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－微熱の楽しさ－

この三日間私は寝続けました

青い目もくすぶり

冷たい喉も熱く太りました

微熱の神は私の頭を離れません

三日間神は

私の脳裏でさまよいつづけたのです

道

私は布団の国に

神は二人といません

あなたに

1968.9.25

－傷跡－

風が吹く

寂しく誘う

砂を運んでガラスにくっつく

白い 重い 冷たい

友は一日中歯をくいしばり

俺は足を短い青い

ピクピク動かせていた

黒いものを羽織り

おで編んだ

カサカサと歩く

岳の上には人はいない

赤い血 黒い血だけが

吹きこぼれている

顔はない

1968.9.26

－歩く－

木の枝を杖に歩いているおじいさんがいる

足の大きさよりも小さい歩幅で

一歩一歩、歩いていた

あの人は実に今の日本と若い僕たちの姿にない面を示している

おじいさんの一歩は僕の一歩より大きくて

そして又、でかい

1968.10.3

ーTragedianー

ADHDの勝手口



- 2 -

俺は一枚の枯葉

神の手から外され音も立てずに落ちてしまう

日はありにも強く

俺の脳を干からびさす

愚考のように青ざめは止め

無理やりにも親木にかじりつく

心の底から苦しく

自由と孤独に風に揺られて

舞い落ちてしまった

1968.10.3

ー破壊ー

滅亡の前に小さな喜びがある

私は今苦しい思いで何か見つめて

そして行為する

華も美しいと人は言い枯れていく

薄汚く汚い臭いのするもの

私は幸せだと思う

1968.10.16

ー月を見るー

暗い世界に黒い雲がすじを引き

月明かりも消えて

満月の夜に吠える犬

見えない月に赤い光が飛び出す

月病み

見つめる僕が二人になった

二つの首４本の足

そして一人の人

黒い月は俺の光

1968.10.6

ー放浪者のあげきー

俺は頭を打ち砕かれたように足を引きずり

手を真っ白にして青ざめた笑いで家を出た

俺の激しき感情は唯一のものに弾き飛ばされた

そんなに笑わなければ耐え難い苦痛に燃え

黄色い唇を軍鶏のように

俺の不安定な思いはなおも彷徨い

濁った大気に苦しみ

ADHDの勝手口
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家を出た

1968.10.9

ー夕暮れー

夕暮れは暗闇を招く

風吹きすさび

夕暮れは暗闇を招く

ああ偉大なるMoNo

川の水も海の水も

飲み呑み干す

暗いところに引き出され

風は嘆き

夕暮れは暗闇を招く

1968.10.14

ー影に移るー

光は影を海

影は醜さを発す

人は光を好み

醜さは人を表す

影は影となり

姿は影と化す

光は破壊と共に放たれ

醜く映るは影

1968.10.14

ー友だちー

友だちは大きな光を発し

外界を燃やしつくす

昨日友だちに裏ぶれた友よ

青い空は赤い血を求めてつづける

友よ

汝は光る大きく

かくも雄大に

1968.10.15

ーつかのままの喜びー

俺は今

いつか見た夢をもう一度見ようとしている

夢は現実ではなく
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わずかな苦しみを残しすぐさま消えて行く

なるほど俺にはあるんだぜ

泣かなきゃいいんだ

夢はいつしかまた消え

いつしか見た夢を追い求めている

１日たりと

夢は消えないことはない

1968.10.16

ー再来ー

再び来るものはなく

薄汚い身なりの男はいない

男は顔を上げ

あえぎ友を呼び

友は再び来ることもなく

雨はつれなく肩を濡らす

男は声を上げて走った

もんどりうちつまづき

泪は友を呼んでいた

1968.10.23

ー爪痕ー

暗闇の中に一雫の雨が降る

あらゆるものから見放され

悲しくするどく雨が降る

身を震わし醜い姿に

雨は泣き続ける

黒い地面に叩きのめされ

血を

黒い濁った血を吐き

一雫の雨が降る

血は流れて爪痕を残す

1968.10.23

ー眠れない夜ー

私にも眠れない夜がある。自分自身の身体を粘膜で触りまくる時、やつれた笑顔に悲しみ

を覚える。

一枚のセルロイドが火にくべられ、メラメラ炎を出す様に、黒い落花生が赤い実を結ぶ様

に、神・友・俺・皆消える。

苦しみは、大きな草原の中にしばしば見られる屍である。
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昨日、窓を開けるなり、首を空に突き出した。足音に釣られて誰かが忍び寄る。

毎日ごとに、インク瓶がため息をつく。

孤独の波が押し寄せてきて私の手からついぞ離れた鳥は、羽をむしり取られ、赤い体をわ

なわなさせて、池の隅にいる。

石もて身を貫き、また石もて息を貫く。

赤い血、苦しみの血に私は喜びに満ち、体の中から骨をくさらす。

喜びとは赤い血が黒くかたまりかけた時ではないでしょうか。孤独も白い跡を残してはぎ

取られれば痛くするどく、心にまとわりつくのです。

1968.10.30

－発狂－

鳥が口笛を吹く時

汚らしい身なりの男が狂っていた

叫びたくなる

昨日もそして前の日も

男は狂ったふりをつづけた

1968.11.3

－黒猫－

黒い猫が一匹道に倒れていた

私は黒い猫の信じられない様な生命力を知っていた

けれど、黒い猫は死んでいた

私の目は猫を見て、己を見ていた

猫はわずかな生命を捨て、口をあけ、目の玉が飛び出していた

どうしたことか

目の玉は風に揺られてゆっくり揺れていた

黒い猫は不死身だけれど

1968.11.3

－俺の勇気－

俺に勇気はない

小さい聖堂で偽りの神がいる時

俺は大きく叫んでみたく思う

深い海の上に舟を浮けべた時

俺の身を海の底に沈めてみたく思う

そして、いつも俺はまわりの奴らのことを案じて

勇気を出し損じる

俺に勇気はない

あるのは、偽りだけだ

1968.11.3
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－不純－

なぜ純潔でなければいけないんだろうか？

人が腹を空かして、パン屋の周りを通る時と同様に、一人の男が大きな欲情を覚えるの

は、おかしいことではない。

だのに、周りの多くのものたちは偽善者ぶりやがって、馬鹿にしてやがる。神という言

葉に操られて、けして心の中に、真実を認めない。

俺は不純を好む。あれのためだかわからないが、俺はずっと偽善者ぶりたくはない。

1968.11.4

－俺の勇気－

俺に大声を出すだけの勇気があったら、俺の人生は生き返るだろう。

神を信じるものが、神を見ないでどうして生きていけるのか。狂ってみたくなる心に、

俺はいつも自分だけの余儀を付け加えたままに、黙ってしまう。

誰もがこうした生命の捨てがたさに躓き、声を出しそびれて、泣きじゃくる。

泣き声を出すことすら、俺には命がけだ。俺と偽善者で、偽りモノで、臆病で、そして

死に損ないだ。

俺の勇気は、せめて自分なりの理屈をつけることなんだろうか。

1968.11.4

－苦しい思いで－

冷たさで身を震わしはぎ取られる

のみで削り取られる様に

小さく路上にかき集められ死人の埋葬である

偽りの様に刻一刻と身は振動し私はもだえる

苦しみはいつしか消え

後のは後悔だけが残されていく

1968.11.5

－俺の勇気－

俺の勇気は夢を見ていた

自分の気持ちを悪魔が誘う様に

黒い薄茶けたかに見える遠い夢の世界に

俺は目を見張った

けれど俺の勇気は固く凍ってしまい

雨に濡れても溶けようとしない

たった一つ指を動かしさえすれば良いのに

俺の勇気は夢を見ていた

乾くことを知らない

1968.11.5
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－黒い天使－

運命の悪戯が大きな口を開いて待っている

足止めを食らって右や左に首を振るの

私は卑しいもの

お手を触れることさえできない

過去から未来に生き

とめどもなく進む地は黒く固い

1968.11.9

－悲しむべきかな－

赤い服を着せられた猿がいる

いつも同じところでお辞儀をし

いつも同じところで手を叩き

いつも同じところで足を踏む

いつも多くのモノに見つめられ

頭を撫でられる猿がいる

毎日与えられたご馳走を食べ

猿は街の人気者

1968.11.14

－腐った魂－

俺は信じたモノを捨てる

二つの顔が向き合って悲しい顔をする

白い雲が赤い陽を覆う様に

悪魔は首をもたげた

都会の中野薄汚れた空に

星の光も届かぬ世界

俺は信じたかった

1968.11.16

－腐った魂－

俺は二つの顔をして生活してきた。一つは道化の顔、一つは躓きの顔である。俺は神を

否定した。神を信じたモノにとって、それは辛いことだった。考え、苦しみ、とても楽し

さなんてなかった。

彼奴は俺のことを道化と呼んだ。人の前に立つ傍らに苦しんでいるのだ。神を信じない

モノにも愛されたいと思って、神を否定しているのだ、と言った。俺は少なくとも自分の

道を見て言ったことに、奴はけしてそうは見ない。

俺が息詰まる思いで、声を上げた時、奴は「お前は勇気モノだ、」と言った。俺が楽し

くもない手紙を手にした時、奴は「お前はプレイボーイだ。」と言った。

俺がどもった時、人々は笑った。俺は何の感情こそわかないが、笑った奴を憎らしく思
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った。そんな時、奴は「お前は、人ができているんだ。」と褒め称えた。

数週間前、俺は一人の男のため悲しい思いで夜空を駆け回ったことがある。俺はそれま

で幾度となくその男に迷惑をかけた覚えがあり、つまずく足を引きずり家を求めた。そん

な時、奴は「お前は当然の義務をしたまでだ。」と言った。

さて、腐った魂の持ち主を紹介しよう。自信家で、臆病で、人の上に立ちたがる男。大

変神経質で、人の心に自分を置く。独裁力があり、寂しがり屋。無口と雄弁の二つの世界

を持っている。敏感な心でモノを見る。苦しみを喜び、人を憎む。自分こそはと思い、優

しすぎる心を持つ。人をひっぱていき、一人でいることに何かを感じる。けれど、誰かに

もたれ掛かりたい。

こんな男だ。俺は他人を見つめ自分を見つめ、いつも唇に震えを生じている。

1968.11.18

－冬空－

苦しみ

そんなモノはない

ただ黒い影が明るい空に渦巻く

冬空に一匹の羽のもぎ取られた蠅が赤い目をむき出しにしてゴロゴロ言っている

苦しみは影の様に素早くない

明るい空は小さな星の中にある

1968.11.21

－けだるいのに－

悲しいのにどうして君は泪を流してくれないの

水の音がけだるい様に林の中を通り過ぎる

小鳥は羽を広げて林の中は目まぐるしい静けさ

悲しいのに君は夢の中にいる

どうしてなの

私の声は届かないの

大きな声にならないの

どこかできっと私は信じていたい

1968.11.21

－山－

男は悲しみにむせび山に登る

山の露は冷たく

暗い木陰は黒さと白い手足

濡れた身体を草の中に投げ入れる

肌はすり切れ手は目を覆う

わら屑は足を覆い

赤い血糊もわら屑に染まる
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高い岩陰から身を乗り出し

谷に向かって泪を落とす

友を求めて男は叫ぶ

山の上は雲が出て強い風になる

雪の原も白い砂粒が巻き上がり

男は足を動かすだけ

進まぬ身を血に流して求めて歩く

友を求めて男は声を上げる

1968.11.25

－烏－

黒い鳥が妙に騒がしく鳴いてやがる

からす

今夜また

死人が出るそうな

1968.12.24

－小さな教会－

小さく心を誇るものに釘付けをしました

泪も枯れたのに

あなたは歩くだけなのですか

雪を見ました

雪を踏みました

前は眩しく後ろは私を追って

雪の足跡だけが続くのです

私は死にたい

小さい教会に光が入ります

私はじっと座ります

重い足を降ろし軽くまぶたが会いたがっている

私の心は暗闇に降ってくる

私の心の中に小さい光を広げる様に

静かに声を掛けてください

1969.2.4

－雪－

雪が好きですか

喜びの白い雪が

雪はいつも、あの青い鳥を思い出させます

どた靴を履いた人

白い雪に何があります
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あなたは白いけれど重く強い

たった一つの言葉でどうしてか奪ってしまう

1969.2.5

－雪の章－

何故かしら雪が降る

春を迎えた雪は、一つひとつが黙ったままに降りてくる

悲しいだからこそ

雪は黙ったままに降る

思ってみてください

雪の舞い降る世界に髪を濡らしながら歩く姿を

昨日も又降りましたね

何故かしら心の中に雪が降る

冷たいモノを求めて熱い心は

雪は黙ったままで積もっていく

じっと身動きできない私

一つひとつにお礼を言いながら

私の心は輝いていく

何故かしら雪が降る

1969.2.7

－決意－

「白玉は 人に知られど 知らずとも良し

知らずとも 我し知れらば 知らずとも良し」

自分の行いは、自分だけ理解できれば良い。他人の目を気にし、他人の賛美を求めること

など無意味なのだ。自分だけのあらゆり理想と思考に満足できる様な行為をとろう。けれ

ど、これはけして自己満足であってはいけない。

1969.2.15

－死んでも良い－

白い波は想い出を呼び起こす

白い波を見る度に

私は頭に青い海を思い浮かべ

耳の底には今なお激しい波の音を聞くことができる

いつしか私は声を上げて走っている

黙ったままで解る

死んでもいい

そう思った

1969.3.12
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ー絶望の明日に向かってー

たったひとつの鏡の自分に微笑みかけてはいつも

空しさが追いかけてくる

一つの行為は自分の心と身体の為に

魂と偽りの為に犯されなければならない

今日という一日は昨日の出来事を

後始末する日であってはならない

絶望は戦いを知らない

そして

希望のない今日より

絶望の明日に向かって闘う

1969.3.20

ー命題ー

話し手は、自分の言いたいことの百分の一位しか話すことはできない。聞き手は、聞い

たことの百分の一しか理解することはできない。

ところが、多くの話し手は、自分の話したことがそのまま伝えられたと信じている。だ

からこそ多くの場合誤解が生じるのである。

会話の責任は、話し手にあると言えるだろう。だから話し手は、"Dis-communicatio

n”を考えて話さなければならない。会話で生じる誤解は、"Communication"不足から

くるのではなく、"Dis-communication"を考えて話すかどうかである。

なぜなら、会話の話し手と聞き手の間にはいつも"Dis-communication"が存在するか

らである。これは、どうしようもないものである。そこで話し手の義務として"Dis-com

munication" を"Communication"せねばならないのである。もちろんその伝えられ

るものの内にも"Dis-communication"が存在するが、話し手は"Communication"を繰

り返さなければならない。

Un-communication"

この話を書く前に、「考える」分解してみよう。言葉がなくては、考えることはできな

い。では何故「言葉」が「考える」に必要なのか？それは「考える」という行為は、自分

が己に話しかけることである。この場合には、多くに上記の"Dis-communication"は存

在しない。ところが、"Un-communication"が存在するのである。

人間ならば言動は、なかなか一致しない。自分の話していることは、そのまま、自分の

考えであったり、自分の行いが付属することは難しい。時には、裏であったり、他人の話

されたことであったりする。また、話し手は、その"Communication"が自分のものだと

思い込んでいることもしばしばある。

話し手と話された間には、常に断絶が生じる。これが、"Un-communication"である。

ここで必要なのが、"Un-communication"の指摘である。この役目をするのは聞き手

である。聞き手の"Un-communication"の指摘は、話し手にとって非常に苦痛でである。

しかし、この聞き手の役目こそ一番大切なのだ。

考えるは、自分で自分の"Un-communication"を打ち倒すことである。
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そして、本当の友人、恋人は？ただ単に"Communication"されたものを「ハイハイ」

・「その通りです」ではいけない。

話し手は"Dis-communication"を、聞き手は"Dis-communicationn"をできるだけ除

く様にしなければならない。そして、目まぐるしく話し手と聞き手の立場は入れ替わる。

1969.3.20

ー涙ー

悲しいのに涙を流さない人はいけない人

嬉しいのに涙を流さないのはいけない人

水桶と手拭いとおまけに石けんまである

悲しいのに嬉しいのに涙が出ないの

1969.3.26

ー意識ー

一冊のノートが私を作る

ノートには命がある

命は私の持っているすべてなのに

私は考えているだけではない

私は行為する

だから私はある

一冊のノートに私はある

1969.3.26

ー幸せー

苦しみを知らない幸せなんて

真の幸せではない

大きく揺れ動いた心の中に

激流の中にじっと流れに耐え

歯を食いしばっている

一粒の光り輝く存在を知ることが

幸せなんだろう

1969.3.27

ー金閣寺ー

告発者の勇気などしれている

なぜ露出した腸が凄惨なのだろう

何故血の流出が人に

衝撃を与えるのだろう

何故人間は内臓が醜いのだ

それは
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つやつやした若々しい皮膚の美しさと

全く同質のものではないだろうか

1969.3.29

ーあかりー

人の心にはいつしか種が生まれる

人が人として初めて人間らしい行為するのは

それは自分のすべてを掛けたモノに自分を捧げる時だ

祈りをする時

それは確かに人間と自分がなる時である

俗的な世界からそのわずかに離れた時こそ

ローソクの火が必要なのだ

一本のローソク

それは確かに高いモノではない

しかしローソクがローソクとして在る時それは

ローソクが光り放つ時なのだ

ローソクの使命を果たされ

私が私として行為する時

一本のローソクの火を求める

そのために私は生きる

1969.3.30

－神の愛－

十字架はいずこにもある

それは自分が感じること

この感じること いや

感じさせてくれることが

私の思う神の愛

愛なる十字架なのだろう

1969.3.30

告白者の勇気などたいしたことなどない

－告解－

私の恐れていたことは無に帰した

そしてすべてが成就された

何故なら

私を赦してくれるのは

神なる父ではなく

父なる神であるから

1969.3.30
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－雨－

すでにおとずれた曲がり角に

私の心は開いていく

雨が青い木の葉に舞い降りて

赤い実に水を含ませる

小さく光る玉を作り

玉の中には不安定な像を写し出す

ひとしずくの雨が水をつくる

私の心は閉じえはしない

閉じてはならない

1969.3.31

－美しい物－

私の美への感覚は心の安らぎを与えることだった

しかし まったく違う世界が始まり

美は驚きであり恐怖である

だから 美しいものは 美しい

私は言わざる得ない

1969.3.31

－救い－

罪を罪と感じられない既に罪が始まっている

神は倒れないことを求めているのではなく

倒れたあとの起き上がることを望んでおられる

中風を治すのと罪を許すのとどちらが難しいか

キリスト者は罪人でもない人を罪人として

赦しを請わなければ気が済まないのでしょうか

1969.3.31

－竹－

竹が竹だと私に気づかせてのは

あの地面を這うような根でもなければ

空を覆い被さるような葉でもない

竹が竹だと私に気づかせるのは

地面から飛び出すくびれた足と

手を大きく広げるまでの竹の節々だ

竹が私に気づかせる竹藪の空間

竹は恐ろしく空間を示す

1969.3.31
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－教会の美しさ－

紫の布と十字架の前に

ローソクの光と香りにむせぶ

かすかな明かり 縞模様の煙

ベネディクションが美しい

あの水曜日に 人少ない教会に

光の少ない祭壇に

1969.3.31

－生きたい－

私は生きたいと思った

山に問うた 答えはなかった

海にも空にも 答えはなかった

私は生きたいと思った

星に問うた 答えはなかった

月にも太陽にも答えはなかった

木にも石にも土にも そして

真っ赤な炎にも答えはなかった

私は疲れた心持ちで闇の竹藪に足を踏み入れた

そこだけが

私の苦しみを明らかにしてくれる所と思ったから

私は一条の光を持ち竹を照らした

けれど

風のかすかに揺れ動く竹の葉には照らしはできなかった

風が流れた

残ったものは不気味な黒い竹の葉だけだった

手探りの私は一本の竹をつかんだ

初めてこれが竹だと思った

そして

失った光は私の手に握られた

竹を通して私の心の中に光った

私は生きようと思った

19693.31

－苦しみ－

私の手はことごとく災いを起こし

私の口は罪をつくる

行為の一つひとつが私の苦しみなのだから

もし大勢の中にいて小指一本動かすことで

やはりことごとく私は苦しまなければならない
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－アガペー－

母親は子どもを愛した。子どもに生きる力を与えようとした。母親は、子どもを抱き、高

く差し出した。子どもの前には、たわわに実ったリンゴがあった。子どもはリンゴに手を

伸ばし、獲ろうと努力した。そして成った。子どもは自分で勝ち取ったのだ。母親は、リ

ンゴを取り終えた子どもを下に降ろし、じっと子どもの姿を見つめていた。子どもはまだ、

母親を知らない。

1969.４.2

－偉大なるモノ－

他人は偉大だ！

自分でないことすら

偉大なのだ！

1969.4.7

一度聞いたことは忘れる

二度聞いたことは覚える

話した後の気まずさをなくすため様

話をする

1969.4.9

－道程－

人は皆自分の今歩こうとする道の摘み取らずに

自分の歩いてきた後に花を植えていく

美しい花は在り

花の美しさなどない

小林秀雄がかくも大きく

花は美しい

そんなにも純なモノがどうして

手に話されようか

1969.4.30

－不安は美しい－

不安は美しい不安は希望をつくる

告白は恐ろしい

また希望と喜びがある

暗がりは美しい

光がすぐ 隅々に広がるから

闇は知らない

知らないから恋しい

知らないから恐ろしい
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知らないから美しい

不安は美しい

1969.4.30

－青きロザリオ－

五月は青く 空もまた

マリアは青き衣を召し

キリストは白きを召した

青は天の色で在り

マリアは青きを召す

五月はマリアに似て

マリアは母に似る

1969.5.3

'有'が在るからには、まだ'有'がなかった状態'無'が在ったはずである

'無'が在るからには、'まだ''無''がなかった状態'が在ったはずである

'まだ''無''がなかった状態'が在るからには、'まだ''無''がなかった状態'がなかった状態'が在

ったはずである

1969.6.1

－太陽－

今の私にとって、それは考えてみるだけで十分だった。

けして行為は必要とされなかった

認識がすべてを満たし、すべては私に知らされた

何も知らない

知る由もなかった

太陽はあのスリリングな銃声の物語を教え

赤い瞼に私は俯いた

私は何も知らない

肌を刺すような曖昧な怒りが

私を満たしつづけた

1969.6.2

－中世の暗黒時代－

このことに対して我々は、何の反論もできない。何故なら歴史的事実なんだから。けれ

ど私は言う。「私の信じているモノと中世のモノは違う。」なるほど、あの恐るべきことを

しでかしたのは、まぎれもない「キリスト者」（あえてキリスト教とは言わない）であっ

た。しかし、その堕落しきったキリスト教の裏には“真のキリスト教”があったという事

だ。そして、それが復興する原動力となったのだ。もちろん過去の出来事を葬り去っては

ならない。常に回顧しながら進んでいくべきである。
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同じくマルキシズムでも常に悪を批判しながら進んでいる。ソ連

帝国主義を非難するように、重要なのは現在であり、次いで未来、

過去となる。

先日「離れ小島で餓死寸前の時、一つのパンがあったらどうしま

すか？」という質問に、僕は「究極の自分と今の自分は違う。そし

て僕は、今の自分を信じたい。」と答えた。

パウロは聖人になっても、キリスト者を迫害したことに変わりは

ない。しかし、私は迫害者パウロを信じるのではあるが、迫害時の

パウロを信じるのではなく、その後のパウロを信じるである。

もしキリスト教会が徒党を組んで強盗をしても、キリスト教は変わらないと信じる。何

故ならその時既にその教会は、教会ではないのだから。

1969.7.19

－猫－

公園に一匹の黒猫 私の胸に

家の近くで数匹の子猫が生まれた

私は猫を抱いて 何処へ行く

神社の境内に捨て 泪は

猫は鳴かなくなった

私の家に 平安はもどる

私の胸には 猫はいない

1969.7.19

－Authority－

いつもが黄昏の中で 手探りをし

誰に いったい誰に 畏怖することなく動けたら

－－－－－－－－－－－－－

悲しみは 何故かそこにある

人は他人に 泪の中に

自分の見たくないものを見ない

赤さびたリンゴ たった一つのものが

私には 何故か怖いから

1969.7.23

－「橋のない川」を観て－

橋のない川に 橋を

子どもとはあまりにも残酷だ

子どもが天使というのは 黒い悪魔の天使だ

赤い太陽と燃え尽きた旗 蛇のように冷たい手

そして 白い硫黄の煙

ADHDの勝手口
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あまりのもあたたかい人が 非常にも 恐ろしい

1969.8.3

－土に帰る－

ある賢人は人間の歴史をたった１行に書いて国王に示した。それは「人間は生まれて、

苦しんで、死ぬ。」と、私がこのことに筆を染めるのは初めてではないが、あまりにも悲

しかった。嬉しかった。土からなったモノが土に帰る。神は、すべて。すべては、神。だ

のに、科学は非情で、恐ろしい。重力速度が9.8m/s^2であっても、ニュートンが在って

モノ、私に変わりはない。一言、たった一言、土の中に魂を見たい。

1969.8.3

－アポロと感銘－

私が初めて“詩”を書き出した頃のようにおもう。夏の黄昏時だった。干からびた蚯蚓

が、玄関にころがっているのを見つけた。夕立に大急ぎで這い出してきて、急に止んでし

まったのだろう。庭の木は濡れて、虫の音も聞こえた。涼しい風と西の空に燃えるような

雲を覚えている。その時私は、なんだか蚯蚓が憎かった。きっと雨に大喜びでうたれ、太

陽を嫌ったのだろう。

それから、何年もたった今。やはり蚯蚓のことは覚えている。ブッチと引き裂いてみた

くなった衝動も。「蚯蚓は馬鹿だ」たった一つのちっぽけな経験が、今も心の底に横たわ

っている。少年時代の残酷な想い出かもしれない。私には、大きな出来事だった。

さて先日、アポロが月着陸を成し遂げた。私も、アーム・ストロング船長の“第1歩”

をテレビで見ていた。でも、どうしたことか、興奮もしなければ、「なんだ、やったのか」

という軽い気持ちしかなかった。私の感覚が鈍いのだろうか。いや、私と同じ気持ちのな

った人もいると思う。もちろん、ある種の極地であるアポロに感心したことは事実である。

でも、私にとって、「今のあの月に人間がいるのだ」と思って見る月より、山の中で木に

覆われた森の中を、道を探して早足で歩く時に見る「月」の方がずっと重要なのだ。

アポロ、あの高大なアポロを見て感銘を受けた人はたくさんいるのだろう。しかしそれ

によって生活が変わった人は少ないと思う。それより、赤い太陽が海から出現するのを見

たことの方が、ずっと生活に影響を与えると思う。私がセンチなのかもしれないが。しか

し、このことは事実だと思う。

ところが、今の人達はそのことを忘れているのではないだろうか。科学万能を信じ、心

むなしくて生の物体にあたることを知らない。表面的な行動、経過よりも、その奥にある

最後の立場を揺るがすものの方がどれだけ大切か。この考えには、私の一人の友人が作用

している。

アポロ8号の宇宙飛行士たちは聖書を持って飛行したそうである。また、10号のオル

ドリン飛行士は「神に感謝する。」とも言った。前にも述べたように、アポロはある種の

極地だ。飛行士たちは科学と体力、そして強靱な精神の極地を備えた人物と言ってよかろ

う。その、人が神を知り、神を信じて行動する。これは偉大なることだと思う。

私は、色々なものに神を見ることがある。花が水に濡れて生き、そして枯れる。部練を

して汗を流し、水を被る時。そのような目でアポロを見た時、また新しい感銘を受ける。
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科学がいかに進み、社会がいかに変わり、人間が月に住み様になっても、人々に大きな

影響を与えてくれるものは、変わらないと思う。心むなしくして見た時の様々な出来事に

は、神がいる。あの蜘蛛にも。

「白玉は、人に知られど、知らずとも良し。知らずとも、我し知れらば、知らずとも良し。

（詠み人知らず）」（我を神に代えることも可）

1969.8.5

－Rose is a rose isi a rose isi a rose－

私なんて人間は、何を考えて生きているのだろうか。クリスチャン、ゲバ棒、佐藤さん、

入試、マリア様。

一人の女神がいました。ふわふわした衣を光に当てながら。

何がマルクスだ、社会主義とは違うんだぞ。

女神の中に、黒い影と白いサルトルが、変なこと言うからおかしなことになるんだ。

白い影は、自由に黒い影になり、黒い影は二度と白い影にもどれない。

革命？ 何の？

女神は、私の前で衣を脱ぐ。変革は、革命と違うんだぞ！

女神の裸身、それは、私の望んだもの。

実存主義は名ばかりで、その時私は自分でなくなる。

闘争！

女神の裸身は、私には見られない。私は目をいかれたのだ。自己との関わり合い。

連帯。古くさいね。

目の見えない私が、何をする。

自殺？恐ろしいよ。

裸身の方がずっと良い。言葉、言葉、嫌なもんだよ。

白い影はどこにいった。クリスチャン・ゲバ棒・佐藤さん。・入試・マリア様。

ボカーンと爆発すれば良い。

1969.8.11

－行き当たりばったり－

「青年の心は出口のない部屋のようなものだ。たぶん、ほのかな内心の光と言ったモノ

があるだろう。果てしもなくつづく心像が部屋の中に明暗するのである。それから突然一

方の側で、よろい戸が開けられて、青年は開いた窓から本当の世界の光と景色を見晴らす。」

プラトンの言葉だけれど、俺の想像していた世界を、うまく表現している。俺は迷いを

生じた時、他人に答えを求め、発言・行動と。結局俺一人では何も出来ないのか！俺は違

うと思っても、やはり俺は十七歳だ。

1969.8.14

－最後の日に－

私は貴女に一艘の舟をおくる。帆先には荒くあんだ縄とそれだけに必要な船頭をつけて。

舟は青い藻をつけて進む。船頭はそれを導き、舟尾には櫓網を握る貴女の席がある。船頭
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はただ、櫓を携わるだけで舟の中は貴女一人の世界。葦の草を抜け、木の陰に入ると夏の

昼だけに、何も聞こえない。もうすぐ、秋が来る。

櫓を止めると舟は流れ、貴女の投げ入れた石は、幾つもの輪を作り舟と共に流れる。ひ

ぐらしの声は悲しいく、油蝉の声は騒がしい。長い間土の中で生き、たった一日の短い命

を地上で過ごす。せみになりたい。船遊びに疲れた貴女は、すでに眠っている船頭に従っ

て眠りにつくでしょう。もうすぐ秋が来るから。目を覚ました私は、水面に浮かんだ青草

を見るだけで、櫓は動かしません。さて、ここから物語が始まるのです。

☆

外に出てみると、ひぐらしの声が聞こえる。あの「ジーッ」という声はあまりにも私の

心を表しすぎて嫌いだ。そんなふうに思いながら歩いていると、猫が道に倒れていた。猫

はわずかな生命を捨てて、口を開け目の玉が飛び出していた。どうしたことか猫は，私の

目を見、信じられない様な生命力を持っていた。

モリジアニの作品を見た時も同じ気持ちになった。彼の描いた裸婦は、すばらしく輝い

ていて生命力を持っている。私にとって何の恥じらいもなく、受け入れることができる。

そう、思った。それに反して今の水着の嫌らしさよ。何も身につけてない方がずっと良い。

でも、あの輝く光はどこから来るのだろう。

☆

私は二つの顔をして生活してきた。一つは道化の顔、一つは躓きの顔である。奴は、私

のことを道化と呼んだ。「お前はただ、人の前に立つ前に苦しんでいるのだ。」

私が息詰まる思いで、声を上げた時、奴は［お前は、勇気モノだ。」と言った。私が楽

しくもない手紙を手にした時、また同じことをくり返した。「お前は、勇気モノだ。」

数週間目、私は一人の男のために、夜空を駆け回ったことがある。たった１軒の家を探

すために。「お前は、人間が出来ているんだ。」

どんなに、無責任な言葉だろう。名前のない投書のようなものだ。彼は、それを知って

いる。それほどまでに、恐ろしい奴なのだ。

人間が一度ふるまった行為で、自分というモノを決められると、二度目も同じ事をくり

返さねばならない、私だ。記憶の良い人間は馬鹿なのさ。同じ事しか出来ない。忘れよう。

でも

☆

“罪悪”妙な言葉だ。世の中に悪人とはいるのだろうか？人間が初めて地上に出現した

時「殺人罪」、「窃盗罪」なんてモノが存在したのだろうか？今、殺人犯として、死刑台に

送られるモノたちが、もし仮に私たちのところにいたら、同じ境遇だったら。

「もし私の左足がなかったら、私はどんなに幸せだろうか。」

☆

私はどうも眠ったらしい。変な夢を見た。歩いている。街の中はいい。群衆の中では、

笑いをつくり孤独を愛する。雨の降る日など実に嬉しく歩く。自分を忘れてみたい。一人

でいることは恐ろしい。。人に知られたい。雨の中で傘も差さずに歩いている私の姿を。

女性の顔など美しくない。泪が出てくる。笑おう。

雨もやみ。いよいよ私の時が来る。人に好かれたく、リンゴなどかじって歩く。暗闇は

人に嫌われたくリンゴをかじる。そう、私は「濁った血と、腐った肉を愛するほどにロマ
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ンチックな時代」いっぱいのコーヒーに酔いしれ、二杯のコーヒーに怒りを覚える。どこ

まで歩くのだろうか。

☆

母が軽くうなずいて言った。「おやすみ」って。

夜ごと夜ごとに近づいてくる。最後の日。うつろな目をして、ペン先をコツコツいわし

て部屋中を歩き回る。母に思い息を吹きかけて、言った。「おやすみ！」

母が軽くうなずいて言った。「お休み。」って。

☆

私は貴女に一艘の舟を贈る。帆先には荒くあんだ縄とそれだけに必要な船頭をつけて。

舟は青い藻をつけて進む。船頭はそれを導き、船尾には櫓網を握る貴女の席がある。

1969.8.26

－自意識－（１）

自意識、それは多くの見知らない女学生の間を通り抜ける時、感ずるモノである。街の

ショーウインドーに顔をかたむけ、自分に挨拶をする。自意識はいったいどれだけのモノ

に夢を与えるだろうか？雨の降る中を展を仰いで歩く。誰かを意識する、すなわち自分を。

一本の花が枯れる時、そのそばに自分が居たなら、「何故いきているのか？」なんて自分

に質問する。他人とは、自分を意識する時始まる。丁度、主観と客観のように。私は自意

識の強い人が好きだ。何故ならその人がそこに在るということが分からない人など嫌だか

ら。わがままで強情っ張り、甘えん坊で自信家の人が好きだ。

1969.9.3

－自意識－（２）

大勢のモノが集まって、愚行、珍行をして楽しんでいる時、ふと自分を意識する時があ

る。「ばかばかしく、切ない自分」の姿。そんな時、じっと他人の心の中に入っていく。

彼もそうだと。大声を上げ、高らかに歌う。身を焦がすような感じることがある。

私は道化師だ。自分はサービス精神を発揮して、人を楽しませる。そういう自分が一番

求めたい人、それは私を忘れさせてくれるほどに、楽しい人。又そういう人は道化の自分

を知っている。ショーウインドーに映る自分にお辞儀をして、・・・・。

私は大きく腕を振って歩く。

1969.9.15


