にちらばっているものを綜観して、これを「多様にちらばっているものを綜観して、これを

ただ一つの本質的な相へまとめること。」（プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳）「人ただ一つの本質的な相へまとめること。」（プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳）「人ただ一つの本質的な相へまとめること。」（プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳）「人ただ一つの本質的な相へまとめること。」（プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳）「人

びとは理解しないのだ、いかにして、拡散するものが（拡散するにもかかわらず）自びとは理解しないのだ、いかにして、拡散するものが（拡散するにもかかわらず）自びとは理解しないのだ、いかにして、拡散するものが（拡散するにもかかわらず）自びとは理解しないのだ、いかにして、拡散するものが（拡散するにもかかわらず）自

己のうちに己のうちに己のうちに己のうちに凝集しているかを。」（『ヘラクレイトス断片凝集しているかを。」（『ヘラクレイトス断片凝集しているかを。」（『ヘラクレイトス断片凝集しているかを。」（『ヘラクレイトス断片51515151』廣川洋一訳）「多なるもの』廣川洋一訳）「多なるもの』廣川洋一訳）「多なるもの』廣川洋一訳）「多なるもの

から一なるものになる」（エンペドクレス『自然について』一七、藤沢令夫訳）から一なるものになる」（エンペドクレス『自然について』一七、藤沢令夫訳）から一なるものになる」（エンペドクレス『自然について』一七、藤沢令夫訳）から一なるものになる」（エンペドクレス『自然について』一七、藤沢令夫訳）。「す「す「す「す

べては寄り集まってただ一つのものとなる」（エンペドクレス『自然について』三五、べては寄り集まってただ一つのものとなる」（エンペドクレス『自然について』三五、べては寄り集まってただ一つのものとなる」（エンペドクレス『自然について』三五、べては寄り集まってただ一つのものとなる」（エンペドクレス『自然について』三五、

藤沢令夫訳）藤沢令夫訳）藤沢令夫訳）藤沢令夫訳）。 

 

 

頭を叩くと、泣き出した。頭を叩くと、泣き出した。頭を叩くと、泣き出した。頭を叩くと、泣き出した。    

 

カバ、ひたひたと、たそがれて、カバ、ひたひたと、たそがれて、カバ、ひたひたと、たそがれて、カバ、ひたひたと、たそがれて、    

電車、痴漢を乗せて走る。電車、痴漢を乗せて走る。電車、痴漢を乗せて走る。電車、痴漢を乗せて走る。    

ヴィオラの稽古の帰り、ヴィオラの稽古の帰り、ヴィオラの稽古の帰り、ヴィオラの稽古の帰り、    

落ち葉が、自分の落ちる音に、目を覚ました。落ち葉が、自分の落ちる音に、目を覚ました。落ち葉が、自分の落ちる音に、目を覚ました。落ち葉が、自分の落ちる音に、目を覚ました。    

見逃せないオチンチンをしてる、と耳元でささやく見逃せないオチンチンをしてる、と耳元でささやく見逃せないオチンチンをしてる、と耳元でささやく見逃せないオチンチンをしてる、と耳元でささやく    

その人は、ポケットに岩塩をしのばせたその人は、ポケットに岩塩をしのばせたその人は、ポケットに岩塩をしのばせたその人は、ポケットに岩塩をしのばせた    

横顔のうつくしい神さまだ横顔のうつくしい神さまだ横顔のうつくしい神さまだ横顔のうつくしい神さまだった。った。った。った。    

にやにやと笑いながらにやにやと笑いながらにやにやと笑いながらにやにやと笑いながら    

ぼくの関節をはずしていった。ぼくの関節をはずしていった。ぼくの関節をはずしていった。ぼくの関節をはずしていった。    



さようなら。こんにちは。さようなら。こんにちは。さようなら。こんにちは。さようなら。こんにちは。    

音楽のように終わってしまう。音楽のように終わってしまう。音楽のように終わってしまう。音楽のように終わってしまう。    

月のきれいな夜だった。月のきれいな夜だった。月のきれいな夜だった。月のきれいな夜だった。    

お尻から、鳥が出てきて、歌い出したよ。お尻から、鳥が出てきて、歌い出したよ。お尻から、鳥が出てきて、歌い出したよ。お尻から、鳥が出てきて、歌い出したよ。    

ハムレットだって、お尻から生まれたっていうし。ハムレットだって、お尻から生まれたっていうし。ハムレットだって、お尻から生まれたっていうし。ハムレットだって、お尻から生まれたっていうし。    

まるでカタイうんこをするときのように痛かったって。まるでカタイうんこをするときのように痛かったって。まるでカタイうんこをするときのように痛かったって。まるでカタイうんこをするときのように痛かったって。    

みんな死ねばいいのに、ぐずぐずしてる。みんな死ねばいいのに、ぐずぐずしてる。みんな死ねばいいのに、ぐずぐずしてる。みんな死ねばいいのに、ぐずぐずしてる。    

きょうも、ママンは死ななかった。きょうも、ママンは死ななかった。きょうも、ママンは死ななかった。きょうも、ママンは死ななかった。    

慈善事業の募金をしに出かけて行った。慈善事業の募金をしに出かけて行った。慈善事業の募金をしに出かけて行った。慈善事業の募金をしに出かけて行った。    

むかし、ママンがつくってくれたドーナッツはむかし、ママンがつくってくれたドーナッツはむかし、ママンがつくってくれたドーナッツはむかし、ママンがつくってくれたドーナッツは    

大きさの違うコップでつくられていた。大きさの違うコップでつくられていた。大きさの違うコップでつくられていた。大きさの違うコップでつくられていた。    

ちゃんとした型抜きがなかったから。ちゃんとした型抜きがなかったから。ちゃんとした型抜きがなかったから。ちゃんとした型抜きがなかったから。    

実実実実力テストで一番だった友だちが力テストで一番だった友だちが力テストで一番だった友だちが力テストで一番だった友だちが    

大学には行かないよ、って言ってた。大学には行かないよ、って言ってた。大学には行かないよ、って言ってた。大学には行かないよ、って言ってた。    

ぼくにつながるすべての人が、ぼくを辱める。ぼくにつながるすべての人が、ぼくを辱める。ぼくにつながるすべての人が、ぼくを辱める。ぼくにつながるすべての人が、ぼくを辱める。    

ぼくが、ぼくの道で、道草をしたっていいじゃないか。ぼくが、ぼくの道で、道草をしたっていいじゃないか。ぼくが、ぼくの道で、道草をしたっていいじゃないか。ぼくが、ぼくの道で、道草をしたっていいじゃないか。    

ぼくは、歌が好きなんだ。ぼくは、歌が好きなんだ。ぼくは、歌が好きなんだ。ぼくは、歌が好きなんだ。    

たくさんの仮面を持っている。たくさんの仮面を持っている。たくさんの仮面を持っている。たくさんの仮面を持っている。    

素顔の数と同じ数だけ持っている。素顔の数と同じ数だけ持っている。素顔の数と同じ数だけ持っている。素顔の数と同じ数だけ持っている。    

似ているところがいっしょ。似ているところがいっしょ。似ているところがいっしょ。似ているところがいっしょ。    

思いつめたふりをして思いつめたふりをして思いつめたふりをして思いつめたふりをして    

パパは、聖書に目を落としてた。パパは、聖書に目を落としてた。パパは、聖書に目を落としてた。パパは、聖書に目を落としてた。    

雷のひとつでも、落としてやろうかしら。雷のひとつでも、落としてやろうかしら。雷のひとつでも、落としてやろうかしら。雷のひとつでも、落としてやろうかしら。    

マッターホルンの山の頂からマッターホルンの山の頂からマッターホルンの山の頂からマッターホルンの山の頂から    

ひとすじの絶叫となって落ちてゆく牛。ひとすじの絶叫となって落ちてゆく牛。ひとすじの絶叫となって落ちてゆく牛。ひとすじの絶叫となって落ちてゆく牛。    

落ち葉は、自分の落ちる音に耳を澄ましていた。落ち葉は、自分の落ちる音に耳を澄ましていた。落ち葉は、自分の落ちる音に耳を澄ましていた。落ち葉は、自分の落ちる音に耳を澄ましていた。    

ぼくもまた、ぼくの歌のひとぼくもまた、ぼくの歌のひとぼくもまた、ぼくの歌のひとぼくもまた、ぼくの歌のひとつなのだ。つなのだ。つなのだ。つなのだ。    

今度、神戸で演奏会があるってさ。今度、神戸で演奏会があるってさ。今度、神戸で演奏会があるってさ。今度、神戸で演奏会があるってさ。    



どうして、ぼくじゃダメなの？どうして、ぼくじゃダメなの？どうして、ぼくじゃダメなの？どうして、ぼくじゃダメなの？    

しっかり手を握っているのに、きみはいない。しっかり手を握っているのに、きみはいない。しっかり手を握っているのに、きみはいない。しっかり手を握っているのに、きみはいない。    

ぼくは、きみのことが好きなのにぃ。ぼくは、きみのことが好きなのにぃ。ぼくは、きみのことが好きなのにぃ。ぼくは、きみのことが好きなのにぃ。    

くやしいけど、ぼくたちは、ただの友だちだった。くやしいけど、ぼくたちは、ただの友だちだった。くやしいけど、ぼくたちは、ただの友だちだった。くやしいけど、ぼくたちは、ただの友だちだった。    

明日は、ピアノの稽古だし。明日は、ピアノの稽古だし。明日は、ピアノの稽古だし。明日は、ピアノの稽古だし。    

落ち葉だって、踏まれたくないって思うだろ。落ち葉だって、踏まれたくないって思うだろ。落ち葉だって、踏まれたくないって思うだろ。落ち葉だって、踏まれたくないって思うだろ。    

石の声を聞くと、耳がつぶれる。石の声を聞くと、耳がつぶれる。石の声を聞くと、耳がつぶれる。石の声を聞くと、耳がつぶれる。    

ぼくの耳は、つぶれてるのさ。ぼくの耳は、つぶれてるのさ。ぼくの耳は、つぶれてるのさ。ぼくの耳は、つぶれてるのさ。    

今度の日曜日には、今度の日曜日には、今度の日曜日には、今度の日曜日には、    

世界中の日曜日をあつめてあげる。世界中の日曜日をあつめてあげる。世界中の日曜日をあつめてあげる。世界中の日曜日をあつめてあげる。    

パパは、ぼくに嘘をついた。パパは、ぼくに嘘をついた。パパは、ぼくに嘘をついた。パパは、ぼくに嘘をついた。    

樹は、振り落とした葉っぱのことなんか樹は、振り落とした葉っぱのことなんか樹は、振り落とした葉っぱのことなんか樹は、振り落とした葉っぱのことなんか    

かまいやしない。かまいやしない。かまいやしない。かまいやしない。    

どうなったって、いいんだ。どうなったって、いいんだ。どうなったって、いいんだ。どうなったって、いいんだ。    

まわるよまわるよまわるよまわるよ、まわる。、まわる。、まわる。、まわる。    

ジャイロ・スコープ。ジャイロ・スコープ。ジャイロ・スコープ。ジャイロ・スコープ。    

また、神さまに会えるかな。また、神さまに会えるかな。また、神さまに会えるかな。また、神さまに会えるかな。    

黄金の花束を抱えて降りてゆく。黄金の花束を抱えて降りてゆく。黄金の花束を抱えて降りてゆく。黄金の花束を抱えて降りてゆく。    

NobuyukiNobuyukiNobuyukiNobuyuki°ハミガキ。紙飛行機。°ハミガキ。紙飛行機。°ハミガキ。紙飛行機。°ハミガキ。紙飛行機。    

中也が、中原を駈けて行った。中也が、中原を駈けて行った。中也が、中原を駈けて行った。中也が、中原を駈けて行った。    

    

 

「後期の詩では、わたしが言葉と出会った瞬間に、わたしのなかに折りたたまれてい「後期の詩では、わたしが言葉と出会った瞬間に、わたしのなかに折りたたまれてい「後期の詩では、わたしが言葉と出会った瞬間に、わたしのなかに折りたたまれてい「後期の詩では、わたしが言葉と出会った瞬間に、わたしのなかに折りたたまれてい

た光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、た光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、た光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、た光や音が自らの光や音を解き放つと同時に、    もともとその言葉のなかに折りたたもともとその言葉のなかに折りたたもともとその言葉のなかに折りたたもともとその言葉のなかに折りたた

まれていた光や音をも解放していったような気がする。」まれていた光や音をも解放していったような気がする。」まれていた光や音をも解放していったような気がする。」まれていた光や音をも解放していったような気がする。」と書いていた。終わりに引

用した２つの詩篇がまさしく、そうだったのである。「マールボロ。」「マールボロ。」「マールボロ。」「マールボロ。」については、第

三回目以降の論考「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」でも言及するつもりであるが、「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」につ

づいて、筆者の論考「引用の詩学」「引用の詩学」「引用の詩学」「引用の詩学」でも、さらに掘り下げて考察する予定である。そ



こでは、「詩とはなにか。」「詩とはなにか。」「詩とはなにか。」「詩とはなにか。」、「言葉とはなにか。」「言葉とはなにか。」「言葉とはなにか。」「言葉とはなにか。」、「自我とはなにか。」「自我とはなにか。」「自我とはなにか。」「自我とはなにか。」といった根源的

な問題を扱うことになるであろう。いまは、この「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」「理系の詩学」の第三回目の原稿を

まとめるとするとしよう。「取り掛かる前に、まず言葉の断片があって、それから、「取り掛かる前に、まず言葉の断片があって、それから、「取り掛かる前に、まず言葉の断片があって、それから、「取り掛かる前に、まず言葉の断片があって、それから、

それらをつなぎ合わせて、一つの情感なり、一つの精神状態のようなものを作り出しそれらをつなぎ合わせて、一つの情感なり、一つの精神状態のようなものを作り出しそれらをつなぎ合わせて、一つの情感なり、一つの精神状態のようなものを作り出しそれらをつなぎ合わせて、一つの情感なり、一つの精神状態のようなものを作り出し

ていくという、コラージュ的な手法でなされたものが多い。」ていくという、コラージュ的な手法でなされたものが多い。」ていくという、コラージュ的な手法でなされたものが多い。」ていくという、コラージュ的な手法でなされたものが多い。」と、「言葉が自動的に結「言葉が自動的に結「言葉が自動的に結「言葉が自動的に結

びつくのびつくのびつくのびつくのを待つ、というものである。偶然を最大限に利用する方法であるが、筆者がを待つ、というものである。偶然を最大限に利用する方法であるが、筆者がを待つ、というものである。偶然を最大限に利用する方法であるが、筆者がを待つ、というものである。偶然を最大限に利用する方法であるが、筆者が

よく行うのは、取っておいたメモが、一気に結びつくまで待つ、というものである。」よく行うのは、取っておいたメモが、一気に結びつくまで待つ、というものである。」よく行うのは、取っておいたメモが、一気に結びつくまで待つ、というものである。」よく行うのは、取っておいたメモが、一気に結びつくまで待つ、というものである。」

とも書いていたが、まさしく、言葉と言葉が自らの意思で、自動的に結びついていく

まで、待つのである。もちろん、待つあいだ、ただぼうっとして過ごしていてはいけ

ない。身近なひとに目を向け、耳を傾けるのだ。身近なものに目を向け、よく考える

のだ。できる限りたくさんの本を読み、知らなかったことを知り、考えたこともなか

ったことを考えるのだ。そして、世のなかのさまざまなひとたちと自分との関係をよ

く観察するのだ。さまざまなものと自分との関係をよく観察するのだ。そうすると、

「偶然」「偶然」「偶然」「偶然」という「神」「神」「神」「神」が、詩人に手を差し伸べてくれるのだ。「「「「神はわれわれひとり神はわれわれひとり神はわれわれひとり神はわれわれひとり

びとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに生き、動き、びとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに生き、動き、びとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに生き、動き、びとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに生き、動き、

存在しているからである。存在しているからである。存在しているからである。存在しているからである。」」」」（使徒行伝一七・二七（使徒行伝一七・二七（使徒行伝一七・二七（使徒行伝一七・二七‐‐‐‐二八）二八）二八）二八）「「「「目がまだ見ず、耳がまだ目がまだ見ず、耳がまだ目がまだ見ず、耳がまだ目がまだ見ず、耳がまだ

聞かず、聞かず、聞かず、聞かず、／／／／人の心に思い浮びもしなかったことを、人の心に思い浮びもしなかったことを、人の心に思い浮びもしなかったことを、人の心に思い浮びもしなかったことを、／／／／神は、ご自分を愛する者たちの神は、ご自分を愛する者たちの神は、ご自分を愛する者たちの神は、ご自分を愛する者たちの

ために備えられた（コリント人への第ために備えられた（コリント人への第ために備えられた（コリント人への第ために備えられた（コリント人への第一一一一の手紙の手紙の手紙の手紙二二二二・・・・九九九九）神の見えない性質、すなわち、）神の見えない性質、すなわち、）神の見えない性質、すなわち、）神の見えない性質、すなわち、

神の永遠の力と神性とは、天地創造このか神の永遠の力と神性とは、天地創造このか神の永遠の力と神性とは、天地創造このか神の永遠の力と神性とは、天地創造このかた、被造物において知られていて、明らかた、被造物において知られていて、明らかた、被造物において知られていて、明らかた、被造物において知られていて、明らか

に認められるからである。（ローマ人への手紙一・二〇）主とは霊である。（コリントに認められるからである。（ローマ人への手紙一・二〇）主とは霊である。（コリントに認められるからである。（ローマ人への手紙一・二〇）主とは霊である。（コリントに認められるからである。（ローマ人への手紙一・二〇）主とは霊である。（コリント

人への第二の手紙三・一七）人への第二の手紙三・一七）人への第二の手紙三・一七）人への第二の手紙三・一七）。  


