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深い、深い森の中、木立のトンネルをどこまでも歩いていくと 

急にあたりが明るくなりモイラお婆さんの住んでいるお家に行きあたります。 

 

 

 

前のお話とは別のスペースシップで飛び立った、 

もっと小さなアトランティスの子供たちは、 

モイラお婆さんの小さなお家で、アトランティスができる前のお話を聞きながら 

毎日を過ごしていました。 

 

さあ、そこに座って、あなたもモイラお婆さんのお話に静かに耳を傾けてください。 

ただし、あなたがそこに居ることに勘付かれない様に、静かに、静かに聞いてください。 

 

モイラは、もう話し始めていますから・・・ 
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Weeping Fish  

手の生えた魚たちは水の中で泣いていました  

 

みんないっしょにたどり着いたところは、 

水辺でした。 

 

透き通った水の中を眺めると、そこには 

たくさんの手の生えた魚たちが空を見上げて泣いていました。 

 



3 
 

魚たちは 

自分たちに、手が生えてしまったことを憂い 

泣いているのです。 

水の中に流された魚たちの涙は、水に溶けてキラキラ光っていました。 

その光る涙をみつけた「みんな」は、きっとこの魚たちが 

遠くから、自分たちのことを呼んでいたんだなと閃いたのです。 

 

みんな魚たちをびっくりさせないように、水の中にそっと入りました。 

そして、その魚たちの光る涙の流れの中にゆっくりと進入していきました。 

 

そして、手の生えた魚たちの瞳の中に入る前に 

彼らの同意を得るための最後の許可を得ることにしました。 

 

 

ねえ、でも、どうして「みんな」は手の生えた魚たちの中に入ることができるの？ 

ねえねえ、でも、どうして魚にお手々が生えて来ちゃったの？ 

ねえ ねえ ねえ、「みんな」はどこから来たの？ 

 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

 

たくさんの子どもたちが、そうやってモイラお婆さんの周りに集まってきました。 

 

 

そこは、その宇宙でたった一つの惑星で 

 

「昔々あるところに・・・」 

 

と、モイラお婆さんは、自分が子供のころによくお婆さんから聞いた御伽噺の口調で 

子どもたちに話し始めました。 

 

御伽噺の出だしを使えば、子供たちはきっと恐がらずに 

本当のお話をまるで本当のお話ではないかのように聞くことができる 
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そう思ったからでした。 

 

昔々あるところに、今、ここに住んでいる人たちと同じような人たちが 

今、住んでいるところと同じようなところに住んでいました。 

 

そこは、その宇宙でたった一つの惑星で、 

海や森があり、鳥が飛んでいて、お花が咲いていました。 

公園もあり、町もあり、お店や会社もあって、老人も大人も子供も 

男も女もゲイも住んでいました。 

健康な人も病気の人もいました。 

泥棒のように悪い人もいましたし、天使のように優しい人もいました。 

音楽を奏でる人もいましたし、踊りを踊る人も絵を描く人もいました。 

学校もあって、子どもたちが生まれて 6 年たつと、そこに行っていろいろなことを勉強し

ました。 

おしゃれな人もたくさんいて、新しいデザインの洋服が発表されることもありました。 

車もあって、高速道路もありました。 

いろいろな美味しい食べ物もあって、家族やお友達とみんなで食べたり 

葡萄のような、果物でできたワインのようなものも飲めました。 

タバコのような煙をふかす人もいて、嫌がられることもありましたが 

それでも、そんなことも含めて 

みんな楽しくその惑星の上に住んでいました。 

 

空飛ぶ乗り物があって、それに乗って惑星の上をあちらこちら飛ぶこともできました。 

昔の建物を観にいき、めずらしい物を食べて 

時には惑星の中でもとっても美しいといわれる場所でそよ風に吹かれるために 

移動する人たちもいました。 

電話やコンピューターに良く似たものがあって、遠くにいても顔をみながら 

お話をすることもできました。 

そんな惑星がどこかの宇宙にたった一つだけありました。 

 

 

いつまでも若々しい人を恐がった人たちは 

「してはならないこと」をしてしまいました 

 



5 
 

いろいろな便利なものがあり、楽しく暮らしていたその惑星の人たちは 

いつまでも続く同じ生活に少々、あきてきてしまいました。 

同じことに飽きてきてしまった人たちは、みんな頭の中がパンパンだ・・・と 

口々にいい始めていました。 

 

もっと頭の中にある脳というものを進化させれば、もっと違った生き方が楽しめるように

なるはずだ。 

ある人がそういうと、きっとそうに違いないと、みんな脳をどんどん発達させるプログラ

ムに高じました。 

 

するとどうでしょう・・・ 

脳が変化してきたために、身体もどんどん変化しはじめたのです。 

 

この惑星の人たちは、今ここに住んでいる私たちと同じような身体をしていて 

同じような機能をもっていたので、脳が変化すれば当然身体も変化するという 

そういうことになっていたのです。 

 

脳が変化した人たちの身体は、どんどん形を変えていきました。 

あまり年をとらなくなり、いつまでも若々しくいられるようになってきました。 

脳の機能があがってきたので、どんどんいろいろなことがスムーズに先に進むようになっ

たとき、 

ふと立ち止まると、依然として変わらない生活をしている人たちがいることに気づいたの

です。 

 

その人たちは、脳が変容を起こす前に、この惑星の人たちが犯した過ちを犯せるところま

で 

やっと生活や技術の水準があがってきたところで、 

以前、もうしてはいけないことだと、心に決めたことを、してみたいという気持ちをもつ

ところに 

差し掛かっていました。 

 

その人たちは、何かを知っていたのです。 

 

それは何かといえば、 

もしも、今自分たちが、その「してはならないこと」をしなければ 

二度とその「してはならないこと」ができるチャンスがなくなってしまうことです。 
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その人たちは、年をとっているのに若く見える脳を持った人たちに脅威を覚え 

「してはならないこと」をするチャンスが失われないように 

内緒で、その「してはならないこと」をしていました。 

 

 

さあ、どうしてでしょうね？ 

それを考えてみるのもおもしろいことですよ 

 

ねえ ねえ モイラお婆さん 

その人たちは、悪い人たちなの？ 

 

してはいけないことをしてはいけない！と 

その人たちは、お母さんやお父さんに叱られなかったの？ 

 

ねえ ねえ モイラ 

その脳の変化した人たちは何歳まで生きられたの？ 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

 

子供たちは、モイラお婆さんのお話を聞きながら 

どうして、どうしてを連発しました。 

 

「さあ、どうしてでしょうね？それを考えてみるのもおもしろいことですよ。」 

 

モイラお婆さんがそういうと、子供たちはどうしてと聞くよりは 

自分で考えてみるほうが、きっとお婆さんに好かれるのではないかと 

無邪気に考えました。 

 

子供たちが考えながら、お話を聞くことにしたことを感じると 

モイラお婆さんはお話を続けました。 

 

その、「してはならないこと」は、少しくらいならいいだろうと思っていると 

その少しが、他の人も、そのまた他の人も、そしてそのまた他の人もしたくなってしまう

ようなことでした。 
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ある時期、その惑星には、その「してはならないこと」の種が惑星上のあらゆるところに

あったのですが、そんなものをもっていると 

惑星ではなく、宇宙ごと亡くなってしまうということに気づき 

「してはならないことレヴェル」から、「絶対にしてはならないことレヴェル」まで 

引き上げられたのです。 

ところが、 

「絶対」という言葉がついたときに、事態が急変したのです。 

 

 

してはいけないことは、 

どんどん内緒でおこなわれるものです 

 

「先におもちゃで遊んだ人が、後でそのおもちゃで遊ぼうとした人に 

絶対遊んじゃいけないといったら、あなたたちはどう思うかな？」 

 

子供達は口をそろえて 

「ずる～い。」 

「ずるい、ずるい」 

 

と、叫びました。 

 

宇宙でたった一つの惑星だったそこの人たちも、 

ずるい、ずるいと思ったのかもしれません。 

だって、自分たちは、まだそのおもちゃで遊んでいないのですし 

そのおもちゃをもっているだけで、惑星中の注目をあびることができるものでしたから 

きっと、子供達のように「ずるい」と思ったのかもしれません。 

 

「絶対してはならないこと」を止めるためには 

「絶対してはならないこと」の力を使うしかないというところまで 

惑星はどんどん対立しはじめたのは言うまでもありません。 

 

だってなにしろ 

してはいけないことを、どんどん内緒でやっていて 

惑星は瀕死の状態に追い込まれているということが分かったのは 
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その「してはいけないこと」を 

あとたった、 

 

1 回だけしてしまうことで 

あと 

たった、1回だけしてしまうことで惑星、が消滅してしまうという 

計算ができた時だったのです。 

 

 

誰もその水晶玉を見る人もいませんし、 

触れる人もいませんでした 

 

 

 

結果的に 

絶対ということなど 

絶対に起こらず 

絶対的なことだけが起こってしまいました。 

 

してはならないことをしたので 

惑星は壊滅状態になっただけでなく 

まさかと思うようなことが起きてしまいました。 

 

宇宙が 
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だんだん中心に向かってしぼみ始めたのです。 

いえいえ 

だんだんではなく 

すごい勢いでです。 

そして 

あっと言う間に、すべてが小さな水晶玉のような大きさになり 

何もない空間 

宇宙ともいえないような小さな豆粒くらいの水晶玉のような世界にぎゅっと詰め込まれて

しまいました。 

 

宇宙に輝いていた星々も、その玉の中にぎゅぎゅっとつまってしまったので 

その水晶玉は、信じられないくらい輝きを放っていました。 

 

でも 

誰もその水晶玉を見る人もいませんし、触れる人もいません。 

みんなが、すべてのものが 

その水晶玉の中に吸い寄せられ、閉じ込められてしまっているのです。 

 

今まで身体を持っていた人も、動物も星も 

物と名のつくすべての物は、その形を失い、凝縮されていました。 

ちょうど、満員電車の中で身動きができないときのように 

人々も、意識だけになってぴったりとくっつきあっていました。 

 

 

記憶だけを頼りにまどろみ、 

夢を見ているような状態に陥っていました 

 

時間さえもなくなり、もうどれくらいの間 

そんな状態が続いたかもわからない中で 

それでも意識だけは・・・ 

身体を失っても意識だけは保っておこうとした者がいました。 

 

何も起こらない 

何も変化のない 
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ただただそのままの状態でいなければならないのに 

その小さな針の先のように小さな水晶玉の中で、人々は 

記憶だけを頼りにまどろみ、夢を見ているような状態に陥っていました。 

 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ  

それって眠っているときと同じってこと？ 

 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

それって、死んじゃったってこと？ 

 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

誰もずっと起きている人はいなかったの？ 

 

子供たちは、また口々にモイラお婆さんのお話を邪魔しはじめました。 

 

「さあ、どうだったのでしょうね？それを考えてみるのもおもしろいことですよ。」 

 

モイラお婆さんがそういうと、子供たちはどうしてと聞くよりは 

自分で考えてみるほうが、きっとお婆さんに好かれるのではないかと 

無邪気に考えました。 

 

子供たちが考えながら、お話を聞くことにしたことを感じると 

モイラお婆さんはお話を続けました。 

 

 

水晶玉の外の 

そのまた外から聞こえてくることがわかりました 

 

まどろみの中にいたある若者だった意識が 

何かの物音を聞いたかのようにビクっとして、意識を少し目覚めさせました。 

少しだけ目覚めた意識の中で若者は 
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その物音のほうに全意識を傾けてみました。 

退屈な悠久の時間が終わる時がきたよという目覚めの合図としては 

その物音は、はかなく、悲しげでした。 

ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

 

そんな音の響きが聞こえてきます。 

 

ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

 

音のするほうに意識を傾けると 

それはぎしぎしにつまっている、水晶玉の外のそのまた外から聞こえてくることがわかり

ました。 

 

若者は、その音に意識を集中させていくと 

その集中する意識の緊張感に反応した、他の意識が少し目覚め始めました。 

そして、目覚め始めた意識はその緊張感の波に同調すると 

その波長に同調する次の意識がめざめはじめました。 

やがて 

若者の意識だけでなく、たくさんの意識たちが 

一斉にその音に意識を傾けはじめたのです。 

 

ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

 

音のするほうへ 

音のするほうへ 

自分以外の意識が意識を傾けていることにも 

最初に目覚めた若者はやっと気づきました。 

 

 

ふるさとの水の面に浮かび、 

そして静かに底深く沈んで行きました 
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手が生えてしまった魚たちは 

もう、水の中で生きていくことができないことを悟っていました。 

水の中で生きられなくなったら 

陸の上で空気を吸わなければならないのです。 

 

勇気のある手の生えた魚が、いったい何匹、陸にあがり 

次の日には水面に浮かんでしまったかわかりません。 

 

まるで天の助けを仰ぐかのように手を天に向けて 

小さな歯のついた可愛いお口をぽっかりあけて、 

目を見開いたまま、ふるさとの水の面に浮かび、そして静かにそこ深く沈んで行きました。 

 

 

恐れと、悲しみでいっぱいの手の生えた魚たちは、 

泣いていました。 

 

ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

 

種が絶滅するか 

あるいは進化していくかの瀬戸際に立たされた手の生えた魚たちは 

宇宙全体に響くような声で 

助けを求めていました。 

 

 

ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

 

誰かいますか？どなたかいますか？ 

私たちの種を助けられるものよ・・・ 

私たちが絶滅してしまうのを救えるものよ 
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ゆあ～ん 

ゆあ～ん 

願わくば 

私の声を聞き留めたまえ・・・ 

 

 

自分たちの惑星があった宇宙ではなく、 

そのお隣にあるもうひとつの宇宙 

 

水晶玉の中の若者は、その声を意識で聞きとめていました。 

 

いったい、どこにいるんだ。 

あなたたちはいったいどこにいるんだ？ 

 

僕には、あなたたちの気持ちがわかる 

僕はすでに自分の属する種の絶滅と宇宙の滅亡を経験したからだ 

 

あなたたちは恐がっている 

種の絶滅を・・・ 

 

僕はあなたたちとは違って 

空気呼吸することに慣れている 

さあ、どうしたらいい？ 

どうしたら、あなたたちを救うことができる？ 

 

この退屈から逃げだすためには 

どんな苦行でも僕は引き受けるさ 

さあ、言ってくれ 

どうしたらいい？ 

どうしたら、あなたたちを救うことができる？ 

 

若者の意識は、ゆあ～んと、泣き声を発する手の生えた魚たちに向かって 

全意識を発信機として発信し続けました。 
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すると 

その存在たちの泣き声は、 

自分たちの惑星があった宇宙ではなく、そのお隣にあるもうひとつの宇宙から 

発せられていることがわかってきました。 

 

僕の今いるところの外のまた外・・・ 

それは、もう一つの宇宙で、 

モノが、生物が、意識だけでなく形として存在する宇宙ではないかと 

若者の意識は湧き立ちました。 

 

 

そう思うと、若者の意識は喜びで震えました 

 

もしかしたら 

僕たちは、また形をもつことができるかもしれない。 

そう思うと、若者の意識は喜びで震えました。 

そして、誰かとその喜びを分かち合いたくて、 

目覚めかけているみんなに呼びかけました。 

 

 

みんな！僕の意識の声が聞こえるみんな！ 

そこにいるか？ 

僕はここにいる！ 

 

みんな！ 

僕の意識の声が聞こえたら 

返事をしてくれ 

君の意識の声で答えてくれ 

僕はここにいる！ 

 

なにかが、もぞもぞと動くような不思議な感覚を感じた若者の意識は 

手ごたえありと呼びかけを続けました。 

 

みんな！ 

みんな！ 
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僕はここにいる！ 

君たちもここにいるはずだ！ 

僕に答えてくれ！ 

僕に答えてくれ！ 

みんな！ 

僕はここにいる！ 

 

モイラお婆さんが、まるで若者になったかのような声でそう叫び始めると 

子供たちはそれに答えて 

私はここにいるわ～！ 

僕もここにいるよ～！ 

私も、私もここにいるわ～～！ 

と、わぁわぁ叫び始めました。 

 

 

失われた宇宙が 

再び誕生する瞬間を体験することでしょう 

 

待ちに待った時がやってきました。 

 

やっと一人ぼっちではなくなったのです。 

誰もが、一人ぼっちではなくなったのです。 

 

若者の意識の呼びかけで、一人ひとりは、みんなで 

みんなの一人だった自分を思い出し 

一人の自分は、みんなと一緒だったことを思い出し 

お互いがお互いに答えはじめました。 

 

僕はここにいる！ 

私はここにいるわ！ 

あなたはどこにいるの？ 

僕はここにいる！ 

私はあなたといっしょにいるのね？ 

そうだ、君は僕といっしょにいる！ 
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そんな声があちらこちらで響きはじめると 

水晶の玉のような小さな世界に揺らぎが起こり 

まるで化学反応が起きたかのように、熱を帯び始めました。 

若者の意識はその熱を感じると更に目に見えない皆に向かって叫びました。 

 

みんなっ！ 

僕はここにいます。 

そして、どうやらここから出る時が来たようです。 

この世界は熱を帯びてきました。 

多分もうじき、ここは大きな爆発を起こし 

失われた宇宙が再び誕生する瞬間を体験することでしょう。 

 

その流れに乗って 

飛び散るのもよし、広がるところまで広がるのもよし 

だけど、僕は、爆発と同時にこの小さな世界から飛び出して 

隣接する宇宙へと滑り込むことにします。 

 

 

みんな！ 

隣の宇宙で救いを求めている種がいます。 

どんな種なのかわかりません。 

 

でも、そこには生物がいてモノがあります。 

みんな！ 

僕はそこに行く。 

絶滅した種の気持ちが分かるからこそ、僕はそこに惹かれて行く。 

 

みんな！ 

僕とそこに行きたい人はいませんか？ 

みんな！ 

僕とそこに行って、もう一度、身体をもってみませんか？ 

 

もう一度、愛し合ってみませんか？ 

愛する人を抱きしめてみませんか？ 

愛する人に抱きしめられてみませんか？ 
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モイラお婆さんの白熱したお話を聞きながら 

子供たちは、小さなお手々とお手々をぎゅっとつなぎあわせていました。 

そうだよ、よくわかったね子供たち 

お手々をぎゅっとつないだかのように、みんなと呼ばれた意識たちは 

意識を結び合わせて、水晶玉の爆発と同時に 

隣の宇宙へと、えいっと滑り込んだのです。 

 

 

 

まるで宇宙が裏返るかのように 

もう一つの宇宙へとすべりこんだ口は、みんなが飛び出たあとに 

なにもなかったかのように閉じて、どんどん広がりはじめました。 

 

ゴ～っという音が聞こえたかどうかはわかりませんが、そんな音を彷彿とさせるエネルギ

ーの中で 

みんなは、あるところにたどり着きました。 

 

 

手の生えた魚たちは水の中で泣いていました 

 

みんないっしょにたどり着いたところは、 

水辺でした。 
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透き通った水の中を眺めると、そこには 

たくさんの手の生えた魚たちが空を見上げて泣いていました。 

魚たちは 

自分たちに、手が生えてしまったことを憂い 

泣いているのです。 

 

水の中に流された魚たちの涙は、水に溶けてキラキラ光っていました。 

その光る涙をみつけた「みんな」は、きっとこの魚たちが 

遠くから自分たちのことを呼んでいたんだなと閃いたのです。 

 

みんな魚たちをびっくりさせないように、水の中にそっと入りました。 

そして、その魚たちの光る涙の流れの中にゆっくりと進入していきました。 

 

そして、手の生えた魚たちの瞳の中に入る前に 

彼らの同意を得るための最後の許可を得ることにしました。 

 

ねえ、でも、どうして「みんな」は手の生えた魚たちの中に入ることができるの？ 

ねえ ねえ、でも、どうして魚にお手々が生えて来ちゃったの？ 

ねえ ねえねえ、「みんな」はどこから来たの？ 

 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

ねえ ねえ 

 

そんなことを聞いてきた子供たちも、いまではすっかりお話の中に入り込み 

手の生えた魚の中にもすんなり入っていけそうな気配です。 

 

 

みんなは、恐れも悲しみも、懐かしく、 

嬉しく感じながら味わいつくしました 

 

みんなは、手の生えた魚の涙を媒介として 

魚の瞳の中に進入していきました。 
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意識というものは瞳を通して相手の中に入れるのです。 

「知ってるよ、いつもお母さんが目は心の窓と言っている！ 

心の中に入るには、瞳が扉になるってことぐらい、知ってたよ。」 

 

モイラお婆さんのお話は、またもやこんな言葉で遮られました。 

 

今度は子供たちの言葉を制することなく、モイラお婆さんはこう付け加えました。 

 

「その通り。目で見たものになることは簡単。目の中に入れるのも簡単。 

だけど、心の中にあるものが、瞳を通じて外に世界に映されていることを知っている人は 

あまりいません。 

瞳を通じて外の世界に映し出されたものが、やがて本当の現実になっていくことに 

注意を払っている人は、それよりももっと少ないのです。」 

 

子供たちは、モイラお婆さんの真剣な口調に、少し緊張し、しっかりと口をつぐみました。 

 

お話は続きます。 

 

瞳の扉を開けて、手の生えた魚の心の中に侵入した若者の意識は 

この小さなうろこのある生き物が、不安と恐怖でたまらなくなっている感情を味わいまし

た。 

文字通り、うろこが逆立つような気分が、手の生えた魚の身体から伝わってくると 

若者の意識は、その懐かしい感情というものを味わいつくしはじめました。 

 

ほかの「みんな」も、同様に、手の生えた魚の中にあった感情を 

長い間かんじることのできなかった身体の震えとして感じ、 

その切なさと、やるせなさと、絞りこまれるような窮屈さと、こみ上げてくるような感覚

を 

味わいつくしました。 

 

みんなは、恐れも悲しみも、懐かしく、嬉しく感じながら味わいつくしました。 
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ぞろぞろと、万を越える手の生えた魚たちが、 

陸に上がり始めました 

 

若者の意識を含めたみんなが、手の生えた魚の中に瞳から侵入し 

その感情を味わいつくしてしまうと 

手の生えた魚たち特有の気持ちが消え去ってしまったので 

不思議なことが起こり始めました。 

 

恐いものがなくなった手の生えた魚たちは 

もう、前の魚ではなく、違う存在になったかのようでした。 

 

たしかに、彼らはもう震えてはいませんし、救いも求めていません。 

生えてきた手を使って、歩きはじめたのです。 

ずるずると尾を引きずりながら、ヨチヨチと前進しながら 

ゆっくりと、水から陸へと上がって行けるようになったのです。 

 

手の生えた魚たちの中に、まだ「みんな」は入っていました。 

久しぶりに感じる「生」の感触をまだ味わっていたかったからです。 

 

以前は、勇気のある「手の生えた魚」が陸に上がったはいいが、 

呼吸をする恐れで窒息してしまったわけですが、 

今度は違いました。 

「みんな」が中に入っていて、一刻も早く、あの呼吸という感覚を味わいたいと 

思っていたからです。 

 

ぞろぞろと、万を越える手の生えた魚たちが、陸に上がり始めました。 

そして 

大きく呼吸をしました。 

 

この・・・空気が身体に入ってくるこの感触 

ああ 

僕が長いこと夢見ていた、この感触を手離すことなどできない 

なんて、甘美で心地よいことなのだろう 

息を吸うこと 



21 
 

息を吐くこと 

手の生えた魚の中に入っている若者の意識は、喜びに満ち溢れました。 

 

 

若者の意識は、これからの僕とみんなに起こることを 

一瞬にして悟りました 

 

次の瞬間、万を越える数の手の生えた魚たちは 

信じられない鳴き声をあげはじめたのです。 

 

ギャ～～ 

ギャ～～ 

 

その声を聞いた、手の生えた魚の中にはいっているみんなは、 

この身体はいまや自分たちのものになったのだと 

深くわかったのです。 

 

ああ 

僕は、あんなに身体が恋しくて 

恋しくて 

もう一度身体がほしいと願い願い、そして願って 

ついに手に入れることができた。 

 

しかし 

なんてことだ。 

僕たちは、今やっと両生類になったところじゃないか 

これから元の僕たちの身体に進化していくまで、 

進化し続けなければならない。 

 

しかも 

生まれては死に、生まれては死んで 

何度も何度も違う身体に入って 

元の身体の形状になるまで、忍耐強く、信望強く 

生き延びていかなければならないのだ。 
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一呼吸したとたん 

若者の意識はこれからの僕とみんなに起こることを一瞬にして悟り 

その後、意識がだんだん身体の中に溶け込んでいくのを感じました。 

一呼吸したとたん 

脳の中に空気が巡ったとたん、みんなの目覚めた意識は朦朧としながら 

両生類の脳の中に埋没していったのです。 

 

 

 

 

それは、身体を持っていたときの癖にしかすぎないのに 

 

僕は抵抗するぞ！ 

この目覚めた意識を両生類の脳の中に埋没させてしまうわけにはいかないっ！ 

 

若者の意識は朦朧としながらも、身体の中を駆け巡り、 

どこかに、自分が自分であるということを忘れずにいられる場を探しまわりました。 

意識を血液に集中させて、血流の流れに乗って 

身体のあちらこちらを巡ると、まるで昔、身体を持っていたときに、お父さんだったかな 

そんな誰かに、連れていってもらった急流くだりのような感覚を味わいました。 

 

身体の中にはエネルギーが渦巻いている場所がいくつもあり 

その場には血液だけでなく、エネルギーがふつふつと満ちています。 

若者の意識は、エネルギーには満ちているけれど、まるで静かな湖のような場を見つけ 

ました。 

微動だにしない 

その鏡のような湖面に、若者の意識はゆっくりと向い 

湖面を覗きそうになり、苦笑しました。 
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僕には、身体がないんだもの。 

湖面を覗いたところで、鏡のように自分の姿が映るわけなどない。 

 

どうしてだろう 

湖面を鏡にして覗いて見たい衝動に駆られてしまうのは・・・ 

身体を持っていたときの癖にしかすぎないのに。 

 

モイラお婆さんがそうお話をすると子供たちは口々にこう言いました。 

 

ちゃんと映っているよ 

お兄ちゃんの姿が映ってるよ！ 

見えるよ、見えるよ、お兄ちゃんの姿が見えるよ！ 

お兄ちゃん、湖面を見て！鏡を見て！ 

ちゃんと映っているよ、映っているよぉ！ 

 

どこかから、湖面を覗けという声が聞こえたような気がした若者の意識は 

その声にしたがって湖面を覗いてみました。 

 

みんなが神さまと呼んでいた存在と 

全く同じことをしてしまったのかもしれない 
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その静かな湖面を覗いた若者の意識は 

もう、若者の意識などではなく、若者そのものになり、 

鏡のような湖面に映っていました。 

 

僕だ・・・ 

僕だ・・・ 

僕だ、僕だ、僕だ・・・ 

 

ああ僕だ・・・ 

これは僕だ、僕だ、僕だ！ 

 

他の誰でもない 

まぎれもない僕がここにいる・・・ 

 

あの日、宇宙がしぼんでしまった日の朝 

最後に家の鏡で見たのと同じ、僕がここにいる 

 

仕事にでかけようとして、シャツを着て 

くしゃくしゃになった髪の毛にジェルをつけて、スタイリングしたままの僕がここにいる 

 

やあ、 

なんて長いこと君を見ることがなかったのか 

何億年もの間、僕は僕を忘れ 

ただ眠りにつかないように、必死で目覚めていたんだ・・・ 

おい 

お前、よくやったな。 

お前が、手の生えた魚の鳴き声をキャッチしなければ 

宇宙は誕生しなかったんだ。 

みんなが身体をもつこともなかっただろうし、進化する新しい惑星の一員になんか 

なることもなかった。 

 

僕は、昔、僕のいた世界でみんなが神さまと呼んでいた存在と 

全く同じことをしてしまったのかもしれない。 

 

 



25 
 

たとえ、鱗に覆われた身体になっても 

ここに来れば僕がいる 

 

 

 

あの日の夕方、僕は女の子と会う約束をしていたんだっけ 

若者の意識が自分の姿を見つめた後、自分は何者だったのかを思い出し 

以前どんな世界に住んでいて、そこでは何をしていたのかを思い出していました。 

 

あの子は、いったいどこにいるんだろう。 

あの子も、みんなといっしょに、万の手の生えた魚の中に入り 

この惑星に、いるのだろうか・・・ 

 

ちゃんと、身体をもう一度もつことができたのだろうか・・・ 

それとも、向こうの宇宙のビッグバンと、拡大する宇宙のどこかに飛び散っていってしま

ったのだろうか・・・ 

 

僕のことを許してくれ 

あの日、僕と一緒に居たいと言った君に 
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明日も仕事だからと別れを告げて、夕方また会おうと言った僕を許してくれ。 

きっと、君はあんなことが起きてしまうことをどこかで知っていて 

いっしょに居たいと言ったに違いない。 

君を愛し続けていれば、君を僕のそばから放さなかったのに・・・ 

若者は、思い出してしまった恋人のことを思いました。 

 

そんな静かな面の湖を、手の生えた魚の身体の中にみつけた若者の意識は 

そこを「心」と名づけ、そこに居続ける自分の意識を「魂」と名づけました。 

 

いつだってここに来れば、 

自分に合える 

たとえ、両生類として生きていても 

たとえ、うろこに覆われた身体になっても 

ここに来れば僕がいる 

本当の僕がいる 

 

 

中に「みんな」が入っていない両生類が 

どんどん誕生しました 

  

 

 

若者の意識は、ときどき外界に意識を向けることにして 

だいたいは、この静かな湖面の中ですごし、 

自分が本当は何者だったのかを、忘れないように心がけました。 

だけど、あの子がもしも両生類になっているのなら 
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そんな姿でも一目逢いたいよ 

逢いたいよ 

 

そんな気持ちで、あの子が入っているかもしれない手の生えた魚を探しました。 

 

万もの手の生えた魚が 

交尾をしながら、卵を産み、新しく手の生えた魚が生まれると 

手だけではなく脚の生えた魚に進化したことがわかりました。 

そして、中に「みんな」が入っていない両生類がどんどん誕生し 

いつの間にか、どこからどこまでが 

「みんな」の入っている手の生えた魚で 

どこからどこまでが、「みんな」が入った手の生えた魚が死んで、 

手と脚の生えた魚の中に入った「みんな」になったのかがわからなくなっていきました。 

 

それでも僕は 

君を探し続けるし 

僕はずっと僕でいるために、本当の自分の場に居続けるように努力するんだ。 

 

だって、僕は人間だから。 

 

 

夜の帳が降りてきて 

やがて頭上は、満天の星空になった。 

見たこともない星座がチカチカと煌き、 

両生類から爬虫類へと姿を変えた「みんな」と、爬虫類に進化した両生類は 

肌を寄せ合い、折り重なりあいながら、天の星に届けよとばかり、首を伸ばした。 

 

どこかで噴火した火山の音に反応して、蛇腹のような硬く波打った皮膚が、クイックイッ

とうねる。 

 

だけど、僕は、人間だ。 
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