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 言葉に〈芯〉を、明かりを宿すということ 

 

   

 

詩人 

和合 亮一 

 

 

震災直後。しだいに明らかになる被害状況や、増え続ける死者・行方不明者の数、食料品を求めてスーパー

に列をなす人々の姿…。見聞きした光景やその時の感情を、夢中で黒い手帳に記し続けた。 

 書記という行為が、眼前の災いに反応してというよりも、もっと何か奥底のようなところから私にもたらさ

れていたような気がしたのは、容赦なく激しく地に揺さぶられ続けたからなのかもしれない。 

 やがて原発事故による放射線の影響で大勢の人々が避難を強いられるなか、自分も明日は故郷を追われるか

もしれないと思った。ある夜に雨が降った。人々に不安や恐怖が連鎖していくなか、自宅でじっと息を潜めた。 

 点けっぱなしのラジオからは、震災の情報がひっきりなしであったが、合間にピアノの美しい旋律が響いて

きた。こんなふうに手帳の紙面に、深夜に書いている。「美しいピアノの曲にうっとりする。静かに雨が降って

いる。一粒、一粒。放射能の雨なのか」（3月 16日）。そして、この日はほとんど眠れずに夜を明かした。 

 翌朝に妻と息子の 2 人を山形に一時的に避難させた。たった一人で部屋に居ると、そこに閉じ込められた感

じがして絶望感で一杯になった。知り合いから安否を尋ねるメールがたくさん届いていた。一つ一つに返事を

する気力もない。ふとツイッターで自分の事を知らせようと考えた。 

 近況を伝えるツイートをしているうちに、直後から手帳に記していた様々な衝撃が詩になりだしていった。

スイッチが入った。まるで真っ暗な部屋を一瞬にして明るくするかのようだった。頭の中は白熱し、一心不乱

になって書き続けた。どんどん浮かんでくる言葉を発信していった。「行き着くところは涙しかありません。私

は作品を修羅のように書きたいと思います」（3 月 16 日）。そして、次にはこう記している。「放射能が降って

います。静かな夜です」（3月 16日）。 

 

つぶやきを始めた直後から読者の方々に多くのメッセージをいただいた。翌晩にはフォローしてくれる人が

500人以上になり、また書こうと思った。 

 繰り返しやってくる余震に耐えるため一人で身を潜めていると、自分のよく知っている港の町が津波で流さ

れ、瓦礫の山となっている映像が目の前に浮かぶ。 

 二十数年書き続けてきた自分の詩も、一度瓦礫のように粉々にすべきだと感じた。そうしたうえで粉々にな

った言葉を追い掛けたいと思った。やがて本にまとまっていく詩集『詩の礫』とは、このように詩になる以前

の瓦礫のようなものから始まった。「この震災は何を私たちに教えたいのか。教えたいものなぞ無いのなら、な

おさら何を信じれば良いのか」（3 月 16 日）。「あなたはどこに居ますか。私は暗い部屋に一人で言葉の前に座

っています。あなたの言葉になりたい」（3 月 18 日）。「夜の深さに、闇の広さに、未明の冷たさに耐えている

こと。私は一生忘れません。明けない夜は無い」（3月 19日）。 
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詩作と向き合いながら、言葉にすがるようにして毎日を過ごしていた。言葉と私しか、この世に存在してい

ない。屋内退避の家の中で、私はまさに言葉の中へと閉じこもりたいと思った。 

 テレビを見るともなしに眺めていて、いわき市の中心街が映った。完全にシャッターが閉じられていて、誰

も歩いていない通りの様子が紹介されていた。 

 これでは完全に無人の街である。まるでゴーストタウンだ。私の知るいわきの活気は少しも感じられず、三

月下旬の冷たい風が目に見えるかのようだった。私の住む福島市の街も同じなのだろう。いわきも福島も終わ

りだと直感した。  

 ラジオ福島の大和田新アナウンサーが、ラジオの中でこのような話をしてくれた。いわきのある浜辺で、津

波の直後に消防団の方が必死に救助作業にあたっていて、波の上の畳に乗ったご老人を発見したそうである。

消防団の方が縄を投げて、つかまるように指示した。老人はロープをしっかりと握ったが、やがては力尽きて

しまい、手を離してしまったそうである。この時に、老人は消防団の方に、強くこのように言い残したそうで

ある。 

 「立派ないわきを作ってくれ」。 

 語りを耳にして、あてどなく詩を書き続けながら手と心とが止まった。いわきへの想いが込められた一言に、

最後の力を振り絞り命を賭けて叫んだ決意に、打ちのめされた気持ちになった。あまりにもそれは強く、言葉

そのものの殻は壊れて、硬い芯だけが心に残された。こんなふうに人生の終局に故郷を想って、託すことがで

きるのだろうか。生者へと投げられた〈芯〉とは何か。言葉の魂の本当を知った。  

 

 一ヶ月ほどが経って、ようやくガソリンが手に入ったので、相馬の松川浦へ行った。そこで大変な津波の被

害を目の当たりにして、あらためて言葉を失った。波にさらわれた方々を思った。鎮魂の詩を、ツイッターに

書こうと心が動いた。相馬の津波の後の風景を写真に撮り、そこに詩を添えることから始めた。それらを「詩

ノ黙礼」と名付けた。 

書き始めた頃は静かな気持ちが自分のなかにあって、静かなまま続くのだろうかと考えていたが、続けてい

くうちに、祭礼の儀式ということを思うようになった。 

 死者を祭るということは、激しいもの、強いものを包含した何かなのではないか。 

 そう考えるようになったのは、強いイメージや激しい言葉が自分のなかから自然に生まれてきたからである。 

 避難所で寝ていると夜中に風が吹く、風が木を揺らして、枝がピューピュー音を立てる…。その音が亡くな

ったひとたちの泣き声のように聞こえたとボランティアに行った知り合いから聞いた。その音でなかなか眠れ

なかったそうである。 

 泣いているんだ、悲しんでいるんだ…、だったらもっとそれを聞かなくてはいけない。書けば書くほど、そ

ういう思いに駆られるようになっていった。 

例えば震災から１ヶ月後の 4月 11日には、こんなふうにツイートをした。 

 

4 月 11 日。魂を鎮めるには、どうすればいいのか。ツバメが、巣から空へと、行ったり来たりしている

のを、眺めていた。巣に入り、ヒナに餌をやり、また飛び立つ。空を滑るようにして、えさを捕らえ、

また戻る。巣の中でどんなふうに、ヒナと時を交わしているのだろうか。 
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4 月 11 日。魂を鎮めるには、どうすればいいのか。ツバメの颯爽とした春の影を追う。無念の死、無念

の旅、無念の暮らし、を強いられた人たちよ。ヘリコプターの影が律儀に過ぎる。自然は暴力的であり、

礼儀正しい。 

 

ツバメの巣の中には、命がうごめいている。息を殺して、餌が来るのを、巣の中の暗闇で待ち続けてい

る。やみくもに愛を信じているのだろう。激しい余震だ。 

 

いわき市、アクアマリン水族館。一ヶ月の間に、魚類は全滅している。全滅か…、黙礼。 

 

夕方から、強い雨。「雨や雪には触れないように。基本的には、外出禁止…。」一ヶ月が経ったが、変わ

らない指示。…車の乗り降りの時に、大きな雨粒がぽとりと袖に落ちる。放射能が物体となって、私の

袖に。放射能が私を見ている。私も放射能を見ている。後ろの車のクラクション。 

 

4月 11日。時は重たく、ただただ、時の底を時の底にしているままだ。 

 

4 月 11 日。私はあなたを想っています。土砂降りの中、傘をさして、故郷を追われていくたくさんの影

を、丘の上で想っています。馬のいななき、余震。 

 

4 月 11 日。嵐よ、雲よ、光よ。余震よ、風評よ、放射能よ。どこまで我らを痛めつける。天命というも

のがあるのなら、汝らが我らにもたらす意味とは何か。…あるいは汝らは、意味の影そのものか。なら

ばその先で明かりを受けているものとは、何なのか。私たちは理由の無い傷口に震えるばかりだ。  

 

「理由のない傷口」。例えば、このような言葉を耳にしたことがある。 

 「頑張れ」というふうに良く励まされるけれど、これ以上、何に堪えれば良いのか、情けなくて涙が出てく

る。その度に私の心は傷つけられたような気がする、と。 

 この後、しばらくすると、ある町に住む人々には放射線量の積算計のようなものが支給された。いつも外出

する際にはそれを首から下げるようにとの指示だった。 

 こんなふうに私に言った人があった。 

 「情けないよ、こんなものぶら下げてさあ」。 

学校が再開して、通い始める子どもたちにもそれは配られた。 

 ある子どもは要らないと首を横に振った。こんなふうに呟いたそうである。 

 「どうせ、僕、もう被爆してるもん」。 

 

 その年の秋頃になる。 

 福島の子どもたちを集めて、避難をしている方々からお話をしていただく場を設けたことがある。共通して

いたのは、子どもさんたちと一緒に、故郷である浪江や飯舘に、いつかは戻ってきたいという夢を大切にして

いるということであった。子どもたちに土地をつなぎ渡していくことを信念にしている姿があった。 
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 その中の Hさんは、時々に浪江の家に戻り、片づけをしていることを話して下さった。今暮らしている福島

市も好きだが、やっぱり浪江が一番好きだと語ってくれた。ネズミなどが家を荒らす被害はひどいらしく、定

期的に掃除に出かけているのだそうである。事情があってなかなか行くことが出来ず、久しぶりにこの前に家

に行った折のことである。 

 比較的に気温が高かったので、久しぶりに玄関の戸を開け放しにして、（すぐネズミなどが乱入してくるので）

網戸を閉めたままにして、あれこれと作業をしていた。すると台所に立った時に、急に後ろから背中を押して

くるものがあった。振り返ってみても何もない。また前を向くとぐっと触って来る。ああ、と分かった。それ

は玄関から入り込んできたあたたかい風だった。 

 それに気づいたとき、Hさんは涙が止まらなかったそうである。 

 こんなふうにとっさに思ったそうだ。「久しぶりに、住んでいた人がやって来たから、この家が喜んでくれて

いるんだなあ」。しばらく話しを止めて、涙をこらえていらっしゃったHさんの姿が印象的だった。 

 お話をして下さった幾人の方々にお礼を述べた後に私は、子どもたちに問うた。 

 

原子炉の威力がなくなるまで、何年か知っているかい？  

   「三〇年、四〇年」  

   その時にみんなは何歳？  

   「五〇歳」  

   その間、ずっと炉の威力はなくならないし、放射能の恐ろしさは、もっと続いていくかもしれない。 

だから、このことはみんなの問題なんだ。 

廃炉になるまで、そしてなってからも、長い時間が続くだろう。 

福島の今は何も解決なんかしていないし、これからもどうなるか見当がつかない。 

むしろ色々なことが、もっと難しくなっていく気がする。 

そこでみんなは何を感じて、考えて、伝えていくべきなのか。 

言葉に出来ない思いを今、大人の方々から感じたよね。 

そこを見つめることだ。 

そしてそれを言葉にすることが一番大事なんだ。 

そのときに自分だけの言葉の芯が必ず見つかる。 

「復興」という言葉は大切な意味があるけれど、便利でどこか危険な言葉だと私はいつも思っている。 

それで片付けられないものこそを見つめることだ。 

そしてそれを言葉にしていくことだ。 

言葉に出来ないそれを言葉にしていくのだから、なんだか話はおかしいかもしれない。 

だけど、その〈おかしさ〉と戦い続けるのが、みんなに与えられた時間なんだ…。 

 

純粋なまなざしの彼らに話をし終えた後で、私は自分にこんなふうに呟いていた。 

この震災の意味をきちんと受け止めなくてはいけない、受け止めることから逃げてはいけない。この震災が

もたらした意味を余すところなく受け止めること、そして今後も受け止めつづけること、その器として言葉が

あるのなら、受け止める器としての言葉を探すことから始めてみたい、と。 
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   ★ 

 

 原子力発電所関連のニュースを耳にして、すぐにその言葉をメモした。それをそのまま分かち書きにした。

そこに言葉を加えて、このような詩を書いた。 

 東日本大震災を伝えるニュースは時に、今をそのままに伝える詩の言葉になっていくことを感じてきた。 

 どこまでがニュースの言葉で、どこからが私の言葉だと思うだろうか。 

 

 

情報 

   

「福島第一原子力発電所３号機の」 

「原子炉の内部で」 

「２７日」 

「ロボットを使った調査が行われ」 

 

「建屋１階で」 

「１時間あたり４７８０ミリシーベルトの」 

「高い放射線量が」 

「測定されました」 

 

「浴びると」 

「すべての人が」 

「死ぬとされる値に」 

「２時間ほどで達してしまいます」  

 

「一個のロボットは何を感じたでしょうのか」  

「わたしやあなたの代わりに」  

 

「情報が入りました」 

 

「孤独を感じている様です」 

 

 

   ★ 
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 次の詩は、被災した方からお話しをお伺いして、それをそのままにまとめたものである。体裁は詩の形に整

えたのだけれど、私の言葉は一つも入っていない。 

 

 

   対話 

 

「一年目は怒りと悲しみでした 

二年目は町に本当に戻れるのか不安と恐れでした 

三年目はあきらめて笑うしかなくなりました 

そのまま四年を迎えました」 

 

「今も 毎週のように 青森から 

幼い息子さんと 娘さんを探しに海辺にやってくる 

若いご夫婦がいらっしゃいます 

日曜日の夕方に戻っていきます」 

 

「仮設住宅の暮らしをずっと続けていますが 

避難指示解除になったとしても 会社も 学校も 病院も 

元の通りには ならないだろうし 

あきらめて笑うしかないのでしょうか」 

 

「あの若いご夫婦は 少しも笑わずに探しています 

 

姿を見ていると 大海に抱かれているかのようです」 

 

   ＊ 

 

福島は 津波だけだったら良かったのにね 

 

そんなふうに 遠い街で  

 

ある時に誰かに ふと声をかけられ 

 

色んな気持ちが 混じり合って 

 

その方の顔を見つめ直したことがあります 
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悪気がないことはとても良く分かります 

 

だからただ 黙っていました 

 

若い父と母の影がはっきりと心の中を過ぎたから  

 

一緒に 笑うことが出来なかっただけなのです  

 

 

   ★ 

 

 

 次の詩は、気仙沼の避難所に暮らして様々な支援をいただいたことについて、素直な感謝の気持ちを綴った、

当時小学校５年生の詩である。 

 

 

ありがとう 

                                                        菊田 心 

 

文房具ありがとう 

えんぴつ、分度き、コンパス大切にします。 

 

花のなえありがとう。 

お母さんとはちに植えました。 

花が咲くのがたのしみです。 

 

うちわありがとう 

あつい時うちわであおいでいます。 

 

くつをありがとう 

サッカーの時とってもけりやすくて、 

いっしょうけんめい走っています。 

 

クッキーありがとう 

家でおいしく食べました。 
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さんこう書ありがとう 

勉強これからがんばります。 

 

図書カードありがとう 

本をたくさん買いました。 

 

やきそば作ってくれてありがとう 

おいしくいっぱい食べました。 

 

教室にせん風機ありがとう 

これで勉強はかどります。 

 

応えんの言葉ありがとう 

心が元気になりました。 

 

最後に 

おじいちゃん見つけてくれてありがとう 

さよならすることができました。 

 

 

 ここには、「ありがとう」にこめられた〈言葉の芯〉のようなものを見つけることができる。この詩は、河北

新報に掲載されて、たくさんの人々の心を励ましていった。多くの方々はこの詩に、何回も繰り返される「あ

りがとう」の言葉に、確かな明かりを感じたのである。 

 

 昨年の春に、家族を失った被災者が、その家族に宛てた手紙を読ませていただいた。私は、このような詩を

書いた。 

 

 

    海という文字の中に  

 

ある母は 中学二年生だった息子に手紙を書いた 

あれから年月が経ったから 大きくなっただろう  

きみに どんな服を買ってあげたらいいのか 

分からなくなってしまったよ 
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ある母は 結婚を控えていた娘に 宛てた  

必ず あなたを見つけるからね 父さんは 

潜水士の資格を取った この家に 

連れて 帰るからね   

 

ある女性は 交際している相手のご両親に 

彼は 消防士を目指して頑張っています 

一生懸命に支えたいと思います 天国から 

見守っていてください  

良い妻に 母になりますと 綴った 

 

たったいま 水平線で眠る人々への便りの上に  

静かな波間の光だ 風の往来だ 海鳥の影だ  

かつて ある詩人は こう 言った 

 

「海よ、 

僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。」 

 

                         ＊注 三好達治の詩より引用あり 

 

 

 詩人・草野心平はかつてこのように述べた。 

詩には思想の旗印などいらない、詩の内面に思想が宿るのだ、と。 

  

言葉にすることでつながっていくこと。 

 震災を通して私たちが知った〈言葉の芯〉を、一つひとつ手探りで探していくこと。 

  伝えていくこと。分かち合うこと。 

 このことは、私たちの現在の言葉に〈芯〉を、明かりを宿すことに他ならない。  

 


