
合わせ鏡としての異言 
 

今鹿仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』 

              と 

小川三郎『あかむらさき』 

素描 

 
                平居 謙 

 

１ 
今鹿仙詩集『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』を読む。 

詩誌「DOWN BEAT」の小川三郎から、この詩集に関するシンポジウムに出ませんか 

と声を掛けてもらった。今鹿仙本人とは東京ポエケットの２次会などで何度か同じテーブルで

飲んだくらいだいだが、彼の何ともいえないソフトで妖しい雰囲気が気に入っていた。また詩

誌「DOWN BEAT」で読んだ彼の詩の不思議さが気になってもいた。だから二つ返事で引き

受けた。 

 

２ 
しかし詩集を開いて読み始めるとすぐに、僕はシンポジウムを引き受けたことを早くも後悔し

始めていた。全くといってよいほど、意味が分からない。現代詩の水準から言えば、難解な言

葉が多いわけではなく、むしろ平易な言葉で丁寧に書かれている部類だろう。それなのに何行

か読み進めるうちにすぐに文脈が捉えられなくなる。詩誌「DOWN BEAT」で今鹿の詩を読む時、

それは他の書き手の中に並べてやや異色だというくらいの印象を僕は持っていた。それが詩集

としてまとめて読むと、詩誌で読んだ時の印象を遥かに超えて世界に入り込むのが難しく感じ

る。快諾しておきながらお断りするのでは、小川三郎にも今鹿仙にもそして僕自身にも申し訳

ない気がして、1週間くらいの期間、何度も読み返した。それでも全く突破口は見えなかった。 

 

３ 
詩が「分からない」とはそもそもどういうことなのだろうか。この詩集の最初の作品「バッハ」

の冒頭を以下に打ち出してみよう。「分からないこと」にはいくつかの次元の違いがあるよう

に思われる。 

 

   バッハに身をまかせていると 

説教されているようだ 

   だんだんと目がさがってくる  －① 



   どこの水を飲んでいるのかも  －② 

   銀行に何を預けたのかも  

   分からなくなると思う 

   それでも蓋は必要だ      －③ 

   蓋や袋 

   帽子やズボン 

   その分 何処にでも落ちて   ―④ 

   いてほしいと思うものだ 

   凍土に送られてもすぐ夏で   －⑤ 

   いる日がくる 

   蓋のない世界に夕日がくるとき 

   近所から声がする               （「バッハ」冒頭部） 

 

僕は「バッハ」に親しんでいるわけではない。バッハが作曲家であることを知っているレベ

ルでしかない。しかしまあ「あのバッハだなあ」くらいのことは分かる。「説教される」とい

う日本語の意味が分からない詩の読者はいないだろうが、仮にもし分からなければ、辞書を引

けばよい。このような「分からなさ」は読者のちょっとした努力で直ぐに解決し得る、いわば

エチケットとでも言うべきレベルだろう。もっとも「バッハ」に親しんでいるのとそうでない

のとでは「分かる」具合が随分違うかもしれない。全くBachの曲を知らないと詩への親しみが

感じられないかもしれないから、CDくらい聞きなおしてもいいかもしれない。「説教される」

という実感を読者が共有するかしないかがそこに関わってくる。 

しかし、「詩の分からなさ」のやっかいなところは、こういう個々の単語の意味に関する理

解を超えたところにあることが多く、今鹿のこの詩集においてもジャンル独自の難しさが見ら

れると思う。 

この詩を最初から読み始めて、①の部分までは素直に理解できる。しかし、②に来ると、「ど

この水を飲む」「銀行に預ける」という話題がどういう流れで出てきたのかが分からず、少し

異和を感じる。何だろうな、と考える暇もなく、③のところで、「蓋」が現れる。蓋とは？そ

して「それでも必要」の「それでも」の意味とは…。さらに④「その分 何処にでも落ちてい

てほしい」の、特に「その分」とは。唐突に出て来る言葉について行かれないのだ。「凍土に

送られて」という言葉の出て来る⑤に至っては、僕の頭の中は蜂の巣のような穴だらけに成り

代わっている。そこを埋めてくれる「意味」に出会えないままに… 

 

４ 
急に視界が開けたのは、観念して小川三郎にシンポジウムお断りとお詫びのメールを書こう

として、最後にもう一度だけ読もうと通読した、その直後だった。何度読んだのだろう。おそ

らくその時が10数回目近くの通読だったのだと思う。その時、詩集冒頭作品「バッハ」に出て

きている「蓋」という言葉、あるいは詩集のタイトルにもある「缶詰」もっと言えば、「永遠

にあかない缶詰」のイメージが急に僕の中でせり上がり始めた。もしかしたら、この詩集は1

篇1篇読むものではなく、文字通りの「詩集」として、かなり早いスピードで一気に読むことを

詩集自身が欲望していたのではないか。そんな気がした。 

聖書の中に「異言」というものがでてくる。人々が突然、全く意味の分からない外国語のよ

うな言葉を喋り始めたという記述がある。しかし聖書では、たとえ神を褒め称えるためであっ

ても、その「異言」を解釈するものがいないならば語るべきではないと戒められている。今鹿



仙の詩集は「異言」に似ている。それならば、すくなくとも自分が「異言」を解き明かすもの

にならなければならない。僕はそう思った。 

 

５ 
今鹿仙詩集『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』の中には、宗教的な用語が随所に現れる。

たとえば「主」「ケムエル」「キリエ」「いのり」「永久」「天使」「永遠」「黙示録」「し

んこう」「魂」「霊」「世界が終わる」「煉獄」「末世」「みむね通り」「つみびとのような

雨」「もののけ」「無限」「秘宝」「世をはかなんで」「本堂」「縁起」「地獄」など。また

宗教と直結する訳ではないが、詩の舞台スケールを大きなものにする「世界」「旅」「荒野」

「原理」「人類」「歴史」「記憶」「堆積」「季節」「時代」「無限音数」「行軍」「遠く離

れた」「戦火」「遠来のらっぱ」「水辺」「橋」「水脈」「行旅」「時間」「知らない道」「全

世界」「人間」「海を漂う」「地中」「宇宙」「法則」「概念」「逃避行」「丘」「山」など

の言葉も散見する。しかしそれは雰囲気づくりに用いられるようなものではない。やむにやま

れず今鹿が導入した方法ではないかと僕は思う。 

 

 

 
 

６ 
現在の日本が迷い込んでしまった問題の中で最大のものの一つは言うまでもなく、東日本大

震災による福島第２原発爆発事故に他ならない。一つというより、根底的なものと言うべきだ

ろう。その事故はそれまで絵空事であった「永遠」をリアルなものに変えた。解決の永遠の先

延ばし。原発に関わる問題の解決に関して、自分の寿命の範囲内で責任を負うことができる人

が誰１人いない。たとえ今直ぐにすべての原発を停止しても、その処理には人の生以上の年月

が必要であるし、そもそも、「原発全廃」という仮定が想像し難い。永遠とは120年のことであ

る。それ以上生きた人がいない以上、1人の人間には130年であっても5億年であっても同じこと

だ。誰も、寿命を超える出来事に根本的には責任を取り得ない。 

原発以降の世界のことを考える時、「永遠」と言う言葉は極めてリアルな言葉としてこの世界

に生きる僕らに突如現れる。原発に関わる問題は、「永遠」にも近い長期間を要するのだ。個

人の寿命の範囲内で解決することのできない問題に他ならないことを直視するとき、先に挙げ

た宗教にも近い語彙が現れることは必然だと思う。人知を超える位相を導入しない限り物が言

えない。架空のレベルでしか何も言えないという不可思議な現実が「永遠」という言葉によっ



て照射されるのである。 

 今、「福島第２原発事故をめぐる状況」と書いたが、決してストレートな言い方では詩集内

に現れてはこない。少しずつ散りばめられるかのように、「凍土」「こうずいの舟」「洪水」

「がれき」「チェルノブイリ」「コウカンするにはすてきな棒」＝燃料棒？ 等の言葉がとこ

ろどころに現れている。それはちょうど福島原発事故以降を生きる私たちが、普通の生活をし

ながらどこかに常に「そのこと」を考えずには生きてゆかれないという宿命にとても似ている。 

今鹿仙のこの詩集の、1篇1篇の読解は現在の段階では僕にはかなり難しい。冒頭に触れたシ

ンポジウムまでの間、じっくりと読み進めてゆきたいと考えている。しかし、僕自身も含む、

現在の日本に生活する人間の心的状況をこの詩集が総体として見事に現していることだけは間

違いがないだろう。 

 

７ 
 上記のようなところまで書き進めようとして、実際に書き、シンポジウムまでのあいだ各作

品を読み解いてゆこうと思っていた矢先。小川三郎から「シンポジウムの内容が変更になった」

旨の連絡があった。当初上記の今鹿詩集に関するシンポジウムの予定だったのが、小川三郎自

身が最近上梓した詩集も併せて俎上に乗せようということになったらしい。それで新しい小川

の詩集『あかむらさき』も早速読み進めることにした。 

 小川とはここ数年、東京で僕が主宰する「Tricky Queen」（通称とりＱ）という詩の合評会

で親しくしていて、そこで提出された作品が詩集にも多く掲載されている。いや、「多く」か

な？奇妙なことに。どの作品を見ても確かに僕には懐かしいものに思われて来た。読んでいな

いのに読んだことのあるような記憶。或いは過去に読んでいるはずなのに、薄れてゆくような

薄明の雰囲気。実のところ、この感覚こそ、小川のこの詩集から伝わってくる気分に他ならな

い。 

 
 

８ 

 あるものと別のものとの「境界線の不明」「記憶の黄昏」といった感覚が小川三郎『あかむ

らさき』では語られている。いや、語られているというと強すぎる。それは詩句の端々からに

じみ出るレベルで伝わって来る。 

 



「女の子だか少女だか」（「銀杏」）「名前のわからない魚」「知らないおじさんがき

て／魚の名前を教えてくれた」（「港」）「どうやらそうであるらしかった」（「穴」） 

 

たとえば上記のような詩句。「そのものの正体がはっきりと分からない」というような表現が

多発することで曖昧な雰囲気が詩集全体を支配する。しかしそれは作品の緊張度が低いという

意味ではない。むしろ曖昧な状態に置かれることで読者の不安や緊張は高まってゆくとも言え

る。また時には「私は下着になるのがこわい。」（「下着」）のように越境（変身）を希求す

る表現の形で読者を驚かせたりもする。読み進めてゆくと「境界」に関わる表現が立て続けに

現れて来る。 

 

「かわいい女をみつけてついていくとおかまだったり」「私とあなたはふたりして／小

魚をどんどん口にして／どんどん変な鳴き声になった」（「秋夜」）「川に身体をなじ

ませるべく」（「赤い川」）「私もあなたの名前を呼びたいのだけれど／それはやはり

／野菜の名前としてだろうか」（「朝」）「魚と虫が交わり合う」（「あかむらさき」） 

 

かわいい女とおかまの境界線。変な鳴声に「なる」こと。川に入るのは川と融合すること？名

お互いの名前が野菜の名前で呼ばれ合うこと、魚と虫が混ざるの？…などなど。小川にとって、

認識上、境界線を越えるということはそれほど難しいことではないのかもしれない。 

さらに詩集中盤以降にもやはり何かに変身しようとしたり、置き換えたり、ふりをしたりす

る動きを見出す。変身できるのは、そもそも区別が曖昧であるからこそ可能なのではないか。

小川の中では何かと何かは常に繋がっている。 

 

「鬼の顔になる」（「鬼」）「ひとは排泄し同時に食い残し」（「純潔」）「川のふり     

をし」（「岩」）「おととい散った桜の花びらが／帯になりたすきになり」（「階段下」）

「聞こえないふりをして」（「横断歩道」）「遠くを見たり／鳴くふりをしたりしてい

る」（「欄干」）「遭難しているともいえるし／雪と戯れているともいえる。」（「冬

の電車」）「私と岩は／一緒にゆっくりと地面にめり込んでいった」（「帰路」）「枯

れ枝でも／鳥には違いないのだからと」（「沼に水草」） 

 

この詩集『あかむらさき』全般に渡って、大切な事柄が霧の向こう側に消えて行くような感覚、

区別の付かなさ、異種交合、変身など現れ方はさまざまながら、「ＡとＢとの区別のなさ」あ

るいは「区別のない状態への希求」が現れている。そもそも書名の「あかむらさき」自体、赤

と紫の中間に位置するまさに境界線上の代物ではないか！ 

 詩集後半にある不明感は、偶然なのかそれとも詩集の「締め」に当たると言う意識が自然そ

うさせたのか、やや「生の在り方」に直結する印象を与えるものが多い。 

  

「私の居場所はここではない」（「夕暮れ」）「顔を近づけて／蝶をじっと見つめる」

（「不意」）「やっぱり見えなくなっていく」（「追憶」）「川の面と川の底から／じ

かんを消失させていた」（「夏下」） 

 

自分がどこにいるのか。対象を念入りに観察するが、観察すること自体、そのものになりかわ

ることでもあるかのように顔を近づけてゆくこと。それでも「やっぱり見えなくなる」という

漠然とした不安。そして「消滅」する私。 

 先にも少しだけ引用したが、「冬の電車」に次のような連があった。 



 

   私はいま 

   雪に埋もれて倒れている。 

   遭難しているともいえるし 

   雪と戯れているともいえる。 

   いずれにしろ私の命は 

   一時棚上げされている。（「冬の電車」部分） 

 

また、「帰路」の中には、次のようなフレーズも見つけた。  

 

道のまん中に 

大きな岩が転がっていて 

それ以上は進めなかった （「帰路」部分） 

 

 物事ＡとＢとの境界線が見えなくなる、消滅するということは、考えようによっては自由に

羽ばたいたり瞬間移動できる喜びにも近いものとして捉えることも或いは可能なのかもしれな

い。しかし小川三郎は、そのこと自体を喜びと考えずむしろ、それに途惑い立ちすくむ「私」

そのものを淡々と描いているかのような感覚がある。 

 小川三郎『あかむらさき』もまた、現在に生きる私たちの未詳な生の行方を静かに代弁して

いるかのように僕は読んだ。 

 

９ 

 表題に「合わせ鏡としての異言」と書いた。それは今鹿仙詩集『永遠にあかない缶詰として

棚に並ぶ』と小川三郎『あかむらさき』が、いずれも異言としての役割を持っているという意

味である。また同じ手法を持つわけではなく、逆ベクトルを示すところから「合わせ鏡」と書

いた。既に書いたように、今鹿の詩は表現上においてより強く異言であり、小川のそれは内容

においてその傾向を強くしている。 

 これまで述べてきたことをベースに、今鹿と小川の「同じタイトル」のついた作品を比較し

てみようと探したが、残念ながら見つからなかった。わずかに「秋」を蝶番として「オータム

（インニューヨーク）／小顔」（今鹿）⇔「秋夜」（小川）が見られたので、少し長いが以下

に打ち出してみよう。 

 

  

「オータム（インニューヨーク）／小顔」 

                       今鹿仙 

キャナル通りを 

ああ曲げたのは  

行者が左手を使いすぎた 

からという説や 

そもそもの人の形だという説もある  

季節と末世を感得するには国云々を 

超えた保険の存在に 

気付く必要があるという例だ 



世界はもう保険に覆われている 

人に公園は突如として襲いかかる 

恋をしていても 

抵抗としては無駄で 

二重星に値するショウゲキだ 

ひきさかれて本屋にのたうち回る 

「ここはプルウストも来たことが 

あるとか」 

スヌーピーが未だ存在していないうちに 

スヌーピーを探しにきた（なんという） 

季節のいたずら 

岸の名前すら間違えているのに 

焼け付くような忍耐力で走る走らない 

を緑道を汚しながら物議している 

最中である 

人間にとって季節は前髪のように 

生まれたりするものなのか 

歩きながら呼び止められる 

もし あなたの生はどこの通りに 

置いてきたのか 

誰が拾って腰の辺りに当てて 

あたためてくれるのか  

そのために消えた牛牛（星の名前）たちも 

今は突入する すべての扉を 

押し破る夢を見せつつ 

もう一方の星によりそう 

橋は皆落ちて名を残す 

マドレエヌも激しくひたって海を漂う 

本にもそう記されるだろう 

ブルックリン  

 

「秋夜」 

小川三郎 

ちいさな網のうえで 

小魚が折り重なって 

焼かれていた 

 

私とあなたは 

向かいあい 

それを見下ろしながら 

静かな会話を続けていた  

 

やがて焦げる匂いがすると 

小魚のひとつにあなたは手を伸ばし  



あちちといいつつ目を細め 

口に放り込んだ。  

 

一瞬 

あなたの顔は 

意地わるそうな猫になった。 

私がそれを言って笑うと 

まったく鳴き声まで猫になって 

やみくもに 

私の悪口を並べ立てるのだった。 

 

私も真似して 

小魚を口に放り込んだ。 

むんと潮のにおいが 

喉の奥まで満ちるようで 

口を開くと  

あなたへの悪態があふれ出ていた。  

 

私とあなたはふたりして 

どんどん小魚を口にして 

どんどん変な鳴き声になった。 

どこかの家の窓が開いて 

うるさいと叫ぶ声がしたが 

私とあなたは聞く耳をもたず 

盛り合うようにして罵りあった 

 

いつの間にか 

夜半を過ぎて 

隣の家では 

赤ん坊が夜泣きを始めた。  

 

夜は誰もが泣くようで 

おとなも鈴虫も泣くのだった。 

私も涙を流していたが 

悲しみとは違うような気がしていた。 

 

新月の光を浴びながら 

人間的な感情など 

どこかに行ってしまった様子のあなたは 

自分の小魚を食べ尽くし 

私の指にまで 

手を出そうとするので 

あまいキスをし 

また海へ行こうというと 



しょんぼりとうなずいたのだ。 

 

 

10 

  今鹿と小川の2篇を比較してみると、今鹿と小川の詩の特長がよく現れている。下の表にま

とめてみた。 

 

比較項目 今鹿仙 小川三郎 

詩集タイトル 『永遠にあかない缶詰として棚に並

ぶ』（長い） 

『あかむらさき』（短い） 

作品タイトル 「オータム（インニューヨーク）／小

顔」（複雑／組み合わせ） 

「秋夜」（単純） 

舞台 ニューヨーク（の話題） 

キャナル通り 本屋 

日本の何処の部内（網焼きの魚

を見下ろしている） 

登場人物 基本的には語り手のみ 私とあなた 

アイテム プルウスト ススーピー マドレエヌ 小魚 猫 悪態 

名言 「あなたの生はどこの通りに置いてき

たのか」「橋はみな落ちて名を残す」 

「私とあなたは聞く耳をもた

ず 盛り合うようにして罵り

合った。」 

詩はどこから

来るか＊ 

天上からの声のように降りかかって来

る印象がある。1篇の詩として以上に、

詩集の総体として詩が強烈な個性とし

て伝わって来る。 

霧の向こう側の遠景として初

め見える。徐々にズームインさ

れる。奇妙で繊細なドラマの中

に詩が隠されている。 

詩によって触

発される僕の

欲望 

主観的主観。つまり、今鹿の詩を読ん

でゆくと詩が作りたくなる。目には目

を、詩には詩を！ 

客観的主観。しずかに自身の解

釈を書きとどめたくなる。心象

風景を追体験。 

句読点 なし 句点。各連に１～３つ。 

   ＊詩はどこからくるか…2018年12月8日（土）に予定されているシンポジウム（既述）のタイトル 
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今鹿の詩を読んでゆくと詩が作りたくなる。目には目を、詩には詩を！ここでは「オータム（イ

ンニューヨーク）／小顔」へのカウンターポエムを作ってみた。 

 



北京裏街通信3175 
季節と末世を感得するには国云々を超えた保険の存在に 

気付く必要があるという例だ 

（今鹿仙「オータム（インニューヨーク）／小顔」より） 

 

                                  平居 謙 

  

  真っ黒に日焼けした太陽！ 

前髪を立てて 

おれは習近平に打電する！ 

    

ファン・ビンビンノイタイヲカエセ 

ファン・ビンビンハボクノモノ 

 

   留学生の王玲玲が囁いた 

「間接キッスは何ですか？」 

   僕は答える 

   「もっとも考え抜かれた保険のひとつだろうよ」 

   玲玲はきょとんとした顔で 

   ヌードアイスを舐め回す 

   おれは関節キッスのほうが 

   いいけどな 

 

東京で 

メルトダウンショーがあるってよ 

北京―東京 

ひとっ飛び 

（何人ヤリ逃げするつもり？） 

 

   雑踏に 

   紛れ込んだら 

   秋 

 

小顔の女が 

見つからない 

 

霊安室 

のような午後 

   

  

＊ 補注としての今鹿「オータム（インニューヨーク）／小顔」主観的主観による受容 

以下の「解釈」は、他人に公開するべき客観的主観としてではなく、妄想としてすなわち何の

根拠もない「主観的主観」として、純粋に「カウンターポエム」を作成するための下準備とし

て既述した。普段はこれらの作業は脳内で行われるため既述されることはないが、「カウンタ



ーポエム」の意味と意義とをシンポジウムで語る必要から例外的に公開する。 

 

・ ・・・・・・・・主観的主観による解釈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

今鹿「オータム（インニューヨーク）／小顔」は、「キャナル通りを／ああ曲げたのは」とい

うフレーズで始まっている。僕は、キャナル通りも「どの程度曲がっている」のかも知らなか

ったので、どうにも具合が悪い。調べてみると、「騒がしい商業地区」であり「露店では、店や

映画館で、公式にリリースされる前の商品を売っている。不法な商品の販売は、頻繁な警察の

警戒にもかかわらず、ストリートに沿って行われている」（ウィキペディアより）のだそうだ。

もしかしたら、「人に公園は突如として襲いかかる」などの詩句は、そう言ったキャナル通りの

喧噪と危険を表現しているのかも知れない。そうすると「世界はもう保険に覆われている」と

いうところで、保険＝偽物の安心感と読んでみる。安全だ安全だなどと言いながら全くそうで

ない偽物の世界をイメージして読む。続いて「あなたの生はどこの通りに／置いてきたのか」

と突然語り手は誰かに話しかけられるが、このように唐突に天から降ってくるように文脈が変

わるのが今鹿の方法なのだろう。 

ここで6節で紹介したようにこの詩集の中に「凍土」「こうずいの舟」「洪水」「がれき」「チ

ェルノブイリ」「コウカンするにはすてきな棒」などの言葉が散りばめられていることを頼り

に、何とかヒントがないだろうか、と読み進める。 

 

もし あなたの生はどこの通りに 

置いてきたのか 

誰が拾って腰の辺りに当てて 

あたためてくれるのか  

そのために消えた牛牛（星の名前）たちも 

今は突入する すべての扉を 

押し破る夢を見せつつ 

もう一方の星によりそう 

 

何もかも「原発」に結び付けて読むのは低次元な読み方だろう。しかし、何の頼りもないの

で、藁にもすがるような気持ちで最終兵器を出す。僕自身が感じた「原発時事故後の気分」と

いう水準線を頼りに解釈してみると少しだけ筋が通ったような錯覚を持てる。詩句を以下のよ

うに読みかえてみた。 

 

「あなたの生はどこの通りに置いてきたのか」 

＝「あなたの持っていた幸せはいつ失くしたのか。 

原発が爆発した時点で全てが変わったのだろう？」 

 

「誰が拾って腰の辺りに当ててあたためてくれるのか」 

 ＝「誰か愛するようにあなたを助けてくれる人がいるとでもいうのか？ 

   そんな人がいるはずはないじゃないか」 

 

「そのために消えた牛牛（星の名前）たちも今は突入する」 

 ＝「原発の爆発事故で、残されてしまった牛などの家畜―それこそが私たちの 

   星（地球）のアイデンティそのものだったはずだが、事故により 



   次なるステージへと人類は突入することになるのだ」 

 

「すべての扉を押し破る夢を見せつつもう一方の星によりそう」 

 ＝「解決への扉をこじ開ける努力をしようとするけれども、 

   どうしても〈こんな事故がなかったらなあ〉という、 

   もうひとつの星（事故がなかったパラレルワールドの日本） 

   のことを夢にみてしまうよ」 

 

我ながらヒドい翻訳だが、「翻訳は最大の裏切り」だと開き直る。詩は最終部分に来ている。 

 

橋は皆落ちて名を残す 

マドレエヌも激しくひたって海を漂う 

本にもそう記されるだろう 

ブルックリン          

 

現在の世界は、皆、橋が落ちてしまったような状況だが、それは日本においても全く同じだ。

マドレーヌちゃんも海に放り出されてしまう。それは後々、記録にも残されるだろう。キャナ

ル通りを経てブルックリンに至る。 

 

 
＊ マドレーヌちゃん 
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その一方で、小川三郎の詩を読むと、しずかに自身の解釈を書きとどめたくなる。心象風景を

追体験するにはこの方法が良いのかもしれない。以下に小川三郎の詩の鑑賞を記しておきたい。 

 

◆小川三郎「秋夜」鑑賞。 

この詩は、秋の性愛を上品に描写した官能詩だ。 

 

ちいさな網のうえで 

小魚が折り重なって 

焼かれていた 

 

というように、静かに始まる。恋人同士が漁村の近くの小さな家を借りて、二人で仲睦まじく

時を過ごしているような何とも言えない長閑な雰囲気が味わえるのが好きだ。しかし、女が焼

いている小魚の一つをつまんだ瞬間火傷しかけて 

 



一瞬 

あなたの顔は 

意地わるそうな猫になった。 

 

というあたりから詩の雰囲気が一転する。突然ふたりとも発情し、我慢ができなくなってゆく

瞬間が連続れ書かれるような恥ずかしい詩に変わってゆく。しかし、上品さが保たれているの

はさすがだと思う。 

 

むんと潮のにおいが 

喉の奥まで満ちるようで 

 

などの表現がたまらなく愛欲をそそる。 

 

私とあなたはふたりして 

どんどん小魚を口にして 

どんどん変な鳴き声になった。 

どこかの家の窓が開いて 

うるさいと叫ぶ声がしたが 

私とあなたは聞く耳をもたず 

盛り合うようにして罵りあった 

 

という部分がこの詩の中心で、あたかも恋の病に冒されたかのような集中力である。少しあ

とに出て来る「おとなも鈴虫も泣くのだった。」という詩句もたまらなく、いい。「また海へ行

こうというと／しょんぼりとうなずいたのだ。」というところでこの詩は終わる。これは性愛の

一区切りを表現した見事な書き方だと思った。 

 この詩の場合は、性愛を主題としていると僕は読んだので、比較的「生」への希求が色濃く

感じられた。詩集全体としてみた場合これはどちらかと言えば例外的な方ではないかというの

が現時点での考えである。  
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本稿で見てきた通り、今鹿仙の詩は僕に詩を書くことを欲望させ、小川のそれは作品そのも

のを追体験することを衝動させる。今鹿の詩は天から唐突にやって来るが、小川の詩は霧の向

こう側に初めからある。今鹿の詩は詩集全体として一つの主題を突き付けて来るが、小川の詩

はそれぞれの詩が切り取られたシーンを提示する。しかしいずれの詩集も、現実の世界から一

段底にはまり込んだ世界、或いは白昼夢の最中とでもいうような感覚を与える。その意味で、

現実言語から遠く離れている。彼らの2冊の詩集は、本稿の題名に据えた通り、「合わせ鏡とし

ての2種類の異言」だと僕は思った。 

来月行われる「DOWNBEAT」のシンポジウムに関する第１突破口としてこれを書いた。 

（２０１８年１１月９日） 

 

 



付記 
以上の準備をシンポジウムのために整えたが、まだひと月余裕がある。可能な限り、付記とし

て１４章・1５章を追記してゆくことにする。 

14  
ここでは今鹿『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』の諸作品の中に見られる、原発事故ある

いは東日本大震災を想起させる表現を以下に確認してゆく。１つ１つの表現はむしろ淡く、明

確にそれを指示しているわけではなく、純粋に1篇として読む限りにおいては震災のイメージは

浮かんでこないが、詩集全体にそのようなイメージがあることに気が付き、読み直すという作

業を行うと、意外に色濃くそれが散りばめられていることに気づかざるを得ない。この作業と

並行して、僕は今鹿仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』へのカウンターポエムスとして

突貫詩集『神様の隣に座ってかなり激しく痙攣している』を作成した。この詩集に関しては、

同じく本号11月号に掲載したので参照されたい。 

 

＊「バッハ」の中には「凍土に送られてもすぐ夏で／いる日がくる」という言葉がある。福島

第2原発から流出する汚染水を凍土で固めても、すぐ夏が来てその試みは水泡に帰す。また中盤

には「街の奥深くの扉の中に／町の人々がしまわれている」終盤には「街も蓋がないかた／や

がて溶ける あずかったものごと／主も影になるし」という表現がある。決して直接的ではな

いが、原発事故の街福島に関する絶望感と、永遠の徒労感に満ちた感覚が伝わって来る。「主」

である神も、「影」になる。 

 

＊「やきゅう」には、「野球の子たちが一周してくる間に／あるものが／ぜんぶ盗まれているだ

ろう」という詩句がある。どこにも原発の文字はないが、子供らがうかうかしている間に何も

かもなくなってしまうという構造は、現在の日本である。枕に敷いた「大事な原理がにぶる／

とうして歩いていたのかという／語法のところがひっかかる」は、日本人全般の、生活原理に

関する根本的な見誤りとして捉えた。私たちは全て間違っていた。 

 

＊「あした坂」には「記憶でもあるかのように／こうずいの舟を渡し谷を／越えていく」「ビス

ケットに飢えて道を／でたらめに辿る／おぼえたことを忘れるかわりに／こうずいの水に突入

した」「れきし／は十三人だった そのうち／歌を歌うものが九人と／（ウサギ）一羽／歌が濡

れてはいけないから／そっとしまう」のように、かなり「洪水」＝「津波被害」を想起させる

具体的な既述が見られる。冒頭部分で、このような事態を乗り越えてゆくために坂を昇ってゆ

くというようなイメージが語られていると読む。 

 

＊「剛力（祈り）」には「そののちの冬／区別のないひとが眠る／ひとりひとりであって／もう

傷もつけようがない」「堆積する圧縮の上に／また皿のように食事をのせる」というような既述

がある。前者は、東日本大震災の春が終わって一年経ち、まだどこからも遺体が発見されない

人々のことを思わせる。後者は、そのような傷が、福島の地に堆積されてゆきながらも、食事

のような日常の営みを過ごさざるを得ないジレンマを伝えて来る。 

 

＊「くもゆき」の中には「早朝からとぼとぼ 結果のために／歩いている」「つるみに遡る哀し

みの魚群は翌月の洪水に／今 躓く／（四月十一日 落城 無事終了）」の言葉がある。前者は

原因は特定できないが、落胆・失意といったものを強く感じさせる。後者もまた「落城」の意



味は解しかねるが、「洪水 翌月＝四月十一日」という文脈から当然ながら3.11を具体的に読者

が想起し得るような手続きは採られていることに気が付く。また、作品最後の4行は、福島の現

在の荒廃を思い浮かばせるに充分である。 

 

＊「しおり」には「本にしおりをはさむとき／がすきな自分である／『あと三十分です』と言

われて何を／持とうか／自分の詩か 金か／」「どこまで行ったかなんて人類の仕事ではない」

等の詩句が見られる。前者は、放送で津波の危険が知らされた瞬間のシーンを髣髴させる。後

者は特定はできないものの、原子力という「最先端」に踊らされていた人類＝われわれ自身の

愚かさを反省した言葉のように見える。 

 

＊「こうすい」は、香水だろうか。それとも「こうずい」から濁音が剥がれ落ちたものだろう

か。「カバネルの天使が／気づいてばたばたと飛来する間に／平らげるんだ」以下に続く詩句か

ら読者は、放射線物質に汚染されて、食べ物を口に入れることが出来なくなる朝が来る、とい

うように、原発事故による汚染被害を頭に自然に浮かべる可能性がある。「笑いなさい」の皮肉

が強く効いている。 

 

＊「ヘンリー・ダーガー」では「舗装は光り家畜の行軍が先を行く」が目に付く。福島に取り

残された家畜たちの像が浮かぶ。「説明をしたい 物語一ページ 一ページ／百年以上をかけて

／キイテ クレル カ」も、短い年月では解決の付かない原発事故の後処理を思う。「シカゴか

ら遠く離れた水辺かどこかで／生まれたまま穴があいている／妹がいる」は、後々生まれてく

るだろう奇形の赤子のことを想像する。「レマ サバクタ ニ／洪水は起こさぬ／そんな王では

なく／まちがった寓話である」の前半は「エリ エリ レマサバクタニ 主よなぜ私をお見捨

てになったのですか」というイエスキリストの最後の言葉だとされる。「約束してほしい／二人

という単位となり 愛になにごとか託して／永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ」たつまりは、

原発事故の影響から生まれてくるだろう奇形の妹とセットにして自分を缶詰に詰めて、永遠に

棚に並べるのだというこの詩集自体の決意を物語っているように僕には読める。 

 

＊「森はどうか」では「森がとちゅうでとまり／しんこうが危うくなる」という詩句が目に飛

び込んでくる。東北の森は危機にさらされ、これまで信頼して来た原子力に対する信仰も終わ

りを告げる。「金なしでズキン自体も変えないし／世の中の縁もつづかなししね」ズキンは自然、

防護服をイメージさせる。森に響く犬犬の声が淋しい。「そこで話も枯れて／ひょっとすると森

もおわり／かもしれない」と森の危機が繰り返し語られている。 

 

＊「上から見た図」では事故地での悲惨な体験をイメージさせる詩句がある。「まだ二十年と生

きていないのに／戦火をもう幾度もくぐった／がれきにも住んだ／いい音もわるい音も聞いた

／そのたびに感謝したという」これだけで充分だろう。返せない図書。「牛 と見せかけて銃眼

とか／芋 と見せかけて降伏とか」は解釈に幅は出ようが、農産物が売り物にならない状況を

僕は思う。降伏が幸福と同音であることに気づき、悲惨さが拡大される気分になる。最後には

「ぐらついている 何度も言うが／残りはがれきなのだ」という詩句がとどめのように置かれ

ている。 

 

＊「告白」では「どうしてそんな風に行かなければ／ならなかったか分からないのが／生きな

い理由」という詩句が目立つ。「とどめをさすための水を／待っている いつまでも／星をまい

て告白する」は、垂れ流される汚染水のようにも、形だけ行使される除染のための水のように



も思われてくる。 

 

＊「蒔水」には「それは全部水の中の方であって／今はどこにもないその待つの紛って生えた

／崖にでもきいてみるのがよい」「幸せはすべてそうやってつながって／一部濡れてだめになる

が／てかるものもいる そういう奴は／いいのだ」前者は、津波の被害の中で生き延びた一本

松を想起させる。後者は、震災の機運に乗じて己の私服＝至福を肥やしていった「てかる」よ

うな薄汚い存在のことを言っているように僕は感じる。 

 

＊「もらい手」には「話は話すたびにかわる／誰かのにおいによてそれぞれ／勝手なすじにな

る」とい表現が妙にリアルである。ころころと危険水準を変える、あるいは話を都合のようよ

うに歪ませる政府や東電上層部といったイメージがある。詩の最後は「そこの門までとなった

／五つの断章が近づいているのも／知らずに／水脈 水脈」という言葉で終る。前者は必ずし

も震災関連に読むことは出来ないが、「水脈」の言葉が可能性を絞り込んでゆく。 

 

＊「法則／みもと」には冒頭から「つみ人のような雨が降り／みもとが分からなくなった行旅

／いく先々で板にまみれる／ここにも手があった 穢らはしい」という詩句がある。つみ人の

ような雨とは何だろうか。板にまみれるとは。セシウムが降り、瓦礫が散乱する場所をイメー

ジすることにためらいを持たない。「板の上にも散ってサイカチのように／手に手に刺さって人

類が軒並み滅ぼされる」という詩句もある。 

 

＊「ヴァレリイが校門で」の、「知らない道が多すぎる いい加減に／調べたらどうかと思う」

という詩句が気になりはする。知らない道＝調査しきれないさまざまな影響、のように読んで 

原発事故と結び合わせるような気持ちになるが、それはこれまでの詩の中に、数多くそれを匂

わせる詩句が出てきた結果であって、この詩の中には実のところは何ものかはっきりと表す詩

句は存在していない。それなのに、それを探す気分にすでにされているのは、ここまでの積み

上げに左右されているのだと思う。それが詩集というものの力だろう。 

 

＊「まちながら」には「揺れるひとみ ささやく／この街の 明かり……」「インクも揺れて  

畑の葉っぱの／ななふしにように夢を見る」というかなり現実的に「揺れ」を想起させる表現

が露わになる。「赤い襦袢の女が浮いて／ゆらゆらしていたというのは／井伏鱒二の記憶で／実

際はみえないところに痛みが／あった」などのように婉曲的な表現を以て、「痛み」について語

ろうとする。「画面も揺れる（人類はみな緊張）」「結局は白くなり／口をあいたまま眠る顔が彩

られ」「上と下からにんげんとますが協働していた」など混乱に陥った揺れの後の世界の様子が

描かれている。 

 

＊「オータム（インニューヨーク）／小顔」では「世界はもう保険に覆われた」という言葉が

印象的である。それだけでは何も言えないが「そのために消えた牛牛（星の名前）たちも 今

は突入する」「マドレエヌも激しくひたって海を漂う」など表現の瓦礫の集積の上に、震災とい

う主題が少しずつ成立してゆくのが非常に興味深い書式として感じられる。 

 

＊「おまえ」には、「地中にもぐることは人の世の／役にたつことだ」という詩句がある。汚染

水が地中に染み込むイメージと合わせて、とてつもない皮肉のようにも読むことができる。「心

理はくえないが」などの言葉もあるので、「皮肉」という読みは的外れでないだろう。 

 



＊「大原」には「本堂／世をはかなんだ人のための／土木工事はせつない」「屋根のかたちをき

めなくてはいけないから／泣いているだけではない／うら庭も決めねば」などの言葉がある。

繰り返すが、この詩集の流の中に置かれていなければ読み飛ばしてしまうところだが、どうに

も福島第二原発の「蓋」のイメージが既に拭えなくなってしまっている。 

 

＊「フィルム」には、失われたものに対する記録・記憶という主題が見られる。「残った絵はが

きを／もう見ることもできない でも／観光ができてよかったのだ／人生／ひとしおである」

と、失われた東北の景勝地の絵はがきにかこつけて、原発事故への皮肉を語っている。また、

決定的なこととしては「歴史とは行替えで／チェルノ／ブイ／リ／とすればほら分かってきた

／これで行くべきなのだ」という表現もある。行替えしてしまうとそれぞれが分断されてリア

ルさが失われると読む。歴史になってしまい、記録となりフィルムとなることの危険。 

 

＊「かたづけ」は原発事故のかたづけの意か。「永久に軌道が変わらない／ひっとすれば何かの

墓場もあるかもしれない／褒められない人の骨が漂う」「政治的な根絶やしがきかない／すき間

とすき間のすき間」「戦場は亡いから迷って／ひたすら行く宛をつのっている」「コウカンする

にはすてきな棒がいる」素敵な棒とは燃料棒のことだろうか。 

 

＊「さっちゃん」には「秘宝の丘 丘の秘宝はささやく」「丘の草もさわれなくてよい／宿題も

いつの間にか／終わってさ」という表現が見られるくらいだが、これも皮肉に思われる。原発

事故の宿題は永遠に終わることがないからである。 

 

15  
小川「秋夜」に関しては先に詳しく読んだ。それ以外の作品の感想も述べておきたい。詩集と

て読む以上、1 篇の詩を読むことでは分からないものが自然と理解できるのだろうと思ってい

たが、「詩集」として小川の作品群を読む場合、8 節で既に書いた「境界線の不明、記憶の黄

昏」という感覚の他に、それに絡んだ「怖れ」や「匂い」といったものが強く意識される。 

 

＊「銀杏」には、「女の子だか少女だか」（「銀杏」）よくわからない二人の人が登場する。

彼女らは銀杏に向かって両手を上げたりして銀杏を楽しむのだが、語り手には「そのときの銀

杏が恐ろしいものに見えた」のだ。「私にはやはり恐ろしいことのように見えた」と今度は「こ

と」として語られる。読み進めるとそれは「恒例の微笑ましい光景」のような「決めごと」に

馴染んでゆくということそのものに対する恐れだと分かって来る。そして、語り手は少女たち

が、「不要になったものを脱いでそこで朝まで過ご」し、「両親だか他人だか」（ここでも境

界の不明な描き方がなされている）が、「ようやく安心したのか」（語り手の恐れとは逆の方

向である）という一連の流れをみるうちに、「自分が誰なのか」また「内側で生まれつつある

／奇妙な欲望がなんなのか」が分からなくなるというところで終っている。しかし、そこには

「怖れ」はない。語り手にとっては、決まりきった行為を強いられるよりも、不明な判然とし

ない境域に放り出されたとしても、その方が心地よいのだろう。そういう風に、心地よく茫然

となっている人の様子を傍らから見ることで僕自身も心地よく茫然とできる。小川の詩はそう

いう詩なのだと改めて感じる。 

 

＊「港」の中には「遠い記憶を／たぐろうとするときはたいてい／魚の名前を思い出すような

気持ちになる。」という詩句がある。僕は全然そんな体験はないのに、「ああ、そうだよね」



と相槌を打ってしまうような妙な説得力がある。小川の詩は押し付けがましくないのがいいの

だろう。しかしそれに続く「波の合間を覗き込めばたいてい／死んだ人の気配がする。」は僕

も何時も思う。正確に言えば、「死んだ人の気配」とまではっきり感じず「なぜ怖いのだろう」

とだけ常に思っていたと言う方が当たっている。だから、小川の詩句から「正解の理由」を教

えてもらった気分である。釣りの場所が語り手には、静かに気に入ったという感じである。そ

の静けさを破るように「何も言わない足音が／私の背後を通過していく」、それによって「港

は大きく揺れたが／すぐに落ち着いてしずかになった」。この部分は最初読み飛ばしていて、

今改めて気が付いて不思議に思っている。誰かが地震を起こしたような、、、。「一瞬大声を

あげそうになって目をつぶった」それがこの詩の中に出て来る「怖れ」である。この詩の中で

は「怖れ」は形になる前に収まっている。割れる寸前にまで膨らんだ風船が、小さくなった虚

脱感が読後に残った。 

 

＊「下着」は奇妙な作品だ。「私は下着ではない。／私は下着にはなれない。／私は下着にな

るのがこわい。」という3行がこの詩の命だろう。ここにも「こわい」という言葉が出てきて、 

「境界線の不明、記憶の黄昏」と恐れとの関わりの少しヒントを見つけたような気になった。

私そのものが、別のものに変わることに関して語り手は「怖れ」を抱くのではないだろうか。 

たとえば冒頭作品の「銀杏」の中で、決められたように秋に銀杏を愛でるという行為に怖れを

抱くのも、「自分ではない何物か」になりかわることを強いられるからではないか。合評会で

顔を合わせる小川本人は非常に物事をわきまえたバランス感覚のある人に思われる。「怖れ」

にも近い「自己維持」の欲望がみられるということに気づいて、極めて納得した気持ちがする。

またその前にも「私は真夜中／ほんとうのことが怖くて／ふるえている」とある。自分でない

何物かに変わってしまうことは恐ろしいけれど、既成事実なのかもしれない。そう考えると確

かに恐ろしい。 

 

＊「路上にて」が僕は好きだ。「路上にて／私は苦しい最期を遂げた」ということが冒頭か 

ら語られるナンセンスな構造自体が好きだ。「最期」を境界として行ったり来たりできるとい

う世界認識は、この詩集の真骨頂であるという気がする。この詩の中に出て来る恐れは、これ

までとは逆に、語り手の「私」が相手に与える形で伝えられる。 

 

私に向かって手をあわせているおかっぱの少女がいたので 

   違うよと言ってやると 

   あわてて走り去った。 

 

この少女は、最期を蝶番にあっちの世界もこっちの世界も「私の意のままに」動き回れるとい

う存在を怯えるのだ。これは、私が「決めごとの中に埋没することを怖れる」というあり方と

全く反対である。 

 

＊「秋夜」に関してはすでに詳しく読んだので簡略にするが、小魚を食べることで私もあなた

も野獣のようにかわってゆく、という詩である。その小魚に関わって「匂い」「におい」とい

う表現が現れてくる。この詩集における「におい」はまず「変身の道具」の放つものとして描

かれている。 

 

＊「赤い川」も、エロい。前の「秋夜」もそうだったが、下品はシーンは書かれていないのに、

上品にエロいと思う。そういえば今鹿の詩には、恋愛のテイストが殆どないということに今気



が付いた。その意味でも二つの詩集は合わせ鏡たりえている。この作品では、「川に身体をな

じませる」ということそのものが主題として成立している。川という「自分以外のものになる」

のである。 

 

   思わず私は流れに顔を浸し 

   川底の匂いを嗅いだ。 

   煮えつくような人間の匂い 

   大勢の 

   顔を求めぬ思いの匂いが 

   そこにはじっとりと滞留していた。 

 

＊「朝」では、あなたが買い物から帰って来る様子が描かれた部分に「野菜の匂いがやってき

た」と書かれている。あなたがやってくるのではないのである。あなたの名前を呼ぶとき、そ

れは野菜として呼ばれる。野菜へと越境することと関わってやはりここにも「匂い」が現れて

いる。 

 

＊「あかむらさき」で好きなのは次のフレーズである。 

 

   海にも虫はいるのだろうか。 

   海に虫がいたばあい 

   それは魚といえるのだろうか。 

 

全く不思議な言葉のようにも思われる。一般の捉え方によると虫と魚は別物である。しかし「私」

はそこにふと疑問を投げかける。私という存在は、言葉においても越境を希求している。 

 

＊「鬼」の奇妙さは、鬼に驚くのではなく「鬼はびっくりしたように／目を見開いて」という

具合に描かれている点だ。小川は鬼などには驚かない。鬼を驚かせるのだ。「鬼は／私のうし

ろにあるものを／とても嫌がっているのである。」 

 

＊「純潔」とは何だろう。世間でいうところの無垢とは反対の「ゴミ箱」の中にこの詩の純潔

がある。「女の横に立ち／同じゴミ箱に顔を突っ込むと／なかでは盛んに交尾が行われている

／むせ返る生き物の匂いがあって／女の目は／飛び出している。」また、次のような表現もあ

く。女の口の匂いを嗅いでみると「働く男たちの匂いだった」世間一般の純潔から越境すると

ころに、ここにも「嗅覚」が関わっているのが分かる。 

 

＊続いて現れる「岩」「階段下」「横断歩道」「欄干」には怖れの感覚も「匂い」も登場しな

いが、改めて読み返すと、強い矜持の念に貫かれていることがよく分かる。 

 

＊「冬の電車」では一転、憔悴する感覚が現れる。「私の心はずいぶん弱くて／生命などに 

は耐えられない／あのうるささも匂いも気配も／どうにも心が動揺してならない」。越境する

という言い方をこれまでしてきたが、誤解してはいけないのはこの詩集における「越境」は激

しい動きで新天地を開拓するという荒々しい越境ではないということである。どこか自然にあ

るものから別のものへと移る、線引きが見えなくなっているという静かなあり方である。その

中でもこの詩は極め付け無音に近い。「匂い」は、そういう弱いところにも表れている。「電



車の車輪の隙間から／鉄の香りが降りてくる」 

 

＊ 「帰路」では岩の匂いがかがれることになる。「岩に近づいて／匂いを嗅いでみる／鉄の 

青臭い匂いがする。／／とても人間的な匂いだ／／子供のころ／友達はみんな／こんな匂いを

していた。」このあと私は岩とともに地面にめり込んでゆくのだ。融合・合一・越境。どんな

ことばで読んでも構わない。そこに何故か小川の場合「匂い」が関わっている。 

 

＊「沼に水草」では、「私」は鳥に腹を蹴られる。その時痛みはふくらはぎを経て沼へと抜け

る。痛みが越境するのだ。そしてここでもまた「水がむんと匂い立った」という表現に出会う。 

 

＊「夕暮れ」には、匂い・怖れなどの要素は現れていないが、先にも書いたように「私の居場

所はここではない」という越境を意識させる表現はこの詩集掲載作品のベースとして共通して

いる。 

 

＊「不意」に現れる「怖れ」は、少なくともこれまでに現れた「怖れ」とは別種に見える。 

これまでの「私」は、レッテルを張られたり規定されるような位置づけを嫌い、どちらかと言

えば移動する傾向を持つように感じられた。しかしここでは 

 

   いま蝶に飛び立たれることが 

なぜかひどく恐ろしくて 

身体の震えがとまらなかった。 

 

のように、関係が変わることをひどく怖れる私がいる。なぜだろうと不思議に思って再々読す

ると、何のことはない。冒頭で蝶がとまり、すでに越境・融合が完成しているのだ。蝶が指に

とまった、ほんの一瞬のことが「私」には至高の時間なのだ。 

 

＊「追憶」にも、直前の「不意」における蝶が指にとまる時間に相当するものが夕刻の別れの 

形で表れて来る。「怖れ」ではなく「悲しくて」と書かれているが、それは未然ではなく既に

起こってしまったことへの感覚として書かれているからだろう。夕暮れになって散り散りに友

達が帰ってしまう光景は、他者へ越境あるいは友人たちと融合していた「私」が再び引き剥が

されることである。自分自身の居場所をいい感じで掴んでいた時が一瞬で崩れ去る。 

 

   夕暮れだから 

   仕方のないことなのだけれど 

   悲しくて涙が出る。 

 

これは追憶であるが大人になった「私」に中にも同じ感覚が残っているのだろう。 

 

＊「夏下」が最後に置かれている。この作品には「怖れ」「匂い」は要素として出てこないが、

この詩集のベースである越境は中心部に据えられている。 

 

   電車の乗客が 

   川の流れを見下ろしていた。 

   川には魚が住んでおり 



   電車の乗客を見上げていた。 

 

川に飛び込んだりする人もいるが、この詩の中では私は「魚」とは融合しない。もしかしたら

もう少し大きなスケールで何ものかと融合してゆくのではないかと、想像する。時間が消失す

る意識などが掛かれる。この詩（集）は以下の2行で終っている。 

 

   雲はどんどん湧き上がり 

   いまや空の長点にまで達していた。 

 

小川三郎『あかむらさき』に収められた作品はおおむね、静かでどこか淋しい。しかし、登場

する「私」は心の奥に強い確信を持ち、世間一般が束ねるような仕方で分類されることを忌み

嫌うように見える。却って川の水や石や魚やゴミ箱の匂いやなどの、訳の分からない奇妙なも

のに心惹かれ、そればかりか一緒になってゆこうとする。過激な文体で語られることはないの

でついつい見逃してしまうが、実のところ強い芯で貫き通されているのである。小川三郎、隠

れハードコアな詩人である。 

 

終りに 
 最初、今鹿詩集に驚き、分析が不可能な気持ちになった。それで、苦し紛れにカウンターポ

エムスを拵え、それと並行して（今鹿の諸作品から引きずり出された僕自身の詩と比べつつ）

再度アプローチすると、今鹿の詩が少しだけわかったような気持ちになり始めた。 

 次いで、小川の詩集について解釈をしてゆこうと考えた。今鹿の詩集に比べて分かり易いと

思っていたが、またここでも「分かる／分からない」という問題にぶち当たった。僕は小川の

詩の何が分かっていると言うのだろう。僕なりに「越境」「匂い」「怖れ」の３つのキーワード

で読み解いていった。並行して、それらのキーワードを用いて、僕なりに作品を作るとどうな

るかが知りたくなり、結局小川の詩集へのカウンターポエムスを 12 連からなる比較的長い 1

篇にまとめた。 

 

 12 月 8 日 DOWNBEAT のイベントに合わせて、 

僕自身の整理と準備を進めるために 

これらのことを予め記した。2018/11/17 

 


