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りばーす 

１．reverse【名】 
反対・逆・裏面 
失敗・挫折 
 
 
２．rebirth【名】 
生まれ変わる事・転生 
一度死んだと言う事 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廻る廻る Tourbillon 

自身の重さも忘れて廻る 

 

正しい事は価値ある事と 

信じて疑わない 

 

いつか発条が切れたとき 

彼は自分の重さを思い出すだろうか 

 

思い出して絶望するだろうか 

それとも 

安堵するだろうか 

 

―clockworker 





 

 

 

私たちはまだ幼い頃 

何かやわらかい 

肉片染みたものを与えられたんです 

そこへ指が沈む感触が楽しくて 

毎日のように握り締めて遊んでいました 

 

そのうちそれだけでは飽きてしまって 

爪を立ててみたり 

噛んでみたり 

刃物を突き刺してみたり 

 

傷つける度に 

段々と硬くなっていく肉片 

 

歪んで凝り固まったソレを 

もういいやと捨てようとした時には 

手遅れなのです 

 

それは私たちのこころでした 

 

―congenital cardiovascular deformity 





 

ある夜 

街灯の下で蹲る 

闇を拾いました 

 

みんなに見せて自慢しようか 

そうも思いましたが 

いっそ隠してしまった方が 

気持ち良いのではないか 

そんな独善で 

私は部屋に持ち帰った闇を 

机の引き出しの一つに仕舞い込みました 

 

時折中から 

カリカリと 

爪を立てるような音が 

しばらくは聞こえていたのです 

 

私は長い間その優越感に溺れる事が出来ました 

 

その後その闇がどうなったのか 

私は知りません 

 

そこはかとなく腐臭が漂う引き出しを 

また開けるのが面倒だからです 

 

―imaginary friend 





月は地球にキスしたかったんだそうです 

だから今でも毎日 

地球に向かって落ち続けているのだとか 

 

けれどその思いより 

遠心力の方が少しばかり強いので 

実は少しずつ遠ざかっているのだそうです 

 

とは言え 

月が地球にキスするところなんて 

全然見たくありません 

 

月が不器用で本当に良かった 

夜空を見上げると 

牧歌的に且つ不謹慎に 

そう思います 

 

―endless fall 





あるところに 

直線が大好きな王様が居たそうです 

 

あんまり好きなので 

国家的事業として 

完璧な直線を作ることにしたそうです 

 

ある著名な数学者を呼び寄せて 

毎日毎晩休ませることなく 

彼に直線を描かせました 

 

何百回と直線は引かれましたが 

王様は 

ここが曲がっている 

そこが曲がっている 

そう仰られて 

一向に納得しません 

 

ある日 

数学者は持ったペンで 

王様の両目をぷすりと潰して 

こう言いました 

 

貴方の見たいものは 

貴方の頭の中にしかない 

だからそれで幾らでも見えるだろう 

 

王様はたいそうお喜びになられて 

ずっと大好きな直線に囲まれて 

末永く幸せに暮らしました 

 

数学者はその名誉として 

綺麗に直角に交わった 

完璧に真っ直ぐな十字架で 

磔刑に処されました 

 

 

―line of paranoid 

 





同じような部屋で 

同じような暮らしをして 

同じような愛を語ったり 

同じような殺意を抱いたり 

 

そのうちに 

同じような子供が産まれ 

同じような幸せを感じ 

同じような病気に罹り 

同じような死を迎える 

 

それでも自分は 

他人とは違う自分だと信じている 

そう思える幸運を持った者だけが 

生き残る 

 

なんて 

同じような事を誰もが思っている 

 

 

―empty matrioshka 





恥ずかしい話なのですが 

子供の頃 

すれ違った知らない人を 

見えない鉄砲で撃ち抜く 

そんな遊びをしていました 

 

勿論見えない鉄砲なので 

誰もそれに気づかないのです 

 

けれどたぶん 

それは一種の呪いでした 

 

写真を撮るようになって 

その遊びはしなくなりました 

写真を撮る事が 

代償行為になったのです 

 

大人になって私は 

昔打ち抜いたその人たちが 

今でもちゃんと生きてくれているのか 

ふと気にかかったりもするのです 

 

 

―invisible bullet 



 



 
私の見ている世界と 

貴方の見ている世界は違う 

そんな風な話をされた事がありました 

 

人の数だけ 

世界はあるんだとか 

 

ほんとうにそうかな 

私は疑問を挟みます 

 

例えば私が死んでも 

例えば貴方が死んでも 

特にこれと言って世界に変化はないのじゃないかな 

 

でもそうか 

私と貴方以外にも 

人は無数に居るのだから 

ちょっと数が減ったぐらいでは 

ダメなのかも知れないな 

 

とすると全人類を 

ふんわりと消し去ってみたら 

私は私の思いのままの世界を 

手に入れることが出来るだろうか 

 

でもそれはちょっと 

面倒じゃないかなぁ 

 

なんて無精な私は思ったので 

結局は今でも良く分からないままなのです 

 

 

―1957, Hugh Everett 3rd 





 
 
誰だって 

届かない夢に手を伸ばしたことがあるでしょう 

 

実のところ 

私もずっと手を伸ばしていました 

 

ある日突然 

あぁこれはもう 

なんて言うか 

物理的にムリなんじゃないかな 

とかなんとか悟って 

手を伸ばすのを辞めました 

 

辞めてみて 

生まれて初めて 

自由な両手がある事に気づいたのです 

 

まぁ実際のところ 

子供だって硝子越しには 

触れられないって 

普通知っているんですけど 

みんな知りながら手を伸ばすものだから 

うっかり騙されていたのかも 

 

 

―too short reach 





昔の話になりますが 

鳥の屍骸を集めるのが趣味の 

素敵に頭がおかしい子に 

恋をしたことがあります 

 

きっと喜ぶだろうと思って 

私は家で飼っていた黄色いインコを 

殺してプレゼントしたのでした 

 

ところが彼女が好きだったのは 

鳥の屍骸を集める事であって 

鳥を殺す事ではなかったので 

私の気持ちはこれっぽっちも伝わらなかったのです 

 

愛情と言うのはだいたいいつも 

そんな感じのものです 

 

と言うのは全部デタラメで 

たった今思いついただけの 

戯言なのですが 

そこに何らかの共感を 

感じられるような気がしてしまうのが 

人間の冗長性の素晴らしいところです 

 

 

―pseudologia phantastica 





ある雨の日 

バスを降りると 

傘を忘れたらしい彼女に出会いました 

 

冷たく濡れた肌が 

きらきらと輝いていて 

とても魅力的に思えたので 

私は持っていた傘を 

何も言わずに彼女に貸したのでした 

 

 冷たい扉を開けて 

 今夜も私は彼女に会う 

 

同じバスを毎日使っていた私は 

その後まもなく彼女に再会しました 

 

雨でもないのに 

差し出された傘は 

体温と同じ暖かさを 

湛えていました 

 

 冷たい扉を開けて 

 今夜も私は彼女に会う 

 

その頃自炊に凝っていた私は 

数日後彼女を夕食に誘ったのです 

 

そうして私と彼女の 

生活が始まりました 

 

 冷たい扉を開けて 

 しかし 

 彼女はもう居ない 

 

あぁこれで漸く 

血も肉も骨も一つに成れた 

 

私は自炊を辞めました 

 

 

―my refrigerator becomes empty.





誰も使わない階段 

と言うのが 

街には案外たくさんあります 

 

普段はエレベーターしか使わなかったり 

或いは外階段とは別に中に階段があったり 

そんなようなわけで誰も使わないのですが 

それでも防災上の理由などで 

いつでもきちんと使えるように 

誰かが整備しているのだと思います 

 

私はそう言う階段を 

使ってみるのが好きです 

 

誰も気づかないようなドアがあって 

こっそり開けてみると 

大体そんな階段に繋がっていますし 

大きな駅ビルなんかでは 

見えない部分の大半が 

実は階段だったりします 

 

そう言えば 

普段使わない感情というものも 

人間の中には案外たくさんあって 

外から見るよりずっと広い部分を占めている事がありますが 

貴方のソレは充分に整備されていますか？ 

 

 

―dominant negative 





海は溢れないんだろうか 

そんな風に子供の頃は思ったものです 

 

小学校の先生は水は循環してるから 

地球上の水の量はずっと一定ですよ 

だから海は溢れませんよと仰います 

 

水素を空気中で燃やすと 

ぽんっと水が増えるのですが 

それって誤差なのでしょうか 

水を電気分解すると 

ぴりっと水が減るのですが 

それも誤差なのでしょうか 

 

私は今でも不思議です 

いえ不思議なだけで特に興味はありません 

海だって溢れたくなったら 

そのときは溢れるんじゃないかな 

 

海は生臭くて好きになれませんが 

爆鳴気が燃える音は可愛くて好きです 

 

 

―detonating gas 





とある文房具屋さんへ 
ばら売りの鉛筆を買いに行ったんです 
 
その日はとても品薄で 
いつからそのお店にあるのか分からない程 
売れる前から古びてる鉛筆が 
一本だけ残っていました 
 
どうしてもすぐに必要だったので 
その最後の一本を買おうと 
私の指が触れた瞬間 
 
私は鉛筆になっていました 
 
私は混乱します 
さっきまでの私が 
私を握ってレジへ向かいます 
 
私と鉛筆の意識が入れ替わったのではないのです 
私は恐らく 
私から分離して鉛筆の中へ入ったのです 
 
同じ私なのに 
そちらの私はこれまでと変わらず暮らし 
こちらの私はこれから鉛筆として暮らすのです 
何故私はこちらの私でそちらの私ではないのか 
同じ私なのに 
 
大変な事に気づきました 
私は鉛筆であって 
定規やコンパスではないのです 
私は私をゴリゴリと削って 
私はさらに細かい木屑になります 
さて今度はどちらが私になるのでしょう 
いつまで私は鉛筆で居られるのでしょう 
 
もっと酷い事に気づきました 
これまでの私は運良くずっと人間の私でしたが 
もしかするとずっと以前から 
同じ事が起きていたのかも知れません 
 
私は無数の私を私と気づかず 
ゴリゴリと削って捨てていたのです 
 
けど正直もうどうでも良いです 
今私は文房具屋の店員だからです 
 
 
―identity crisis 





紅茶を頼んだつもりで 

珈琲を頼んでる事がよくあります 

 

いえもしかすると 

ちゃんと紅茶を頼んだのかもしれませんが 

大抵飲んでしばらくしてから気づくので 

あぁこれは間違えたぞと思ったときには 

もうどうでも良くなっているのです 

 

きっと運命なんじゃろ 

そう思って飲み干します 

 

さしあたって 

色が付いた水なら何でも良かったのでしょう 

 

そうやって 

世界から重さをひとつひとつ 

偏執的に丁寧に 

取り除いていくと 

 

不健全に美味しいお茶が 

飲めたりもするのでした 

 

―hypogeusia 





幸福について論じる事ほど 

無駄なことはありません 

 

個々に適した定義があるのですから 

一般化する必要はないのです 

 

黙って幸せを噛み締めていれば 

それで必要充分なのです 

 

強いて一般化を試みるならば 

幸福について語った者の口を 

こっそりきっちり封じていく社会こそ 

幸福で満ちているのではないでしょうか 

 

とは言えもしかすると 

それでは不幸な人しか 

生き残らないかも 

 

 

―happiness is our duty, you know. 





私には幾つか 

人に自慢できる特技があるのですが 

道に迷うことはその一つです 

 

見たことがないものを見たい 

そう言った漠然とした 

原始的な衝動が 

私を道に迷わせます 

 

地理的な意味においても 

あるいは 

倫理的な意味においても 

私はおよそ人が入り込まないような場所へ 

踏み込んでしまう事があります 

 

私はその時に出会う 

裏返しの世界を 

心底愛しています 

 

けれど果たして 

私はソレを愛する為に道に迷ったのか 

道に迷ったから仕方なく愛しているのか 

どちらなのか 

今でも判断出来ないのです 

 

―reverse side 



 


