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－遺書－

不純 罪悪 橋のない川

苦しい想い出 感銘

恋目覚めて 宇宙

黒い天使 金閣寺 Rose is a rose is a rose

遠い思いに包まれて あかり

悲しむべきかな 神の愛 行き当たりばったり

腐った魂 最後の日に

イチジクの葉 告解

雨 自意識

冬空 美しい物

けだるいのに 救い －－－－－－－－－

山 竹

鳥 教会の美しさ 目を覚ました種は

ローソクの火 生きたい 芽を出す

口づけしたい 蔓が伸び

天使に 苦しみ 大きく背伸びする

アガペー

小さな教会 偉大なるモノ 葉をつけ

雷 道程 花が咲き

雪の章 不安は美しい 実がなる

愛ついて 純なる物

青きロザリオ 白い粉の吹き出した

天使の悪戯 五月の私 一房の葡萄

死んでも良い

絶望の明日に向かって 恋人 風が吹き

日に照らされて

天使のちかい 太陽 光の鈍ったブドウは

涙 地に落ちる

意識 T君に

幸せ 中世の暗黒時代 長い間眠っているのは

猫 葡萄

1969.9.23 Authority

－秘密－

私の持っていることを教えよう

秘密

それは私どもの世界では

美しく輝いている

他人のそれは醜いものだ

ADHDの勝手口
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天国にいる聖人にも

私どもと同じ秘密があったはず

本当に

信じ合える仲にも秘密がある

ただそれはすばらしく

保てるのが美しく

保てるのが本当に

喜び合える仲なのです

1969.927

－よろこび－

喜びは美しい

悲しみが美しいという者は、自分が今喜びにいるということを知りたいからだ

喜びは尽きることがない

次から次へ頭の中に、身体のうちに喜びは満たされつづける

私の言う喜びはいつかは消えてしまうものではない

幸せの後の苦しみも

いつまでも喜びに満たされつづける

1969.9.28

－輝け－

白く光り輝け

すべてのモノを含み

何者にも犯されずいつも輝く

そんな光になれ

自分のすばらしさを人に知らせよ

隠しきれるモノは本当の光ではない

自分が居るだけですべてが光り輝く

そんな人になれ

喜びは尽きることはない

自分がここに居るなら白く光り輝け

1969.9.30

－菊の花びら－

人の顔を見たとき美しい顔などとは思わない

黒い落ちくぼんだ穴凹

兄は、「個性は美しく咲き、また枯れる花ではない。」と言った

浅い穴凹

自分上からこぼれ落ちる砂

そんな厚かましいことをして、自分の穴凹を掘る

ADHDの勝手口
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個性とは美しい物ではないが、すばらしいもの

人の顔など美しくない

山の上に天使がいる

一度見上げ、また閉じた目

私は自分の脱いだベールが惜しい

口に含んだ水は、もう私だけのものだ

烏が森を見つめるように私は目を閉じる

昨日雨が降った

何故かしら私は雨が好きだ

娘は星を見て泣いた

そんな思いに酔いしれたいから

泪は良い

私は恋をしたのだろうか

日に日に夜が長くなり畳に光が入りにくい

私は風に吹かれてみたい

何が出来る

憎しみも私は知らない

すべての人に愛される事だけれど、おかげで動けない

忘れたはずなのに秋は

自分が居るってことに話しかける

風はそんな私にもってこいだ

石の山は登りやすいのに

砂の山は何故かし難い

笑ってください僕を

そう思った人は偽悪だ

花は枯れるから美しい等という人は本当に知らない

遠い昔の夢物語だ

池の仲には魚の世界だ

常に展望を持って進め

私は男なのだから

十八歳というのは快い歳だ

自分はどうして生きているのだろうか

考えた自分を人は青春という撫で片付けてくれるから

鳥には鳥の世界がある様に

私は自分の巣を作りたい

赤とんぼは楽しいはずなのに秋を告げていく

一日中働いている母の姿を見るのは楽しい

一冊の本が私の心に憂いを求めるように

私は大きな自尊心の為に同情したり愛したり恋したりしてはいないだろうか

井戸端会議の快さはその心に似ていないか
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自分のこころの弱さを誇る奴は自分の身体から足をもぎ取って喜んでいる奴だ

葉巻の煙がそんなに必要ならと私は怒ったものだ

誰かに点ててもらった珈琲より自分一人で楽しんだ珈琲がうまい

そうだ

私はやはり隠者にはなれない

悲劇のヒーロー ヒロイン

私はキリスト程の言葉は持ち合わせてはいないのだから

1969.10.11

－恋－

今まで私は、本当の恋は光り輝くモノであると思っていた。悲しい恋を夢見るのは、悲

劇のヒーローに自分がなりたいからだ、と思っていた。しかし、私は百三の書“愛と認識

の出発”を知り、エゴイズムの恋を知った。本当に愛しているなら、行為は祈りでしかな

い。しのぶ恋がもっとも恋らしい恋である。本当の恋は、あるいは純粋な恋は、悲しい恋

である。しかし、蒸留水が一番水らしい水、純粋な水である様に、どの水が十代の我々に

必要なのだろか？濃いコーヒーに酔いしれる、我々と川のせせらぎの水にため息をつく、

我々とでは、どっちが良いだろうか？私は分からない。

1969.10.16

－渡辺和子氏講演－

渡辺氏は、十数年をイエズス会で過ごし、今岡山清心学長をなさっている。彼女の住み

きった声は、私に眠気さを忘れさせ、どんどんと私を引きずる込んでいった。

「水引の喧嘩半ばのにわか雨」これは、彼女が育った禅学校で習得された言葉である。

彼女は、ここで人間にとって、価値のあるモノを問い、禅の極意「棺桶の中に入って、も

う一度世の中を見る。」を以て価値のあるモノを見られた。

自分の家に手紙を出し、それが届くことのみが楽しみである老人のように、我々の大き

な夢にも、本質には小さな、価値しかないのではないだろうか？

彼女はこう言いたいのだろう。もっともっと見つめなければ。

1969.11.11

－手紙－ その１

私が貴女に手紙を送るのは、初めてではないし、貴女も私の書き方をご存じでしょう。

私は自分でディスコミュニケーションを否定しました。けれど、その私が貴女の手紙に対

して、どれだけの逆説の喜びを期待したことか！

私は、馬鹿です。しかし、貴女は、その私から手紙を読んで、どうお思いになったでし

ょうか？

私は自分のいる近くで「生きること」か「死ぬこと」とか話している者たちを見るのは

嫌です。その私が、自分の書いた手紙に怒りを覚え、小説を読み泪を流すのです。私は自

分で自分を否定してしまったのだろうか？

“愛すること”と“生きること”は違う。そんな寒気のするような書を、貴女には平気
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で答えることのできる私なのです。

人間は恋をし、神は愛するとか？ 本当の恋は隣人愛につながるとか、以前の私なら「ア

ガペー」という叫んで喜びに浸ったものでした。自分は神の子としてしかないのだ、何も

ないのだ自分は。そんな自分は、貴女という、何もない人に引かれるのです。

－手紙－ その２

貴方様は、何のために手紙を書いてこられたのですか。貴方様には、私なんかよりずっ

と・・・・・・・

私は友達が欲しかったんです。そう、友達に言ったのに、貴方様は、彼女から私のこと

をどうお聞きになったのか知りませんが、私は貴女が考えていらっしゃるよりはずっとず

っとオテンバなんです。どう？驚きになったでしょう。私は、以前音楽が好きで、テレビ

にかじりついたものでした。けれど今では違います。ですから貴方様の方も・・・・・

－手紙－ その３

僕は君の言うようなモノではないと思う。「貴方には、私より・・・」という文章はど

れだけ僕の気持ちを裏切ったことか！ 僕はリルケの透明な世界を求めた。そのため「貴

女」という言葉をやめて「君」ともした。十七歳のお前にとって、どれだけ心臓を打ち抜

かれる思いをしただろうか？ でも、僕は人が殴り合っているのを見るだけで、血が頭に

上るだ。僕は君といるときにこそ何も感じなかったのに、「私は」という君の姿に自分が

崩れるのを感じた。君はやはり女の子だったよ。

－手紙－ その４

貴方様は私のことを「女ではいやだ「女の子」でなくては、とおっしゃいましたね。私

はあの日一番心を憑かれた言葉が、あの方の「Aを引っ張り込んだら困る人がいるからね。」

でした。私は貴方様のように一つに集中することが出来ないのです。結局すべての人に愛

されたい。そして自分一人でいるとき、ようやく考え始めた私を感じるのです。

「友達のままでいたい。」こんな子どもじみた事を、今でも私は考えています。貴方様

に初めて会った時、私は自分の心の中を透き通って見られている様で嫌でした。そして、

今も貴方様は私のAuthorityです。

私は、ホームドラマが嫌いです。あの姉と弟の話がいやです。

弟 おねえさん！

姉 何？

弟 いや、何もなかった。

二人が幸せそうに、顔を見合わせて笑います。身の毛もよだつような言葉です。私は貴

方様がいまだ一度も「僕は、君が好きだ。」なんてことをおっしゃらなかったことを感謝

しています。私は最近思うようになりました。人を愛することより人を傷付けない方がず

っとその人を本当に思っているのだと。失恋とはいますが、失愛とは言いません。愛とは

相手がいかなるものになってもずっと続けられるものなのでしょう。恋とはどんなにエゴ

イズムなものか。私はそれがようやくわかりました。

いけないことなのでしょうか。女の私が男の人を意識しながら、自分が悲劇のヒロイン
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を演じるのは。私がこのようなことを言うのは、失恋したことを恋人に言う女のようなも

のでしょうか。友達として筆を執ったのに・・・・・・

－手紙－ その５

僕は君の誕生日に贈り物あげようと思った。でもそれが、馬鹿馬鹿しくなったのです。

そのとき僕の気持は、自分で君とゲームを楽しんでいたように思えた。ここで告白します。

僕が君に積極的に近づこうとした時より、引こうとした時のほうが本当に重要だったのだ。

なぜなら、意識的に引いたのだから。

どうして僕には、詩が書けないのか。美しい言葉は、僕を酔わしはしない。黒い腐った

実を作っても、僕は自分の姿を表さないのか。

さようなら。

－手紙－ その６

鳥のような 僕は自由だ

でも飛ばない

なぜって

そんなに自由なのだから

指一本だけ動かして

あとは

ゆっくり休ませておく

あんまり鳥だったので

もうすっかりくたびれのだ

そうだ 僕は恋をしている

裏にボツボツのある靴を買い

雪の中を駆け回る

僕はお人よし 僕は移り気

鳥のように自由で 恋をする

夢の中に残った

僕の足跡に

1969.11.13

－私邑－

爪をかむ姿が 美しいのに

なぜか 私を酔わさない人

神は天使を 私の心に遣わされた

黄昏れといえども

私はもう18歳 涙を流す時ではない

人の心が美しいとも 醜いともなる私

神はどうして 私を自由になさっているのか

1969.11.16
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－霜月－

天使は人に冬を与えられた。

冷え切った風に身を振るわし涙を流すのは、天使の気まぐれ。

何を言っても冬はただ冷たくて、口を閉ざしている。

枯れ葉が散るのは、天使のため息。

それに、涙を流すのはいけないこと。

コタツのぬくもりは、芯まで暖まれない。

冬の太陽が雲にかかるのは、天使がベールを脱いだから。

一つ一つの煙が空を表すのに、天使は自分が孤独だと思う。

うつむいて歩く。

やはり気まぐれな天使がいる。

果たして、天使は思う。「私が来たのは早すぎた。」

なぜか、冬はそんなにも悲しい。

浮気な天使は、ランプの陰で一冊のノートに心奪われる。

多くのあの白々しい文章に怒りを覚え、同じ自分に涙を流す。

冬の海はまた、天使の泣き所。

じっとして動かない。

大きな船は、南洋の力を忘れただろうか。

多くの者が集まり、動かない波に自分を見たがる。

果たして、天使は思う。

私は、やってくるのが遅すぎた。

あの黒い土を憎む時、白い雪を抱いて祝福する。

けれどやはりそれが、見せかけ。

天使の気まぐれ

夜空には冷たい空気を伝わって、大きな叫びがとどろく。

天使は居眠りをしているから、そのとき人はどた靴を履いて雪の中を駆け回る。

友情の安売りは、最も天使の嫌いなもの。

冬だからこそ、天使は他と違う。

太陽に向かって働くとき、やはり大きく背伸びをする。

冬の空はいい気持だ。

人の行いを見て心がわかるなら、天使はいらない。

ロウソクが一番大切な事をしている時、他のために祈っている。

浮気な振る舞い。

天使には男も女もいない。なのに人には女性がいる。

けれど人の中に男と女があるから、人は天使になれる。

海の向こうにまた、空が続いている。

窓ガラスの曇りをふき取った時、天使の顔が見える。

天使は白い息を愛する、冷たい、届かない空を愛しますから。

果たして天使は思う。

もう私には人の心は動かせない。
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夢は天使の気まぐれ。

人の心に祝福を与えても、また夢は消えるもの。

水面の中の天使の姿を探しても、そこにはもういない。

古都の美しさは、天使の気まぐれ。

果たして天使は思う。

天使は私だけではなかった。

1969.11.27

－冬－

私の冬はいつも非常に大切な事をしてくれました

春よりも秋の方が良い

けれど私の冬はいつも重大でした

私が初めて自分を意識した時

それは池にはった氷を食べたあの冬でした

私はすごく母に叱られたものです

私の冬はいつも何かを私に考えさしました

白い雪 青い太陽

太陽は決して赤くはないのです

少年時代に私は山を登ることを覚えました

私の冬はいつも重大でした

風の行方は私の心にはちゃんとわかっていたのです

神の愛 天使の祝福

青年時代の私は命がけの冬でした

冷たい朝にうつむきながら歩く時

私の心には冬のありがたさと悪魔の罠と感じました

そうして私の冬はいつも重大でした

決して夢物語ではなかったと思います

1969.12.3

－恥ずかしすぎた振る舞い－

恥ずかしすぎた振る舞いは壁にかかった額のよう

恥ずかしすぎた振る舞いにすべてがつまらなく映る

恥ずかしすぎた振る舞いに病弱な精神が沸いてくる

恥ずかしすぎた振る舞いに私の大きな夢はない

恥ずかしすぎた振る舞いは鍵のない部屋のよう

恥ずかしすぎた振る舞いに今日もすべてが過ぎ去る

恥ずかしすぎた振る舞いに雪の踏む思いがする

恥ずかしすぎた振る舞いに私の小さな夢がある

1969.12.3
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－冬支度－

息が白い一つ一つの言葉が白い衣を脱いで

天に昇る冷ややかな風では病的な精神の持ち主にはあまりにも激しいのだろか

魚が温かい水に身を落としている

流れを拒んで小さな丸い世界しか見えない病者

冬はそんなものたちだけのものではない

空が冷たい

息が白い

一つ一つの言葉が白い衣を脱いで天に上る

大きな海に見えた水溜りだのに

今はもう氷に閉ざされてしまった

キチガイ沙汰な振る舞いや病的な精神はなんの価値もない

耳を澄ましたらなぜかそれだけで涙がこぼれる

いけないことなのでしょうか

あんまりみだりに涙を流すのが

1969.12.21

－別れ－

犬の目が光った

何をしたらいいのかわからない

あの原にあの道に

私を何をしたらいいのかわからない

捨てゼリフ

大きな終止符

予期しない者には胸が詰まる

初めは何ともなかっただのに

犬の目が光った

嫌いでもないのに

捨てゼリフを拾わなければならない

私

1969.12.24

－それから－

日の出7時5分。いつも見に行く来光を今年は、なぜか止めにする。

母が慌ただしく働き回っているのを見るのは楽しい。

これでいいのか。我が家の不思議が今日また終わる。

でも雪は良い。大きな鯛が横たわっている。今年は戌の年。兄貴はもはや24になる。

あの人と早く結婚すればいいのに。変な駆け引きをして馬鹿な奴だと思う。

今日は24時間。短針２回、長針が24回まわる。時計は砂時計が良い。

リルケだけど。フランスだ。過去の国よさようなら。それからまたいつもの日が始まる。
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昨日も何もなかった。今日もなかった。

それからまた明日も何もないのだろう。

1970.1.6

－再会－

私が今こうしているのはただ何もしたくないからではない

私が今こうして何もしないでいるのは何よりも何かができるそう思うからです。

他人に微笑みかければまた私に

私が思うに再会とは離れた後の行為ではない。

再会とは以前関わりとしてまた今もこうして関わることではないだろうか。

私が今こうして何もしないでいるのが何よりも何かができる自信が

私にはあるからです。

1970.1.8

－太陽は赤くない－

太陽は赤くない青い

また私の心の中に燃え続けている太陽は、決して目に映りはしない。

18歳といえば、自分が女に本当に愛されることのできる歳だ。

今日初めて雪が降った。

太陽は赤くない青い

雪解け水のように川の中に少しずつ流れ込む

神の祝福を

胸いっぱいに秘めても私の天使はそれを拒否してしまった。

今の今まで私は自分の星があんなに遠くあると思わなかった

山登りは好きだ。

けれど、谷川の水に反して私はいつも身投げしようとする心と

戦わなければならない。

一年前の私は船の甲板の上で同じように海中に沈んでいく。

自分の姿を思ってゾッとした。

暖かい言葉は私のためにならない。

今夜の猫が啼いた。

私の時間は何もしない時間

今年は山に登ってはならない年、

春草むしり

夏草いきり

秋落ち葉とひぐらし

冬雪を踏む。

山には私がいる。

自分の足音がいつもある。

けれど今年は、山に登ってはいけない年、
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たった一言で私にはできないこと

太陽は赤くない青い

うつ伏せの自分をあの青い太陽に見える。

今年は騒乱の年。

花が散ってもにはならない。

2年前の私なら黒くなったグミの実が欲しいと思った。

私の家には三つの花が咲く。

去年も待った。

友を選んだとき

いや友など自分の意思になるものではない。

私の友は私を知らなくても良い。

私は友の家に自分を見たらそれで良い。

私の守護の天使は今、居眠りをしている。

なぜなら、私は今、1人の方に自分をかけているから

空が青いのは太陽が青いからだと思う。

その中に何があるか。

一行の文章が私の心をつかんでしまったように

また私は一字の言葉に自分の心を託す。

大きな罪人に同情かけ

同情するということに怒りを覚える。

幸せは今の私にない。

本他人に裏切られ信じていた他人に逃げられ

思いもつかぬ自分の愚考して私は幸せになる。

私の足は二本ある。

もし、左足がなかったらそう思いたい。

私はろうそくの火が眩しい。

苦しみは幸せの代償でないと信じる私は

ろうそくの火に涙を流す

私の天使は今眠っているでしょう。

太陽は赤くない青い

1970.1.15

－chocolate－

チョコレートとの黒い肌は、私に涙を誘う。

神の祝福が白い衣の天使によって送られてくる。

私は十分なものを受け取る。

涙は天使の気まぐれ

天使に男も女もいないのに人は女を有する。

だからこそ、人は、天使になれる。

その時私は友を求めて叫ぶ
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天使はまだ眠りについていないんだろうか。

1970.2.4

－白衣－

白衣の天使を見つけた。

神の前に私と同じ気がした。

ろうそくの光と私の涙が、白衣の天使を見つめているようであった。

悲しいかな。

私は動かない。

1970.2.16

－図書館－

市立図書館に雪が降った。

私の物語には、いつも雪と涙と天使が出てくる。

暖かい日差しを木の葉の隙間から私の顔に恵む。

私はおもむろに目をつぶって、

この祝福を受け入れようと思った。

1970.2.18

－戯れ－

私は子猫見ている女たちを見た。

女たちは共に罵声を浴びせながら猫を誘った。

私はじっと彼女の行いを見る。

小さなささやきの後、猫は姿を消した。

私は猫を見るを女たちを見ていた。

そこにはただふたりの女たちがいるだけだった。

19702.19

－会話－

神様どこにいる。

？？

どんなところにいる。

天国！！

ここは天国と違うな。

うん。

じゃあここはおらへんな

いや、いる

いつ、いるんや

時々おるという事は、しばしばおらへんのやな。

？？
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いつおらへんか教えたのか。

うーん。

それは、僕が神様を嫌いになったときや

？？

神様はいつでもおるね。それがわからへんだけや

？？

いつわかるか教えたのか。

うん。

そこに座って目つぶってご覧。

静けさ

おい、僕。こっち向いて

今なんで目をつぶったんや

先生に言われたからや

先生が言わへんかったら、座ってなかったわけや

うん

さっき、運動場走ったやろ。あれなんでや

走ろう思ったから。

先生が走ろうと言わなかったら走ってないな。

うん。

そしたら、さっき目つぶったのも、運動場走ったのも同じやね。

？？

なんでわからへんかわかるか

？？

それは僕が本を読めへんからや

他の本を読まんでええから、せめて漫画ぐらい読めよ。

この前本借りに行った、その本をなかって。

本なんていくらでもある。この前本読むって約束したのに。

お前は反省するな。わかったな。

うん。

1970.3.14

－マリアの月－

風が吹いても、雨が降っても、何にもならない。

涙を流しても、微笑んでみても、何にもならない。

すべてが私を無にしました。

5月それは、マリアの月。

風が吹き、雨が降るだけでいいんです。

涙を流し、微笑むだけで、私は満足です。

そう、それがマリアの月です。

1970.5.10
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－第3章 運命－

私はまた、海から一つの怪物が上るのを見た。それは、十の角と七つの頭を持っていて、

角には七の冠と頭には冒涜の名があった。

私は、はっきり覚えております。悪魔の顔です。見定めたのは、今年のことでございま

した。教会に用事のあるのを思い出し、ただジャンパーにリュック一つで出かけたのでご

ざいます。小学校の近くの池のそばまで参りますと、急に気分が悪くなり悪魔の顔を見た

のでございます。その時には、まだ悪魔だとは気がつかず、いろいろな顔をした者たちが。

近づいてきたのでございます。いつのことだか、消えてしまいました。

次のような夢を見たことがございます。狐のお面をかぶった男が、私を襲うのでござい

ます。私は恐ろしさで、その面を二つに割ると中から同じ面が飛び出し、何十何百何千と

なく同じ面が割れた面からなおも出てくるのでございます。私は目が覚めた後も、なお恐

ろしさのために身を震わせていたのを覚えております。

また、このような夢を見たことがございます。山に登っている自分が足を踏み外し、谷

底に落ちていくのでございます。ところが落ちて行けども行けども、底に行き当たらない

のでございます。ただ、自分の身体が宙に浮いたのを感じ、また次に引かれるのを感じ続

けるのでございます。

二度目に悪魔とあったのは友人の病室の中でございました。誰も気づいたものはござい

ませんでしたが、悪魔が出現するなり、耳に入ってくる言葉が頭でボーっとするような感

じで聞こえるのでございます。もちろん気分の良いはずはございません。ちょうど生きな

がらにして死んでいくように、起きながらにして夢を見るように、実際の世界に足を踏み

入れたまま、悪魔の世界に住んでいたのでしょう。目が覚めて、私はこの事柄に理由をつ

けようと思いました。いろいろ考えたのでございますが、私は自分だけが悪魔の子でない

と結論を出したのでございます。ただ普通の人は現世に戻った時、あの世のこと忘れてし

まうのでしょう。私たちは、眠ってから朝目が覚めるまでいつも夢を見ているそうでござ

います。ただ心理学者にすれば忘れているだけだそうです。それからも私は幾度か、悪魔

と出会いました。それからあえて忘れようとせず、悪魔の顔を思い出そうといたしました。

必ずどの悪魔も見たことのある悪魔の顔でございました。

話は変わりますが、私は夢を自分の判断にしてみることができます。起きながらにして

い夢を見るのです。これは誰にもできます。ただ練習すればのことでございますが、半分

は自分の意思にいかない。半分は適わぬものでございます。このような訓練をしているか

らでございましょう。起きながらにして夢を見、生きながらにして悪魔の顔を見るのです

が、悪魔はもういません。居着かないのでございます。ただ、止めどもなく何回も悪魔が

現れるのです。

インクの瓶の蓋を開けると中が良く見えます。何の変わりもないインク瓶ですが、私の

インク瓶でございます。黒のインク瓶を開けてみると悪魔が私を呼びに参ります。いつの

日かの悪魔たちの1人でございます。中は階段が無数に広がっていて、私がインクを額に

つけますともう瓶の中でございます。悪魔の世界は地中ではなく、水の中でございます。

地球を取り巻いている水はわずか数キロです。その内がわは、もう水がありません。ずい

ぶんと中に入ってきますと、私は自分の目を疑わずにはおられません。父母がそこにいる
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んのでございます。悪魔の顔を見るとすべて私の知っている人たちだったのでございます。

全員が地表に住んで、また愚かにも私が一番偉いと思っている。人間たちがそこにいるの

でございませんか。それから私はとめどもなく、さまよい歩きました。そして、もっと驚

いたことには私と同じ顔をした悪魔がいるではございませんか。それと気が付くなりもう

私は悪魔のそばでございました。そしておもむろに手を伸ばし悪魔に触れました。

もうその後は、私の記憶にはございません。多分。無から有と反有ができ上がり。そし

て二つがまじり合い、また無に帰ったのです。この文章が書き上がる時、その偉業が貫徹

するのでございます。

我また一つの獣の海より上がるを見たり。これに十の角と七つの頭とあり、その角に十

の冠と頭の上には神を汚す名あり。

1970.6.8

－歩み寄りの論理－

すべてのものはバランスである。それは2人の恋人同士にも言える。2人は互いにバラ

ンスが取れていることを確認せねばならない。けれどそれは、2人だけがそう思っている

だけではいけない。第三者が見て、「あの2人はバランスが取れている。」と、思われなく

てはいけない。ところがこのバランスは、2人がまだそんなに深くない時のバランスがと

りやすい。ちょうどやじろべえの重りが離れている方がバランスが取りやすいように。そ

こで2人はまず離れている状態でつき合っているが、それで満足してはいけない。絶えず

2人は中心に向かって歩み寄らなければならない。

しかし、そのたびにバランスが崩れる近づけば近づくほど、釣り合いが取りにくい。け

れど、2人にとって必ず釣り合う所があって.そしてその時の位置は2人が同等である時だ。

同等それは平等ということではない。また、もちろん公平ということでもない。上の者は

上のままで下の者は下のままで同等である。また逆に言うならば2人が釣り合った時こそ

同等でありうる。2人はこのようにして一点で満足せず歩み寄る。しかる結果2人はお互

い共に中央に位置するわけである。この時こそ2人は今まででバランスの取りにくいとこ

ろであるけれど、いかなる2人にとってもこの地点は釣り合いバランスを可能にするとこ

ろである。

1970.6.8

ー契約ー

私どもにとってただ言えることは赤い見えない糸を手繰り寄せることだけなのでございま

す。

私の足につけられた糸の片方の端と共に生きる人。

それだけが私の恐怖であり、喜びなのでしょう。

1人の人間が一生かかって思い悩み、考え尽くした結果より

たった一つの糸のため、訳もわからず生きる方法を選んでしまうのです。

もうすでに私は選ばれているのでしょう。

しかし、何も行い考えもしないという事はただただ、そのままにしておくことなのです。
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1970.6.9

－星の王子さまー

「これ何に見える。」、誰も答えません。

「恐ろしくないかい。」、「点が二つだけじゃないか。」

王子様はいつも仲よしになった友達に牛の目をかいて見せます。そして、誰しもが「点

が二つだけじゃないか。」と言うたびに悲しくなって別れてしまうのです。今日もまた、

一人友達をなくしてしまいました。

あれはいつのことだったか。1人の少年が龍の絵を書いていました。でも、どことなく

不満そうでした。「どうしたんだい。」、「龍ってどんなんだった。」、「これが龍じゃないか。」、

「いや違うよ。こんなんじゃなかったよ。」

それで王子様はずうっと絵を見渡しました。すると大きなことに気づきました。せっか

くの龍の上に目の玉が入っていませんでした。王子様は、木の枝を折って筆を作り、目玉

を入れてやりました。そうだ。これを行なって、少年は大喜びでいました。今の目玉こそ

龍なんだ。それから王子様はいつも友達になった人たちに龍の目を見せるのでした。

王子様は夢を見ません。毎日起きている時が夢そのものなのですから。

「おじさんこれ何と思う。」、「なんだい。これ手が二つだけじゃないか。」

また王子様は悲しくなりました。うなだれて歩いていると1人の女の子に会いました。

女の子であって女の人でもなく、女性でもなく、女でもないのです。正しく女の子なので

す。王子様は急いで龍の目のみを書きました。

「これなんだと思う。」、「さあ何かしらまだわからないわ。」

王子様は目の周りに、龍の身体を描きました。

「これならわかっただろ。龍の目だったんだ。」、「これ、龍じゃない。龍の絵じゃない。」、

「同じことだよ。」、「いや違う。龍の絵には、魂が入ってないもの。」

王子様は何かわかったような気がしました。あの星の王子さまも言っていた。

「人が住んでいても淋しいよ。」の意味もわかりました。それから龍の目を見せることも

やめました。そして、今日は不思議に悲しくなく歩き出したのです。

1970.6.18

電車が動いている。その列車は、四つの目的地を目指している。それとも、止まらない

で車なのか。それはわからない。要するに、列車が走っている。その電車の中でいろんな

人が働いている。食堂車で湯を沸かしている者。寝台車でベット作りをししている者。互

いに自分のできることをやりそして電車が走っている。

人々はある目的地に行くために乗っている者。金を稼ぐために乗っている者。風景を見

るために乗っている者。人生勉強のために乗っている者。いろんな人たちが違った目的を

持って同じ列車を走らせているのである。列車はそのために走っているのでもある。

1970.7.17

－データー

私がレターボックスを開けるとき、それは何位かの宝くじに当たった瞬間である。今も
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2通の手紙と四つの書面を前にして、ただただ何かを思うばかりである。一つの書面それ

は、今から3年前。こじんまりをした時のその資料である。結局何もしてやれなかった。

大阪の地下街で乞食に2,000円ばかしのカネを与えた財産家が、「今日は良いことをし

た。」そして明日また、乞食は街へ出るであろう。私はこの書面を見るたびに、自分はあ

の金持ちと同じであったと思い、自分のあの頃の嫌な思い出として残っている。そして、

その後に１通の手紙が前後してきた。私はその時、心臓をえぐられるようであった。けれ

ど今は、違う。

1970.7.23

－私は何を言おうかー

私が何か物をするとき、私は自分に言い聞かせたい。私の奥には何がある。詩を書く私

は、川と花しか書けない私。大声で歌を私の中に、秘められたるもの。私は何を言おうか。

涙ぐむ私は涙ぐみたい私。苦しむ私は苦しみたい私。私は何を言おうか。私の丘に水車の

あの音、そして流れる

1970.7.25

－光り輝くものー

光中の輝きは、秘技。あっけなく私の望むときに輝いてくれ。あの青い光は、私が冷た

くない海に入った時、輝いてくれる。私の身体が水の中で踊った時、そしてまた、たとえ

小石のため息であろうと難破船の木くずであろうと。冷たくない海の中で臨むように輝い

てくれる。

1970.8.16


