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photopos-26
2014.9.25

 光と風と大地のあいだを
とどまることなく
水は流れていく

かたちをさだめず
あらゆるものを透かし映し
あらゆるかたちを内に秘めながら

水のように流れ流れ流れる私のなかで
確かに確かに律動するかたちがある
無常をくるくると舞い続ける永遠の言葉のように

＊岡山県加茂町黒木ダム近くの散策路にて



photopos-27
2014.9.26

私たちには
木陰が失われている

光と影と風が戯れ
永遠から訪れる歌が
静かに奏でられる場所

私たちはひともとの樹となり
木陰をつくらなければならないだろう

深い深い息のなかで
永遠を受けとめることのできる木陰を

内なる鳥の飛翔を
見守ることのできる木陰を

＊岡山県加茂町黒木ダム近くの散策路にて



photopos-28
2014.9.27

光のもとにあるとき
影は私とともにある

影を失うということは
光を失うということだ

私の影のなかを水は流れ
さまざまに模様を描きだしていく

私はどこにいるのか
私はただ影を見るばかり

私はみずからを見ることができない
光そのものを見ることができないように

光と影の戯れのなかで
私という現象が揺らめいている

＊岡山県加茂町黒木ダム近くの渓流にて
＊金と引き替えに自分の影を失う有名な話は、
ドイツ・ロマン派のシャミッソーの『ペーター・シュレミールの不思議な物語』（「影をなくした男」）



photopos-29
2014.9.28

星のように
岩場で咲く花

ただ風にゆれ光を受ける
天に向かって潔く

花は聴いているのだろう
風の光の星の声

花の声は聴こえているか
人の大地の天の声は聴こえているか

＊岡山県加茂町黒木ダム近くの渓流の岩場にて
＊人の大地の天の声：荘子「人籟・地籟・天籟」からのイメージ



photopos-30
2014.9.29

＊三重県熊野市木本町にある「熊野の鬼ケ城」
＊この地には坂上田村麻呂が桓武天皇の命を受けて、鬼と恐れられた海賊・多娥丸を征伐したという伝説がある
＊岡山には、鬼ノ城という飛鳥時代のものとされる古代の城（遺構）がある
＊角を矯める：小さな欠点を無理に直そうとして、かえって全体をだめにすることのたとえ

鬼は征伐されたというのか
ではこの内なる鬼はいったい何者か

我が内なる鬼よ
何を思い煩い
何を夢見ている

秘されたものは
やがて顕わにされねばらない
しかるべきとき
しかるべき仕方で

けれども角は矯めないように
内なる鬼は新たな鬼にならねばならないのだから



photopos-31
2014.9.30

吼えているのは悲しいからだ
ひとりではいられない空しさが
悲歌となって激しく流れ出していく

吼えているのは恐れているからだ
自分のなかに作りだした敵に
傷つけられるのが恐いのだ

吼えれば吼えるほどに
守ろうとしている自分は傷つきつづけ
傷つくことを薪にして炎は燃えさかり
やがて自分を燃やし尽くしてしまう

＊三重県熊野市木本町にある「獅子巖」（「熊野の鬼ケ城」近く）



photopos-32
2014.10.1

＊三重県熊野市「花の窟」。伊弉冊尊（イザナミノミコト）の御葬所。花窟神社御神体で高さ約 70 メートルの巨岩。

花を祀れ
根の国黄泉の国のイザナミへ
我が内なるイザナミへ

花を祀れ
地に礼拝し
天へと向かって

花を祀れ
死を恐れず
生をも恐れず

花を祀れ
光のなかで
闇のなかでさえ

花を祀れ
己の有り体を鏡に映し
その姿から目を背けず

花を祀れ
我が内なるイザナミへ
深い敬意と尊崇とともに



photopos-33
2014.10.2

わたしとあなたをつなぐ橋
端と端は橋となってむすばれる

わたしという端
あなたという端
橋を渡れば
わたしはあなたとなり
あなたはわたしとなる

天は地に
東は西に
表は裏に

端と端のあいだ
どちらでもない場所で
どちらでもない者らが
ぐるりと反転していく

＊【帝釈峡・雄橋】広島県庄原市東城町の帝釈峡にある天然橋（長さ 90m/ 幅 19m/ 高さ 40m）。カル
スト地形での浸食作用によって、1.5 億年前から 3 億年前に形成されたという。スイスのプレビシュ、ア
メリカ合衆国バージニア州ロックブリッジ郡の Natural Bridge とともに世界三大天然橋とされている。



photopos-34
2014.10.3

動物たちはかつて人のなかにいた
人は人となるために
動物は動物になったのだという

人は人となることで
動物たちの叡智を次第に失い
動物たちから叡智を学ばなければならなく
なった
自由の代償は高くつくのだ

動物に似ている人がいる
叡智を失ってしまったことを嘆いて
擬態をしようとしているのかもしれない
真似るのは獣性だろうか叡智だろうか
自由とはなかなかむずかしい選択になる

＊「愛媛県立とべ動物園」の園内各所にある
　動物の形をした石たち



photopos-35
2014.10.4

鬼さんこちら
手のなるほうへ耳澄ます

目隠し鬼さん目隠しはずし
今度はしっかり目を澄ます

心の目が開いたらば
自分の鬼も見えまする

鬼が見えたらなんとしょう
自分さまから逃げられぬ

鬼さんこちら
自分のなかで
鬼さんにやりと笑います

＊島根県大田市大屋町『鬼村の鬼岩』
　《伝説》昔、近くの山に住む鬼が城を造るために岩をつかんで運び、積み上げた
　　　　　急崖表面にある窪みは鬼がつかんだ 5 つの指の跡であると言われている
＊高さ約 20m の奇岩の表面に『タフォニ』と呼ばれる窪みがある
　新第三系中新統久利層の粗粒凝灰岩〜火山礫凝灰岩で構成される急崖



photopos-36
2014.10.5

＊【静之窟（しずのいわや）】島根県大田市静間町魚津の海岸に存在する海食洞（奥行は約 45m、高さは約 13m）。火山角礫岩と凝灰岩がモザイク状に組み合わさり、それが浸食されてで
きている。出雲神話において大国主命と少彦名命が国造りの際に石窟を仮住まいとしたという伝承がある。（崩落の危険があるため現在立入禁止 / 写真は、2003 年 4 月撮影）。
＊写真は、静之窟とその周辺の海岸
＊万葉集に生石村主真人（おいしのすぐりのまひと）の歌が詠まれている
　「大汝少彦名のいましけむ 志都の石室は幾代経ぬらむ」
＊スクナビコナ（少名毘古那）：『古事記』では神皇産霊神（かみむすびのかみ）の子、『日本書紀』では高皇産霊神（たかみむすびのかみ）の子。大国主の国造りの際、波の彼方より天乃羅摩船（ア
メノカガミノフネ）に乗って来訪した小人神。国造りの協力神、常世の神、医薬・温泉・禁厭（まじない）・穀物・知識・酒造・石の神など多様な性格を持つ。一寸法師に代表される「小さな子」
のモチーフの源でもある。大林太良はこの神に「第二の自我」を見出し、吉田敦彦は双生児的な関係を指摘している。

その目はいったい何を見る
過去か未来か永遠か

常世の国から訪れて
常世の国へと帰還する
スクナビコナは知恵の神

我らもまた
かつて常世の国の者
常世の国を忘れはて
いったい何を見ているか



photopos-37
2014.10.6

石の時間
私の時間

石は沈黙しているが
とほうもなく雄弁だ
どんな主義も主張も
その前ではまったく無に等しい

変わらないものはないのだろうか
そう自問する私のなかで
変わり続ける私の現在と
変わらない私の永遠が語り合う

私はいったい何を見ているのか
変わっていく私と変わらない私は
時間の水平と垂直のあいだで
現在の永遠をゆっくりと歩いている

＊【石見畳ヶ浦（いわみたたみがうら）】の「畳ヶ浦の海蝕洞」
「千畳敷」「馬の背」「ノジュール（団塊）」／島根県浜田市
にある海岸景勝地。一帯は唐鐘海岸と呼ばれている。地殻
変動よって 1600 万年という長い時間をかけて隆起 と沈降
を繰り返し、現在の形になったと言われている。



photopos-38
2014.10.7

＊【籠神社奥宮真名井神社】
日本三景の一つ「天橋立」の付根にある「籠神社（このじんじゃ）」（元伊勢の一社であり、「元伊勢籠神社」とも称する）の奥宮。磐
座主座 ( 上宮 ) ／豊受大神 ( 亦名天御中主神・国常立尊 )。そこには神の水ともいわれる「天の真名井（まない）の水」が湧き出ている。

ヘレン・ケラーの手のひらに書かれた
w-a-t-e-r の指文字が
いのちの水ともなるように
私のなかに書かれた文字が
いのちの水となりますように

真名井の水であってさえも
そこに憎しみや怒りが記されたとき
水のいのちは姿を変えられてしまうだろう

私のなかに書かれた文字が
いのちの水となりますように
いのちの言葉となりますように



photopos-39
2014.10.8

＊【琴弾山・琴弾山神社】（島根県飯石郡頓原町大字佐見）
出雲大神・大国主命の国造り構想が練られた神話の残る琴引山と『出雲国風土記』に「大国主命の御琴あり」と記載
された琴引山の山頂に鎮座する古社。「御琴」は琴の形の石で、山の中腹にある「大神石」のことだとされている。頂
上からは、北西に三瓶山、北に沖の郷山、その横に等検境、右には大万木山、東にはや猿政山、南には女亀山が臨める。

神々の歌が聴こえるか
大地は神々のからだ
風は神々の声

私はみずからが弦となって
神々の歌を奏でようとする

魂の弦は
緩すぎないように
張りすぎないように

耳をすませば
失くしていたはるかな記憶が蘇る



photopos-40
2014.10.9

 見つかったのだろうか
常世の国で
永遠が

故郷へと帰還したとき
そこで浦嶋は何を見つけたのだろう
パンドラの箱ならぬ玉手箱のなかに

永遠と無常
悦楽と孤独
その彼方に

生まれ生まれ死に死んでいく
そのただなかにこそ
秘密はあるのではないか

見つかったのだろうか
生と死の国で
永遠が

＊【浦嶋神社（宇良神社）】（京都府与謝郡伊根町本庄浜／丹後半島の東側）
浦嶋伝説の伝わる神社。創祀年代は平安時代、淳和天皇の 825 年（天長 2 年）7 月 22 日。浦嶋子を筒川大明神として祀るのが始めであると伝えられる。主祭神／浦
嶋子（浦島太郎）・相殿神／月読命・祓戸大神。浦嶋子が訪れた「とこよ」を模した蓬山の庭」と名付けられた砂の庭がある。



photopos-41
2014.10.10

天を仰ぐということは
大地に根を張るということだ

大地の熱は天より来たりて
天へと向かって登りゆく

天と地は照応し
わが魂もまた

地を歩むときには
天空の星を律動させよ

天に祈るときには
大地の熱へわが魂を注げ

熱は魂の花となり
天と地は神秘のうちにむすばれる

【須佐神社・大杉・塩ノ井】 
（島根県中部を南北に流れる神戸川の支流、須佐川のほとり）
＊数多くある須佐之男命ゆかりの神社のなかで、唯一須佐之男命の御魂を祀る神社。主祭神／須佐之男命。祭神／妻の稲田比売命（いなたひ
めのみこと）、稲田比売命の両親の足摩槌命（あしなづちのみこと）、手摩槌命（てなづちのみこと）。『出雲国風土記』に「須佐社」、『延喜式
神名帳』に「須佐神社」と記載されている古社。
＊本殿の背後に、樹齢 1200 年ほど（幹周りは 6 メートル、樹高は 24 メートル余り）と推定される大杉が聳えている。
＊塩ノ井／須佐之男命自ら潮を汲み此地を清め給うたという。本社前にある小池。日本海に続き満潮の時は附近の地面に潮の花をふく。



photopos-42
2014.10.11

山を歩けば
山の声
樹に会えば
樹の声が

天狗が笑っているのだ
山の霊となって

見えないものが
忘れられてゆく時代
天狗はいったいどこに
往ってしまったのか

天狗は私たちのなかにいる
ときに生きる力として
ときに争う力として

天狗は笑いたいのだ
そして怒っているのだ
悲しんでいるのだ

自分のなかの天狗に
気づかないでいるとき
自分との戦いは
人との戦いになってしまう

笑う力を
激しい怒りに変え
鼻高々で
黒い天狗となりはてて

【大朝の天狗シデ群落】（広島県山県郡北広島町 田原灰谷）
自生するイヌシデの一種。突然変異によって、幹が曲がりくねり、枝がしなだれるなどの特徴を持った
珍しい天狗シデの群落（約９０本）。この規模の群落は世界で唯一。2000( 平成 12 年 ) に国の天然記
念物に指定されている。



photopos-43
2014.10.12

人が人の時間を生きるように
樹は樹の時間を生きる

人の時間に追われ
疲れたときには
樹の時間のなかへ

風も雨も鳥も
樹とともに戯れ
神々も宿り遊ぶ

永遠の宿る夢のように
樹の時間を生きるとき

私のからだのなかで
樹が詠いはじめる

【木路原天満宮ムクノキ】（島根県邑智郡川本町）
木路原天満宮のご神木。高さ約３０ｍ、幹まわり約８．３ｍ。樹齢推定約 300 年。平成元年度第 4 回自然環境保全基礎調査により、環境庁よ
り全国巨木ベスト 10 で第 9 位（樹木ムクノキの部）。県内では最大。ムクノキはニレ科の落葉高木で、本州関東以西から亜熱帯地域に分布。



photopos-44
2014.10.13

落ちてゆく落ちてゆく
水と岩の戯れのうちに

天から水を集め
水の霊土の霊の力を統べて
龍は降下してゆく

激しく打ち鳴らす打楽器と
吹き鳴らす管楽器で
神秘の音楽を響かせながら

龍は踊っている
不思議文字のかたちをした
変幻する天地の呪文のように

【三段峡】（広島県山県郡安芸太田町）
太田川上流の支流柴木川にある長さ約 16 キロメートルの峡谷。一帯は石英斑岩からなり、長年の浸食によって節理が刻まれ、断層が露出し
ている。匹見峡、寂地峡とともに、西中国山地国定公園の代表的景観。



photopos-45
2014.10.14

目的もなく
ただ砂を歩いて
向こうの海を見にいく

砂丘を歩く
足跡が残る
風がすぐに消してしまう足跡だ

意味のあること
記録に残ることが多すぎるから
ただ砂を歩く空漠さを楽しむ

賛成でも反対でもなく
ただ砂を歩く
やがて海を眺めて深呼吸する

勝者でも敗者でもなく
なんでもない自分であることのなかに
宇宙の不思議な力を感じたりもしながら

【鳥取砂丘】
鳥取県鳥取市の日本海海岸に、南北 2.4km、東西 16km にわたって広がる砂礫地・海
岸砂丘。砂丘の主な砂は、中国山地の花崗岩質の岩石が風化し、千代川で日本海へ流さ
れ海岸に集まったもの。



photopos-46
2014.10.15

【宮島・弥山】
広島県廿日市市宮島町の宮島（厳島）の中央部にある標高 535 m の山。頂上付近に、弥山の主な地質である花崗岩が風化し
て生まれた奇岩怪石があり、山岳信仰の礎となっている。
＊劫（こう）：仏教などインド哲学の用語で、極めて長い宇宙論的な時間の単位。サンスクリット語のカルパ (kalpa) の音写
文字「劫波（劫簸）」の略。循環宇宙論の中で、1 つの宇宙が誕生し消滅するまでの期間。ブラフマー（仏教では梵天）の 1 日。

石になる
ただ石になって
山の上に座る

ただじっと座っている
瞑想するでもなく
修行するでもなく

空が見える
海が見える
ただ見ている

太陽や風や雨のなかを
ひたすら石として

その石の時間でさえ
天女の衣の袖で擦られ
劫のあいだには
摩滅して消えてしまう

ただ石になり
山の上に座る

あまりにちっぽけで深刻な
私の時間の行き場のない迷路を
一笑に付してみたいのだ



photopos-47
2014.10.16

【長門峡】
山口県山口市阿東及び萩市川上に位置する峡谷。全長 12 キロメートル。中生代白亜紀の流紋岩質凝灰岩やデイサイト溶岩か
らなり、奇岩や滝、深淵など変化を織りなす奇勝として知られる。
命名者は郷土の画家、高島北海。詩人中原中也も詩をのこしている（死の前年、1936 年 12 月 24 日、クリスマスイヴに、
長男文也の追悼詩に続いて書かれている）。
＊「万物は流れ去る」（古代ギリシアの哲学者・自然哲学者「ヘラクレイトス」）

流れる流れる
あらゆるものは流れてゆく
岩でさえ削られゆっくりと流れてゆく
そしてわたしも静かに
ときに激しく流れてゆく

わたしは茫洋としている
有機交流電灯よりもたよりなく
流れる雲よりもさまざまに姿を変えて
ただ流れ流れ流れてゆく

悲しいではないかと嘆くものあり
むしろ爽快ではないかと嘯くものあり
わたしは静かに笑いながら
ただ流れてゆこう

流れる流れる
あらゆるものは流れてゆく
流れないものはあるのか
その問いさえも流れてゆき
流れるということの持続のなかで
わたしが永遠から
流れ出ていることを知る
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【鬼の舌震】（島根県奥出雲町にある峡谷）
伊川の支流馬木川の急流が岩を削ってつくりだした、およそ 3km
にわたる大渓谷。Ⅴ字谷の左右には、大天狗岩、小天狗岩などの岩
壁が屹立。谷のいたるところに、はんど岩や亀岩、千畳敷、天狗遊
岩、畳石など、風化や水食による奇岩や怪岩が累々として横たわり、
河底には大小の甌穴群がみられる。
名前の由来は、『出雲国風土記』戀山（したいやま）の記述の中に

「ワニが玉日女命（たまひめのみこと）という美しい女神を恋い慕う」
とあり、この「ワニのしたふ」が転訛したものと伝えられる。ワニ
が近づくのを拒んで、たくさんの岩で川をふさいでしまったいう話。

＊昭和５年に、与謝野晶子、鉄幹夫妻が
　この鬼の舌震を訪れた際に詠んだ歌。

「渓けはし鬼舌ふるひ去りたれば
      　河鹿いざなふ月させよとも」( 晶子）

「渓の岩百畳をさへしきつべし
     　鬼の童子の現れて舞へ」（鉄幹）

鬼さん舌を震わすならば
歌のひとつも歌っておくれ
恋する気持ちを伝えておくれ

天狗も誘って歌っておくれ
恋も遊びも戯れも
いずれこの世の花と散る

散らぬ花などなきものを
はかなきゆえに身を焦がす
恋のしらべはせつなく響く

ひとときゆえの刹那の魔法
かかりてもなおやがては癒ゆる
かなわぬ恋もあこがれも
永久（とわ）の流れのいや増すなかで
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【三瓶山（さんべさん）】

島根県の中央部にそびえる大山火山帯に属する活火山。主峰・男三瓶

（1126m）をはじめ、女三瓶（957m）、子三瓶（961m）、孫三瓶（907m）、

太平山（854m）などの峰が「室の内」と呼ばれる火口を囲んで環状に

並び、男三瓶山北麓から室の内にかけて、コナラやミズナラなど「三瓶

山自然林」がひろがっている。それぞれの峰はデイサイトからなる溶岩

円頂丘。

＊北麓の三瓶町多根小豆原地区には、約 4000 年前の火山噴火で埋積さ

れた埋没林が、「三瓶小豆原埋没林公園」として公開されている。

＊『出雲国風土記』が伝える「国引き神話」では、三瓶山は「佐比売山

（さひめやま）」の名で記されている。「狭姫（さひめ）」とは、水の守り神。

ダム湖も築かれ、「さひめ湖」と名づけられている。

おだやかな光よ
ゆるやかな風よ
おまえのなかには
隠された試練が眠っている

私のなかに
埋没した地層が眠っているように
火と水の試練が
私を眠りから覚まそうとしている

火に焼かれそうになるならば
私のなかに
決して消えない
火種をつくらねばならない

水に溺れそうになるならば
私のなかに
決して涸れない
水源をつくらねばならない

越えられぬ試練はない
朝の訪れない夜はないように
火と水の声が私の眠りを覚まし
新たな朝へと導いてくれるだろう
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【青海島（おおみじま）】
山口県長門市の北、日本海に浮かぶ島（面積 14 平方キロ
メートル、周囲は約 40 キロメートル）。島の北岸は日本海
の波を受けた浸食地形で、洞門や断崖絶壁・石柱など数多
くの奇岩・怪岩などが芸術作品のように並んでおり、その
姿は「海上アルプス」とも称されている。

ようこそ
神々の庭へ

神々は沈黙していない
悠久の時間のなかで出遊し
あらゆるかたちを彫琢し続けている

刹那を生きる私たちのなかにも
神々の時間は生きている
けれど私たちの時間はあまりにもせっかちだ

かつて人は神々とともにあり
やがて人は神々へと帰還する
私たちは永遠と刹那を往還しているのだ

どちらが夢でどちらが現
どちらも夢でどちらも現
メビウスの環のように
永遠と刹那は結ばれている


