
pandemic diary (1)

this short story was inspired by “The Shrinking Man”  
by Richard Matheson, a 1956 classic sci-fi novel. a man 
becomes smaller and smaller because mysterious unknown 
x-rays. All the story is a breaking out of his daily  
life becoming full of high-dangers because his very  
very small height.

So, in a certain way, this could be the same feeling to 
live under a lockdown: your parents alone somewhere, your 
friends alone somewhere else, living at home, never hang 
out. You stay at home and are safe.  
But at the same time you feel totally unpowered to act. 
The impossibility in doing anything.

We become smaller and smaller in front of nature kingdom.

The belief in a supernatural source of 
evil is not necessary; men alone are 
quite capable of every wickedness.

Joseph Conrad

パンデミック・ダイアリー(1) 

この短編は、1956年の古典的SF小説であるリチャード・マシスンの「The Shrink-
ing Man（縮みゆく男）」から着想を得たものです。この小説は、謎のX線によって
ある男がどんどん小さくなってしまい、日常の生活が危険に満ちたものになってい
く、という物語です。

ある意味、これはロックダウンされた生活を送るのと同じ感覚なのかもしれません。
両親はどこかで暮らしている。友達もまたどこかで暮らしている。どこかの家の中で
生活しているけれど、親や友達とともに楽しいひと時を過ごすことはできませんが、
家の中にいれば安全です。
でも、同時に、行動を起こすことがまったく不可能なのだという無力感も感じている
のです。

自然界の前では、私たちはどんどん小さくなっていくばかりなのです。

邪悪さは、超自然的なものから生まれるわけではない。
人間そのものに悪を行う力があるのだ。 

ジョセフ・コンラッド 



I don’t 
remember when 
it began. 
everything 
seems like 
it started 
centuries 
ago.  
 
day by day,  
i just become 
smaller and 
smaller. 

everything 
in my dayly 
life started 
to be 
inhospitable. 
what was used 
to be simple 
has now become 
unpredictable. 
my fatigue 
multiplies  
and attempts  
are frustrated 
one after  
the other.

いつ始まったのか覚
えていない。
何もかもが何百年も
前に始まったような
気がする 

日に日に、
僕はただただ小さく
なっていく。

日常生活のすべて
が、やっかいなもの
になっていった。
かつては単純明快
だったことが、今で
は予測もつかない。
僕は疲れ果て、努力
はことごとく水の泡
だ。



what is fear? 
they say  
it is a  
wake-up call, 
an awareness.  
 
the fear 
of being 
annihilated.

or annihilate 
yourself.  
 
and then 
nothing more, 
being nothing, 
emptiness.  
the zero.  
I hear an echo, 
sunset comes, 
darkness falls 
and a curfew 
arrives,  
and silence 
with it.

恐怖とは何か？
それは、モーニン
グ・コール、覚醒、
なんだそうだ。

滅ぼされることへの
恐怖。

あるいは、自滅への
恐怖。
 
そして、それ以上の
何もない、無になる
こと、虚無。
ゼロになること。
僕にはこだまのよう
に聞こえる、
陽が落ちる、暗くな
る、外出禁止時間に
なる、沈黙がやって
くる。



there is no 
more time to 
think. 
I remain 
suspended, 
waiting for 
events to 
change for 
the better, 
in defense 
of something 
that never 
comes.

so here it 
is: i resist 
without 
stopping what 
wants to make 
me disappear. 
not a 
moment’s 
respite to 
what wants 
my existence 
become zero.

考えている時間はな
い。
何か良い方向に変え
てくれるような出来
事を待ちながら
決して訪れることの
ない何かを守るため
に
僕は宙ぶらりんのま
まだ。

で、結局のところ、
こうだ。
僕は抵抗するけれ
ど、僕を滅ぼそうと
するそいつを止めら
れない。
僕の存在をゼロにし
たがっているそいつ
は、一瞬の猶予も与
えてはくれない。



“zero” means 
“nothing” for 
the human 
being. but 
zero does  
not exist  
in nature.  
 
I had 
neglected 
nature once 
again.

and once 
again the 
horizon is 
restless  
and dark.  
 
approaches 
with 
inexorable 
step.  
 
 
 
 
 
 
slowly.

そしてまた地平線は
じっとしてはいられ
ず、暗くなって。

止められないその歩
みは、近づいてきて
いる。

ゆっくりと。

"ゼロ "は人間にとっ
て "無 "を意味する。
しかし、ゼロは自然
界には存在しない。

僕はまたしても自然
を見くびってしまっ
ていた。


