
２０１８年１２月８日  DOWNBEATイベント     詩はどこからくるか  レジュメ 

 

１ 今鹿仙詩集 

『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』 

（１）丁寧な言葉だが⇒全く内容が理解できず

（初読時） 

（２）宗教的語彙の多用…資料①参照 

 

◆宗教的用語 

「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。 

 

◆宗教と直結する訳ではないが、詩の舞台スケールを大

きなものにするアイテム 

「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」 

（３）原発事故を想起させる語彙の潜伏 

◆ 今鹿仙詩集『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』 

に散りばめられる福島第２原発事故を想起させる語彙 

（傍線を引いたものは比較的直截的なもの） 

 

＊「バッハ」「凍土に送られてもすぐ夏で／いる日がくる」

「街の奥深くの扉の中に／町の人々がしまわれている」

「街も蓋がないかた／やがて溶ける  

＊「やきゅう」「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」「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」 

＊「あした坂」「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」 

＊「剛力（祈り）」「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」 

＊「くもゆき」「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）」 

＊「しおり」「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」 

＊「こうすい」「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」 

＊「ヘンリー・ダーガー」「舗装は光り家畜の行軍が先

を行く」「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」「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」「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」「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」 

＊「森はどうか」「森がとちゅうでとまり／しんこうが

危うくなる」「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」「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」 

＊「上から見た図」「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」「牛 

と見せかけて銃眼とか／芋 と見せかけて降伏とか」「ぐ

らついている 何度も言うが／残りはがれきなのだ」 

＊「告白」「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」 

＊「蒔水」「それは全部水の中の方であって／今はどこに

合わせ鏡として
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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」 

＊「もらい手」「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」「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」 

＊「法則／みもと」「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」「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」 

＊「ヴァレリイが校門で」「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」 

＊「まちながら」「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」「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」「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」 

＊「オータム（インニューヨーク）／小顔」「世界はも

う保険に覆われた」「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」 

＊「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」 

＊「大原」「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」 

＊「フィルム」「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」「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」 

＊「かたづけ」「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」 

＊「さっちゃん」「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」 

（４）カウンターポエムス 

今鹿の詩を読むと、走り出したくなる。もしくは自身の

詩を作り出したくなる。 

＊カウンターポエムスとは 平居謙自身による造語。他者作品を読

み触発されて作る作品のこと。冒頭に、当該作品からの引用を置く

ことが多い。作品に触発されながらも、適正な距離を意識して作成

することを旨としている。今鹿の詩集のそれぞれにカウンターポエ

ムを作成した。以下はサンプル。 

 

 

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） 

 

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 

 



２ 小川三郎詩集『あかむらさき』 

（１）分析①  物事の輪郭が曖昧である 

「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」）

「私は下着になるのがこわい。」「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」）「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」）「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」） 

 

（２）分析②  「怖れ」に関わる詩句が多い 

「私は真夜中／ほんとうのことが怖くて／ふるえてい

る」「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。」「そのときの銀杏が恐ろ

しいものに見えた」「私にはやはり恐ろしいことのよう

に見えた」（「銀杏」）「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。（「不意」）「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。」（「赤い川」） 

 

（３）分析③  匂いの表現がかなりある 

「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。」「働く男たちの

匂いだった」（「純潔」）「水がむんと匂い立った」（「沼

に水草」）「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」（「冬の電車」）「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。」（「帰路」） 

 

（４）鑑賞文を書いてみた 

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。  

 

（５）カウンターポエムス（抄） 

小川三郎詩集にもカウンターポエムを作成した。詩集全

体に、1篇の連詩を作った。それぞれにカウンターポエム

スを書かなくて済んだのは、小川三郎の世界に近接した

いという熱望が、鑑賞や感想を書くことでかなり満たさ

れた部分が大きかったからだと考えている。 

 

２ 

祈りに集中する日々が長く続くと  

自分自身の足音が 

少し地面から離れているような感覚が来る 

 

「実際に飛んでいるわけではない」 

と言い掛けて 

実際に飛ぶというのは何だろう  

と怪訝に思い始める 

 

例えばエスカレーターで地下に降りるとき  

実際にそうでなくても 

「吸い込まれてゆく」と僕らは言う。 

そう言う以上  

実際に吸い込まれることでもあるし 

事実ほんとうに吸い込まれてゆく 

（１～12連作のうち、2番目） 

 

今鹿 小川 比較表 

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） 

 

初発の

感想 

言葉は丁寧だが内

容が理解不能。 

静かな詩が多く、

不思議な感じ。 

比較的

近い 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 

たぶん日本のど

こかだろう。室内

（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。 

 

触発さ

れる欲

望 

走り出したくなる

詩をつくりたくな

る 

丁寧に鑑賞文を

書きたくなる 

 

その他

の感想 

ゲージュツ家っぽ

い 

えろい 

 

触発し

て作成

した詩

（集）の 

題名 

『神様の隣に座っ

てかなり激しく 

痙攣している』 
 

『ある青い詩人

の霊魂に朝、語り

かけながら書い

た詩』 
 


