創刊号

石部 明

創刊

形式の自由を求めて

「既成川柳界は、詩や芸術や美学やの概念を知る前に、
先ず一個の人間としての自覚を呼び起こさねばならぬ。
長い冬眠にまで置かれたわが川柳界も、遅れ馳せ乍ら芸
術界へその一歩を踏み出すことが出来ると共に、川柳の
文芸的新興も、かくして有意義たらしむるものと信ずる」
『(新興川柳論』田中五呂八著 。)
黄ばんではいるが装丁もまだしっかりとしている『新
興川柳論』 昭
( 和三年刊 を
) 、四国の八坂俊生氏から「バ
ックストローク」創刊祝いとしていただいた。剣花坊に
始まる新川柳の革新へ向う第一歩がこの書であり、その
後の川柳の変遷と推移を見守った一冊が、いま新誌創刊
を前にして私の手元にある。
それぞれの時代と闘いながら、川柳革新に挺身した先

人に思いを馳せた。常に先端を切り開く苦闘を厭わなか
った先人の歴史をどう残し、どう蘇生し、次の世代にど
う手渡すか。
時代精神を見失って形骸化してゆく伝統性と、確たる
定義を持たず現代への意識を定着させようとしてきた現
代性は、ともに短詩文芸としての定位置さえ持つに至ら
なかった。「何でもあり」という無定見な思想によっ て、
川柳はきわめて多様な方法を許す器になってしまったの
である。しかも、自由であることは、実は形式としての
不自由さに通じることに気づかないまま、飛躍の翼を失
って日常次元に埋没してしまったのが、現在の川柳の立
たされている位置であろう。
だが私たちは川柳を刷新する。
今を生きる根拠を問い、報いられることのない精神の
覚醒と、生きることの本質を自らの内側に問いかけるこ
とによって、川柳という形式を揺さぶるのが私たちの命
題となるであろう。
なにものにも束縛されない形式の真の自由を求めて、
多数の同志とともに「バックストローク」はスタートす
る。
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3

小池 正博
コスモスの揺れを見すえて内乱史
剣道の面に化粧をしてあげる
パンを嫌って渚へ落ちるソーセージ
蝙蝠の軌跡をなぞる鉛の手
恐竜の骨のあたりで一休み
剪定がすんで黄蝶になる庭師
人はみな鳥獣虫魚街をゆく

金築 雨学
殴る棒握り具合いを確かめる
腕ずくの構えでおとこやって来る
家系図のところどころに婿養子
捕まった身体に残る網目かな
水際に身体を一つ浮かばせる
十二月いやな男も生きている
口々にお祈りをして身を護る

大阪

島根

筒井 祥文

鏡台一基台風を待っている
弁当を砂漠へ取りに行ったまま
縄とびに誰かが引っ掛かる日和
ひとさまを斬った書類は職安へ
日がな一日盗作を突つく鷺
夜の公園に銅像が立っている
明けて春隣人 は釣人に

京都

姫路

字幕には「魚の臭いのする両手」
暖かい町へ行こうと男泣く
ぐちゃぐちゃといたるところに十指あり
平成は盥の底に沈下する
中華鍋も右踝も乾かない
手の甲に蝶止まらせている安穏
曲芸をお見せしましょう白牡丹

樋口 由紀子

A
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広瀬 ちえみ
顔色の悪いピアニストが座る
はるばると大根抜きにやって来た
暗闇に馴れれば見える樹のからだ
袋から夜の粒々出して食う
鳥の脚ももいろに塗るとき不安
鼻に汗荷台に墓を積んでおり
冬虹の延長ボタン押している

清水 かおり
漂泊の氷は喉に 過ぎゆく異教
手探りでビスマスを塗る青い部屋
太陽の人だからめぐりあえない
ゆっくりと立ち去るガラスのうしろ
僕らここから標本の羽背負う
彫刻す静寂 普遍あるいは肉体
鳥葬の鳥と三日月見続ける

仙台

土佐

渡辺 隆夫

油断すると御神木になる原人
カルチャー教室でも霊媒師伝受
水道水を禊ぎに止揚するなかれ
生きるという慢性の生活習慣病
原子を作るための原男原女の集い
強姦は市中引き廻しの上羅切
流木を神とみるか性器とみるか

松永 千秋

神奈川

福岡

レモン転がる これは点これは丸
泡立草のはるか遠くのアッシリア
空に椅子 全力でわたしを放る
自愛とは大切なこと青蜜柑
ひとりというたのしさがある屈伸運動
金魚鉢ひらりひらりと泳ぐ姉
無自覚をいっぱい放り込む冷蔵庫
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楢崎 進弘
彼方より飛来するもの茄子を焼く
後から押せばおもちゃの夕日かな
コンビニの袋の中で泳いでいる
コスモスや犬に寝技をかけてしまう
雪見だいふく杉作少年失踪する
コンニャクの秋なればまた秋に遇う
排便が済んで見に行く津波かな

松本 仁
女より少し淋しき猫訣れ
黄昏て雀を食べる蜻蛉かな
楢山へ迷ってしまうハイキング
鳥語を話す母と歩けば街炎える
第２外環から業平は上洛すまい
十字架に黄金の肉吊るしたまま
少し明るく執行のとき来たり

大阪

京都

田中 博造

母の忌よほうれん草の根が赤い
下着から出て行ったのは百日紅
台所の窓 キリギリスはパン買いに
甘噛みの猫と共存するエロス
一過性欝 メロンパンほの甘し
裏向いて生きれば錆びる蝶番
ギロチンは帽子の深さへおちてくる

前田 ひろえ

京都

玉野

何気ない素振りで冬がおどけてる
猿語人語まだ発展途上国
足首の寒さ交差点は赤点滅
風船割れて蒼天に続く迷路
ポテトチップスの軽さで繋ぐ女系家族
桃の缶開けると部屋いっぱいの風
かつおぶし上手に削れてから朝日
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北沢 瞳
権力の方に傾くカレンダー
立葵ここは這いつくばって咲く
共食いや醤油をかけるかけられる
その痕があって人形捨てられぬ
竹藪に嫁いで竹籠を作る
揺るぎなき姿支える見えない根
表彰台に立つスリッパの裏にガム

松原 典子
一本の藁の思想は無党派層
鍋の焦げつき磨く晩年は長い
串刺しにされて老齢化の列に並ぶ
番える草矢パリッと割れる感情線
中古のネジで明日が守れるか
疲れた観覧車から戦争見えかくれ
遠眼鏡覗くあたりで広がる口内炎

大阪

岡山

横澤 あや子

八戸

玉野

痣のある手雲の上に出しなさい
そうでした夜の重さをかくれ場所
あっけらかんと飲み干してゆくトマト達
配線はひとりごはんに繋がった
針金をちぎって抛るあそび時間
鯛焼きのしっぽのふくらみ 火宅とは
ごいっしょに一ミリ先の挽き肉機

前田 一石

蝶乱舞父一日の石を積む
後頭部冷えてカラス一羽が還らない
一匹を貫き風の落日
タンス長持ち秋は口からやってくる
僕のおとこを探しつづけた棒の足
あやとりは縺れたままで池のなか
まだ生きているかを鼻先へ吊るす
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山本 三香子
水音の跡切れるあたり罪もまた
いちめんの約束 革命待つ人と
森も銀河も招くやさしい命
出会えない理由のように鎖骨鳴る
証は透明その刹那を想うこと
砦はここに少年羽化を繰り返す
ラベンダー
薫衣草 思慕は青くきっと美しい

浪越 靖政

高知

北海道

マンモスになるまで交尾くりかえす
武装解除次々ゴミ箱へ
ファイバースコープ 住民コードと早期癌
異種格闘技 夕陽をつかむまで
回転ベッド 見上げてごらん射手座
モーニング娘。と再生する枯木
バックストローク沈みそうな亀

田中 峰代

闇夜の底でたかぶる猫とわたくしと
嘘を重ねてやさしい瞳としておとこ
流れついたここでもやっぱり葱きざむ
噂話の真ん中にある醂柿
金時豆が好きな男で許してしまう
わたしの中の鬼が突然縄買いに
猫が笑うので私もあははと笑う

石橋 水絵

さいわいの水をこぼして北口へ行く
カフカに聴いたミクロの街は美しい
十月散華海峡に捨てゆく父の骨
海へ祀るネクタイもパイも
づかづかと海を掴んでいった兄
天地創造海はたれをもこばまない
ほうれん草は美しいです 嘘も

京都

北広島
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白藤 海

涼子

房葡萄圧倒的な力あり
純白で無謀な雲があるばかり
暑いのか哀しいんだか寒いのか
雲の成分はたましいだと思う
髪を切る世界が少し軽くなる
退屈単調怠惰大切誕生日
生ごみの臭いに似たるなつかしさ

一戸

西宮

北海道

すっぴんで佇つ晩秋の交差点
杭を打つ大夕焼けに抱かれて
発声練習をしてから輪の中へ
よく動くくちびるを見ている
シャンデリアの下のはやくかえりたい
栓が抜けてどろりと冬空
さようならじんわり腹がへってくる

丸山 進

瀬戸

伊那

一輪車血筋の跡を遡る
ロッカーに住み着く脳死体験者
着地したらオムツカバーを手にしてる
寝不足の烏賊に急所を握られる
合い言葉フェチと言ったらラチと言え
君のこと理論的には愛せます
原点に返れアンパン見直そう

いとう 岬

いっせいにジャガイモ畑ネギ畑
蓑虫と秋のお芋としんぶん紙
エプロンのしたははだかで通信傍受
釦穴ひろげおいでよ赤ずきん
結び目を解くときすこし口ごもる
お互いの匂いを嗅いでいる出会い
くちびるをいちまい貼ってある封書
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津田 暹
暗闇にいて明るさにゾッとする
追ってくる人はいないが逃げ回る
往ったり来たりして見失う現在地
消し炭がしだいに街に増えてくる
痒くないところを掻いてしまうペン
ティッシュが不足する八月と九月
間違ったほうに走っていくマイク

石田 柊馬

市原

京都

たまの緒かもやしのひげかうすあかり
油揚げか夢か狐に咥えられ
素踊りの青きよろしき狂れ具合
立てよ立てよと月の向こうで声あがる
すさみとは竹折ることよなかぬこと
垂直に笛沈みけりバカな天
一人死んでクロワッサンをのせる皿

かし

河瀬 芳子

高槻

岡山

ゆっくりと傾ぐ等間隔の歯ブラシ
秋の日のきみはアルカリ乾電池
嗚呼と声して街はカタログだけの街に
十三回忌の夫の生き返る干潟
俯いた人形の眉描き足しぬ
″
″
拉致 ″拉致 ″へけつまづく日の鰯雲
わたくしがきちんと脱いである階段

柴田 夕起子

煙突は一人称で消えていた
空き瓶がごろんと転ぶ不定愁訴
水鉄砲誰をうったらよいものか
至福かなはらりと落ちるハトロン紙
棒読みの半生だったズボン丈
ピストルの形で落ちている軍手
半分は腐らせるもの買いにゆく
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草地 豊子

節

津山

武生

ふるさとは崩壊途上納戸色
ほおずきを鳴らして姉は出ていった
ぼうぜんと鶏頭ひとつ立っており
遠心力忘れていったものすべて
いちぢくをつぶさぬように闇がくる
すり鉢をきれいに洗う独裁者
まっとうにピンクのゴム手袋を買う

井出

幕の上った舞台に誰も出て来ない
ダルマさんが転ろんで骨を折りました
海からの手紙で決まるボクの刑
知らない街の知らない店の塩ラーメン
夕ぐれの廊下に椅子が置いてある
ボクをジッと見ている飛べないカラス
冬の海になるまで息を止めてみる

畑 美樹

長野

岡山

週末のユリの香りの戦争映画
永遠に続く読後感想文
要求はえんぴつが丸くなるまで
箸立ての底のちいさな水たまり
いっぽんのまっすぐがある足のうら
地球とか子宮とか足首に風
明るくなるのにじゅうぶんな曲がり角

石部 明

たてつけの悪い雨戸の奥に菊
紐とけて器よりまた人の声
月の葬儀にゆくオルガンは毀れつつ
死亡推定時間は鶴ということ
身体から砂吐く月の明るさに
空瓶が立つ強靭な顎となり
土中より顎あらわれて月へ急ぐ
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アクア︲ノーツを読む

ビスマスの部屋

石田

柊馬

―― 前(略 小)島さんと古井さんは、ほんとうのことを知ろう
として、どんどん世界の奥深くへはいりこんでゆく。 後(略 )
――
では。

最初の二人は例句を挙げない。同人なので全員敬称を略し
ます。

かどうかは知らないが、作者と川柳、作者とその言葉の関係

で作者の位置が決定的になる、と見た。作者が意識している

「揺れを」「化粧を」「パンを」「軌跡を」の、「を」、

小池正博
を保ち生を送る、といえばいささか大層すぎるが、視線は自

精いっぱい酸素を吸って瞬時も休まずに手足を動かし、生
己と外界を捉えているバックストローク。倉本朝世さんが良

性 距(離、スタンス を)安定させている「を」である。柳多留
の書き手と句の距離感が、おしなべて等距離であったことな

葉を替えて言えば、江戸の書き手の世界認識は、横一列に同

どを思えば、ここに今風の距離の取り方を見る気がした。言

い名をつけてくれた。そこから出る言葉、おろそかに読んで
はならないと、ひとまず衿を正した。
大上段に振りかざすのは恥ずかしいので、格好の引用を持
朝日新聞の書評欄 ２(００２年４月２１日 。)小島信夫、古
井由吉のお二人の小説の書評。筆者は高橋源一郎さん。

どの、ひとつのシチュエーションを創造して書こうとする姿

「腕ずく」「捕まった」「身体に残る網目」「身を護る」な

金築雨学

じであった。小池正博は独自の詩性の表出を可能とする「を」

―― 前(略 ぼ)くたちは、これが他のどんな小説ともぜんぜん
違っていると感じる。それは、「世界の秘密」に触れてい

《うがち》の一句、その屹立を意識しつつ、「殴る棒」

を身体化しているのだ。

る、という感じである。では「世界の秘密」とは何だろう

勢。シチュエーションは人間の縮図であり、《うがち》の眼

って い(きなり引用で申し訳ないが 最)初の御挨拶。

か。それは「私」の正体なのだ。 後(略 ―)―
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樋口 由紀子

一見、それは平穏であり安穏の世界なのだが、「止まら

手の甲に蝶止まらせている安穏

せている」のだから、蝶が飛びたてば「安穏」はおわる。

によって実相が裁断される。情景の措定を、即、文学性など
というと作者に対して非礼になるが、今後どのような展開を

よりない、「安穏」に貼り付いている「安穏」の無化。

見せるか、実に楽しみだ。もの書きの孤独と、川柳への志し
筒井 祥文

「手の甲」の微かな触感。神経を集中して、蝶を見つめる

弁当を砂漠へ取りに行ったまま

鍋と踝を並べて、等価性を書いたのではない。「乾かな

中華鍋も右踝も乾かない

の強さを見た。
同

樋口 由紀子

「砂漠」は状況や感情の喩ではない。「誰かが引っ掛かる

縄とびに誰かが引っ掛かる日和

広瀬 ちえみ

い」という感触は「右踝」の身体性にはじまる認識なのだか

同

ら、器物に精神などないのだから、に《主意》が在る。

顔色の悪いピアニストが座る

日和」という、愉快犯というか、軽い悪意の提出を作者の書

はるばると大根抜きにやって来た

き方の一例と読めば、「砂漠」は「砂漠」そのものだろう。
「行ったまま」の未解決性、そのキョトンとした後味が眼目

神経に居座ってしまった滑稽。「はるばる」の、徒労とも充

なのだ。だから作者とて十全に「砂漠」や「行ったまま」を
説明できない す(る必要が無い に)違いないのだが、その必然
を「弁当」という日常性をもって、自己の内界から引き出し

足とも言いがたい気分の抽出は、優れた短編映画の趣き。

暗闇に馴れれば見える樹のからだ

広瀬 ちえみ

演奏の始まる前に、奏者の「顔色の悪い」ことが聴く者の

ている。そこに、一句全体を喩とする《思い》がある。「盗
作」の句、秩序や規範や正義感が硬直化することを「鷺」に

同

方的に捺し付けられるしかない立場で、詐術も歪曲も変質

字幕という圧倒的な意味性の決定機能。受け取る方は、一

書きの根性と見た。短詩型文芸には伝統的に様々な夜が書か

をカラっと書く現実凝視を、大層な言いかたになるが、もの

闇」であり「夜」である。錐を揉むような切ない喩だ。それ

「粒々」を時間の質、と読むと、きつい孤独と孤愁の「暗

失敬な結びつけで申し訳ないが、「樹のからだ」を自己、

袋から夜の粒々出して食う

も、感知できない。見ていると思っているのだが、見せられ

樋口 由紀子

ているのだとすれば、という穴を《うがって》、只今現在の

れている。今号、月の石部明に対して暗闇の広瀬ちえみであ

字幕には「魚の臭いのする両手」

見たてての《揶揄》。

川柳。
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同

清水 かおり

もまえに、のめり込むように何度も何度も読み返した『クオ

が『クオレ物語』を想い出した。遠い遠い少年時代、五十年

清水かおりの川柳に感じる痛ましいもの。まことに唐突だ

漂泊の氷は喉に 過ぎゆく異教

る。
手探りでビスマスを塗る青い部屋

レ物語』に替わるものが、いま、無いのだと思った。『クオ

レ物語』のすべてを賛仰するものでもないが、遠い日に味わ

清水かおりの句はいつも、何度も何度も読み返す。そして
読めたと実感するとき決まって痛ましさを感じる。

水道水を禊ぎに止揚するなかれ

同

同

渡辺 隆夫

ったあの感動を、いま、子供達は冷ややかに見る視線をもっ

強姦は市中引き廻しの上羅刹

て生きているのだろう。そういえば「口語の時代はさむい」

流木を神とみるか性器とみるか

清水かおりの、真に落ち着く処を得ないという「漂泊」

言い放つ気分、きっぷ。川柳のなかにある《啖呵》の要

は、非現実、仮構の「部屋」にひとときの自己実現を求め

いのを、辞書からの知識だけでうしろめたいのだが 顔)料、
陶の上絵にも使われる、青。句には「ビスマス」を塗るとい

素。現代の《私性》も《詩性》も放擲しての気分のよさ、そ

と書かれた詩がある。

う非現実が書かれているだけである。非現実の部屋は、好み

る。「ビスマス」 結(晶は極めて脆い と)『広辞苑』にある、
青い元素。 専(門的な知識を得るか実際にその青を見ればい

の「ビスマス」の部屋だ。では、清水かおりは現実世界を遮

松永 千秋

れで充分、という川柳で、あつかましさがなによりの魅力

同

だ。直線的に読者に同化すれば成功であり、川柳のアーキタ

レモン転がる これは点これは丸

同

蔽して自分の好みの「青い部屋」に惑溺しているだけか、

泡立草のはるか遠くのアッシリア

同

「異教」という意識を持って。そうに違いないのだが、「氷」

放つ時空なのであり、その時でさえ、現実は引き戻そうとす

空に椅子 全力でわたしを放る

イプは、実際は読者に内在しているものなのだろう。この三

る。「手探り」の措辞が痛ましい。だからこそと言うべき

自愛とは大切なこと青蜜柑

句、『外郎売』に吐かせたい。

か、「ビスマス」は美しい。現実からの逃避が書かれている

が「喉」を「過ぎゆく」短い時間の、自分の「喉」のみが知

のではない。そのなり難たさである。「彫刻す静寂」の句

この作者の川柳を知る人には、変化が見えるだろう。時間

る感触、その時間と空間が「異教」の自己実現、自己を解き

も、同じ位相で書かれていると思われる。
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は逆流しないが言語空間での自己変革は可能だ。地から足の

れ」にも掛かる表現で面白い。男女 人(間 関)係の複雑、時に
怪異。猫との簡潔。関係性の断面を描いてあざやか。

の「訣れ」に思いが濃いと。「淋しき」は「猫」にも「訣

仁

離れることのない作者だけに、変化は安定感をもって表現さ
れている。句を見て、自己変革とはこの作者の場合自己回復

松本

そんなことあるものかと反発感を持つ時、日常生活のなか

仁

楢山へ迷ってしまうハイキング

松本

であると感じさせるし、回復とは、過去に見てきただけの垣

鳥語を話す母と歩けば街炎える

で意識から外している「楢山」が現われる。

根の外へ、自己を位置させることの可能性を川柳に見たのだ
と思った。「アッシリア」は、その垣根の外、距離も時代も
遠いのだが。「屈伸運動」とはもちろん心身ともに、であ

介護の現実はきつい。老いて、鳥の言葉を話す母と歩く

田中 博造

時、介護する者の眼に街は一瞬異相を見せる。京都の「第２

同

楢崎 進弘

下着から出て行ったのは百日紅

同

彼方より飛来するもの茄子を焼く

り、自己実現を感じる「たのしさ」である。

甘噛みの猫と共存するエロス

外環」は環境問題未解決での計画先行道路。

ギロチンは帽子の深さへおちてくる

同

人生の、紅い色を長くつけていた季節は去った。いや、紅

同

でもなさ、の立っていることだけが読者の神経にふれる。洗

かったか、長かったかは、本人にも答えは出せないかもしれ

コスモスや犬に寝技をかけてしまう

練された書き方で、《意味性》とか言葉に付着する《意味》

コンニャクの秋なればまた秋に遇う

を削ぎ落として、言葉だけが立っている。その無表情さが好

ないが、その実感の「下着」である。生活環境も変わり「甘

なんでもなさ、の魅力。句はすとんと無抵抗に在り、なん

い。自己に内在するものの《発見》を拒んでいるのではな

う変化の実感を書きながら、いつか、確実に、死という断念

噛みの猫」も「と」も実にいい。柔らかい筆致で歳にともな

い、むしろ発見を言葉とか景 多(くの場合、仮構の景 の)無意
味さに求めているのである。「秋」はやや《意味性》を残す
《抒情》と読んだ。

が、「おちてくる」。「キリギリス」 イ(ソップ 、)「一過性
鬱」「錆びる蝶番」、真横にあるニヒリズムを見ながらの自
仁

己を摘出している。

松本

前田 ひろえ

松本仁の川柳は、いつも筆太のデッサンを想わせる。別

猿語人語まだ発展途上国

女より少し淋しき猫訣れ

訣( れ)にあたって、淋しさの感情だけは「女」より「猫」と
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てられての思いである。いつのまにか人の世の欲や虚飾の中

出ているではないか。落ち着いた視線が自分にも他者にもあ

「発展途上国」と言われると、あざやかに作者の人間観が

ちははに降る桜」「そして今も飯を欲しがる仏たち」 三(句、

「戦死者のなかのわたしのおばあさん」「水に還ってゆくち

意の多い環境で、現代の知的な視線から書かれた佳句は、

が、この三句の《訴求性》の薄さに注目した。自然主義的恣

前田 ひろえ

松原 典子

かつおぶし上手に削れてから朝日

味を知悉するに至ったひとの、人柄の大きさが

同

松永千秋 な)どの苦心が印象にあるものの、自然主義的な思
いや考えは、なんとなく作者任せという意識でいた。「竹

鍋の焦げつき磨く晩年は長い

薮」からの世界観や人間観を展開してほしい。

中古のネジで明日が守れるか

となって出ている。「の朝」でも一句だが、この世の、自分
間の実感が主意なのだ。欲や虚飾の中味を知悉すれば人柄は

の持ち場を享けいれている人には「朝日」の静澄と、その時
大きくなれるか、との反論はあるだろう、でも

句を美化する意識がないので、さらっと、親しく交感でき

きうけるけれどね、という呟き。そこに寸分たりとも自己や

いわくいいがたい心情、ひきうけねばならないものは、ひ

という謙虚な眼が世界と人間を見ているから、猿と人間はＷ

る。二句とも、享け入れざるを得ないほろ苦さ。同じところ

前田 ひろえ

って見えるのだ。「割れて」「迷路」とは、ここでは世界と

風船割れて蒼天に続く迷路

か人間とかのやるせない実相と、その哀切を意味する。
立葵ここは這いつくばって咲く

同

北沢

「配線」の句は、物事の結果がなるようになったことの、

鯛焼きのしっぽのふくらみ 火宅とは

配線はひとりごはんに繋がった

同

横澤 あや子

に居るよ、なあ、と本音を洩らした。

共食いや醤油をかけるかけられる

同

瞳

この三句を抽出して、これ自然主義だよ、違うかな？、と

竹薮に嫁いで竹籠を作る

ほとんどが《自意識》を押し出そうとする姿勢と、傷つきや

数十年間、数えきれない数の現代川柳を読んできて、その

す感覚は実に川柳的な魅力。七句ともに、定めとか運命とか

「鯛焼きのしっぽのふくらみ」が「火宅」という言葉を引出

性》を持って展開されているのが、上手だなあ、と感心。

必然と不本意さの交錯を書いて、観念的にならずに《日常

すい精神から書かれたものであったことを突然思い知らされ

の避け難さについての思いが底流しているように感じて、重

思って、どうしようとあわてる自分があった。

た。情念を書くことこそ我が川柳と思っている諸氏に失礼だ
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前田 一石

山本 三香子

同

出会えない理由のように鎖骨鳴る

蝶乱舞父一日の石を積む

戯画。肥大化する欲望への教訓？。絶滅ですぞ、と。

マンモスになるまで交尾くりかえす

い主題を、とあらためて思った。
後頭部冷えてカラス一羽が還らない
同

おののきの湧いた瞬間、と読んだ。

肉体を酷使する「異種格闘技」という見世物の、シンプ

異種格闘技 夕陽をつかむまで

浪越 靖政

ふっと、「理由」は自分の中にあるのではないか、との、

「蝶乱舞」は、この父にしか見えない。この父にしか感じ

あやとりは縺れたままで池のなか
られることのないものである。燃え立つような、狂い、舞う
うに在ることの、これでよいはずがないという、大声あげて

で」という要素のあることが《発見》された。泣きたいほど

ル、原始的とも言うべき単純素朴さに、「夕陽をつかむま

浪越 靖政

ような。むろん歓喜や悦楽の境ではない。一日一日をこのよ
狂い立ちたいような「蝶乱舞」である。もし、今号のアク

一人だけが、渋味から甘味へ変わってゆく時間をとらえてい

《寓意》と読むと薄っぺらな読みになってしまう。寡黙な

田中 峰代

の、まじりっけのない澄んで美しい「夕陽」だろう。

在るものとほとんど同じなのだ。かつて、生きるすべであれ

るのだ。「真ん中」のリアリティーが眼目で、そこで作者の

噂話の真ん中にある醂柿

ア・ノーツで推薦一句といわれれば、この句を推挙したい。

方便であれ、身のうちの「カラス」は嫌われる所業を為し、

収斂された神経が「醂柿」を見ているのである。

これはまことに個人的な感想だが、この感覚は自分のなかに

太い嘴で嫌なものまでも食った。食わねばならなかった。そ

「鬼」も「縄」も、裏に《自我》の安逸が貼りついてい

わたしの中の鬼が突然縄買いに

れが生きるということであった。生きるということへの自問
「あやとり」は「縺れたままで」「池のなか」へ。まさに一

音」の消えるように意識から外れるということか、微妙だ

ほうれん草は美しいです 嘘も

海へ祀るネクタイもパイも

同

石橋 水絵

破れた瞬間の相だ。序、破、急、の破にあたるか。

る。だからこそ「鬼」という《内省》が言葉になる。均衡の

田中 峰代

人の男の、精神の現実、静かな躁、「蝶乱舞」である。
山本 三香子

が、善性と見た。「あたり」を見つめての苦衷を表現した

「海」へ、亡き夫君の散骨である。感懐もおもいでも、

人間の罪障はいつか解消される、との善性か、いつか「水

水音の跡切れるあたり罪もまた

のかも。「あたり」への視線が作者のお人柄だろう。
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の水」、への哀切と現実の凝縮された七句である。

時、すべての言葉が自己回帰する切なさ。還らぬ「さいわい

諸々の言葉となるのだが、堪らず「嘘も」、と言葉を発した

孤独に精神の平衡を保ちつつ「溯る」、「一輪車」という

着地したらオムツカバーを手にしてる

ロッカーに住み着く脳死体験者

同

同

房葡萄圧倒的な力あり
同

白藤

や不安定が、落ち着けなくさせる。やぼ、を承知で言うと

葉のやや異常な使用を創るなど、生活の中で起きそうな異変

の、懼れと共感。自己愛が自己美化へすべる手前で、現実凝

た、出来ちゃった婚？。

「オムツカバーを手にしてる」の句、落ち着く処へ落ち着い

《日常性》のなかに創ったり、「フェチ」「理論的」など言

措辞は上手い。「ロッカー」のように、思いがけない状況を

純白で無謀な雲があるばかり
同

海

房の、一粒一粒、生あるもののしずかに漲って在る力へ

生ごみの臭いに似たるなつかしさ

視に踏みとどまっており、読む方が救われる。「無謀な」の

一戸 涼子

まったのだが、それでよろしいか？

それがどうした、と言われて、それを想像 創(造 し)てくだ
さい、という、いとう岬調。牧歌的風景の想像で止まってし

いとう 岬

同

この句も、なぜ「口ごもる」のかを、想像してくださいと

結び目を解くときすこし口ごもる

いっせいにジャガイモ畑ネギ畑

発声練習をしてから輪の中へ

同

逆転願望とも言うべき表現がこの作者の本領。「なつかし

よく動くくちびるを見ている

同

さ」は抽象化された感情。親近感のある抽象だ。

シャンデリアの下のはやくかえりたい

いうのだろうか？。挙措、動作の瞬間の、精神状態「百両を

いとう 岬

さようならじんわり腹がへってくる

一連の四句、と読むかどうかは読者しだいだが、「すっぴ

暹

ん」「はやくかえりたい」「腹がへってくる」などの歯切れ

津田

ほどけは人をしさらせる」 柳(多留初篇 を)思った。およそ二
百四十年後のいま、アーキタイプはこのように変わったの

同

か、同じなのか。皆さんに聴きたくなる句だ。

消し炭がしだいに街に増えてくる

往ったり来たりして見失う現在地

のよさが魅力で、精神の「すっぴん」から出る口語が読者に
がら「あの早口の薄い唇、あなたとそっくり」と本間美千子

臨場感をもたらせる。テレビ画面の早口で喋る小説家を見な
に言われたことがある。
進

同
丸山

ティッシュが不足する八月と九月
一輪車血筋の跡を溯る
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変だよ。おかしいよ、なんだよそれ、などと読者を途惑わ

り、その、定着感が作者の《情意》を増幅する。

日常生活の中で、支配、裁量するものが自分にも一般的に

れ、謙虚がある。

もあることを実感して、腕力で物を擂り潰す「すり鉢」を、

すのが意図か。あるかも知れないぞー、と留保感やデジャ・

河瀬 芳子

「きれいに洗う」が好い。人間のやりきれない一面への、懼

十三回忌の夫の生き返る干潟

ヴュ 既(視感 が)残れば、世の現実主義へのサタイヤの提出が
成る。とても明るい悪意？ 都市の怪談？

右の、女流三氏はもちろんのこと、川柳を書くということ

でしか巡り合えない《発見》と、その、言葉が、《抒情》を

同

「夫の生き返る干潟」というのは、場所でも光景でもな

わたくしがきちんと脱いである階段

増殖することは、いつかどこかで、川柳という文芸の質の検

同

井出 節

証があれば、一つの大きなテーマとなるだろう。

幕の上った舞台に誰も出て来ない

い。そんな可視的想像とは無関係の、「干潟」と「夫」が、

知らない街の知らない店の塩ラーメン

突如せりあがって結びついた「十三回忌」である。
は見事な措辞。時間の冷酷さと深まる孤独を浮き彫りにした

句に漂う虚が気になる（電話の声は元気だが）。虚実を行

夕ぐれの廊下に椅子が置いてある

「一人称」という言葉がせりあがって来たときの、孤独で

空き瓶がごろんと転ぶ不定愁訴

煙突は一人称で消えていた

同

柴田 夕起子

と思うが、井出節はそれを、どこかで見た、感じた、よう

いると読んだ。同様の虚をいくつか中村冨二さんの句に見た

るのではない。七句全部、虚実を行き来する孤独が書かせて

らない店」で、これは現実についての抒情や感慨を書いてい

き来しており、それのモロに出ているのが「知らない街の知

この世に在る、いまの自己、その位置を見詰めて「階段」
「歯ブラシ」の句とともに切ない。言葉の出方、七句とも遠

寒々とした空虚感、その反芻。「ごろんと転ぶ」の、やり場

な、というところで書いている。

同

景に定金冬二さんの叙法が感じられてほほえましい。

のなさ。《日常生活の中での感懐の抽出》が実に川柳的で、

「週末のユリの香りの」が「戦争映画」を説明しているの

週末のユリの香りの戦争映画

感懐の質が暗喩によって定着している。
草地 豊子

美樹
同

畑

ふるさとは崩壊途上納戸色

ではない。「週末」という時間の自由自在、粗野とも無頼と

すり鉢をきれいに洗う独裁者

「納戸色」という感性、その見事な表現に、認識はおさま
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も言える荒々しいほどの「ユリの香り」。気ままの我時間で

読めて、おもしろみ、川柳性、などの問題意識横溢の句であ

方、明治時代からの狂句排斥川柳への、《うがち》などとも

っていたことから見れば、真っ当な川柳の面白みであり、一

る。

ある。でもその実際は、自分の身に危険も被災も起きること
美樹

の無い「戦争映画」程度のものでしかない「週末」。
畑

一人の人間の生は、どうしても他者との関係性を必要とす

永遠に続く読後感想文
る。わずらわしくとも言葉を出さねば、聴いてやらねば、な
らない。語らねば、感想を言わねばならない。方便であれ虚

い」茅屋の夕顔だろう。さては、男か。それならバレ句だ。

②「菊」は秀麗の佳人の象徴？、それなら「たてつけの悪

活ける家人のこころ映えを見とめた、俳句か？

①「雨戸」の「奥に」だから、戸外からの視線で、「菊」を

が書けているかへの関心を、ジャンルやエコールについての

意味に あ(るいは意味の有無に の)み執着するのではなく、柔
軟さを持って、詩性などと共に、なにが書いてあるか、なに

さに他人事ではない。意味性へのこだわりを多く感じたが、

が、あまり変わることなくここにあるという思いが濃い。ま

えば当たり前のことだが、いつかどこかで読んだ現代川柳

大方の言葉の軽さ。未解決性 未(了性 や)軽い悪意の提出。
本人へ返って来るしかない私性。川柳が時代を反映するとい

③いや、「たてつけの悪い雨戸」だから、外からの視線が

問いかけより優先して読みたい。この文章を書きながら、川

明

「奥に」向かって不具合、不透明で、戸外と「菊」の関係性

柳が川柳であるところの川柳性に関わる熟語を、思いつくま

石部

がよろしくないのだろう。

たてつけの悪い雨戸の奥に菊

飾であれ、関係性の潤滑油としてでも、永遠に。

④関係性がテーマか？。であれば「奥」の「菊」は、固有の

う【短詩無性】を言った河野春三さんの、孤独な照査を思う

まに《カッコ》でチエックしてみた。それが、川柳固有のも

に至った。句の評を展開すべきなのかもしれないが、手近

のではないと思ったとき、完全に分けることはできないとい

この《仕掛け》、《悪戯》、《重層性》、《うがち》、

精神性の象徴か。例えば、国の固有の文化、秩序観や美意

《無名性》などはおもしろい。いかように読まれても、とは

で、流行の、知恵や知識や熟語を並べる論調への傾斜を滑り

識。あるいは、すめらぎとか。

作者に許される特権的発語だが、江戸のむかし、狂句と名乗
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そうで、当面、地に足の着いた自分の読みを提出できるよう
に精進したい。
樋口・松本・畑・石部の情緒から離れての、関係性への関
心。樋口の身体性への接近。田中 博(造 ・)松原・前田 一(石 )
の年齢への照射。松本の環境問題。楢崎の意味性の無化。筒
井・楢崎・丸山・いとう・津田・石部ら多くのデジャ・ヴ
ュ。それぞれ今後の本誌に現われるであろう問題の先駆け
魁( を)感じさせて重畳。悪意やデジャ・ヴュの提出は、作者

著

に、成熟した社会、とでも言うべき状 情( 況)認識があっての
ことではないだろうか。いかがだろうーー。

川柳の本質に迫る解説書
Senryu Kaitai-Sinsho Sakai Toshihiko

川柳解体新書

利彦

川柳が見える！
川柳のこころが見える！

堺

新葉館ブックス・新書版カラーカバー２７４頁・定価千二百円
新葉館出版 ℡ ０６ ４-２５９ ３-７７７

川柳界の鬼才、定金冬二が晩年にたどり着いた

交尾の姿勢ならできる

一老人 』 倉本朝世編（詩遊社刊）

深く、強く、豊かな俗世界。

『 定金冬二句集

一老人

わたくしの通ったあとのすごい闇

音たてて転べ誰かが見てくれる

テッポウの音がしているくちびるよ

沖を見たこともない瞳で人を見る

Ａ４版・ハードカバー・定価二千円＋税
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石部明選

秋桟橋長い両手をもてあます
感光紙少しおくれてくる痛み
二重奏ピアノのうしろ深い崖
夜の鳥啼いてたちまち歪む窓
節穴の光の中の出生地
多目的ホールの空を釘で刺す

精神科どこかの話聞いている
前のめり卑しいクセは直らない
他所の家の表札が歪んでいる
灰ばかり積るわが身の憤り
強がりの電車は駅を通り過ぎ
罵りのごろごろごろとドラム缶

楢崎進弘

金築雨学

加藤久子

大阪

島根

宮城

恋すれば女剣戟一座かな
それは筋肉ですか坂をおりる犬
糊代の幅の広さが情けない
試作機を動かしてみる桃色遊戯
割り箸の袋ごときに負けている
ふぐ刺しや線路の上に石を置く

22

小池正博

石舞台石が縮んでゆくように
展望の邪魔をしている蜂の群
秋草の名を言い当てる相聞記
もう少し傘さしておく雨あがり
クーデター金の稲穂の真ん中で
一億の夜を綴った不眠症
渡辺隆夫

同性と認めて性を愛しけり
房中診断かるいひび割れを発見
キズをつけないよう房中カメラ挿入
抱かれる瞬間の素首落としかな
村中の曼珠沙華が避妊中

進藤一車

熟れた鬼灯を鳴らすキミの娼婦性
目をつむるしずくするものだけ数え
捨てられぬ母の吝嗇わたしの吝嗇
秋雨前線ぼくの賄賂が届かない
密会の昏がりコンクリート劣化

大阪

神奈川

札幌

てっぺんの柿ならとうに保釈中
穴ぼこでは意識が戻る赤蜻蛉
夏草のからだほどいてお弔い
秋冷や厨の遊具になりきって
昼の家が圧縮袋になりたがる

横 澤 あや 子

北広島

八戸

滋賀

石橋水絵

燃え付きてしまえ外科手術終えた
癌病棟抜けるバンバンジーが冷えていた
ことが終わって頤が寂しい
花の名はひなげし赤い門くぐる
ふらり漕ぎ出した祭の中へ埴輪

徳永政二

わからなくなってしまって酢が匂う
秋空にルーズソックスまだ濡れて
なんべんもおんなじことを言う電車
ストローの折れるところを握りしめ
電柱が電柱として立っている
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いと う 岬

中川一

たましいを軒に吊しておいたのに
玉子を立てて天気予報はまだ元気
蜘蛛はうそつき蝶はうそつきご臨終
満月やバケツのなかの老後かな
追って追われて草場の陰で鹿になる

陽 へ還 る十一面の目を伏せて
風やがて故郷に果てる月の水
残照の爪切りつめて液晶地獄
宰相の首うらうらと電子辞書
千年生き死んで仏の肌の煤
北沢瞳

取り合えずのそこが定位置なべつかみ
音出さぬよう真夜中のおてもやん
生肉を見せてライオン黙らせる
ふとももに描いた桜が散っている
椅子取りゲームの椅子取りに来る味噌醤油

長野

箕面

枚方

草地豊子

足首を交差してゆく黒い紐
烏賊の目のあやうさ秋の雨が降る
ピーマンの中味に詰める体育の日
骨壷にまぎれてしまうホッチキス
やらかいものやわらかく絞める秋

山本忠次郎

皮肉にせり上っていく水の皺
人間のむくみを照らすひかりごけ
傷口をさらしたままで遠雷に
頭上にある傷だらけの三角形
萎縮している足の裏を歩く

矢島玖美子

宝物隠して濡れている地面
不機嫌な少女の髪にふわりと雪
凍りつく滝 春までの薄い青
夕焼けを背負って美しい地球
風だったのか抱きとめようとしたものは

津山

東京

東京
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ちだ れい子

猫唄う迷彩服はくそくらえ
振り向くと鏡の中から出るキツネ
サマータイムがもう聴こえない日常の騙し絵
父の骨カラカラとタンポポ畑でよく育つ
不意に風臍に降る雪積もらせて
木本 朱夏

現世の途中経過を狐雨
とりあえず蝶を匿う夢の中
めいめいに晩年という沖昏し
地図にない橋を渡って失せにけり
彼の世よりひと呼び戻す彼岸花
津田 暹

潰されてからが強気の黒胡椒
雑魚の死が立派に見える化粧塩
どの店も歌舞伎演じる歌舞伎町
すれ違うばかりピンク色の電車
血が騒ぐのは包丁を研いだ時

京都

和歌山

市原

峯 裕見子

まだ少し嫌がる島を引き寄せる
蒲鉾のいやなピンクになりきって
覗いてはいかんところのガムテープ
たてに揺れ横にゆれして働きに
死は急であちちあちちと裂くするめ

畑 美樹

全身を嗅いで走ってゆく列車
すこし開いてくちびるを泳がせる
ひきだしにしまうかかとの丸い骨
まっさきに手首を映す鏡あり
一斉にくらげかがやく最寄駅

前田 一石

旅図形乱した○がいくつもある
人間の縮むをみている旅図形
旅図形椅子が雪崩をもってくる
旅図形橋の向うは描かない
旅図形最後の曲り方を見よ

大津

長野

玉野
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田中 博造

稼ぎに来た 雨の尾鷲は無口です
山頂観えず 雨 音で流れる
鹿跳んでいる 働いている わたし
苔は滑れと熊野古道にうまれたか
背負子から雫する わたしの時間給
野木 えるん

欠けたチーズの形 満たされの形
光と祈りと痛いのはいっしょだね
とぷん 私へと潜る 目覚めるため
朝日を羽毛でくすぐる猫がいる
逃げる言葉だけ覚えてく新月
丸山 進

内角を抉る未明の羽の音
飛び降りるところが今日も混んでいる
出直しは野球拳から始めよう
俺だって多少の核を隠してる
明け方の股間を通る不審船

京都

御殿場

愛知

松原 典子

第一楽章の気難しい温度差
合鍵をすてた遥かな街の虹
一隅をひたと照らして終の思惟
うらぶれたコスモスの言い足りぬ何か
裁かれるかたちほろほろ繭に入る

柴崎 昭雄

つんのめりながら歩かん昼の月
年を重ねて一姫二太郎いなびかり
空き缶も花火も僕も風の笛
すすき野のいっぽん笑い上戸だな
儀式めく晴れた日のゴミ収集車

八木 千代

南無薬師如来 右眼の鱗剥がします
水の音 風の世界の手術台
おののいて揺れるか厚い硝子窓
双の眼のいたわり 双の眼のいくさ
左眼よ ことさら力まなくていい

柴田 夕起子

十月の中途半端を着る家族
ゴミを焼く暗くなるのを待っている
わたくしの通夜に出したいいなり寿司
門限は十時の猫が帰らない

岡山

青森

米子

岡山
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み と せり つ子

呼び疲れ唄い疲れて去る蛍
霧散の光ほたる小さく狂うとき
しがみつく一葉があれば生きたい蛍
秋色に塗れば塗るほどほたるが消える
森重春江

梨の芯のほんの手前の停留所
競り市で落とす楽天家の帽子
秋天やトイレに置いてあるバケツ
エスカレーターの上り 全面自供中
前 田 ひろえ

路線バス降りていつもの私になる
逢えるまで素足で歩く線路づたい
透明になるまで脱水機を回す
雨の日に天地無用の荷が届く
森田栄一

湖満ちて 画集の中に君がいる
この山の裏の畑を売りました
干し大根のトンネル抜ける 青い山脈
蛇のぬけ殻カサッと踏んだ崖っ淵

高松

姫路

玉野

兵庫

私が隠れる闇を用意する
真剣に私になって行く鏡
底冷えの街一匹の意地がある
脇腹をくすぐり誘い合っている

福力明良

岡山

岡山

倉敷

倉敷

江尻容子

雷鳴や行くえ知れずの共犯者
逆風を走る誰にも会わぬよう
敵か味方か一箱のさくらんぼ
またＮＯと出てしまうかたくなな秋

竹原和美

秋の竹藪は刃物を研いでいる
妻が鍋を磨いている 波浪注意報
妬心ふつふつ枕の下の茹で卵
消えゆくもの産れくるもの 鈍痛

西 村 みなみ

大根をすぱっと演技ではなくて
沼を出て沼の匂いがまだ抜けず
温室を出てくっきりと描く目鼻
消去しますか保存しますか死の予感
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中島未知世

体内にひつじ雲招ぶ空地あり
ぽたぽたと母のパレットから堕ちる
陶酔の正体百合はがらんどう
幻の剥がれたところ窪んでる
田中節子

老斑のこころこつんと収穫祭
遠いところにいつもいい風曇天家族
また夢を見る繃帯のダンス
雪虫やしずかに欠けていく系譜
樋口仁

アドリブの赤飯だったかも知れず
臓器から臓器へ回り道をする
無記名の遠い花火を見つめても
自転車のあぶみに乗って息をする
泉紅実

秋深しちゃんといちゃいちゃする二人
前向きになろうヘリウムガス吸って
縁切り寺に春夏秋冬咲くピンク
常温でダメになってゆくわたし

滋賀

神戸

三重

京都

真 哉 あ かね

岡山

神戸

山口流木

古代文字くずせば光る蔦紅葉
痛点を横切って咲くカシオペア
梨に歯形ゆうべの痣を隠してる
略奪愛にしぐれてゆくの私たち

瞑想の重さを量るひとつ星
破れ太鼓たたいて老いの決死隊
黒い血が噴いてる西日よく当る
泣き笑いキャベツ畑を放さない

東京

福井

竹 内 ヤス子

生まれたくなかったはずの月が浮く
幻の象を追い出す皮下脂肪
ディズニーシー日本国家の骨密度
地球儀が歪む大人のにらめっこ

松原未湖

ビル街のそこここに立つ人柱
解凍が始まるシーラカンスの眼
言い訳がどんどん樹木化しているね
波打ち際のつま先わたくしの結界
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清水貴久彦

通過駅小さきままに夜が更ける
おそらくは人を断じている紙人形
花吹雪空気の中で人が死ぬ
聖書手に恥ずかしがり屋の足裏
東 おさ む

嘘吐いた舌で切手を舐めている
風に呼ばれて振り向く秋櫻の中で
雨の日に拾った猫が雨に消え
折れた翼の痕ざわざわと わらい茸
桜里刀子

木口公遊

なつかしいＤＮＡだけ競り落とす
ろおまんすアタイの不良少年の
淋しくて丘の上では靴を脱ぐ
ハグしょう半音ずれたままでいい

妻からの宣言 鰯雲消える
ふっくらと横たわってる 柩
凄い眼で睨んで消えた赤とんぼ
自転車の鍵を壊して若返る

岐阜

岡山

愛知

倉敷

畑佳余子

うさぎ跳びして一月のふくらはぎ
あいまいな握り拳だおでん煮る
狐雨こむら返りに気をつける

三輪康明

神の手で晒されている老いの首
落ちそうな釦に揺れている思考
しぐれ坂ラストダンスは夏帽子

矢吹雅男

死ぬる一部始終を猫の目に残す
何処かに捨てたでしょうわたしのこころ
塒の灯確かめる軽き男か

谷智子

骨という骨をたたんで生き延びる
ひっそりと生きていくのが難しい
系図には未来を少し入れておく

山本美枝

船底の海が別れを告げにくる
ポットの中泡立つ波におぼれたり
とう
薹立った大根おババのおしゃべりめ

津山

岡山

岡山

岡山

岡山
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藤成操江

点線の向うの虹に誘われる
海鳴りや今日は素顔で逢うつもり
ラブラブの秘密が漏れるマンホール
吉川幸子

誉め言葉に飽きて卵を割っている
箸袋あらぬ方へと向きたがる
開運絵馬に点を忘れて象の耳
植田眞佐美

正直な布は汚れてばかりいる
思考力減退甘酢舐めてみる
神様の尻尾が邪魔で化けられぬ
目野昭子

輪が解けて皿の饒舌聞いている
どくだみを煎じて迷いから覚める
夫がいる子がいるここは通過点
関本久子

名月がバケツの底で泣いている
運命線布のリボンで変えてみる
パラソルに秋が回って落ちてくる

岡山

姫路

加古郡

加古川

加古川

藤井笑子

キャベツ剥ぐ心の疵も剥ぐやうに
雑踏のひとりの影が帰らない
月光の沖へ去りゆく棘ひとつ

斉藤幸男

手抜き見えみえ妻の得意な混ぜごはん
ゴキブリ見ると息はずませて妻走る
家に俺とは心通わぬ猫がいる

小井和子

錯覚が続く珈琲館の椅子
ゆっくりとトンネル抜けるまで唄う
紙鉄砲の中から父が飛んで出る

宗村政己

水平線でなくした携帯電話
夕映えがほにゅうびんに消えていく
波打ち際で猫は青く 人は夢

白神桃丸

並んで小便 もう一軒いこや
好きだとは言えず煙草に火を点ける
正しいことがとおる裏道

岡山

加古川

奈良

中川

岡山
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重森恒雄

徳沢正人

もう一度蹴られる場所に腰かける
弁当をあたためているぬるい嘘
枝を切るくらいで一日を終える
ＣＯ ２に物怖じもせず三度笠
目覚ましは凶状持ちの抱き枕
村のデマからす勘太の知る権利

滋賀

岡山

龍野

岡山

安 部 海 南 子 愛媛

牧田浩子

儚さの断面かすかにピンク彩
長靴の中で分身待っている
ところどころ夢中になって焦げている
罪ひとつ踵で消してよく眠る
命乞いする大根の声を切る
口下手の石がこっちを向いている
桑田好子

小布はぎ妖しいものにせかされる
生臭い私をお酢で洗いたい
三角や四角の声も聞いて友

井上早苗

小さき旅えのころ草が揺れている
鏡拭く機嫌良くしてほしいから
こうと決め背中くるりと引き返す

馬場涼子

春雷に我を忘れたフライパン
嘘も方便急にのど飴欲しくなる
気がとがめ多めに盛ったご仏飯

岡山

久留米

米子

高砂

林瑞枝

北 詰 と し子

雪の景ははの情けの灯がともる
自画像をやぶれば窓に明日の景

退院も祭にあわせ準備する
救急車走れば痛む秋祭り

兵庫

岡山

為則優

オブラートに入れて飲みこむ秘密箱
顔の皺前に歩いて秋思かな

金田統恵

三十年夫婦で過ごしかめの水
「ゆりかご」の歌だけうたう母の声
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ウィンド︲ノーツを読む

やさしくて強靭なことば

石部

明

「イメージは生命力を持つが明確さを欠き、概念は明確で

久子作品は解釈を必要としない。勿論、どのような作品

もそこに書き手の意図、もしくは背景が隠されているのだ

が、久子作品に読みのヒントは用意されていない。「多目

的ホールの空」に読み手はさまざまな想像を求められる。

そして、「を」を中心点とする「釘で刺す」は、論理的に

ズレて読者を戸惑わす。ここで私たちはメタファーによっ

て導きだされる詩人のことば空間を浮遊するしかないのだ

が、どんな日常的な意味も伝えてはいないこの句が、事実

を書き写した嘘っぽさよりも、はるかにリアルな世界を内

失い宙をさまよう。あるいは、イメージがさらなるイメージ

場合もある。イメージによって放たれた言葉が、作者の影を

瑞々しく触発し、それが明確な意志として読み手に渡される

作品になる。しかし、おどろきや発見がバネとなり、言葉を

とすればするほど、言葉は抑止され、硬直し生命力を失った

構おかしくて怖い。かつて百年の闇に隠蔽した狂句をどう現

妊具を装填して揺れていると読みを広げていけば、これは結

する曼珠沙華を想像世界におき、エロチックに、ひそかに避

解釈に困る句ではあるが、夕暮れのあぜ道に列になって群生

によって、はじめて一句となる句である。抽出句は、何とも

品は解釈をしなければ一句が生きてこない。解釈されること

久子作品は解釈を必要としないと書いた。しかし、隆夫作

渡辺隆夫

を促進し、読み手の生に深くかかわってくる作品も少なくな

代に甦らせるのか。隆夫川柳からは目が離せない。

村中の曼珠沙華が避妊中

包していることに気がつく。

い。そのいずれに選の基準を置くか。一方に偏らず、「なん

川柳という形式を概念で捉えた場合、概念に忠実であろう

あるが生命力を欠くものだ」と何かで読んだ。

でもあり」という無防備な拡散をつづける川柳の今を自覚し

この一句は「密会」を捉えながら、ざらついた現代が、官

密会の昏がりコンクリート劣化

能を表す「密会」でさえ、醒めて渇いた世界の一例として提

進藤一車

つつ、作家個々との対話を原点とする選をする。それがわが
加藤久子

「バックストローク」の川柳刷新の第一歩だと思いたい。
多目的ホールの空を釘で刺す

32

ちた視線が「昏がり」の奥にある醒めた現実を追い詰めてゆ

ることによって、不毛の現代を凝視する作者の、憐れみに満

う現代把握はやや常套的だが、この言葉が「密会」と対立す

示されているということだろう。「コンクリート劣化」とい

かけなかった。そのなんでもないものを凝視するところから

つけた。「いくら見たっておなじだろうに」と思ったが声は

であった。何やら巨木の前に立って動こうとしない作者を見

作者と吟行をともにしたことがある。あれはどこかの神社

ストローの折れるところを握りしめ

徳永政二

く。

る。この句も自分のことではないだろう。「折れるところ

じて、そこに浮かんでくるイメージが彼の一句になるのであ

彼の句は立ち上がってくる。とことん凝視した挙句に目を閉

背丈ほどもある夏草を踏み分けて弔いの旗がゆく。汗にま

を」握りしめて俯く女性の心理の綾まで、作者はしずかに取

横澤あや子

みれた喪服は身体にまとわりつき、担がれた柩からは死者の

夏草のからだほどいてお弔い

汗さえしたたり落ちる。という現実をたどりながら、「から

中川一

りだしてみせる。

風やがて故郷に果てる月の水

だほどいて」から滲む情念によって現実は幻想化され、白昼
夢のように、死を越えてしか結ばれない生の在りようを焙り

うつくしい言葉の調べに、つい内意を見落としてしまいそ

うになるが、ついに果たし得ぬ挫折感を抱えながら、自己の

石橋水絵

ことが終わって頤が寂しい

だしているのかも知れない。

内面へ沈めてゆくほかはない心情の揺らぎが、「月の水」と

いう清澄な語を得て、作者固有の一景として抒情する。

主語は伏せられた破調句だが、読みを喚起する説得力はあ

一連の忠次郎作品は、何か追い詰められてゆく焦燥感を背

萎縮している足の裏を歩く

る。十六音数だがリズムは七七。その変則的な凝縮が緊張感
を生み、「頤が寂しい」から想像を「こと」に導く。しか

者とは無縁のものでしかないだろう。書くことによってさら

ざまに導きだすかも知れない「こと」の、そのいずれもが作

ころではない。「頤が寂しい」をキーとして、読み手がさま

は、あくまでも読み手の都合であって、作者の本意とすると

て膨らむ。

けのことで「生の哀しみ」を内包している一句が日常を逸れ

されていく。「で歩く」を「を歩く」と捻る、たったこれだ

覚。そこから反転する諧謔性がユニークな作品として結晶化

景として、フィクションとしての生を歩まざるを得ない自

山本忠次郎

し、だからと言って「こと」の何かをあきらかにすること

に孤独を自覚する一句。
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凍りつく滝 春までの薄い青

矢島玖美子

写生することによって導きだされた「薄い青」に漂う微光
のような救い。一句の中の「凍りつく」と「春」の対比はや

ちだれい子

や安易だが、それを帳消しにして余るほどの発見が「薄い
青」にある。
不意に風臍に降る雪積もらせて

づいたものだけが、彼女の読者になることを許される。

野木えるん

光と祈りの交錯する世界を、「痛い」と捉える透明な感覚

光と祈りと痛いのはいっしょだね

私へ潜る 目覚めるために」も注目したが、二箇所の字空

とシャープな切口に、詩を志す意志が読み取れる。「とぷん

とよりも、川柳は現実を再構築するものであるという方法的

現実のけじめをきっちりとつけて、詩で現実に密着するこ

丸山進

に、現代詩的な発語に注目した。しかも「臍」という意表を

な意識で書かれた一句は、そうそう読みの勝手な飛躍は許さ

飛び降りるところが今日も混んでいる

けはかえって饒舌かと思う。

衝いた言葉が詩性に流れる危うさを引き戻し、「不意な風」

れない。一句の焦燥感のないゆるやかな表記、飄々としてお

「臍に降る雪・・」とはどういうことか、それを考える前

とつながり川柳一句として自立する手際のよさ。「臍」は人

いる。

間の喩として、自然界と自在につながる自分を、そこに発見
木本朱夏

だやかな語り口は、作者の生に向う誠実な姿勢をよく現して

現世の途中経過を狐雨

て行く。それは、よく晴れた空だけを残して、日常のすべて

収集車は、無言の手早い作業を終えて、また次の儀式に向っ

決められた日に、決められた場所へ、必ずやってくるゴミ

儀式めく晴れた日のゴミ収集車

柴崎昭雄

する装置として用意されている。
現世の途中に身を置くものの感慨は、その年齢と経験にお
照っているのにぱらぱらと小雨の降る「狐雨」とする感慨。

いてさまざまであろう。作者の現世、その途中経過を、日が
一句から切れた「狐雨」は、読み手それぞれの「途中経過」

を異界へと運び去る儀式。人間もやがて粗大ゴミとして、収

まだ少し嫌がる島を引き寄せる

集車で運ばれる日は遠くないのだから、その日のためにかさ

峯裕見子

をなぞりながら一句に戻る。

八木千代

ねる厳粛な儀式であろう。

一連の句を読む前に、作者の今が痛みをともなって作品を

双の眼のいたわり 双の眼のいくさ

またまた裕見子さん、見てきたような嘘をいう。何度読ま
されてもその嘘が見抜けなくて、本気にしだすと俄然おもし
ろくなるのが裕見子川柳。そして、その嘘が真の反転だと気
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完成された一句だが「雷鳴や」でことを大きくしてしまっ

ば、さらに作者の一句として際だつだろう。

覆ってしまう。しかし、それを書き残すのも川柳という形式
みとせりつ子

た。ここは題材を身近に引き寄せて、もう一度推敲してみれ

秋色に塗れば塗るほどほたるが消える

田中節子

「老斑」のひろがる心が、「こつんと収穫祭」という言葉を

老斑のこころこつんと収穫祭

ないのだが、だからこそ作者の位置はよく見える。

「がらんどう」という発見。読み下してそう屈折はしてい

陶酔の正体百合はがらんどう

中島未知世

には許される。一日も早いご回復を念じて鑑賞に変えたい。
「ほたる」に託した心象風景の連作。だが句が道理にかな
いすぎて詩になるに至らなかった。どこかで読んだ「古い鏡
夏の線路の果てしなし」など、いつものりつ子作品とは抒情

捉える。収穫祭のその豊かな喜びを、生の喜びと捉え、新し

の質感が少し違うように思えた。

い生のほとばしりを共有しようとする現実感が、一句に定着

森重春江

「秋天」は外にあり、バケツは内にある。奇妙な取り合わ

秋天やトイレに置いてあるバケツ

したということか。「こつんと」がいい。

樋口仁

せだが、とりあえず「秋天や」は切れて別に置き、トイレに

自転車のあぶみに乗って息をする

置かれているバケツをさりげなく提示してみせる。男には気
づかぬ主婦の目が働いている。必要なものだが邪魔にもなる

自転車のペダルを「あぶみ 鐙( 」)と捻る必然が見えてこな
いのだが、これからサイクリングに出かける雰囲気ではな

「バケツ」は、主婦でもある「私」とかさなって、主婦であ

く、軽いゲームのようになにかから逃げる、という遊び心が

泉紅美

る作者は戸惑う。バケツから目を逸らして、午後の秋空に目

込む。

批評性とまでは言えないが、醒めた視線が縁切り寺を覗き

縁切り寺に春夏秋冬咲くピンク

を移した作者は、「いいえ私は私です」と小さく伸びを一つ
福力明良

「あぶみ」という言葉を得たのだろう。

私が隠れる闇を用意する

して秋天に吸い込まれてゆくのである。
日常あるいは生活する一人として、自分の周辺から句材を
得る作者の、破綻のない書き方が普遍性の中で一つの位置を

竹内ヤス子

自然と「私」の感性の一元化は、川柳でもさまざまに試さ

生まれたくなかったはずの月が浮く

れているが、この句の場合も、「生まれたくなかったはず」

得るに至った。さて、さらに進化へ向うか、一度壊すか。そ
江尻容子

こに作者への期待がある。
雷鳴や行くえ知れずの共犯者
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の悲傷を月に託し、月と一体となり、生存の孤独感にふるえ

紙鉄砲の中から父が飛んで出る

運命線布のリボンで変えてみる

正直な布は汚れてばかりいる

小井和子

関本久子

植田眞佐美

牧田浩子

藤成操江

花吹雪空気の中で人が死ぬ

清水貴久彦

ている作者が見える。

海鳴りや今日は素顔で逢うつもり

宗村政己

何度も繰り返し詠まれてきた。際限もなく散りゆくもの、そ

命乞いする大根の声を切る

白神桃丸

して散りながら自立するものとしてである。しかし、「花吹

矢吹雅男

夕映えがほにゅうびんに消えていく

雪」を取り入れながら、この句の素っ気ない視線は何だろ

あるレベルを保っているが、一句がそこで止まっている。

死ぬる一部始終を猫の目に残す

並んで小便 もう一軒いこや

う。散ってゆくしかない生のはかなさを捉えながら、シニカ

やや季節はずれの「花吹雪」だが、その美しさや悲劇性は

ルな「空気の中で」、この無技巧な言葉が、さりげなく生の

木口公遊

竹原和美

うびん」なのか。桃丸句の捨て難い味。操江、浩子句は「海

せていないのは常套的な題材のせい。政己句はなぜ「ほにゅ

もう自分の目指すものが見えている。和子句の上手さが生か

作品が安心しているといってもいい。幸子、眞佐美、久子は

秋の竹薮は刃物を研いでいる

森田栄一

本質を突いてくるような痛みをともなう。
凄い眼で睨んで消えた赤とんぼ

真哉あかね

湖満ちて画集の中に君がいる

松原未湖

鳴りや」「声を切る」に進化の予感。雅男句の「猫の目に残

痛点を横切って咲くカシオペア

桜里刀子

す」は非凡な詩心を覗かせる。

言い訳がどんどん樹木化しているね

目野昭子

西村みなみ

ハグしょう半音ずれたままでいい

谷智子

畑佳余子

「刃物を研いでいる」「凄い眼」に立ち上がる狂気の気配。

輪が解けて皿の饒舌聞いている

藤井笑子

沼を出て沼の匂いがまだ抜けず

「潮満ちて」の沈潜された抒情。自らのうちに抱える「沼の

骨という骨をたたんで生き延びる

うさぎ跳びして一月のふくらはぎ

匂い」。「うさぎ跳び」のやわらかい痛みも捨てがたい。そ

月光の沖へ去りゆく棘ひとつ

山口流木

して何よりも「老いの決死隊」のダイナミズムを称揚した

破れ太鼓たたいて老いの決死隊

い。

三輪康明

吉川幸子

しぐれ坂ラストダンスは夏帽子
箸袋あらぬ方へと向きたがる
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意欲を託した言葉が、作者の思うほどの働きをしていない

ポットの中泡立つ波におぼれたり

折れた翼の痕ざわざわとわらい茸

長靴の中で分身待っている

目覚ましは凶状持ちの抱き枕

山本美枝

東おさむ

安部海南子

徳沢正人

もう少し傘さしておく雨あがり

割り箸の袋ごときに負けている

前のめり卑しいクセは直らない

い。

小池正博

楢崎進弘

金築雨学

同人作品もそれぞれ力作揃い。じっくりと読んでいただきた

斉藤幸男

向うにある自分の位置を見定めるために、その前景として提

としている。言葉は、普遍的な日常を捉えながら、日常性の

いとう岬

重森恒雄

示されているに過ぎない。日常とは生活するものの場の象徴

畑美樹

ゴキブリ見ると息はずませて妻走る

桑田好子

であり、彼ら（作者）は、生活するものの痛みを武器とし

満月やバケツの中の老後かな

弁当をあたためているぬるい嘘

馬場涼子

て、自己及び時代を撃つやさしくて強靱な言葉を持っている

まっさきに手首を映す鏡あり

生臭い私をお酢で洗いたい

井上早苗

ということである。

のが惜しまれる。具体的には伝えることへの配慮がほしい。

気がとがめ多めに盛ったご仏飯

林瑞枝

その積みかさねが言葉を精錬し、やがて言葉の飛躍を自由に

鏡拭く機嫌良くしてほしいから

北詰とし子

津田暹

雪の景ははの情けの灯がともる

為則優

川柳はいまこのレベルで、川柳性とは何かを問いかけよう

退院も祭にあわせ準備する

金田統恵

すれ違うばかりピンク色の電車

オブラートに入れて飲みこむ秘密箱

するだろう。

三十年夫婦で過ごしかめの水

どの句も自分が書かれている。しかし、川柳の命題でもあ
る「私性」とはまだ少し距離があるようだ。「私性」と「わ
たくしごと」の違い。このいちばん大切なところを時間をか
けて議論したい。
今回は誌面の都合で、二、三を別に会員作品を優先した。
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金築雨学

織り斑の目立つ絆の縺れ癖
少年を織る縦糸がよく切れる
夕焼けを遠景にした日記織る
釣り合いを欠いた手織りが温かい
織り上げた大風呂敷の隅にいる
チクタクと石の思いを織り続け
せんそうがゴブラン織に正座する
彼岸から母の機織る音がする
てのひらをこぼれた水で織る緞子
雨の日は雨の匂いの絹を織る
織り上がるまでマフラーは白である
ドンゴロス人を入れてはなりません
絨毯の裏びっしりとテロリスト
横糸のほつれ織物老いてゆく
五十代哀という字は織りやすき
織り傷に触れるとフゥーと漏れる息
家庭科で何かを織ったことがある
夕日鮮烈少年院を織り上げる
見てはなりませぬ 人間を織っている
縦糸横糸握り花子は誕生す
機を織るように金銭出納簿

選と評

課題吟「織る」

小井和子
山本忠次郎
三輪康明
木口公遊
藤成操江
畑佳余子
畑美樹
竹原和美
前 田 ひろえ
小池正博
森重春江
草地豊子
浪越靖政
白神桃丸
柴田夕起子
植田眞佐美
津田暹
進藤一車
浪越靖政
北沢瞳
白神桃丸

一戸涼子
江尻容子
畑佳余子

白を織る浜縮緬の波の音
森田栄一
織り目から他人が消えてゆくきのう
草地豊子
四季を織る女へ寅さんの便り
木口公遊
結婚しました海峡を織ってます
進藤一車
座り直して残りの糸を織るばかり
八木千代
真っ直ぐな糸よろめいてつづれ織り
目野昭子
花時計今日一日のいのち織る
牧田浩子
病院の廊下で織っている不安
石部明
織られまいとして一色が逃げた
一戸涼子
松原未湖
ペルシア織りうっかりすると空を飛ぶ
織り終えて死ぬことだけを考える
田中博造
一羽二羽あなたも風を織っている
石橋水絵
老々介護金糸銀糸を織りまぜて
桜里刀子
少女の忌だらりの帯を織っている
安部海南子
情け織り続けて終わるいのちかな
松原未湖
離婚してからの女が絹を織る
竹原和美
まっすぐに織られていった赤と白
畑美樹

特選
夜具布団わらい噺が織りあがる
織ってきた歳月あれもこれも時効
跳び箱を一段はずす織り直す
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２００３年の新しい年から「バックストローク」が創設された。
多くの優れた仲間たちと触れ合いながら、わたしに無いもの
を掬い取っていきたい。そのスタートに課題吟の選をすること
になりました。よろしくお願いいたします。
新しい仲間たちは、それぞれどんな感性と、生き方を持って
いるのかとても気になっていました。生き方の違い、ものの考え
方の差異こそ最も作品に現れるからです。いつも素晴らしい
句を作る人は「題」に振り回されていない、題を上手く使いこ
なし、自分を表現しているように思います。
自分の身体をどう織りこなしているのか、いくつかの入選作
品から鑑賞していきます。
織られまいとして一色が逃げた
一戸涼子
一枚の布が織られていくのにどれほどの糸が要るだろうか。
その一本一本にそれぞれの色がある。一反の組み合わせにさ
れる前に逃げ出したいと思う色が一本くらいあるだろう。
ペルシア織うっかりすると空を飛ぶ
松原未湖
今話題のイラン、イラクあたりで作られ世界的にも有名な
ペルシア織の絨毯。アラジンの男たちも登場しそうな創作であ
りながら「うっかりすると」としたところ現実、自分の位置が
置いてあり過ぎた創作ではない、欲望へのおかしさ。
離婚してからの女が絹を織る
竹原和美
こんな作品を見ると一層女性の強さを思う。離婚したらた

いていの男は、言葉とは裏腹に弱り果ててしまうだろう。女は
涙を流しているのは数日、後は艶やかな絹を織り始める。
まっすぐに織られていった赤と白
畑美樹
西陣織のような複雑で、きらびやかな織りではないが、赤と
白二色だけのもつ美しさ、鮮やかさ、賑々しさは誰の目にも
華やかに映る。混ぜ物の見えない作品。
夜具布団わらい噺が織りあがる
一戸涼子
布団を被るとほんとうに一人だけの世界。他人には見せな
い自分だけの物語は次から次、夜々織られていく。つらい話、
いやなこと、涙もみんな笑い話の物語になってしまう。
織ってきた歳月あれもこれも時効
江尻容子
とても平凡な材料をもってきている、そうでありながら魅か
れてしまう。ことばに無理がないから読みやすく気持ちに入
りやすい。あれもこれもの流れからくる「時効」の下六、この
場合一字の余りが平凡さを払拭して味の深いものにした。
跳び箱を一段はずす織り直す
畑佳余子
実も蓋もなく言えば、もう一度やり直すことなのである。
自分の跳べる跳び箱の高さではなかったことにやっと気がつい
た。一段外してもう一度やり直そうとしている、それもがん
ばって、がんばってではなく、これでやってみて跳べなかったら、
さらに一段、もう一段と外せばいい。そんなことまで言ってい
るようだ。

（詳細はP67）

次号課題は「刃」石橋水絵選です。
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隣りは何をする人ぞ

渡辺

隆夫

柳俳接近を否定的に書きたてゝ、作者に自粛を促すような
風潮がある。そういう人たちのほとんどは俳句や川柳の実作

俳句山も川柳山も大して高くはない。もしかして、山頂より

結社や協会のボスの方も、自分たちの山が、どんどん、隆

周辺の方が高い（と後世の評者が判定する）かも知れない。

起しているうちは、異端を、びしびし、斬り捨てゝ泰然とし

て居れたが、今、それをやると、斬り捨てられた（ボタ山

の）方が高くなることに気がついた。結社の規約がゆるくな

り、協会も見て見ぬ振りをする。元気のある若手が（老手も

混じえて）超結社の句会に出入りする。伝統・革新を問わ

ず、柳・俳を問わない句会が、今、一番活発なのは、ジャン

とはいっても、柳人も俳人も、伝統も革新も、今すぐ帰属

ルや流派を越えた面白い五七五に出会うためである。

ジャンル・流派を捨てるつもりはない。片足は、ちゃんと、

者ではない。少なくとも、先端の俳人や柳人ではないように

これまでのホームに置きながら、踏み出した片足で新しい可

評価を問う。古い読者層を捨てゝ、いきなり、新しい読者を

思う。世の中が自分の思うように分類できないと機嫌の悪い

開拓する力はない。読者の方も保守的で、先端や異端の作品

人や、自分の作りあげた体系からズレることを許さない人が

柳人や俳人が先端を目指してとる行動は、それぞれのジャ

がどこに落ちつくかを待って飛びつく。作者も読者も辛抱強

能性を探っているのである。踏み出した片足で得た成果は、

ンルの中心部（と思われる思想）から逃げだして、一定の距

いというべきか。それに較べて、日本の新聞や雑誌の編集出

ひとまず、ホームグランドへ持ち帰って、元の仲間や読者に

離をとることから始まる。句の新しさと、自分のアイデンテ

版者は、売れる物を追うだけで、先端や異端を見ようともし

いる。そういうボスや論者のガンコさに抵抗するのが先端者

ィティーが生命だと考える人にとって、ジャンルの周辺は、

ない。ぐずのカタマリである。

の使命である。

快適地で、勢いがあれば、ジャンルの壁（それがあるとし

柳俳交流句会を通じて、彼ら（俳人）がどういう俳句に感

て）さえ突き抜けてしまう。ジャンル自身の山が高いうち
は、その周辺（谷間）は低い（深い）。ところが、現在只今、
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に、どの辺で踏んばっているか、我慢競べのようなものであ

させたりすることではない。むしろ、川柳と俳句が、お互い

近とは、川柳と俳句を混ぜて二で割ったり、クロスオーバー

どんな川柳を志向しているかを知って貰うのである。柳俳接

動しているかを知ると面白い。逆も同じで、我々（柳人）が

ないだろうなぁ、と思いつゝ。

な国家に対しては、この「さくらんぼ」の明かるさは通用し

のような軽快さである。しかししかし、現在の北朝鮮のよう

国家が手を出さないことを承知で演じるシャドウボクシング

世が世なら、一撃のもとに吹っ飛ばされるワタクシである。

た個人、団結や応援も求めない自由人としての個人である。

攝津幸彦

戦後の天皇俳句に対する批判でもあった。「南国」などと云

天皇は悶絶もしなかった。この句は、恨み節が主流であった

めつけられるようなキツイ皮肉を浴びながら、われらが昭和

これは三十年も前の、攝津二十代の作品である。真綿で締

南国に死して御恩のみなみかぜ

る。そんなとき、川柳性や俳句性を垣間見るのだが、それは
もう、ジャンル差というより、個人差といった方が当ってい
まえおきが長くなってしまったが、飛び抜けて新鮮に見え

る。みんな、飛び抜けた新鮮を求めているのである。
た俳句を取り上げて、その理由を考えてみたい。本当は、こ
のような俳句は、川柳側から生まれて欲しかった。
一 国家と個人

った平和呆けしそうな導入部から、一転、スルドイ皮肉へ転

じた技倆は大したものである。戦争の傷を抱えた読者が、ま

ヨンヤン放送を聞かされている人々を思うと、こういうシニ

で再び、北朝鮮を考える。国のアチコチに餓死して御恩のピ

攝津幸彦

攝津は戦後（一九四七）生まれ、一九九六年死去。この

カルな作品こそが、時代や国境を越え、人類共通のバカさ加

国家よりワタクシ大事さくらんぼ

「国家」は天皇の威光を背後にもつ国家というより、現代の

だ、多数存命していたタイミングも絶妙だった。さて、こゝ

社会体制を背後にもつ国家、国民の多数を背負った国家であ

減を告発する貴重な一句になるのではないか。

私の勉強不足のせいであるが、攝津の「国家」と並らべて通

国家と個人の関係で、面白い川柳が思い浮かばないのは、

る。
それに対して、ノンポリで丸裸の個人がピエロのように立ち
向かう構図に見える。意固地もなく悲壮感もないケロッとし
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用しそうな川柳は、
老人は死んで下さい国のため

宮内可静

である。これが発表されたとき、賛同より非難の方が圧倒的
に多かった。柳人たちが、いかに多数派ベッタリの鼻もちな
らない集団であるかを証明したようなものである。この句は

で、人の声など詩にもならないか。この地球のアチコチにあ

村井和一

る、「呆け」さえ通らない国々で、人はいかなるコトバを、

日々呑み込んでいるだろうか。

真夏には死にたくないがしかたがない

村井は一九三一年生まれ。ベテランの俳人である。この句

並べると、スバラシイ漫才の対句になると、どこかに、書い

かれている。攝津の「国家よりワタクシ大事さくらんぼ」と

突っ込み具合といゝ、国家と個人の関係が見事に川柳的に描

かたがないと呆けを押し通すところが俳句の美学のようであ

だろう。ところが、そういう川柳精神を俳人は最も嫌う。し

を出したり、早くも腐り始めた自分の一部を説明したりする

ら、しかたがないでは済まないだろう。無駄な延命処置が顔

かたがない」という表現はいかにも俳句らしい。川柳だった

読めば読むほど味のある川柳だと思う。その呆け具合といゝ、 は多くの柳人を納得させるペーソスに満ちている。が、「し

たのだが、さっぱり反応がない。そういうところも川柳的現

同じ五七五の詩型で、俳句は言い過ぎない、川柳は言い切

てしまったのである。

されてしまったのである。五七五の解釈と鑑賞に自由を失っ

て、川柳くさゝを排斥してきた。あげく、呆け方まで均一化

からである。俳人は初心のころから、作句や鑑賞教育を通じ

思う。なぜなら、一般人は川柳の嫌い方を教育されていない

以外の、一般人からも嫌われているだろうか。それはないと

川柳がもっている突っ込み精神やオセッカイ精神は、俳人

る。つまり、俳句の呆けは本物である。

象ではある。
二 呆けと突っ込み
国家から個人が直接攻撃を受けてもいない現在の日本で、
なぜ、漫才風の呆けや突っ込みをやるのだろう。国家や社会
は、呆けや気違いには寛大である。それを逆手にとって、自
分の云いたいことを表明するためであろうか。我々日本人が
歴史的に獲得した哀しい技術であろうか。外国では、果し
て、通用するだろうか。再び、北朝鮮をとりあげて見れば、
答は即座にノーである。正論も通らない、呆けも通らない所
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無、季語に対する敬意の払い方から違いが生じたと考えてい

るという違いはどこに原因があるのだろう。私は、季語の有

笑ウトモ泣クトモ無重力ノデブ

成程バナナ 形からしてバナナ

田中信克

木村聡雄

ない」であって、あと（上五）は付け足しのように思ってい

考えていた。つまり、句の中心は「死にたくないがしかたが

置き換えても、それはそれで、光景として、面白い、などと

かった。だから、それを「病院では」とか「女の家では」に

井句の上五「真夏には」に私は、最初、季語という認識がな

わせるから、その分、作者は喋り過ぎないよう努力する。村

季語にシャベラセたりしない。俳句では季語に十分ものを言

に続いてゆきそう。「ハバナのバナナ 産地からしてバナ

な気がする。そういえば、これは、七・十・七・十と、永遠

あろうか。これは俳句ではなく、完全な詩であると云いそう

か。よしもとばななのオヤジ（吉本隆明）は何んと評するで

程ハイクと云って引き下るか、形からしてハイクと認める

ッサリとバナナを写生されたんじゃ、降参するしかない。成

とにかく面白くオカシイ。屁理屈好きの私も、こんなに、ア

木村は一九五六生まれ。田中は一九六二生まれ。読んで、

る。川柳でも季節のコトバは使う。しかし、俳句のように、

た。ところが、俳句は逆で、「真夏には」という季語が中心

ナ」とか「お前もバナナ 精力のあるバナナ」とか…。

ってんだか泣いてんだかわかんねえぞとヒヤカス。どこかの

無重力空間に、デブを配して観察する。そして、オマエ笑

でシャベリはじめる。あとは、言い過ぎないよう、オソルオ

無能な政治家をヤユしている風にも読める。しかし、メタフ

ソル付け足すのみ。季語が上位にあるから、人（作者）は季
語のキゲンを損ねないように、呆けて言い過ぎをつゝしんで

ンガ的読みということになる。

み方が必要だ。そして、現代における一般的な読みとは、マ

読みとか川柳の読みなどから解放されて、普通の一般的な読

にフタをしてしまうことにもなる。こゝまで来ると、俳句の

ァーとかパロディーに句を連結してしまうと、本来の面白さ

いるのである。
三 諧謔とナンセンス
俳句やら川柳やらさっぱりワカランが面白い五七五（十七
音）が俳壇に溢れている。現代俳句は季語へのコダワリを捨
てた。「切れ」一本で生きてゆくらしい。しかし、これも、
いずれは手離すに違いない。それでも、平句（川柳）にはな
るまいとして、いろいろなアガキを試みる。
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カタチを読む

広瀬

ちえみ

長い間趣味として染色に親しんできた友人のことである。
この秋こちらの地元の新聞社主催の工芸展に入選した。藍の

いや、聞いたと錯覚したのかもしれない。

ひょんなことから油絵を描きはじめた私自身のことであ

る。死んだ母の箪笥の奥に、幼い頃にもらった絵画展の賞状

が何枚かしまい込まれていた。「私は絵を描いていたんだ」。

長い間忘れていた記憶がよみがえった。クレヨン、スケッチ

帳、白いひもつきのベニヤ板の画板、何を描きたいのかごち

ゃごちゃになり、ついには同じ色調で単純なかたちの秋の

木々を描いたのがたまたま賞をもらうことになったこと。い

ま、あの絵はどこにあるのだろう。私は一時、一句も作らず

そのような、そうでないような」「広瀬さん、自画像は鏡を

を通り過ぎた人が「広瀬さん、それは自画像かね」「うーん

静物を三枚描いたので四枚目は人物を描きたかった。そば

キャンバスにのめりこんでいった。

ずれて染められ、それに大浦天主堂と平和祈念像がモチーフ

よく見て、内面をみつめなければだめだよ」。私は「内面を

型染めで、題は「おたくさ」。紫陽花の花が色も形も微妙に
に配されている。「おたくさ」とはシーボルトが愛人であっ

見つめなければ」のことばにおじけづき、少女のようなその

まったく邪道なのだが、何時の日か撮った睡蓮沼の写真を

た滝の名にちなんで、紫陽花の一種に「オタクサ」という学

見ながら、白くて清楚な睡蓮を描き始めた。人物を描きたか

名をつけたという。長崎では「お滝さん花」と呼ばれ、県花

出身である彼女は「何度も何度も染めを重ねて大変だった

ったのに睡蓮を描いている。すでに何度も塗り重ねられた上

人物を濃い群青色で塗りつぶした。さて、一面群青のこのキ

の」としか言わなかったが、そのことばに、ふるさとや平和

に描いているので、その睡蓮は厚みがあり、清楚どころかぽ

ャンバスをどうしようか。

について、病床に臥せている母へ、彼女は何度も思いを馳

なのだそうだ。たくさんの作品の中でも、大きな額装にされ

せ、何度も祈ったのだと感じさせられた。もの静かな彼女の

っちゃりとして幼稚だ。この睡蓮の下には、首を傾げぽかん

たその作品には、彼女の強いメッセージが感じられた。長崎

うちのたくさんのことばを、私は確かに聞いたのであった。
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とした口の少女がいるのだと思うと、不思議な感覚にしばし

じではあるが。

に入れるのは川柳だけではなく、他のジャンルにおいても同

では、それを受け取る川柳人である読み手はどうするだろ

ば襲われた。睡蓮は断念した少女のあらゆる雰囲気を引き受

う。読み手は読み手のうちなるものを抱えながらフレームを

けて、キャンバスに生まれた。しかし、この絵を見ても、水

見つめる。ことばの意味は新たに付け加えられたりしながら

に渡されてできるゆがんだ世界の交換におもしろさ（はたし

の下に沈められた少女のことは、おそらく誰もわからないだ

てこれは川柳だけのおもしろさと言っていいものか）がある

ろう。睡蓮というカタチをしている幼稚な私のうちなるもの
その話を聞いた友人は、部屋の隅に追いやられた不出来な

ような気がする。読み手によってさらなる発見や新しい出会

カタチは少し（大いに？）ゆがめられる。作り手から読み手

その絵の運命を引き受けるかのようにもらっていってくれ

を。睡蓮はことばになったと思った。

た。「どんな少女だったのか想像するのが楽しみ」と言っ

いが得られる喜びがある。

川柳人の視線は作品の裏側にまで向けられる。裏の裏まで

て。私はどこかほっとしながらも、ときどき塗りつぶしたあ
の少女を思い出す。絵を描きながら、色はことばだと何度も

追いかける。詮索好きだ。ことばひとつ一つの意味もさるこ

とながら、一句における意味も見出さなければならないから

である。よく川柳には答えがあると言われているように。抽

感じさせられた。

象的な句でも（わからないけれど感覚的におもしろいという

うちなるところ（体質）から発せられたことばをうちなる

私は「うちなるもの」をただ単に「内面」とは言いたくな

ところ（体質）で受け取る。そのような「読み」の方法は川

い。もっと根元的というか、神がかりのようだが自身ではど

ら詠む、虚構を詠む、笑い飛ばす、嘆き悲しむ、批判する、

柳という「場」で鍛えられ、培われてきたのは確かだ。この

結論の付け方もあるが）、私ならできるだけ読み解こうとす

いずれにしても、それぞれの体質でことばは選ばれ、伝達と

ことばの裏を巡り歩くのが好きでおもしろいと私は感じてき

る。

してのことばではない意味を貼り付け、川柳というフレーム

うにも出来ないところ（体質とでも言おうか）から川柳のこ

にカタチは作られる。あるいは、フレームに入れられた瞬間

たのだ。川柳にはことば以前のものがあってカタチになる。

とばは発せられるのだという気がする。時事を詠む、日常か

に新しい意味が生まれるのかもしれない。もちろんフレーム
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い真実」に気づかされるとき、揺さぶられたり痛みを感じた

ず知らず奥底で感じ取っている「生の実感」や「この世の深

る。その「なにか」に、私たちが日常をこなしながら、知ら

カタチになったもう一つ向こうには「なにか」が浮かび上が

を出さないようにする。それも俳句という「場」で長い歴史

だものあるはずである。しかし、作品には極力うちなるもの

ない。俳人にうちなるものがないということではない。人間

ちなるものなど問題にしないし、信用していないのかもしれ

「読み」はどうだろう。端的に述べると、俳人は人間のう

太田鉄雄（俳人）

私が好きなこの作品について作者と話し合ったことがあ

晩秋の根室に楽譜届きけり

の中で培われてきた俳句の「美」なのではないだろうか。

りするのだ。
長いこと私は、俳句との関係、その違いについて、いらだ
ちながらこだわってきた。なぜ認知もされないものを書いて
いるのか。私には俳句に向き合うしか川柳の位置を確かめる
ことはできなかった。川柳はまだまだそんな場所にいるのだ

る。作者の自解は聞かなかったが、私は、「晩秋の根室のよ

いるのだろうか。ある俳人は言った。「人の内面なんて詠ん

では、俳句の場ではどんな「詠み」や「読み」がなされて

てからも、「晩秋の根室は歌が好きではなく、そうだとした

表情であると言ったら作者は非常に驚いていた。電話を切っ

に。」と述べたような気がする。「晩秋の根室」は人の姿や

暖かいもの）が届いたのよ。歌いなさいって。励ましのよう

うなさびしい人に（それは読み手でもある）楽譜（のような

でもそう違いがないからね。そのあたりの石ころの方がよほ

と認識しなければならないのだと思う。

どポエジーを持っているからね」と。私もなるほどと思う。

ら届けられたものは苦痛のなにものでもないかもしれない」。

根室そのものでしかない。「楽譜」にかすかな作者のうちな

あるいは「今頃届けられても何もかも遅いのだよ」とも読め

るものを感じ取れないわけではないが、感情をずいぶんと抑

彼には石にどんなことばを持ってくれば詩的なイメージがで

私にもそのあたりの石ころは大切なモチーフだ。すこし違

えている。感情から「けり」でするりと逃げているのであ

きるのか、組み合わせることばそのものが大事な問題なのだ

うことは、もの言わぬ石ころが抱えていることばを（こうい

るとあれこれ思った。しかし、これは俳句だ。晩秋の根室は

うところがいかにも川柳的で思わせぶりかもしれない）、頭

る。作者は晩秋の根室をイメージしてもらうだけでいいのか

と考えさせられた。

だけではなく私のからだの中から探そうと思うのである。
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はふたつのジャンルについて「切れ」だの「季語」だのとそ

も、書くスペースをいただき、ずいぶんとのたうちまわった

の違いなどに、もう煩うことはないと考えつつも、やはりふ

もしれない。俳句の「読み」は無心でカタチの前に立ち、無
この句が俳句、川柳のクロスオーバーのところに並べられ

たつの「場」にこだわっていくことになるのかもしれない。

おかげで、自分の内部をいくらか整理することができた。私

たらどうだろう。おそらくその区別はむずかしい。川柳人は

心でカタチとひとつになることなのかもしれない。

川柳人の体質で読み、俳人は俳人の体質で読むからだ。川柳

境界には不思議なエネルギーがあり、変化というものはそう

ことなのだが、私は私の作品で、どこでも歩けばいいのだ。

いうところから生まれる。そこは強いのか、もろいのか未知

自分が何者かわからないように、川柳が何モノかわからな

人がおもしろいと思うことを俳人はおもしろがらない。その

互いの場でおもしろいと思う「作品」と「読み」を発信し

い、とつねに「場」を考え続けてきた十五年だった。川柳を

逆も然りである。どちらがどうという優劣の問題ではない。

合っていけばいいだけの話である。とは言っても、それは川

数だが混沌はいい。バザールのような混沌を、あたりまえの

柳サイドからのことで、俳人は俳句界の中で学び合うことが

始めてから十五年も経ってしまった。

正しい「読み」のマニュアルなどはないのだから。

でき、川柳を視野に入れ川柳の現在を理解する俳人は数少な
いであろう。だが、私がその数少ない俳人から学んだことは

いになる空気は俳句にも川柳にも流れているのは確かだ。俳

めまぐるしい時代の変化の中で、いろいろな境界があいま

とを拒絶しているようなカタチにしてみたかった。友人はど

呼び止めたら壊れてしまいそうな、それでいてもたれ合うこ

か、右と左で考えていることが別々のような体のゆがみを、

私は人物の絵を描きたかった。なぜそんな表情をするの

句、川柳に限らず、他のジャンルからも知らず知らずのうち

んな少女を探しただろうか。

大きい。

に影響を受けているはずだ。このような状況はなるべくして
なり、もはや誰にも歯止めはかけられないだろう。
ここまで述べてきた私の文章は、俳句、川柳を私的に分解
してみたもので、大違いをしているかもしれない。それで
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堀本
私が見ている川柳の今
定型とはなにか？短さとはなにか？
一「霧くらげ何処へ」というコピー

吟

かつて、現代詩を書こうとしていたのだがある困惑を迎え
てしまった。（まがりなりにも一編にまとめていた詩をどこ
で終えれば良いのかがわからなくなり完成できなくなった、

スタイルとなった。「究極の私」が自分だけを守るために手

中にした「もっとも短い詩の言葉」である。このコピーは想

像力の魔のもたらす肥大した自己幻想の世界である。として

も、私は、内奥の呟きの無防備な姿を選んで精神の原器と

し、いまこうした日の当たる場所での文字になってでてきて

いる。私の詩の理想が、密教における真言のような在り方で

一語で表現されうるものならば、しかし、そのあとの夥しい

詩や句は冗語のたぐい。現存の、俳句や川柳はナンと中途半
端に長いのだろう。

いま、現代詩の雑誌を開くと、粕谷栄市や瀬尾育生の長く

二 現代詩が定型の短詩に関心を持つ

無愛想なしかしそれなりに読み込ませる散文詩が目を惹き、

という単純なことだが）、ついで、一行で終えられる短詩型
（その時は「俳句」）への誘惑が立ちあがってきたものの、

谷川俊太郎や宗左近が書くおそろしく単純な短詩が白々とし

の朗読詩の開発。これらの関心は同時に吹き上がっているの

それは、詩のなかのやわらかな核がまともに顕れてきたとい

だ。くわえて、外国人がつくる俳句、日本人が自作を対訳の

うことで、これをときほごすならば、たった一言の言葉その

自著評論集の『霧くらげ何処へ』（平成四年・深夜叢書

かたちで同時に句集に収める。そういうのもめだっている。

た無文字の余白と共に目に迫ってくる。長い散文詩と、「俳

社）という書名はその時期に得た造語をもって一書の精神を

そういう詩の中でのハイクは結社誌の大半を占める「俳句」

句・俳諧」をふくめた短詩への関心、それと野村喜和夫など

象徴したものである。レンズのなかを思わせるイメージから

ものか、百万言を費やす長大な厳密な観念の展開が必要だと

世界を見ること。何処へでも漂いつく、何処にでも出没す

とはかなりちがう。意味性、意味の連結の在りようで読ませ

おもった。

る、ここに身を預ける快感と不安定感はそれ以後の私の精神
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方がわかりやすいぐらい。宗左近のような詩人が試みる俳句

る場合は川柳との境があやふやになる。定型の短詩と考えた
て）

はとくに「水」「地球」「天体」というキーワードによっ

するさまざまな手つきを読む。私の楽しみである。（ここで

三 定型の観念（仁平勝説）

たに巻きこまれている。

定形の詩の運命もこのような規模での現代詩の自覚の動きか

全な自由）と言うことあくなき詩の欲望の対立極ともなる。

独立すれば、この短さがそれはまた、無限連続、未完結（完

別、前句付けからの独立の為の戦略であったが、一句として

俳句や川柳の一句完結志向は、連句歌仙の世界からの訣

ところにたちあがるので、私はわざと混在させるのである。

の深まりや拡がりはそのセクショナリズムを超えようとする

のか、というような論の展開をするのであるが、詩語として

おなじジャンルの作品をならべてどれが最も在るべき川柳な

の批評世界が開かれるだろう。批評というときにはたいてい

どと比較して）集中的に語ろうとすれば、そこにはまたべつ

女等のべつ作品をまたべつの文脈の中におき（樋口由紀子な

俳句、川柳、と言っても私からは不都合はない。ただし、彼

ことは、出自への興味だけで話される。掲出作品を、短詩、

たとえばこのうちで、なかはられいこが川柳作家だという

は、日本語の伝統詩のともなう音数律の観念が希薄、五七
五、三分節のリズムでの独特のしらべは活かされない。
宗左近

『夜の虹』（２００２・芸林書房）

地球は月ではないと泣く少女いて
なかはられいこ

『散華詩集』（１９９３・川柳みどり会）

水鳥と遠い約束しないこと

中田美子

『惑星』（２００２・ふらんす堂）

水の匂いの冷蔵庫より羽音

増田まさみ

『冬の楽奏』（２００１・富岡出版）

庭の木に寒星の種はじけたり

浦川聡子

正木ゆうこ

『水の宅急便』（２００２・ふらんす堂）

春立ちぬ地球の水を汲みおれば
霧の木となりたる前後左右かな
水の地球すこしはなれて春の月

『静かな水』（２００２・春秋社）
川柳論を書くときには余り引用しない俳句や短詩作品を、
手元の句集から恣意的に取り出した。これらを共通の読み方
で理解するとしたら、みじかいリズムで世界を感受しようと
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由は厳しく排除される。

定型の観念がある時に、私がもとめる究極の短さ、究極の自

だが、個人的な思考の枠とは別に、厳然として伝統詩型の

→俳句、平句→川柳というところにあることに、異を唱える

五 七-七」を「七七 五-七五」というかたちに逆転させた「パ
ロディ」であると（同書）。両詩型の発生が、それぞれ発句

パロディである」とする。発句と脇句との付け合い「五七

俳句ではない理由」を「川柳とは、ひとことでいえば俳諧の

フィクション

しかし、問題は、本質は（発生）違っても現象が同じ（に

ことはできない。

＊ 「俳句とはさしあたり、五七五の音数律が一篇の詩を成
功させる定型の観念である。」（仁平勝《虚構として
の定型》『詩的ナショナリズム』１９８６・富岡書房）

喚起力の強いどちらとも読める句が、少なからず生まれてい

見える）という事態にいたっていることである。しかも詩的

常識であるが、このうち季語をはずし十七音に替え

＊ 「俳句の特色は、十七音と季語にあるというのが従来の

る…ここが、私の関心事なのである。

ひら

江里昭彦

山のかなたに干す式服（樋口由紀子の一句）

四 展いて 光に喪う 個（江里昭彦の一句）

ひら

て「最短定型詩型」という概念を採用したい。」（金
子兜太『短詩型文学論』紀伊国屋書店）
現在の通念で、定型詩として俳句と対等に川柳の位置を認
めようとすれば、スローガン的には金子兜太のこういうかん
がえが一番わかりやすい。現在つくられている川柳は五七五

あ

『ラディカル・マザー・コンプレックス』（１９８８・海風

個として在り 展いて 光に喪う

られている）の伝統的なスタイルだと私はかんがえ、その意

社）

定型詩（「最短」ではない、七七句というのも最近では試み
味で俳句と同等の位置をあたえている。しかし、仁平勝は彼

詩の言葉は、最も必用な場所に顕れる。一九八〇年代は、

この「不在」の書き方が呼び起こす印象は鮮烈であった。

の定型詩観から、金子の「最短定型詩型」という概念を安直
なものとして厳しく批判している。「 ″定型″は本質的には

統一的な自己、「私」という観念がくずれてきた時代。自己

詩の負性／俳句的営為はその負性のリアリティにこだわろう
とする表現的意思」（仁平勝同書）。なお、仁平は「川柳が
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字空け、句またがり、を駆使して、表面のリズムではなく内

えられている。この手法は、十七音、三ブロックに切れ、一

てが外部となってしまった、という裏返しの存在の実感に支

は、「個」は展かれきって内面をかくすことができずにすべ

喪失の感覚が言葉だけで組み立てられ、その喪失感の由来

る。そして是は、川柳なのだろうか？

ろう？「式服」にこめて規範ということが改めて問い返され

のとき身体はどのようにして崩れた「個」を生かしめるのだ

のではないだろうか、とおもった。日常は続くのだから、そ

だ。ここからポスト戦後のあらたな日常詩の領域がひらける

考えている。「俳句」というより「短い定型詩」だから、こ

豊かにしたと考えていいのだろうか？私はかなり本気でそう

ういう思想表現の方法は、仁平のいう「負のリアリティ」を

ーした一級の思想詩だろう。ないものは季語だけである。こ

の霧がかった光を通して見える形式を備えた短い言葉。堺利

先述の二つの句のような言葉の風景。山のこちら側。海の中

ている川柳》は、ジャンルを通底するある存在感覚の表現、

短詩の境界線は謎だらけである。だから、面白い。《私が見

？？？ばかり並べてきたが、ほんとうにいまの俳句、川柳

的な思考のリズムを創造する。現代俳句定型の技法をマスタ

の表現が可能になったと。

年かを経て、とつぜん山のかなたに日常のなかの最も象徴的

このような表現で定着した「個」の失踪のイメージは、何

ゆこうとする。その岸辺にさまざまな水流がよってアマルガ

と自分らしいところが最も見知らぬ位置であるような場所に

ば、見る視線（まなざし）の喩である「霧くらげ」は、もっ

彦の『川柳解体新書』（２００２・新葉館）に習っていえ

なカタチ、形骸である「式服」をかかげ干す、そういう平凡

ムを来しているからである。

「子規新報」などで評論活動。俳句誌「豈」、短歌誌「かむとき」所属。

俳人。『現代川柳の精鋭たち」の解説を担当。俳句誌「豈」「週間読書人」

堀本吟（ほりもと・ぎん）

て、であろう。

境界、マージナルな位置を再発見、再構成することによっ

歴史の尖端で、「川柳」が詩に関われるとしたら、自らの

にしてユニークな日常詩として再現した。

『容顔』（１９９９・詩遊社）

式服を山のかなたに干している 樋口由紀子

樋口由紀子のこの川柳詩とこの出逢いも衝撃的だった。い
うならば、いままで私のみなかった「川柳」の表現だったの
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石部明句集﹃遊魔系﹄

形は無頓着で、朝起きて、手の届いたものを穿く人だと思っ

ていた。まさか、ズボンの色にこだわりがあるとは思っても

いなかったし、そのことはずっと忘れていた。

『遊魔系』を読んで、突然私はこのことを思い出した。黒

いズボンしか穿かないのはこだわりでも、黒が好きなためで

けないと、用心に用心を重ねて、猛暑の時でも、がまんして

り、何かの拍子や、光の当たり具合で、見えてしまってはい

究極のアンビバレンス

もなく、彼には隠しておきたいものがあるからなのだと気が

ついた。黒いズボンを穿くことで、彼は尻尾、つまり病気を

書評を連載することになった。そこで第一回目は「バック

黒いズボンを着用し続けている。黒以外では安心できない、

樋口由紀子

ストローク」の発行人である石部明の『遊魔系』を取り上げ

隠し続けているのだと。黒以外のズボンなら、透き通った

るが、この句集の編集に関わったので、書評と言うよりは石

彼がこの世に窮屈感をずっと持ち続けている、と書くと、

穿くことは精神安定剤を飲むことだったのだ。

とによって緩和し、解消している。彼にとって黒いズボンを

落ち着けないのだ。この世との違和感を黒のズボンを穿くこ

ここ十数年の川柳活動において、私は石部明の最も近い存

部明その人に焦点を当ててみようと思う。
在として交流している。しかし、石部明がどんな人かと問わ
れれば、たちまち返答に困ってしまう。一見する彼は明朗闊

肉眼で見えることだが、石部明が黒いズボンしか穿かない

の病いの一端が見えるはずである。「病気をもたない人間な

ある。それではいま一度『遊魔系』を読み直してほしい。彼

そうだが、このギャップこそが彼の彼たらんとするところで

「そんなことはない」「彼ほどこの世をうまく順調にしあわ

ことを知っている人はいるだろうか。一般に男性のズボンの

んて、友人にできるものだろうか」とは確か寺山修司が言っ

せそうに生きている男はいない」と一斉にブーイングを受け

色など関心の対象ではないから、ほとんどの人は気づかなか

達でわかりやすい、全開の人であるが、その一方、肉眼では

ったと思う。何かの折に黒のズボンしか穿かないと彼から聞

たと思う。石部明は病気を持つ私の大切な友人なのだとあら

見えないものをあまりにも多く所有している。

いたときはいささか驚いた。なぜならば、彼はズボンの色や
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ためて確認をした。

鴎の目鋭きかなや春の空

高浜虚子

「春の空」のモノを詠んだ、どこから見ても俳句と比べれ

ば、その差異は歴然とするのだが、現代の俳句はもうこのよ

し、愛すべき我が手であり、誰よりもその手の真価を知って

る我が手は確かに異形であり、気色の悪いものである。しか

きのある手を春の空に翳したのだ。明るい春の光りの中で見

冬を経て、やっと来た春の陽気に誘われて、彼はふっと水掻

「水掻きのある手」とは隠している彼自身の手である。長い

であろう。ここに俳句との大きなひらきがあるように思う。

「ふっと」であり、言葉の重さの順でいえば最後に「春の空」

い。この句のポイントは「水かきのある手」であり、次に

加価値である。俳句の季語のように収斂されるものではな

のである。石部の句の「春の空」はあくまで条件であり、付

バーの要因があるように思う。何よりも季語は言葉の一種な

大きく変わってきていることにも、俳句と川柳のクロスオー

水掻きのある手がふっと春の空

いる。しげしげと陽に当てる。「明さ～～ん」と呼ぶ声で彼

うな「春の空」ばかりを詠んではいない。俳人の季語意識が

は翳した手を黒いズボンのポケットに入れる。何事もなかっ

狂いつつ紙浮いてくる春の池

たように、にたっと笑いながら、なにくわぬ顔で、みんなの

やわらかい喉のへんから春の船

輪の中に戻っていく。水掻きのある手を所有していることな

春の服吊られたままに衰える

どの道も春の鏡にたどり着く

蓮の花は光線によって四色の光を放つと聞いたことがあ

轟音はけらくとなりぬ春の駅

春という一語を持って刺しにゆく

る。春の陽にさんさんと照らされた「水掻きのある手」は私

紐引けばコトリと死ねる春の人

ど微塵も感じさせずに、みんなの描くしあわせそうな石部明

には気味の悪いものではなく、蓮の花のように崇高なものの

になるのである。

ように感じる。この世の価値はほんのちっぽけなことなのだ

マネキンの腕が戻ってこない春

仏壇のほかなにもなし春の家

彼の川柳はこの「春の空」のように季語が入っていると、

と、一瞬の出来事を、一瞬の生を、彼は見事に詠いあげる。
俳句だと言われることがある。
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味は、季語の使用によって十七音節前後の長さしかない俳句

のだ。しかもここで季語が引用の一技法であると言うその意

歌人の石井辰彦は「季語は、本歌取同様引用の技法だった

は言葉の意味を自身の美意識の光によって照らし出し、コト

言葉の意味の姿は彼の美学で変わっていく。彼の川柳の特長

る。春はくるりと背を向けて裏側をみせているようである。

表現しているのだ。それにしても、彼の「春」は異様であ

＜

を取り込み得る、というだけのことではない。そういう効
語を使用するということは、作家が意識するとしないとにか

荒縄で括って背負うさくらの木

からっぽの身体畳んで鳥の真似

梯子にも轢死体にもなれる春

の感情を独自に表白していることにある。

という詩型に容易に季節感、あるいはいわゆる季語の 本意
果もあるにはあるだろうが、より精細に観察すれば俳句に季
かわらずその俳句に同じ季語を用いた先行する別の俳句その

るものではない。コトをモノとして五感で受けとめたものを

ぜそう思うのか、そのような行動をとるのか、説明されてい

し、コトを書いているにもかかわらず、なぜそうなのか、な

く、彼との関係性のなかからコトとして書いている。しか

あり、体感したものである。モノを提示しているのではな

地にあるのは経験だというが、「春」は心的関係上の言葉で

「システマタイズされたかたち」はない。彼は自分の句の素

誰しもが持っている感覚である。少なくとも彼の「春」に

い。しかし、これは季語意識があるなしに関わりなく、人間

しているので、いわゆる季語意識と全く無関係とは言えな

常にある「春」を表現する。もちろん、春の生命力を背景に

古今の詩歌を連想させるものはない。彼は自身の現実の、日

う。

な誇張した表現の選択に彼の抱えている底知れぬ不在感を思

ましょう、という。猥雑のなかに深い憂愁があり、このよう

とによったら「荒縄で括った」「さくらの木」だって背負い

あるいは「からっぽの身体」ですが「鳥の真似」だって、こ

ば、私は「梯子」にも「轢死体」にもなってみせましょう。

し出している。あなたがお望みならば、世間様がお望みなら

剰と思われる言いまわしが真実を引き出し、鮮明に状況を映

が漂う。「轢死体」「鳥の真似」「荒縄で括って」などの過

くる。生きたという印を付けているのか、言葉に切ない色香

うしても折り合いがつけられない視線がひりひりと伝わって

彼の眼は一体何を見つめているのであろうか。この世とど

歌』書肆山田刊）と書いている。石部の川柳の「春」からは

ものを引用するということなのだ」（『現代詩としての短

＜
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嗄れた咳して死者のいる都
ラジオより流れる呪文死になさい
死ぬということうつくしい連結器
死者となり菊と菊との間に揺れる
五月の木みんな明るくしんでおり
死ににゆく黒いこうもり傘になり
彼にとって「死」は畢生の被写体である。その被写体を通
して彼の世界へといざなう。死への憧れが尋常ではない。そ
れは執着とでも言おうか。みんなと同じ道を歩いているはず
なのに、彼一人は列車のやってくる線路を歩いている。どう
しても死の方向に向かっていく習性があり、言葉も運ばれ
て、そこには抜きがたい死への誘惑がある。それはこの世を
生きるという意識のなさであろう。彼には死への通路がはっ

いのに悲しいと思わないことの、悲しさでもある。

ていくということの恐ろしさも、彼にとってはおいしものを

そのことに何の理由もない。彼の不思議さは、死の淵に寄っ

芸とはそういう場から生まれるものなのかもしれない。生と

を創刊する。この究極のアンビバレンスが石部明である。文

く。社会にも自分にもどこかで見切りをつけている男が新誌

あの世を見据えながら、この世をケセラセラと生きてい

わたくしの巨きなてのひら浮く運河
男娼にしばらく逢わぬ眼の模型
老人がフランス映画へ消えていく
べたべたと黄色をぬってわが領土
靴屋来てわが体内に棲むという
人体のどこも空っぽ酢の匂い
黄昏の体かがんで蝶を吐く
嘶いているいっぽんの蒼い縄
透明でぶよぶよしているのが私
箱の中まで月光がつきまとう
わが影をぽきぽきと折り火にくべる
よく干してさあっとお湯に通す舌
なんにもない月光を充填す
蒼天に生き長らえた面を吊る

食べたくなる、きれいな女の人のあとを追いかけたくなる、

死の通路を彼は疾走する。

きり見えているのだろう。ふらふらと死の淵に寄っていく。

と同列のことであるらしい。彼の句には死の悲壮感がないと

（２００２年２月２８日発行 詩遊社刊）

言われるのはそのためであろう。が、裏返せば、悲壮感がな
いことにより一層恐ろしさを感じる。悲しいのに笑う、悲し
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連載エッセイ
詩性川柳の実質
石田 柊馬

凡庸で世俗的な自己とその世界観を、小さなフレームに
表現している川柳。そこに個々人の精神の一端が見える。言
葉が、発表されてすぐ自己へ回帰したり拡散するような重み
のない時代にも、精神の一端、その現実は、川柳の一句に書
かれている。
庶民という言葉が急激に使われなくなったのはいつの頃だ
ろう。
中流という言葉が出て、多くのひとが自分もその中流だと
認識したとき、庶民という言葉は使われなくなったのではな
いか。庶民という言葉も中流という言葉も、格、位置、地
位、などをともなうが、それを含めておそらく、庶民という
言葉の歴史性と、中流という言葉の現在性の違いを多くの人
の神経が捉えたのだろう。歴史性から離れた、いま、を求め
る意識が強いのだ。
流行の言葉で言えば、庶民と中流という言葉は、川柳の転
換期を考える上での、キー・ワードとなるにちがいない。
庶民という言葉の、なにやら歴史的な階層のにおい。例え

ば、上下という意識を持つとき、庶民という言葉はかならず
感覚的には下に位置したのだが、所得の上昇、核家族化、余
暇や購買力の増加、多面的な情報の摂取、さらに階級あるい
は階層意識の変化、第一次産業従事者の減少と第三次産業従
事者の増加などの、消費経済社会の定着感が旧来の上下の意
識を変えた。このようにして、庶民という言葉が生活の実感
から消えてゆく過程のあったのは事実だが、この見方は社会
科学的にすぎるかもしれない。
いま、現代川柳が示しているのは、個々人が、中流の認識
を 見(比べればさまざまにその差を感じつつ 、)ほぼ同じよう
に持ち、横並びの水準から、世界を認識していることであ
り、自己表現の意欲の強さをもってかろうじて、横並びから
の突出である個的な言葉を出すことが出来そうだということ
である。
ここでは、庶民という言葉がほとんど使われなくなる過程
と現在の、約四十年間に見聞きした【詩性川柳】の実質を考
えてみたい。

庶民という言葉に実感のあった時代、世界が、庶民から離
れた遠いところで動かされているという受身の意識があっ
て、それゆえに、自分の周辺の緊密な関係性のなかで通い合
う濃度の濃い言葉を川柳は持っていたのだがいま、川柳は濃
度のない軽い言葉を発するに至った。
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庶民という弱い受身の位置で書かれた一句の思いは、だか
らこそ、世界を反映していただろう。その言葉はさまざまな
差の附随する言葉であったからこそ、そこに世界が映ってい
たのだろう。
いま、その弱さという位置がない。民主主義のなかで、そ
の世界を一人一人が構成しているという等しく同じ位相にあ
って、世界の構成単位として一人ずつ切り離されているとこ
ろで、自分も他者もいつでも記号であり代替品となる世界で
の、個人の生命感の薄さはきつい。一句の川柳を書く時、言
葉が重みを持ち得ないのだ。
庶民がこの状況を選んだ。
【詩性川柳】は、右のような状況の変化のなかで流行した
のである。
川柳における「詩」という言葉は、『現代川柳ハンドブッ
ク』 雄(山閣 の)、「詩川柳」の項を要約すると、――明治の
時代から、川柳は詩でありたいとする志向があって、各時代
を通じて既成派への反措定として、保・革の対立を生んでき
た――という意味の説明がされている。
ここでは昭和三十年代後半の、女性の川柳が急激に増えた
ころから始めたい。
【詩性川柳】という言葉をかなり頻繁に言いながら、そし

て総じて感覚的な表現の川柳を対象にして言っているのだ
が、定義があって定着している言葉ではない。むろん「詩」
という言葉についてのあいまいさが大きな原因としてあるも
のの、特別な定義を必要としなかったのである。川柳という
文芸が日常性と地続きの言語表現であるという意識は、言葉
の定義を求めない。川柳と詩のかかわりについては、先達の
いくつかの書き物があり、いまも、それは誰かが書いている
かもしれないが、多くのひとの共通認識としての確定的な定
義はない。
ただ、多くの川柳は日常生活のなかでの、個々の感懐を書
いており、昭和三十年代後半からの、感覚的表現への共感、
意味性に伴う暗喩の汎用などを指して【詩性川柳】という言
葉が言われ始めたとき、川柳における感懐と表現の幅が広が
った。一部の川柳が日常性から個人のこころへ重心を大きく
移動させて書かれたと見ることができるのである。
そ(れを反映して昭和四十二年の∧平安川柳社創立十周年
大会∨では「川柳の幅と作家の姿勢」のタイトルでの討論会

がプログラムにある )
日常性からはみ出た現代的思念、戦後民主主義的情動の客
体化、を、小さなかたちの中に引き上げ、感得することが始
まったのを、いつごろと断定することは資料不足と自分の不
勉強でできないが、戦後の民主主義というものの認識が庶民
のあいだにひろまり、昭和三十年代前半の河野春三をはじめ
とする社会性川柳 社(会詩とも言ったらしいが に)おける、日
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常性を踏まえた社会的思念や、情動の客体化の先行があり、
社会性川柳より以前の、昭和二十年代に河野春三、中村冨
二、掘豊次らの、日常的感懐と思想性の交錯に見える情動の
客体化なども先行していたといえよう。
社会性川柳とは別に、昭和三十年代後半、急増しはじめた
女性の川柳が、 一(斉にと言っていいだろう 日)常性から距離
をとって戦後の民主主義的情動の客体化を展開し始めたので
ある。これも社会科学的になるが、戦後の民主主義の理念が
庶民に 特(に家庭の主婦に 行)き渡ったことを当時の多くの女
性の川柳は示す。それにあわせて、家電機器による家事労働
の減少、核家族化などが、日常生活のなかの前近代的な旧弊
を徐々に小さくしてゆく時期であった。つまり、旧弊のなか
での、主体的自己という意識は、家電機器や核家族化の実現
の可否に密接に結びついていたのである。いまから思えば、
この日常生活のうえでの変化の実現、とりわけ核家族化は、
庶民という意識から別の位置への浮上感をもっていた。昭和
三十年代に団地という言葉はひとつの憧れであり、２ＤＫと
いう空間は新しい 民(主主義的主体性意識を実現する 生)活空
間であった。
極端にいえば、家父長制意識の頚木や庶民生活のしがらみ
からの離脱、その実現性が、心的におおきな意味を持ってお
り、それが直線的に川柳の言葉に反映する時代に【詩性川
柳】は展開されはじめたのであった。

ここで、【詩性川柳】といわれているもののなかから、三
つの方向を取り出して見る。

一つは、情念の表出意欲が暗喩に向かったこと

いま一つは、この小さなかたちへの感性の解放が、自己の
存在確認であった時代から、個 自(己 の)言葉の軽さが自己へ
回帰したり拡散する状況への変移のなかで、、いわばファッ
ションのような感覚的表現、川柳的モダニズム 以(下、モダ
ニズム が)受けいれられたこと

三ッ目は、日常的感懐のなかの、情念の表出とモダニズム
の交錯。

これら三つは、当然、川柳であることの性質や特質 例(え
ば、うがちとか庶民性とか人情とか、古川柳的な客観描写と
か、前句附けにおける飛躍など を)、ほとんど先験的に内包
しているのだが、その濃度はかなりの差がある。
ちなみに河野春三は昭和三十年代前半に、現代川柳を 川(
柳性を具えたまま 、)当時の現代詩の中の最短詩でありたい
と思念していたが、実現しなかった。川柳が我を書きはじめ
た時に詩が書き始められたという河野春三の見識は、いまと
なっては常識を出ないものの、日常性からはなれて、自己の
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主体性を認識していたことと合わせて思えば、とても立派な
見識であった。
情念にせよ、モダニズムにせよ、【詩性川柳】は個 自(己 )
に内在する言葉を書こうとしたのである。

われは一匹狼なれば痩身なり
一匹狼欲情ひたに眼がくぼみ
一匹狼酔へど映らぬ影法師
一匹狼天に叫んで酒を恋う

昭(和三十六年 )
同
同
同

申(し訳ないが、句の下に年代の無いのは、同句集のみを参
照しているので、年代の書かれていないものである )

一
最初に、【詩性川柳】のなかの、情念の表出を主にとりあ
げたい。

句集の二つの部立て 「(江戸川柳の伝統を受けとって、そ
の行かんとした道を追」った）〝蒼々亭句箋〟と、 個(を軸
とした回転 〝)孤独地蔵〟の、後者についての川上三太郎の
言葉である。
「一匹狼欲情ひたに眼がくぼみ」の老いの凄惨、「雨ぞ降
る渋谷新宿孤独あり」「雨ぞ降る地を傷つけて電車混む」

昭和三十八年に、『孤独地蔵』 川(上三太郎 と)いう豪華で
美しい句集が限定五百部で出版されている。この句集の数句
と同句集の「あとがき」からすこし拝借する。

昭(和十四年 )
昭(和十八年 )
昭(和二十三年 )
同
昭(和二十四年 )
昭(和二十七年 )
同
同

―― 前(略 〝)孤独地蔵〟はそれとは別な、従来の江戸川柳の
求める事が出来なかった 徳(川文学の大部分はさうであった
が ―)―個を軸とした回転をこゝろみた。これはあたしの二
十歳前後からの野心であったが当時は異端者と罵られ、外道
と嗤はれた。その野心はいまもあるが、野心だけではどうに
もならぬ。老いと力のおとろへをひしと感じる。 後(略 ―)―

孤独地蔵花ちりぬるを手に受けず
孤独地蔵月したたりてなみだするか
身の底の底に灯がつく冬の酒
夜の富士雪ふり積みて子の衾
雨ぞ降る渋谷新宿孤独あり
雨ぞ降る地を傷つけて電車混む
葦折れぬ豊葦原と誰が言ひし
だるま船かちどき橋は秋を裂く
河童起ちあがると青い雫する
河童月へ肢より長い手で踊り
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『孤独地蔵』の出た昭和三十八年以降、『新子』 時(実新
子、川柳ふあうすとひめじの会発行 を)はじめ多くのいい句

ていたらしいという一点である。時代の転換は、三太郎が若
の、大衆のなかの切り離された個人、その時代情況を捉えつ
い日に「異端、外道」と言われた方向を門下に勧めるまでの
つ、それによって傷つく個人の乾坤「地を傷つけて」と書い
転換であったのだ。
た一庶民の言葉の迫力は、もはや望めない。
戦後の世界のうごきを肌で感じ、文学の動きを読書で、川
まことに無礼で大先達に申し訳ないのだが、右の、句と、
上三太郎は吸収していたのであろう。 実(際、門下の一人寺
句集の「あとがき」からの引用をもって、昭和三十八年以前
の、川柳における詩性についての位相と時の流れを示してお
尾俊平さんによると、西洋の詩をはじめとして、三太郎は相
きたかったのである。他の諸文芸と同様に、明治の川柳も大
当の読書家であったらしい 多)くの詩、文学書を読み、もの
正の川柳も、個 自(己 を)書き、詩性を獲得しての歴史があっ
を書くについてなにが大切かを自分なりに心得ていたと思わ
れる。どのような書物を読んでいたかはわからないが、知ら
たに違いないのだが、いわゆる川柳界に【詩性川柳】に向っ
れているように愛読書はハヤカワミステリーで、欧米のミス
ての大変動の始まるのが昭和三十八年頃と見えるので、句集
テリーを愉しみながら、民主主義では先進国の、自我や主体
『孤独地蔵』から引いたのである。 川(柳界全体が【詩性川
性についての日常的な規範や、個と社会の関係性を摂取して
柳】に向ったのではない。いまも非詩の川柳を書いているひ
との数は圧倒的に多いだろう。この件は後で少し触れたい 。) いただろう。また、若い時からの親友吉川英治の、戦前と戦
後の 例(えば、『宮本武蔵』と『新平家物語』 人)間観や社会
観の著しい変化を、三太郎は沈着に把握していたにちがいな
い。
晩(年の三太郎が、名古屋の 緑[ の]大会で、演壇へ披講に
上がった時、数段の階段を上がる力がなく、手をつきながら
時間をかけて上がる姿を眼にしたが、戦後の自分を川柳に捧
げているような、私心のない姿に見えた 。)
川上三太郎が戦争中に戦意高揚の言葉を度々書いたことは
よく知られていて、戦後、その慙愧の念を書いたと思われる
文もあると聞く。 『(川柳の基礎知識 技法と鑑賞』―尾藤
三柳著、雄山閣刊、には鶴彬と川上三太郎を対照的に取り上
げた好文章がある 。)
川上三太郎がそれをどのように引きずっていたかはわから
ないが、戦後の十数年間に数多くの好作家を育てたといわれ
ており、その門下の育成についての実践は主に投句欄の選に
よってなされたと聞く。門下の人達のその後を見て、ほぼ一
貫していたと見えるのは、内在性の表出を三太郎が価値とし
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集が三太郎門から出され、「三太郎は女性作家を育てるのが
うまい」との言葉を耳にしたが、「うまい」より三太郎の私
心のなさの成果のように思われてならない。『柳都』川柳社
のだれかが、晩年の三太郎をシーラカンスと表現したときく
が、三太郎のいう、江戸川柳、をアーキタイプとして、戦後
の民主主義制度のなかに生きる人間の内在性を、三太郎自身
も、川柳にどのように展開するかを考えていたのである。
いうまでもないが、内在性の表出ということは三太郎だけ
が感じていたのではない。民主主義が制度としてこの国に定
着する過程の中で、「主体」「主体性」「存在」「個性」な
どの言葉が、「平等」や「権利」という言葉と共に日常性の
空間に遍在していたのである。極端にいえば、その時代にた
またま川上三太郎は『川柳研究』誌の選者として、指導的立
場にあり、同じ時代状況の中で川柳を書く人達と巡り合った
にすぎない。それはまた、昭和三十八年が 一(九六三年 、)高
度経済成長の真っ只中、東京オリンピックの前の年であり、
以後、今日にいたるおよそ四十年間の【詩性川柳】を見ると
き、川上三太郎の存在とその句集『孤独地蔵』を冒頭に置か
ねばならない必然でもあるのだ。 現(代川柳の意識的な革新
運動を語るとき、河野春三の名を戦後の劈頭に置かねばなら
ないことと同様にである 。)

―― 前(略 〝)何よりも先ずそれが新子の句であること、そし
て彼女は女性である事〟これに導き込んだ。（後略）
（句集『新子』昭和三十八年刊）――
当時、多くの話題と人気になった句集『新子』の、序、の
川上三太郎の言葉である。

おそらく、この国における活字文化の最盛期であった当
時、『番傘』『ふあうすと』などの全国規模の結社誌があ
り、 指(向や書き方の違いを気にしなければ 、)大中小の結社
はとても多く、結社誌の交換、他結社の主宰者への誌上イン
タビュー、誌上選、大会の選への招請、作品鑑賞文の執筆な
ど、現在も同様のことが行われているが、当時のその刺激の
強さはいまと比べ物にならない華やかさがあった。第三雑詠
といわれる、かなり詩性の濃い作品の投句欄を、一般投句欄
とは別に設けている結社誌もいくつかあり、さらに、川柳界
から見れば外の革新派の数誌が部分的に川柳界と接触を持ち
つつ活動していた。その後、川上三太郎、椙本紋太、岸本水
府、麻生路郎、と大きな指導者を失ってなお、川柳界の賑わ
いはつづいたのである。

【詩性川柳】が大きな流れとして川柳界で市民権を持つと
いう大変動は、その賑やかさの真っ只中で起きたのだが、大
変動としての認識は薄かっただろう。とても多くの人数が、
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とても大きな曲がり角をまがったので、川柳の変動として感
じた人は少なかったのか、【詩性川柳】の、個的主体性や私
性への執着をつよめることでの、日常性との乖離を革新性と
感じたのか、感覚的な表現はなべて革新派の傾向として見ら
れることが多かったようである。 も(ちろん、戦後の革新
派が、総体的に社会性への傾斜傾向に見えたことと、私性か
ら詩性に及んだ傾向、あるいはモダニズムとは、本質的に違
うのだが 。)
情念の表出は、当然、内在性の重視という価値観によって
出てきた。
例えば、さきの句集『新子』は、自己の内在性を日常性か
ら引き離して主体的に感得、再び日常性とあわせる書き方の
句が多く、日常生活詠を川柳の主題とする古い眼から見れ
ば、異端の川柳として見事に成功している。
昭和三十八年刊の『新子』は、当時の俗物どものやっか
み、中傷、誹謗の渦のなかで、現代川柳のエポックとなるに
足る成果を示した。
靴音が近づき胸を踏んで過ぎ
が劈頭の一句で、四っつの部立の中の、当時、俗物どもが多
く口にしていた「くらげの海」から五句をあげておく
この闇に一個の肉の安んずるなし

朝が来ても覚めぬ夫を描くとき
罪あればあかつきの汗満身に
寒菊の忍耐という汚ならし
切手の位置に切手を貼って狂えない
巻末は

よく笑う妻に戻って以来 冬

である。「覚めぬ夫」「忍耐という汚ならし」などの表出に
対して、前近代的倫理観からものを言い出す雰囲気は川柳界
にたしかに有った。

それから二年後
『馬』 河(野春三編集の個人誌 昭)和四十年発行に

時実 新子

尾のない犬の全身で哭く
樹の上に樹がある 逢えるかも知れぬ
ほろほろとあれは鳩かな泪かな
一枚の皿に秋刀魚は横たわる
憧れは樹海しずかに記憶断つ
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などの、『樹海』五十句がある。
それから十年
『縄』 宮(田あきら編集の個人誌 )昭和五十年発行に
飯尾マサ子
岩村 憲治
渡部可奈子
昭和五十年発行
松本
仁
田中 博造
渡辺 和尾
渡部可奈子

田中 博造

昭和五十五年

意志の骨 枯れゆく午後は淫蕩に
水のなか 春の花みる 生ごろし
帆が哭きにくる風狂のましろき爪
同二号
眠る街 不毛の石は石を脱ぐ
インター唄う戦友忌や 蛍
暗闇に 指先埋めて 優しいぞ
呱々と祝ぐ 雪片みるみる阿国
それから五年
『川柳展望』大会
一族は縄のかたちで燃えのこる

現代川柳の十数年間のあいだの、情念の表出である。
これに加えて、私性や境涯とは距離をおいたところでの情
念の表出を、『馬』誌 昭(和三十九年から同四十一年まで十

掘
豊次
中村 冨二
金森冬起夫
墨 作二郎
林田 馬行
草刈蒼之助
同
河野 春三
松本 芳味

奥室 数市
服部たかほ
松本 芳味

五冊発行 か)ら引いておきたい。日常性のなかの感懐が、情
念に及んだ好例である。
注(、ただ、当時は、詩性という言葉は革新系を意味して
おり、情念の表出を多く載せた『馬』誌は、川柳界からは革
新派であり、詩性の川柳誌であった。したがって、この小文
での情念という言葉は、【詩性川柳】を見るにあたっての、
便宜上の使用と思っていただきたい )

株主は見ない、轢かれた猫の金のまなこ
賃金で飼われる姿勢で
脱糞
基地の十字架
姦淫された少女の
股
冬のまぶたに一脚の木椅子置く
馬だから匂う 死ぬまで ボクの匂い
鉄塔に 残照あらば 腑を吊るす
揺れて夜の山脈消える傷口か
曲ればネオン こゝ月光の靴磨き
草いちめん 脱走の快感を まてり
猫の背や 仏具売る町 ここにあり
堕ちて黒縄地獄の 責めの甘美を
縊死ののち
その木に花が咲いて
平和
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茶碗ハッシと わが硬直をうたん
洗っても掌の血は落ちぬ 父ぞ

河野 春三
定金 冬二

もちろん、例句以前に情念の書かれた川柳はあったに違い
ないし、以後にも多く書かれているのだが、変動は右の十数
年間にいちじるしく起きた。特に、女性の日常生活のなかで
の私的な感懐が情念の表出に及び、日常性のなかに残る旧
弊、因習、規範などの軋轢からの自己解放への思いは多く書
かれて共感を得た。右の、『馬』誌からの男性の川柳に見え
る情念と、時実新子、飯尾麻佐子、渡部可奈子らの情念の表
出レベルの等しさが、当時の川柳における情念の位相をもの
がたっている。表出レベルの等しさ、というのは、作者が自
己の内在性を見つめて言葉を得る、その言語空間と現実との
あいだの距離感である。
ここで当時の 昭(和四十年前後から約十五年間 川)柳界と、
情念やモダニズムの川柳との関係について触れておかねばな
らない。煩雑かつ錯綜、判然としないのだが、この当時の関
係性が今日の【詩性川柳】の反省点とかなり密接につながっ
ており、その後の時の流れと川柳の質についての関係、その
功罪、【詩性川柳】についての負荷、などが準備されていた
ように思われるので。
例句に見えるように、情念の表出は思いの質を言葉とした

ので、暗喩となることが多かった。さきに触れたように、川
柳界では、いわゆる革新派の、一般的にはわかり難さ 右(の
『馬』誌の川柳など の)範疇に情念もその暗喩も混ぜて【詩
性川柳】との位置付けがあった。 革{新と詩性は混ぜんとし
つつ、一つに括られて見られていた 、}しかし、川柳界の守
旧性に慣れ、旧来の川柳への固執の姿勢をとっていた人達の
一部に、情念の表出を境涯詠や感懐の表現が詩性を帯びた、
との認識で見る見識のあったことを忘れてはならない。川柳
界に重きを置いていた『川柳研究』 川(上三太郎 と)いう結社
は革新ではなかったし『ふあうすと』という、比較的温和な
結社の同人が『新子』という句集を出したのであった。
川柳界か、革新かときれいに分断していたわけではない
が、分けて、川柳や作者を見ようとする風潮は両者にあっ
た。その中で、ほとんどの【詩性川柳】の作者は、自分の書
いた川柳を、詩性についての思考などなしに こ(れが庶民の
中の文芸である川柳らしさであったのだろう、川柳における
詩についての説得力のある評論は皆無であった 、)読めるひ
とと読めないひとに、黙って分けるだけであった。
このとき、【詩性川柳】を評論して啓蒙する動きのなかっ
たことと、その作者がだまって自分の表現を読めるか読めな
いかだけで読者を分けたことが、その後の川柳界の動きに大

きく影響している あ(とで若干触れたい 。)
『馬』誌からの引用でわかるように、革新派の人達の多く
は、暗喩を書き、読むことのできる人達であった。 『(馬』
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を含む革新派のいくつかの小集団が自主解散して昭和四十一
年、『川柳ジャーナル』に集まり、数年間の活動をするのだ
がここでは触れない 。)
歴史の流れは、それまでの一般的な川柳のなかの一部を、
日常生活のなかでの感懐を深化させて、情念の表出とさせ、
その表現を暗喩の斡旋によって変化させたのであり、川柳は
詩性を大きく前面に押し出したが、同時に、その状況に革新
派の社会性川柳の衰退を重ねた。
まさに、庶民から市民的意識の中流へ変わってゆくなか
で、川柳も大きな変化を経験していたのである。
当時、一般社会での川柳という概念から、最も遠いところ
に【詩性川柳】は位置したのだろう。そして川柳界での、感
覚的表現の川柳を単純に革新派の範疇に入れていた大方の認
識は、革新派の社会性川柳の凋落を感じることによって、こ
れも単純に【詩性川柳】というカテゴリーへ移ったと見られ
る。 い(ささか本筋を逸れるが、革新川柳というカテゴリー
は、その模倣者が模倣をもって、自分の存在を自分で確認し
ようとする愚劣な言辞をも其処ここにひきおこすほどの影響
力を持っていた。事実、日常性から離れた言葉を羅列して、
それをもって革新に在ると自認し、日常生活の諸相の書かれ
た川柳を、古い、遅れている、伝習だ、個性が無い、退屈
だ、と同意を求められて、以後しばらくは、その地方の川柳
誌の名を耳にするだけでも嫌悪を感じた体験がある。 し)た
がって、いまもどこかに自称革新派は居るかもしれない。

も(ちろん、社会性川柳の衰退と、川柳という文芸そのもの
の社会性、句の内容にある社会性の存在は、別に考えられね
ばならない 。)
いまひとつ、情念の表出が、川柳だけのものではなかった
ことを銘記しておきたい。六十年代の末ころから、〈一九七
〇年は昭和四十五年〉七十年代のいつころまで続いただろう
か、社会全体に情念という言葉がそのまま露骨にファッショ
ンとなって飛び交っていた。テレビドラマや映画、演劇、小
説、絵画、マンガ 劇(画といわれていた 、)などの宣伝文句に
情念という言葉が横行して、情念という言葉に商品価値のあ
る時代があった。
これが【詩性川柳】にとって追い風であったかどうかはわ
からないが、あるていどの影響があったかもしれない。しか
し、短歌や俳句で、川柳よりずっと以前に、境涯詠のなかで
情念が書かれていたことを、当時の川柳界の何人が知ってい
ただろう。この意味で、短歌・俳句と比べて、川柳が時代の
表面的な推移に密着しており、実は、時代を追い、他の文芸
のあとを追っていることは確かだ。少なくとも、詩的感性に
よる時代の先取り、などということは、おしなべて凡庸な川
柳にはなさそうだから。

繰り返すことになるが情念であれ日常的感懐であれ、暗喩
は、表現しようとする思いの、質、を現わすので、その読み
には、感受性がはたらく。結社の大小、結社の歴史の長短、
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結社や主宰者や選者の権威とまったく無関係に、読める人と
読めない人に、発表時点でまず作品が分けた。
全国に名をひろめていたかなり大きな結社に【詩性川柳】
が通用せず、いつのまにか近辺の地方大関になり、そこのセ
ンセイも以前のように名がひろまらないし、同人の出入りが
噂される。好作家と目されていたひとの、読みがあやしい。
いつのまにか所属結社の変わった人が其処ここに見える。当
然、結社誌の投句欄の選者や、結社の大会に招請する選者の
名が、その大会の【詩性川柳】についての傾向を露わにす
る。さらに模倣者が、読めないセンセイの眼をますますおか
しくして、センセイは地から足が浮いてしまい、模造品に騙
されつつ、我に返って自分と結社の組織を守ろうとする。い
ろいろの醜態は、実に、さびしくてナンセンスで、とてもお
もしろい見ものだった。いまも大会などでそれの尾を引いて
いるのを見ることがある。
作者が黙って、読めるか読めないかを、分ける。これは
一方では酷なことであったかもしれない。川柳は平明である
べし、そこに川柳性がある、と決めつけていた人達にとっ
て、暗喩などという異質のものが意識的に展開されたのだか
ら。しかも、【詩性川柳】と目される人達が、詩性について
の必然を、必然として誰もなにも言わなかったのである。双
方が聞く耳を持たなかった。どちらも、問答無用の姿勢であ
ったのだが――。
【詩性川柳】の、情念の表出を主 象(徴的 に)たどれば、こ

れが前半のおよそ二十年間の変動である。以後の、庶民とい
う言葉のほとんど聞こえない、およそ二十年間の情念の川柳
は、言葉自体が軽くなって行くことを、意識して書く作者
と、自己の情念の重みと言葉の重みの等価性を疑わない作者
に分かれて書きつがれてゆく。

この、計四十年間ほどの大きな変動に、小さなグループ誌
の勃興や消長がともない、起こるべくして起きる小グループ
や、結社内グループが再び結社へ吸収されるなどのところ
に、作風の質の違いや同質性がかなり象徴的に見られたが、
資料を持っていないので触れられない。

庶民という呼び名から抜け出す社会状 情( 況)の中で、【詩性
川柳】の作者達は、日常的現実から少しはなれて自己の思い
の質を書こうとした。これが【詩性川柳】の実質の大きな核
である。

右の、以後、の時間の中に、〔サラリーマン川柳〕など
の、マスコミでの夥しい盛りあがりのあることを付け加えて
おかねばならない。川柳界から見れば、外、であり、詩性の
有無とも一見関係のない川柳ではあるが、この方面への川柳
界の無思考、のんきさは、おそらく川柳界の川柳が優れてい
ると安易に思っている思いあがりの反映であろうし、中でも
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次号は２００３年４月発行です。
評論執筆予定
松本 仁 （同人）
清水かおり（同人）
中西ひろ美（俳人）

ご期待ください。

【詩性川柳】系の人達の一部が、思いの質を書いたことによ
って他を見ない、いわば自己中心の傲慢さとも、無関係であ
るはずがない。近年、川柳はなんでもあり、などとの発言が
幅の広さを肯定的に見る見地から出るべくして出たのは、
【詩性川柳】系の、他をあまり見ない怠慢の証左であろう。
いま一つ、情念を書く川柳の範疇に、境涯詠の作者が美的
暗喩の追求にきつく執着することによって、作者自身が慰藉
を得ようとする情況のあることも入れねばならないが、これ
は、今現在の問題を考えるところで触れる。
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後記
▼あたらしい川柳誌をつくろうや、という話をはじめたのはい
つ頃だったか。はっきりと思い出せない。もうずいぶん昔のよう
な気もするし、つい最近のような気もする。ずいぶん昔、と感
じるのは、『現代川柳の精鋭たち』（北宋社・２０００年）に参加
した頃から「何か手がかりがほしい」という気持ちがあったから
だろうし、つい最近と感じるのは、仲間たちの作品を前にして 、
「今、動いている」実感を得たからかもしれない。集ってくださっ
た同人、会員の皆さんに心から感謝します。
▼創刊号を編集しながら、かっぱえびせんを二袋食べた。この
お菓子の宣伝文句ではないが、「やめられないとまらない」川柳
を、楽しい凶器のように玩具のように抱えている人たちが、こ
んなにもいる。動きつづけたい、と思った。
▼『バックストローク』は、倉本朝世さん命名。背泳というのは、
確かな意志を持って全身を動かさなければ、進みたい方向へた
どりつくことはできないという。それぞれの確かな意志、やめ
られないとまらない意志。
▼創刊号から、ぜいたくな評論に恵まれた。川柳という形式
に、常に何かを投げかけてくれようとする堀本吟さんの姿勢
には、気づかされることが多い。同人の評論も、今後がますま
す楽しみ。石田柊馬の連載は、これから先を見つめる私たちに
とって、熱い励みになると思う。北からは野沢省悟さん、矢本
大雪さんの『双眸』が創刊され、とてもうれしい刺激をいただい
ている。共に育ててください。
▼こちらも、刺激になるよう、水（ aqua
）を、風 (wind)
を感じな
がら泳ぎ続けたいと思う。それがどこから吹きはじめたか、ど
こから流れてきたか、その源流を感じることを忘れないよう
に。 動くことをやめない水や風のように。
（畑美樹）
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