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はじめに 

ここ数年、詩誌「詩と思想」と関わる機会が多い。そんなこともあって「詩と思想研究会」に2014年の終わ

り頃、久しぶりで参加した。20代の終わりの頃に頻繁に通っていたころ以来で懐かしく思った。青木さんと出

会ったのはそこが最初で、彼女もそこに参加していた。 

その日僕は自らが主宰する「とりＱ」（Tricky Queen）という合評会のために上京していて、その前に「詩

と思想研究会」が同じ神楽坂であるのを知って参加したのだった。青木さんはフットワーク軽く「とりＱ」に

も参加した。ジャーナリストとしての興味かと思ったが、その後常連になった。また、このオンラインジャー

ナル「新次元」に連載もしてもらっている。だから刊行直後にいただいた『星を産んだ日』に是非感想を書こ

うと思った。しかし残念なことに僕はそれを書くことができなかった。問題点が目につき、批評にならなかっ

たからだ。 

年末になって、本年の詩集を振り返る原稿などを書くことがあった。多くの詩集について触れる中で、やは

りこのまま『星を産んだ日』を放置するに忍びないという気持ちが湧いたので結局ここに書くことにした。ご

本人に事前にメールし、「せっかく書いて頂くのだから、ぜひ忌憚のないご意見、ご批評を賜りたい」という

リクエストを受けた。彼女は編集者として八面六臂の大活躍だが、考えてみればまだ詩人としてはこれが第１

詩集である。お付き合いの義理で、御愛想のような批評は避けたいと思ったのだ。 

書き終わってあまりにも残酷だと自分でも感じた。しかし、遠慮なく斬ることで、これだけは捨てられない

何篇かの秀逸作品に出会うこともできた。これは僕の中の発見であった。 

 

 

１ 構成上の「あざとさ」 

青木由弥子は「嗅覚」の人である。それは彼女が編集者であることと無関係ではない。 

青木由弥子は周知の通り「詩と思想」編集者としてあちこち走り回っている。彼女は編集者の武器である高

い機動力を有している。そしてその機動力の根源はと言えばそれが「嗅覚」だと僕は思っている。    



青木にメールをすると大抵はすぐに返ってくる。すぐに返事が来ない時は、あとで必ず「××の会に行って

いたのでお返事遅くなりました」「〇〇の朗読会に参加してへとへとです」といった類のお詫びの返信が来る。

何かあれば鋭い「嗅覚」に基づき軽いフットワークと人脈を用いて現場に駆け付ける。生の声を聴いて、自分

でも確認する。ジャーナリストの基本要件を満たしていると思う。また彼女は世界の構図を描くのが上手い。

図式化する才能がある。ジャーナリストにとって、自分が直面する細部や個々の問題というのは非常な重さで

もって迫ってくるはずである。その個々の問題が全体のどこに位置するかを鋭い嗅覚によって瞬時に見極めな

ければ記事を書くことができないはずだ。図式化というと聞こえが悪いが、全体を「がっ」と把握しきる力が

彼女には備わっているということだろう。 

しかし、それはジャーナリストとしての資質であり詩人におけるそれとは少し違っている。その意味で『星

を産んだ日』は、編集者青木の「嗅覚」の鋭さと「図式化」の力が妙に浮き上がって見える。つまりはあざと

いのだ。 

この詩集は「沖縄」「戦争」「父の死」「出産」「子育て」「自分探し」「夫婦」「子離れ」「生活」など、

さまざまな主題を持っている。〝詩と思想″における重要な課題を総花的に示す教科書の趣さえある。詩集の

構成が実際には誰によって決定されたかを僕は知らない。あとがきに当時の「詩と思想」編集者の一色真理の

名前が見られるから、一色の影響もあるのかもしれない。いずれにせよ青木由弥子自身がＯＫを出している以

上、青木本人の責任の下に最終決定されたものと考えなければならない。 

「あざとさ」という言い方をしたが例えば詩集はじめの方に沖縄や戦争に関する作品が置かれるという形で

それは現れている。最初この詩集を読み始めた時、「あれ？青木サンって、沖縄出身の人だったのか。」とふ

と思ったりした。沖縄というのが余りにも唐突だったからだ。帰省した際に書かれたものなのだろうかと。し

かし、２番目に置かれた「鶴を折る」を読んで家族旅行か何かで沖縄に行った体験を元に書かれたらしいとい

うことに気が付いた。軽い旅行記程度の詩を冒頭近くに置くのは何の意味があるのか。僕はそこに「沖縄や戦

争のことを配置すれば『詩と思想』賞の詩集として恰好がつくだろう」という計算を感じざるを得ない。それ

が青木自身によって企図されたものか、あるいは関係者によるものなのかは分からない。しかし、今書いた通

り、出版に踏み切った以上全ては著者青木の責任にある。嫌ならば出さなければいいのである。 

この計算自体は決して間違ってはいない。間違ってはいないけれども、それを「あざとい」というのだ。 

沖縄の問題が、沖縄だけではなく多くの日本国民に共有されねばならないとすれば、他の地域に住んでいる

人々―そこには青木も僕も含まれている―は、ニュースや本などで情報を得るか、あるいは旅行で直接実感す

るかしか方法はない。たとえ短い旅行であっても実際にそこに行って、突き付けられた事実に打ちのめされた

り感動を受けたりすること、その上で詩を書くことを僕は否定するものではない。「修学旅行」という言葉が

如実に示すように「旅」の一つの要素として「実体験」「異文化の学び」が挙げられるからだ。 

その記録が詩として評価に値するとすれば、既にある感動をなぞるような形ではなく、そこに青木自身のリ

アルな体験がなければならないのではないか。そして「鶴を折る」は、単なる体験記としても成立が危ぶまれ

るかのような、借り物の感動が描かれているに過ぎない。 

この詩の中心の一つをなすのは資料館で出会ったタクシードライバーのセリフである。 

 

   いちゃりばちょーでー 

   一度会ったら、みな兄弟よー 

   いい言葉でしょう 

   覚えて帰ってくださいねー   （「鶴を折る」部分） 

 



このタクシードライバーは（実在の人物かフィクションかはいまは置くとして）「子供の頃、父と石碑巡り

をしたという」と書かれていることから、沖縄を愛し沖縄のことを本気で考えている人かもしれない。しかし、 

同時に営利目的のために働くタクシードライバーでもある。彼がこの言葉を常に「営業文句」として不特定多

数に話している可能性は少なくない。「営業半分」「善意の語り半分」というわけである。前出のドライバー

の石碑巡りの話の後、一文字落として次のような詩句が続く。 

 

   それぞれの各々の 

   父が母が名付け呼んだ 

   ほんとうの名前 

   で刻まれた文字 

 

   ひとりひとりの名を 

   それぞれのふるさとの名を 

   呼びながら埋めた場所から芽吹き広がる 

   一本の木 

   ……の木の下闇で 

   その柔らかさに守られながら 

   遠のいていく海を見つめる 

 

これはドライバーの物語に投影した語り手自身の「心内詩」のようなものだろうか。そのドライバーと一緒に

（語り手の？）子供たちが鶴を折っている。そこに次の一行が唐突に現れる。 

 

   共に折るという祈り 

 

初めて会った沖縄のドライバーと子供たちが一緒に鶴を折るという「心温まる話」の「キラーメッセージ性」

を高めるための文句としてこの言葉は置かれている。僕はこれを読んだ時、次のようなJTのコマーシャル文句

を思い出した。 

 

遊んでいるようで祈っている。指先から願いを吹き込んでゆく。日本には思いを乗せた鳥が飛び続けて

いました。人の時を想う。JT 

 

このＣＭは、美しい外国人女性が、日本に来て折鶴とその意味とを知り感動するという「感動系」のものであ

り、これはこれでよく出来ていると思う。しかし、詩がこのような水準で感動を求めてよいのか。青木のこの

詩は、ＣＭの水準にさえ至ってはいない。ドライバーの逸話が、何らかの形で昇華しない限り、ただの薄っぺ

らな感動乞食の強要に過ぎない。リアリズムとは甘い事実を書くことではなく、厳しい目で自分自身の存在を

含めて精査することである。そしてそれを実践しようとするのが「詩と思想」という詩誌ではなかったか？ 

もちろん当誌は同人雑誌ではないから、さまざまな考えを持つ書き手の個性が混在していて然るべきだと思う

し、判を押したような物ばかりが並んでもそれはそれで気持ちが悪い。しかし、受賞詩集であるならば、そこ

に納得のゆくものが欲しいと感じるのだ。例えアンチリアリズムであっても構わないとも思うが、それならば

リアリズムと等価の存在価値を感じさせるものであって欲しいというのが偽らざるところである。 



この詩集の「あざとさ」は、今述べた「表面的な」沖縄への言及の他に、様々な主題（しかもかなり重い主

題）が、いくつも登場するという事実がそれを物語っている。沖縄に行って戦火の傷の癒えなさを想う。それ

はよい。それなら、一つの主題としてそれを深めるという方法もあるだろう。タクシードライバーは「一度会

えば兄弟」と言ったが、彼と実際に連絡をその後も取り合っているのか。取り合っているとすればどんなやり

取りが交わされるのか。取り合っていないとすればそれはどうしてなんだろう。僕はこの詩に書かれた通り一

遍な感動秘話より、青木自身の「旅」の深まりの方に関心がある。沖縄や戦争の問題は第Ⅰ部でしか展開され

ない。それも、自分の父親の死を題材とした作品が登場することで、深まることなく紙面から消える。 

沖縄や戦争の問題が、子育てや女性としてのアイデンティティーの追究など「さまざまな重要課題」のひと

つのような顔をして現れることに異和感がある。沖縄の話題は、自らの「思想性」の高さを証明するための意

匠でしかないのか。これは「子育て」や「女性論」の側から言っても同じだろう。 

 「沖縄の詩が最初にあるんですね？」と軽く感想を言った時青木は「子供を育ててゆくと、結局徴兵の問

題なんかが出て来るから考えざるを得ないのよね」というような答を僕に返した。偽らざるところだろう。し

かしそれならば、戦争の問題というのは、わが子に降りかかる火の粉を振り払うために考えることでしかない

ということになる。裏側から言えば、そのことがなければ考えなくて済む問題なのか。僕は耳を疑った。それ

ではＴＶの街頭インタビューで戦争についての感想を言う「一般の主婦」と同じではないか。2017年の東京ポ

エケットが終わって会場出口付近で、出店者たちが２次会会場へゆこうとぞろぞろ動き出そうというまさにそ

の時のことだったと記憶している。この時は立ち話程度だったので、本稿を書くに当たって、メールで「主婦

の視線からの反戦意識」について確認した。すると青木から以下のようなメールが届いた。承諾を得て以下に

引用する。 

 

弁明するなら、あの時は時間的な余裕がなかったので、短く切り上げたのでした。その一瞬をとらえて

の批判には、大いに反論したいですね(笑)わが子（わが子、がいないとするなら、次の世代）が、戦火

に巻き込まれないように祈る、そのことを常に意識しながら、日々の言葉を使う、日々の思考を積み重

ねる、その上で、選挙で一票を投じる。この「主婦目線」こそ、戦争を回避するために大切なこと、な

のではないか。花森安治が、我々は「生活」を大切にしなかった、だから、戦争になってしまった、と

述べていて、強く共感します。身近な所、自分に密接に関わるところから「戦争」や社会問題を考える、

という「主婦目線」「生活者目線」こそ、失ってはならないもの、なのではないか。自らの生活、とい

う「ささやかなもの」は差し置いて、大義、国家の存亡、という「大きなこと」に意識を注ぐべきだ、

という態度が、全体主義へと結びついていった、という側面はないのか。…（中略）…子供が徴兵され

る、次世代が戦争に巻き込まれたら困る、という「一般の主婦」の感想を、私は大切に持ち続けたい、

ということ。平居さんのおっしゃる「追求される深み」が、もし、「一般の主婦」の目線に留まるべき

ものではない、もっと「高み」を目指しなさい、ということであるなら、私は違う、と答える、という

ことです。 

 

青木の言う「高み」というのが何を意味するか不明なので答えようはないし、花森安治の真意も僕は詳らかに

しない。しかし、肉体労働者には肉体労働者としての視界の限界があり、政治家の視野にも広狭がある。それ

と同様に、「一般の主婦」の感覚も絶対視することはできない。「一般の主婦」の感覚「だけ」からは何も生

まれてはこない。主婦の視点に立脚したとしても、それを練り上げてゆく行為こそを「詩」と称するのではな

いか。もちろんそれは主婦の視点を軽んずることとは本質的に異なっているはずだ。 



 自分に密接に関わるところから重大なことに関心を持つという事自体はなにも間違っていない。ふとしたこ

とがきっかけで、それを入口として重要な事実に興味を持つということは、大いにあるのだと僕も思う。その

意味では上述の「一般の」視点は重要である。しかし、詩、或いは詩集というものは、その突き詰めた結果と

して示されるべきものではないか。それを「高み」というなら僕はその「高み」をこそ目指してゆきたい。講

座とりＱなどを通して垣間見る青木の、詩への接し方を見る限りでは、この点に関してはそれほど大きな隔た

りはないように僕は想像する。 

ある問題の入口に立ったことを示すだけの詩に価値がないわけではない。しかし、それは、追求される深み

と合わせ読んでこそ意味がある。少なくとも沖縄の旅のその後の、青木の熟成を知りたいと思った。「旅のそ

の後」についてのことがせめて「あとがき」にでもあれば、随分と印象は変わったのかもしれない。しかし、

ないものねだりしても仕方がない。「沖縄の旅のその後」を青木に是非リクエストしたいと思う。詩でもエッ

セイでも構わない。 

 いろんなところに顔を出し、それぞれの場所で知ったかぶりをする行為を大阪弁で「いっちょかみ」（一丁

噛み）という。「あいつはまたいっちょうかみばっかりしやがって」と言う風に蔑称として使う。総花的の一

つの要素として、大して練られもしていない戦争に関する何篇かが含まれていることでこの詩集に「いっちょ

かみ」の印象が付加されてしまったことは、惜しいことだ。自分自身の父や子供、子離れと言った「身の周り

の話題」を突き詰めるところから出発してやがて大きな話題に至るというのが正統だっただろう。〝詩と思想″

の重要課題をいくら羅列しても、深みのある詩集などは出来やしない。最初に書いたように、最近ご縁の深い

詩誌「詩と思想」の新人賞ということで注目していたのだったが、総花的で甘い詩集に留まったのは残念な次

第だ。僕は2017年３月～2019年2月まで「詩と思想」の読者投稿欄評を担当しているので、自分の関わって

いる詩誌のいわば登龍門の成果がこれか、と思うと正直軽い失望を感じざるを得ない。 

 

 

２ 表現上の「甘さ」 

今、「総花的で甘い」と書いたが、この印象は詩集の構成のみならず表現そのものの中にも頻出する。例え

ば表題作の冒頭を見よう。 

 

   火の塊が私の中を降りる 

   押し開く力に息をあわせ 

   覚悟という言葉を押し出す 

   引き裂かれる痛みが全身の骨を走り 

   あふれこぼれて皮膚の内に張り詰める 

   全ての緊張が一息に流れ出した瞬間 

   心臓をむき出しにしたような赤い産声が響いた （「星を産んだ日」第1連） 

 

男性である僕は「体験」しようはないのだが、出産の苦しみはよく伝わってくる。共感する経産婦も多いかも

しれない。しかし書かれたもの「詩」であろうとする時、そこに言葉自体の斬新な輝きと新しい認識が存在し

なければならないのではないか。この部分は「出産の苦しみ」を過剰な表現を以て置き換えているに過ぎない。

散文に装飾を施したものが詩だとは僕には到底信じる事が出来ない。詩をどういうものとして青木は考えてい

るのか。 

 過剰に華美な表現とは何か。前半部をぱらぱらと見るだけでも次のようなものを容易に見出すことができる。 



一口で言えば「文学や表現に馴染みのない人が読めば〈すごく上手な言い回し〉〈凝った表現でよくこのよう

な言い方ができますね〉等と感心する類のもの」である。 

 

  ・あたりを焼き尽くし炙り出す光の  

   押し寄せる重みを押し返し （「緑陰」部分） 

・赤いひび割れをのぞかせる大地に 

   はがれ落ちる私の断片   （同） 

  ・白く熾烈な横溢の中へ   （同） 

  ・海がふくらんでいく 

   うずくまっていたものが   

   ゆっくりと足をのばし雄叫びをあげる  （「くだもの」冒頭） 

  ・白い枝が肌を裂いて 

   ひろがりながら天をおおう       （「くだもの」部分） 

  ・赤剥けの心がひび割れていく      （「寒蕾」部分） 

 

多少腕に覚えのある初心者が詩の創作講座にやってきて自作を披露するといった場合、このような表現が頻出

する。その場合「できるだけ定型表現、既視感のある表現は避けるほうがよいのでは」という「一般論」の形

で講師は難点を指摘することが多い。それで分かる人は分かるし、分からない人は詩に近づくことができない

のだと思う。「焼き尽くす・あぶり出す・白く熾烈な・雄叫びをあげる・肌を裂いて・天をおおう・心がひび

割れる」ね？全部どこかで聞いたことがあるでしょう？そんなに恰好よくなくていいから、まだ手垢にまみれ

ていない自分の言葉で表現するように心がけましょう。そうすると自分の書きたいことが徐々に見つかってき

ますよ。と初心者に向けて話すようなことをなぜ「新人賞受賞の詩集」に対して言わなければならないのか。

「詩と思想」の読者投稿作品に上記のような表現があれば間違いなくそれを指摘するだろうし、そもそもそう

いう表現が含まれている作品を選ぶことはまずありえない。なぜ、詩集編集の段階でそれが指摘されないのか。 

このような表現が作品中に残されているままに新人賞受賞詩集が出来上がっていることは驚きだが、驚きと言

えば次のような、極めてあいまいな表現に関してもまた同様である。 

    

・たしかになにかが 

   再び 

   生まれ出ようとしている （「陽矢」最終部） 

  ・張り詰めていく緊張   （「胎動」部分） 

  ・夜中 

   身をよじり もがき おびえ 

   泣き始めたきみを抱き上げるたびに 

   新しいわたしが産まれ落ちる （「傍観者」部分） 

  ・（からだの芯に燃える炎の    

   （はぜる音に耳を澄ませる   （同） 

 

最初の「陽矢」最終部分における問題は、「何かが産まれる」というような言い方で分かったような結論を語

っているという点である。「何か」が言葉にしにくい、というのは分かる。言葉にしにくいものを詩人が扱お



うというのは分かる。だからこそ書かねばならないのではないか。「何か大切なものを感じ取りました」とい

うのは、中高生（あるいは大学生であっても）落ち陥りやすい作文・小論文の最たるものである。詩人が同じ

レベルの表現をしていて何が新人賞作品かと眉を顰めざるを得ない。「新しいわたし」も同じだ。そんなもの、

電車内で見る女性週刊誌の吊広告に、同種の表現が山ほど踊っている。「新しいたわし」の方がまだマシだ。

「からだの芯に燃える炎」に至っては、恥ずかしいと言うほかに言葉もない。一体何が原因なのだろう。 

 青木の詩集を何度も何度も読み返して、最初これは長所として捉えていた「色彩の多用」が実は、イメージ

の固定に繋がっているのではないかということに気づき始めた。 

 

 

３ 色彩と図式化 

青木由弥子は美術畑の人らしい。数年前に京都の小さな画廊で彼女の作品を見た。絵を描く人らしい色彩に

関する表現がこの詩集にも溢れている。明確に「章立て」というものはないが、著者自身の挿画によって4部

から構成されているように読める。そしてそれぞれの章で際立つ色彩が異なっている。 

 

（１）第Ⅰ部と「白のイメージ」 

最初の作品「わたつみ」は次のように始まっている。 

 

   とよとよとよ るゐるゐ とぷん  

   とよとよとよ るゐるゐ とぷん 

沖縄の内海には濁音がない 

 

美しい沖縄の海を想起させる描写だ。画像でよく見る沖縄の真っ青な海が頭に浮かぶ。しかし、よく読み進

めてゆくと、そこには海の青さや爽やかさを強調するものは存在せず、「ひとところにつもりゆく白い骨」に

象徴される「白」のイメージで満たされている。この詩には「白い骨」のほかに「白い影」という語も現れ、

イメージのベースを形作る。そしてそれらの上に一点の墨のように「黒松」という言葉が加えられ、やがてせ

まる夕闇の伏線が敷かれる。そして沖縄の内海の「胸を裂いたような赤」い夕日の情景で白い世界が暗転する。 

僕は今しがた書いたように、「色彩の多用」はこの詩集における唯一の長所だと考えていた。例えばこの詩

で言えば骨のイメージを与える「白」が極めてありふれた「青い海沖縄」のような表面的な見方を覆す起点に

なり得るというような意味において。だから1節2節で「問題点」を整理した上でしかし、「読みどころ」と

して青木の色彩によるイメージ戦略を「長所」として押し出すつもりでいた。 

しかし僕が自分で「過剰な表現」の例として無作為に挙げた中に、「長所」として捉えていた「色彩」を巡

る表現がいくつもあったことから、色彩表現それ自体ものごとを図式化する（まさに「色分け」する）役割を

負ってしまっていることに気づき愕然としたのだ。このことを確認するために、本節では「色彩」に沿って、

この詩集をもう一度読み直してみることにしたい。 

続く「鶴を折る」にも「白く反転した世界」という言葉がある。戦争資料館から外に出た現実の社会を彼女

はそう書くのだ。沖縄の現実を「白」で描く。この感覚は「色彩の人」としての面目躍如である。3作目の「緑

陰」ではタイトルから「緑」が現れるが、「白い一条の滝」「白い激しさ」という形で「白」が「地球の骨」

という語に促されるかのように再び現れ始める。この「骨」は樹木の太い幹を指すようで、「わたつみ」に見

られる「白い骨」とは異なっているが、2篇と開けずに現れる「骨」はやはり前の作品のイメージを少し引き

ずる。「みどり」「赤いひび割れ」「みどりの風」など「色彩」を示す語が所々に出るが最後にまた「白く熾



烈な横溢」という語で白のイメージが作られてゆく。続く「放火」にも「純白」「砂の白さ」が現れ、コント

ラストとして「黒々とした痕跡」が冒頭に鮮烈なイメージを与える。「増白剤」の言葉もさらに強烈である。 

「陽矢」には「白く反転した明るさの中」という表現がまた現れる。このことも当初「長所」だと思ってい

た色彩戦略が、書き手個人内における定型を形作ってしまうという負の触媒として働いている。 

ただ次の「晩夏光」は秀逸な作品だ。あとがきをヒントに想像すると、父の死を主題とした作品であること

が分かる。ここには最後の一行に現れる「白く発光する肉体」にしか直接的な「白」は出てこないが、冒頭と

半ばあたりに登場する「昼の月」が読者の視覚に「白」いイメージを据える。この詩は、第Ⅰ部の中で唯一作

品として高い水準を保っている。これは本稿最後に述べる、青木由弥子の可能性に繋がるだろう。 

このように、第Ⅰ部は戦争の傷や父の死など、「生と死」を直接のモチーフとしたものが収められている。

それを「白」を基調として青木は表現に統一感を出している。ところが、この統一感というのが曲者で、イメ

ージが統一されるということは何らかの「図式」が浮き上がるということでもある。 

 

 

（２）第Ⅱ部における「赤と金」   

第Ⅱ部を象徴する色は、第Ⅰ部と対称的な「赤」である。さらには楽しさの絶頂のような意味で「金」のイ

メージもある。 

「くだもの」という作品が最初に置かれている。先に僕は「それぞれの章で際立つ色彩が異なっている」と

書いたが、急激に基調が変化するのではなくグラデュエーションのように徐々に移ってゆくのだろう。ここに

も「黒髪」という言葉に対比されて「白い枝」という形で「白」が残存する。また色彩の事からは逸れるが、

Ⅱ部冒頭のこの「くだもの」は、交合・受精・出産を思わせる比喩が多く、読んでいて恥ずかしくなった。 

基調色の変化は次の詩の中で起きる。 

「まな」にも「白い指」が現れるが、それは「白い指の記憶」という形である。ここにある現実は「肌の赤

身」であり「鮭の子が腹に付けた卵黄」であり目が痛くなるほどの「体が放つ」「光」のイメージである。ま

た次の「胎動」には「青い火が灯る」。それは「胎内で意志を持ち」始める存在への遠い期待でもあり、まだ

見ぬ姿への憧憬でもある。 

このような流れの中で表題作「星を産んだ日」が登場する。色彩にのみ注目しても、「火の塊」「赤い産声」 

「白い分娩台」「赤い火の玉を胸に抱く」「押し寄せる黒い流れ」「真白い産着」「白く輝きを増す」「赤い

律動」「赤い 一本の流れ」など「赤」のイメージが中心旋律と成り代わって来る。これは作品中にも現れる

「赤ん坊」という言葉・存在とももちろん関わるし、「赤ん坊」の原義にも関連する「血の赤」そのものをも

読者に直感的に想起させる。 

 上記のように並べると、前節にも書いたように、如何に大仰な表現が色彩を巡るだけでも頻出しているかよ

く理解できるだろう。 

 表題作のこの詩は、「晩夏光」と合わせて読むと詩集そのもののタイトルが理解できる。 

 

   私を過ぎてゆく霧が、肉体を発光させる。あなたは、この星そのものとなっ 

   て巡っている。青く光り、霧となって吹き散らされ、また新しく星に生まれ 

   る。連星のように引き合う力が、私を大地から引き剥がす。（「晩夏光」部分） 

 

父親は死んでやがて星になる。そして、語り手は身ごもっていてやがて新しい星を産む。燃えるような赤ん坊

の「赤」に比して星となった父は、「青く光」っているのが切ない。詩集のタイトルは、多くの人に「赤ん坊



を産んだ日の事なのだな」と思わせる。それは間違いではないが、その星に特別な意味があるのだ。星を産む

とはすなわち「父を産む」ことだろう。この詩はこれでよいとして、詩集自体のタイトルはもうひとひねり出

来たかもしれない。 

しかし結局のところ「父親が星になり、星を娘が生む」というのは、「生命の円環」という発想に収斂され

てしまう。青木の個人的な感慨を否定するつもりはないが、そこに際立った文学的感動の元は存在せず、どこ

か既視感が残る。それならば単発でこの詩だけを読むほうが、（よりべたべたではあるが）出産の喜びを謳っ

た詩として素直に受け入れられた気持ちがするのだ。 

話を色彩に戻すと、続く「傍観者」では、文字通り赤子を傍観する存在としての語り手のことであろう。こ

こにも「からだの芯に燃える炎の」という直接ではないが「赤」を思わせる語が現れる。 

色彩に関して最も強烈なイメージを与えるのは黄金であるが、「金色のレール」という語が次作の「航路」

に現れ「灰色の壁」を背景として鮮明である。生まれ落ちた星が語り手の胸元へ、あるいは将来への「金色の

レール」を驀進するイメージが強烈である。その子がもう少し成長する時「おまえを風にさらしてしまった」

という親の後悔の気持ちが語られる。その際、おそらくは赤子の指の赤い腫れであろう「赤剥けの心がひび割

れていく」という表現が重ねて用いられる。この表現は「てのひら」にも用いられ、「赤く剥けて腫れ上がり」

「私は灰の中で赤熱する」と言う形で現れる。先に言及した「白く 反転」同様、色彩表現に依拠することが

自己模倣を生んでいる例である。この「てのひら」という作品は僕には難しかった。像が結びえなかった。続

く「渇望」にも「金色の光」「金色の繭」という表現が現れる。先の「航路」では「金色のレール」という語

が出てきていたがすでに、この「渇望」では、楽しかった子育ての時間が「仮想の過去」「最も輝かしかった

時間」として描かれていることを知る。 

夫との関係が「領域侵犯」には描かれているが、そこにおける色彩の混交は、まさに「百聞は一見にしかず」

である。「青いライン」「赤いライン」「白く残った横長の日々」「金気の混じった甘さ」「白い横長の明る

み」「黒いキャンバス」「白い帯状の空白」「あらゆる色彩がにじみながら」「白さだけを浮き立たせる」「白

い帯の中に入る」などの語を拾い上げてゆくうちに、そこに流れている語り手の圧迫感が伝わって来る。しか

しこの詩の真意は理解にしくい。それは「青いライン」「赤いライン」「白く残った横長の日々」などが、少

し現実に還元しにくいからだろう。色彩に頼りすぎて、一等大切なはずの現実との結節点が失われている。せ

めてもう少しだけでもヒントがあればな、と感じたのだった。 

 

（３）第Ⅲ部―燃えるカンナ 

 第Ⅲ部の色も赤である。しかし出産や赤子に関わる「赤」ではなく、黒のイメージも重なる、「赤土」のよ

うな「赤」である。子供が自分から巣立ってゆく、その後の道を淡々と歩む母親の地道な土の生活の色のよう

でもある。 

冒頭から「私の魚」「放流」「陽だまり」の３作では色彩をイメージさせる語が使われていない。墨絵にも

似たモノトーン世界の中を青木自身が「魚」となって浮遊しているかのようだ。それが「祝祭」へ来てぐっと

跳ねる。 

 

   汚しなさい 

   はみ出しなさい 

   まだ誰も見たことのないものを 

 

   八人の子どもが消えて 



   八匹の獣が現れる 

   真っ赤な荒野に 

   ライオンのような車が走る 

 

その他にも「どす黒い灰色」「白い絵の具」「白い手」などの静かな背景の中にはじめの「赤」が目立つ。 

最後の一行で「熱帯魚が一匹 跳ねた」とあるが、これは青木自身の中の「魚」である。妻・母等の役割では

ない、女としての自分自身。「光の窓」にも色彩はないが、それは文字通り「光」によって視覚が惑わされて

いるかのような印象がある。この詩においては「色彩」は必然である。子供たちが絵具を使って活動する。そ

れ自体が題材として描かれているからである。こういう優れた作品があるのに、結果的にどの詩にもこの詩に

も色彩を多用し過ぎて、必然性のある作品の色を霞ませてしまう形になっているのはもったいないと思う。 

「くまいちごが実ったら」はタイトルそのものが赤を想起させる。色彩を示す語としては「黒々と毛も生えそ

ろい」「猛々しい青草」「黒い胸」「赤い甘さと酸っぱいつゆ」などが使われていて、原野の中で育つ果実の

ような荒々しさを感じさせる。「皆既日食」には「白い触手」「青い影」「白い粘着質」などの表現もあるが、

この第Ⅲ部もイメージとしては「赤」だと言えそうである。それが、最後の「炎天」によく現れている。 

 

      炎天 

 

   燃え盛るカンナの中を 

   一本の直線が のびて のびて 

   おまえの大きな靴が 

   自分一人の影を踏み抜いていく 

   入道雲をかき分ける大きな手のひら 

   一年で五センチも伸びたTシャツの背に 

   世界地図が滲んでいる  

 

   おまえが振り向かなくなったのはいつから 

   歩幅が釣り合わなくなったのはつい先ごろ 

   戯れるようにいなくなって 

   背もたれのように戻ってくる 

 

この詩は、母親から離れてゆこうとする成長した子供の姿と、それを少し淋しく感じる親の気分がよくあらわ

されている。成長の赤が印象的である。「おまえが振り向かなくなったのはいつから」という母親のつぶやき

が胸を打つ。引用最後の「背もたれのように戻ってくる」は、理想である。現実には子供は戻っては来ない。 

それと知りながら子供の姿を後ろから見る時の表現として「黒々とした背」という「黒」が用いられている。 

そして母親が「赤土の道を歩き続ける」という形で詩は幕を閉じる。この最後の「赤」は「赤土」という形で

用いられ、永遠に子供と交わることのない荒涼とした「他人の道」を感じさせる役割を持つ。このような表現

は非常に優れている。青木の可能性は、大仰な表現や図式的な発想を排し、自分自身の実感を直接的に描くこ

とによって唯一ひらかれてゆくだろう。 

 

（４） 第Ⅳ部―新しい日常という「白」 



この第Ⅳ部に使われている色は、最初の第Ⅰ部に呼応するかのように、「白」が基調である。いくつか「黄」

「オレンジ」などの柑橘系の色は現れるが、第Ⅱ部・Ⅲ部のように「赤」はすでに使われることはない。 

最初にある「かまあげうどん」には「しろくからまる からまりあう／ははの わたしの 白い うで」「は

はのうでが せなかに／白くはりつき」という詩句がある。次に置かれている「つかみだされ、そして」には

「トマト」が何度も登場するから、基本的には「赤」が頭に浮かぶが決して「赤」と言う語は使われない。子

の成長を象徴する「赤」を使うと子が去ってしまうのを恐れるかのように。「仕度」にも「漂白剤」と言う語

が「あさごはん」には「きみの黄色／真っ白な皿を汚して」「真っ白に「皿を洗って拭いて」というものもあ

る。「回游」には「オレンジ色のたまご」「白い乳」「白砂の島」そして最後の作品「いのちをつなぐ場所に

立ち」には「食卓は白く照らされている」「巣立ち間近の子どもらの眼が／青く光っている」というものもあ

る。 

  

 

４ 青木由弥子の可能性 

本稿では詩集『星を産んだ日』の問題点を様々に考察した。また後半では「色彩語」に注目して読み進めて

きた。 

第Ⅰ部に含まれる「骨」や「死」を象徴する「白」が、第Ⅱ部に入り徐々に「赤」に変わる。これは出産に

より子を得て、間近に生命に触れることで実感した「血」に象徴される「赤」であった。また、その喜びを「金

色」で描くこともする。第Ⅲ部の色彩もまた「赤」であるが、第Ⅱ部とは少し異なっている。妻・母という役

割とは別のところにある青木自身の本質を、子の巣立つ淋しさを感じながら淡々と進む道の「赤土」のような

「赤」であった。第Ⅳ部の基調は再び「白」であるが、最初の第Ⅰ部の喪失感を伴う「白」ではなく、未来へ

と命を繋ぐ新しい「白」であった。この詩集の中では、父の死と並行して子を身籠り、出産・子育て・子離れ

を経て自分自身を確認しつづけてゆく一人の女性の姿が描かれている。そして白―赤―金―赤―白という基調

色の変化によってイメージがより鮮明に描き出されているという効果も理解できる。しかし、それが図式的な

発想に繋がっていることも指摘した。 

 青木由弥子に可能性があるとすれば。それは極めて当たり前のことになるが「実感」に即し、虚飾を排して

作品を書くことに徹することだろう。「晩夏光」「星を産んだ日」「祝祭」「炎天」などの秀作は、大いに力

を感じる。それは実感が余分な表現を寄せ付けないからだろう。或いは過剰な表現があったとしても、主題の

真摯さに飲み込まれてゆくからだろう。 

嗅覚の稼働は編集の仕事の中に封じ込み、作品を書く際には詩の神様だけに向かい合ってください、と心か

ら祈る。詩の中に小賢しいジャーナリストの嗅覚は不要だと僕は思う。 

 

 


