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――2018 年 3 月に出会った詩  

 

                         青木由弥子  

 

 

 今月は、「物語」あるいは「物語る」ということに注目してみたいと思う。  

今年度の中原中也賞を受賞したマーサ・ナカムラの『狸の匣』は、作者とは異なる主人

公が、自らの記憶や体験に基づいて語る、という設定の小説的、寓話的魅力に満ちていた。

語る主体としての作者が、登場人物の内部に入り込んで、その五感を体感しながら語る。

あるいは、物語空間、言葉によって作り出された異世界の空間内に作者が観察者として入

り込み、そこから第三者的な視点で語る、という構造を積極的に「詩」に取り入れている

ところが魅力的だった、と言えばよいだろうか。普段、「現代詩」を読み慣れていない、よ

り広範な読者にも読みやすく、旧来の「現代詩」に飽き足りない思いを抱いている読者の

要請にも応えるものだった。いつの間にか異空間に引き込む筆力は、強靭な想像力（ファ

ンタジー）の力によると同時に、細部を体感させるリアリティーや、歴史的、民俗学的な

知識に裏打ちされた舞台設定の緻密さから生み出されている。作者自身の体験や知識、思

想、感覚を投影しながら、あくまでも作中人物として語る。その構造が明確であるがゆえ

に、不思議な出来事の体験や、異形の生きものとの交友といった非現実の世界が、まるで

実際にあった出来事のようなリアルさで立ち上がって来るのだ。そのトリップ感が実に楽

しい詩集だった。  

 小説の場合、「わたし」「僕」が語り手であっても、作者自身とは同一視されない場合も

多いのに、詩の場合、「私」と明示されていなくても、作者自身の語りと同定する読者が、

未だに多いように思う。伝統短歌や俳句でも、語り手は作者自身であり、作者が自らの感

性、記憶、感情、感覚を表現している、という「理解」が前提となっている解釈が多い。

詩の場合も、そうした「読まれ方」をする可能性から、作者自身がなかなか自由になれな

い。私自身、が投影されてしまう（そう読まれる）可能性が、詩想の自由な発露を妨げた

りすることはないか。想像力を働かせて、自分以外の他者になる喜びをもっと、楽しんで

も良いのではないか。最近、そのことを実感したのが、２月１８日に表参道スパイラルで



行われた、「川口晴美と、詩と遊ぶ」～『Solid Situation Poems』発売記念の、朗読イベ

ントだった。『現代詩手帖』に連載された同名の企画参加者による朗読会だったのだが、そ

の日の「新しいお題」が実にユニークで、当然のことながら、提出された新作もまた自在

闊達、大変楽しい作品ばかりだった。ちなみに、その日の「お題」は以下の通り。  

 

反社会的広域暴力集団によんどころなく関わっていて（父から受け継いだ組長かもしれな

いし、この機に乗じて下克上を企てている若頭あるいはその情婦かもしれないし、中学の

先輩に誘われて先週うかうか入ってきたばかりのチンピラかもしれないし、組織犯罪対策

本部の刑事かもしれないし、雇われヒットマン、情報提供者（エス）、その他かもしれない）、

明日大規模な抗争が勃発することがわかっているので、明後日自分が生きているかどうか

わからない、と思いながら今日を過ごしている。  

 

自分以外の人物に成り切って、思う存分創作できて楽しかった、と感想を述べる朗読会参

加者が多かった。自分ではない、と明確になっているがゆえに、冒険できる部分もあるの

だろう。ここでは当日配布された小冊子から、タケイ・リエの「島」を、一つの作例とし

て紹介しておきたい。  

 

      さよならは別れの言葉じゃなくて  

      再び逢うまでの 遠い約束  

      夢のいた場所に 未練残しても  

      心 寒いだけさ            

 

島の入江に日が沈みよるんを  

うちとあんたふたりでみるんは  

今日がほんまに最後かもしれん  

船の音がぽんぽんぽんぽん聞こえる  

その向こうを夕陽がとろとろ傾いでゆく  

日が沈みよるから島影のざわつく声がしよる  

 

あんたがなんも言わんと座っとると  



ええとこのぼんぼんみたいに見えるな  

包装紙か思うほど何枚も何枚も  

薄うかさねた服のいちばんしたに  

黒い鉄の塊をいれて持ち歩いとるけえ  

今までなんにんひとが死んだかわからん  

 

うちがおってもおらんでもおんなじじゃった  

だれもあんたをよう止められんかった  

学校終わって島に渡る船を待っとるあいだ  

あんたが賭場で時間潰ししよるうちに  

あんたのからだのなかには黒いもんが  

するするするする入りこんだんじゃろ  

 

そがあな昔のことは覚えとらんゆうても  

うちの中ではいまもなんも変わらんままじゃ  

今日ここでいまからさよなら言うて別れても  

ここにはずっと十八のうちとあんたがおる  

おたがい命がけゆうてもほんまはなんも変わらん  

 

ああほんまに いま見えとるもんみな  

持っていけたら ええのに  

 

 

 以前から、こうした「状況設定」に関して気になる作品を発表している詩人がいる。麻

田あつきである。山間の地に、濃厚な地縁、血縁に逃れようもなく封じられていくような

語り手が見えてくるのだが、その葛藤が主題となるわけではなく、抗うことに力動が置か

れるわけでもない。そこから鮮やかな詩的飛翔を果たしつつ、開かれた空間に解放される

というわけでもなく・・・標本箱に展翅される蝶の標本が自らを語るような、繊細な美し

さとガラス張りの閉塞感とが読後に残る。そんな印象的な詩篇を何作か読んできたが、今

回、『みなみのかぜ』第三号に掲載された麻田あつきの作品と、作者による「プロフィー

映画を見ているように、静かに情

景が立ち上がって来る。瀬戸内海

を彷彿とさせる情景は、ゆったり

とした語りのリズムにもよるのだ

ろう。作中人物の語りのみで構成

されているが、「ええとこのぼんぼ

ん」、といった外見や雰囲気、高校

生の頃の二人の思い出の挿入など

によって、荒んだ賭場に出入りす

るうちにのめり込んでいく「あん

た」の孤独や負けん気、何かあれ

ば暴発するような激しさを秘めた

気性が伝わって来る。  

「ほんまはなんも変わらん」の一

行が切ない。愛する「あんた」が

死んでも、何も世界は変らない、

それでも命を懸けずにはいられな

い「あんた」の気性、それゆえに

暗示される二人の運命が、蜜柑の

ような夕焼け空から、菫色の暮色

へと沈んでいく海景を背景に見え

て来るような気がする。  



ル」を読んで、なるほど、と腑に落ちた。  

「今回の作品は、わたしの母が高校生まで過ごした球磨郡あさぎり町（旧上村）をモデル

にして書いています。熊本県の南部に位置する人吉盆地のなかにあり、晩秋から春先にか

けては、朝と晩の大きな寒暖差のために、濃い霧が昼近くになるまで町全体をつつんでし

まいます。その景色はきれいであると同時にとても怖く、初めて見た際の驚きをいまでも

鮮明に思い出すことができます。山の中に取り残されたようなこの土地の風土には、強い

興味を引かれていて、これからも書いていきたいと思っています。」  

麻田の母のルーツを訪ねることは、自らのルーツ探しにもつながっているだろう。自分と

同年齢の頃の母に同化し、その生を生き直す、ということ。聞き語りや自身の体験、そし

て想像力を駆使して、当時の母の内面に入り込み、あるいは当時の空間の中に視点を置き、

土地の歴史や風土を重ねながらもう一つの時空を作り出す、ということ。2015 年の『詩と

眞實』5 月号に掲載された評論を転載したという、平川綾真智による麻田あつきの詩集『お

おきな魚＊トジル』（2014）の書評の中に、正鵠を射る一行があった。  

「なにより麻田独自の流行に左右されない詩形は、蔓延する「性的逸脱の《自傷系》」とも

「言語物理化の《セカイ系》」とも異なる、新たな土地性再帰を宿していた。」  

 今年のＨ氏賞受賞詩集、十田撓子の『銘度
め と

利
り

加
か

』の冒頭に置かれた、圧倒的迫力を持っ

た詩篇もまた、「土地性再帰」の、叙事詩的性格を有している。何十年、何百年と積み重ね

られて来たその土地の記憶、その地に生きた人々の記憶とも言うべきものを呼び覚まし、

祖霊たちの作り上げる霧の中へと、死者が迎え入れられることを祈る、追悼の想い。  

麻田には追悼の性格は強く現れていないが、自身の心をその地へと赴かせ、いわば、そ

の土地の地霊に触れその土地の「気」を吸収しながら生き直そうとするような、そんな意

欲が行間から滲み出している。  

 

 麻田あつき 「トジル」  

 

すこしだけわたしのこと沈めた  

このダムの底が  

わたしたちのねどこの天蓋です  

セメントの森の嘆息に  

あす読みあげる天気もない  



そんな この霞んだ土地が  

にんげんの羽化をおくらせている      

黙っているだけで  

すこしずつ呪いにちかづいていく  

だからわたしたちせわしなく  

なめたことのない塩水の話をくりかえした  

生れたばかりのアブラゼミが  

しねしねしねと鳴くのだから  

そういうこともありましょう  

ほら これは  

ばらばらになったいかだ いいや  

水のうえにふせた 蝶か 蛾  

いつだか先生に教わった  

線をひきます  

こちらがわと  

アチラガワに  

分別してならべましょう  

そう あの時から  

さかなの骨が吐けないみたいに  

からだをつらぬいているトジルの跡  

嬉しそうにゆれる  

おくやみの影が  

もえない森をゆりおこすと  

なんどめかのまばたきをして  

貝が珠をうしなうみたいに  

ころりと  

膿をおとすとおもう  

 

 麻田は自分自身の記憶というよりも、二代、三代と続く血縁の記憶を想像力で辿るとい

う試みを創作に生かしているが、自身の過去の記憶を文体の力で物語る作品もある。  

「羽化」することのないまま、この地で、朽

ちていくのではないか、このまま終わってし

まうのではないか、という「わたしたち」の

不安。山間の濃厚な霧の中に置かれることに

よって、その不安がより鮮明になるが・・・

セメントとガラスの森、いや、岩山の砂漠の

ような都市部の片隅、ビルの底に封じられた

ように生きている少女たちも、同じような不

安を抱えているに相違ない。広い海・・・自

由な世界への「船出」を望む心と、はなから

諦めている（あるいは、新たな地への冒険に

対する恐れを、諦観によって鎮めている）心

情との葛藤。ダムの底に沈む村落のイメー

ジ、冷たい水の中に封印された祖先たちの歴

史への想い、その「水」（時空を隔てつつ満

たすものと言ってもいい）の中を泳ぐ「さか

な」のイメージ（その水の中をさまよう、自

身の心、の暗喩でもあろうか）そして、「さ

かな」の腹を切り開いて曝け出したあとに、

さらにその傷を閉じて再び心の底に沈めよ

うとするかのような、トジル、という言葉の

重さ。異物を抱き込んでしまったら、真珠の

ように美 へと転 化する ことを 夢 想する

が・・・麻田はそれは「膿」だと、あっさり

言ってのける。将来が楽しみな詩人のひとり

である。  



『フラジゃイル』第 2 号 に掲載された、二宮清隆 「しんそこ」  

 

どの学校でも いちばんちいさかった僕  

恐いもの知らずの十七歳  

高校の先輩 文系生徒会長に後継を指名され  

立候補して体育会系の対立候補を  

ことごとく論破し当選（したと思っていた）  

 

おおきな仕事はクラブの予算配分  

決めたとたん 校内の空気が濁音混じりにざわめく  

上級生の 文系 体育会系クラブの  

代理戦争にまきこまれ  

三年の番長から体育館に呼び出された  

 

分厚い体操マットに寄りかかっていた番長  

ながい足をくんでいた  

メリケンというあだ名 カラーコンタクトのような目の色  

「おう きたか ちび」暗闇の底からの低音  

胸のボタンがふたつはずれていて  

ちいさな僕にはあそこに届くかどうか  

一発でもやり返そうと拳をにぎった  

番長が立ち上がり  

窓からさしこんでいる血なまぐさい夕陽を背に  

おおきな黒いシャドーとなって近づいてきた  

 

そのとき何が起きたのか  

誰かが割り込んできた  

セーラー服 短めのスカート 白い靴下  

           かすかなかおり  

 すっぽり彼女のかげにかくれてしまう  



 スケ番の上級生女子（あとでわかった）        

 

「じゃまするんじゃねえよ」  

上靴をぬいで番長は彼女のほほを  

 音がするほどなぐった  

スカートの襞がパラソルのように回転した  

へいぜんと彼女は振りむいて  

この場から立ち去るように僕を押し出した  

 

 足の指さきから ふるえがかけのぼってきた  

 窓の所だけあかるい 抽象画のような廊下をあるきながら  

 しんそこ こういうひとになりたいと  

 落雷のように刻印された  

 

 うつつを裂くようにあらわれた彼女  

       それきり 会うことはなかった  

 

 自身の過去の物語であると同時に、自らの幼年期の父母の物語を辿りつつ、現代への批

評性を滲ませる作品として、『別冊 詩の発見』第 17 号（詩集カタログ 2017 併載） に

掲載された 季村敏夫 「家庭生活」を紹介したい。  

 

母が植えつけるものを     

復員兵の父は引きぬき  

踏みつぶす  

 

それでも子どもに  

突き出るものがあった  

目覚めることばは  

尽きることはなかったようだ  

 

レイアウトの微調整によ

って、読み手に届ける速

度や間合いを工夫しよう

としている。カッコの中

に、自らツッコミを入れ

るような軽めの「いなし」

を置き、全体を軽快な物

語に仕上げている。「三年

の番長」は、欧米人の血

も受けた大柄な体格の持

ち主なのかもしれない。

「抽象画のような廊下」

という情景描写が、その

時の二宮の心情を、鮮や

かに描き出している。  

まだ幼かったであろう季村が「よみとらねばならなかっ

た」何か、とは、復員兵である父が負った心の傷、今で

いうＰＴＳＤであり、それゆえに生み出される家庭不和

であろう。母は恐らく、その父の思いや状況を痛いほど

にわかっている。どうにもならない心理的状況から、い

かに自らを救い出すか、先の見えない父の不安を酔いに

紛らわせることしかできない父の悲哀。  



なんでこんな時間         

泣きじゃくる母の横  

朝帰りの父の汚れたシャツ  

この構図は愛憎のはじまりだった  

 

半分欠けた月のもと  

目刺ぬか漬けおみおつけ  

おまえらになにがわかる  

泥酔する父とおし黙る母から  

なにかをよみとらねばならなかった  

 

いまや父母この世になく  

二人あわせて百四十歳  

太郎の歌った一寸法師の夫婦の夕べ  

おもい呆けて前こごみ  

浦島の烟まであがっている  

 

戦時中の体験を孫に物語るスタイルの作品もご紹介したい。『タンブルウィード』3 号 

若尾儀武 「指」は、少年、少女の視点、息子を兵士として送り出す母の視点で語られる

戦争の記憶、その連作の最後に置かれた作品である。恐らく実際の証言に取材し、想像力

によってその場に身を置くことによって得られたリアリティーが作品を支えている。  

 

闇夜の銃口                   

額と額に当ておうてじっとしているほどの間合い  

撃鉄に指かけて  

長いこと そうしてましたさかい  

右手の人さし指 くの字に曲がってしもうて  

いずれクニに帰って  

百姓に戻ったら指も元に戻るやろうと思うてましたが  

いっぺん撃鉄を引いた指は  

どうにかして良い方向へと向けようと細々と気を

配るのに（優しい言葉、慈しみの素振りを「植え

つける」のに）それがことごとく裏目に出る、あ

るいは効を為さない母の悲哀。子どもの中に「突

き出るもの」とは何だろう。怒りか、憐れみか。  

私事だが、祖父（自身の父）への母の思い出話

を思い出した。ビルマに進軍した折、マラリアに

罹り（しかも、子沢山であることを、恐らくは配

慮してくれた同郷の軍医の診察により）前線から

外された祖父は、幸運にも（不幸にも）その部隊

のたった一人の生存者となってしまった。帰国し

た祖父は、生活破綻者のように自宅に引きこもり、

鬱々とした日々を過ごしたという。それでいて家

庭内では威張っている父のことが、子供の頃は嫌

いで仕方がなかった、今になって、その時のこと

がよくわかる、そんな母の話である。  

 

「額と額に当ておうて」夜陰の

中で息を殺している緊張感、人指

し指をかけるというのは、恐らく

引き金のことだろう。引き金を引

く。その先には、敵兵がいる。死

ぬ、もしくは大怪我をしているは

ずだ。撃たなければ自分が殺され

る、という極限状況で、指がすっ

かり固まってしまった・・・  

 



息子ができて  

孫ができても  

元には戻らんと              

 

孫が問います  

じい  

じいの人指し指  

なんで一本だけ曲がってるのん  

ちっちゃいときから  

孫の好奇は執拗にわたしを遡上する  

というて  

それは な これこれこうやと  

七十年の歳月を掘り返し  

どんなに平易に噛み砕いても  

撃鉄を引いたとき  

生
なま

温
ぬる

い風が何日も吹いていたことまでは  

 

ねえ ねえ じい  

ぼくが治したる  

湯舟のなか  

孫は  

握って  

伸ばしてと  

大きな声で号令をかける  

ダメダメ  

しっかり握って しっかり伸ばさんと  

そして 自分の人さし指をピンと立てていう  

じいもやってみて  

わたしは孫の指を定規に指を立てる  

しかし 孫の注文どおりにはいかない  

それは、今もなお身体がその時の

緊張感、極限状態のストレスから解

放されていない、ということでもあ

ろうし、一度人を殺してしまったら、

二度と平穏な日常に戻ることはでき

ない、一生、担っていくしかない、

という重荷を、指の曲がりが覚えて

いる、という事でもあるような気が

する。しかも、銃を撃ったその後、

なまあたたかい、と書いて、なまぬ

るい、と読ませる「風が何日も吹い

ていた」という。銃を撃つ、そのあ

と、なまぬるい風が吹く・・・その

気持ち悪さは、生ぬるい血が伝うイ

メージを呼び覚ます。その時の心身

の極限状態は、どれほど言葉を尽く

したとしても、「どんなに平易に噛み

砕いても」容易に伝えられるもので

はない。風呂の白い湯気の中から、

「じっとこちらを凝視ている」のは、

その時の自分自身なのか、あるいは

撃たれて死した（であろう）敵兵の

眼差しか。何十年たっても、夜ごと

夢でうなされる、と言う話を聞いた

こともある。  

 繊細な感性を持つ人であればある

ほど（何しろ、詩や文学を好む感受

性を有しているわけだから）傷は深

く、いつまでも血を流し続ける。  



孫は落胆を交えていう  

じいの人指し指ゆうたらいつもおんなじ方むいて曲がってる  

                       

孫の出た湯舟  

わたしは改めて孫のいう曲がった指の先を見る  

湯気に靄るはるかの奥  

煌々と眼だけ光らせて  

敗残の兵がじっとこちらを凝
み

視ている  

 

 ディストピア的世界を描く傾向が詩作品に頻出するようになったのは、いつ頃からだろ

う。以前から書かれていたのに、目だたなかったのか。あるいは、やはり震災後の人心の

不安、将来への想いなどが反映されているのだろうか。  

『月の村 壱番地』9 号 掲載の 竹島浩一 「テレビは今、調整中」は、リフレインを

効果的に用いた軽やかな進行が心地よい。  

 

ゾンビの向こうにコオロギの鳴き声が聞こえる。  

ゾンビの向こうにせせらぎがある。  

死なないのは知っている。  

死ねないのも知っている。  

午前三時に見るテレビは調整中で  

色の三原色と音波で留められている。  

わたしは座禅を組み瞑想にふける。  

ゾンビの向こうにコオロギの鳴き声が聞こえる。  

ゾンビの向こうにせせらぎがある。  

車の走る音が聞こえ、玄関の前で止まる。  

ポストが鳴る音が聞こえ、新聞が来たのだとわかる。  

トメさんはまだ走っているのだろうか。  

去年、トウキョウは廃墟になった。  

星がとてもきれいだったはずだ。  

昨日、トウキョウは更地になった。  

長島三芳の『黒い果実』などの詩を思

い起こしながら読んでいたが、孫に語る、

というスタイルの軽妙さと、孫の無邪気

さ、微笑ましい純粋さが、作品を明るま

せているように思う。  

 

突然繰り返される「ゾンビ」に驚

く。テレビゲームに没頭した後の状

況だろうか。次々に襲い掛かるゾン

ビを撃ち倒す、スリルと緊張感に現

実を忘れた後の静けさ。コオロギの

声が、さらにはせせらぎの音が、耳

に柔らかく戻って来る。  

死なない／死ねない／知ってい

る し、の音で渡されていくのは、

虚構の世界では死なない、そして現

実の世界では死ねない、という両

極。瞑想している内に、いつしか夜

が明け始めている。動き出す人の気

配。「トメさん」は早朝マラソンを

楽しむシルバーエイジの女性なの

だろう。語り手とは、普段から挨拶

を交わすような間柄なのだろうか。 

 



誰ももう住んではいないはずだ。  

ユウヒだけが引っかかっている。  

ユウヒだけが引っかかっている。   

アキオさんは立ちどまって。  

ハツコさんも立ち止まって。  

ナツヨさんに夢を見る。  

ハジメくんに思いを馳せる。  

誰も住めなくなったトウキョウに歩き回るゾンビがある。  

映像はまだ。  

ぼくは画面を見つめている。  

瞬きはいらない。  

じっと耳を澄ます。  

 

「昨日、トウキョウは更地になった」トウキョウを、フクシマ、と置き換えてみる。あ

るいはオオサカ、フクオカ・・・ヒロシマ、ナガサキとカタカナで書かれる時の緊張感、

付与される意味について考える。都市の名前が代替可能である、ということについて、考

える。それぞれの都市に、街に、早朝マラソンを楽しむ「トメさん」がいて、「ナツヨさん」

に夢を託す沢山の「アキオさん」や、「ハジメくん」のことを思う沢山の「ハツコさん」が

いる。一人一人にとって、大切な誰かと、何気なく過ごす日常。続くことが当たり前だっ

た日々が、一瞬で崩壊する出来事が起きた・・・今、現在の日常が、なおさら愛しい。  

沈思黙考する真夜中を経て、動き始めた町の息吹に「じっと耳を澄ま」している語り手

は、明けていく光の中でテレビ放映が始まるのを、静かに待っている。廃墟となった都市

を思いながら、止まっている時間が再び流れ始めるのを待つかのように。  

ディストピア的世界が盛んに描かれるようになってきた、ということと、2000 年以降の

経済不況、政治情勢不安は無縁ではないだろう。詩人はしばしば「炭鉱のカナリア」と称

されるが、予告するだけ、予示するだけではなく、言葉によって人々になにかを喚起する、

そうした存在であってほしい。ひとりひとりの、僅かな「気づき」が、世界を少しずつ、

変えていくのだから。  

 

ここでいきなり、「去年、

トウキョウは廃墟になった」

世界が展開される。「星がと

てもきれいだったはずだ」こ

の一節で思い出したのは、東

北大震災の時、電気が止ま

り、町の灯が全て消えた後

に、夜空がとてもきれいで驚

いた、あの日の暗黒の地上と

美しい星空は、一生忘れられ

ない、と語っていた被災者の

言葉だった。  

 


