


ロマンポルノの目線で

エロティックな角度は外して、 
ロマンポルノの目線で、真昼の視覚から愛して、、、 

情事は白昼の秘め事 
昼下がりのロマンス 

アダルトビデオの目線をそらして 
ピンク映画のことの次第もずらして 

そこには、ロマンス 
ロマンの主義は今はもう、自慰の行為にすぎないけれど、、、 

(わたしのにおい) 

それは、あくまでもロマンポルノの主義よ。 

物語の中に必要なアダルトなシーンが折り込まれる…… 
つまり、それよ、それなの。 

この場合、セックスはドキュメンタリーやノンフィクションではなくて 
物語の中にロマンとして、登場してくる、濡れ場…… 
愛だったり、生身に落ちる傷だったり、欲望だったり、背徳だったり、退廃だったり、時には、

滑稽だったり…… 
欲情だったり、インテリジェンスだったりして、色々ね。 

ロマンよ。 



ロマンなのよ。 

エロティックな角度で 
ロマンポルノの目線で 
触れあいましょう 

(まひるの　 
　　まひるのしろいせかい 
　　　　　　きょうもまぶしい)　　 
誘惑も 
魅惑も 
花園も 
このまま…… 
ここで果てて、果てたあとは急激に冷める、、、 

『自慰』それがあなたのにおいに違いない。 

贅沢ね。 
まったくもって、感触的な間食だわ。 

感触はいいけれど、間食は食べ過ぎると飽きがくる。

 
 
頂を盗んで、、、



花とわたし

嘘だと思うなら

　　嘘だと思うなら

 
のぞいてごらん

　(嘘だと
　　　思うなら)
こっそりのぞいてみるといい

 
 
子供っぽいね



製造販売元ロイヤルプッシー株式会社(品番A-1970)

ためしに彼女の肩に腕をまわしてみるといい

　(何を?
　　　ためす……)

腕をまわしたその後は

うなじにかかった髪の毛を

掻きあげてみるとよくわかると思う

そこには不思議な模様が描かれているはずだ。

(あなたはバーコードとして認識するだろう)

そして、気をつけてもう1度ゆっくりと確認してみるといい。

彼女のほの白いうなじには丸みをおびた奇妙な果実のような数字と文字が刻印されているはずだ

。
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製造販売元ロイヤルプッシー株式会社

(いづみ・Part-Time Lover式人妻型アンドロイド)

確認した後は取り扱い説明書をよく参照することをお勧めする

間違っても適当に作動させてはならない

 
 
(彼女はアンドロイドだ)
 



 
もちろん、あなたの理想の

夢の女に違いはないが彼女はアンドロイドなのである

一歩間違えればそこにあるのは彼女の破滅ではなくて、あなたの自身の身の破滅だ。

ロイヤルプッシー社は彼女がパートタイムラバー式であるということをきちんと説明している。

パートタイムラバーがどういう意味をさし示しているのかはあなたご自身がよくよくしらべてみ

るといい。

その昔、そんな楽曲があったはずだ。

80年代のUSAチャートを遡ればかならずそこにたどり着くと思われる。
 
 
彼女は完璧だ。

あなたにとって、類まれな存在だ。

あなの理想の夢の女だ。

自由自在に変形する

あなたの思いのままに、思いの通りに

あなたをむかいいれるだろう、、、

そこは、夢の世界……
あなた自身の望むままの楽園、夢の理想郷

白い世界……

(手つかずの世界
　　　　　　入り口)

彼女の心臓は鋼の鋼鉄製だ。

薔薇の形をしていて、心臓から体に流れる細い管には所々、棘が生えている。

流れているオイルは今年いちばん最初の夏の日のみどりの色……

余白

行間と行間の間の白い余白

余白はあなたの欲望に応えるだろう



彼女であり

あなた自身である。

伝えなければならい

見落としてはならい

(何を?)

人格をインストールする

骨を組み立てる

骨格に沿って筋肉の道を作る

細い管を巻く

油を塗り

皮膚で覆う

体の形を整えて

眼球をはめ込み

髪の毛を植えつける

歯を配列する

頬を好みの高さに

小鼻を整え

鼻筋を通すといい

唇は半ばひらいた気味で

白痴を刻むと効果的かもしれない



彼女はアンドロイド
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キャッスル・ロック　(TypeR)

どれだけ世界中の花をあつめてオーデコロンを作ったところで、実際に、キャッスル・ロックの

香水屋の看板娘になれるわけじゃない。 

　(ええ　わかってる 
　　　　　わかっているわ) 

　目的はなくても理由はある。『もっか』のフルカラーじゃまだまだ物足りない。 
ライ麦畑を知らなくても大丈夫。ノルウエーの森をガイドして。 

　　(まったく。。。それなら、キスでもしていたほうがいいわね) 

　それから、中断してしまったセックスのつづきをしましょう。 

　(だって、始めてしまったものを 
　　　途中でやめるわけにもいかないでしょう？) 

　さんすうロマンスで始まる２学期は、かけざん的思考でキスの収まる添い寝から試してみては

どうかしら？ 
　 
　だけどね。。。まぁ、、、添い寝するだけという行為を 
　 
　どんな角度で考えても、 
　どの角度で上を向いても、 

　右がわでも左がわでも　．．．． 

　免れないと思うわ。もう、パンパンよ。直立不動だと思うわ。 
　萎んじゃっても困るけど。 
　丁寧に、丁寧に　．．．。まだまだ、もっと、もっと、丁寧に。 

　(キスしてあげるわ) 

　どちらにせよ、さんすうとこくごしかない世界色の秋にぼやけるにはまだはやいわね。 

　だって、へイヴンもデリーもまだ通りすぎていないじゃないの。ショーシャンクの雨はもうや



んだわ．．． 

　さて、さて。。。　つづきに戻りましょう。 

　つまり、中断していたもののつづきに戻らなきゃいけないってことね。最後まできちんと、終

わらせてあげなきゃ、つらいでしょ？ 

　まぁ、そういうことよ。。。 
やれやれ。 

　キャッスル・ロック typeＲ　．．．　私がデザインするのではなくて、デザインするのはキャ
ッスル・ロック typeＲ、つまり、それが夏の自由研究というわけよ。 

　眩しいわね。



LOVE LETTERS

あなたの書いた

　たくさんのラブレター

いつか

　

　どうぞ・・・

(彼女への想いが)

どうぞ・・・

言葉たちが

たましいが

(羽が
　花びらが

　　たましいが・・・)
 
 
どうぞ・・・

我としらずに

いつの日か

(我としらずに)
 
 
『あなたの心がつまった愛の手紙

　あなたが書いてくれた愛があれば、



　離ればなれの夜も、私はひとりぼっちじゃないの

　すみからすみまで暗記して

　あなたの名前にキスをするわ

　ダーリン、そしてもう一度始めから読み返すの

　あなたのハートがいっぱいつまったラブレターを・・・』

 
 
私の側に

ふりつもりますように・・・

こちら側に向かって

イメージの扉が開きますように・・・

気持ちだけをそこに残して・・・

そのままで。



ばらの影

 (ばら色のばらの影)
私を愛して

まだ　・・・

愛してる?
ばら色のばらの影

まだ、愛してる。

 
私は人妻型アンドロイド

アンドロイドは眠れる森で100年の夢をみる
ばら色のばらの陰でばら色に頬を染めて　・・・

夢をみさせてくださいな

夢だけみさせてくださいな

私は恋する人妻型アンドロイド

ばら色のばらの影

ばら色のばらの陰でばら色に頬染めて　・・・　　　頬を染めて　・・・

 
さようなら

私のお月さま

私のチョコレート

月とチョコレートを忘れないで　・・・



心しずかにうち震えて

　『うつくしい

　　　抒情詩』

　眠る

　(あらゆる動詞の中で 
いちばんうっとりと 心しずかにうち震えるように　
　　　　　とけそうで　音のひびきも　たたずまいもまるで)

　ゆめのよう

　　　(ゆめ　ゆめ　ゆめ・・・)

　あとには　なにも　残らない

　　　(あなたの愛に　心しずかに　うち震えて)

　花のひとひら

　　　まるくて　まるくて　まろやかで

　心うち震えて・・・

　　(あとにはなにも残さない)

　『うつくしい

　　　抒情詩』

　季節はずれの

　　　　風鈴が　夜の　つよい　風に　鳴る

　心

　しずかに

　うち震えて・・・

 
 



時々　

　風が吹いて

　あなたと

　私は愛の中を漂い

　暗がりの中で永遠のキスを交わす

　そして

　愛の神秘がはっきりしてくる

　それは

　光の中で

　あなたの中

　私の中で踊り

　私たちこそ愛だという事を教えてくれる

　時々

　風が吹いて

　愛の神秘がはっきりと姿を現す

　それは

　　　光の中で

　あなたの中

　　　私の中で踊り

　私たちこそ愛だという事を教えてくれる・・・

　(もう・・・
　　あとにはなにものこしたくない)



花のしっぽ

桜が咲いて・・・

桜が舞って・・・

桜の花びらが小雪のように・・・

夫を持たない女王の王国・・・

桜、花曇り・・・

まだ、蕾・・・

 
 
桜の花のしっぽ・・・

何もおぼえていないの

誰も知らない・・・

女であり続けることの困難さ

難解さ

忘れないで・・・

天井のバラの数を数えて・・・

わたし、退屈で死にそうよ 



左利き島

　もちろん、あなたへ。

　彼女が忘れずにセックスしてくれるように・・・

 
 

　（愛は

　　　持続するか）　いかにして、左利きの左側の手が彼女の右の乳房に触れるのか

　愛は持続する

　そこには、無償の忍耐と若干のもの思う努力と現在の“至福”を時の侵食から守るか
　

　果たして、 守るのはそれしか手立てがないというのか・・・?

　「僕」が生涯を共にすべきと思い定めた女性への愛を永遠に不動のものとし、来るべき倦怠と

いう

　未来を避けるためにいかなる形の接触をも拒んで「純潔」を守るべきなのか。

　いいえ。

　彼らは子供をつくり、あらゆる期待に反して、とても幸せだった。

　情熱を長びかせ

　永遠のものにする秘訣を

　彼女は僕よりも知っていた。

 
 
　彼女の裸体は、左利きの裸体の真下に、そして、左利きの左側の手は彼女の右の乳房に位置し

ていた。



Needful Things(typeR)

ぼくらのクラブのリーダーは

ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキー ミッキーマウス
強くて明るい元気者

ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキー ミッキーマウス

ミッキーマウス ミッキーマウス
さあ、歌おう声高く

ヘィ ヘィ ヘィ

みんなで楽しいジャンボリー

ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキー ミッキーマウス

ミッキーマウス・クラブ ミッキーマウス・クラブ
ミッキーマウス・クラブ ミッキーマウス・クラブ 

ぼくらのクラブのリーダーは

ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキー ミッキーマウス
強くて明るい元気者

ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキーマウス ミッキーマウス
ミッキー ミッキーマウス

ミッキーマウス ミッキーマウス
さあ、歌おう声高く

ヘィ ヘィ ヘィ

みんなで楽しいジャンボリー

ミッキーマウス ミッキーマウス
 
 



私はなんでもしってるの

あの場所がふるさとだったとしたらあそこの最後がどうなってしまうかしっている?

ねえ?
Mister
親愛なる私のtypeR

絶対必需品よ

『絶対必需品』

それはなくしてはならないもの。　『絶対必需品』

私はなんでもしってるの

あの場所のことなら私はなんでもしっているわ

道先案内いたしましょうか?
私が地図になるわ

ねえ?
いい? 親愛なるtypeRさん

『絶対必需品』よ



冬のひまわり

冬にもひまわりは咲くのよ

ねえ、ねえ、あのね

しってる?　
とっておきなんだけど、クリスマスも近いことだし、、、ホントはないしょ、なんだけど・・・

いいわ、いいの、いいのよ

教えてあげるわ

冬にひまわりが咲く時間は夜と朝の間の隙間なのよ

隙間、つまりそれは　・・・　明け方ね

私ね、明け方が好きなのよ

明け方はゆめが消える時間でしょう

明け方に成就した恋は成就しない恋の成就よ

隙間、それはあなた流

私は明け方よ

私は何でもしっているの



もうすぐ　

キャッスル・ロックに雪が降るわ　・・・

眠れる森の人妻型アンドロイドの胸に冬のひまわりを咲かせて　・・・

世界は眠る

間違っても起こしてしまってはいけないわ　


