
辰年のコミュニケーション

手話に裏表があるなら
装いを変えても追い抜かれる
雹を追い抜き 終着駅に刺さってゆく
山吹色の光を押し出して ドアは閉められ
室内は既に霊の白さを予期している
語られた状況は 葡萄茶と紫だった
要約しようとすると補色になる
白土に白蛇
全宇宙が注目

オレンジイエロー
クリーム
白
今年も光は蛇のようにはためくのか
焦げたオレンジ
目を閉じると太字のアルファベットが見える
収蔵品のような 意味の沈殿
また別の時があると思っていたが
人は終わりまでこのまま こめかみから内部に アニメ化
される

わたしの言う事をあなたが当てはめたら
わたしはすぐにも滅びるだろう



あなたの接続が 場末のネカフェのように 遅いので わた
しは まだ生きている
生かされているのではなく
　　死に漏れているのだ

女はトイレで 嗚咽した



吹雪の車内で

鼻腔に死の息
一つ息をする毎に命から離れてゆく
日はすっかり傾き
形は市民だが
喜びの中身が全く違う人々の
被災した家の灯りから
どんどん遠のいてゆく
新しい旅行計画を組む
死の代理店の
ツアーガイドのように マイクを使っている
弁当箱のように 大きめの声で
死臭を土に埋めながら
今夜、異なる場所場所で時間は進行している
クオリティは掠れ声の中だけに退行した
カリースマとは話しかける能力のこと
マスクの連なりから
愛を強制する叫びが上がる
弁当箱の蒲鉾のような白が
再びうどんの料金のように外気に沈んでいる
代理者たちは蟹のように立っている
その親切は試食のタッパーのようだ
テイスティングされる死のにおい
食用にされる胎児のような



発酵し損ねたドメスティックの暴力の生地のような
壊れた傘のにおい
車の中で渦巻く吹雪が
過去の実をはたき落とすにおい
そのにおいが携帯で伝わるのだ
濃いけれども 化粧の仕方が違う顔のように
意味なく定義がずれていくように思える
別の枕のような土地に
きみは レンタカーを走らせるように
吹雪く車内で手鏡を見る
転向の言葉がスノータイヤを履いていないのに
黄色と青のケーブルマイクが枕の上に置かれている
最前列に移動しただけのリアリティーは有効か
それは老いの皺のようだ
黒檀のような立体が　フレームレスの横で
やさぐれた牧師のように 立っているのが見える
寒そうな熱帯. も部屋の隅に見える
音の熱 のみによって 照り返されている
ガマガエルの通奏低温は月食の筑波から絶え
背広のポケットにフラップはない
残像のメニューの中でカフェで餓死する
暖かい便座のスイッチを切り
白のクロスに蚊トンボの影のように握り拳で汚れを付け
喋る女の首をなくす　なら
ああまた 寒い熱帯



チラ見する 時計が 狂っているなら
部屋の中のマフラーが 胃のようなもののフレームの 色
に なっている筈だ
牡丹色とオレンジは一群のDVDのように排斥されなけ
ればならない
という牛の喋りが 薄紫に向けられている
黄色い丘が 溶けて広がっている
大家族 ものめずらしさも手伝って
その通奏低音は塵からのさえずりのようだ
吹雪の車内で その通奏低音は塵からのさえずりのよう
だ



逃避行
 
わかるよ、そろそろ終わりだ
トンネルには 相変わらず 死んだ獣の風が 通っていたが
「気を悪くしてはなりません」という声がして車は夜を
抜け出た
神は喜んだが
女は部屋に祭壇を設えていたので
それはたやすく 他の神々に取って代わられるのだった
一回目の旅行のとき、
二回目の旅行のとき、
怒りは激しくぶつかって
互いに譲らず、別れることになった
逃避行のようにして
世から離れていたのに
立ち飲み屋の前で 立ち止まり
外れたパチンコ玉が すとん と落ちるようにして 吸い込
まれていった
隠れていても 風邪は引くもんだね
たまに天と地で メールした
やがてMAILER-DAEMONという返信が来るだけになっ
た
きみの夢を見たんだよと 今日も メールしようとして
花屋の店先のような 茎を縦に流れる 霊のにおいがして
モオヴのバケツに 吐く形をした雲の 写真を撮ろうと



煮凝りのような
阿佐ヶ谷の
箱根の高さの上空から下までの空気を切り取り
線量を測定し
突然死した獣の糞便にラベルを貼った
マルコのような
ひべるにあ の
レモン色の夕方 と訳された あの時刻に
本当は暮らせていない人たちが
楽しそうに 残された時間を さんざめいて
三つ目の祭壇から 見捨てられ ヨコハマ の 日ノ出町あ
たりをうろうろしていた時
不意にあの直角の シリンダーのように切り取られた上
下空気の線量が
ハト と コオロギに付着して聞こえてきた
電話に出ない時刻の 祈りのような野菜たちが 口を開け
て
冬、寒、と 種々の彩りの 携帯を 打っている
帰って来て 休息することによって 救われる ような休日
出勤の秘密を
もはや 隠さない
月経中の女のように
汚物と呼ぶ
ベルベットとリンゴ箱とローソクでしつらえた 祭壇
ｋｉｎｈ　Ｔｈ'ａｎｈ



夜道にベトコンラーメンていう看板が見えて
コオロギの羽根のようにしんなりした線量に
無気力であることが
分からないほど
動かなくてもよかった
逃避行 が
被曝による 寿命の短縮に
意味を変える
料理に被せる蓋のように
意味を覆う
射的場のような 灯りに
ぼくらは 立ち止まる
精算ボタンを押すと 足りないことが分かっている
痛みが幻想であるように
資本も幻想であればいい
トリガーを破壊することだ
逃避行のさなかに
全ての言説は空だ
静岡の海岸に
わたしがうち上げられている
女は夜中にジャスコの掃除をしていた
彼氏と一緒だったので淋しくなかった
トンネルの中は ロケットのようで
抜けると いつも わずかに
予言のように明るい 夜明けだった



逃避行と 測定器が その明るさの中で 出会っている



関ヶ原

裏日本が太平洋側に侵入した奇妙な積雪地帯で きみに
電話しています
表に抜けようとする風の通り道なのか、ぼくらの裏もま
た白く覆われ、 上からの細い通り道なのか、電波によ
る逢瀬も吹雪いては止みながら
人生がカラーであろうとモノクロームであろうといまは
ただ白い風景が続きます
この辺りは決定の低地平原と呼ばれ
古来より国々の歴史を左右する見えない決戦の場でした
と突然
ぼくらの裏と表は 裁かれることなくトンネルを抜け雪
のない表日本の町に放り出される
あとは平易な日常が萎えた裏を黙って裏返している



Isaiah

澄んだ黒い水が
首都の手土産に持ち帰られた
泉

飲める泥水の言葉を捨て
あゝよく見れば ボーフラのような
水の傷

首都から帰って来て
息が出来るところで息を殺している

blessed 　cursed
二つの言葉の
入れ子のような唐突な転換

胃はまるでつやつや光るストッキングを穿いた膝のよう
で
汚染米のパールの輝きと引き換えにすべての財産を投げ
打つわたしたちの外食

は照らされて コキュコキュ と軋む プラスチックの わ
たしたちの 臓器 を使ったスプラッタな撮影のようだ



ブーツによる鼠色の日常が 市街地の鹿のように 胃を捕
らえる

ハキハキとした 50年前のカラースチールのような論旨

はマイクが置き去りにされ
トルソ型の花瓶の光の輪郭だけが残った

が雪の林のドラマではいつも
ハアハア逃げて
撃たれることになる



通過する小惑星エロス

頭を振って
惑星を振り切りながら
売物件の看板だらけの道を
進む朝

日光はあくまでも温暖に 翼を広げるので  来ぬ男を想っ
て僕は
ずれた縁石を蹴り上げる

鼻につく失業のにおいを振り切りながら
甘い惑星のようにして

罪の落胆の名残がある

軍隊の方がまだましだった
それでも君は
嘘と共に歩め
あくまでも温暖な

朝の奪略の日差しの中
売物件だらけの道を



背表紙、背表紙
疲れる幼稚さだ
これで千人が倒れ 万人が倒れた
それにしても携帯を忘れたね
脳が蚯蚓のように土を食べている
頭蓋に穴を開けて抗ガン剤を入れる
今は完快している
大多数は不道徳
軍隊のように黒い電流が配電盤を流れる
たてがみのある動物よ

ガンと共に歩め

別のものに乗っ取られて死ね

それでも君は
甘い惑星のように鼻につく失業のにおいを振り切りなが
ら
嘘と共に歩め
あくまでも温暖な
朝の奪略の日差しの中
頭を振って



売物件だらけの道を
嘘と共に独りで歩め



寒気

スフィンクスの座り方で 一匙の魚油を受けてからとい
うもの 一切の語呂合わせを受け付けなくなり 舗装され
ていない小径を 悪人のような顔をして 幾日も連れ廻し
た 
次から次へと都市を通り過ぎ hollow skyから 雪がちら
つくまで カラオケのように廻り込む冷たさに時間を寄
り添わせた

 I wouldn't like to do anything on you
 on the wheel
 
縦縞の上下のきみの眠気を襲う寒気のように ひとしき
り水に溶けた緑の 安全な主人公という錯覚 のような眠
気から覚めるよう人々を助ける夢遊病者の ソーシャ
ル・ネットワークの樹々の梢に積もった雪が ひとしき
り 人工の光に照らされ その緑の眠気の中に 無理矢理血
が浮上してくる

無理に搾り出すように返事しようとすると するすると
自分の体が声を横切っていく

それをしないことが最高であるような人為的ミスとして
の作詞の不適合による死は半数に及ぶ



難しいから分かりませんと言えない分野が緑のティンク
トゥーラの中を昇ってくる



突然死

起きられない事を主題にしていた頃
立春のアルトーは 水に浮く繊維質の糞のように それで
もあいまいだった
突然死が増えて風呂場からビワの笑いが消え
我々は屍の上に蠢くバンド名のような青春を終わらせた
全ての神に祈ると150年はかかるので
我々はチリ紙で鼻をかむ
タンタンtintinのような寝癖で 立ち昇る香のような形を
したティッシュを抜き取ると シリカとアルミナで出来
た我々の胸のサンドイッチからも水の層が抜けていく
長い髪の支流を追い オレンジが労働のように日焼けし
ている

起きられない朝にペンを持ったおれが先に歩いていく
おれは勝手なセンサスcensusをしている
しもべをぼくと読み違え
ソロモンの前で子供を切り分けることに同意した女が
死にたい と言っている



寒風

かつては自分が切り出された岩、自分が掘り出された坑
の窪みを思い見る
手のひらに子供の名まえを刻む
子どもたちは気絶する
返済の目どがつかない身体を軋ませて
かつて自分が居た負の空間に耳を見ひらく



風邪

夢現のまま青天井に叩きつけられて出来た十字を誤解し
てきたお蔭で私達が背負わされているガンのような不死
今日も遅れた明るさの包囲網の中で　未発見の生物が瞼
を閉じている
素人の描いた風呂屋のような松の絵がカラオケスナック
のステージ背面いっぱいに貼られている
ペンキ絵のような青天井の裏側にある高い考えは　許し
たい　ということ
不義の時間は尽きようとしていて　青空は輪転機に巻き
取られ
風邪の宇宙はティッシュのように 変形させられる



徳永都の結婚式に

飛ばす農道　
ローカルな受動　
自動じゃないぜ二輪　
臨終後にはゆるす不倫　
それまでは封印　
タンスに隠す過去　
ダンスとしての音　
落として割る皿　
家庭のプロセス
今日までの都は焼き払え　 
シャッター街押しやって空けるソラの上でウェディング　
親から離れて始まる地上のファミリー　
とうとうmarried 使うのはダンスのメソッド　
コンタクトインプロヴィゼーション/ループする双方向
コミュニケーション 
がんばれは最深の地層で　感謝はすべての、愛してるは
表層のループとして。



静電気

二枚の衣服を剥がす時 
彼女が持ち歩いていた毀れた助詞の一画からひかりが走
った 
夜は霊的 昼はワールドリィ 
昼は霊的 夜はワールドリィ 
辻褄袷のような火花だった

全ての音楽の終わりは近づいた　
その後柔らかい草のように骨が芽生えるだろう



(見張りを見張る 水や光りや)

見張りを見張る 水や光りや
国道沿いに 編まれた鉄塔
悪を知る手付きは職人
悪が悪を正すだろう と

豚の群れの中に送り込んで下さい
真直ぐなナビ
打ち砕かれる体罰の国

放射能の雨に打たれて
証の春雨に濡れて

戻ってみると 既に公会儀は進んでいて
妥協や根回し をしないで
コンクラーベ
アモスとエステルが 眼球のような明るさのバスの中へ
入っていく

アゴバルドゥス
クラウディウス
ベレンガリウス



フィリピンからトルティーヤ 
嘲笑う
ロック史が書き直されていく

見張りを見張る 上の上の上
国道沿いに 編まれた鉄塔
善悪を知る手付きは職人
悪が悪を正すだろうかと



(語群の白さに凹凸は板の印影を過ぎゆかせ)

語群の白さに凹凸は板の印影を過ぎゆかせ　ツバメの来
ない安心
と自閉の町に砂に顔を埋めてうずくまる過敏が　
プレビューでは
支配者のところに引き摺られてゆく
のだから　
この映画のような皮膚を撫でて　
僕は川沿いのにおいを閉じ
た眼で聴く 音無川
ティベリウス,　カリギュラ,　クラウディウスⅠ,　
ネロ が流れて来る

きょうはあくまでも濁った白の李朝のように歪にくこん
くこんと丸いチョコレートだ

影は一反の布になり　
そこにああ下手な字で「 むし 」と読めるから
うつむいて
平和を過ぎ行かせる　と　
音が変わってゆく　
風邪に、それから落ち着いた緊張を受け止めるインクの
紺に。　
不安障害が冷気のように夜に溶け出すと　



白と黄の斑になる　
光が板を刺し始めた



覚えの書

例えばアンテナの立たない広島の山中のホールに向かい
ながら
リール　トゥー　リールの録音を聴くような 気落ちし
た朝

そこに至る道は閉ざされ
そこに至る言葉の生垣の結び目は古び
若枝は外へ外へと逃げて
暗いトンネルになった道を
言葉による迫害は笹のように常態化しているので
夜の囲いに群れを連れ帰る若い妻たちだけが 小便の臭
いの中 蹴躓きながら車椅子を押してゆく
ダニのように太いなめらかな声が
一瞬 建物を元の姿に戻したが
人々が一斉に開く本の頁の音で外は ポルノのような雨
になった

強欲なぼくらは
一切の考えをトリコにして
黴をあつめて
じめじめした環境に置き
飛ばしたいんです



アムノンのギターで
私を追い払おうとするこの悪は
あなたが私にしたもう一つのものより大きいからです

駐車場の免責 看板ない

人が居ると
羽が生えて浮いてしまう
覚えの書の人々の中で
独身を保つ
この瞬間に
深い水が震える
貧しさ故に損なわれる

カテキズムの帽子のある
欠陥商品のような雑貨屋の祈り

神を愛するより快楽を愛する

最高潮を排除するのは
挟まった空豆のような 覚えの書が落ちている 夢のドブ
のせい
名瀬　世羅
最初の衝動は名前を付けること
妬みは二人の当事者の間に生じるのに



主人公に対する愛のような愛を崩したのは誰か

混じりっ気のある鋳物の愛によって　失礼しました
これが　被爆地からあなた方を連れ上ったあなた方のバ
ールだ

きみを、天のように感じる
繰り返される
本心に立ち返り やがてほどなくしてバールに戻り
遊牧から農耕へ　使い分ける　本心
遊牧の本心 農耕の本心
左手で柱に触る子供
要求の少ない柱に右手で触り　左手から逃がすだけ

耕す彼女から出なさい

空いた時間を
安息ととらえる最後のチャンス

万一の 毎日の 画像が飛び込み 記憶が 自尊心を弱める

安易に傾く
要求の少ないものが人気

一人きりでも



携帯なくても
守る

名付け方から教えたものだ



解けて浮いてゆく

解けて浮いてゆく　 
樽のような夕方のアテナイ
漂いながら免除されている
金と象牙で出来た　不安
人間に関心がないという 安心な僕らのグレー
たくさんいる たくさんいる
いるいる
再び吸収される
安い結論
この町の 地図のような暗く白い安さ
「私達は歩みません」
解けて浮き上がってゆく
方向修正が出来ない浮き上がり方で
解けたのはきっと会衆の安心な書物の帯
見据えた目の
きみの老いの
内部被爆者の解けて転写出来ないDNA
噛むと甘い鉛筆の六角
宇宙の霧が晴れて黒髪が垂れている
挙げた手の水掻き
郁子のように紫に腫れた顔
活発な人々、不活発な人々
それでも開いた埋葬所のように薄紫が揃った



ここで誰に仕えたのか
ここで元ヤンのゆうちゃんはエレミヤのトーンで
誰に演奏していたのか
針の筵の筈が
解けて浮かび上がっている
紫芋の変節したスピリットが
近親婚を弁護している夕方
私達はゆっくりと上昇している
変人よ 我に返れ
お針子が サタンなんて本当に居るの？ と言う
秘められた所に住む者は
地震の後 ボタンを付け換えてしまった
僕の代わりに寝てばかりいる者は そのために
タツノオトシゴを飲まされる
ああ 中崎も良く寝てたな
歌が終わっても まだ続いている
白茶けたメール
 教育とは 区別を教えること*
トーンがこのように上昇している時
何を区別してゆけばいいのか
初めて人間らしい欠伸をしながら
頭にも箍のようなものがあって
饒舌な夕方にそれが外れたまま浮き上がってゆく

間違い電話のようにしてしか



私達は元に戻れない

留守電のようにしてしか
私達は真理を伝えられない

反った手の平
 
着込む メモリアル

 *教えるとは、目的、形態、根源を異にする事物がたが
いにどう異なるかを示すことにほかならない。・・・そ
れゆえ、事物の相違を識別することが上手な者は、教え
ることも上手である。　ヨハン・アーモス・コメニウス



(子供が二人いて)

子供が二人いて一人が溺れる夢をみてた
浅瀬のすべての石にはキズがあった



(資本の流れの中を)

資本の流れの中を
車椅子を押して遡る
川幅が狭まり
やがて車椅子も捨て
パーキンソンの両足で
涎を垂らしながら
左、右、と声を掛けながら
信条は前に進めない
後退も出来ない
門限は迫り
行く手の狭まりにわたしたちはブロックされる
老眼鏡の眩暈のように
視野を滑る故障の多さ
parts are adjusted automatically
確かにこれはわたしの病気だ
わたしたちが朽ち果てる時
テントを張る人はいない
十二年飼ったペットはみな散らされた
崩壊の中にドーランを塗って立つ
ヤニ質の貢ぎ物のように
陽光はにび色に暖色のまま冷めた
生々しい鞭の痕だらけである
慰めは寒色のまま加熱される



ギレアデにあるというその香は
岡山の夕暮れのように遠い

道後は道の終わりだ、と道後商工会議所会頭は言った
セシウムが踏み固められ
みんなの道は逆に広くなってゆくが
わたしの目に映るのはナメクジの跡のように
狭くなった一つの川筋だけである
屋台を建てテントを張る者たちは居なくなった
故障した機械は予言的な諧調に捉えられ
感興のさなかに呻いた
わたしの記念として
わたしの記念として
火星と金星の色が 二人の婦人に追い付いてゆく
思い浮かべるのは 光速で伝わる叫びや気の狂わんばか
りの痛み
不完全さという落差と同じ電圧の感謝をもって 羊色の
カーディガンを着込む
家紋がチェック柄であるような土地から
ディスティラリーの 滴るにび色の 常温の炎
場面という妊婦のような多面体に映る キノコ雲のよう
な影
祝祷を述べ
狭まる川にパンを浸す
因習 の 水田記号 の



平坦な 井手 の 横の
梅林 の 上 の 斜面 の 住居の
記号に 実体の 果実の 汚れ
様々な 蜜柑 について
原稿に頼らず 話すなら
何の選考に勝利するのか
考え方、という道の静脈瘤 のような　駅は 川で 繫がれ
て
上流にある宝はガラス玉の目
焦点を ぼやけさせるものは 思い煩いや 石屋の資本、ボ
ーダーの私服、としての制服、としての 苦く重い色の軽
さ
制服としての霊に仕事を中断させられることには慣れて
いる
オフィス街に落ちている触れないでおくほうが良い金管
から
グリセリンのような身体と衣服の遮断
将来の見通しについて セルフのスタンドの券売機と同
じようにみだらに語ることができる
工場や企業に対する強い願い　資本は 油のようにパー
マを伝う
総務部長の浅い肺は水が溜まり 不安で 息苦しく 眠れな
かった
友好的に失礼するためだけの
マイナス茶碗に張る雪解け水



暗い光、あたたかな氷柱、
冷たい土器。



血

血は河を逆流し
途絶えた先端が現在である
部屋は普通に明るいのに
暗闇の中で白く輝くように背景を木炭で塗り潰したのは
何故か
何故枠の中に描かず　構図を後でトリミングしたのか
鏡を離れると忘れてしまうので見続ける
それはロスか
ボタ山の影のように 動機が横たわっている
動機が間違っていても
良い変化というのはある



銀

銀は静かに生活しようとしていて
後ろ姿の黒い背広を見ている
麦のように真っ直ぐに立ち
請求書のようにピアノの周りを回る

歪んでいるので真っ直ぐに見えている
知らないでいた方が良かったのだ
良い思い出しかないというのはとても危険だ
思い出とは豚が転げ回る泥だ



(祈れない男が居ても)

祈れない男が居ても
三組に一組は離婚するにしても
生殖に関する

男が祈れないのは

会衆の中では祈れない男が居ても
非難する権利を持たない
三組に一組は離婚するにしても
憂う権利を持たない
月経中の女と寝る
月経中の女の生殖器は傷つき易
い　としても　禁じる権利を持たない
生殖に関する　権利を持たない
生殖に関して何か言う　権利を持たない

会衆の中では祈れない男が居ても
三組に一組は離婚するにしても
三組に一組は離婚する国で
月経中の女の生殖器は傷つき易いにしても
月経中の女の生殖器は傷つき易いから
何も言う権利を持たない
生殖に関する



祈るふりをするヴェイユの
祈るふりをするきみのヴェイユ

会衆の中で祈れない男が居ても
会堂の中で祈れない男が居ても
三組に一組は離婚する国で
月経中の女の生殖器は傷つき易いので
淫行を犯す独身者
淫行の独身者のように笑ってたっていた
マスターベーションをする男が居ても
同性愛行為をする男が居ても
同姓愛行為をやめられない男
同性愛行為をやめられない男が居ても
マスターベーションについて
マスターベーションをする独身者のよう
に業務を怠って
マスターベーションをする独身者のよう
に　ぼーっと立っていた
ぼーっと立っている間に 廃された
肢体の律法
家事のように 暴力的な　犠牲を
捧げる時も
会堂で
祈れない男
三組に一組は離婚する国で



月経中の女の生殖器は傷つき易く
同性愛者や淫行の独身者のように
ぼーっと立って笑っていた
ぼーっと笑って立っていた
ぼーっと立って笑っていた
死の香りの立ち昇る春の道で
死の香りの立ち昇る春のアッピア街道で

被疑者としてたまに寝息を立て
何の寄付もせず
乞食には金を遣らず
何の寄付もせず
満喫でjojoとか読んで

花を踏みしだいて



開花前日

静かにしてくれマスカット
昼何を　見ず知らず　の　有精無精の
友人の　友人まで　汚損
づぼらな花壇
駅へはモオヴの裏道
取り敢えずきみを串刺し
吊られた快楽
器官を畜獣のサマリヤタクシーに乗せて
その後　王として
誰を支配するかは分からない
目を閉じると
却って別の店で沢山の人が手を挙げている
性は弁当箱のように揺れ
ぼくらの冬の病がまだ疼く
そして興味を失くした鳩のように去っていく



雨のない嵐

雨のない嵐に  晴れ 曇りさえ 関係なく
人を吹き飛ばしたことのない　風
を　限界なく 凶暴な ぬるさ に 変え、
潰れかけたラブホの塀を倒し
日本語名と並記のカタカナのgiven nameとの塀を倒し
半月を太らせ
死人を復活させる風を 吹かせ
東北から還って来た男の
東北から還って来た黒い甘さの暗い甘さの　　　　　　　　　　　
肌蹴た胸の  熊の半月を太らせ
死人を復活させる風を 吹かせ
風の中の和服の語尾の チャッという何かを閉める物音
風の中の 少数ながら良い反応を示す ダマリスという名
の 和服の女の語尾の チャッという何かを閉める物音　
笹舟のような霄壤バッタの 影絵
下顎と半身の
順列の入れ替わった 或る感覚器の 測定する この暗黒の
雨のない嵐の夜
真の暗黒は透明釉の下の斑のように滲んで明るい　
真の暗黒はブルーシートの下の斑のように明るい
正面を向いた魚の頭の創傷は捲れて
だましたのでだまされました、という動詞の複用は 散
見されるベント口のようだ



いやしてください、そうすればいやされます、救ってく
ださい、そうすれば救われます、という動詞の複用は、
構造物い散見されるベント口のようだ
どのようにして再び力を得るか　という主題のもとに 
雨のない嵐のなかに 立つ エレミヤ
竹の子の串揚げのように 
縦に柔らかいもの
パラパラと竹コプターで朗読が立ち上がる
郵便局員の 
パラパラと竹コプターで パシュフルに関する しっかり
した復讐の朗読が立ち上がる
命の道と死の道と 
莟を吹き飛ばしたことのない雨のない嵐と



a sphere

この球面を, 甞めつくしていく時間の影と雨。 濡れた球
面を白いタオルでパンパンはたく。 蛇の時間が甞めつ
くしていく球面の、 影と雨。 濡れた影をはたく二本の
タオルのような 時間の 白い命。月のない時間の影。 羊
の汚れのような時間。 去年のような月のない濡れた機
器のような身体の影。 着飾った礼子に続く木の日数の
ような時間。 発酵しない月に無視され、素通りし、 去
年よりさらに遠くなる、 月、　時間、　影。



月夜のボタン

月がきれいなので
虫を食べることにした
抵抗して弾けて飛んだボタンは月になったが
光になれば月は見えず
虫のように真っ白になって歩いていた
月を見るためには虫を食べなければならない
変わらなければならない
月になってはいけない
今夜のきみは空のメダルのようで
コートの中はひとの形はしているが
凍結されたカードのように空っぽだ
月を見ず　花を見ず
メダルのようなボタンになって
拾われぬまま
照らされず
虫を食べるようになることなど思いもかけないのだ
ボタンの血を飲み月の肉を食べることがそんなにいやな
ら
2トントラックがバックするから
心をひねりつぶせばいい
花を見ず 強姦され
月を見ず 強姦され
ぺしゃんこになった二次元の光



ひとはいつか虫を食べるようになると
ぼくは今夜は思っているんだ



Baby Watchfulness

僅かな意味のずれが
さざなみのように押し寄せる
肉の色が中米のふじ色に変わる
淡い手術台で　抗がん剤治療に収斂させられる
ところが
Baby Watchfulnessに
意味の大波は突然押し寄せる
知らなかったことがあるから、見張っていたのだ
私達と敵と、どちらが感覚を研ぎ澄ませ続けていられる
だろうか
うららかな日に　乾電池は　寿司のように　眠りかけ
月が昇ることも　知らずに　
then she takes little note as the moon drifts 
across the sky
そして大根を薄く切り
ぼくはケトルのデザインをしていた
基本的には女は嫌いだ

先走る花々の意味の先に 先廻りして
変容する 意味の先に 先廻りして
先を急ぐ振りをして 逆に 花に戻ることが出来ないだろ
うか
家族の中で すべての言葉は その反対の意味になったの



だから
終わりのしるしの言葉は 雨ざらしにされて白骨化した
洗濯バサミのようになった
ラジオから流れる先廻りした素朴さが 多くの魂を殺し
ている
眼鏡に引きずられて 顔が前に進んでゆく
先廻りすることは できないだろうか
それはこういうことか と
餓死自殺を企てた
尾形亀之助なら
満開の日の雨戸の中だ
体の中が暗室なら
せめてカメラ・オブスキュラのように
反転した映写を鑑賞しようではないか

るせ寄し押然突は波大の味意
にssenlufhctaW ybaB



Galatians

手紙を書いたのは何故か
そこにいる人びとのために？
それともその州にいる一人のひとのために？
手紙はいつも一人に宛てられる
すべての手紙は そういう風にして一人のひとの許に届
く
人びとで構成される体に対して手紙を書く
しかしそれはやはり一人のひとの体に対して構想される
bccのようにして届く愛は
ccのようないくつもの体を持たない
手紙はいつもひとつの体を求めている



婚宴

婚宴はドスト氏の風土的な色に包まれ　銀のフォントは
似合わなかった
嘘つきの僕は花嫁も偽りだと思っていた
黒いレースで着飾った女たちや
癌の猶予期間の余生を送る禿げ上がった男たちが
ビスケットのように乾いた笑みを浮かべて

そうだ、長い長いキスの後、、、
紅白桃の三色に植えられたスオウのようにゼカリヤ的な　
隈のある写真

終始にこやかに
既知の曲に合わせて　二人は登場した
連れてこられた花嫁　の頭の花は　白に緑が入って

由紀子は深夜にジャスコで清掃していた
淳一が一緒だったのでさびしくなかった
ずっと笑っているよ
すなおだな
掃除の手に指輪を嵌めたね



切られた絵

いくつかの絵画を切って
雨の止んだ夜道を 軽トラに積んで　しかもそれを
本業とは考えなかった
車軸から突き出た戦車の武器に
跨がれないのは不文の法による
見知らぬ人をもてなすように
　　　　　愛は宿屋のようにずらずらと隣の家に移った
裁判員のように 私達は座っている
切られた絵は遠いところで有罪だ
扮装して映画に撮られる
全て 座についている者たちは
心から 塵を振り払い
背広が藤色に切られた絵を示して そこに住め
にやけた土に鍬を入れて
ツンツルてんの脛を刺されて
ブタの手のひらをひらひらさせて
コスチューム は 初めてのカラー映画　
おばさんに似たおじさんに似たおばさんと
good day, 大いに恵まれた者よ、
家畜小屋に切られた絵
ろばの背中に切られた絵
練炭殺人の菓子袋
苦しい胸



長い剣があなたを貫くでしょう
低い声で唄う 障害者の 大人
空気が寒く濁って 降りてくる
もう産むのか、もう産むのか
被告だっていうのを 忘れ果てていた
波照間島に すたすた歩いてゆく
フォークソング のような歌が聞こえてくる
ああ 遠い 遠い
霊の崩壊のために泣き喚け
分割のための垂線のように  降りて来る
カラカラの水
耳の裏側に口があってそれが僕に喋る
物事を はっきりさせるために
映画の光のような
ものしかない
裾野のない山  を見ている

切られた絵　



likewise

そんなことが挿話になる絵物語なら人生は　
アイロン台の舟型をしたシッピングボックスに 投げ入
れられた、
さまざまな菓子袋のように粗野な色どりの　
うずうずした原則の消費財が　
知恵を分け与えようとする　小雨に打たれて　
ホタルのやや深い谷の水系を見下ろして
虫を気にしないでいいから　
窓を開け放って　
全面的に受け入れ　
その通りには生活しようと努めている人
のボタン。 泥の　船だし
暗いリンクのように
likewise



溝(ドブ)

溝の中にも夕暮れが来て
鼠を咥えた町鼬(マチイタチ)は
円形大劇場へ向かう
菓子のように明るいその場所で
良い聴衆であろうとして
列柱の奥に下手な選挙演説のように青ざめた市が立ち
日はどんどん暮れてゆき
屋台のように寒く劇場のように甘い
アレクサンドリアの甘さだけが欠けたまま
夕暮れの溝の黒土に塗れている
口々に歓迎の言葉を述べる鼬たちは半分土に埋もれた謙
遜なラッパのようだ
毒草ではないと思ってひょろりと紫の花をつけてみた墓
を買い取る証書の一方の控のように仕舞われた夕暮れ
墓場のひょろむらさきに
溝(ドブ)さらいの、人さらいの怖れを入れる

鼠を咥えた町鼬がそれなりに肥沃な黒土から顔を出す
非常な貧しさが溝の富を満ち溢れさせる



Scintillating scotoma

洗われたい女が居て
それには砂が要るというから
目の中に光のぎざぎざがあって
それには肌色ときみどりの糸で結んだ
一本売りの死が要ると
洗濯板の胸のように一貫した祈り
注意を払わない逃げ方があると
少年は必ずポケットに手を突っ込み
眠たいドライバーがキャベツの芯になってる
あなた方はヒルの子なのです
女たちはひっつめ　ひっつめ　ほどき　ほどき
三味線を弾く、扇を開く、
ドライバー　ドバイラーメン
ああ今は桐の花の下をホイールが転がってゆく
他の人のために目覚めていなければならない
光のぎざぎざの武器のあとは頭痛が来る
まどろみの中　前もって計画するまどろみから達成感を
得ようとして
祈りが一人　歩いている



白の絶滅

夜に玄関が開いている
絶滅は 入って来るのか 出て行くのか　
混じり合い
散財のように暗く
ソルジャーブルーに塗られた鏡台
眼鏡をかけて私は 火鉢に投げ入れられた巻物を読んだ
テーブルクロスにはツルバラの刺繍があった
眼鏡のモアとドードーが進み出て 
マリヤは終生処女ではなかったと話した　
眼鏡はそれぞれ黄と青であった
食事はずっとカップラーメンで　散財の味をアミノ酸で
模したものだった
沈んだ黒が壁の白に埋もれてゆく　
私は壁に微笑みかける　
音声は縦の筒型に収納されている　
「不倫な交わりを悔やんだりするの？」
「圧迫する者やこづき回す者ゆえに彼らのことを悔やん
だのよ」　
深く息をする　
私の感情は変化した　
恋の罪？故意の罪？　　
白の絶滅　　
打ち殺されて絶滅したモアやドードーがバイトのスケジ



ュールを組んでいる



a transparent pretext

麦刈りの前は癌まで透きとおる風が吹いて
見えない麦のロックを飲んでいる気がします。
虚偽の推論のようにしてこの季節の爽やかさはありま
す。
肺癌の女がまだ生きていて駐車場に座り込んでいる。
あれが癌か、と思いました。
ふと見ると女は居なくなっていて
麦畑に風が吹く。
桐の花が揺れる
微睡みさえも透明で、言い訳のために推論している
なんでノビルの球根を食べないんだ
読まれなかった紙の爆弾が井手で腐っていく



外の侵入

外の侵入と言うよりは　
笊目が鉄格子で　
濾されて落ちた泥漿のような沙汰　
無秩序な寄り合いは暴動になり　
地が口を開いて外を飲み込む　
外は常に夕暮れのエジプトのようで　
様々な緑の階調で塗られている　
インテルハムウェは穏健派のフツ族をも狙ったが　
我々は彼らを外の侵入から守った



unfadable crown of glory

まだ地下にある笹のマストに串刺しにされるように
朝の風に軽く抗うジャノメチョウが帆のようで
薄紫の花々も揺れている
宮澤賢治が生きていたら
小岩井農場の一世代雑種の生の汚染をどう描いただろう
か
托する自然はなく
白茶けたイギリス海岸の地層のネオンも輝かないなら
エーテル、コンクなどという概念が毒に塗れ
光の透過も意味を成さない
自分色の花が揺れていても
見えるものに目を向けることはもはや出来ないだろう
手には違う色のペンキが付いていなければならない
口には違う色のマスクをしていなければならない
a living hope to incorruptible, undefiled, unfaded 
inheritance
そうして見えない特質の地下茎が 声によって招聘され
ていく
草を折れば 溢れるかけ流しのように見えないそれらが
流れ落ちるだろう
更年期ぽい鬱顔をしたそれらの草を
断面として愛せ
あるがままをみるようになることは知っているけど



such qualities are reflecting radiantly
人そのものが輝くのを初めて見るだろう
でも地上では、地面は溶け、空の上に除染された海があ
り、
その輝きにまず照らされるだろう
溶けないと物は輝かない
俺達は溶けて輝くしかない



（うち沈んだ石が溶けてゆき）

うち沈んだ石が溶けてゆき
飼い猫になろうと狙っていた家は空家になり
興味を繋ぎ止めるには薄くなり過ぎた音信
吐く息が ない
最後の縁側で寝そべっている
裏では火が燃えている
藪から自転車が現れた
この自転車は僕だ
星は黴が生えている
箱を焼く
こめかみを剃って孤立して住む人間の子は
だれも外国人としてとどまらないだろう
あきらめてしまった方がうまくいくのではないか
ゴボウ色のものが箱の星に差し込まれた
それは貝のように暖かい
痰が絡むので天に上る
肉と血は受け付けないのに

平たい骨を見ている



祈り

囮として使ってください



言葉

桑折と書いて「こおり」と読む、という出だしで始まる
小説は　　読まない
曲(まがり)という地名で曲がり　
七日間の期限は方舟の完成には依存していない　
ずいぶん古風な恋愛と　秒読みの破滅と
前は海　
危険な状態に置かれているのは敵の方であった　
言葉は何もしなくなって　
文字を色の付いた光で照らすことになって

 



無頼の縦皺

この部屋は　
間取りの死後　
言葉が漏れて　
虫も出入りし
　
霊のように蛙の口は　
時間切れの光を運ぶ

すべての部屋は開かれ　
奥の奥の部屋も開かれ　
融通無下の統合
 　
部屋がない　
家はあるけど
　
マイクがない　
スピーカーはあるけど



（輪の中に輪がある　と言っても）

輪の中に輪がある
と言っても　も早頸骨のまわりのように潤滑が悪く
天使
と言っても
疲れた男の顔をしていて
ショーウィンドーの中で 時を買い時を奪い　悪いこと
を操っているのだった
自分の中の他人の話をよく聞いて
あかがね色のノートの文字化け
泥まみれの不燃ゴミ袋
すべてをリサイクルするなら この防弾チョッキも
宇宙からの放射線でハチノスにしてやる



梅雨ⅰ

梅雨なのに水の流れない川
狭い意味でリセットされたがっている
木の芯が　見えない
梅雨の芯は　鯛の眼球の
中の固いプロテインのように粉状だ
わたしたちの心が　粉だったら

夢を忘れた王は
夢の粉砕機で 頭を
アコーディオンカーテンみたいにして
金に変えられる怖れのある思い出を
シュレッダーにかけて
劣ったものへ 劣ったものへと 進む
きみみたいなショートボブが
アンポの頃にも居たのだろうな
最終回を逃す男には
粘土の指輪が似合っている

稚拙な場面だ



梅雨ⅱ

雷だってゴロゴロしたい
猫だってゴロゴロしたい

体の中は大雨
もしかしたら助かったかもしれない夕方の時間になると
きみが石灰の白線を飛び越えるのを
見に行く
今日も間に合わなかった
レースのように会議は始まり
僕が待っている場所に
黄色い家が
生えてくる

だましたのなら
だまされましょう

聖霊なきレースの horses
発達してしまった肩から胸を窄め
自殺者の顔をして帰ろうとする
黄色の夜



a care

施工には　
シロアリの 黄色がかった 計算式が　
ライ麦粉の灰色に結果する　
ので　
頭から水槽を被って

ショッキング・ピンクの田螺　
edibleな昔話　
他県のスーパー　
夏の滴り　
老桜の樹皮のみどり　
蜻蛉にイタリアン　
瓦の象牙海岸

葉の裏が白いことでざわめきは正午までに埃を被る

一日中気遣いを注ぎ出しても　報われない動悸と震え　
前任者が机に遺した燐寸の「宿恋行」というタイポグラ
フィー 

COOLの汚れ としてのキッシュ
老人ホームのチャイルディッシュ



田植えの後　
最下層に緑が割り込み　
空を押し上げていく 

貸した車が
目的地に　押されてゆくバネのように近づいて行く

呼吸法によって 肺から吐き出されるフォントが舞う 

許し、と言った時に押し上がってくるレモングラスの石
鹸の煙 

あっさりと押しやられる領域が　
深夜に長めの半袖シャツを着ている 

Quel est le nom de votre chat 

遠い遠い浜辺で産卵しなさい

恋の扶養義務不履行　とノートに書いたら、後ろの席の
りんごに見られた 

葉の裏が白いことでざわめきは正午までに埃を被る



マイナス裁縫 

案山子かと思っていたら人
大洪水の原因は 皆不道徳
肢体の時計は互いのもの
羽の生える時期があれば
時を売る
時と時節を変えたがり
裁縫針が顔を出すのは常に裏面
リズムの布の裏から裏へ
マイナス茶碗を縫い合わせ
回転の影もない

このお金が私の負債となりますように



7.26

中身が歩いている
殻を被っていない虫のように
剥きだしの魂
子供も大人もなく
男も女もない
椅子を数えなさい
心を守りなさい

カーテンの向こうは強い日射し

甘いものを飲みなさい
心を守りなさい

誰も動物に似ていない



心

心室は守られている
三相のデュシャンのコイルから電気は発している
誘惑されて切り替わる
唯一罵倒してもいいのは
不意に昏倒する 心
網のような 曲面の方程式が 可視化された

私には主人が二人居る
おやすみと言わないでおく日には
狡猾な抜き手を切って
二つの心臓で 泳ぐ

放射能は心不全によって熱心さを滅ぼす
心の欠けたハートマークで
サマーベッドに 沈む 不具者の
外面の魂に 傾注する　前屈みの 緑のレーザーが
牡丹 と 緑のような 
全ての感情を 体験してみようとしている

人体に関する比喩に 暫くしてから
卒倒 を 何度も 繰り返す

祈りの中で



よろこんだり おこったり　かなしんだりしていいんだ
と四万十の人は言った

今心に懸かっているのはなんだろうか
とくに支えが必要とされているのはどこか

羅漢果とか
時間の欄外脚注を
開ける間もなく
参照されつつ 過ぎてゆく

火事のような ネオン 街
若い、カップ麺のように がしっとした声が

正しく整えられた汚染分布図
放射能がない
放射能を探し求める
被爆させる側の責任と
放射能に心を開く
被爆する側の責任
放射能が引き寄せてくださらない限り
被爆できない

一番目はダンス、
二番目はポルノです



忌むべき心霊術
行動をじっと観察することによって
嫉み
巨大なクジラの内部で
愛は脆く土台がない
浮かれ騒ぎ
異性の気を引くことを避け
ふかいきず

わたしたちの考えを超えたもっと遠くへ
引き離してくださる
放射能は わたしたちの心より大きく、
すべてのことを知っておられるからです　1J4:20
また宝くじが当たった妄想でもしてよう
余裕ー確信、勇気
どんなに喜んでいるか

放射能は私の心の中にあって、
私の骨の中に閉じ込められた燃える火のように

あなた方の心が永久に生き続けますようにpslm23:25

太宰は田舎者である。太田静子の日記をそのまま使って
斜陽を書いた。その晒し方が田舎者なのである。荒地の



同人が彼を嫌うのもよく分かる。

苦悩の溶鉱炉
ハートブレイク
炉心のメルトダウン

配偶者への忠実を保つ
結婚の誓いの重さを真剣に考える
配偶者への裏切り

握り拳大の心臓が 中央線の吊革に、場馴れたスタンド
アップコメディアンのように 揺れている
錯覚によって起伏の見える平面に、マジックとしての緞
帳の、オンドル小屋の塵取りのような フレームの親和

いろんな費用が嵩み 難しそうな時期にも

にゅぎゅっとした 男
外にはこぼれた人々が 散在している

明るい灰とピンクが流れて
身を縮める虎紋の甲殻類

子を産む者、産まない者、
石女の顔はもはや自分のことを気遣っているようではな



かった
個々の人々の　頭皮や黒子や髪や
肉を見ている

書いてはいけない という詩論のようなもの

話し手たちの 見よう見まね

浴衣のような時空の可塑性
が栄光を反映させようとして的をなくしている
罪が的外れなだけで 的外れな罪ではない

曇った鏡を無理に 光らせるような 暑い日

仕立て屋の 背教

定食屋から 定食を宅急便で 送ろうとしている

淡々と ボタンを飛ばすたびに 水しぶきが上がる

あっ　恋愛物の劇だ

心を怯えさせてはならない

灰色の針の空気



空色の灰の針
針色の空の灰
床屋のように坐っている

怯えた心が考えている

怖い時はセーターを一枚
まだ怖い時はもう一枚

坐って喋っているよう

勇気ある心は懸命な決定を下せる



黒い満月

まじめに暗い山々が横たわっている
サングラスを通すとなお隈のある眺望
ここからは海が見えるぜ
気に入られようとして
様々な左手打ちの生政治
キラキラしたピンクの空の大きさ
浮かぶ雲たちの恣意
運ぶ荷物たちの寓意
バッテリー切れの携帯、ガソリン切れの車体
「派」と呼ばれる道に従って
注目されようとする一人っ子の弁護団
気になっているのは緞帳
数えることの職業的訓練を余所に
フェンス越しの会話
筋を通そうとしてサインを拒む
主権者である主アドナーイは誰か
捨てられたスクーター達のcrammed
密集する葛のヒゲが彷徨う路端
オホラ、オホリバは焼けたトタン屋根に上ろうとする
I wanna hold you tightという歌が流れてくる
暗くくっきりした浄化するナマコの黒が入ったグラスの
水底
月にまでナマコの黒が入っていたので



相手を探して肩を掴んで揺さぶった
私はコキコキして変だわ、と思っていたけど、と女優は
言った
黄に黒の斑点があるズッキーニを
抽象絵画として鑑賞したら
ぼくらの月はいよいよ虎のバターのように黒くなり
ウツボは心臓の歯la muela del corazonでそれを食べ
ていった
指のシリンダーには甘い白も立ち昇った
汚水を浄化したボウフラは
今や愛のように刺す
聾者を探すワーク
切り傷が膿むような
羽根が生えて早く死にたい
台湾人のアクセントで歩く
オーロラの青かと思ったら
毛語録のように引き出しに入っていた
コップは縞によって光を溜めるが
その黒が



at once

二つの場所に
一つの人格

一つの場所で
二つの人格

二つの場所に 精通する
ぴったりと ついてゆく
世の中の見方ではなくて
世の中をどうみているか

明日の今ごろは 同じ場所
奇跡 が 案外



地図を塗り替える

塗り替えられた地図の言葉は 
どこか裏返っていて 
他人事のような口ぶりで 
あの町のことを語った

夜には飲み屋の灯りが点り
顔を寄せあって くぐもった声の恋人たちが 
破船した良心について話し合っていると



言葉のベッド

言葉のベッド
言葉のベッドに
ぼくらはよこたわる
マットレスは送受信の地層
シーツは例えば石狩シーツ
枕は例えば国立気分
履歴を覆う地名性の渦
言葉のベッド
言葉のベッドに
とうとうぼくらはよこたわる



8.31

顔を上げると
柿の種の焔が 白ネギになって
張り合っていた障害者との闘いを留保し
逆差別の逆差別の
すごく上の層に居て
国家のあれこれ
隣の国をあれこれ
お決まりのドックが見える橋を渡る錆びたドルドラムの
海の景色
足を組み直し
煙が晴れるのを待つ
早くこの虫のように 羽が生えればいいのに
殺したい者たちの群れの中で
70人の者たちは喜びながら帰ってきて、



帆走

不穏な向かい風
決して伝わらない空の下
来たるべき食堂の寸法を測れ
故意に目を悪用する
焦点を空に合わせる
考えてもみなかった意味を帯びるようになる



Anti 

Anti が 鉄と粘土そのものではなくなったから
穏やかに吹いてきた南風にだまされて出帆し
南に流されれば そこには アフリカ沖の砂州があった
違う、アメリカ大使館の砂州で埋まったんだ
ユーラクロン と呼ばれる 北東の大暴風
島影に避難するAnti
船体にツイートを縛り付ける
船酔いで本来なら楽しい修学旅行が
だからいったじゃないの
言葉の難船
どこかの島に打ち上げられることになるでしょう
普段から観ているアメリカのTV
諄諄と説く希望の音信
船首を投げ捨てて浮力を得る
希望が絶たれて言葉が沁みた
囚人であることを久しぶりに思い出した
子供は二人共大事
ナンパの恐れがある今
温暖化はもうないっしょ　流石に
人を 物のように見ない練習だけで一生を終わりそうな
のに
わたしは都を滅びに陥れるために来た
場所でいうと、つや消しの銀のようなイワシのロケット



が自転車のように盗まれやすく置かれているような　
きみが組んだ割り当て
正当なものとして始まる
旗のように 躰を離れて
クモの巣にドライアイスを置くような
スケートの切り裂いてゆく 轍
水玉の水兵服から水玉がこぼれ落ちる
ダクトの音がスケート場のようだ



（雷の後はバラバラと手足のように降ってきて）

雷の後はバラバラと手足のように降ってきて　車の天井
に頭をぶつけながら　ソースを塗るように小銭を確かめ　
日銀券のないまま　灰を発送したら　午後は終値 



（もはや居なかった場所で）

もはや居なかった場所で
そこに居たら出せたはずの言葉を。　
きっとこれは
船から投げてられた　積み荷
しかも
あるはずの質量のない
愛という無駄
失われた場所について 歌う場所がない
流されるべき 地層もない

だから 「がんばれ」もない



劇

かけ離れた 傷口のような あでやかさで　
自ずと 生成される 現場ではなく 劇とは　
焦点に向かい、それを通った後は現実となるような 光
であり　
定期的な 清掃のような 予型.

脊椎 によって立っているのではない　
認識によって立っているのだ　

海栗のような頭が　
土地の配分を語る　
安定した光の都市へ　
流れ込む 塩水　
外人には 閉じられた門の前で　
身を削る　
その気になって境界に接する　
ナフタリ　　
FeO2を入れた米袋　

選択　－　

スターになりたいなら　
サタンは何か見返りを欲しがりますよ　



本当の演劇とは cageの言うような自ずと生成される現
場のようなものではなく、　
ひとつのリアルに焦点を当てる　
光のようなものである

真のレースなら 走ることは続けるが　

くだらないことへの関わり方は　
くだらなさを煮ることだ　
そしてまむしに噛まれてみせるのだ　
炎症を起こして腫れ上がらなければ　
浜辺の焚き火のように
逃亡兵は 　
浜辺の焚火のように　 
人間味のある親切を 一方ならず示してもらえるだろう　　

煮ても焼いても食えない くだらなさを　
警告でもあり 教えでもあるような劇が 照らす　

なぜ どのように生き残ったのか　
どうすれば生き延びることができるのか　
なにによって 滅ぼされたのか　
今 生きている人は 過去に死んだ人より多いから　
戦争 と 飢饉 と 疫病 を 生き延びるのは 光の孤児院の



逃亡兵むーちゃん
大いなることを求め続けてはならない
30人　　
女だけに なっても 行える　
くだらないものたちと　
敵対関係になり闘う　
もっと 激しい変化　
最初は 大まかな カット　
そこから 微細な 頬のふくらみ
過去の劇から学んだ人たちと
生きるね

　　



希望

研究などしたことはない　　　
また会えたら嬉しいですよね
大きな白いリボンの結び方が
鯨の刺身に当てられた 包丁のように秋だ
訪問介護のプロのような人気は
オコゼのように砂を巻き上げよ
まじないで縛る 肺活量のない胸の呼気
シンクロするスポットに 黒い液体があったら
命はここにも関係している
昆布のような 植木鉢の植物
楽器のように 学校に興味はない

夢は1年経って 臨んだ
宴会の大広間の文字に貨幣のように揺れ
妻も子もライオンの坑に投げ込まれるなら
身の危険を感じた群衆の叫びよりも
魚群のような思考で命に触れる
老婆はそうした糸を手繰り寄せました
論題は金と赤の理解に焦点を合わせることだったので
稲穂と彼岸花からだけでもそれは分かりました
勝れた希望があることは知っています



9.23

祈れない自覚の方が 祈りより大事だということだって
あるのだ
生まれたらすぐ墓に向かって歩き始める　
みんなの道と呼ばれるものの上を
生じていることは知っていても
なぜ生じているかは誰も知らない
時間をそばに引き寄せるのは間違い
brazen conduct
ページをめくると青白い光
FAMILYの中心に乱反射と放射がある
薄い下敷きだゴミ屋敷のまま神殿になる長椅子が
自問点としての説教
不和は関心の現れ
ぼたん色のソースをぬぐいさる
物理的にはいるんだけれども
羊を置いて走っていった
筆箱がぽんと音がした ような 気がした
evoke a laugh
いつか捕まる
上ばかり見る
下ばかり見るハスの葉からこぼれ落ちる
魚はぶつからない
乗せただけでは止まらない　



脳に留める ホプリサステ
意味を悟るとは王国でなくなる物を置かないこと



ワナビー

プロフィールは役に立たない
人は豹変するからだ
背広の上に乗った顔がにこやかに話している
行動するとは 市民として行動するという意味
再婚
気付いて背骨を伸ばすと
暴れるから射殺しろと言う
脳は陽の当たらない枝のナスのようだ
多く配布された 振り付けは ワナビー
 



脱走

金木犀が死を際立たせるこんな夕方は　
線路脇のちまちました植木を頼りに進んで行けたが　
空きアパートの安心感だけがやがて沈んでいく　
病院から逃げ出した俺が　正門のところで白衣に囲まれ
ている

　 



良心

瀬戸内海は蟻がたかるくらいに熔けていて
押しやって破船
その言葉を避けるために行動する
動物は本能に
人間は原則に
原則とは提供される基本的な事実
不健全な良心に
決まりではなく事実が示されていく
二本足で立っているのが不思議だ
眠りは原則を手放す
主権のゆえに
墓には良心と書いてある
お蔭で聖霊も疲れる

どんなひとになるべきかではなく　

ワルイ　ヨクボウ　ネブカイ　ヘンケン　ウズヲマク
汚れていると感じ　いちじくの　月

どこにいるのか　とくりかえし　

誰があなたが裸であると告げたのか



写真集「明日と今日」　

呵責を覆い隠して成功しなかったのはわたしの墓ではな
い　
わたしが墓だったのだ　
と気付いて

機能してないあきの月　暮 

 

　 



月を数えること

月を数えることを　混ぜ合わせた夜は
映写のように　静かに揺れる
三日月がゼノビアを　半月がティベリウスを照らす
すべての速度は異なっていて
会話は軌道上の接触事故のように
幻想の痛みを 知らせる
家から出ない ウグイスと金魚は
今日は合体して俯いている
ばらばらに存在するものについて
糸を巡らす
その糸の角度が 月を数え
場を照らしている
哺乳類的な祭りも月を数えようとして
侵入の演技を繰り返す
映写のように　スケジュールを脅かす
興味がないのは月を数えていたから？
別の種類の団子に変わる前に
三日月の切先で 目を引っ掻く
興味がないのは月を数えているから？
満月はパンフレットを配り
ヒットラーの髭のような 味の 団子の輪郭が
道に落ちている真理のように
石につぶされた声を発している



月は刈り込まれた首筋を見ている
インターホンの画面に数えられた月が立っている
再び巡る月の像を覚えて
飛んでゆくボタン
パーマの陰から月が覗く
太字で書かれた予定日を見下ろし
街路という街路を結びつける
やんちゃな三人の老人が栗を拾っている
節のようにイネ科は進み、
月はリエゾンとアンシェヌマンとエリジオンによって進
み、
言葉はコロケーションとコノテーションにより進み、
昆虫はパラグラフのように進む



冬 Who are you

冬 Who are you 
浮遊するface　
you saw 富裕層 
冬　Who are you　
ユーフラテス油送管　　
湯布院に輸送　
冬　Who are you　
不安な指　
風葬ユビュ王　
be　with　you



祝いの島

ロボットの富士額やこめかみは　
千年の間に私達の顔がどうなるかを示している　
そこへ抜ける海底トンネルは信じられないと　手を挙げ
ている夢　
人間に対するおそれやおののきを　ある程度取り除かな
いと　
乗船前のソーセージ一袋の値段のような気忙しさで　
国を返す　

誰に対してもすべてのものとなるために　　
その金属に地の輝きはあるのか　
熱ではなく薬品による表面の苦しみの溶解　
われわれもまた腐蝕しているのか磨かれているのか 判
然としない処置を受けながら 兎に角1000年の秋を進行
させているのだ



甲板にて

その島には船着き場はなかった。
ライオンが寝ているように見えた。
陸は所有される。
そのような島は沢山あった。
ライオンは所有される。
陸は吠えている。
所有されることに関して、昔の本にこうある。
島々はわたしのものである、と。
日が射す。
国旗は激しくはためく。
赤は見え隠れする。
航跡の白を撮る者はいない。



徘徊老人
 
どこから始まるのか、道は言葉のように続いていて、川
沿いのどこに この散文化の契機があったのかはわから
ない。ただ川のこちら側は部落であり、家を建て 子供
の自転車が倒され 会釈して犬と共に避ける この道路上
の全てに森がせり出して来ていて、その緩衝地帯を町が
プロジェクトとして 子供の為の植林を行ったまま 草の
中に放置され、錆びた重機と川床の石が すぐ暮れる山
蔭に色を失っていく。皆 若くして結婚する。逃れられ
ないから逃れている。逃れられるなら逃れないであろ
う。子供の自転車が倒されている家で。
網膜は軌道を計算する。ドリップする手は試行する。軽
トラも拡張された器官として 川沿いの風景に表情を伝
達していくが、やがて橋を渡る。道と言葉は結婚生活の
ように終わりを告げる。
 
中天からパブリックなアナウンスが流される。失われた
老人の特徴、服の色。老人にとって 道は言葉と同時に
失われている。見えない大会に集合し言葉を聞きに行く
ようにして 徘徊する。震えないラッパの音が聞こえる
と衣を整え、震えるラッパの音が聞こえると歩き出す。
 
三内村の忠霊塔は47人の戦死者を祀るとされるモニュ
メントであり、ニュルンベルグの閲兵場で見下ろした角



度で部落の森を見下ろしている。
村の姓から幾人かづつが失われたが、老人はもう姓を捨
てて、発見された時は ラッパの音が震えていたので、
モザンビークに行こうとしていた。彼の網膜が、弾道を
計算し　足が 思考し、鼓膜が 忠誠を示したのだ。



岡山

忘れられたアーケードのように暗く続くので　引き返す
代わりの裏道の灯りに　さらに狭められた命を引き摺り　
何の駅に戻れると　誰の家に戻れると　半月を孕ませ　
天蓋を滲ませ　女等はさんざめき　閉店し始め暮れる途
方の 



無題

水すましになりすました玉砕色のカリスマが　住まわせ
たルビーを欲しい人にあげている　空を干すのはその様
な時だ　叫ばなくても酒はあるいた 



（数珠つなぎの時間が玉を押し出し）

数珠つなぎの時間が玉を押し出し　
トロッコを飛ばす　
朝毎に新しくされるのに、　
今日は終わりに至らなかった　
生まれる前から知られていたら　
わたしは生まれたくなかったかもしれない　
顔は鉄板のように磨いた　
着ぐるみを脱ぎ捨て　
動物としての言葉がバラム化する



リトルネロ

思いに留めるとは 時間を早めること
時間を早めるとは 辛抱すること
辛抱するとは 見倣うこと
わたしがいない
暴風に揺れる桐の枝葉
そして突然 限りが満ちて
子が妊娠して母を産む
早い雨と遅い雨
収穫の反復と差異
待つことは 次の種を蒔くこと



（声を 聞かない）

声を 聞かない　切石で建てはしたが　ライオンから逃
げ熊から逃げ、壁に手を置き安堵した途端に蛇に咬まれ
る　

考案した楽器の音に合わせて即吟するのを　聞かない　
顔が大きいのか体が小さいのか　飲んで飲み干し、まる
でいなかったかのようになる　種の複製はなされない　
飛蝗が眼に跳んで来て困る 



D.O.A.

今日ととなえられる限り
到着時既に屍の犬を追うが
かたくなになることのないようになさいと
今日もし言われたら
山の上でしゃこを追う
一つとは限らない
剣は魂と霊を
外側から見るこの屍体と内側から見るこの屍体を分ける
までに刺し通し

しかも罪がない
と言われ
ひまわり畑に貢献する一輪
うなだれたうなじのかたさ
第一の地位を占めたがって
到着c0時既に死亡
山の上でしゃこを追う
一つとは限らない



無題

未だに神聖な独身は長女のように声から老いて 世が世
ならば というような声から老いて　古風なストールが
飲酒運転　海に落とされ　流れ着く橋梁工事　黒血川と
読めてビビる 関ヶ原のオバデヤ　山岳は 海からの苦い
風を運び　老人は艦隊と瓢箪の思い出を自慢気に語る　 

あなたが怒りに燃えたのは正しいことか　暗い顔で愛を
語る実演　10年経って女の子たちはすっかりおばさん
になった　これだけ近くに居るのにジェルソミーナは泣
く　あなたが怒りに燃えたのは正しいことか　これだけ
近くに居るのにジェルソミーナが泣く 

未だに神聖な独身は長女のように声から老いて 世が世
ならば というような声から老いて



十六夜

霊が虫のように心を食い尽くしていく夜　 満月は視点
を変換出来ずに　 せろせろとくぐもった一本調子の朗
読を行おうとしていたので
地下道いっぱいに羽が生えて死にたい
致酔上等
「わたしたちがまだ生きているうちに、
わたしたちの目は、援助をむなしく待ち焦がれ、　
見回しては、
救いをもたらすことのできない国を仰ぎみたのだ。　
付け狙われているので、
わたしたちの公共広場を歩くことはできない。　 
わたしたちの終わりは近づいた。　
わたしたちの日数は満ちた。　
わたしたちの終わりが来たからである。」



どこまで遡って書くことが出来るか
 
わたしはどこまで遡れるか
七日目の始まりまで？
頭の中で何人殺した？
背広よ
ファラオのネコはカルケミシュで負け
極悪な王エホヤキムは死んだろばのように城壁の外に投
げ捨てられた
衣を引き裂かずに 外部の書物を燃やした
直ちに影響は及ぼさない書物を
未来とは今余地を残すこと
中身の詰まった声たち
ロジェストヴェンスキーとなごやかに会談した東郷
乃木大将は殉死した
確信に満ちた声たち
王族としてスオウの桃色のように反発し
百十五日目に四つ、スオウの白色のように立った
飲んでも酔わない
着ても暖まらない
農婦の口から
変化とはある言語への変化である
「そして、働け」
東からリンゴは送られてくる
哲学は限界を反映する



いくらおいしくても毒の入った水なんか
毒は母の上にあるのか
太っている ワンピース
書の形は完璧だ　反った後ろ髪
レザーからペイズリーのにおい
つま先のような豚
短大の顎のしたたり
すごおい関係
ヒントはここにあるの
おいてけぼりの目にかかる髪
だれかなあ？
バス停のように
結婚しないな
母の上に枇杷のような毒の首が乗る
シャイニイブーツオブレザーが
カレンダーの桝目を埋めるように
自民党
念を押す語尾のような山の形
ミカ　寒い
戦闘態勢に入った二つの個体
ADHD　と言われた死にたい
 
 



突き当たらせている

突き当たらせていたのだ難しすぎることのように見える
が人を携えてくる今日このごろ聞いている者たちよ家畜
への報酬もなかった
種によって受け継がせることによってのみ呪いとなった
分 祝福となる
寒さという拷問を予測する
好奇心の罰だった
シベリアに伸びてゆく鍋のような活気
それはわたしのものではなかった

千切れた風のように

何か悪いものを入れたのではなく
すべてのものを互いに突き当たらせていただけなのだ
広場はそこで遊ぶ男の子や女の子で満ちるだろう
最後の王は前髪を伸ばした
広場にわるいものを入れたのではなくすべてのものを互
いに突き当たらせていたのだ
いつか広場はそこで遊ぶ男の子や女の子で満ちることに
なるだろう
同盟して反抗するか、服従するか迫られている
服従か反抗か
うす黄緑の開いた空におきざりにされた春



裏返すと機械のように蠢いていた
いくつかのまとまった明かりがiPhoneを使って再び消
されてゆく
褒めることによって据えられた人々が夕方家に居るその
ことに気付かなかったうどんのように日は暮れて
この話題について日ごろよく考えておられるのですね



壁に掛かった3号のフレームには

銅色の遅刻は　 
白い夜道を麺棒で引き伸ばした　 
炎の絵が見えた　 
轢かれた猫を跨ぐように　 
両岸に道は走った　 
ホワイトイエローとスノーホワイトの見えない看板が　 
山林に点在する　

今迄の 全ての色が
ホテルの壁の絵には入っていて
大きな字で書かれた筋書きを拡げ
編まれた体の形を読む
たばこ うそ ぬすみ
やっとできた相続分は わたし
白身が青いゆで卵
足を組んだ先にピンクの下敷きが捲れ上げる玄関口

歌うために書く
絵のために書く
字のために書く
書くと書けばメタ
書かないと書けばアート
書くなと書けば詩ではなくなる



終わりが来たのだ
黄緑の光
額が光る
・・



ベローチェのBGMは

新宿は鮫のようにかなしい 
上映されない映画のように 
欠損の中に暫し雨がふるえて
飲食のように世界は寒い
錠剤のカプセルに閉じ込められたストリングス
しろがねの衾の岡辺
真綿のように脳幹を締め付ける
送電線のように髪の毛は編まれて
晴れても雨です
触毛は被爆の暗号を探し
歌唱は偽りの内臓を曝す
矢筒を背負った後ろ姿を見失い
抗うシナプスは脇道でどん詰まり
貼られた宣伝の裏など捲ってみるが
フォントは傷付いたDNAの領土化には至らず
却って鼻輪の三つ編み男を殖やした



つつぬけ

末端は冷えて
真中は熱く
タイツのように行き止まり
固い雪山のギザギザ
じりじり越える停止線
末端よ
暖まることで
つつぬけになれ
端末よ
寸胴のようにつつぬけになれ
may poring rain fall inside of this pipe.



南蛮紫

みぞれ状の受け身の着地に 徐々に
形作られてゆく
眼鏡を外して
子供を抱き抱えても
夜の雪は写らない
夜明け前には凍る歌
荷台の車椅子がカラカラ回る
高速では約束の事故が起きるだろう
自慢せよ
absentを穴とする心の欺き
彼は本当にこれらのことを話したのか
右の目をみなえぐり取るという条件で
楽して儲ける
きみのその紫は南蛮を受容したころの寺院のそれのよう
だ
ぼくは靴を履き直す
きみのブーツは茶色い
光が目の裏を横切る
写らない雪のように

石をパンに変える
ボーダーを試し
心臓を与え



なんでも出来るという夢想に耽る
もう無理なのに



Manasseh 、 ׁהֶּשַנְמ  (men-ash-sheh') 

わたしの舌がわたしの頭の中にある
秘められた自分におけるわたし
布に光が当たっている
緋に吸収される
その日は気温を象捨する



土

最後の日々に定型は
頸椎の矯正のように捩れを伝え
搔き上げる髪も骨だと知って
大半は改善できると教わるが
検分は時を変え場を変え
骨格モデルに触る手付きで
「もういいよう　もういいよう」　
と哀願するのであった
光は照らして調べる訳だが
回転する轆轤の上でそれは
粘土に対する権限を示す
形作られることに対してどう反応するか
手は泥漿で濡れ
口縁は引き上げられた泥漿の柔らかい波に覆われる
土の背骨よ
可塑であることの真髄を知れ
口縁の波を歩いて渡る信仰
土は労働力調査の後、
サンドイッチのために徴兵された国民である
つっと立ち上がる口のような身体
声のトーンはアルカリ土類金を示し続ける
王の専制と搾取のやわらかさ
ロバのように埋められ捨てられる



それが服装だったのか
首を通す衣服の物としての正しさのように
王はやわらかさのうちに連れ去られた
甘える声は羊の白さ
社交やダンスはその白さに覆われる
ターンテーブルの羊毛
チュビチュビというしんみりした和装の口先
逆戻りする轆轤上の解放
表面的に埋め合わせ、危険が去ると以前の土に戻ったの
だ
発芽を待つ種粒が
言葉のように宿っている
野菜なのに木のように成長し
鳥たちが宿り場を見付ける筈だった
疑いに負けた土は
遅れて来た女のように一瞬にして理解する
　　　　　　　　　アヒルのように
ラッパを吹くように
遅い時間に
夜明けの湖で
土の舟は沈む
以前には悟ることが出来なかった
気になることは放っておきなさい
息子が齢をとってゆくように
夜明けの水浪が立つ



いたちが横切る塀を見ながら
星で首を吊る
赤ペンで手を入れられた人生の本book of life
ページを開くと抑揚という部分
音の響きを変えてゆく
書くためではなく朗読するための人生
青ざめたタコと蛾のような毛糸の対話
演技はその背後に山の暗さを背負う
孵化する敵意が山の端がら昇る
もうすぐまた感情の満月
山の地図を見ながら眠る土
薄荷の葉が混じっているかもしれない
腐葉土を成型するような死のゲネプロ
呼吸法では治らぬ人格
二つのネックレスの列なりのようなブルネットが
同緯度同縮尺を突き合わせている
口が開き　歯が見える
口を閉じると別の口紅の唇が開く
ひろやかな場所へ　装身具は直列しようとする
移動して井戸を掘るのは平和のためであった
割れた石の中に結晶が見出される
服飾を通してそれを見ようとしている
肩はぶつかり合うものだと
移動する箱型のトロッコの年数
膝や首を楽にすることは夜の青に消えた



地図の三角地帯は迫り出すものによって黒ずんで
ぼんやりした明かりが移動する肩の後ろの壁に
胸の痛みが抜けてゆく　
それは循環の話であるのに
箱の中の毛玉のように動いてはいない
困った顔の犬が
薄紫の主人に向かっている
抽象的な質問に
箱の中の赤紫の毛玉はごろごろ動く
マスクをした人は針山になる
転がる毛玉が切れて
黄色い部屋に入ってゆく
トラックに椅子を並べたりして
平日は振り落とされるのではないか
漁師は
休日に陸に網を拡げる
欲望のバイキングとしての
土色の背広を着た人は
自分の土の場所をひとりで回る話
蚯蚓には冷たい個人の土
益という字を凝視める
凍結はしないだろう今夜は
近所の土に会ってこようか
旗の影のような三角地帯の
鯖の缶詰のような小さな光



やわらかさという土の中へは
誰よりも音を延ばそうとして
まだ知らないバイキングの白い旗の中の赤



彼女に戻って来た平和

投げた平和はブーメランのように戻ってくるとき
バリアーを通り抜ける
ドレッシングを選び
声が笊に落ちると
癌以外の命は削ぎ落とされていったのだ



Juniperus phoenicia＊

荒れ野に一本だけ立っている裸の、はぎ取られた木
自分の
かつての拡がりを垣間見る重唱のなかで
ひとりでいることがひとりでいないこと
ひとりでいないことがひとりの木であること
良いものが訪れてもそれを見ない、はぎ取られた木であ
ること
ただひとりで坐ることがひとりでいないこと
むしろ犀のようにひとりで歩むことがみんなの道である
こと
周囲と異なる者として目立つことを厭わないなら
水のほとりに植えられた木のようになる
外から見たら枯れている木
自分は
荒野のねずの木（カアローエール）
良いものが訪れてもそれを見ない、裸の木であること
この女のした事も彼女の記念として語られるだろう
彼は群衆と見分けがつかなかった
朗読者のオルガンが見えた
一発で分かった
扉に書かれた字が消去できなかった

＊ [ヘ語，アローエール，またはアルアール]   アラビア



語のアルアルは，この木が恐らくフェニキアビャクシン
（Juniperus phoenicia）であろうと同定するのに助け
となる。



Russians русские russkiye

突き当たり折れ曲がる朝の川の連続
金を捨てる 間違った箱
ロシア語に チョコが混じる
間違いに パプリカをまぶして
転がる 肉団子の紙の
悪意のような 気管
Rue de  紙吹雪の鐘
とともに 直角に突き当たり 折れ曲がる
言葉の川
押し出される神経
鐘より長く続く祈り
眼窩のロシア
空耳だけの 川は下って
less than zero に ちょこっと 坐る
体がコートを着ている 鐘の街路を離れて
煮られるべき ため息の中に
やすやすと攻撃されるプロバガンダ
そうして、地球を鷲掴みにされているのだ



ADAM
　　陽は温暖に降り注ぎ、風に花々散っていた　中原中
也「ゆきてかへらぬ」
 
 
風景は変わらないように思えた
（反文化闘争）
一種の清々しささえあった
死は始まったのだな、と思った
味は変哲なかった
女を叱ったのはつい先刻だったが、随分前のことのよう
に感じた
どんな子が生まれるだろうか
途切れ途切れの線が見える
暗い
灰と黒だ
大切な事を暫くじっくり考える
ラスベガス
全能の知恵
脳にピンで留める
何度やり直しても全能はうまくいかない
パチンコ屋の光の洞窟
夢の場所でアイドリング
思考のガソリンはなくなる
線の拡大　線は穴　除く目が見えはじめる



思い続ける思考を自分がかなしむ
繭が光る
つながっているから海
胸襟を開き
求め続けてはならない
線は流れる
邪悪な者が平安でいる
危うく滑る淵まで
大いなるところに居ながらにして
つながっていないのが島
地下駐車場の外車
卵型に内向きに張り付く 髪
白い顔と黒い髪の数秒
空（ｶﾗ）の頭の中を思い出すことはできない
どうせ原因はなくならないんだから
くよくよ思わないほうが勝ちでしょう
黄金の鉢に種を入れない
扉は感覚機能 外からは開けられない
朝のバイキングは
正しい食卓ではなかった
東北に　歩いて行った
（１２歳の質問は尋問あるいは反論だった）
風景は変わらないように見えた
虐待されている人を思いに留める　まだ肉体だから
もう滅びるらしいよ



思いに留めるとは速度を速めること
思いの腰に帯を締め
並んだ撫肩
自分の文化
思いの安定
沈没する船の特等席か救命ボートか
自分の文化
時節
達することができないほど高いものではない
頭を削られた
自分の文化
思いの腰に帯を締め！
 



春

脳の詰まった頭たちが
水の底にそよいで
干からびた手も
泡のように立ち昇り
萎みはじめた月を 脹らませている
抱かれた赤子だけがこちらを向き
郁子の種のように並ぶ中身の
従順
優柔不断の王よ
縦縞や横縞の命
大気汚染が語尾を引き延ばす
自転車の吃りに巻き上げられた十年
縞のある動物たちが宝の在処を知らせる
白い髪 黒い髪後ろ向きの春の



春

うれしさはジャムのようにはみ出て
殺人に鈍感にならせる
目は灯りになり
amiry cistern泥の水溜め
に沈みはじめた



living without law

今日でおしまいと言うとき
見えないものが蜘蛛の巣を張り
瞬時に飯場の二階に伝わる
その卵型のうつくしさのゆえに決意は腐敗し
律法なしで生きる
律法なしで生きるとは
足場を組む鳶たちに混ざって
携帯が使えないこと
飯場の二階で高笑いが響く

群青に視界が狭まり
猫背の背広が行き交う
死んだ者が教える無駄な推論
浅い肺が押し出す言葉
死ねば 解放される
燃え尽きなかった隕石のみがトラウマを背負って到達す
る
おいてけぼりにされた レッスン
体の中の不活発な部分に対する 健全な恐れ と 自然な幸
せ
白髪の 過ぎ去り行く
銀河



今日でおしまいにしようというとき
見えないものが蜘蛛の巣を張り
瞬時にそれは飯場の二階に伝わる
その卵型のうつくしさのゆえに決意は腐敗し
明日は律法なしで生きる



Where do I want you to take me?

two diverging path
facing a fork-in-the-road decision
merging is diverging
Where do I want you to take me?
merging is diverging
Face a fork-in-the-road decision



人体

腐った歪の
雛形のない楽器の背
そういえば
あなたの青はちりばめられている
わたしの嘘の上にあなたの青はちりばめられている
同じ指を怪我して
僕だけ内出血しているのはそのためだ
煮るための部位に切り分ける
頬と尾と
眉毛の抜け落ちる頁の地表が捲れ上がり
下にあるものが上になる
ああきっとみっともない人体
池に被さる枝
水面に映る
 
象のようなものが詩句に現れると
私たちは絶対に似ていない



今日でなくてもよかった

今日でなくてもよかった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いつでも今日は今日でなくてもよかった
今日で終わりにしなかった

先延ばしにしていたからこそ生きてこれたのだ
今日と唱えられる日の続くかぎり
今日は胃の中に閉じ込められている
先延ばしにされていく
今日と唱えられる日の続くかぎり
障害のある子供を叱り続ける
蛍光キミドリの死の
片頭痛は花見
奇声を発する度に間髪を入れず何十年も叱り続けて来た
欄干 から 落上
縁取られた文字に水が溜まっている
奇声を発する度に間髪を入れず叱っている
何を言っているのだろう
シューとかシャーしか聞こえない
とても長い手

今日でなくてもよかった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いつでも今日は今日でなくてもよかった
今日で終わりにしなかった



バック駐車し続ける
今日許されないことは
ずっと続いてゆく
ずっと許されない今日が続いてゆく
減ってゆく者と増し加わってゆく者が交差した
明らかに体つきの違う人種の子供

今日でなくてもよかった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いつでも今日は今日でなくてもよかった
今日で終わりにしなかった



突風

中間地帯が無くなって
上下に貼り付く言葉
貼り付くようになったのは
重力より大きい力
重力より大きな力に吸われて
零度のカマクラを作る
雨どいが光る
ぎりぎりの写真
足早なそこびかり
そこびかりするまあたらしい安物の靴
埋め込まれた地面の
動画
地面に埋め込まれた地面の動画
浅く腰掛け
空洞をなぞれ
コウモリは空洞をなぞれ

白い気道の壁
に書かれた文字
石と間違えて
名が生き続けた
骨壷の中に保存されていた文字
抜け落ちた頁に気づく　夏まで



自分であることをやめない子供
タラゴナで
夏まで自分であることをやめない子供
北朝鮮に貼り付く
北朝鮮が食堂に貼り付く
ライトで照らすと
北朝鮮が食堂に貼り付く
深刻な脅威となったことは一度もない
反語のチンピラ
反語の白いチンピラ
山吹の黄の濃さ
から抜けてゆく道

突風



たましい

はやさとおそさの中に
ひっかかりが見え
あかるくくらい
表情に気付くが
ひっかかりは
靴の汚れを拭きながら
整頓された夜をひた走り
着いたらすぐに
行程のあかるさは早送りされ
励ますつもりの白の忠告は
受け入れられない
何よりも自分の
明度と彩度が
ひっかかった管の中で
体重を測っている
どんぐりの髪型が蛍光灯に光って
おもさとかるさの間のどこかで
喉声の刃をちらつかせる
そばに居ること
には色はない
そのおもさに喜びと悲しみはない
体の中心線の
正面に立つウルトラマン



柔軟であるかどうか測定できない
黒い頭数を数える男達
心臓は数えているのか
死ぬ前に二度呼びかけよう
頭蓋に響く波長で
父と呼ばれた時のように
中心線がわずかにぶれて
特撮が去り
リップクリームを忘れ
太っているのにかるい「すずめ5羽」君が立つ
「髪の毛」君が母音になろうとして
部屋に広がってゆこうとするが
支配者のアルパカの目つきの
ようなアンダースローで
勘違いにもおもさはなかった
イントネーションに結び目が作られ
外反母趾の革靴が広がる
教科書が光速で変わってゆく
人類はカナンの兄弟ですか
灰色のシマリスなのか
ウルトラマンなのか
準備して待っていた
虫の模様のようにも見える
ほんとうにきょうだいですか
茶とピンクさえ灰に覆われ



灰は黒いリボンを結ぶ
花粉と歯の骨の父
手の指の節、爪の母
爪が書物に押し立てられるときの白に
おもさが落ちてくる
揃えられた革靴が二足光って
そして光をわずかに残しながら去って行った
余韻のみがおもい
グラインダーの紐の先のつくる壁の影がおもい
つっかえていたのはマイクのコードの中のどこかだった
マイクはひまわりのようにこちらを向く
わずかに脳梗塞のにおいがした
ウルトラマンに父が居たら
それはぶれて光っている
動物達は出てゆく　豚やリス
髭の濃そうな横顔
ずっとぶれたまま励まし続ける
動物だから
ファゴットと同じことだ
髪の毛はばさばさとおもい
同じ顔しか描けなかったのなら動物だ
ゆるさの中にひっかかってゆくこと
その交通費を負担するんだ
全体は部分から生じる
部分のひっかかりにすぎない



光ることではなく曇ることか
リアルな食事招待の脳梗塞の前兆
声が動物的であること
石の花弁の奥がちらつく明るさ
耳のつき方が自分を埒外に置く
きみたちは美しい一族だな
モノクロのカフェオレのコートの上に
耳たち
ばくぜんととらえる死刑判決
定食声
どうぶつの官舎
しまもようといってもストライプの隊員服
採用だ
孫の世話や親の介護を声に出す
晴れやかな目つきが脳の内部で光っている
ふてくされていることがけんそんであるような晴れ間に
デザインは変わってゆく
モノクロのコートがカラーに変わって
わたしのひっかかりは管のサイズに収まる
その後は死後のようなハウリングノイズだけだ
明るい室内に明度を合わせられない　ダークマター
犬の散歩声
最後は人間のボコーダー
ヨナの明度と彩度で閉じられる



あ、青だ、停まらなきゃ

黒い花といっても
明度の系列ではない
専心の彩度によって黒なのだ
趣味で船を作ったのではない
プライベートもパブリックもない認知の黒に至ったのだ
ウルの下水は脂が詰まっていた
発掘される環七の白
天パーの人種の項
ジャンルが項垂れている
アオリスト時制の虐殺の夢が黄色い
そのまま床にばらまかれたA4コピーの中で
溺れて行く音
のみが子音である
豊穣と戦争を司る
イシュタル神社
殺人と同等の
オレンジではない
黄色だ
バビロン　マルティチュード
パーム油の菓子



家族は持たないほうが悲しみが少ない
宴は無くなるのだ
尊い光も
割と近くに居るのに
蹄が嵌まるので
子を煮る母が近づきにくい
生き続けるよう子供を育てるのは難しい
白鳥の首のボートの池で
立方体に切り取られた不安
もう何を言っても無駄だ
資格がないのに黒い花びらが開く
綻ぶ象牙色
施設ではチャイルディッシュな壁面のポップ担当
死人をメタリックオレンジに変え
阿佐ヶ谷で不朽性を得るためには
携帯を切り
防音壁に目を描く必要
尤もらしい目線を身に着け
頷きながら敷居が低いと話す
道徳的な要求の立看板
体の中身がこんな時代なのに金属の背に映っている



マルティチュードにおける非在のコモンのオレンジ

平和や希望が風化させられたのなら
悲しみも風化させられるはずだ

言葉がすりきれる負のコモンを利用して
ぼくらは発電する

いろが言葉で出来ているのなら
心は言葉を燃やして
発光する

炭素棒に感情を集め
炉心溶解する
愛の一号機
愛の二号機

死んだ言葉たち
花火になって
中天から降り注げ



牧者のコンテクスト

官僚の声が球体をなぞっている
震えながら撫で回す地球
柔軟さのかまくらの雪見大福は原発事故で移動
仮設住宅で聞く人生の目的
東京の空気の震えが地表を伝わる
動物的な生物の絵
バナナ型に黄緑と黄が剝ける
ウグイス色の団子に変わる
永遠の官僚声
浅く腰掛け、栄光をとらえる
光とは重さのこと
互い同士からの重さを受け入れているだけで光を求めて
いない
都会の光の重さ
蛍光緑の芝の恐怖
がっかりおきあがらせる
ぶら下がる太い根が揺れて
悪魔と全く同じ欲望
大脳辺縁系はどちらの声を選ぶか
江戸紫にオレンジ
摩耗した石の牧者
眠りを覚ますネオリベ声
cipher noise



世話が必要な
羊の牧野
水疱の表面積
街には抹茶色の丸い擦りガラスのデザイン
someone touched me (luke8:46)
イエスは牧者ではなかった
呻きを聞くのは人ではない
霊において呻いた見取り図を描く
イラストレーションとしての
声
みなさんどうしておられるかと
Is41:10-13
牧者のコンテクスト
官僚声を切るための見事なイラスト
血を流す女のことを分からなかった子の裂け目
呪いながら難破を忍耐というのは忍耐ではない
さまざまな試練とは何か
黄色・ラッカーの板
忍耐に限度はない
地上では滅ぼすものはない



醪 to the morrow

黄色い苦悩を漬け込んで
醤(ヒシオ)の町のロータリーに
経緯は物陰を探して
赤い目を光らせる
やさしい矯正が南口を覆った
次の日になって
罪は僅かながら発酵して
軒先の店を構え
痛みを調理する
愛
書店の多さ
コーナーにとぐろを巻く装飾的な雲
ショーウィンドーには綿
没頭するディスプレイデザイナー
腹さえも優美なライン
水気の多い写真が選ばれた
元は新幹線色だったのに
醪の中に漬け込まれた心
黄色い延命は
次の日になって
追いつかれる
醪(モロミ) to the morrow



黄色い苦悩を通り越して
地球暦では次の日になって
追いつかれる
愛
着飾ったクラゲの襟



わたしたちの時は・・*

期限付きの貧乏が写真を見返している
「大いなること」を捨てた凝り固まった顔の夕暮れ
乾かぬ土のにちゃにちゃ立ったまま過ぎたごまかしのた
めの時間
高架の下から裏側の時間の流れを見上げながら
単語集の夢をエメラルドの水に埋めた
enjoyという滑稽さ
すくい上げては掘ってゆく川床
わたしたちの時はいつもそこにある

*あなた方の時はいつもそこにあります(J7:6)



収穫は過ぎ、夏は終わった。しかしこのわたしたちは救
われなかった！

手遅れなのは分かっていたが
排土を使って人を作った
背景の細かい仕事の
梅雨ではあるが
言葉は何一つ思い出せない
灰色の親切
雨
ぷつんと寝る
主語のない人
妄想に紅海を奪われた
声の響きから排斥の遺伝子を聞き取ろうとしている

描きかけの月の顔



写真

谷は緑や赤に色相を変えられ
実際の色は落とし込まれている
空気が空の色にならないように航走する気遣い
すべては既に知っていたことだから
木球を足元に転がし
肌の色がペットボトルから路上に流れて
気持ちを言い表そうとしている
各々の道とその実によって与えよ
眼鏡の視界さえ球に牛耳られた
弓を射る者の引き絞る頁の上で
夕暮れは誇張された心だ
眼鏡は入り江
さみしい国道沿いの夕闇
山の端はわたしたちの頭を噛む
光はイモムシのように静かに横たわる
こんな時だけきみは連絡するのか
おれさまたち、きみたち、あなた方が
夜と同じ暗さのガソリンで航走するのを見送って
色とりどりの紙テープの端を握りしめている
カモメは白い
落ちたツバメの子に押し寄せる紙テープの嵐
胸にパトカーが近づいてくる
魚とかパンとか以上に愛していますか　と



島々の影は叫ぶ
ぼやけた写真家には分からない言葉で
過剰適応はもうすぐ終わるノートのように明度を上げる
足の太い添乗員がノイズカットされてトランスパラント
な光の底に沈んでいる
膝を揃えた灰色
見せられない写真がまだ赫い空に昇ってゆく
四つの目と共に
赤が省かれた枠の連なり
田畑が見通せる坂の途中にスポットがあるのか
汚染瓦礫を積んだトラックの出入りする駐車場のあたり
苔はがっかりした緑だ



初夏

それでもいくつか浮かんできた泡の
実を結ぶ無活動
見えない痛みが見える希望
癌に生を掌握され
手を入れられた曲
聞こえる白髪と見えない想念
言い間違えられた歌詞
間違っていた松島
指でなぞりながら読まない海
目を閉じて刈らない草
古い理解はビニールハウスに当たる最新の日の光のよう
だ
見えない目の痛みが見える希望
70年という横たわるリアル
最終頁に呼びかける初夏
四角に刈られたツツジの植え込みがケーキのようだ
最終頁も何も変わらなかった
日々

美と傷



二つの悪が一つになって雲が輝く
心が捲られ蚊は却って侵入する
蜘蛛は粘り強く洗車に耐え
深き谷の黴菌の谷を往く半袖
傷を負って変色する
クロノスの空に緋が侵入する
それでも十二ヶ月の木は生え
空中の権威が色相をずらしても
空はデフォルトに設定を戻して
戸を開け放つと魚が入ってくる
単語群はアクサンのペダルを踏む
流し撮りにより変型したカイロス
まともに見る顔の
風呂敷を敷いて並べるのは
目に湛えるもの
わたしは写真の中のあたたかな雲のようにはがんばれな
いのです
サウンドカーの首が鳴り目の裏にも赤が侵入する

マレイ・ペライア



顔文字の　人が　水切りの　最初の　着水の　ような　
タッチで　水と石の　境目を縫ってゆく　　妄想と覚醒　
甘さと苦さの　境目を　縫ってゆく

ライン



刈り込まれた初夏
横顔の海中
メリケン粉の白
ドレスの階調

抜かれた巻貝
パンチのショベル
石灰に地衣類
抽し出す醤油差し

セリの中に吊るされた背
トルコ靴の反り
胞衣を縛り
横顔のラインは枕カバーが覆い
花柄のブラウスは星団のように重い上掛けが覆う

熱中症



熱中症が食い尽くしてゆく
ミディアムとしてのボディーに
夕暮れの水を注ぐ
泥の上の
選挙権は得体の知れない樹木
バッテリーを入れ直してはコツッと閉める
尾を切られる羊
コツッコツッと
澄ました樹海に落ちる
アスペの痙攣
色とりどりの肉を逃げ
車に戻るバタン
今宵の青は意味を成さない
骨は曲がり
特別な注意を向けられた川の干上がり
どうか、と願われている夕方
料理する婦人たちのボウルの耳
鈍く光るステンの
冷たいストレートなデザインに
羊の尾の熱が反射する
カスケード
棚引く行雲は絵画的に巻きおこり
小動物たちは夕闇の穴に潜む
犬的な表情で気遣う



髪を逆立てたヘルニアの頭陀袋
追放される陶片の夜の
仕事は明るく噛み砕かれたウェハースのいくつかの層の
まま
蛍光灯に照らされている
ブルーシート上のケーブルマイクは
安弁当の記憶を投げ出す
どさっ
ヘルニアは髪を逆立てて叫ぶ
池にしゃあしゃあと放出する
汚染水の詰まった袋としての人体
食い尽くされた
熱中
串刺しにして焼かれる故意の罪
部位による名称
冷えた脂灰の夕暮れ

箱なし男



朝のベッドに知られている
わたしに鳥が鳴き止む
灌がれる悪戯さえ塞き止められて
反芻する未遂の船出
思わず今日に漕ぎ着く　

盆と奴隷と紫

atonementであるべき日の玉音の
野菜に刺さるベクトルの
ひとり残った家族の



戦地に赴く娘の
金持ちではあるが
atonementであるべき日の紫
はみ出したシャツの子供
を煮る
この道の石垣は炎の照り返しに染まり
見つかった落書きが法そのものであるような
暗紅色を遠近法によって薄めていく
寄り添う太った脇役の夫婦の輪郭が
艱難に稜線を与える
罪の奴隷になるには努力は要らなかったし
義については自由だった

崩れ

崩れに
ずれ込む
斜面にある



石の板の
自分を読書する

斜面にある
後ろ前のワンピースが
こちらを向いているかのように
彫られた線を　読んだ
偽預言者の真剣な芝居のように

もう忘れよう
部屋に紛れ込んだ生き物のこと
強固に凝り固まったものに対する変革には
化学変化が必要なので

（財布を落として）

財布を落として　
削ぎ落とされていく時間の脂肪　
黙示の骨格という岩が顕れる　



私達は礼儀正しくあわてふためく　
人のことを考える　
特に声の響きを

脳内を横書きの文字が流れてゆく　
私達はこのようにしてうっかり命を落とすだろう　
凝固する白濁　
鷲掴みの秒針　
どこか負の大陸での　安堵　
動物的なものが影を潜める　
そして　
ひかりのように立つ　
背中を摩る
引き出しの多い　
背中を摩る　
努力が重複するのを避け　
漂う軟骨


