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 年末の時期には「今年の詩集」つまりは2017年に出された詩集の総括などが出される

のが一般である。しかし、詩集というものは「今年の収穫」などと軽々しく消費されて

ゆくものではなく、じっくりと熟成させて味が出るものだろうと僕は常々思ってきた。 

まあ、そうは言ってもあまりにも古い詩集を出してきても「時評」の意味が失われる。 

そこで、2016年17年刊行詩集雑感（上）として、まずは2016年の詩集を概観した。偶然

昨年はこういった形の概括を関連詩書に掲載しなかった。この「新次元」創刊の直前の

一年に出された詩集を今改めて振り返っておくことは重要だろうと考え、改めて昨年の

詩集をまとめて読み直した。頭を去年に戻してしてお読みいただければ幸いである。今

年（2017年）の詩集に関しては今、まさに「鋭意執筆中」であり、それは2018年1月号に

は載っけることができればいいと思っている。 

詩集はいつ読んでも古びない。否、何時読んでも古びていない内容を所有する書物を

我々が詩集と言い慣わしているにすぎないのだ。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

詩を書くことは、表現の未来を創り出すことだ。 

けれども、「流れ」を知らなければ何が未来かも分からない。それで僕らは、「詩の現

在」が一体どこにあるのかを、必然探し求めることになる。 

2016年も様々な詩集が上梓された。新しいもの、旧態依然たるものさまざまだが、こ

こでは何冊かの詩集の中から、注目すべき表現をとりあげることにしよう。主題を以下

の３点に分けた。 

 

１ 詩的想像力の在処 

２ 日常の卓抜した表現 

３ 社会問題との対峙 

４ 詩論・エッセイ 



 

１・２に関しては出版順に、３に関してはさらに小項目に分けて考察した。 

 

１ 詩的想像力の在処 

①吉増剛造『怪物君』（みすず書房 ５月） 

何と言っても今年注目を引いたのは、吉増剛造だろう。自伝をはじめとした出版物が

書棚に並び、強い牽引力を感じさせた。詩集としては『怪物君』が出されている。ここ

のところ続いている、本文と小さなルビのような活字によって成り立たされる二重世界

に加えて、ミミズが這ったような手書きの文字や、カラーのペインティング頁もあって、

何だかざわざわした印象がある。普通の詩集（とは何だろう）を遥かに超えて、いかに

もアートの殿堂ですよ、という趣が強い。「狂気ぎりぎりのところで成り立っている天 

才」というようなイメージが醸し出されている。  

帯には「詩はここまで到達した！」とある。しかし、よくよく読んでみると、伝達し

ている内容は意外と普通で、突き抜けているという印象はない。というより、豆のよう

な文字が読みにくい。「詩はここまで堕ちてきた！」と言ったほうが帯文としては正確

だろう。詩は、文字がちゃんと読めることが前提だから。ただ、ひとつだけ、心を打つ

言葉を見つけた。「黄泉を折りたたむ」がそれだ。なるほど、彼の詩集の中には、いく

つもの「黄泉」が所狭しとぎゅうぎゅう詰めになっている！『黄金詩篇』の頃のように、

言葉だけで真向勝負してほしかったけれども、それは作者にも読者にも、もう過ぎ去っ

てしまった遠い青春の物語に過ぎないのかもしれない。 
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さよなら、吉増剛造。これまで楽しませてくれてありがとう。 

 

②廿楽順治『怪獣』（改行屋書店 ５月） 

 この詩集は東京ポエケットのブースで対面販売で手に入れたものだ。買いながら、以

前「スターウオーズ」を扱った誰かの詩を息子に見せたとき、「これ、全然面白くない

よ。スターウオーズ素人やな」と彼が言っていたのを思いだして、作者にもそんなこと

を談笑しながら買った。そして京都に戻る新幹線の中で、作者が『怪獣』素人でないこ

とを祈りながら読んだ。 

 

          まったく何も話せない 

          というわけではないが 

                  ダダ 

              といったのか 

                  ただ 

              といったのか  

         早口でよく聞き取れない 

         いいお住まいですね の 

         ですね、しかわからない 

                  ダダ 

        （「四次元住人ダダ」冒頭） 

  

▲三面怪獣ダダ 

 

僕の部屋には、ダダのソフビがカーテンレールにぶら下がっている。詩集『怪獣』に

は、怪獣オタクを唸らせる知識のようなものは現れてこない。けれども、怪獣をよく知

っている人にも「素人じゃん」と言わせない、知識ではない核がある。それを詩的想像

力というのだろう。それによって、ぎりぎりのところでこの詩集の諸篇は作品として成

り立っているように思われる。みんながよく知っているものに関して詩を作る利点と難



しさを内包する方法だ。ちなみに僕は怪獣オタクではない。 

 

③小網恵子『野のひかり』（八月 水仁舎） 

 華奢な印象を与える水仁舎ならではの造本のこの詩集には様々な創造力の発露があ

る。「ぐるり」では「物語」に起点を置き、その遠い記憶の上に詩が展開してゆく。「引

用」によって想像力に点火がなされている。 

 

木をひとめぐりするたびに 

幼子は少女になり 

やがて娘へと育ってゆく 

そんな物語を聞いた覚えがある 

…中略… 

走るのをやめた子は 

不思議なものを見つめるように上を見上げ  

  る 

梢の先の硬い蕾を見ているのか 

輝く雲に気を取られているのかわからない 

（「ぐるり」部分） 

 

    

それに対して、次の「豆畑」では引用の形をとらずに、詩人その人が自らが物語の語

り手となって、奇妙なストーリーを紡いでゆく。それに乗せられるように紙面を流れて

ゆくのが詩集を読むことの快感の一つである。 

 

風に引っ張られて片耳を失ってから、三年ほどたつだろうか。笛作りの仕事を追わ

れて、男は近くの畑仕事を手伝っていた。普段は頼まれた仕事をきちんとこなす。

けれど聞こえにくい耳のそばで言われるといらいらする。 

…中略… 

今年も花の季節が来て、男は山を越えて耳を捜した。 

…中略… 

三つ目の山を下りきる手前に窪地があった。鳥の声がざわめいて、見慣れない花に

囲まれた。敦賀ふさふさ揺れ、蝶のような花、そして莢……ああ、豆の畑だ。花の

ひとつひとつが耳の形に似ている。男は目を閉じた。このこの無数の花のどこかに

耳が隠れていて、鳥語を聞いている。（「豆畑」部分） 

 

 この心地よさは作品そのものに限ったことではなく、一フレーズにもよく反映する。

例えば次の二行のように。 

 

  あの人が喋ると 



  ねこじゃらしが揺れる（「野」冒頭） 

 

 普遍的事実を表現することが詩ではない。その表現によって、普遍性が作り出される

時、それを詩と呼び、その根源を詩的想像力と呼ぶのである。 

  

④大木潤子『石の花』（八月 思潮社） 

 大木潤子の『石の花』を手にした時、僕は驚いた。余白が実に美しく活かされていた

からだ。次のような短い詩句が、それだけで一ページに掲載されていて、しかも右ペー

ジは全部白いのである。それに誰が「石の中にまた石がある」なんてことを考えるだろ

うか。しかし、言われてみると間違いなく、石の中には石が詰まっているのだ。 

 

 
 

 

・石のなかに 

また 

石がある。 

・海の 

小石のひとつ 

ひとつに名 

をつけてほう 

む 

る 

・闇に 

 

 石の花 

 



  咲く 

  

一九九九年に出された『鳩子ひとりがたり』もその二年後に出された『有性無生殖』

も共に 

「饒舌」を旨とするものだったが、この詩集には豊かな「静寂」がある。このことに関

しては、インターネットサイト「詩客」で論じたので「詩客＋大木潤子」で検索された

い。 

 

⑤草野理恵子『黄色い木馬／レタス』（九月 土曜美術社出版販売） 

 二〇一五年の秋、若いころよく通った「詩と思想」作品研究会が懐かしくなって二〇

何年かぶりに行ってみた。その時に、多くの書き手に交じって、とても奇妙な作品を書

く女性がおられた。それが草野理恵子さんだった。その時は、特に言葉を交わした訳で

はなかったが、強く印象に残っていた。その後彼女の詩集を手にして、きわめて濃厚な

詩的世界が展開していることを知った。 

   

  「黄色い木馬」と名付けられたレタス 

  の標本を見るために 

  私は這って窓際まで行った 

  木馬は壜の中ゆっくり降りて私の近くまで来た…中略… 

  息の音に合わせてレタスが踊り出す 

  ずっと昔 幼かった頃 指の先を切り 

  一枚一枚のレタスの間 鮮血が広がった 

  いや あれは私の指ではない 

  誰か 私よりずっと大きくて強い人の…… 

  指 イヤ 腕 いや 頭部 いや…… 

      …後略…（表題作 部分） 



 

 

 

 漫画の世界と言ってもいいほどの、断片的身体把握。いろんなパーツが切れたり引っ

付いたりする。そしてそれはおそらく、詩集に収められた多くの詩篇の中に見られるは

ずだ。ある時は腕が切り取られ、ある時は、足が道に落ちていたり…。それを喩として

捉え、生活上の問題や人生観の発露として分析することも可能だろうし、全くの夢のよ

うな物語として読み飛ばす自由も読者には与えられている。 

いずれにせよ、詩集全編に、息つく暇もないほどにまで濃密な想像力が溢れているこ

とは、僕の二〇一六年の詩的衝撃の一つだった。 

 

 

⑥久保寺亨『白状／断片 Ⅰ～⑱』（十月 銅林社） 

「（白状しよう、ぼくはただ、ほんとうにほんとうのところがどうなっているか、それを

知りたいだけのことであって…」（「白状／断片」Ⅱ）というように「白状」をモチーフ

とした「断片」を繋ぎ合わせた18篇がこの詩集には収められている。考えてみれば、「白

状」も「断片」もともに「詩」の本質そのものと言えるわけだから、このタイトル自体

が「詩集」と言っていることに他ならない。もっとも、詩にはさまざまな可能性があっ

て、抒情的なもの、短詩、視覚詩等々ある中で、本詩集はそういう中で、「白状」性・「断

片」性に特化したものだ、といように受け取ってもよいのだろう。作品ⅩⅤの部分を以

下に引用する。 

 

  死はどこへ向かっているのだろう。 

  停電中のろうそくの明かりのもとで、ぼくはひとり酒を飲みながら、 

  神と死と時間についての断片的な思考を散らかしていたのだった。 

  時間がなければ、神も死もありはしなかったし、 



  神がなければ、死も時間もどうでもいい。 

  そして、死がなければ、神も時間も茶番にすぎない、（部分） 

 

多くの人が考える「神」「死」「時間」の域を出ない極めて一般的なものだが、それは語

り手が酒を飲みながら考えているに過ぎないという設定によって弁護される。徹底的に

究明されるという趣ではなく、思索の入口に立ってはまた戻るという「普通の人間」の

思考状況をよく表している。それだからこそ、読者は共鳴する部分もあるのだろう。 

 

⑦文月悠光『わたしたちの猫』（十月 ナナロク社） 

 

 

 

 若手の詩人として注目されている文月だが、詩集『わたしたちの猫』は全体に甘い。

「女の子」という読者を想定しているからだろうか。「あのひとの膝のうえで／まるく

なるのは、どんな感じ？」（「わたしたちの猫」冒頭）とか、「ひな壇の上に存在しな

い幸せが／この世に沢山あることを…（略）…わたしは地べたに降りて／今、はじめて

知ったのです。」（「女の子という名のわたし」）などの、未成熟な私を演出する言葉

が多く、辟易する部分も多い。しかし、後半に置かれている「スローファイヤー」は「書

物」への愛を「きみ」への愛と重ね合わせて詩が展開するとても優れた作品だ。 

 

  それは緩慢な火災。 

  古い本が劣化して、角が取れてくる現象を 

  「スローファイヤー」と呼ぶらしい。 

  スローファイヤー。 

  月日の炎に舐め尽くされた 

  二度とは読めない物語。 



  その本に触れたら、 

  わたしもきもも粉々になる。 

  壊してしまうくらいなら 

  ここまま後ろ手に棚を閉ざそう。（第２連） 

 

「スローファイヤー」について書いたこの部分だけでも充分に面白い。聞きなれない言

葉の意味から、ある一つの物語への愛を語る。しかし、物語や書物への愛を、後半の展

開の中で、少しずつ「きみ」への愛に準えながら語ってゆく方法は見事なものだ。 

 

  名づけぬままに、スローファイヤー。 

  「好き」とは告げないことが 

  きみを好きであることの証だから 

  冬、わたしは白い息だけが連れてゆくよ。 

  月日がふたりを灰にしていく。（第４連） 

 

 

２ 日常の卓抜した表現 

 前節では詩集の中の、「奇抜な発想」「奇妙な設定」における想像力の現れをみた。

その一方で一見何の不思議もない表現の中にほんの一捻りの捩れを入れることで現実を

大きく変える、あるいは現実の違う側面を抉り出す書法を持つ書き手もいる。それもま

た詩を書く、あるいは詩を読む大いなる喜びの一つである。 

 

⑧筏丸けいこ『モリネズミ』（一月 フラミンゴ社） 

  あの本を探したい 

  木村喜久弥の『ねこーその歴史・習性・人間との関係』 

  読まないまま家の中で消失した 

  象牙にすべらかさ 

  本は ニャアと鳴くだろうか 

  風呂上りの 

  しゃっきりした 眼をさえぎるもののない 

  熱量的な 

  あの本を探したい 

 

 買った本がまだ読んでいないのにどこかへ紛れてしまうことは僕もよくある。けれど

もそれを「紛れる」と書いても詩にはならない。「消失」と言うから独特のユーモアが

発生する。そういうさりげない言葉の作用と共に、僕はこの詩に出て来る「探したい」

という表現に注目する。 

 「あの本を探している」ではなく、「探したい」なのだ。まだ探してさえいない。探

すことを夢見ている。直ぐに探せるほどに闇は浅くない。「消失」という言葉を丁寧に



受ける、ベテランの書き手ならではの深くさりげない味わいがある。 

 

⑨荒木時彦『要素』（三月 私家版） 

この薄い詩集を読んだとき、僕は驚いた。自分の目がおかしくなったのかと思った。 

或いは本自体が取り返しのつかないミスプリントなのではないかと疑った。というのも

この詩集は第一部と第二部に分かれており、双方に全く同じ内容が掲載されている（繰

り返されている）かに見えたからだ。しかしよく見ると非常に類似的だが、少しだけ異

なった表現が対比されて掲載されているということが分かる。配列によって成り立つ不

思議な感覚。 

 

・雪の降る街と、雪の降らない街では、人の歩き方が違う。わたしの住んでいる街は、

めったに雪が降らない。雪が降って道が凍ると、気を付けていても転んでしまう。

今、私が滞在している街も、似たようなものらしい。雪が降ると、通勤する人たち

が転ぶ。降り積もった雪の上を歩くよりも、踏み固められた雪の上を歩く方が危な

い。特に、夜になって気温が下がり、氷のようになった道は、ふつうの靴ではとて

も歩けない。（009） 

・雪の降る街と、雪の降らない街では、人の歩き方が違う。雪が降ってそれが踏み固

められると、表面が滑りやすくなり、雪道に慣れていない人は転んでしまう。雪の

降る街に住んでいる人は、滑り止めのついたブーツを持っており、雪道の歩き方を

知っている。私の住んでいる街は、めったに雪が降らない。今、私が滞在している

街も、めったに雪が降らないようだ。雪が降ると、すべって転んでしまう人が大勢

いる。今は、雪の降る季節ではないので気にする必要はない。（009） 

 

 

 

特に右の「009」の対比は興味深い。作品自体が「雪の降る街とそうでない街」の歩き

方の違いというズレを問題にしているからだ。日常のふとしたズレを強く意識させる。 

 先日、京都のパブで出会った時「詩の間違い探しみたいだ」というと、彼は愉快そう

に笑った。 

 

⑩竹島浩一『猫玉』（１月 山の足文庫） 

本書は「Ⅰ 深呼吸」「Ⅱ 暮らし」「Ⅲ 記憶」「Ⅳ その後」の4部構成からなる。 

詩集に添えられた挨拶状によると「ここ10年間の紀南での暮らしの中から生まれた詩篇



を中心に編んでいます。」ということである。読み進めてみるとなるほど、特に「Ⅱ 暮

らし」の中には「オタマジャクシ」や「ススキ」「ツララ」といった、僕には子供のこ

ろ以来出会っていない懐かしいアイテムが続出する。きっと自然豊かな和歌山ではそれ

が現在でも生活の水準なのだろうと羨ましく思う。こん短い作品もある 

 

   「冬、近露」 

  朝 

  目覚めると家の中に霧がある。 

  僕はストーブに火を入れてから 

  顔を洗う。    （全文） 

 

自然の中で生活したことのない僕には、最初の2行に書かれた内容が、現実に起こり得る

ことなのかそれとも比喩なのかさえ、理解できない。僕にとっては羨ましいとしかいい

ようのない生活を想起する。そういう生活を背景として初めて 

 

  朝、太陽が東の山際から昇り、 

   朝露が光っている。 

  鳥たちがさえずりだし、わたしが 

  「なぜ」 

   とたずねると 

  すべては消えうせ 

  わたしだけが立っていた。 （「神話」前半） 

 

というような、現代ではまさにタイトルの「神話」としてしか存在しないような光景が、

あるいはそういった光景に注目する目線自体が生まれるのだろう。一方で「仮面の秘密」

のように、地方在住の圧迫感の喩としても読むことのできる作品もあり、「自然暮らし」

の功罪を目の当たりにするような印象を受ける。 

 

    仮面の秘密 

  最近仮面に凝っている。 

  一番のお気に入りは 

  パンダ仮面だ。 

  仮面をつけると 

  外を歩きたくなる。 

  案外誰もわたしを見ない。 

  服を脱いでみる。 

  何だか寒さを感じたが 

  時間だけが過ぎてゆく。 

  今日は思い切って仮面もとることにした。 



  すぐさまパトカーがやってきて 

  法律できまっていると言われ 

  何がと聞き返す間もなく 

  服を着せられた。 

  仮面をつけようとしたら 

  押しとどめられた。 

  理由は教えてくれなかった。（全文） 

 

自分が気に入ったことをする。誰も見ていないように感じる。自由である。しかし、実

はみられている。もう一度「逸脱」を試みる時、パトカーが来る。「理由も教え」られ

ずに「押しとどめられた」。これが現実なのだろう。筆者が住んでいるところがどの程

度の「山里」なのか僕は知らない。しかしこの詩集のは、単に田舎暮らしを理想化する

のではなく、現実として捉え得ているのだということだけには確信を持った。 

 

 

 

 

⑪最果タヒ『夜空はいつでも最高密度の青空だ』（五月 リトルモア） 

 この詩集については拙編の詩誌「Lyric Jungle」２２号冒頭の第一特集でも扱い、僕

もそこに小文を載せているので多くは書かないが、例えば以下のような部分に、都会の

生活で感じる淋しさ・徒労感が言葉に変えられている絶妙な「さりげなさ」を見出すこ

とができる。 

  

走り去るのがいいことみたいに思って生きて、若さがちぎれ、有楽町の駅前にぼた

ぼた、落ちていった。（「ようこそ」部分） 

他人の言葉は決して、私の正解にはならないと知っていて、ひとり、夜を未読にす

る。ふさいだあとの都会から、もれだしたものはなんですか。 （「空白の詩」部分） 

 

 

 



 
 

 

⑫秋吉里実『悲しみの姿勢』（六月 人間社×草原詩社） 

秋吉里実のこの詩集を批評する時、僕は特殊な立場に立たざるを得ない。というのも

僕自身が発行者となっているものであるし、それ以前に、この本に掲載された作品が提

出されたＮＨＫカルチャーセンター詩の教室の担当をしているのが僕だからだ。さらに

言えば、何篇かの詩は本誌に掲載されたものでもある。つまりは、一種の共同責任的な

立場から本書の特長について何か言うのは控えた方がよいという僕の感覚が、拙編の詩

誌で特集を組んだ時も自身の執筆を回避させた。 

しかし、二〇一六年の詩集を評するという場合、決して外すことはできないというの

が偽らざる感想である。冒頭の作品を全文ここに挙げる。 

 

悲しみの姿勢を 

  だれか教えて 

 

  まさか今日のように 

  お皿を洗ったり 

  髪を乾かしていたときの 

  あんな形であっていいはずがない（「日常」全文） 

 



 
 

 

「悲しみの姿勢」とは何であるか、僕は知らない。それ以前に、悲しみに姿勢があると

いうことすら僕は知らなかった。知らなかったのも当然である。それが「秋吉里実」の

世界なのだ。彼女の世界では悲しみに、喜びに、怒りに、疑いに、あらゆるものに姿勢

があるということを発見し、その中で「悲しみの姿勢」にずば抜けて興味を示した、と

いうことなのだ。それだから詩集栞で山村由紀が書いているように「悲しみの具体的な

実体が語られることがない」のも頷ける。「姿勢」というものを発見した時点で、この

詩集の一つの役割が完遂したとまで言っても良いくらいだからだ。 

 僕は最近何の姿勢を探しているだろうとふと思った。以前、空手に邁進していた時は

きっと「礼儀」という姿勢に没頭し、その後ボクシングを少し齧って「攻撃の姿勢」を

学び、今カポエイラを踊って「喜びの姿勢」に近づこうとしているのだ。 

秋吉里実の「姿勢の発見」は、生きることに関する厳格な分析技術である。 

 

 

⑬黒崎立体『tempo giusto』（七月 七月堂） 

 日常の中の大きなずれ込みを、何でもなかったかのように表現することで日常を保っ

たり、逆に日常の中のズレを的確に表現するのが上手だなと思ったのは黒崎立体の詩を

読んだ時だった。 

 

    おんなのひとは赤ちゃんをうむと 

  頭のねじがにほんくらい ふっとぶ 

  それでちょうどよくおかあさんになれる 

    …中略… 

  おかあちゃんが病気でたおれて 

  子宮を取ったと聞いた時 



  わたしはとてもほっとした 

  もう、なんにもうまれてこない 

 

  おかあちゃん、あとはもう死ぬだけだね 

               （「ねじ」部分） 

 

 

 

頭のネジが飛ぶという表現は一般的によくする言い方だか、その言葉を「引用」しそ

れに依拠しながら、「お母さん」の日常の変化を決定づける。「あとはもう死ぬだけだ

ね」という言葉が鋭く読者にも届く。 

次の「雪ちゃん」冒頭にも注目すべきだろう。空から降ってくる雪を「集団自殺」と

いう表現で捉えた書き手はかつていないはずだ。そしてその名を与えた母親へと思いは

向かう。 

 

 ぼたん雪が落ちてゆくのを 

  部屋の窓からながめていた 

  集団自殺みたいに 

  ぼろぼろ、 

ぼろぼろ、 

  …中略… 

見えますか 

あなたがつけた名前の通りに 

凍えて生まれた 

六角形です 

わたしはこうして 

あなたが憎い…後略…（「雪ちゃん」部分） 

 



母親に対してだけではなく、父親に向かう目線も同じように鋭い。 

 

ゆうげはにぎやかで 

父は楽しげに酒を飲む 

声を交わしながら どうして こんなに嘘くさいのだろうと思う（「かげろう」部

分） 

 

言葉の持つ刃のような感覚を強く感じる。同時に詩を書くとは何だろうという問も思

う。この詩を読んでいると、覚醒することは必ずしも幸せなことではないという感慨を

持つ。鋭さは権利というよりも宿命に近い。 

 

⑭三角みづ紀『よいひかり』（８月 ナナロク社） 

 

この詩集には「コーヒーカップ」「ブランケット」「バスルーム」「スプーン」「鏡」

等日常生活の中に溢れるものがタイトルになっている。しかし、根底にあるのは「旅行

者」としての通り過ぎる視線であって、その乖離したあり方の中に興味深いものが感じ

られなくはない。しかし、いちいち「彼に会いにいく」（「ブランケット」）とか「お

せっかいなわたしに／疲れた彼は」（「バスルーム」）「いま／彼だけが／きれいだ」

（「鏡」）などのように「彼」「彼」「彼」などと出てきて煩い限りだ。これは何を言

いたいのかよく分からなかった。「女の子」が読者層として想定されていて、そのため

に彼女らの気を惹くワードをちらつかせているようにしか思われない。 

そういった謂わばメンドクサイ作品たちの中で「市場」という作品は光って見える。 

 

 

 

  死んだものと生きているものが並んでいる 



  市場の片隅の 

  鼻やの花々に心をうばわれるが 

  枯れるのを見届けられないから 

  買わずに 

  帰る   （最終連） 

 

確かに市場の中には生きたもの、死んだ物が入り混じっていて、僕たちはそれを買った

り買わずに通り過ぎたりする。行き交う人とも、話したり話さなかったり。そして旅だ

けではなく、普段の生活の中でも、顔を合わせるのに親しい人とそうでない人がいたり

する。そんなところまで思いを馳せるためのジャンピングボードとなり得る１篇だと感

じた。 

 

 

⑮大森雄介『黒い兎』（九月 オンデマンドスクエア） 

僕はこの大森雄介という詩人のことを全く知らなかった。みずみずしい感性で書かれ

ているのでとても若い書き手なのだろう。次の作品には「空耳が変える日常」の中、さ

わやかに手をふる男の姿が海の波間に生き生きと現れてくる。 

 

しばらくおれはきらきら 

輝く海をみていたが 

突然身をおどらせた 

その瞬間 女の悲鳴がきこえ 

ふわりと体が空中にういた 

…中略… 

高い崖からとびこんだが 

水はさほど冷たくもなく俺は 

かすり傷もなくぴんぴんしていた 

 

女の声をきいたのは 

空耳だったかと疑いながらみまわすと 

俺をみている若い女がみえた 

愉快になって俺は海のなかから 

女にむかって手をふった 

（崖の上から」部分） 

 

次の「老女」の直前にもう一篇全く同じタイトルの作品がある。それは、突然話しか

けた男に「人の一生なんて流れ星みたいなもので、くよくよすることなど何もない」と

どんな哲学者よりもさわやかなことを老女が伝えるというものだ。その詩篇との関連の

中でこの作品は読まれるべきもので、その時魅力が増幅する。 



 

信じらぬことだが 

まちがいない 

あれは四十年前つまりこの俺が 

二十歳のとき 

話をした女だ 

 

プラットホームで 

初めてみたあのとき彼女は 

すでに老けていた 

 

俺が驚いたのは彼女の外見が 

あのときと 

変わってなかったことだ 

 

俺はわが目を疑った 

でもいくら目をこらしても 

あの女だった 

 

これはどうしたことか 

驚きながら 

俺は考えた 

そして 

思いついた 

なあんだ なんてことはない 

 

あれは あそこにいるのは 

あのときの女の 

娘にちがいない  

    …中略… 

  ところが老女は 

  僕にこう答えた 

  ええ覚えていますとも 

  あのときもあなたは今みたいに 

  話しかけてきましたね （「老女」部分）  

 

 先に大森のことを「若い書き手だろう」と推測したが、もしこの詩の内容が「現実」

のことだとすれば、少なくとも六〇歳は超えた書き手ということになる。それならばそ

れで驚かされる。六〇歳までこの純粋な日常を保っていたという若さに驚かされるので



ある。 

 

⑯風呂井まゆみ『帰郷 早春の山ゆり』（九月 編集工房ノア） 

 この詩集の中に「煙」という作品がある。父親を見送った家族の、どこにでもある日

常のようにも思われ、当初そのようにも読んだ。しかし、何故家族が焼き場から遠く離

れているのか。それに気づいたとき、「ある複雑な事情」が頭に浮かんできた。それは

作者が意図していないことであるとしても、そのような一つの表現によって詩の日常は

大きく変換されるのだという一つの事例である。 

 

  町に近い堤防の上で残された家族の情景が思い出される。喪服を着た母が振り返っ

て言った。「見て！お父さんの煙」母がはじめて号泣する。街はずれにある高台の

方を見ると火葬場の煙突からもくもくと灰色の煙が上がっている。姉も兄も私も泣

いた。いつまでも四人が堤防の上から父の真直ぐに昇る煙を見ていた。（「煙」部

分） 

 

 
 

 また、最後の「いつまでも見ていた」という表現の違和感も絶妙である。昔話であれ

ばそれは許されることだが、現代のリアリズム表現においてそれはあり得ない。にも関

わらず作者はそう書く。そのことにより父親への哀惜の念が限りなく深まってゆくので

ある。 

 

⑰神尾和寿『アオキ』（九月 編集工房ノア） 

 神尾さんとは何度もあったことがあるが、彼の詩も彼の佇まいものんびりとしていて

気に入っている。 

 

  「ひんむいてすっぱだかにしてやるぞ」 

  と 人相の悪いおとこが 

  誘拐してきたＯＬさんに対して凄んだ 

  人間をバナナなどの果実に見立てた上での表現である 

しかし それから先の意図は誰にも読めない 



ＯＬさんは 

唇を ぐっと噛みしめて 

  さっきから震えている 

  スクリーンのなかの 名場面である 

  お金を払って 

  ぼくは 今ここに座って  

  見ている 

 

 

 

右の場面はいわば危急のシーンである。それなのに「人間をバナナなどの果実に見立

てた上での表現である」などと表現の方向性について分析する「ぼく」。ＯＬさんなど

という呑気な言い方。違和感があるのもそのはずで、「ぼく」は映画館でスクリーンの

中を見ているのだ。スクリーンの中の日常と「ぼく」の日常とが、「お金」を媒体にし

て不思議な感じでリンクする。荒唐無稽な詩に見えて、ちゃんと「ぼく」の立ち位置が

示されていることが、神尾の詩を上っついたものにしない根源なのだろう。 

 

⑱海老名絢『湖面』（九月 パレオパラドキシア） 

この本は彼女の第一詩集と言ってもいいものだ。多くの詩が並んでいる。そして彼女

の多くの詩の中には、日常の生活が一旦心象風景に転換されて漂っている。極め付け抽

象的というわけではないが、少し難しく見える。それは意識的に具体的な色彩を抑えて

いるからだろう。だが、詩の最後には彼女は「現実」への入口を用意している。長く潜

水し、水面へ顔を上げてふうっと大きく呼吸する、最後の一連を読むとそんな快感に満

たされる。 

 

駅のプラットホームに立って、ぽつり 

やってくる各駅停車に積み残されたわたしは 

  所在なくあんなに小さな子のようで、 

  朝におぼれていきそうです。（「朝におぼれる」最終連） 

 

白い壁の中からにらみつける視線を 



ふりほどけないままに、処方箋をカバンに突っ込んで 

  もう会うことがない鎌首に背を向ける。 

  （のろわなくても今日が逝く。）（「花々」最終連）  

 

 

 

最終行で、詩の主題や舞台がより鮮明に意識される。独自の構造を、彼女の作品は保っ

ている。 

 

⑲岡村知昭『然るべく』（１０月 人間社×草原詩社） 
チューリップ治安維持法よりピンク 

すぐに来いフラミンゴより無臭なら 

黙祷のあとにふらつくのが仕事 

銃後ではあたまがよくてバター買う 

剥製の犬幼くて冬の星 

鼻だけは動物園をなぐさめる 

花冷えや銀紙でこいびとつくる 

失業や堤ひらけば桜餅 



 

この句集は、僕の出版企画である草原詩社から出版された。以前なら、「そもそも俳句

人ではない僕が俳句の出版などしてもよいのか」という疑問が湧いただろうが、２年半、

京都の「きりん」に所属しそこで句会に出席する中で、俳句が形を変えた詩であること

を心の底から感じた。それで草原詩社の刊行する最初の句集として彼の句集を選んだ。

彼の詩は、詩で言えばライトバースに相当するだろうか。元来俳句の持つ「軽み」が極

めていい具合に感じられる。そうかと言って、わざとらしくウケを狙う一派のような嫌

味がない。あくまでも自然体でありながら、そこにユーモアとペーソスとが滲んでくる。

僕はこれこそが詩の原質ではないかと思う。句集の中にいくつか「治安維持法」「銃後」

「失業」といった暗い時代の世相を思わせる言葉が現れているが、だからといって社会

派というわけでもない。悪く言えば中途半端だが、人間とは実に中途半端なものだ。割

り切れない煮え切らない。「然るべく」である。あるようにある。それにかない。岡村

の俳句を読むと、僕は不思議と心が落ち着いてくる。それはいつもどこか落ち着きのな

い佇まいを見せる彼が、俳句の形で自身の現実とは真逆の反世界（理想世界）を実現し

ようと奮闘しているからではないかとふと思った。「黙祷のあとにふらつくのが仕事」

の句のように、そのあとふらふらになる岡村の姿を僕は幻視する。 

 

⑳駒ケ嶺 朋乎『系統樹に灯る』（一〇月 思潮社）  

久しぶりに駒ケ嶺朋乎の詩集が出た。新進の書き手として注目を集めていたが、たっ

ぷり一〇年ぶりの詩集のようだ。 

中に素敵な一篇を見つけた。 

 

 

 桜が咲くといいな。 

 街が浮かれるといいな。 

 熱みたいに花が咲けばいい。 

 春には火が燃えるみたいに花が咲く。 

（「遠来」冒頭） 



 

「花が燃える」という表現は美しいけれども定番だ。僕としては、それに続く詩行が

さらに美しいと思う。 

 

ある日最初の雪解けに、 

まずつぼみが破裂して 

音を立てて冬が崩れる。 

   …中略… 

雪解けのごく初めにだけ、 

めりめりとつぼみの裂ける音が響く。（部分） 

 

 

 

本当に蕾の裂ける音を聞けば、人は多分変わるのだろう。恐ろしく明るい人になる気が

している。最後の一連はそんな一行で終わっている。 

 

  もうすぐにでも春がくるよ。 

  わかるんだ。 

  ほら、 

  春になるとあの癖がでちゃうから、 

  わかるんだ。 

  ほのお、みたいに花が咲くよ。（最終連） 

 

㉑秦ひろこ『球体、タンポポの』（十一月 書肆侃侃房） 

 

  川沿いの土手道を犬と十一年散歩して 

  犬が透明になっても一緒に散歩 

  まいにち川をへだてたゴンドウを愛でる 



     …中略… 

  あの犬みたいに 

  ない尻尾をぶんぶんふる 

  いない犬の伏したかたちになって 

  ソウソウ  ソレカラ ソレカラ 

（「思イ出シテクレロ」部分） 

  わたしのなかのカミナリ蝶 

  アゲハという無難の呼称に 

  すり変えられた悔しさ 

  硬い凍土に凍り付き 

  ひっそり それでも待っていた 

    …中略… 

  〝あっ、かみはりちょう！〟 

  子どものわたしが声を上げ 

   

一つ目の引用に出て来る「ゴンドウ」とは、伏した生き物の形に見える丘陵のことで、

筆者自身が命名した。後半の詩でアゲハ蝶を「カミナリチョウ」と名付けたのも幼い頃

の著者なのだろう。物事に名前を好きにつけることで日常は変わる。前節で挙げた大木

潤子の第一詩集も「名前」が大きな主題の一つだった。 

 犬が透明になるというのは、僕も体験したことがある。幼い頃から飼い続けていた犬

が、小学五年生の時に死んでしまった。その後二年近く、彼は透明の犬となって僕の周

りを飛び跳ね続け、中学一年生の幾何の試験中に突然消え、それからもう二度と現れな

かった。 

 初めて読む著者の詩集に、自分と同じ体験が描かれているのを知ると、どこか親近の

感が湧き上がってくる。 

 

 

 

３ 社会問題との対峙 

 本節では、社会問題を「震災」「女性性」「国際問題」に分けて考える。詩は個人的な

心象を書く小さな器に過ぎないが、そういうものにさえ、取り巻く社会の影響が激しく

感じられる。同時に、それだからこそ捨て身で、社会に対する宣言も書くことができる。

ただ忘れてはならないのは、それが書き手その人のほんの小さな宣言に過ぎないという

ことである。  

 

（１）震災という主題 

㉒宇宿一成『透ける石』（三月 詩人会議出版） 

この詩集には、早くも風化しようとしている現実が、ありのままの形で、ある種の諦

念と感慨を以て描かれている。放射性物質の飛散と、原発の存続という愚行は、救いよ



うのない日本の現実を象徴する。僕にとっては、詩を書いたり読んだりするのはそうい

う愚かな世界から逃げたり忘れたりするためでもある。一方で現実と面と向かうために

書かれている作品もあるのだということを改めて知ると、感動を覚えざるを得ない。 

 

一年が終わる 

大きな悲しみと共に 

  捩れた太平洋が 

  どれほど悔恨の漣を岸に寄せても 

  失われた人々は帰らない 

  漏れ出した放射性元素は 

  浮遊し雨に洗われ 

  嵐にまたも飛散して 

  噂も真実も綯い交ぜのまま 

  もう歴史になろうとしている 

       （「降り注ぐ灰に撃たれて」冒頭）  

  先生、事故を起こしたのに 

  皆が間違いであったと気づいたのに 

  原発はなくならないようです 

  大きな狡さは正当な顔をして 

  大きな声で話します 

  説得するための 

  飾り立てた語りはまるで 

  宣伝のようですね 

  コウゲンレイショクスクナシジンです 

    （「訃報」部分） 

 

 
 

 後半の国語教師の訃報に接したかつての生徒が「コウゲンレイショクスクナシジン」

と回顧するような形で、詩は後世に語り伝えられなければならないのだろう。 



 

㉓和合亮一『昨日ヨリモ優シクナリタイ』（三月 徳間書房） 

 東日本大震災の折、震災被害の当事者として誰よりも早く、誰よりも強く震災につい

て発信したのは紛れもなく和合亮一だっただろう。 

次の詩は、一見震災詩とは直接関連のないところで書かれている。おそらく彼はこの

詩を、それだけのもの、として、日常的な生活中のワンシーンとして書いているのだろ

う。しかし彼の「空席を奪われることへの激しい怒り」という発想に注意しておく必要

があると直感した。彼自身がそのように感じる以上、それは車中の空席だけでなく他の

様々の席に関しても同様に発想する可能性があるからだ。 

 

 

 

 

  降りる 一駅前から 必ず 

  彼は乗ってきて 私の前に立つ 

  今朝も 発車する初めからだ 

  私は 怒りを覚えている 

    …中略… 

  毎朝の 彼の姿が 

  親しいとすら 思えてくる 

  急いで立った後の一瞬の空席 それが 

  奪われることに 心が向かっているだけなのだ 

 

次の詩は、福島についての作品で、引用では詰めて書いたが、詩集ではすべてが一

行空きで書かれている。 

 

福島は 津波だけだったらよかったのに   

    ね 



   そんなふうに 遠い街で 

  ある時に誰かに ふと声をかけられ 

  色んな気持ちが 混じり合って 

  その方の顔を見つめ直したことがあります     （「対話」部分） 

 

ここで和合は「当事者の声と部外者の声」の落差を問題にしている。しかし、こと東日

本大震災に関しては日本において部外者はいない。崩落した福島原発の、今後半永久的

に消えることのない負の影響のもとに、全ての日本人は何代にも渡って生を営まねばな

らない。その意味で、外部の声として「遠い街」の声をシャットアウトするとき、そこ

には独断しか残らない。距離があるからこそよく見える現実もある。 

例えば「現代詩手帖」二〇一一年鼎談における城戸朱理の「福島に留まるのではなく、

避難するのが一番いいわけです」という発言は、遠く離れた関西に住む僕から見れば極

めて当然のことである。というよりもむしろ、福島の該当地域を完全封鎖し、国家賠償

責任として他地域への移住を完遂すべきだと事故発生当時から思っているし、今でもそ

う考えている。そこには郷里への愛着とかコミュニテイーの問題だとか様々な問題が発

生することは明らかだが、そういうレベルに今回の事故は、本当はないのだ。それをい

まだに、「情」の部分で反応するのは、僕には理解することができない。「福島は津波だ

けだったらよかったのにね」という言葉を、直接一人の福島県民に投げかけるべきかど

うかは別にして、現状を最も端的に捉えた言葉であることに疑いはない。彼が後の行で

書くように「悪気がないことはとても良く分かります」と言った情のレベルで対応すべ

き問題ではない。「遠い街」の声を拒絶する発想は最初に述べた「空席を奪われることへ

の激しい怒り」という発想にとても似ている。 

震災直後に緊急出版された彼の一連の詩集を目にしたとき僕は強い嫌悪感に襲われた。

そしてあるところで「震災ツイッター詩人」と皮肉ったら彼自身から「もう一度自分の

詩を読み直してほしい」という〈宿題〉が来た。それで数年後、可能な限り真摯に読み

直し、長編の鑑賞をネットサイト「詩客」に書いた。可能な限りの接近を試みたつもり

でいた。しかしやはり嫌悪感は最終的に払拭できなかった。それは彼の詩の過剰な上昇

志向と、そのベースにある「人々の死という悲劇」に対する彼の態度への根本的な疑念

からであった。 

 嫌悪感払拭への望みを先に繋ぐような気持ちでこの新しい詩集を手に取ったが、今回

も残念ながらそれはならなかった。彼のさらにその先を待つことにしよう。 

 

㉔森田美千子『寒風
か ぜ

の中の合図
シグナル

』 （六月 澪標） 

僕は一九九五年一月、阪神大震災が起こった時、最も被害が大きかった一地域のマン

ションに住んでいた。生活用品など粉々に壊れたものも多かったが、身内・友人等含め

て、幸いなことにほとんど無事であった。しかし当然のことながら、その地震によって

深い傷を痛み続けている人がいることを改めてこの詩集を読んで思い起こした。 

 



なんのまえぶれもなく 

一・一七が 消した 

積まれた月日が崩れ 

あしたがみえない 

  …中略… 

あの子はいない 

無言のまま どこで奏でているのだろ   

   う 

寒風のカバンは 

行ったり来たりの 旋律に誘われて 

そっと 

先の見えない道を 

辿る 

（「あの旋律」部分）ユリはそれからずーうっと 眠ったま

ま 

二〇年も今日の 

今年で三十六歳よ ひつじ年だから 

成人式の着物も 着られなかった 

お母さんにもなれなかった 

花に囲まれた祭壇のユリちゃんの 

中学の制服を着た笑顔 

        （「呼びかけても」部分） 

 

 震災詩というと、今や東日本大震災、あるいは将来的に新たに起こる震災に関する作

品が注目を集めることだろう。しかし、過去の震災の傷について書かれた作品もまた、

依然として震災詩に他ならない。 

 

 

（２）女性性ということ 

㉕文
ムン・

貞
ジョン

姫
ヒ

『今、バラを摘め』（三月 思潮社） 

以前詩学社から出た中国の現代詩人の翻訳アンソロジーを読んだ時と同じような感動

を、この詩集から感じ取った。同じ日本語でありながら、そこに微妙なズレを感じるか

らかもしれない。 

 

台所には 

いつも酒の発酵する匂いがする 

ある女の若さが磨り減る匂い 

ある女の悲しみが 



なべ料理を「つくり 

ある女の愛慕が 

味付けをする匂い 

台所では 

いつもパチパチと何かが 

燃える音がする（「小さな台所の歌」冒頭部） 

 

一九六一年生まれの僕でさえ、懐かしく感じるこの「台所」の光景に、そのまま感情

移入できる若い世代はそう多くないだろう。しかし、その場所で「ある女の若さが磨り

減る」ことに関しては、世代や国籍の違いを超えて通じるものがあるだろう。 

 

 

 

この詩集には、女性の立場という問題に限定されず、生きることに関する強烈な表現

が噴出する。必読の一冊であると感じた。 

 

㉖原田道子『かわゆげなるもの』 （六月 思潮社） 

 

                        



子宮
こ み や

に偏在するマントラ 

明日に繋げられる それはちいさな伝言 

（「ねてはならぬよ アッサジ」部分） 

  子宮
こ み や

 の未来記に僕らは誘われてはじまりの故郷からやってくるのですが。むかし

もいまもうごめく粒子 ふたあいの祈りが ゆらいでいる蒼空でほろび またたき 

ふるえている「ぼくらの裸身にまとわりつく〈くも〉に紛れている龍がいうことに

は。        （「春の栞」部分） 

 

 この詩集の中で原田は「子宮」を「こみや」と呼ばせ、壮大ないのちの物語の構築を

指向している。脈々と古代より受け継がれてきた「命の系譜」。その根底にあるある〈さ

くらいろ〉の健気な子宮
こ み や

の存在に作者は「かわゆげなるもの」と詩集の中で一貫して呼

びかけている。    

 

 

㉗嶋恵子『光景』（十月 新怪魚の会） 

 前掲の原田の詩にある「子宮」礼賛へのちょうど裏返しのような形の絶望感が描かれ

ているのが嶋恵子『光景』に収められた次の作品である。 

 

〝母親になれない代り 

あたし女になるわ〟 

冗談っぽく笑っていった友が 

命を絶った 

  …中略… 

訪れて来ぬ男へのいら立ちを 

深夜の電話口で連綿訴へてくる日が 

続いていた頃 

油絵を始めていた 

極彩色の絵具で 

きちんと塗り分けられた 

縦横の線ばかりだった 

狭いアパートの壁に一枚一枚 

貼りつける毎に 

寡黙になっていったのは 

現在もわずかな未来をも 

閉じ込めてしまう程の 

絶望でえがいたのだろうか 



（「女（友）の死」冒頭／最終連） 

 

最後の友の絶望は、個人的なものとして書かれているが、本当のことを言えば「社会

的な絶望」である。個人がどれだけ「女になる」と言ったところで認めらない風潮がい

まだに社会にあるからこそ、命を絶つというところに追いやられるのだ。詩の中にはそ

んなことはいちいち書かれていないけれども、賢明な読者ならその部分を読んでゆくに

違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世界の中で 

 

㉘高塚謙太郎『sound & clour』(七月 七月堂) 

 不穏な時代がやってきた。けれどもそれをそのまま書いてみても、不安の形象であり

愚痴の披露になる。どうすれば詩に昇華するのか。それは相も変わらず、〈美しく書く〉

ことだと僕は思う。美しく書き、美しいように書き、そのことと現実との落差を読者自

身に感じさせるという方法も重要だ。その意味では⑰で〈完全否定〉した和合亮一の「放

射能が降っています 静かな夜です」という表現は、その意味で有効だろう。これに関

しては、充分な批評力を以て響く。 

高塚は次の詩の中で「にっぽんはうつくしい」と繰り返し言う。しかし、幼くたどた

どしく響く「ひらがな」による言辞としてそれを放つ。 

 



 
 

  にっぽんはうつくしい 

  にっぽんはうつくしい 

  ちょうどいろづく季せつに 

  こどものようにあかくそまった日  々

  たのしかった日  々

  ともだちとさよならしてむかう 

  玄関さきのみだれたクロッカスや 

  新聞紙をかぶったゆめを 

  印字していけたらすばらしいすばらしい 

  ゆめのあとさきを 

  かつてもなかったおもいで 

  いるうちに 

  はじめてうたはつがれていく 

  ながれるときとなる 

  血のようにひろがっていく 

  それとなくひるがえっていく  （「ひのまる」後半） 

 

 血のように広がり、翻る日の丸はもう目の前にまでやってきてしまった。食い止める

ためには、美しい日の丸を描き続け、振られた旗のその振り主のいかがわしさに読者の

目を改めて注視させるほかに詩にできることなど何一つない。 

   

㉙鈴木志郎康『化石詩人は御免だぜ、でも言葉は。』（八月 書誌山田） 

詩集をノンストップで読み切る、ということは滅多にないし、読み終えること自体が

一苦労な詩集も少なくない。それはあながち悪いことではないが、小説を徹夜に近い無

理をして読み切る人も多いことを考えると、少しジャンルの問題としては淋しい気がし

ていた。 



しかし、そんな問題に快答をくれたのが鈴木志郎康のこの詩集である。二五〇頁超え

と非常に分厚いが、本当に一気に読み切ることができる。しかも面白い。詩集独特の辛

気臭さがない。さらに言えば大切なことはちゃんと、コアガ存在している。 

 

  ブリュッセルでＩＳのテロがあったっす。 

  トブザリンコ 

  二〇一六年三月二十二日現地時間午前八時ごろ、 

…中略… 

  人々は逃げ惑う。 

  続いて九秒後、 

  隣り合うカウンターで、 

  爆発、自爆。 

  さらに約一時間後、 

…中略… 

  俺っち、 

三月二十二日の午後四時ごろ、 

家のベッドで、 

相撲のテレビ中継を見てたっす。 

さあ、これからお米研いで、 

電気釜のスイッチ入れるかって、 

思ってたっす。 

    トブザアアリンコ、 

  ゴンブロビッチャンコ、 

ビッチャンコ 

  この時、 

  ヨーロッパから日本まで 

  怒りと恐怖の風は吹いて来たっす。 

  時代の流れが大きく右に変わって行くっすね。 

    …中略… 

  「安倍晋三首相は、憲法に緊急事態条項を盛り込む必要性を強調しています。」 

  ゴンブロビッチャンコ、 

ビッチャンコ 

トブザアリンコ、 

    …後略… 

 



 

 

描く対象が深刻であればあるだけ、表現する際にはユーモアが必要だと僕は普段から思

っているが、そんな観念的な「黄金原理」もこの詩の前では吹っ飛びそうだ。「トブザ

アアリンコ」「ゴンブロビッチャンコ」「ビッチャンコ」等の擬音とも擬態ともわから

ない奇妙な語が所々に現れては、読者の過度な緊張を削ぎ落してゆく。「～っす」とい

う軽薄な若者言葉にも似た語尾も同じ効果を表している。「あ、こんな話題を軽く言っ

てみてもいいんだ」と思わせてくる。そして、この詩の最後は次のような表現でで終わ

っている。 

 

  議員の数合わせの 

  国会議事堂の中と、 

  今日も、 

  麻理と二人で 

  テレビ見て笑ってる   

  俺っちの家の中と 

  すげえ開きだっす。 

ビッチャンコ、 

ビッチャンコ。 

 

戦後詩史に残る大詩人であり、一時代を画した先駆者でありながら、尊大ぶらず、崩れ

た形の現状をあけっぴろげに公開する。鈴木志郎康、さすがっす！ 

 

㉚葵生川玲『アメリカわずらい』（十月 視点社） 

本稿執筆時点で、アメリカがエライことになってきた。実際に就任するのはまだ先だが、

ヒラリー・クリントンを抑えてドナルド・トランプが次期大統領に決定したのだ。これ

が葵生川玲の言葉を借りれば「アメリカわずらい」の最新の現状だが、本書には葵生川

が長年追い続けてきたアメリカの病んだ姿について書かれた作品がアンソロジーとして

一挙に掲載されている。中でも目を引くのが「統計」という作品である。その前半を引



用する。 

 

[１]十二％ 

[２]三十％ 

[３]四十％ 

[４]一七％ 

[５]五十％ 

 

[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合。 

（「統計」前半。） 

 

この詩には数字とその解説しかない。非常に斬新である。ただ、これは先述のように

アンソロジーであり、新しいものではない。この書式も随分前に公表されているものな

のだ。 

 

 

 

さらには詩集後半に収められている「時間論」には、本文がない！厳しい現実を前に

したときには抒情的な言辞は一切不要だということか？！そういうアピールさえもな

い！政治的前衛と表現上の前衛とが一致するということを初めて体感した。骨太な一冊

である。 

トランプが次期大統領になったことで皆が目覚めたが、時すでに遅し。この『アメリ

カわずらい』がもっと早くに出され、英訳して広く読まれているべきだったのかもしれ



ない。 

 

 

４ 詩論・エッセイ 

 本稿は詩集評を主眼とするが、次年度「詩と思想」の作品選者を1年間継続することに

なった関係で、自分自身の勉強のために同誌の編集長である中村不二夫ともう一人の選

者である原田道子の、2冊の趣の大きく異なる詩集について改めて読み込んでおきたい。

その意味で本稿最後に、2冊の批評集について記しておきたい。 

 

㉛中村不二夫『辻井喬論』（八月 土曜美術社） 

 

 

 

 本書は、詩人辻井喬に関する評論である。辻井に関して批評することは、経済人・堤

清二に関する考察を避けて通ることは出来ないと中村は書く。なお引用に際しては本稿

の横書き掲載に鑑み漢数字を算用数字に改めた。） 

 

  辻井喬は父親康次郎との確執を乗り越え、28歳の時「西部百貨店取締役店長」とな

るが、当時西武百貨店はまだ池袋一店のみ。その後辻井は日本経済の高度成長と歩

調を合わせるかのように、30年間でグループ企業100社従業員数11万という一大企業

集団のセゾングループにまで急成長させた。しかし、そのグループ代表の座を、突

然90年代初めに辞任している。ある意味で、この辞任を契機に詩人辻井喬の活動 

が活発化されていったといってもよい。しかし、詩人辻井喬を論じる場合、いくら

セゾンの経営を離れたとはいえ、経済人堤清二の存在を無視して語ることはできな

い。 

 

中村によれば、堤の戦略は「反体制」的なものであったという。最初、「デパート経営



者」と「反体制」という言葉が僕の中でうまくかみ合わなかった。しかし読み進めてゆ

くと、パルコの持つサブカルチャーのイメージに囚われているからだと気が付いた。サ

ブカルチャー戦略は、従来のデパートの大衆文化路線を強調したものに過ぎないともい

える。しかし堤清二はメインカルチャーである美術館戦略によって、これまでのデパー

ト戦略から大いに飛躍させた。「（美術館戦略は）消費者全体をメインカルチャーとい

う高い次元に引き上げ」（中村）ようとする試みであったという記述を読んだ時、「反

体制」の言葉が腑に落ちた。「反体制」とは、政治的な意味ではなく、各自の持ち場の

中においてどれだけ革新的な存在となり得るかということなのだ。 

 僕はこれまで辻井喬の詩を集中的に読んだことはなかったが、本書を通して、辻井の

様々な詩句に触れることが出来たのも嬉しい。『自伝詩のためのエスキース』（2008年7

月 思潮社）について論じた章には以下のような作品部分が引用されている。 

 

  社員にも朝礼をし 講演にも出掛けていたぜ 

  と低い声で誰かが指摘するのを聞いた 

  しかしそんな時でもどこかで僕は不安だった 

  この場所は僕がいていいところなのかと 

  落ち着けない部分が心のなかにあったのだ 

 

中村は上記の部分に関して「この詩には辻井の心の心象風景が余すことなく極限にまで

映し出されている。」と評じている。 

本書を読みながら、詩と職業ということについて強く思った。経済人として日本を牽

引する一方で、辻井喬は数々の詩篇を放った。このことは、多くの若い詩の書き手たち

が夢想する「詩で生活する」ということに対する一つのアンチテーゼでもあるだろう。

詩が売れて生活が成立するということは、確かに一つの夢であり、理想の状態かもしれ

ない。しかし現実としては、売れるためには詩の水準と純粋性とを失ってゆかざるを得

ない部分があることも事実である。売れようとして読者に媚び、形骸になって届けられ

る言葉に真の輝きはない。むしろ地を這うような多忙の中、生業を通して見出された言

葉こそド迫力を以て読者に伝わるのだ。軽々しく「職業詩人」などと夢見る奴は、経済

人として頂点を極めた辻井喬の詩と生涯に触れてみる必要があるだろう。 

 経済人・堤清二という多忙を極める生活の中で、詩人・辻井喬が詩を綴り続ける。こ

の多忙さということに関して中村は「多忙だから詩を書くことをやめるというのは、裏

を返せば暇だから詩を書くということになりかねない。そんなところから、緊張感のあ

る詩がうまれてこようがない。辻井にとって多忙は覚悟の上であった」と述べている。

これは、現代詩集団の指導者としてまさに多忙を極めたはずの中村自身の生活から語ら

れた実感として重みが伝わって来る。 

  

㉜原田道子評論集『詩の未来記』（12月 土曜美術社） 

  



 

本書は同じ評論集でも前掲の中村不二夫のスタイルとは随分違っている。一言で言う

ならば「詩人が書いた論考」であり「詩人が書いた批評」である。中村不二夫自身詩人

でもあるが、前掲書を書く場合その意識は明らかに「批評家 中村不二夫」のように思

われる。一方で、原田の著書からは、昨年彼女の詩集を批評したときの「幻惑感」と同

様のテイストが強く感じられた。読み比べることで２冊の批評集の優劣ではなく、相違

が強く伝わってきた。 

原田の著書の全体はⅠ～Ⅲの三部から構成されており、そのそれぞれが「論考」「と

はずがたり」「書評・追悼文・エッセイ」というそれぞれ異なるジャンルのものにわけ

て掲載されている。ジャンルによって文体に随分違いがあるのも面白い。 

 その中で僕が一番注目した書式は、第Ⅲ部に収められている「語りのオリジン」の書

式であった。この項では水野るり子『ユニコーンの夜に』に関して論じられているのだ

が、最初に「原田選３作」として、水野の作品が丸ごと掲載されているのだ。僕は正直

目から鱗という気がしたのだった。 

 多くの場合、論文や評論・エッセイの書き手たちは作品の部分を引用する。もちろん

それは論文じたいのスペースが限られているという現実があり、部分を引くしか仕方な

いことである。しかし、ブツ切れにされた詩篇の死体のようなものを目にするにつけ、

或いは自分自身で読者に提示するにつけ（事実、スペースに関して制限のない本稿の中

でも僕はブツ切れを生産しつづけてしまっている。。。）、奇妙な失望と罪悪感を感じ

ざるをえなかった。それは、大切な愛する詩篇を切り身にするということと、また別に、

その切り身を「都合よく」料理してしまうことに関して。もちろん「都合よく」の中に

も可能な限りの妥当性と客観性を含めようとはするのではあるけれども、それでも「利

用」していることには違いはない。これは非常に気味の悪いことだ。断片だけ提示され

て、生きる場合と伝わり切らない場合があるだろう。だから「結局のところ、批評より

も作品そのものを提示することだ」という思いが常にあり、しかし同時に「作品を提示

するだけでは伝わらないものは同時に確かに存在する」というジレンマに苛まれていた。 

 それが、この原田の潔い方法と言ったら！最初に対象作品をまるごと掲げ、そののち

に自分の言いたいことを言う。もし読者が、その作品に感応できれば、彼または彼女の



とっては、原田の批評を読む必要があるいはないかもしれない。それは批評者にとって

は恐怖でもあるが、そのような恐怖と引き換えにしない限り、引用という行為は詩人に

対する単なる背信行為に終わる。そんなことを強くこの行為を目の当たりにしながら僕

は思った。 

 

 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

 本稿（上）では、表現者たちに向け、創作上のヒントとなる重要な項目について、一

六年刊行の詩集のさまざまな側面について考察した。次回（下）は2018年1月31日アップ

の予定。 


