
今、反戦詩を書くということ

平居 謙

０ はじめに―ヤリタミサコの栞文

流行の小説等ではあまり見ない気がするが、詩集や歌集といったものには、一般読者に先行して読んだ数人の

短い批評が添えられていたりする。僕は、第4詩集『春の弾丸』以降栞は入れていなかったが、今回第7詩集『燃

える樹々（JUJU）』の中に久しぶりに栞文を挟み込むことにした。

栞文を依頼したのは、恩師・佐藤義雄明治大学文学部教授と、同僚で歴史学者の毛利憲一、詩人のヤリタミサ

コ、詩集や詩誌の本文デザインで長年お世話になっている大学時代の級友・岩佐純子の4名である。解説の細見

和之に加えて、本書は沢山の「誉め言葉」に囲まれるように6月頃には刊行されることになる。これらの言葉は

詩集刊行ということへの「身に余る祝辞」と受け取り、その言葉に見合うように自分自身を高めてゆくための起

爆剤にすることを強く決意しなければ、今後書き手としてめろめろになってしまうだろうと思われるほどの甘美

な誘惑でさえある。

そんな中、ヤリタミサコは彼女の比較的長い栞文の後半に「◆あえて注文をつける」として幾つかの「リクエ

スト」を付した。原稿送付の際、「自分を安全な場所においているわけではなく、平居謙ファンから攻撃や批判

を受ける覚悟で、といったら大袈裟だけれど、そういうつもりで書きました」と、「他の人には書きにくいだろ

う平居謙批判をあえて含めた」思いをメールで添えてきた。これには同じ詩の書き手としての彼女の誠意を強く

感じた次第である。詳しくは詩集刊行後挟み込みの栞をご覧いただきたい。なお本稿は、異例ではあるがヤリタ

ミサコの許諾を得て、詩集（栞）刊行前に彼女の栞文の内容を巡ってオンライン討議の試みである。

ヤリタミサコはTOKYOポエケットという詩集・詩誌の即売イベントを川江一二三とともに長年主宰し、アバン

ギャルド芸術や英米現代詩へに関する著書も多い。長年の僕の友人である。詩集『私は母を産まなかった／ALLEN

とMAKOTOと肛門へ』(2012年 水声社刊)末尾の「著者について」を以下に写してみよう。

岩見沢詩に生まれる。詩人。高島誠、新倉俊一、藤堂保男らに師事。明治学院大学文学部英文学科、社会

学部社会学科卒業。東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科人間科学専攻種子過程終了（専攻、女性学）。

主な著書に『詩を呼吸する』『ビートとアートとエトセトラ』（共に水声社 2006年）、『メデイアと文

学が表象するアメリカ』（共著 英宝社、2009年）、主な訳書に、『カミングス詩集』（共訳。思潮社 1997

年）、『カミングスの詩を遊ぶ』（編訳、水声社、2010年）などがある。

その後も『ギンズバーグが教えてくれたこと 詩で政治を考える』（2016年 トランジスタ・プレス）を刊行す

るなど精力的に活動を続けている。

ところで、そもそも「ヤリタが攻撃を受けるかもしれないと覚悟した」平居謙ファンとは誰のことか？もしそ

ういう奇特な人々が少数ながらいるとしても、その最たるものは、何と言っても平居謙自身だろう。そしてその

ファン代表の平居謙は、批判に対しては怒りもしないし、逃げも隠れもしない。むしろ詩集の栞に敢えて批判を

含めてくれた心意気に感謝したい。しかし僕自身もヤリタミサコのリクエストにきっちりと態度を表明する必要

があると感じるている。まずはヤリタの栞文中、該当の個所を引用する。

◆あえて注文をつける

「戦争」という短い詩はインパクトがあり、渡辺白泉の「戦争が廊下の奥に立つてゐた」という句への返

答だと思われる。詩集に時事的な意見を入れるのは冒険だが、私は賛成する。昨今の政治への不信と不安

から、私は常に反戦の意志表明が必要と考えている。蚊を撃墜するように、軍事大国が簡単に戦闘開始し

てしまう懸念。白泉の句の書かれていない意味は、「戦争が廊下の奥に立つてゐた（できれば追い出した

い）」だと私は理解する。白泉のように平居は日常に入り込んでくる戦争の予感を、蚊を叩く日常生活の

一瞬に感じ取った。蚊から血が流れる、一瞬ぎょっとした自分の感覚。その驚きから「戦争が始まる予感」



を連想する。しかし、強い反戦（＝非戦）の意志が表明されているわけではなく、どこか受け身な感じだ。

撃墜したのは作者なのに、「戦争が始まる」状況に巻き込まれる消極的なスタンスだからだ。この三行を

散文的に加筆してみると「手首に止まった蚊を叩いたら、蚊はつぶれて血を流して死んだ。人類の戦争も

このように簡単に人を殺すのだろうか、それは嫌だ」と、私は理解したい。反射的に蚊を殺戮した自分、

大きな権力はたやすく他者の命を奪える、だから反戦を訴えなければならない、と三行目に反戦の意志を

こめてほしい。

このあともうひとつの重点である、「親しい存在の〈死〉に対しての平居自身の肉声」へのリクエストが続く

のだが、以下の部分がもっとも端的にその本質を短く言い表している。

ないものねだりついでに言えば、悲しくて弱気になり、涙を振り絞ってもう鼻水も出なくなったあげくの、

乾いたぞうきんを絞るような、自分を捨てたくても捨てられない苦しさを表現してほしい。日常的に平居

謙は歩く詩なので、蛇口をひねればどこでもジャーっと詩が出てくる。が、そこを出し切ったあとの残り

の一滴に、自分も気が付かない何かが残るのではないか。

「戦争」に対しても「親しい存在の〈死〉」に対しても「身体の底から滲み出るような声を放て」という主張は、

ヤリタの中で一貫している。故・大岡信は「ぼくは、詩は詩人の肉声を伝えるべきものだと頑なに信じている」

と、1953年８月「詩学」に発表された「現代詩試論」の中でそう語っているが、ヤリタの指摘も「肉声」と同じ

ことを言っていると考えてよい。後者「親しい存在の〈死〉」に関してはいずれ僕自身の作品を展開する中で、

自然リクエストに対応してゆくしかないだろう。本稿では当面前者の問題に絞って考察してゆきたい。

ヤリタにはメールで覚書程度のことは伝えたが、そこで書ききれなかったこともあった。今改めて整理すると、

僕の「詩と戦争」を巡る考えは以下のようになる。

１ 我が詩法としての「レトロモダン」

そもそも僕は、一般的な意味での「反戦」の詩を書く気持ちはないことなど。それは

僕自身の「詩法」と強く関わりを持つ。

２ 「モダニズムの危険性」

モダニズムの危険性は、既に戦後早くに詩的されている

３ 短詩「戦争」と「反戦」

僕の短詩「戦争」は「反戦」の意図を以て書かれたものではないこと

４ 戦争と散文

上記「僕自身の詩」と「反戦」と方法的乖離の問題とは別に、自分自身の「戦争」に対する

スタンスは明確にしておくことは無意味ではないだろう。１人の国民として、また１人の書き手として。

また、「反戦」を詩の主題ではなく散文の主題として扱うこと

「戦争」に関する態度表明の具体的方法について

５ 優れた反戦詩はあり得るのか？

しかし「戦争」というタイトルを付けた以上、「反戦」絡みで読まれる可能性は確かに高い。そして、

「反戦」という観点から短詩「戦争」を読めば、ヤリタの指摘通りそのメッセージ性はあやふやで

「受け身」に映る可能性も高い。しかし、それは僕にとっては問題ではない。

また、すぐれた反戦詩というものがあるとすればそれはどのようなものかについても少々考察する。

６ 僕の旧作「戦争論21」における「戦争」の意味

以前に発表した中に「戦争」に関するものはないかと探してみると「戦争論21」というのを

詩集『春の弾丸』の中に収めている！改めて自分で読み直してみた。

本稿では、上記の６つについて僕なりの考えをのべてゆきたい。

１ 我が詩法としての「レトロモダン」

詩とは何かを一言で言い表すとすれば「作者の主観によって切り取られ再構成された疑似現実である」という

ほかない。しかし、これはひとり詩の定義ではなく、文学一般のそれであろう。詩に特化される定義として、



長さ（短さ）の問題／幻想性という重要な主題の問題／言葉そのものへの重点のかかり具合というような幾つか

の項目を付与することは可能である。しかしそのいずれも、相対的な問題であり結局は詩は不定形な形態を持つ

自由なジャンルという形でしか言い表すことはできない。

しかし、「我が詩論」ということでいえば答えは明確である。僕は所謂昭和モダニズムと呼ばれる詩人の一群

の方法論を批判的に継承した詩法を基盤に据えている。もっとも端的に言い表すならば北川冬彦の言うところの

〈抒情否定〉すなわち〈主観の抑制〉であり、これは後年小野十三郎のいわゆる〈短歌的抒情の否定〉に繋がっ

てゆく戦後詩の第1原理とでも言うべきものである。

では、どんな≪詩的現実≫が高級なのか。北川によれば、例えば立体派詩人マックス・ジャコブの「作

者から作品が分離している」作品だという。そういう状態は、自己放擲の意思、すなわち「主観の抑制、

抒情の否定」によって作られるのだ、と。

注目すべきは、むろんこの〈抒情否定〉だ。そして思い返すべきは、十八年もむかしの、「詩・現実」

誌への小野十三郎の参加である。小野は、「詩・現実」の差異酒豪、第五冊（昭6・6）に「詩四篇」（今

日の記事、厚い壁、明快さ以上、家では）を掲載した。

－二十八歳の小野が、おそらく「詩・現実」の中心的存在、三歳年上の北川から、〈抒情否定〉という

革新的詩精神を注入された、と想像したくなるのは、無理なことではない。

（嶋岡晨『ポエジーの挑戦―昭和詩論史ノート』1996年 白地社刊 Ｐ49）

但し、詩人は自らも食欲旺盛な料理人である。「抒情を否定された現実」という具材だけでは無機質でカスカ

スな料理しか作れない。そこで萩原恭次郎のどす黒い迫力と、高橋新吉のやんちゃダダ的のユーモアと最初期の

吉増剛造のスピード感とをＭＩＸして強火で炒める。その時によって、ぴちぴち跳ねているものが違う。直感で

今日のスペシャルを選ぶ。複数選ぶ。じっくりと煮込む。そのうちいい混ざり具合になってくる。もっともこれ

だけではまるで「男の料理」「オレの豆腐」に過ぎない。そこで、そこに林芙美子の恋のスパイスを少しだけ振

る。時々ちんすこうりな流のセックスやオナニー、最果タヒばりの毒も加える。しばらく冷ましたら、寸胴鍋ご

と配達バイクの後ろに収め、ちかちかとネオンの光る街の路地浦々を疾走する。配達先にはモンキールフィやナ

ミやハンコックたちが今か今かと待ち構えている。彼らに料理は与えず、逆に注文を付けて自分で塩を充分に揉

み込ませる。バイクの後ろに乗っけてきた寸胴鍋から、アシスタントをして適切に盛り付けせしむるのだ。ちな

みにアシスタントはついこの間まで元祖巨乳グラビアアイドルのアグネス・ラムだった。だが彼女がパチンコに

精を出し手伝いに来る暇がなくなったため、最近では専ら平手友梨奈（てち）がその役割を果たしている。これ

が我が詩創作の秘密のレシピである。先に挙げた大岡の言葉に準えて言えば、「ぼくは、詩は〈表面的には決し

て肉声を語らない〉と言う覚悟にも似た行為を通して、詩人の肉声を伝えるべきものだと頑なに信じている」と

いうことになる。料理人は料理を提供するに際して過剰な言葉を添えることはない。料理を以てそれを語らせる

ことが全てなのだ。

２ 「モダニズムの危険性」

「戦争」という主題に関わって物を言う時、自分自身が「昭和モダニズムを基盤にしている」ということを表

明するほど脆弱な印象を与えるものはないだろう。この期に及んでモダニズムか、とヤリタならば笑うだろうか。

例えば彼女は今年の1月に「みらいらん」3号（2019年 洪水企画刊）に発表されたエッセイの中で、北園克衛

の危うさについてジョン・ソルトの論を要約する形で次のように述べる。

明治以降の皇国史観を教育されて来た国民が、国家権力に抵抗できなかったのは無理もないというのが、

ソルトやミヨシの見方だ。ただしソルトは客観的事実を集約してこう書いている。「克衛の戦争協力は、

ハイデガーやヘッセなど、ナチス・ドイツに協力した作家たちほどの犯罪的行為ではなかったと言える。

だが克衛の戦後の西洋主義への再転向が痛みを伴わず、抜け抜けと行われたことは認識しておかねばなら

ない。克衛は戦時中の行動と書きものを隠そうとさえした」と、指摘している。

（「詩人と戦争とー自分の中に違和感のセンサーを持つ」P88）

もっともジョン・ソルトの謂いを待つまでもなく、前掲の「現代詩試論」の中で、大岡信は次のように語ってい

る。



前衛、確かに前衛という言葉は極めて多く使われて来た。だがぼくは、ある人がふと語ったことをいつ

も思い出す。「軍隊にいると、前線に出れば出るほど危険がなくなるように思いこまされるものだよ」

ぼくはしばしば思うのだが、わがシュルレアリスト諸氏も、そんな風な情勢判断のあやまちを犯してい

たのではないだろうか。…（中略）…だが主知主義とは何であるか。ぼくの理解する限り、知性は対象

との間に距離をおいているものだ。つまり、そこでは対象の抵抗と、それの知性による克服という事態

が常に予測されるべきはずだ。（「現代詩試論」『大岡信全集』４ 1977年 青土社刊所収 Ｐ20）

そして続く部分で北園の弱点を次のように喝破し切っている。

対象が変われば、彼らの視点もそれに従って変る。社会が変動すれば、その波のままに彼らも変動する。

知的態度がどこにあるか。彼らはべったりと対象にはりついているだけだ。ぼくが北園克衛を極度に感性的

な、という意味は、克服でなくて受動をそのシステムの根底とする詩人だからと言えば、人は笑うだろうか。

現代の目から見れば、現代詩の出発点に限りなく近い時期に書かれた基本的文献をわざわざ引っ張り出してくる

のには理由がある。それは第0節で詳述したヤリタミサコの短詩「戦争」に対して与えた「どこか受け身な感じ」

という語が、「受動をそのシステムの根底とする」という大岡の言葉そのものに聞こえたからだ。ヤリタが意識

していようといまいと「肉声の聞こえてこないモダニズムのようなタイプの作品の作者は、社会の問題に対して

〈受動的〉でありがちで、それがひいいては戦争協力につながりかねない」」という批評の雛型は、すでにこの

時点から存在する「古典的なも視点」なのである。もっともそれだからこそこの見方は説得力を持つ訳であって、

看過することは出来ないのだ。

それでは僕は、何の理由によって「弱点の露わになったモダニズム」に自分自身の詩の根拠を置くというのか。

「モダニズムを継承する」などと言えば、弱点をそのまま引き継ぐという宣言でもあり、現代の批評レベルから

言えば致命傷になるのではないか。

答えはＮＯである。

昭和モダニズムのもつ能天気であきれるほどの楽観性と技法への盲信をキープしつつ、しかしその欠陥を補う

ことは実際のところ極めてシンプルかつこの上なく容易なのだ。そのことに関しては明確な答えと具体的な方法

をすでに実践している。その具体的方法に関しては第3節において述べる。その前に、ヤリタが注文を付けた僕

自身の短詩について見ておこう。

３ 短詩「戦争」と「反戦」

ヤリタが取り上げた当の短詩「戦争」は次のようなものである。

戦争

手首に止まった蚊を

今撃墜した

戦争が始まる予感がする

ヤリタミサコは先の引用の中でこの短詩を〈渡辺白泉の「戦争が廊下の奥に立つてゐた」という句への返答だ

と思われる。〉と書いている。たまたま自宅の机近くにあった村上護『反骨無頼の俳人たち』（2010年 春陽堂

刊）によると渡辺白泉は1913年生まれ。東京は青山生まれの俳人である。慶應大学在学中から「馬酔木」「句

と評論」等に投句。三省堂に入社し、京大俳句事件で検挙。執筆禁止を言い渡され釈放された。1944年応召。函

館で敗戦を迎え、1951年に静岡に移り高校教師として勤務。1965年、帰宅の途中に56歳で不帰の人となった。

同書の中で村上は次のように解説する。

白泉の句で人口に膾炙するのは次の一句。「京大俳句」（昭和１５・５）に発表した句であり、検挙され

る直前のものだ。

戦争が廊下の奥に立ってゐた

無季俳句だが、注目すべきは〈戦争〉の措辞だ。廊下の奥には会議室があって、そこでは戦争に関する機



密が謀議されていた。それが戦争を引き起こす実体であり、機密の漏洩を防ぐために廊下には歩哨の憲兵

が立っていたのである。「憲兵の前で滑って転んぢゃった」もそのろの作だ。軍国主義の時世にあって、

鬼より恐いのは権力を笠に着る憲兵であった。か弱い庶民は足がすくんでしまい、前を通れば滑って転び、

と自身を戯画化。こうした表現を隠れ蓑に軍国の権力を強烈に批判している。

前掲の自作「戦争」を作った時、白泉の句を念頭に置いていた覚えはない。その意味でヤリタの読みは「創造的

読み」または「妄想」である。しかし今も書いたように僕の机の真ん前の書架の、すぐ手に届くところに『反骨

無頼の俳人たち』が現に置いてある。この本は10人の俳人たちのアンソロジーと解説によって構成されている

のだが、その１人として白泉も選ばれている。さらに言えばこの書は、何年か前に詩人向けの連続講座のために、

いい俳句を紹介しようと丹念に読み込んだ覚えがある。白泉は最後に置かれていて、まだ彼の句選のところにゆ

くまえにその講座そのものが終了してしまったため、白泉のところに印はついていないが確かに一通りは全て読

んではいる。こう考えるとヤリタの〈渡辺白泉の「戦争が廊下の奥に立つてゐた」という句への返答だ〉という

直感は極めて鋭いと言える。

ヤリタ流に言えば「軍国の権力を強烈に批判している」白泉の句に比べて「戦争が始まる予感がする」という

僕の詩の3行目は確かに他人事のように見える。ヤリタのリクエストである「反戦の意志をこめてほしい。」か

らは程遠いと言える。しかし僕は、ヤリタが〈白泉の句の書かれていない意味は、「戦争が廊下の奥に立つてゐ

た（できれば追い出したい）」だと私は理解する。〉と読んでいるようにはどうしても読めない。（ ）に入

る意味としては、（私は呆然と立ちすくんでしまった）としか読めないのだ。そういう解釈をすること自体、「受

動的」だということかもしれないと思いながらこれを書いている。

作品を自解することが、読者をそれほど爽快な気分にさせるとも思えないが、ヤリタがリクエストするのが読

者としての権利だとすれば、作者としての考えを表明しておく義務が僕にはあるだろう。それに、この短詩が自

解によって左右されるほどの複雑な内容だとも思われない。一読明らかなように、手首に止まった蚊を僕は「ぱ

しん」と潰したのだ。詩に書かれている事柄としてはこれほどシンプルなものはないだろう。ただ、「蚊を潰し

た」だけでは面白くないので、その蚊を戦闘機に見立てた。蚊には誰か人間が乗っている訳では勿論ないが、

よくみれば戦闘機そのものの形態である。その時「撃墜される戦闘機というのはこういう風に突然潰されるのだ

ろう」というようなことを僕は感じたのだったろう。それで「戦争」というタイトルを付けたような気がする。

「気がする」というのも曖昧な言い方だが、そうとしか言いようがない。創作者ならば覚えがあるだろうように、

作品の生成過程に関して、異常なほどに鮮明に記憶しているものとそれほどでもないものの２種類が現実として

存在している。

僕は自分としては、戦闘機に乗った人の危機感と蚊の消滅を瞬間的にスパークさせてみせたに他ならない。そ

して、そういう比喩を自分自身が使うこと自体「ああ、これは本当に戦争の足音が近づいてきているのだ」とい

う蒼ざめた予感を持ったので、そう書いたまでだ。押し付けることはできないが、このスパーク感が伝われば僕

は書き手冥利につきるのであり、「反戦」の強いアピールなど僕の中には初めから除外されるべき第１の要素で

ある。

ヤリタミサコが「反戦」「戦争」に関わってリクエストを僕に伝えてきた。だから今それについて述べている。

確かに僕らを取り巻く社会情勢は楽しいものよりも悲惨で厳しいものであることの方が多い。「震災」「原発事

故」「颱風」「政治汚職」「人間関係崩壊」「幼児虐待」「ブラック企業問題」など悲しみの雨は止むことがな

い。僕らは社会の現象に取り巻かれている以上、当然そういうものの影響をもろに受けているだろう。「自分の

詩は自分自身の世界を謳歌するのであって、僕は世界から思想からあらゆる詩法から完全に自由なのだ」という

のは憧憬にすぎない。実際にはその真っただ中の汚水に塗れて這いずり回っているわけだ。けれども、それだか

らと言って「詩で社会の悲惨や矛盾を焙り出す」こととは異なっている。社会をそのまま描いても、社会の本質

は描くことはできない。社会によって蹂躙されたり（と書くと被害者意識にばかり目が向くかもしれないので、

同時に）鼓舞・激励されたりする自分という「フィルター」によって切りとられた世界をすりつぶして再構成し、

全く別の「小世界」として示すときに却って社会は描き得るのだ。つまりは、矛盾するようであるが、個人的で

あれば個人的であるほど、そこに社会の影響は明確に出る。社会によって影響を受けた「個」に焦点をあてるこ

とでのみ、現実の凄みは描き出せるのだろう。

しかし、それは繰り返すが、僕にとっては「副産物」に過ぎないのであって、現実とは別次元の「小世界」を

提示することそのものが真性の詩的行為に他ならないと僕は考えている。



４ 戦争と散文

詩人が、つまりここでは平居謙が「社会と切れた小世界を作ることを至上命題だ」と言い切る時、第２節で先

送りしておいた「受け身」の問題が改めて顔を表す。1節最後で「そのことに関しては明確な答えと具体的な方

法をすでに実践している」と僕は書いた。それは一言で言えば、昭和モダニズム詩人たちの詩法を単なる「一つ

の技法」に落とすことだ。「レトロモダン技法」として扱うことだ。そんなものは思想的根拠とはならない。そ

して思想的根拠、あるいは主張の媒体として散文を並走させることだ。ブログ・公開日記・ＳＮＳなど様々な方

法があるだろうが、僕にとっては「論文を通して戦争に蹂躙された詩や詩人について考察すること」「詩や文学

と戦争との関係について考察された優れた書籍を自ら繙き、そこから学ぶこと」「学んだ結果を書評の形で紹介

すること」に他ならない。

本稿では度々大岡信の言葉を引いている。その理由は先に述べた通りだが、もうひとつ、月例で参加している

読書会「知る詩る」3月（本稿執筆時点で来月にあたる）の課題が偶然岩波文庫の『自選 大岡信詩集』である

こととも多少は関係しているかもしれない。その序でと言えば変だが、「鮎川信夫ノート」の中で彼は次のよう

に「詩論」を分類している。

通常詩人の書いた詩論がかれの詩に対してもっている関係は次の二つの場合に要約できるようだ。

一つは、直接的或いは間接的いずれを問わず、詩論が詩の解説を果している場合。もうひとつは、各々が

詩と散文という全く異質の表現形式により、それぞれの表現によってしか表わせないがしかし依然として

一人の詩人の内部にあるには違いない異質の表現意欲を結実させており、従って詩論における厭離的思考

の途絶えたところを詩の世界が埋め、あるいはまた、詩において提出されたままの問題を詩論が引きつい

で展開してゆくといった関係にある場合。しかしいずれの場合にあっても、詩と詩論とが共通して提示す

るものはそれを書いた詩人の内的世界であるし、詩人を媒介としてこそこの二つの表現形式は有機的な関

係を持つに至る。（大岡信 前掲書所収「鮎川信夫ノート」 Ｐ118 初出 「詩学」1954年5月号）

もっとも大岡信は、鮎川においては詩と詩論の「有機的な関係」を見出せないと捉えている。その異和を切り口

としてこの「鮎川信夫ノート」は書き始められてゆくのだが、その内容に関しては今は置く。ここで注目したい

のは、大岡が「詩」と並行して「詩論」を据えているということがらである。つまりは「詩論」のうち、後者の

タイプの詩論（あるいは「〈詩〉論」と敢えて限定することなく単に「論」「エッセイ」と言い換えてもいいだ

ろう）を「並走させる」ことによって、詩を補完するという可能性を早くから見据えているのである。これを僕

自身に引き付けて話せば、技法においてはモダニズムに基盤しつつ、その思想的弱点を明晰な社会意識によって

補うこともできるということになる。

ちなみに僕自身が論の形で深く関わった詩人に例えば高橋新吉や萩原恭次郎らがいる。彼らは戦争との関わり

の中で詩を練り上げ詩が崩されていった体験を持つ。もっとも彼らの作品に関する僕の論考の中には「戦争と詩」

「反戦」に特化した視点は淡い。しかし近年注目して少しずつ論考を書き始めている田中冬二や、名古屋市民詩

集から出た「遅れてきた戦後詩人」青木辰男、恩師・佐藤義雄先生の昭和文学に関する著書に関する、或いは畏

友・細見和之の石原吉郎の本に関する書評は、僕自身に戦争の問題を強く刻み付けるものとなっている。

もし僕が書く「論」に関してヤリタミサコが「反戦への目線が淡すぎる」「もっと目線を戦争や反戦に向けて

欲しい」とリクエストしたのだったとすれば、僕は本稿を書かずに、直線的に彼女の「注文」に応え、これまで

淡かったその観点を太らせてゆく傾向を素直に進めていったかもしれない。また実際、今後そういう視線を深め

てゆきたいなと静かに考えている。しかし、「詩」に関しては別だ。本稿において繰り返すが、たんじゅんな意

味における反戦詩を書く気持ちは皆無である。それはあまりにも僕の考える詩の本質からは遠く離れて感じられ

る。「反戦詩」を書く気持ちがないのは、僕にとって詩がすでに出来上がった「反戦」というような主題をなぞ

る器ではありえないからだ。

しかし「反戦」ということについて考えておくことは意味のないことではないだろう。

よくよく考えてみると、僕自身が「反戦」という気持ちを持っているのかどうかは明確ではない。もちろん、

戦争が起こり自分が前線に駆り出されることなんてまっぴら御免である。銃剣で敵国の兵士を突きさすような練

習を我が子にも教え子たちにもさせたくないに決まっている。自分の息子がゼロ戦に乗って航空母艦に激突した

り、人間魚雷に乗らなければならないとすれば、胸の痛みなどという言葉で現わせる範囲を直ぐに飛び越えるだ

ろう。

ただ同時にこのようにも考える。敵対する国や勢力の侵攻が明らかになった時、果たして「この野郎、こん畜



生」という敵意を感じないだろうか、と。近国や敵対する国の人々に対し、偏見や嫌悪感を持たない様に心がけ

てはいる。そして幸いなことに現在はそのような心理状態を保つことは出来ていると思う。いかに嫌悪感を示す

言葉が飛び交っていても冷静でいられるのは、大学生の時期に中国に短期留学し、現地の人々の優しい心に触れ

たからでもあるし、交友を深めた人々がいたからでもある。また現在勤務する大学に多くの留学生たちが中国か

ら編入してきていて、その学生たちをゼミで引き受けて担任しているということとも関係が深いだろう。が、も

し実際に侵攻という事態を迎えた時、どの時点で自分自身が心情として「日本」という幻想に加担するか（ある

いはしないか）は未知数である。繰り返すが、加担したくないと当然考えている。しかし状況がどのように転ぶ

かは実際のところ不明である。

僕は「やがて自分が向かうであろう転向」への予防線を張っているわけではない。僕自身の、或いは多くの人々

の情けない現実を語っているのだ。例えば、昭和の時代に比べて随分自由になったとはいえ、現在の日本におい

ても、上司のいうことにNOを真正面から突き付けることの出来ないような状況は日常茶飯である。自身の属す

る場所で思い切ったことの言えない人間が、どうして「国家」に対してNOを突き付けることができるのだろう。

それは、クビを怖れてビクビクしている人間は反戦の思いを持ってはいけない、ということではない。もっては

いけない、というのではなく、持つことができなくなるのだ。そう考えると、話が多少ズレてはいくけれども、

自分自身がなすべきこと（或いは禁忌の形で）が見えてくる気がする。

軍国教育は常に異常に厳格である。それは、危険な任務を負うとか何とかいう綺麗ごとではなく、上に対して

何も言えない状況を作り、延いては戦争になだれ込むその滑りが容易であるために他ならない。そして、それは

軍国教育という形を取らなくても既に「虐待」という形で露見しつつある。「黙らせる関係」が根付き始めてい

るのだ。子育ての場面においてもスポーツの現場においても。或いは恋人同士におけるＤＶにおいても夫婦の間

のやりとりにおいても。或いは師弟。企業取引における上下関係。

「戦争」はこのような小さな積み上げの上にするするとやって来るだろう。

僕が「いわゆる反戦詩」というものに対して違和感を覚えるのはつまりは、それが余りにも表面的に過ぎるか

らである。今書いたように戦争は小さな異和の蓄積が顕在化した現象に他ならない。

1980年代における秋元康のおにゃん子クラブが援助交際社会を産み、2000年代に入ってからはＡＫＢプロジ

ェクトで再び添い寝女子を量産している。にもかかわらずマスコミも政府も、女子高生・女子大生の大股開きを

産んだ秋元を取り締まらない。これと同じことだ。むしろ新しい文化のような顔をしたそれらを歓迎しているう

ちに、日本の倫理は骨抜きにされた。もし本当に「反戦」を語るならば、これと類似の隠れた現象をひとつひと

つ丁寧に見つけ出してゆくことをしなければならない。つまりは、極めてありふれた形の「日常詩」における批

判こそが本質的には究極の反戦詩に他ならないはずだ。あるいは人間の自由を奪うあらゆる小さな威圧への怒り

こそが「戦争予防詩」として成立するはずだ。にもかかわらず、表面のもっとも見えやすいところで「戦争」「戦

場」に対する反対を説く。しかもそれらの多くが（というより、日本の現実として）ＴＶやネットの画像から偶

然に目に入った映像イメージを元にしているに過ぎない。それが「反戦詩」や「反戦思想」の表層レベルだとい

うのだ。だから、もし本当に「反戦」を語るとすれば、日本の文化の堕落形態を構造面から体形的に批判してゆ

くこと抜きには、決してなしえないのだ。

僕はここまで書いてきて反戦詩は戦争のことを描くだけではなくて、それに繋がる芽を摘み取ってゆくという

行為そのものを指さなければならないのだということに今頃になって気が付いている。我々の批判しなければな

らないのは表面としてのの戦場ではなく、それを形成してゆくことに繋がる埋もれた戦争の種や芽そのものであ

る。

（ちょうど本稿を執筆している時期、何人かの学生と就職活動の面接トレーニングで、「戦争」について討論

した。彼女らは勿論、戦場になど出たことはない。しかし、意外と戦争による痛みを熟知していた。それは彼女

らが漫画を通して悲惨な疑似現実に涙を流した体験を持つからであった。教条主義的に反戦を語る詩人よりも、

疑似現実とはいえ遥かに彼女らの感性の方が敏感だと少し意外に感じたのだった。）

話を元に戻す。第1章で僕自身はモダニズム詩の方法に基盤を置くと書いた。そして、名まえを付けて「レト

ロモダン詩」と名付けた。特に戦争の面からみれば歴史的に「危険」性の高いそのような流派に基盤することの

愚は、いとも簡単に乗り越えることができるとも書いた。それはすでに述べたように詩と詩論との併用によって

実に簡単に実現するのである。僕は詩においては単純な意味においてはこれからも反戦を表明することはないと

思う。何故ならば僕にとって詩とはそのようなものでは決してないからである。（ここで単純な意味において、

と限定をつけるのは、先に書いたような「戦争の芽を摘む意味での反戦詩」の必要は感じてきているからだ。こ

の点に関してヤリタのリクエストに大いに感謝すべきであろう。）



しかし、散文を通してであれば、それは別の問題である。事実僕は今現在、「反戦的エッセイ」を書いてい

る！このエッセイが反戦的でないと考える人がいるとすれば、その発想こそがファシズムだと自覚するべきだ。

明確で単純なレッテルをはったような「反戦」表現を書く書き手ほど、簡単に裏返る可能性を高く潜在させてい

るのだと僕は思う。自分が、そうでないとは言い切る自身がない。それだからこそ、表面的な「反戦」や「政治

スローガン詩」から距離を置き、詩人の直感を研ぎ澄ます必要があると考えるのだ。「戦争」に関する直感もも

ちろん例外ではない。

５ 優れた反戦詩はあり得るのか？

ここまで、ヤリタミサコが取り上げた僕の短詩「戦争」を巡って僕自身の詩論を述べてきた。ここで目を転じ

て、優れた反戦詩とな何かについて少し考えてみたい。これまでの流れでご理解いただいているだろうように、

僕はとりたてて「反戦詩」に興味があるわけではない。むしろそれは詩の主題としては避けるべきであるとさえ

考えている。なぜならばすでに僕らは「反戦」という概念を知っているし、それは詩という行為によって探り出

し、掘り出されなけらばならない繊細なものではない。むしろ、現実的な展開をこそ待ち望まれている社会の第

１課題である。もちろんこう考えているからといって僕は「反戦詩」や「反戦思想」を否定しているわけではな

い。それを書きたいと願う人が書くことは必然であり権利でもある。

「反戦」と謳う以上、社会にアピールするものでなければならず、研究・追究を尽くしてやっと到達するよう

な情報であればそれは意味がないだろう。その意味でグーグル検索をかけてもっとも容易く現れるようなレベル

ものでないと意味は小さいと考えて、ちょっと探してみた。すると、本稿執筆時点の2019年においても最初に

検索に掛かって来るのは『反戦アンデパンダン詩集』（2003 年 創風社刊）に関わるものである。

（http://www2u.biglobe.ne.jp/~sagawa/hansenj.htm）こういう古いものしか現れないこと自体、絶望的である。

そこには「日本の詩人たちの戦争に反対する詩をお読みください。アメリカは、世界の困難な問題を圧倒的な武

力の行使によって対処しようとしています。しかし、私たちは武力ではなく外交努力によって平和と友好を築い

ていきたいと願います。特に、日本は、過去に中国・朝鮮・アジアの諸国に侵略戦争を行い、膨大な被害を与え

ました。日本の市民も多数の犠牲者となり、広島・長崎に落とされた原子爆弾の驚異的な破壊力は、核の恐ろし

さをあらわにし、被爆者の方々が心身ともに負った深い傷は現在も続いています。日本は二度とこのような悲惨

と苦痛を他国にも自国にも繰り返さないことを誓って、新しい憲法のもと、平和を目指して戦後を歩んできまし

た。しかし、今、日本政府はアメリカのイラクへの武力行使に無批判に従い、支持を表明しています。これは、

憲法を安易に踏みにじるものであり、日本国民のほとんどは決して同意しておらず、アジアの安定を脅かすこと

でもあると抗議します。アメリカの戦略への支持・加担を即時やめ、今後は日本国憲法の平和精神に基づいた外

交をするよう要望します。この時代を分かとうとする危機にあって、戦争に反対する詩を多数の詩人からお寄せ

頂きましたのでぜひお読みください。 なお、この運動はアメリカのサム・ハミル氏が組織したインターネット

ＨＰによる反戦詩サイト「Poets Against the War」の運動を各国に広める提案に応じたものでもあります。」と

いう声明が添えらている。

ホームページから、いくつか注目すべき作品を拾ってみた。高階杞一「戦争」・浅山泰美「わたしの叔父さん」・

高良留美子「バベルの塔」・葵生川玲「アメリカ二態」などが気になる。まず最初に高階の詩をげてみよう。

戦争

高階杞一

黒板に

私は愛と書く

先生が教えてくださったとおりに

黒板に

私は夢と書く

先生が教えてくださったとおりに

黒板に

私は友達と書く



先生が教えてくださったとおりに

黒板消しはいらない

爆弾が落ちてきて

それらを一瞬のうちに

消す （高階杞一詩集『桃の花』から）

ここには、普段通りの口調で淡々と詩を展開する作者がいる。過剰に主題を強調していない点に共感できる。黒

板に書くということは、それがいずれ消されてしまう運命にあるということを強く意識させるという点において

基本的に切ない行為だ。僕らの「生」にとてもよく似ている。けれども書かねばならない。「愛」「夢」「友達」

はどれも生きてゆく上で（いずれもやがて消えてしまう運命かもしれないとしても、またそれだからこそ）一番

大切なものの一つだ。ところが、それらが存在を全うする間もなく「爆弾」が来て、本来の儚さごと奪い尽くす。

これが戦争だ、という蒼ざめた感覚を最後の一連で強烈に読者に伝えようとしている。高階杞一詩集『桃の花』

からとあるところから、この企画のために書かれたのではなく、この企画の趣旨に合致するものを選んで提示し

たのだろう。短い展開の中に、大切なことが一瞬のうちに消え去る感じを伝える技は「上手」だと思う。しかし

「黒板消しはいらない」から最後の一連に飛ぶその飛び方に、若干予定調和的なものが感じられる。また、考え

てみれば「愛」「夢」「友達」という黒板に書かれる言葉の選択がいかにも「少年ジャンプ」的であり俗に過ぎ

る。先生はそんなことばは日常的に書かないし、日常的に書かれる言葉がほんとうは大切なのだ。「上手すぎる」

ことが切実さを失わせることもあるということを少し思う。

次に浅山泰美の詩。

わたしの叔父さん

浅山泰美

二十四で死んだわたしの叔父（おじ）さん、

二十歳で戦地に赴き

終戦の年に死んだというわたしの叔父さん、

写真でしか知らないわたしの叔父さん、

気が優しくて字が綺麗だったと。

戻ってきた骨壷には小石が三つ入っていたと。

ただ一人の兄をなくした母は語った

その人の死後九年経って生まれたわたしは幼い頃

駅でアコーデイオンを奏いている傷痍軍人を見て

叔父さんの分身だと思った

この世に残された

うすい影かもしれないと

北支（ほくし）とよばれていた

中国華北省のいずこかで

いよいよ肉体を離れるとき

わたしの叔父さんは願っただろうか

もう一度 戻ってくることを。

二十一世紀にも まだ

戦さの終わらないこの地上に

この詩の場合、「わたしの叔父さん」が登場する。この点で、前掲の高階の作品より一層語り手と戦争との関連

性が明確である。それ故に、読者には切実に感じられる。たとえ「写真でしか知らない」人であっても、叔父と



いう血縁が「私」に戦争を実感させるからだ。「気が優しくて字が綺麗だった」「戻ってきた骨壷には小石が三

つ入っていた」「ただ一人の兄をなくした」というような小さなエピソードの積み上げが悲しみを募らせてゆく。

「駅でアコーデイオンを奏いている傷痍軍人を見て／叔父さんの分身だと思った」という幼い私の幻視や「わた

しの叔父さんは願っただろうか／もう一度 戻ってくることを。」という悲しい問も涙を誘う。しかしもし、同

じようなタイプの作品が所狭しと並んだらどうだろうか。僕は息苦しくなり、読むのをやめてしまうだろう。僕

がこの詩をいいなと思えるのは、浅山泰美本人をよく知っているからということも少しはあるのかもしれない。。

戦争被害や体験記を、大切な資料であると分かりながらなかなか沢山読めないことと少し似ている。

個人的なこととして語るのではなく、神話や歴史に準えながら展開するというのは1つの方法だろう。その意

味で、次に挙げる高良留美子の「バベルの塔」は、方法のあり方としては正しいと思う。しかし、何かを以て何

かを譬える時、その比喩の選択が正統かどうかを充分に気を抜かずに検討するという作業抜きには、作品が成立

しないということをこの作品はよく教えてくれる。確かに、摩天楼であると言う点においてはそう言えるのかも

しれない。しかし、比喩を成立させる共通点はただその一点に過ぎない。かつて「詩と思想」の編集長を務めた

にしては（あるいは務めたからこそ？）極めて図式的な見方が露呈されていて、驚くというより立ちすくんでし

まったのだった。

バベルの塔

高良留美子

ニューヨークに聳え立っていた二つの塔が崩れ去ったあと、その廃墟のなかに、わたしはバベルの塔が姿

を現すのを見たように思った。

聖書は語っている。

時に人々は東に移り、シナルの土地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに

言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代わりにれんがを得、しっくいの

代わりに、アスファルトを得た。彼らはまた言った、「さあ、町と塔を建てて、その頂を天に届かせよう。

そしてわれわれは名を上げて、全地のおもてに散るのを免れよう」。時に主は下って、人の子たちの建て

る町と塔とを見て言われた。「民は一つで、皆同じ言葉である。彼らがしようとする事は、もはや何事も

とどめ得ないであろう。さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じな

いようにしよう」。こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのを

やめた。これによってその町はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそ

こから彼らを全地のおもてに散らされた。

バベルとはアッカド語で''神の門’を意味し、紀元前二千年紀に当時の世界の中心

をなしていた。バビロンはそのギリシャ名である。

バベルの町造りが放棄されて以来、人々は世界中に散り、その言葉はあまりにも乱れた。

ニューヨークは現代のバビロンであり、そこに聳え立っていた世界貿易センターの

二つの塔は、現代のバベルの塔なのだろうか。

わたしは亡くなった人たちの声に耳を傾ける（加害者もふくめて）。塔の破壊によって人々の言葉はま

すます乱れ、互いの無理解はひろがり、世界は分裂していくのだ

ろうか。そして罪のない人々が苦しむのだろうか。破壊は神の意思として受け入れられ、神話として語り

継がれ、いつか聖書のような書物に書き記されるのだろうか。

それでいいのだろうか。

「ニューヨークは現代のバビロンであり、そこに聳え立っていた世界貿易センターの／二つの塔は、現代のバベ

ルの塔なのだろうか。」という超短絡が現代ニューヨークの人々を神の怒りを呼ぶ存在に貶めてゆく。それは、

「わたしは亡くなった人たちの声に耳を傾ける（加害者もふくめて）。」という「完全なる上から目線」の語り

口と完全に方向性が一致する。戦争を裁き、人々に罪を知らせることのできる人間の位置に自らを置くことと、

「反戦」を語ることとは全く別である。しかし、ある種の高邁な詩人たちにはしばしば混同されやすい、最も陥

り易い罠の一つである。



同じくかつて「詩と思想」の編集長を務めた葵生川玲の「アメリカ二態 」は極めて目をひく作品である。1作

目の「統計」は数値だけを並べ、その数値に語らせるという形を取っている点において。2作目の「契約」は、

アメリカ防総省が16099個発注した商品の形態と契約日・納期・仕様・名称・目的等を「羅列」する形を取って

いるという点において、殆ど従来の詩の流れの中においては異様な作品であると言える。

アメリカ二態

葵生川玲

統計

（1）12％

（2）30％

（3）40％

（4）17％

（5）50％

（1）アメリカの人口に占める黒人の割合。（2）湾岸に派兵されている米軍に占める黒人兵士の割合。

（3）同じく、非白人兵士の割合。（4）同じく、女性兵士の割合。

（5）同じく、女性兵士に占める黒人兵士の割

（6）29・6％

（7）25％

（ 6）アメリカにおける16～19歳の黒人全国平均の失業率。（7）同じく、15～25歳の黒人男性の、銃

撃も含んだ暴力行為ならびに麻薬など反社会行為で死亡する割合。

＊

（ブッシュ政権は、黒人兵の比率が高いことを「志願制」 であるからと、問題にしていない。）

（E・J・キャロル提督は、「富と力を持つ人々が決定をくだし、貧しい若者たちが戦わされる」と語っ

ている。）

契約

契約日 一九九〇年十二月十一日。

発注者 米国防総省。

数 量 一六、〇九九個

仕 様 全長七フィート十センチ（約15cm）、幅三十八 インチ（6cm）、深さ六インチ（15cm）、

六個の金属製リングファスナーが縫い込まれている。

製 造 ニュージャージーの工場で、 一九九一年一月十 日から生産開始。

納期 一九九一年三月一日。

品名 「ボディバック」 （別称、遺体収容袋）

＊

（一九九一年二月十八日現在迄の、米軍の死者の総数は 十四名。同日、ペンタゴンとリヤドの米中央軍報

道官は、 地上戦への準備はほぼ完了したと発表した。）

（ボディパッグの到着する、デラウェア州マンドーバー 基地は厳しい報道管制下にある。悲惨な死体を

国民と世界に知られたくないという、当局の考えによるものだ）

＊詩集『時間論など』 （視点社）発 行から。 一九四三年生まれ。

『葵生川玲詩集成』〇三年 一月刊がある。

日本現代詩の最も「乾いた」詩集のひとつに谷川俊太郎『定義』を上げることができるが。この『定義』では、



いかに正確な描写が可能かが実験される。いわば詩的スケッチの実験といった趣がある。しかし、葵生川の作品

の中には、書き手個人の描写を競うという点すら感じられない。単純に「選択」意識のみが全面に押し出される。

前者には〈（ブッシュ政権は、黒人兵の比率が高いことを「志願制」 であるからと、問題にしていない。）（E・

J・キャロル提督は、「富と力を持つ人々が決定をくだし、貧しい若者たちが戦わされる」と語っている。）〉

後者には〈（一九九一年二月十八日現在迄の、米軍の死者の総数は 十四名。同日、ペンタゴンとリヤドの米中央

軍報道官は、 地上戦への準備はほぼ完了したと発表した。）（ボディパッグの到着する、デラウェア州マンドー

バー 基地は厳しい報道管制下にある。悲惨な死体を国民と世界に知られたくないという、当局の考えによるもの

だ）〉という解説が辛うじて添えられ、それによって羅列された数値や情報の「意図」が明確になる。この方法

は、既製品をピックアップするという行為そのものを「芸術」という行為にませ高めたマルセル・デュシャンの

レディ・メイドを想起させる。

この作品は「詩」のあり方からかけ離れた「散文的」ー散文的とすらいえない羅列的な方法によって構成され

るが、僕は本稿で挙げた作品の中では群を抜いて「反戦詩」として秀逸であると思う。既に何度か挙げた大岡信

の「現代詩詩論」の中に〈中野重治や小野十三郎こそ、シュルレアリスムにめぐりあうべきではなかったのかと〉

という言葉があるが、少なくとも「アメリカ二題」において社会派詩人である葵生川玲が詩的実験の方法を見事

に取り入れ、社会派と詩的実験とが融合している点をここに認めることができる。この作品はすでに30年近く

前に書かれたものである。しかし現在でも反戦詩を書くのであれば、この方法と水準とを超えない限り「後退戦

を強いられている」と僕は感じる。

ただ、この詩にも大きな危険性はある。それはこのデータの出どころである。つまり著者自身が苦労をして調

べ上げたオリジナルデータだとするとこれは称賛に値する。しかし、このデータが新聞の論説に出ていて誰かが

問題にしていた元データだとすればこの詩は、その論説をなぞったにすぎない。僕はどちらかを知らないので、

一般的な可能性として触れているに過ぎない。

６ 「戦争論21」と「反戦詩序説」

本稿では戦争のことを書いて来た。それですっと遠い頃、樋口えみこの「ぺんてか」に「戦争論21」という詩

を載せたことを思い出した。後に詩集『春の弾丸』（2004年 草原詩社刊）に収めた詩だが、今読み返しても、

僕自身の「戦争」と「詩」に対するスタンスはあまり変化していない。「僕」と「君」という卑小な世界という

舞台設定の中、「夜ばかり生きる君から漂着する電波のかけら」を感受し得ないことが戦争だと僕は書いている。

何年ぶりかで自分の詩を読み改めて僕は自分の認識を確認している。他人を理解し得ないことがすなわち戦争の

本質である。「手に入れたことがある、手の中に落ちたことがある」君でさえ理解できない。というジレンマは、

恋愛のジレンマではなく戦争の断片である。僕は、その詩の最後でこのように書いた。

新しい祭りがきみのこころを賑わせるころ

岸の向こうで

燐火のように

戦争が始まっているが

君はそれに気が付くこともしない

戦争は常に人の心の中で燐火のように種を宿す。「君はそれに気が付くこともしない」などと書いたがもちろん

僕自身も気付くことがないほどに鈍い。戦争をこのようなものとして捉える時に書く「反戦詩」は異なる様相を

呈するはずだ。

戦争論２１

１

君を探しているうちに

20世紀は暮れました

もはやひとつの戦争です



敵意も憎悪も別にした

新たなかたちの戦です

２

渋谷の英国館というpubに君を探しました

いるはずはないと思ったけれども

もしかしたらそこで

大好きなチーズを食べているかもしれない

そんな幻を探しました

３

ＰＡＲＣＯの書店に寄りました

女子高生の膝裏が

平積みにされていた写真集の高さと同んなじ具合でありました

外気と２℃以上違うと異常な不快を感じることを

立ち読みした「日本医学会臨床実験レポート42号」で知りました

でも君は来ませんでした

４

東急ハンズにも行きました

そこでは人を殴るためのとんかちがあればいいと思いました

当たり前のことながら

そんな物騒なものは売っておらず

たんじゅんに釘を打つ手立てのためのそれが10種近くもありました

こんなに余分なものばかりあるのに君はいませんでした

５

いけない気持ちになってファッションホテルに入りました

空いていたすべてのへやの鍵を買おうと心に決めました

３部屋しか空いておらず

気抜けしました

しめて１万９千円はお得だと思いました

すべて同じ階にあるのに

同時に入ることはできませんでした

空洞の部屋が２つできました

その鍵をポケットに持ったまま眠りました

６

いいことを思いついて

どきどきしました

どうしてそれに気づかなかったのかと

自分を馬鹿だと思いました

全てが解決されたように思いました

君が見つかるのは時間の問題だと感じました

飛行機に飛び乗っていました

７

はじめて君をみたＹのホテルの部屋に走りました

まだ電話のベルが鳴っていました

急いでそれを取りました



ぎりぎりで間に合いました

きみはもう一言も話すことは

しませんでした

君ではなかったのかも知れない

誰かの息づかいは

確かに感じました

８

子猫に顔を触られて目が覚めた夢を見ました

連れて行かないで

と言っているかのようでした

誰を、何処に、

そんな言葉がでませんでした

顔をじっと眺めていると

猫は寝ているのに名前を呼ぶとひげがぴくぴく動く

それとおんなじだね、という声が聞こえました

え、誰が、何が、

と聞いたとたん夢の匂いが消えました

９

仕方なくからおけ宿に行きました

変な名前だと思いました

壁にはやはり変な絵ばかりが張られていました

宇宙から来た知らない人や

動くものや

円盤などが矢鱈に渋い色でありました

こんなはずはないと帰ろうと思いました

10

そのころ彫刻の仕事がたくさん入っていたので

もうどうしようもなく焦っていました

それでも

どうってことねえやと強がっていました

君を探すのが仕事か

君を探すための仕事か

自分でも分からなくなっていました

きっぱりと彫刻の仕事を止しにしました

11

知らん間にＯＳＡＫＡに来ていました

超でかい観覧車ができていました

早速乗ろうと思ったとたんに汗が噴き出ました

一緒に乗った女の子が

魔法の絨毯と呼ばれる絶叫マシーンからずり落ちた日から

10年以上も忘れかけていた惧れがよみがえりました

君がそこにいるかもしれないという思いを

無理に消して急ぎました

12

もう一度部屋を探しました



どうして部屋にこだわるのか

理解できなかった

それは前々から決まっていたような

それとも

夜ばかり生きる君から漂着する電波の

かけらなのか

13

マーケットみたいな場所を歩きました

たくさんの人がいるのに全部同じ色の顔を持っていました

何を売っているのかと覗き見ると

変な色の小さな花束でした

これを撒くと夢が生まれるのです

と売り屋の聾唖者が言いました

そのとき人込みの中にちらっと君の横顔をキャッチしました

夢の種を買うのも放って

全速力で地下道を駆け昇ったのに

すべては徒労に終わりました

14

三人の旅人がゆく手に言葉を紡いでいました

ひとりは以前に僕が旅に出るのを止めにさせた

因縁深い老婆でした

もうとっくに死んでいるはずなのに不思議な気がしました

もう一人は胸を患った後捨てられた可愛そうな女でした

三人目が君で、

手招きをしました

15

夢の最果てにまで来たことを自覚したので

踵を返しました

随分早いお帰りじゃないですか

と「目利き」の奴が冷やかしました

16

「目利き」は「愚鈍」と一緒に

デパートメントストアーを始める計画を持っていたのに

「愚鈍」がその名の通りあまりにも「愚鈍」なので

ひとりで路上独立コンビニ経営に乗り出したのでした

「目利き」は文字通り「目利き」だったのに

それなのに恋の面では

また性懲りもなく

嘘の言葉に魅せられるのでした

17

インディアに行きたい

と君が言った

なんだか文法的に不思議な心持がするよと

正直に感想を言うと

ジェットマシーンのように君は喜び始めて



機密文書の束をすぐさま手渡してくれた

たしかそうでしたね

18

あれからもう一周しただなんて

どうして信じることができるでしょうか

空騒ぎの後の祭りとこちら側では胸騒ぎ

蠢き始めた号砲と仄かに匂い始めた硝煙の黒い香りを

あ、そら、はやく戻らなきゃ、２周目が始まってしまいます

しかも螺旋階段を降りて行くようにさ、

そうなれば君の晴れやかな

さわやかな上昇志向が焦げ付くことになる

19

君を手に入れたことがある

君の手の中に落ちたことがある

それが永遠につづくというのは

誰に対する戒めか、

何を判断基準に淋しんだりしていたりするのか

20

さて、もうどうしようもなく行き方に疲れたならば

どこかに隠れることにする

もともと全てが大嘘の

ちょいとした小道具を左から右へと動かし

やばくなったら幕を下ろして居場所を変える放浪癖の賛同者

灼熱の言葉がない所には

生きてゆくことができないのだ

機密の文書を受けたのも

裏返しに伏せたのも、ただそれだけが理由

たったそれだけ

21

戦争が始まる

痛み分けた敵と

子猫

そして新しい敵

君の領分

の

描き換えられた地図は

旧敵の手に渡ることなく

新しい祭りがきみのこころを賑わせるころ

岸の向こうで

燐火のように

戦争が始まっているが

君はそれに気が付くこともしない

さて、本稿はそもそも僕の短詩「戦争」に対するヤリタミサコの「反戦の意思を明確に」というリクエストに

対して書き始めたものであった。ヤリタミサコは栞文の最後で次のように書いた。



平居謙は「鼻歌でも歌うように詩を書く」と語っていた。そういう平居の詩の世界は、オープンマイン

ドで多くの読者を受け入れる。が、喪失体験やウツなどでどん底感覚のときに、明るすぎる光は目に痛い。

だから、暗黒の中でわずかに感じる程度の光、といった作品もあってほしい。平居謙にはまだまだ使って

いない潜在的な能力があるはずだ。弱気で微弱な、声にならないかすれたつぶやき声のような、他者から

読み取れないような、平居さんらしくない詩を見てみたい。

「戦争論21」のごとき旧作を示すことではヤリタミサコのリクエストに答にはならないだろう。それだから試み

の一つとして、ほんの第1歩として本稿と同じ「月刊 新次元21号」に、平居謙 ディフェンデイング・ポジション

（反・反戦詩小詩集） も掲載したので併せてご笑覧いただければ幸いである。

2019．2.28 平居 謙


