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山本正人 Masato Yamamoto 1976~
群馬大学教育学部卒 長野市在住
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町田哲也

任せた︒なかなか筋肉質の大型の猪や熊も闊歩する
獣道が筋に交錯し目撃しているので︑まだ数えるほ
どだが最新の身支度で上り下りするアスリート風の
ランニングやら自転車の単独行者とすれ違うことが
あると︑他人事と見受けても気をつけてと声をかけ
そうになる︒標高九百を超えた高原には戦後唐松が
植林されているが︑サスケを下る脇のほとんどは広
葉樹の放置森林が広がり︑樹間から溢れる陽光と陰
が織り混ざって短い季節の間は瑞々しい︒降雪の季
節はふたつの村から上の雪掻きは行なわれないの
で︑雪解けまで半年近く通行不可となる︒唐松林帯
には間伐事業のための大型車が幹線から迂回して間
引きを行っていて騒がしく︑どれほどのボリューム
を間伐すれば気が済むのか場所の陵辱と感じること
もあるが︑サスケを下る山襞の広葉樹の豊穣は淘汰
に任され奔放に放置されている︒と眺めを放る度に
ベルリン郊外のヴァンゼー湖畔の自然の放置を憶い
だす︒洗練は制御整理を経てありのままへ解体する
恣意の成熟が必要というわけだ︒サスケの南東側に
は長い時間地を削った深い沢谷があり山襞はここで
一旦途切れた形状をして別の隆起の峠へとまたせり
上がって三登山へと続く︒レモンのスリ皿の汁を貯
める部分が高原となって平たく広がったその東に遠
く河川に向かってなだらかに傾斜した地勢を牧歌的
に熟成させた村々が続き︑大気の澄み切った時は︑
四十キロ東の志賀高原山脈連まで明瞭に見渡せる︒
果樹園と水田が広がる傾斜地に一万人が暮らしてい
る︒数十キロ北の県境を超えると行成りコルホーズ
宛らの広大に海岸まで広がり続ける新潟の水田景よ
りも︑巨神の掌︵てのひら︶とも眺めることができ
る地勢的形状に任せた田園と居住各戸の併置感︑点
在の仕方︑上空が大きく反り返って広がった環境空
間そのものが︑まさか住まうとは思ってもみなかっ
たと高原の縁から東へ広がる丘陵地を眺める度に︑
過去が丁寧に織られた未来景と瞳には映るのだっ
た︒
町田哲也
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水槽の香り

Tetsuya MACHIDA 1958~

人が代々手狭の農地にての農作業や買い出しなど生
活に利用するばかりの細道が市街地と高原を結ぶ距
離に渡って長期の復旧工事となり︑この期間おそら
く村人は西側のダムのある幹線へ大きく迂回するこ
とになった︒こちらも車幅が増えた車に乗り換えた
こともあり八つある下りの選択肢から暫くの間この
筋は外していた︒併し霊園の墓掃除にはこれが近道
でありそろそろ修復が完了したかどうか様子を確か
めるつもりを墓守の仕事に被せて早朝単車で走り入
ってみると︑幅員が補強拡張され︑崖のせり出しを
崩してネットで押さえつけるなどした幾つかの箇所
の修復が終わり土木業務用の車両や器具も片付けら
れている︒山襞でつくられた大小の谷やせり上がっ
た峠のような際を曲がりくねって下から上へと繋げ
保たれたのは︑通商の利便ではなく信仰と逃走の千
年以上の時間が︑近代以降の植林などの作務や高原
開発のゴルフ場建設を経て︑点在する生存域を倹し
く保守したことが理由と思われる︒併し一体何故営
みの家をこの場所に選んだのか︒簡単には理解でき
ないふたつの村にはそれなりの由緒があるだろう
が︑おそらくこの道のお陰で過疎廃村の道を選ぶ必
要はなかった︒似たような状況環境の地が西側には
散在しているが︑微妙な距離や地勢的な位置によっ
て人気が絶えた場所もある︒経済の隆盛を受けて舗
装され利用の種類も豊富になりながら︑但し細い林
道にようなものだから対向車とのすれ違いはむつか
しい︒大型車の通行は不可能なので使用制限されて
いるというよりも入口と出口を見れば侵入は即座に
見切られる︒侘び寂しい道の性格は残されたままと
なる︒時間をかけて洗練したルートとも考えられる
絶妙な位置取りで標高差五百メートルを上がり下り
して初夏を越えれば鬱蒼とした樹木のトンネルに触
れながらくぐり抜ける︑場所によっては襞筋を山頂
から吹き下ろしが転がり落ちてきて砕け割れる場所
があり︑真夏でも冷えた大気の塊を突き抜ければ軀
が軸よりぶるっと震える︒市街へ降りる幹線の他に
幾つかある作務林道のひとつのこの道に︑サスケと
名前を付けて使い始めると距離も時間も半分に短縮
された︒鮮少な客にこの道を教えると必ず試してく
れるのだった︒鹿ノ原︑蛇崖︑獣ノ円卓︑熊通りな
ど勝手に名付けた樹木森の溜まりは︑命名の所以が
出食わした獣など手前勝手に細々とあったけれど
も︑地勢形状の及ぼす場所の感触はそれぞれ独特な
ものであり︑必ず鹿が現れ蛇が湧き出しフクロウと
ムササビが飛翔するわけではなかったが︑久しぶり
の走破は気軽な格好での単車だったこともあり︑通
り過ぎるその場所の性格が︑身体に直に浸透するに

私は水景を食い入るように見つめながら、漂う水槽の香りに眉を開いた。

硫黄は植物の必須元素に数えられ、水草も例外でない。そして土壌にも硫
黄化合物が存分に存在する。

魚類や甲殻類の排泄物、水草の古葉が好気性細菌に分解され堆積した汚
泥層は、量を増すごとに密となる。好気性細菌はそこに一時代を築くが、
繁栄するほどに自ら酸素を使い果たし自滅していく。これが嫌気環境を
生む顛末である。
つまり、万物の神のごとく水世界を作り差配する者のさじ加減ひとつで、
如何様にも変わるというわけだ。

私はその芳しさにほっとするのだけど、そこに硫黄絡みの臭気が混ざると
要注意だ。

ではなぜ嫌気性細菌が優位となるか。
それは水槽底床に積もる汚泥層である。

水槽にも個々の香りがある。
魚が安閑と遊泳し、エビは絶え間なく胸脚を口に運び、水草がどうだと言
わんばかりに色気を出す水槽には、芳醇な腐葉土のフレーバーをベースに、
甘いエキスを垂らしたような香気がある。

個展 NICHE GALLERY / 銀座・東京
2018 年 11 月 26 日〜12 月 6 日（日曜休廊）
川合朋郎 Tomoro Kawai
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東京藝術大学大学院修了
http://tomorokawai.com

サスケ

川合朋郎

前から安定的な住処として使われた環境だったと思
われる︒時には河川の洪水で流されつつ開墾と定住
が現在の想像力を超える長さで続いたのだろう︒盆
地縁西から北を経て東へ立ち上がる里山の頂きは戦
国の時代に下って城が築かれ睨み合いの先鋒となっ
た︒つまり里山は囲みの縁上から眺める場所であり
盆地扇状地は眺められる場所としてその性格を濃く
した︒北上する谷左側頂上には四十五年前に霊園が
開設され父親が長兄の伯父と此処に墓を購入しふた
りとも今はその中の骨となった︒この山の東脇から
谷沿いを登る細道を進んで北へ回り込むと︑谷が一
旦深く落ち込んで北西の火山堆積の襞裾と結ばれ︑
その部分だけ粗方垂直な緩い凹凸を残した︑いかに
も修復時の事象認識の程度︑危機への現実感の乏し
さが知れる薄いコンクリートの被膜で覆った崖壁面
に︑辛うじて切り分け上昇を誘う歩筋の︑大きく食
い込んだ曲折襞の深さ百メートルは超える谷側に
は︑所々ガードレールがあるけれども︑経年の事故
やら何かで生じた凹みが重なり残り︑塗装が剥がれ
た部分から浸食した錆が老朽を加速させ︑安心を預
けるとか手を触れるには憚る観念的には嫌な場所で
あり保全にも難所と見受けられる︒これは酷使する
わけではない場所であるのだから︑通常の使用頻度
のそれではないから︑と小さな修復の度に安普請を
繰り返す誰かの声が余所者を追い払うように崩れた
時間の中から頑固な謐きとなって聴こえてくる︒雨
水で露出した樹木根の張りに道筋の支えのほとんど
を任せ︑安直を放り投げた裾路を斜めに登る路肩縁
の舗装面が嫌な深さでひび割れて︑山側へ躙り寄る
ように避けて通り抜ける時には蟻の門渡りの記憶に
触れ冷たいものが背を流れることもあった︒登り口
は野菜畑の縁道の構いない私道を匂わす風情である
ので︑ここからまさかどこかへ通じるとは思えない︒
最初に奥へ踏み入れた探索の際には行き止まりを戻
るつもりがまずあった︒土砂降りを前にする雪が消
えた季節に到頭すっかり罅割れの五分の一がパズル
ピースの抜ける態で崩れ落ち通行止めとなる数ヶ月
前から︑更に登った﹁水﹂と﹁窪﹂の字を宛てられ
た二つの村の中間にある別の崖では︑落石を収める
為に崖そのものを大きく切り崩し土砂を運び去りつ
つ拡張する︑幹線などのそれと比較すると交通量の
少なさを鑑みてか︑かなり待たされるタイムラプス
規制信号機が設置された交互通行の修復工事が始ま
っていた︒北の峠とダムが建設された幹線がこの危
うい筋の両脇の谷沿いにあり︑観光などにも広く利
用される幹線は格上の県道であり二十年前のオリン
ピックの前に梃入れされている︒主に二つの村の住

え〜っ！俺もう 27 歳かぁ、と思っていたのになんと昨日で 42 歳になった。

白岩と呼んでいた石灰層が剥き出された真下には
祀られた社がある崖を指差して︑今日ほど過保護で
はなかった大人達には勿論内緒の探検という名目
で︑下から見上げ這いのぼり︑行ってみようという
だけの闊達な前倒しとは懸け離れた︑崖上に立って
はじめて現実に気づいた異様に不自由な位置にて︑
走り回ることが唯一の自由を誇る子供の足に高みの
竦みがくっきりと刻まれ︑石化した後退りの四つ足
となり蟻の門渡りを震える肢体でしがみつきなんと
か降りた記憶は消えることがない︒以降高度恐怖の
質︵たち︶が爪先に蝕み︑似た状況に触れると遠い
記憶が手前に掘り出される︒物差しで指先を叩く抑
圧的な習い事の時間の外で︑その鬱憤を晴らす勢い
が増したかして︑川沿いを流れの中伝って下半身を
濡らしたまま上流へと歩き小さな滝となった岩から
幾度か小さく滑落し膝の擦り剝きに唾液を擦り付け
つつよじのぼり落雷だろうか空洞になった足の長い
昆虫にまみれた樹木の中に空缶に入れたものを持ち
込み︑さてそれでどうすると当惑を焦れていた︒或
は嬉々として後先考えず土手から川原へひらりと落
下そのものに転化したかったのか飛び降りて胸に膝
を強打し意識の消える視界の脇に見ず知らずの貌が
並ぶなどしたよりも︑白岩は振り返ればはるかに向
こう見ずの﹁走り﹂だった︒流石に引率した年上は
大事を怖れたのだろう一度誘ったきりで︑こちらも
単独で滑落の恐怖に近寄る意気地はなかった︒川原
に馬の死骸を見たのはもっと前の山村の記憶だろう
か︒あれとこれとは怖れの種類が違うと幼心に思っ
たものだ︒諄︵くど︶いように記憶の沼縁を辿り突
︵つつ︶くと︑危なげな誘いを繰り返した年上は中々
狡猾に行為証のような手作りのバッジを丁寧に拵え
ている︒その秘密めいた会員証には年下に与えて都
度黙らせ言いくるめる聲が重ねられていた︒
盆地市街から北の峠へと分ける谷の右手白岩から
立ち上がる里山三登山に連なる山麓の斜面の標高五
百メートル付近には︑高さ六メートル︑径二十二メ
ートルほどの︑この盆地最大級の横穴式石室単独墳
の籠塚︵こもりづか︶古墳があり四十年前に市の史
跡に指定されている︒扇状地盆地を囲むこうした里
山には他にも古墳群があり三十年前の土砂崩れで地
附山古墳七基の内五基は流れ去った︒扇状地一帯に
はおよそ千五百年前とされる古墳跡が散らばってい
る︒豪族のようなものが集権的な物流の開始される

まるで神の手を持つドクターさながら、顔色の悪いものに処方していく。
ガラス面に顔を近づけ注意深く目を凝らすと、視覚と併せて独特の香りが
漂ってくる。

そんな硫黄還元菌の起こす水景の崩壊は憎むべき所業として忌み嫌われ
るのだが、果たしてそれが真っ当な見地だろうか。
いや、そうではない。彼らはその環境に身を委ね、世界がそう変わった
から生きたのであって、生きるための至極当然の振る舞いである。

「・・マグネシウムか・・・硝酸は多い」

これら揮発性硫黄化合物を造り出すのは、通性嫌気性細菌に属するバク
テリアである。
酸素がない環境であっても硫酸塩呼吸を行うことで生存する、太古の生
命体が持ち合わせた能力を今も受け継いでいる。
この硫黄還元菌は酸素でも硫酸イオンでも呼吸できるわけだが、酸素は
補助的であり、硫酸塩呼吸によって本来の力を発揮するのだ。
ましてや嫌気環境では我々哺乳類はもちろん魚類、甲殻類、爬虫類といっ
た大半の生き物が死滅し、生き残るは彼らと同じ細菌類、そして微生物
と古細菌の一部しかない。

“水草茂る水槽を眺めながら、その葉姿、色味、成長速度といった尺度で各々
の栄養具合に思いを巡らせる。
淡水水景には、南米アマゾン川流域からアフリカ原産、はたまたタイやベ
トナム原産の水草が入り乱れながら主張し合う。
彼らの故郷は、気候も違えば水温も違う。ゴツゴツと剥き出しの岩肌を削
り流れるミネラル豊富な硬水もあれば、鬱蒼と茂る木々を縫うように流れ、
落ち葉を取り込み倒木を乗り越えて多量の有機酸を含む軟水もある。
pH も硬度も違う環境から来た者達を競演させ、分け隔てなく生き生きとし
た容姿に導くには、それなりの良質な知識と確かな熱意が必要だ。

Tomoro KAWAI 1976~

浦島太郎

510×510 mm キャンバスに油彩
夜を抱え込む人

とはいえ固形体としての硫黄分にさして問題はない。
嗅覚に突き刺さる硫化水素やジメチルサルファイドといった揮発性に化け
た途端、その美しい水世界が根底からガラガラと音を立てて崩れ始める。
魚は毒に侵され、水草は枯れ落ちるのだ。

