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はじめに 

 

 車を運転する際、前の車との車間距離を取ることが重要である。距離を詰め過ぎると

追突の恐れがあり、必要以上に空けると渋滞を引き起こしてしまう。安全のため、適切

な車間距離の確保が必要となる。 

 人間距離という言葉はないが、人と人との関係も適度な距離が必要と考える。親、子、

夫婦、兄弟姉妹、友人、職場の仲間、上司など、対象となる人によって、距離の取り方

もそれぞれ違ってくる。距離が近すぎると衝突の恐れがあり、遠すぎると疎遠になって

しまう。 

 海老名絢さんの詩集『きょりかん』は、主に、「わたし」と「あなた」の間の距離感を

テーマに描かれている。詩集を読み進めていくと、「わたし」は、「あなた」との距離を

見誤ったり、間違えたり、掴み損ねているのが分かる。 

 例えば、「見つめる」の詩は、「夕闇の中、あなたを間違えている」、「わたしはあなた

を掴み損ねている」、「あなたを間違え、続けるわたしを」とある。「嵐」の詩は、「あな

たとの距離を見誤っている」、「敬語で書く、見誤った距離感を笑ってくれるといい」と

ある。「影」の詩は、「あなたを見つけられなくて弾かれる」。「断絶」には、「わたしとあ

なたの間は遠い」。 

 なぜ、「わたし」は「あなた」との距離を間違えるのだろうか。詩集を読みながら考え

ていきたい。 

 

 

 

１ 感覚 

 

 海老名さんの詩集『きょりかん』で、重要な手掛かりとなるのが、「感覚」という言葉

である。感覚について書かれている箇所を少し拾ってみたい。 

 

あてにならない感覚を手放したら、わたしの拠り所はたやすく消えてしまう。 

そして、深く見失う。わたしも、あなたも。 

（「見つめる」部分） 
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幾許か、まともな味がする。 

ペットボトル入りの紅茶は砂糖抜きで、ファストフードのそれよりも茶葉を感じ

られる。 

（「ボトルの底」冒頭） 

 

信じられるのは感覚だというのに、あなたは輪郭をしゃんと持っているように見

えて。 

（「混線」部分） 

 

生ぬるい布団に横たわり、すべてがわたしの鈍った感覚のせいであればよい、 

（「嵐」部分） 

 

冷えた手足から、壊される感覚。 

急に降り出した雨に打たれて崩れていく、 

わたしひとりで。 

（「影」部分） 

 

 上記から、「わたし」にとって感覚は拠り所であり、信頼できることが分かる。「見つ

める」の詩は、感覚さえしっかり持っていれば、「わたし」は「わたし」を見失うことは

ないと読むことができる。 

 「ボトルの底」の詩に出てくるペットボトルは、ファストフードの紅茶よりも茶葉を

感じられるから（味覚）、「わたし」は、ペットボトルの紅茶の方がまともな味だと思う

のである。 

 一方、「影」の詩のように、感覚を手放してしまった「わたし」は脆くも崩れてしまう。

拠り所が消え、「わたし」を見失ってしまうのである。 

 

 

 

２ 感覚と記憶 

 

 第１章で述べたように、自身の感覚が、「わたし」の大切な支えとなっている。日々の

記憶も、こうした「わたし」の感覚によって刻み込まれていくらしい。 

 「距離感と居所」の詩を読んでみたい。「学生時代は京都で過ごした」「わたし」は、

「銀閣寺には一度だけ行った」ことがある。だが、その時、「誰と行き、何を見て、何を

見なかったのか定かでない」。記憶があいまいなのだ。もちろん、銀閣寺は、「わたし」

の「記憶の片隅に姿を留めた」が、「行ったという事実だけ」しか残っていない。 

 その後、「匂いからも離れ」と詩は続く。次第に、「わたし」は銀閣寺の匂い（嗅覚）

をなくしていく。感覚こそが「わたし」の拠り所であり、信じられるものであるのに、

今、銀閣寺を思い出そうとしても、匂いすら感じられない。 

 「わたし」は、感覚を記憶し続けられないのだと考える。その瞬間は確かだった感覚

が、時が経つにつれ、不確かなものとなっていくのだ。記憶された感覚の不確かさ。「わ

たし」の感覚には、鮮度があるのかもしれない。とにかく、今の「わたし」は、銀閣寺

の感覚を完全に失ってしまったのである。詩は、「わたしと銀閣寺は遠いまま／夜が更け

る」で終わる。「わたし」と銀閣寺の距離は埋まらず、遠いままであることが、ここから

読み取れる。 
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 記憶を描いた詩は、「ひとみをうるおす。」にも見られる。冒頭の「うつろな渇いた眼

球を流して夜の底に立つ。／涙していたおぼろげな記憶とともに押し流されて」は、夜

に、眼球と記憶が流されていく様子が描かれている。その後、「転がり込む新たな、眼」

とあり、「眠りを排した夜に転げていった眼、／夜毎入れ替わっているなんて知らなかっ

た」と記される。そして、「見たいものだけ見る訳にはいかない日々の／雑多な映像は記

憶しつづけられなくて、／おびただしい行動は記録の範疇を超え」と続く。 

 「わたし」は、見たいものだけを見ながら日々を送る訳にはいかず、見たくないもの

も見る。おびただしいほどの感覚が、「わたし」に生じる。視覚である。これ以上、日々

の雑多な映像を記憶しておくことができない。おそらく、「わたし」の感覚は一日の終わ

りに、あふれんばかりになっているのだろう。「うつろな渇いた眼球」とあるので、もは

や、何も感じられないほどに疲れているのかもしれない。そこで、「うつろな渇いた眼球」

と、「涙していたおぼろげな記憶」を流す必要が出てくるのである。 

 使い古した眼球が流れていっても、夜ごと、新たな眼球が「わたし」に転がり込んで

くる。新鮮な眼球に入れ替わった「わたし」は、「次第にひとみは生気を増す」。そして、

「すべてが新しい朝の予感に／ひとみはうるおっていく」のである。「わたし」は、これ

から始まる新しい一日を、新しい眼球と共に過ごしていくのだ。 

 次に、「見つめる」の詩を読んでいきたい。 

 

夕闇の中、あなたを間違えている。 

並んで歩くこの道の上で。 

響く声、足音、話す内容、帽子の傾き、言葉の抑揚、眼鏡の奥の双眸、相槌、何

もかも見慣れた格好。 

（中略） 

しっかり見えている。あなただと感じ取っている。 

（中略） 

にも関わらず、わたしはあなたを掴み損ねている。 

 

 いつもと変わらない「あなた」の声、足音、話す内容、何もかも見慣れた「あなた」

を、今、「わたし」はしっかり感じ取っている。にも関わらず、「わたし」は「あなた」

を間違え、掴み損ねているという。なぜか。それは、「わたし」が記憶している「あなた」

の感覚と、今「わたし」が感じている「あなた」の感覚が、異なってしまったからでは

ないかと私は捉えている。記憶している「あなた」と、今の「あなた」との、「わたし」

の感覚の差。そこに、「わたし」は違和を感じていると考える。 

 このあと、二人は「いつものようにさようなら」をし、駅のホームで左右に分かれて

電車に乗る。電車の中で、「わたしはあなたを思い返して、欠片を拾い集める」。家に着

いた「わたし」は、「ざあっと欠片をテーブルに放つ」。 

 

たよりなく浮き出た肋骨を叩いて、欠片を組み立てる。片端から崩れ落ちる。 

（中略） 

幾度も組み上げてみては、崩れ、どうにか出来上がった歪なものは、全くあなた

ではない。 

ひとひらの匂いすら感じられない。 

 

 先ほどの「あなた」を思い返して、「わたし」は「あなた」を組み立てようとする。し

かし、「どうにか出来上がった歪なものは、全くあなたではない」。「ひとひらの匂いすら

感じられない」（嗅覚）のである。「わたし」は、つい先ほどの「あなた」の感覚さえも
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失ってしまったのである。 

 「距離感と居所」の詩で述べたように、ここでも、記憶された感覚の不確かさが読み

取れる。第１章で、「わたし」の感覚は信頼できるものと記した。だが、それは、その瞬

間の感覚のみに限られるのではないだろうか。「わたし」の感覚には鮮度があるのだ。た

った今、「わたし」が感じたものは、瞬く間に過去のものとなる。過去の感覚は、記憶と

して刻み込まれていくが、それはすでに鮮度が落ちてしまった感覚なのである。 

 

引き換えに泣いて、わたしを失くす。ぐずぐず輪郭ごと、溶けて床に広がる染み。 

あてにならない感覚を手放したら、わたしの拠り所はたやすく消えてしまう。 

そして、深く見失う。わたしも、あなたも。 

 

 「わたし」は、「あなた」の感覚を失ってしまったのだ。感覚こそが「わたし」の拠り

所であった。信頼できるはずだった。だが、「わたし」は今、その感覚を手放してしまっ

たのである。「わたし」の拠り所はたやすく消え、「わたし」は、「わたし」と「あなた」

を深く見失うこととなる。 

 私は、「はじめに」で挙げた問いの答えは、記憶された不確かな「わたし」の感覚によ

って、「あなた」を間違えてしまうのだと解している。 

 詩は次で終わる。 

 

あなたを間違え、続けるわたしを。 

どうか離れないで。 

どうぞゆるさないで。 

 

 

 

３ 一体化 

 

 「わたし」が「あなた」との距離を間違える理由は、第２章の他、もう一つあると私

は考えている。「混線」の詩を軸に、答えを探っていきたい。 

 

電車が揺れ、不意にあなたとわたしが触れて、鳥肌が立つ。 

こんなにも温度がちがうのに同じ生きものだなんて。 

冷たさと熱さが交錯して、混乱するわたしたちの輪郭線。 

 

 不意に、「わたし」と「あなた」が触れ合ってしまう。冷たい「わたし」と、熱い「あ

なた」が入りまじり、お互いの輪郭線が混乱する様子が描かれている。 

 

バスに乗りそれぞれの帰り道につく、はずだったのに 

輪郭線がゆるさないから、仕方ない、近いほうのわたしの家へ。 

冷えている私、あたたかなあなた、適温になった輪郭。 

 

 輪郭線が交錯してしまった二人は、仕方なく「わたし」の家へ向かう。次第に、「わた

し」と「あなた」の輪郭が適温になっていく。 

 

混線したまま、あなたの言う通りわたしの熱を測ってみる。 

（中略） 
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熱、のせいで感覚がおかしくなっているのだとあなたは言う。 

あなたは輪郭が混ざってしまっていることに気づいていないだけだ、 

 

 感覚がおかしくなっているのは、熱のせいではないのだ。「わたし」と「あなた」の輪

郭が混ざってしまったから、感覚がおかしくなったのである。「こんなにあなたもわたし

も崩れているのに」と詩は続く。 

 感覚は、「わたし」にとって非常に大切な支えである。その感覚が、今、おかしくなっ

ている。「わたし」は崩れてしまったのだ。原因は、二人の輪郭が混ざってしまったこと

にある。どうすればいいか。続きを読む。 

 

ねじれた輪郭があなたとわたしを不可分にしようとする。 

わたしからあなたを、あなたからわたしを 

引きはがさなければ、可及的速やかに。 

でも、どうやって。 

このまま、絡まったまま、生きてはゆけない。 

わたしたちは不可分、であってはならないのだ。 

 

 「わたし」は、ねじれた二人の輪郭を引きはがすために、「ためしに、ぬるま湯で手を

洗う」。だが、「わずかにふやけた皮膚からほどければいいという思いとは裏腹に、／む

しろ乾いていくそばから強固になっていく」のである。 

 私は、「わたし」と「あなた」の輪郭が混ざるということは、「わたし」と「あなた」

が一体化してしまうことではないかと考えている。「このまま、絡まったまま、生きては

ゆけない。／わたしたちは不可分、であってはならないのだ」と詩にある。不可分とは、

密接に結びついて、分けたり切り離したりできないことを意味する。「わたし」は、輪郭

が混ざることで「あなた」と一体化し、不可分となってしまうのであろう。わたしとあ

なた、という一対一の関係は崩れ、わたしはあなたとなり、あなたはわたしになってし

まうという、ひとまとまりの関係になるのだと考えられる。 

 一体化は、「混線」の詩の中で、「輪郭が混ざる」や「不可分」の言葉で表されている

と思われる。この他、「混線」、「ねじれた輪郭」、「絡まった輪郭」も、同じことがいえる

だろう。 

 その後、「わたし」は、「信じられるのは感覚だというのに、あなたは輪郭をしゃんと

持っているように見えて」と思う。私は、この一文を、二人の輪郭が混ざってしまった

にも関わらず、「あなた」だけは自分の輪郭をきちんと持っていると読んだ。輪郭が混ざ

り一体化してしまうのは、「わたし」に限ってのことと思われる。「あなた」は、「あなた」

の輪郭を、変わらず保っているのである。従って、先にあった、「こんなにあなたもわた

しも崩れているのに」の箇所は、「あなた」本人が崩れている訳ではなく、「わたし」か

ら見た「あなた」が崩れてしまったと解釈すればいいだろう。「わたし」の感覚が完全に

壊れてしまったのである。 

 「もう眠るといい」という「あなた」の声に頷き、「わたし」は「帰っていくあなたを

見届ける」。「あなた」が帰ってしまった後の二人の輪郭はどうなったのか。「少しずつ千

切れていく輪郭。ほどきたかった、それが、ぶつ切りになる」。 

 

わたしのかたちを編み直そうとして、滑る視界、つまづく指先。 

一体どんな姿だったか。細部まで覚えていないから、留まっている。 

 

 混ざり合い、一体となってしまった二人の輪郭は、「あなた」が帰ったことで、中途半
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端に千切れてしまう。一人になった「わたし」は、必死に自身の輪郭を取り戻そうとす

る。だが、もはや自分の輪郭の形を覚えていないのである。感覚を失い、自分自身が崩

れてしまった今、頼りとするものが何もないと考える。 

 「その間に、途切れた輪郭がみずから繋がろうとうごめく。繋がってしまう。／／強

制的に断ち切られて再構築された輪郭線は頼りない」と詩は続く。その後、再構築され

た輪郭線は、「わたしであるはずが、わたしでない。けれど、あなたでもない」と記され

る。 

 「はじめに」で挙げた問いのもう一つの答え、それは、「わたし」が「あなた」と一体

化してしまうことで距離を間違えるのではないかと私は考える。そもそも、一体化した

二人の間に距離などないのである。「あなた」と一体となった「わたし」も、中途半端に

切り離された「わたし」も、「わたしであるはずが、わたしでない。けれど、あなたでも

ない」のは当然であるといえよう。「わたし」は、「わたし」と「あなた」の両方を失っ

てしまったと考えることができる。 

 一体化を描いている詩は、「嵐」にも見られる。この詩も、「あなたとの距離を見誤っ

ている」と記される。だが、今までの詩と異なるのは、信頼できる感覚を失ったから距

離を見誤っているのではなく、原因が「わたし」の鈍った感覚のせいであってほしいと

いう、自身の感覚を傷つけるような表現に変わっている点である。「あなたの気配も聞こ

えない夜はいつだって暗い」とあり、「あなた」との距離を見誤っているのは、「すべて

がわたしの鈍った感覚のせいであればよい」とされている。 

 

一対であって一体ではないということはわかっているよ、 

あなたとわたしはそれでも一番近いところにいたと思っていて、 

うぬぼれが波立つ。 

 

 一対と一体は異なる。前述したとおり、一対は、わたしとあなたという、一対一の関

係であり、二個で一組として扱われるものである。一体は、わたしとあなたのからだが

一つとなるように、ひとまとまりになってしまうことである。 

 二人の一体化は、「靴跡」の詩にも見られる。 

 

どこまで近かった距離は 

ふたりの、それぞれの形を曖昧にし、 

いつまでも同じでいられると錯覚させた。 

 

 上記から、「わたし」と「あなた」の距離が極めて近かったことが分かる。それにより、

それぞれの形が曖昧であったことが示されている。 

 

離れはじめたふたりの形は息を吹き返し、 

（中略） 

落ちていく声が距離を知らせて 

離れ小島、 

そう、もとはばらばらだった、ね、 

どれだけ共有してもふたりはふたりのままだと 

わからなかった、 

あの頃の混濁。 

 

 もとは、ばらばらの二人だったのである。「わたし」も「あなた」も、もとは「離れ小
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島」だったのだ。だが、二人の距離が近づくにつれ、それぞれの形が曖昧になってしま

った。「混濁」の言葉は、一体化を表すと考えられる。 

 時が経ち、「あなた」と一体となっていた「わたし」に別れが訪れる。二人は離れ始め

る。すると、曖昧だった形が、それぞれの形に息を吹き返すのである。 

 「わたし」は、「わたし」を取り戻していくのだろう。再び、もとの形に戻るのだろう

か。それとも、「あなた」を知った後の「わたし」は、別の形になるのだろうか。 

 「あなたといたふたりの形を葬る」を最後に、この詩は終わる。一体化していたあの

頃の二人を、「わたし」は葬ったのである。 

 

 

 

おわりに 

 

 私は、これまで、「わたし」が「あなた」との距離を間違えてしまう点に注目し、論じ

てきた。理由として考えられる一つは、記憶された不確かな「わたし」の感覚によって

「あなた」を間違えてしまうこと、もう一つは、「わたし」が「あなた」と一体化するこ

とで間違えてしまうこと、という二つの結論に達した。この章では、「わたし」の決意が

描かれている詩に焦点を当てたい。 

 まずは、第３章で引用した「混線」の詩を再び読む。 

 

電車が揺れ、不意にあなたとわたしが触れて、鳥肌が立つ。 

こんなにも温度がちがうのに同じ生きものだなんて。 

冷たさと熱さが交錯して、混乱するわたしたちの輪郭線。 

ゆめゆめ慣れてはいけない。 

他者の輪郭は尊重するものだ。 

すぷ、と指をうずめる、それだけで変わってしまうのだから。 

 

 「ゆめゆめ慣れてはいけない。／他者の輪郭は尊重するものだ」の箇所は、とても断

定的に書かれている。特に、「ゆめゆめ慣れてはいけない」の一文は、「わたし」と「あ

なた」の輪郭が交錯することが今後どのような結果を生むか、すでに以前の経験から学

んでいるようにも取れる。このままでは危ないという「わたし」の強い不安と緊迫感が

ある。従って、上記の時点で、「わたし」は「あなた」から引きはがしておかなければな

らないのである。 

 「靴跡」の詩でも同じことがいえる。「わたし」と「あなた」は、もとは「離れ小島」

であり、どれだけ共有しても、二人は一体になるのではなく、一対でなければならなか

ったのだ。それを、「わたし」は「わからなかった」。だからこそ、「あの頃の混濁」を繰

り返さないために、「わたし」は「あなた」に「ゆめゆめ慣れてはいけない」と判断する

のである。ここに、「わたし」の孤独があると考える。近づけば近づくほど「あなた」を

失い、「わたし」をも失っていく悲しみ。「わたし」は、「あなた」だけでなく、自分自身

をも間違えてしまうのだと私は捉えている。 

 最後に、「断絶」の詩を読みたい。 

 

深い断絶。 

それでいて、それだからこそ、 

わたしとあなたの間は遠い。 

間近で触れ合っていながら 
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溝を流れる水。 

 

 上記の「断絶」という言葉は、これまでの一体化とは対照的である。間近で触れ合っ

ているのに、「わたし」と「あなた」の間には溝があり、水が流れているのである。「わ

たし」はこれ以上、「あなた」に近づくことはないと読む。近づいてはならないのである。

「深い断絶」が二人の間にあるのだ。それにより、「わたしとあなたの間は遠い」とされ

る。だが、二人は遠くなければならないのだ。その理由は、今まで論じてきた通りであ

る。すでに、「わたし」はそのことを知っている。「深い断絶」、これこそが、「わたし」

の孤独であるといえよう。 

 詩は続く。「手を差し入れても止まらない流れに／顔を見合わせて、笑う。／こんなに

も離れているなんて」。 

 

わたしとあなたの溝は埋まらない、 

埋まってはならない、 

浅くなることは、狭くなることはあっても。 

別々の生きものだから。 

 

 上記の「わたしとあなたの溝は埋まらない、／埋まってはならない」の部分は、「混線」

の詩にある「ゆめゆめ慣れてはいけない。／他者の輪郭は尊重するものだ」と同じよう

に、断定的に書かれている。 

 これらは、「わたし」と「あなた」の間の溝は決して埋まってはならないこと、「わた

し」と「あなた」の輪郭は絶対に混ざってはならないことを、「わたし」が、「わたし」

自身に言い聞かせているかのようにも取れる。断言することで、「あなた」との距離を見

誤らないようにしているのかもしれない。けれども、それは、「わたし」の孤独が引き換

えであると考える。 

 「断絶」の詩は、上記の「別々の生きものだから」を最後に終わる。「別々の生きもの」

という表現は、「混線」の詩、「こんなにも温度がちがうのに同じ生きものだなんて」の

「同じ生きもの」に似ている。「同じ生きもの」なのに、こんなにも温度が違う二人が、

次第に混ざり合っていく様子が描かれる「混線」の詩。それに対し、「別々の生きもの」

だからこそ、二人の間の溝は埋まらないとする「断絶」の詩。 

 私は、「断絶」の詩を、「わたし」の決意として読んだ。どんなに間近で「あなた」と

触れ合っても、「深い断絶」を間にはさんでいる二人。二人の溝は、決して埋まることは

ない。溝には水が流れており、「手を差し入れても止まらない流れに」、「わたし」と「あ

なた」は、「顔を見合わせて、笑う」のである。なんと寂しい笑みであろう。どうしよう

もなく、独りであるということ。私はここに強さを見る。 

 海老名絢さんの詩集、『きょりかん』の「わたし」は、「深い断絶」を抱えながら生き

ていくのである。 


