
 

ことばを そっと おしひらく  

――８月から９月の間に出会った詩  

 

                         青木由弥子  

 

 

 南西諸島に縁の深い同人たちが集う詩誌『KANA』24 号を頂いた。同人の高良勉が編集

する『山之口獏詩集』が岩波文庫から公刊されたこともあり、特集は山之口獏である。茨

木のり子をして精神の貴族と呼ばしめた、平易で優しい言葉で語る哲学者。肩ひじ張った

言葉や、背伸びした学究用語を決して使わなかった永遠の庶民派でもある山之口獏の詩が、

多くの人に読まれることを願いつつ、今月は「平易」ということについて、考えてみたい。  

 まずは、『KANA』に掲載されている、文化人類学者としても知られる今福龍太の詩「水

の寓話」から。９ページに渡る長さの詩は、注記に（「けえらんねえら 唄いじょうら」

の会にて即興朗読 2016.12.7）とある。前半は、唄うテーマをある程度決めていたらしく、

物語性が強い。後半は、前半の物語、伝承を受けながら、水の持つ象徴性、共同体や心と

の深い関わり、いのちの水への想いに触れていく。  

 

そのインディオは  

川に 樹木から抽出した毒を流しました  

魚をとるためです  

しばしの沈黙 オオハシの鋭い鳴き声  

やがて毒水にあたった魚たちが浮いてきます  

一日に必要なだけの魚を かれらはこうして手に入れました  

 

でも川はインディオにとって命の飲み水であり  

自分たちが毒にあたるわけにはいかないのです  

そこではたらくのが「虹の知恵」  

魚を確実に殺し 人の命までは奪わない  

微妙に 繊細に配合された植物の毒  

それはつまり共同体の維持を成り立たせる精妙な薬  

毒と薬をあわせもつファルマコン  

自然と文化のあいだの小さな違いをコントロールする野生の技芸  



 

インディオはこれを「虹の知恵」と呼びました  

虹はいつも雨のあとの天空で  

半音階の音楽のように  

小さな間隔のなかですべての色を鮮やかに表現していました  

水はそんな虹のような知恵のグラデーションをはらんだエレメント  

日々変化する媒質  

インディオは水の霊媒と対話するすべを心得ていました  

 

宮沢賢治が教えてくれた毒もみの秘法  

山椒の皮を春の午（うま）の日の闇夜に剥ぎ  

乾かしてから臼でつよくつく  

目方一貫匁（いっかんめ）になったら  

天気のいい日に  

モミジの木を焼いてつくった灰七百匁（もんめ）とまぜる  

これを袋に入れて水の中へ手でもみ出す  

カラコン山の氷河から出た清冽な流れ  

そこに灰色の粉をもみ出すと  

魚はみんな毒を飲んで  

口をアブアブやりながら  

まっ白の腹を上にして  

浮かび上がってくるのです  

アップアップ  

賢治語ではエップカップ  

魚の誘惑者  

こんなに楽しいことはありません  

繊細な虹の知恵を使って  

生と死のかすかなはざまに侵入するのですから  

 

毒もみは国家によって禁じられました  

国家は虹の知恵を敵視するからです  

 

ひとつの教訓  

水はいつも純粋透明というわけではない  

清濁合わせ飲むものこそ野生のいのち  



清は濁を含み  

濁こそが清の本質  

しかしそれは汚染とはちがう虹の原理  

水のなかに心地よい半音階の旋律を与えること  

水をさらに豊かにすること  

命に陰影を与えること  

ありがたく 自然の恵みをいただくこと  

 

ところがあるときとんでもないことが起こったのです  

毒もみお千という女がミナガノ川に現れました  

お千は灰色の粉のかわりに真っ黒な汚泥を川に流し込み  

魚だけではなく 人間もまた エップカップ  

その瞬間 お千は男になり  

この身よりの無い哀れな孤児は  

虹の知恵を持った母を忘れ 祖母を忘れ  

国家と技術を親代わりにして  

水を水ならざるものに変える仕事の奴隷となったのです  

お千の いや「汚染」の歴史の始まりでした  

（以下略）  

 

原発の汚染水、有機水銀やカドミウムなどによる水の汚染、汚染がもたらす共同体の崩壊

などのイメージを暗示しつつ、女性性の原理（母、祖母）――その日の糧に足るものを、

大地から得る――から、男性性の原理（男、国家、技術）――資本主義的欲望の増大、科

学技術への過信――へと切り替わっていく人類の歴史を、虹の知恵を忘れた歴史として捉

え直す。「虹の知恵」は、魚を取る毒に留まらない。共同体を維持する為に工夫された、共

同体の体験や経験の中から自発的に生み出され、伝承されてきた知恵であり、毒ともなり、

薬ともなる微妙な匙加減の妙、生きる知恵全般についての喩ともなっている。（それは地域

への帰属意識を高めるがゆえに、国民の帰属意識を高めようとする国家には目障りなもの

でもあろう。もちろん、地縁、血縁が個人に強いる束縛や抑圧の問題もあろうが、今、こ

こでは、それは問題とされていない。）後半は、水、に託して、共同体が育んできた「虹の

知恵」の再来を祈るような唄に、変容していく。  

〈むかし、シマの人々は正月の朝はやく／集落の泉イジュンゴに／水を汲みにいくのが習

わしでした・・・家族はみな「生まれジマの水」をありがたくいただきました／ときの蘇

りに 命の蘇りに この水はどうしても必要なのです・・・その水の記憶をひとは生涯持

ち続けるのです〉  



〈ユタとしての自分に目覚めて七年／彼女はようやくほんとうのユタ神になる／その七年

祭のとき 彼女は／神から告げられた自分の水のある場所に行き／祈り 水を浴び 身を

清める／神歌を歌う／そのとき／水が彼女を神にする／水が神である／水の流れが彼女の

なかに浸透し 力を伝える／知恵を伝える〉  

〈くるだんどに翳る空から／雨は降り／水は流れ／水は溜まり／水は湧き／水はネリヤの

涯てへと落ちていった／この水の姿を真似るように／ひとは心震わせ／流れ 移り住み／

涙を溜め／希望を湧き立たせ／ついに魂の彼岸へと還っていった・・・すべては水の模倣

／そのゆらめく運動への まったき帰依〉最後は真言や唱え詞のように閉じられる。  

 

スマヌニーヤグミ  

ズヌニーヤグミ  

 

トートガナシ  

アリガッサマリョウタ  

 

聞き手がそこにいる、朗読、朗誦である、ということ。即興であるがゆえに、その場の空

気を巻き込み、取り込んで、言葉が高揚していく、ということも含めての「わかりやすさ」

であり「聴きやすさ」であり、音声としてすぐに消えるからこその反復の多用でもあるの

だが・・・内的な律動や呼吸、意識の高まりがダイレクトに伝わって来る。天地を巡る水

が命を育み、そこから人もまた命を得て、時の巡りの中に消えていく。耳で聞く言葉、そ

の力を、改めて考えたい一作と感じた。  

 

 耳で聞く。それは、目の不自由な方にとって、どれほど大切な「読書」の方法だろう。

朗読ボランティアや録音ボランティアの方々の活動も近年盛んになってきていることが嬉

しい。目の不自由な方が、自ら「読書」をする一助となるために、点字ボランティアに従

事している方々も増えている。黒木アンの第一詩集『ウィル』は、５７篇の詩に加え、点

字詩 8 篇が併載されている。  

 寄贈頂いた折の封筒も、一面に点字が打たれていた。点字雑誌の再利用とのこと。埼玉

県越谷市の就労継続支援 B 型事務所で働く視覚障碍者、知的障碍者、精神障碍者、出版社

（虹色社）による共同作業との言葉が、ズシリと重い。  

点字詩は、点訳用のカタカナに訳されたのち、拡大機を利用して弱視の方がパソコンに

打ち込み、事務所スタッフが調整、全盲の方に確認作業を依頼。一枚一枚、用紙をセット

してプリントアウトする、という手間のかかる繊細な作業を、軽度の虚弱体質の方が担

当・・・という経緯を経て生まれたとのこと。点字詩部分は、活字ページの上に、トレー

シングペーパーに打ち出された点字訳が重ねてある。視覚障碍者と、視覚には課題を負わ



ない者が、並んで一冊の本を、同時に読むことができる・・・そんな「読み方」を想定し

ないと、生まれない発想かもしれない。共生の思想。帯やカバー、見返しにトレーシング

ペーパーや部分的な透かしを活かした、外間隆史の装丁も見事。  

 

点字詩の重ね具合の美しさ        帯、見返しの白丸部分の透かし紙  

 

 点字詩以外の詩の分量が多いことが、少し気になった。かつて、ソノシートなどが付さ

れて、朗読を聞くことができた詩集や絵本があったが・・・視覚障碍の方が、この一冊の

厚みを手にした時、点字詩以外の部分を耳で聴きたい、と願うのではないだろうか。かえ

って、切なさを覚える結果を、もたらしはしないか・・・。最近は、図書館などでも朗読

ボランティアや録音ボランティアが活動している。ユーチューブなどの活用も含めて、よ

り総合的な「詩の届け方」を模索していってほしい。点字詩の「１０１０詩書」（てんて

んししょ）の冒頭、「真珠のような／一点の／はじまりの／たった／ひとつが／あつまって

／雪がふるように／降りてきて／真っ白になっていく／それを／なんと呼べばいいのだろ

う／あなたの／その／一点を」も印象に残ったが、やはり点字詩より、タイトルポエムの

「ウィル」を引用する。点字訳の関係上もあるのだろうか、短い改行で記されているのだ

が、紙幅の問題もあり、ここではスラッシュを用いた。  

 

とがめられるウィルよ／言ってやれ／聴覚と嗅覚だけで／越えることなど／たやすいと／

私が／絶望しない限り／まだ生まれぬ未来は／万物のなかを／駆け巡るのだから  

 

語り伝えようもなく／過ぎた哀しみ／それは季節の点景／とどまればいい／熟れた果汁の

一滴で／青い実にはない／憂いのある酸味でもある  

 

すべては／一滴からはじまって／哀しみを溶かすために／海ができ／忘れないため／砂漠

ができた／ときおり風が吹くのは／海の記憶で／波模様を描く／神様からの伝言  



 

貝のある砂漠がある／そこはかつて海だった  

 

大海に放りだされた音／張り裂けた物語／忘れちゃいけないと／貝にしまい込んで／凪の

日だけ／鳴りだすらしい  

 

多くを越えさせる／凪になれ／穏やかになれと  

 

今日もいくつかの貝が／ひらこうとする  

 

ウィル、は、意志をイメージする will であると同時に、ウィリアム・テルのような、人名

を思わせる言葉でもある。  

 

聴覚、嗅覚、触覚。他にもうひとつ、大事な感覚がある。味覚はおよそ快感をのみもた

らすが、調理の過程は快も不快も混濁している。自身の味覚を満たすため、というより、

むしろ他者の味覚を満たすための調理に従事する者も多いだろう。調理の過程を描いた、

印象深い作品を二点、紹介したい。まずは、はずむような言葉の律動が印象的な、原田も

も代の『御馳走一皿』より、タイトルポエムを。  

 

肉の塊りには皮がついていた  

この豚が生きている豚だった証しの皮膚  

皮膚を透かせて  

こわい毛が生えていた  

 

ベーコンにも皮がついていた  

すべてブロック 塊りだった  

薄切りなど店にはない  

頭のない豚が太い鉤で吊るされていた  

 

頭はショウウインドウで  

客を見つめる  

躰を無くしたことに気がつかず  

無邪気な目で  

私を見る  

 



ぶら下がった豚の身体を  

切り取り 計り 買ってきた  

ロース 肩肉 あばら肉  

あばらには骨が並んで付いていた  

無くしたなにかを抱くかたちで  

 

まな板の上で  

皮をそぎとり調理した  

毛の残る皮は厚く 固く  

包丁を意地でも入れまいと突き返す  

皮の下の脂肪もまた  

執拗に刃に取り付いて  

切られることを拒んだが  

 

ほうれん草の原っぱに  

人参の花を咲かせましょ  

大好きな泥浴び用の  

グレービーソースを用意して  

 

いただきまぁす  

 

自らの死を、理解していないかのような、かつて生きていた「躰」を、食べるための「肉」

に切り分ける。まな板の上での格闘は、調理を拒む豚の意志のようでもある。〈包丁を意地

でも入れまい〉とする豚「肉」に、意地でも調理してやる、と立ち向かう人間の意志。最

終二連の、ブラックユーモアも含んだ軽やかな笑いは、「肉」を生きていた時の「体」に戻

す、再び野に戻すための、どこかままごとのような供儀でもあると同時に・・・しじみを

喰らう自らの笑いを〈鬼ババの笑い〉として飲み下す、石垣りんの笑いを呼び覚ます。人

は食べねば・・・喰らわねば生きていけない。賢治のヨダカのように、喰らうことをやめ

るわけにはいかないのだ。ワニの空涙と言われようとも、せめて〈大好きな泥浴び〉を最

後に楽しんでもらおう、野に遊んでもらおう。そうして美味しく頂いた豚「肉」は、私の

「肉」に、私の「体」になっていく。  

 

 調理に伴う破壊と混交、素材を作り変える、変容させる、という過程。ナマでは食べら

れない、あるいは、素材そのものの味に過ぎないものを、美味しく舌にからみ、お腹と心

を快感で満たす官能へと誘うもの、と言い直すなら・・・それは、ひとりの人間がドラス



ティックな変容を遂げる瞬間へのアナロジーそのものとも言えるだろう。  

 葉山美玖の第一詩集『スパイラル』の巻頭に置かれた「Chiffoncake」は、丁寧な制作

過程の描写と官能的な魅惑とが重なり、少女から大人の女性への変容が見事に活写されて

いる。  

 

したたる音  

茶色いメープルシロップの  

まだ蒼いバナナの房の  

滑り落ちる  

ボウルに  

バターの傲慢が融けてゆく  

白砂糖はよろこび  

黄身の唇が歪み  

粉々になる  

塊  

清冽な卵の殻が  

罅割れてゆくプライド  

卵白の恐れは泡立ち  

ハンドミキサーのモーター音がびりびりと響いて  

ふるわれた小麦粉は軋み  

ホイップクリームは踊り  

膨らんでゆく  

どろりとした素材が  

銀色のステンレスの型に嵌め込まれ  

やがてターンテーブルは  

回旋曲
ロ ン ド

を重ね  

リフレインのように  

ラム酒の滴りが欲望をかきたて  

チョコレートの破片の混ざり合った  

Chiffoncake 

が  

女が  

完成する  

蜜の匂いが  

キッチンに充満し  



私が  

壊れる  

お  

と  

甘き香りの扉が開く  

 

少女であった「私」が「女」に変貌していく。〈まだ蒼い〉バナナのイメージ、〈傲慢〉や

〈プライド〉が一度壊れ、再生されていく過程は、蛹から蝶への変容を思わせる。〈黄身の

唇〉は、君との掛け合いだろうか。〈チョコレートの破片〉の呼び覚ます、甘さと苦さのイ

メージ、破片、という言葉の鋭さ。  

『スパイラル』には、他にも明石焼き、たらこと大葉のスパゲッティ、桃色のロースト

ビーフ・・・次々と味覚を刺激する食べ物が登場する。中でも秀逸なのが、ひらがなの官

能性とやわらかさを活かして綴られた「六月」と、居酒屋での食事を響かせながら、二人

で過ごす高揚感に満ちた時を描き出し、朝食のベーコンで締める「揺れ、（る）」だろうか。

「揺れ、（る）」は、踊るような行分けの律動と、畳みかけていく散文のメリハリのきいた

切り替えが心地よい。ここでは「六月」を引く。紙幅の関係で、スラッシュを用いた。  

 

こまつなとだいこんをきざんで／かつおのだしをとって／あさのみそしるにいれる  

 

はまぐりごはんをひつからよそって／あなたにこんもりめしをもる／はしをふたつならべ

て／ゆうべのみぞおちをかくす  

 

あえかにいんかくがなみうっている／またあめか／いつまでふるか  

 

ゆびきりをしたひとのやきもちが／ひそかにうれしく／またいちまいかわをぬぎすて／わ

たしはあでやかなへびになる  

 

平穏な朝の食卓。雛祭りの祝い膳に蛤は欠かせないが、さりげなく置かれた「はまぐりご

はん」にも、古来からの願いが込められているように思う。文語の使用やひらがなの詩行

に埋め込まれることによって、呼称から生々しさが削がれ、幸福な性／生の余韻がほのか

に立ち上がる。  

 『スパイラル』には、「六月」の他に、詩集中央に配された「おんな浪裏」、終盤に置か

れた「晩夏」と、三篇のひらがな詩が収められている。「おんな浪裏」は、二股、あるい

は不倫を思わせる男の身勝手さが淡々と描かれ、切なさが胸に迫る。  

〈わたしのおとこがほれている／おんなのにっきをよんだ／しきゅうがほしかったとい



う・・・わたしはめを／しばしばするまでないたあと／じぶんのこわれたらんそうにふれ

た・・・くすりまたくすりづけで／もうあかごのうめないまたぐらにふれた／おとこはそ

のおんなに／わたしがしっとしたらゆるさないといった／なんというみがってだと／そう

はくになったあたまをかかえ／おとこのおくってきた／めーるをまたかくにんした／わた

しがはなれていったらしぬという・・・〉  

 「晩夏」は、〈いればになったちち〉と過ごす、祭りの一日。〈わたしをおもいどおりに

／まもっていたこのひとの／かたはどんどんちいさくなる〉という終連が、時の流れ、想

いの行く末を静かな景に凝縮している。構成も含め、詩集全体を通じて『女の一生』とで

もいうような、ひとつの虚構――フィクションであると同時に、折々の感情を反映した真

の景――が立ち上がってくる。  

 

 ひらがなのみではないが、ひらがなの多様と、意図的に平易な言葉使いを用いて綴られ

た印象深い作品にも出会った。河邉由紀恵が詩誌『どぅるかまら』２２号に寄稿した「ふ

くろ」  

 

せんせい、おげんきですか  

おかあさんが先生にてがみをかきなさいというので  

毎日のことをかきます  

 

わたしはいつも庭のすみにしゃがんで、ちいさな草を手でぬいています。  

スズメノカタビラはぬきやすいけど、ちどめぐさはぬきにくいです。  

はえたばかりの草たちをこうやって、むしってころしているのがこわいです。  

しんだちいさい草たちを、とうめいなふくろにいれました。  

草たちのはあはあというさいごの息でふくろはぬれました。  

 

つぎの日はのびたつるバラをはさみで切りました。ほそい骨のような枝を  

はさみで切ってゆくうちに、うしろの方にすこしふとくて、なまのような枝が  

ありました。へびかとおもってこわかったですが、おんなの人の足のようだった  

ので、どうしようかとおもいましたが、やっぱり足のところをきりました。  

骨のような枝たちを、ぎしぎしと折りながら、ふくろのなかへおしこみました。  

あの、おんなのひとの足もありました。  

 

そのつぎのつぎの日も、庭ぜんぶくらいに、ゆらゆらゆらと草はふえました。  

つるバラの枝もまだまだのびて、ふくろはちいさい子たちの息や、おんなの  

ひとの悲鳴ですこしずつ、大きくふくらんでいってます。ほんとうです。  



 

おかあさんはわらいますが、わたしはこわいです。  

はやくふくろを火曜日と金曜日のゴミの日にだせばいいのに  

おかあさんはふくろをほったらかしにしてどこかへ行っています。  

たぶんおとこのひとのところです。  

 

でも、わたしは、あしたくらいに黒やちゃ色やぶちの、のら猫たちがきて、  

ふくろのすみのほうをやぶったりして、なかから、ちいさい子たちの  

髪のたばがでてくるから、おんなの人の、なまじろい足がでてくるから、  

ほんとうにほんとうに心配です。  

 

 せんせい、どうしたらいいですか  

わたしはつかまってしまうのですか  

せんせい、毎日がくるしいです。  

 

子どもが記す作文のような、手紙のような文体。その文体の素朴さが、リアリティーとな

って迫って来る。子どもの頃に持っていたはずの、自然との共感力、無際限に想像力を働

かせる、奔放な精神力。大人である〈わたし〉が、その頃の感受性を呼び覚まされた体験

が、根底にあるのかもしれない。  

作品の中では、〈わたし〉は小学校の低学年くらいに設定されている。おそらくは女子児

童の、鋭い感受性が捉えた母が「女」になる瞬間への眼差し。切り取られる〈おんなの人

の足のよう〉な枝は、母の足を切り取ろうとする、〈わたし〉の深層心理であるのかもしれ

ない。草むしり、枝の剪定、その行為の最中には、意図的に忘却されている（意識の隅に

押しやられている）草木もまた、命ある生き物だ、ということ。その生き物の命を絶つ、

ということへの根源的な畏れが、子どもの視線を通じてじわじわと伝わって来る。  

 

植物の命、植物の息吹を感じながら、あえてそれを貪る・・・そんな言葉にならない感

情を掬い取ったような作品にも出会った。詩誌『みなみのかぜ』２号に掲載されている、

豆塚エリの「夏が終わっていく」  

 

葡萄を食べる  

果肉をつぶし  

指を汚し ブラウスにしみをつくり  

汁を舐めとり  

そうするばかり  



種を失った実は  

甘ければ甘いほど病みつきになる  

もっと欲しくなる  

爪に詰まっていく赤  

 

蘭は無関心を決めてかかり  

キッチンの柘榴が口を歪めて笑う  

ひとつがそうなってから  

次々に腐っていく林檎  

サボテンは保身に夢中  

サンスベリアは息を殺す  

 

自由という不自由  

選択肢なき幸福  

思考せぬことの快楽  

四角い部屋に満たされる空気は  

エアコンプレッサが管理し  

低い駆動音が静寂を支配する  

 

ひたすらに葡萄を摂食する  

口元を拭い 甘い汁を舐める  

陶器の皿も白いテーブルクロスも  

黒ずむ赤へ  

 

奪えば失わずに済む  

ただそれだけのこと  

ただ それだけの  

 

種、は、命の源でもあり、同時に――リルケ風に言えば――人の裡に生まれながらに胚胎

している、死の種でもあろう。黒ずんだ赤、肉体や血を思わせる色。たったひとつの腐っ

た林檎が、周囲の林檎を腐らせるように、なにかがじわじわと進行していく予感。その予

感を振り払うように、ひたすら、甘い果肉を貪る。周り中を血のような赤で汚し、手の爪

を赤に染めながら。サボテンもサンスベリアも、傍観者の他者を反映しているようにも見

える。エアコンプレッサの駆動音が響く〈四角い部屋〉に封じ込められている感覚、じり

じりと身を焼く焦燥感が、ひしひしと伝わって来る。  



最後に、私も「キュレーター」として関わっている、現代詩投稿サイト B=REVIEW に、

９月１日に投稿された、ハンドルネーム「まりにゃん」さんの作品を紹介したい。  

作品そのものと、その作品に対する私のコメント（観賞）の一部を載せてみる。  

 

道へ  

 

それぞれのはじまりについて、わたしはなにもしらない

が、はじける泡の生じるさまを眺めるくらいはしていた

はずだ  

 

（星々の獣道）にたって、草木の靡くのに耳をすませて

いたのだったか、蜜蜂や蝶の描くおぼつかない風の起こ

りを嗅いだのだったか、いずれにしてもこまかな粒のそ

の内側へ、封じられた声を辿って虹はたなびき、いや、

蛹や繭が雨露のあたたかさに揺すられたのか   

 

やがて櫻の葉のふちに指をそわせ、蟬が啼くのにくすぐ

られた胸に、桃や枇杷の種を宿す   

 

鶯の歌も、遠い街の花火も、幻想は波のうえでだけ舞う

のであって、乾いた土が濡れるのはただ、紙片がめくら

れつづけるからだ   

 

狸を見たか   

はたして陽炎が産毛に抱かれる日に   

かれらの瞳は走ったか   

 笹笛をさずけて

 

※掲示（http://breview.main.jp/keij iban/index.php?id=674）では、横に広がる形になって

いたが、作者が、本文２５文字揃えで作成したのだが、転記する時に形が崩れてしまった、

とコメントしていたので、勝手ながら２５字揃えにしてみた。  

 

「道へ」は、未知へ、歩み出す者への想いでもあろう。以下は、作品に対する、私のコメ

ント。他者の批評部分に関わる部分や、他者の批評そのものは省いている。  

 

http://breview.main.jp/keijiban/index.php?id=674


（星々の獣道）は、どなたの詩篇からの引用句でしょうか・・・星が、哺乳動物のように

葉陰をかすめて行き過ぎるようなイメージがありますね。 〈草木の靡く〉という触覚に〈耳

をすませ〉る。触れて来る気配を、聴く。〈蜜蜂や蝶の描くおぼつかない風の起こり〉を、

肌で感じ取るものを、嗅ぐ。ある種の共感覚、と言えばよいのでしょうか。音のイメージ、

触覚のイメージ、匂いのイメージを、セロファンを重ねるように重ね合わせていくような、

不思議な空間が立ち上がって来る気がしました。  

〈はじける泡〉という、何かがふつふつと沸き立って、生まれて来るようなイメージ。   

〈こまかな粒〉という、卵や種のような、原初的なイメージ。  

その粒の〈その内側へ、封じられた声を辿って虹はたなびき〉この部分は、たしかに観

念的、抽象的とも言えそうですが・・・原初的な粒子から何かが生まれ出て来る、その瞬

間を映した動画を、逆再生しているような、不思議な感覚がありました。そのすぐ後に〈蛹

や繭〉という、具体的になにかが生まれて来る、その直前の姿が描かれる。この〈蛹や繭〉

は、その直前に記された〈蜜蜂や蝶〉の生まれる直前の、姿でもある・・・ここでも、想

像力によって映像が逆回しされているような、時間を遡行していくような感覚を覚えます。 

それから一行アケがあって、葉桜の季節が過ぎ、蝉が命の限りに鳴き交わした夏を経て、

桃や枇杷の実が、種（リルケ風に言えば、死の種でもある、わけですが）を胚胎しつつ、

官能的な実りの季節を迎える。ここは、実際の時間軸に添って時間が流れていきますね。 反

転していた時間、ゼロに向かって流れていた時間が、〈はじまり〉を迎えて、今度は折り返

していく。  

鶯の早春、遠花火の晩夏・・・〈幻想は波のうえでだけ舞う〉この幻想は、過去の景を、

今の夢想の中に呼び覚ます、そんな幻想、なのでしょう。時の流れの中に戯れる、想像力

が呼び覚ます記憶。〈波〉は、時（の記憶）の揺らぎでもあるように思われました。  

〈乾いた土が濡れるのはただ、紙片がめくられつづけるからだ〉この一行も、不思議な質

感を残していきますね。一人一人、読む人によって、受け止め方は異なるような気がしま

すが・・・私は、いささか感傷的に読ませていただきました。一人一人の記憶（が綴られ

ていく、いのちの書物）そのページが風に煽られるたびに、過去の記憶がランダムに現れ、

涙を誘う・・・というような。そんな甘ったるい、センチメンタリズムからは離れたとこ

ろで記された一行のようにも思われるのですが・・・濡れる、紙片（詩篇と音が同じ）と

いう言葉が喚起するのは、たとえば「落葉松」を濡らす雨、心を濡らす雨、余白が既に残

り少なくなった、『わたしの一生の物語』をめくって過去を次々、幻燈のように映し出す風

の気配・・・といったイメージに繋がっていく。これは、私の勝手な「誤読」かもしれま

せん。（レスを拝見して、これからを生きる子供たちのために、その未来を言祝ぐために綴

られた作品、であることを知りました。）でも、暗喩的な多義性を背後に蓄えた一行である

がゆえに、自由に解釈することが許されるだろう、と思う次第です。  

 リアルタイムで、様々な感想、評が同時に見られる掲示板の面白さも紹介していきたい。  


