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●先斗町通りから木屋町通りに抜ける狭い路地の一つに●坂本龍馬が暗殺されかかった

ときの刀の傷跡があるって●だれかから聞いて●自分でもその傷跡を見た記憶があるん

だけど●二十年以上も前の話だから●記憶違いかもしれない●でも●その路地の先斗町

通り寄りのところに●ＲＵＧという名前のスナックが●むかしあって●いまでは代替わ

りをしていて●ふつうの店になっているらしいけれど●ぼくが学生の時代には●昼のあ

いだは●ゲイのために喫茶店をしていて●そのときにはいろいろなことがあったんだけ

ど●それはまた別の機会に●きょうは●その喫茶店で交わされた一つの会話からはじめ

るね●店でバイトをしていた京大生の男の子が●客できていたぼくたちにこんなことを

たずねた●もしも●世のなかに飲み物が一種類しかなかったとしたら●あなたたちは●

何を選ぶのかしら●ただし●水はのぞいてね●最初に答えたのはぼくだった●ミルクか

な●あら●あたしといっしょね●バイトの子がそう言った●客は●ぼくを入れて三人し

かいなかった●あとの二人は日本茶と紅茶だった●紅茶は砂糖抜きミルク抜きレモン抜

きのストレートのものね●ゲイだけど●笑●バファリン嬢の思い出とともに●あたたか

い喩につかりながら●きょう一日の自分の生涯を振り返った●喩が電灯の光に反射して

きらきら輝いている●いい喩だった●じつは●プラトンの洞窟のなかは光で満ちみちて

いて●まっしろな光が壁面で乱反射する●まぶしくて目を開けていられない洞窟だった

のではないか●洞窟から出ると一転して真っ暗闇で●こんどは目を開けていても●何も

見えないという●両手で喩をすくって顔にぶっちゃけた●何度もぶっちゃけて●喩のあ

たたかさを味わった●miel blanc●ミエル・ブラン●見える●ぶらん●白い蜂蜜●色を

重ねると白になるというのは充溢を表している●喩からあがると●喩ざめしないように

●すばやく身体をふいて●まだ喩のあたたかさのあるあいだに●布団のなかに入った●

喩のぬくもりが全身に休息をもたらした●身体じゅうがぽっかぽかだった●ラボナ●ロ

ヒプノール●ワイパックス●ピーゼットシー●ハルシオン●ロゼレム●これらの精神安

定剤をバリバリと噛み砕いて●水で喉の奥に流し込んだ●ハルシオンは紫色だが●他の

錠剤はすべて真っ白だ●バファリン嬢も真っ白だった●中学生から高校生のあいだに●

何度か●ぼくは●こころが壊れて●バファリン嬢をガリガリと噛み砕いては●大量の錠

剤の欠片を●水なしで●口のなかで唾液で溶かして飲み込んだ●それから自分の左手首

を先のとがった包丁で切ったのだった●真・善・美は一体のものである●ギリシア思想

からフランス思想へと受け継がれた●美しくないものは真ではない●これが命題として

真であるならば●対偶の●真であるものは美である●もまた真であるということになる

●バラードの雲の彫刻が思い出される●ここで白旗をあげる●喩あたりでもしたのだろ

うか●それとも●クスリが効いてきたのか●指の動きがぎこちなく●かつ●緩慢になっ

てきた●白は王党派で●赤は革命派●白紙答案と●赤紙●白いワイシャツと●赤シャツ

●スペインのアンダルシア地方に●プエブロ・ブロンコ●白い村●と呼ばれる●白い壁



の家々が建ち並ぶ町がある●テラコッタ●布団の上に横たわるぼくの顔の上で●そこら

じゅうに●喩がふらふらと浮かび漂っていた●紙面に横たわる喩の上で●そこらじゅう

に●ぼくの自我がふらふらと浮かび漂っていた●無数の喩と●無数のぼくの自我との邂

逅である●目を巡らして見ていると●一つの安易な喩が●ぼくに襲いかかろうとして待

ち構えているのがわかった●ぼくは●危険を察して●布団から出て●はばたき飛び去っ

ていった●Everything Keeps Us Together●きのうは●ジミーちゃんと●ジミーちゃん

のお母さまと●１号線沿いの●かつ源●という●トンカツ屋さんに行きました●みんな

●同じヒレ肉のトンカツを食べました●ぼくとジミーちゃんは１５０グラムで●お母さ

まは１００グラムでしたけれど●ご飯と豚汁とサラダのキャベツは●お代わり自由だっ

たので●うれしかったです●もちろん●ぼくとジミーちゃんは●ご飯と豚汁をお代わり

しました●食後に芸大の周りを散歩して●帰り道に嵯峨野ののどかな田舎道をドライブ

して●広沢の池でタバコを吸って●鴨が寄ってくるのに●猫柳のような雑草の毛のつい

たたくさんの実のついた●先っぽを投げ与えたりして●しばらく●曇り空の下で休んで

いました●鴨は●その雑草の先っぽを何度も口に入れていました●こんなん●食べるん

や●ぼくも食べてみようかな●ぼくは雑草の先っぽを食べてみました●予想と違って●

苦味はなかったのですけれど●青臭さが●長い時間●口のなかに残りました●鴨の子供

かな●と思うぐらいに小さな水鳥が●池の表面に突然現われて●また水のなかに潜りま

した●あれ●鴨の子供ですか●と●ジミーちゃんのお母さまに訊くと●種類が違うわね

●なんていう名前の鳥か●わたしも知らないわ●とのことでした●見ていると●水面に

ひょっこり姿を現わしては●すぐに水のなかに潜ります●そうとう長い時間潜っていま

す●水のなかでは呼吸などできないはずなのに●顔と手に雨粒があたりました●雨が降

りますよ●ぼくがそう二人に言うと●二人には雨粒があたらなかったらしく●お母さま

は笑って●首を横に振っておられました●ジミーちゃんが●すぐには降らないはず●降

っても三時半くらいじゃないかな●しかも●三十分くらいだと思う●それから嵐山に行

き●帰りに衣笠のマクドナルドに寄って●ホットコーヒーを飲んでいました●窓ガラス

に蝿が何度もぶつかってわずらわしかったので●右手の中指の爪先ではじいてやりまし

た●蝿はしばらく動けなかったのですが●突然●生き返ったように元気よく隣の席のと

ころに飛んでいきました●イタリア語のテキストをジミーちゃんが持ってきていました

●ぼくも●むかしイタリア語を少し勉強していたので●イタリア語について話をしてい

ました●お母さまは音大を出ていらっしゃるので●オペラの話などもしました●ぼくも

ドミンゴのオセロは迫力があって好きでした●ドミンゴって楽譜が読めないんですって

ね●とかとか●話をしていたら●急に●外が暗くなってきだして●雨が降ってきました

●降ってきたでしょう●と●ぼくが言うと●ジミーちゃんが携帯をあけて時間を見まし

た●ほら●三時半●ぼくは洗濯物を出したままだったので●夜も降るのかな●って訊く

と●三十分以内にやむよ●との返事でした●じっさい●十分かそこらでやみました●前

にも言いましたけれど●ぼくって●雨粒が●だれよりも先にあたるんですよ●顔や手に

●あたったら●それから五分から十分もすると●晴れてても●急に雨が降ったりするん

ですよ●すると●ジミーちゃんのお母さまが●言わないでおこうと思っていたのだけれ

ど●最初の雨があたるひとは●親不孝者なんですって●そういう言い伝えがあるのよ●

とのことでした●そんな言い伝えなど知らなかったぼくは●ジミーちゃんに●知ってる

の●と訊くと●いいや●と言いながら首を振りました●ジミーちゃんのお母さまに●な

ぜ知ってらっしゃるのですか●と尋ねると●わたし自身がそうだったから●しょっちゅ



う●そう言われたのよ●でももう●わたしの親はいないでしょ●だから●最初の雨はも

うあたらなくなったのね●そういうもんかなあ●と思いながら●ぼくは聞いていました

●広沢の池で●鴨が嘴と足を使って毛繕いしていたときに●深い濃い青紫色の羽毛が●

ちらりと見えました●きれいな色でした●背中の後ろのほうだったと思います●鴨が毛

繕いしていると●水面に美しい波紋が描かれました●同心円が幾重にも拡がりました●

でも●鴨がすばやく動くと●波紋が乱れ●美しい同心円は描かれなくなりました●ぼく

は池を背にして●山の裾野に拡がる●畑や田にけぶる●幾条もの白い煙に目を移しまし

た●壁のペンキがはげかかったビルの二階のトイレ●そこでは●いろいろな人がいろい

ろなことをしている●ご飯を炊いて●それをコンビニで買ったおかずで食べてたり●そ

の横で●男女のカップルがセックスしてたり●ゲイのカップルがセックスしてたり●天

使が大便をしている神父の目の前に顕現したり●オバサンが愛人の男の首を絞めて殺し

ていたり●オジサンが隣の便器で大便をしている男の姿を●のぞき見しながらオナニー

してたり●男が女になったり●男が男になったり●女が男になったり●女が女になった

り●鳥が魚になったり●魚が獣になったり●床に貼られたタイルとタイルの間が割れて

●熱帯植物のつるがするすると延びて●トイレのなかを覆っていって●トイレのなかを

熱帯ジャングルにしていったり●かと思えば●トイレの個室の窓の外から凍った空気が

●垂直に突き刺さって●バラバラと砕けて●トイレのなかを北極のような情景に一変さ

せる●男も●女も●男でもなく女でもない者も●男でもあり女でもある者も●何かであ

るものも●何でもないものも●何かであり何でもないものでもあるものも●ないものも

●みんな直立した氷柱になって固まる●でも●ジャーって音がすると●ＴＯＴＯの便器

のなかにみんな吸い込まれて●だれもいなくなる●なにもかも元のままに戻るのだ●す

ると●また●トイレのなかに●ご飯を炊く人が現われる●カーペットの端が●ゆっくり

とめくれていくように●唇がめくれ●まぶたがめくれ●爪がめくれて指が血まみれにな

っていく●すべてのものがめくれあがって●わたしは一枚のレシートになる●田んぼの

刈り株の跡●カラスが土の上にこぼれた光をついばんでいる●地面がでこぼことゆれ●

コンクリートの陸橋の支柱がゆっくりと地面からめくれあがる●この余白に触れよ●先

生は余白を採集している●それで●こうして●一回性という意味を●わたしはあなたに

何度も語っているのではないのだろうか●いいね●詩人は余白を採集している●めくれ

あがったコンクリートの支柱が静止する●わたしは雲の上から降りてくる●カラスが土

の上にこぼれた光をついばんでいる●道徳は●わたしたちを経験する●わたしの心臓が

夜を温める●夜は生々しい道徳となってわたしたちを経験する●その少年の名前はふた

り●たぶん螺旋を描きながら空中を浮遊するケツの穴だ●あなたの目撃には信憑性がな

いと幕内力士がインタヴューに答える●めくれあがったコンクリートの陸橋がしずかに

地面に足を下ろす●帰り道●わたしは脚を引きずりながら考えていた●机の上にあった

●わたしの記憶にない一枚のレシート●めくれそうになるぐらいに●すり足で●賢いひ

とが●カーペットの端を踏みつけながら●ぼくのほうに近づいてくる●ジリジリジリと

韻を踏みながら●ぼくのほうに近づいてくる●ぼくは一枚のレシートを手渡される●ぼ

くは手渡されたレシートの上に●ボールペンで数字を書いていく●思いつくつくままに

●思いつくつくままに●数字が並べられる●幼いぼくの頬でできたレシートが●釘の先

のようにとがったボールペンの先に引き裂かれる●血まみれの頬をした幼いぼくは●賢

いひとの代わりのぼくといっしょに●レシートの隅から隅まで数字で埋めていく●レシ

ートは血に染まってびちゃびちゃだ●カーペットの端がめくれる●ゆっくりとめくれて



くる●スツール●金属探知機●だれかいる●耳をすますと聞こえる●だれの声だろう●

いつも聞こえてくる声だ●カーペットの端がめくれる●ゆっくりとめくれてくる●幼い

ぼくは手で顔を覆って●目をつむる●雲の上から降りてきた賢いひとの代わりのぼくは

●その手を顔から引き剥がそうとする●クスリを飲む時間だ●おにいちゃん●百円でい

いから●ちょうだい●毎晩●寝るまえに●枕元に灰色のボクサーパンツを履いたオヤジ

が現われ●猫の鞄にまつわる話をする金魚アイスの●どうよ●灰色のパンツがイヤ●赤

色や黄色や青色のがいいの●それより●間違ってぽくない●金魚アイスじゃなくって●

アイス金魚じゃないの●たくさんの猫が微妙に振動する教会の薔薇窓に●独身の夫婦が

意識を集中して牛の乳を絞っているの●どうよ●こんなもの咲いているオカマは●うち

すてられて●なんぼのモンジャ焼き●まだやわらかい猫の仔らは蟇蛙●首を絞め合う安

楽椅子ってか●それはそれで癒される●けど●やっぱり灰色はイヤ●赤色や黄色や青色

のがいいの●地球のゆがみを治す人たち●バスケットボールをドリブルして●地面の凸

凹をならす男の子が現われた●すると世界中の人たちが●われもわれもとバスケットボ

ールを使って●地面の凹凸をならそうとして●ボンボン●ボンボン地面にドリブルしだ

した●それにつれて●地球は●洋梨のような形になったり●正四面体になったり●直方

体になったりした●ウンコのカ●ウンコの●ちから●じゃなくってよ●ウンコの●か●

なのよ●なんのことかわからへんでしょう●虫同一性障害にかかった蚊で●自分のこと

をハエだと思ってる蚊が●ウンコにたかっているのよ●うふ～ん●２０代の終わりくら

いのときやったと思う●付き合っていた恋人のヒロくんのお父さんが弁護士で●労災関

係の件で●それは印刷所の話で●年平均６本●とか言っていた●指が切断されるのが●

紙を裁断するとき●あるいは●機械にはさまれて●指がつぶれる数のこと●ヒロくんは

●クマのプーさんみたいに太っていて●まだ２０才だったけど●年上のぼくのことを●

名前を呼び捨てにしていて●歩いているときにも●ぼくのお尻をどついたり●ひねった

りと●あと●北大路ビブレの下の地下鉄で別れるときにでも●人前でも平気で●キスす

るように言ってきたり●それでじっさいしてて●駅員に見られて目を丸くされたりして

●かなり恥ずかしい思いをしたことがあって●そんなことが思い出された●ヒロくんは

●大阪の梅田にある小さな映画館で●バイトしていて●一度●そのバイト代が入ったか

ら●おごるよと言って●大阪の●彼の行きつけの焼肉屋さんで焼肉を食べたのだけれど

●そうだ●指の話だった●ヒロくんと別れたあとだと思うのだけれど●４本か５本だっ

たかな●ハーブ入りの●白いウィンナーをフライパンで焼いていて●そのなかにケチャ

ップを入れて●フライパンを揺り動かしていると●切断された指が●フライパンのなか

でゴロゴロゴロゴロ●とってもグロテスクで●食べるとおいしいんだけど●見た目●気

持ち悪くて●ひぇ～って●気持ち悪くって●で●ヒロくんとはじめて出会ったのが●大

阪の梅田にある北欧館っていうゲイ・サウナだったんだけど●彼って●すっごくかわい

いデブだったから●決心するまで時間がかかったけど●あ●決心するって●ぼくのほう

からアタックするっていう意味ね●で●ぼくみたいなのでもいいのかなって思って●彼

に比べると●ぼくなんかブサイクだと思ってたから●あ●これ●ちょっと謙遜ね●で●

近寄っていったら●勇気あるなあ●って言われて●びっくりしたので●くるって振り向

いて立ち去りかけたら●後ろから腕をつかまれて●おびえながら顔を見上げたら●あ●

ぼく１８０センチ近くあるんやけど●ヒロくんもそれぐらいあって●肩幅とか●横がす

ごくって●ぼくよりずっと大きく見えたんだけど●彼も１８０センチ近くあって●で●

そのいかついズウタイで●顔はクマのプーさんみたいで●かわいらしくって●にっこり



笑っていたので●ああ●ぼくでもええんやって思って●ほっとして●それから●ふたり

で●ふたりっきりになりたいねって話をして●じゃあ●ラブ・ホテルに行こうって話に

なって●もちろん●ぼくのほうから●ふたりっきりになりたいって言ったんだけど●で

●そうそうに●北欧館から出て●北欧館の近くにあった●たしか●アップルって名前の

ラブホだと思うんだけど●男同士でも入れるラブ・ホテルに行って●エッチして●それ

からご飯をいっしょに食べに行って●あ●お好み焼きやった●まだ覚えてる●そのとき

のこと●あつすけさんて●どっちでもできるんや●どっちって●どのどっちやろか●っ

て思った●ぼくは彼の腕を縛ったりして遊んだから●でも●なぜかしら●ヒロくんがデ

ーンと大の字に寝て●ぼくが抱きつきながら●頭すりすりしてたりしてたからかな●あ

●一週間で●あつすけさん●は●あつすけ●になりましたけど●ヒロくんは基本的にタ

チやったから●まあ●それでよかったんやけど●ぼくも若かったなあ●やさしい子やっ

た●ヒロくんは基本Ｓやったけど●笑●そういえば●ヒロくん●ピンクのプラスティッ

クのおもちゃで●ロータリングっちゅうのやろか●お尻に入れて動かすやつ持ってきた

ことがあって●ぼくのお尻に入れて●スイッチが入ったら●ものすごく痛かったから●

すぐにやめてもらったんやけど●ヒロくんのチンポコやったら●そんなに痛くなかった

から●それにいつもヒロくんは入れたがったから●ぼくが受身になってたけど●ヒロく

んと付き合ってたときは●なんか●やられることになれちゃって●１０才近く年下やの

に●ええんやろかって思ったりしたことがあって●で●一度だけ●ぼくが入れたことあ

るんやけど●ヒロくんはものすごく痛がって●かわいそうだから●その一度だけで●あ

とはずっと●ぼくが攻められるほうで●ヒロくんが攻めるって感じやった●それと●ヒ

ロくんはいつもぼくのを飲んでたけど●なんで飲むんって訊いたら●男の素や●男のエ

キスやから●より男らしくなるんや●って返事で●そうかなあって思ったけど●それっ

て愛情のことかなって思った●一度●風呂場で●電気消して●真っ黒にして●ヒロくん

のチンポコをくわえさせられたことがあって●ヒロくんが出したものをぼくがわからな

いように吐き出したら●いま吐き出したやろ●って言って●えらい怒られたことがあっ

た●ヒロくんは●仏像の絵を描いたものをくれたことがあって●ぼくが仕事から帰って

くるのを●ぼくの部屋で待ってたときに●描いてたらしくって●上手やった●仏像の絵

を描くのがヒロくんの趣味の一つやった●ヒロくんのことは●何度も書いてるけど●ま

だいっぱい思い出があって●ぼくの記憶の宝物になってる●笑い顔いっぱい覚えてるし

●笑い声いっぱい覚えてる●いまどうしてるんやろか●あ●お好み焼き屋さんで●その

腕の痕●なに●って訊いたら●さっき縛ったやんか●って返事●ヒロくんの性格って●

いまぼくが付き合ってる恋人にそっくりで●いまの恋人の表情ひとつひとつが●ヒロく

んを思い出させる●きのう●恋人とひさしぶりに半日いっしょにいて●しょっちゅう顔

を見てたら●なんや●って何度も言われた●べつに●って言ってたけど●人間の不思議

●思い出の不思議●いま付き合ってる彼のことが愛おしいんだけど●ヒロくんの思い出

をまじえて愛おしいようなところがあって●ひとりの人間のなかに●複数の人間のこと

をまじえて考えることもあるんやなあって思った●ヒロくんと撮った写真●たまに出し

て見たりするけど●ぼくが死んで●ヒロくんが死んで●写真のふたりが笑ってるなんて

●なんだかなあ●ぼくは恋をしたことがあった●また会ってくれるかな●いいですよ●

はじめてあった日の言葉が●声が●いつでもぼくの耳に聞こえる●あつすけ●ちょっと

怒ったように呼ぶヒロくんの声●そういえば●きのう●恋人が●あほやな●なんでそん

なにマイペースなんや●きっしょいなあ●腹立つなあ●めいわくや●って●笑いながら



言った●あほや●とか●きっしょいとか言われるのは恋人にだけやけど●悪い気がしな

くて●って●ところが●きっしょいのかなあ●ぼくは恋をしたことがあった●ヒロくん

には●ぼくの投稿していたころのユリイカをぜんぶプレゼントして●吉増さんの詩集も

ぜんぶあげたことがあって●詩を書きはしないけど●読むのは好きな子やった●あ●ヒ

ロくんよりデブってた男の子で●ぼくが耳元でぼくの詩を朗読するのを●すごくよろこ

んでた子がいたなあ●ヒロくんは剣道してたけど●その子はアメフトで●なんでデブな

のにスポーツしてやせへんのやろか●わからんわ●はやく死んでしまいたい●あ●電話

でジミーちゃんにヒロくんのこと●書いてるんだけどって言ったら●あの大阪の映画館

でバイトしてた●双子座のＡ型の子やろって●ひゃ～●いまの恋人といっしょやんか●

そやから似とったんやろか●そういうと●ジミーちゃんが●たぶんな●って●ふえ～●

あ●そういえば●タンタンは双子座のＡＢ型やった●なんで●機械する●機械したい●

機械させる●機械する●機械したい●機械させる●機械は機械を機械する●機械に機械

は機械する●機械する機械を機械する●機械を機械する機械を機械させる●機械死体●

蜜蜂たちが死んで機械となって落ちてくる●街路樹が錆びて枝葉がポキポキ折れていく

●ゼンマイがとまって人間たちが静止する●雲と雲がぶつかり空に浮かんだ雲々が壊れ

て落ちてくる●金属でできたボルトやナットが落ちてくる●あらゆるものが機械する●

機械する●機械したい●機械させる●機械する●機械したい●機械させる●機械は機械

を機械する●機械に機械は機械する●機械する機械を機械する●機械を機械する機械を

機械させる●葱まわし●天のましらの前戯かな●孔雀の骨も雨の形にすぎない●べがだ

でで●ががどだじ●びどズだが●ぎがどでだぐぐ●どざばドべが！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WHAT’S GOING ON。 

 

 

田中 宏輔 

 

 

よく嵐山周辺をドライブする。渡月橋を渡って、桂川の両岸を二、三周。「嵐山のどこがいいのかな。」と、ぼく。「風 

を挟んで山が二つ、それで嵐山なんだから、山の美しさと、川風の心地よさかな。」と、友だち。「真実なんて、どこ 

にあるんだろう。」と、ぼく。「きみが求めている真実がないってことかな。」と、友だち。出かかった言葉が、ぼくを 

詰まらせた。笑いながら枝分かれする、ふたこぶらくだ。一つの言葉は、それ自身、一つの深淵である。どれぐらい 

の傾斜で川は滝になるのか。垂直の川でも、ゆっくりと流れ落ちれば滝ではない。滝がゆっくりと落ちれば川である。 

 

 

愛は、不可欠なものであるばかりではなく、美しいものでもある。 

（アリストテレス『ニコマコス倫理学』第八巻・第一章、加藤信朗訳） 

美しい？ 

（Ｊ・Ｇ・バラード『希望の海、復讐の帆』浅倉久志訳） 

恋をすることよりも美しいことがあるなんて言わないでね 

（プイグ『赤い唇』第二部・第十三回、野谷文昭訳） 

 

北山に住んでいた頃、近くに、たくさんの畑があった。どの畑にも、名札がぎっしりと並べて突き刺してあった。地 

中に埋められた死体のように、丸まって眠っている夢を見た。数多くの死体たちが、ぼくの死体と平行に眠っていた。 

ぼくは、頭のどこかで、それらの死体たちと同調しているような気がした。夢ではなかったのかもしれない。友だち 

から電話があった。話をしている間、友だちもいっしょに、土のなかにずぶずぶと沈み込んでいった。横になったま 

ま電話をしていたからかもしれない。友だちの部屋は五階だったから、ぼくよりたくさん沈まなければならなかった。 

 

 

上の人また叩いたわ 

（コルターサル『石蹴り遊び』向う側から・28、土岐恒二訳） 

二つ三つ。 

（ジェイムズ・Ｐ・ホーガン『仮想空間計画』プロローグ、大島 豊訳） 

このつぎで四度目になる 

（デイヴィッド・ブリン『スタータイド・ライジング』下・第十部・125、酒井昭伸訳） 

 

何十分の一か、それとも、何分の一かくらいの確率で、ぼくになる。そうつぶやきながら、ぼくは道を歩いている。 

電信柱を見る。すると、電信柱が、ぼくになる。信号機を見る。すると、信号機が、ぼくになる。横断歩道の白線を 

見る。すると、横断歩道の白線が、ぼくになる。本屋に行くと、何十分の一か、それとも、何分の一かくらいの確率 

で、本棚に並んでいる本が、ぼくになる。比喩が、苦痛のように生き生きとしている。苦痛は、いつも生き生きとし 

ている。それが苦痛の特性の一つだ。この間、発注リストという言葉を読み間違えて、発狂リストと読んでしまった。 

 



 

恋している人間と狂人は熱っぽい頭をもち、何だかだと逞

たくま

しゅうする妄想をもっている。 

(シェイクスピア『夏の夜の夢』第五幕・第一場、平井正穂訳) 

愛には限度がない 

（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） 

これがどういうことかわかるかね？ 

（ウォルター・Ｍ・ミラー・ジュニア『黙示録三一七四年』第Ⅲ部・25、吉田誠一訳） 

 

京極に八千代館というポルノ映画館があって、その前の小さな公園が発展場になっている。この間、下半身裸の青年 

が背中を向けてベンチの上にしゃがんでいた。近寄ると、お尻を突き出して、「これ、抜いて。」と言って振り返った。 

まだ幼さの残る野球少年のように可愛らしい好青年だった。二十歳ぐらいだったろうか。もっと近くに寄って見ると、 

お尻の割れ目からボールペンの先がちょこっと出ていた。何もせずに黙って突っ立って見ていると、もう一度、振り 

返って、「これ、抜いて。」と言ってきた。抜いてやると、「見ないで。」と言って、ブリブリ、うんこをひり出した。 

 

 

限度を知らないという点では、狂気も想像力もおなじである。 

（ジャン・デ・カール『狂王ルートヴィヒ』鳩と鷲、三保 元訳） 

愚かな頭のなかで、ありもしない人間の間の絆を実在するかのように考えてしまうらしい 

（マルキ・ド・サド『新ジュスティーヌ』澁澤龍彦訳） 

愛もある限度内にとどまっていなければならない 

（プルースト『失われた時を求めて』第四篇・ソドムとゴモラⅠ・Ⅱ、鈴木道彦訳） 

 

フリスクという、口に入れるとスーッとする、ペパーミント系のお菓子がある。アキちゃんは、夏になると、賀茂川 

の河川敷で、フンドシ一丁で日焼けをする短髪・ヒゲのゲイなんだけど、彼氏は裸族だった。アナルセックスすると 

きには、これを使えばいいよって教えてくれた。すぐにムズムズして、どんなに嫌がってるヤツでも、ゼッタイ入れ 

て欲しいって言うからって。ぼくはまだ試してないけど、これをぼくは、「フリスク効果」って名づけた。文章を書く 

ということは、自分自身を眺めることに等しい。表現とは認識である。あらゆる自己認識は、つねに過剰か、不足だ。 

 

 

なにがいけないっていうの？ 

（ジャネット・フォックス『従僕』山岸 真訳） 

幸福でさえあれば、ちっとも構わないじゃない？ 

（ジョン・ウィンダム『地衣騒動』１、峯岸 久訳） 

愛ってそういうものなんでしょ？ 

（フィリップ・Ｋ・ディック『凍った旅』浅倉久志訳） 

 

終電に乗りそこなって、葵公園のベンチに坐っていると、二十代半ばぐらいの青年が隣に腰をおろした。彼の手が、 

ぼくの股間を愛撫しだした。それを見ていると、彼がただ彼の手を楽しませるためだけに、そうしているように思わ 

れた。興奮やときめきや好奇心が一瞬にして消えてしまった。立ち上がって、ベンチから離れた。その愛を拒めば、 

他の誰かの愛を得られるというわけではなかったのだが。それまでぼくは、ぼくのことを、愛するのに激しく、憎む 

のに激しい性格だと思っていた。しかし、それは間違っていた。ただ愛するのに性急で、憎むのに性急なだけだった。 

 



 

もうぼくを愛していないの 

（Ｅ・Ｍ・フォースター『モーリス』第二部・25、片岡しのぶ訳） 

もちろんそうさ。 

（テリー・ビッスン『時間どおりに教会へ』３、中村 融訳） 

いやあああ！ 

（リチャード・レイモン『森のレストラン』夏来健次訳） 

 

自分の感情のなかの、どれが本物で、本物でないのか、そんなことは、わかりはしない。記憶も同じだ。ぼくの記憶 

はところどころ、ぽこんぽこんとおかしくて、小学生の頃、京都駅の近くに、丸物百貨店というのがあって、よく親 

に連れられて行ったのだが、食堂でご飯を食べていると、必ず、ウェイトレスが真ん中の辺りでこけたのだ。顔面に 

ガラスの破片が突き刺さって、血まみれになって泣き叫ぶ彼女の声が、食堂中に響き渡ったのだ。ぼくは、その光景 

をしっかり記憶していた。誰も動かず、何もしなかった。この話を母にしたら、そんなことは一度もなかったという。 

 

 

ぼくを愛してると言ったじゃないか。 

（ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン『ファスト・フレンド』安田 均訳） 

だったらいったいなんだ？ 

（スティーヴン・キング『クージョ』永井 淳訳） 

ただ一つ、びっくりした 

（サバト『英雄たちと墓』第Ⅰ部・３、安藤哲行訳） 

 

仕事場から帰るとすぐに、母から電話があった。「きょう、母さん、死んだのよ。」「えっ。」「きょう、母さん、車にぶ 

つかって死んでしまったのよ。」お茶をゴクリ。「また、何度でも死にますよ。」「そうよね。」「きっとまた、車にぶつ 

かって死にますよ。」「そうかしらね。」沈黙が十秒ほどつづいたので、受話器を置いた。郵便受けのなかには、手紙も 

あって、文面に、「雨なので……」とあって、からっと晴れた、きょう一日のなかで、雨の日の、遠い記憶をいくつか、 

頭のなかで並べていった。善は急げといい、急がば回れという。この二つの言葉を一つにしたら、善は回れになる。 

 

 

上の人また叩いたわ 

（コルターサル『石蹴り遊び』向う側から・28、土岐恒二訳） 

四つになる。 

（ロジャー・ゼラズニイ『フロストとベータ』浅倉久志訳） 

こんどはなにをする？ 

（Ａ・Ａ・ミルン『プー横丁にたった家』８、石井桃子訳） 

 

空っぽの階段を、ひとの大きさの白い紙が一枚、ゆっくりと降りてくるのが見えた。すれ違いざまに、手でそっとさ 

わってみたが、ただの薄い紙だった。通勤電車の乗り換えホームの上で、ひとの大きさの白い紙が、たくさん並んで、 

ゆらゆらとゆれていた。ふと、手のひらをあけてみた。きょう一日のぼくが、一枚の白い小さな紙になっていた。手 

に口元をよせて、ふっと息を吹きかけた。白い小さな紙は、風に乗って舞い上がっていった。空一面に、たくさんの 

白い紙がひらひらと飛んでいた。ホームの上で、ぼくたちはみんな、ゆらゆらとゆれていた。もうじき電車が来る。 

 



 

叫ぶだろうか。 

（ノサック『クロンツ』神品芳夫訳） 

そんなところさ 

（ジェラルド・カーシュ『不死身の伍長』小川 隆訳） 

そのあとは？ 

（Ｗ・Ｂ・イェイツ『幻想録』月の諸相、島津彬郎訳） 

 

 

 

 

 


