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数えきれない、一つしかない、果てしない、何処かの誰かへ 
 
アルバム ROADの外伝を書こうと思う。 
訳の分からないシロモノになる。なんせこの頭の中を外に出すのだから。 
 
ウイリアム・S・バロウズの書いたブレードランナーを読んだのは 1990 年代だった。 
当時では未来、現在では通り過ぎた年表の お話し。 
そこに登場する 行政から切り離されたアンダーグラウンドで、闇医者と闇薬品を手引
きする少年たち”ブレードランナー”に、「オレたちに届くモノを響かせろ…」と、オレの
背中には、そう記された。 
その記憶の古傷は、時おり酷く疼く 2001/9/11 NY。2011/3/11 Tokyo。 
あれらから、進行中の道中、過去と未来は一気に我がDNAを走り巡る。 
メンバーSAL（画家）の連続作品 HSL (HOMO SAPIENS LUMEN) がウチの壁に並べら
れたのは、前作NO DEAD END リリース(2012 年)後の頃だった。そのHSL に登場する 
”ラビッツたち” のストーリーが、バロウズの”ブレードランナーたち”のストーリーと重
なった。 
 
あいつらへ届けるためにリリースする。 
 
2012 年以降の曲から 5曲 + 前世紀同タイトル改変版 1曲 + HSL から新作 1cut 
 
”ROAD”は、覇権管理の下で ”つかえねえやつ” と評される 全てに送る。 
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ROAD 
 

side A 
01 Kuchibue No.8（5:00） 
02 Dub Submarine（6:29） 
03 Yugami（4:03） 
 
side B 
04 To All of the Door（5:24） 
05 Death to the War, 2017（5:13） 
06 Note of Okinawa （6:23） 
 
NOBUTAKA KUWABARA lyrics 
DEEPCOUNT music 
SAL cover 
 
TAKESHI ISHIHARA guitar appears on “Note of Okinawa” 
 
YOSHIAKI KONDO recorded & mixed at GOK Sound 
 
KAZ KUDO video on “Note of Okinawa” 
 
SAM KAWA thanks for your support 
RYO KAWADA and CRASS thanks for your words 
 
DEEPCOUNT 
NOBUTAKA KUWABARA vocal/trumpet 
ALI bass 
SUGURU guitar 
NORIAKI FUKUSIMA drums 
SAL art 
 
 
 
 
 



 3 

 
HSL 01：スクラップ工場） 
時代は、石油エネルギーの代替えに成功した未来の何処か。 
場面は、スクラップ工場（看板:UBERMENSHC/ウーバーメンシュ//ニーチェの哲学に出
てくる超人）、工場内で解体されている巨人（サイボーグ）、前時代の兵器。用済み。 
あちこちに遺跡として転がる。 
発見されるとシティー（情報覇権/コントロール体制）により、街（ゲットー）の外れに
何ヶ所もあるスクラップ工場に送られ、解体され、必要な部品が回収されてゆく。 
工場の内部に 4人の少年が見える。こいつらがラビッツ。 
外では職人がラビッツたちの行動を見て見ぬふり、一人は警官の視界を遮るように立ち
話をしている。ラビッツたちがある部品をかっ攫うことを分かっていて何故か手助けし
ているように見える。 
 
※ 職人も警官も同様に身体の一部がズレていたり、輪切りになって抜けている。 
 
この物語に設定された世界は、情報を何より重要としている。 
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ラフ 01：HSL 01 と 02 の間のスケッチ） 
ラビッツが森の中を逃げている。先頭のリーダーJが手に何か持っている。 
うしろでは、ライフルの銃口が狙いをつけている。 
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HSL 02：森の滑走路） 
逃げながらもウキウキと踊る足取り。森の迷路はラビッツの滑走路。 
 
※ ラビッツたちの身体。輪切りやズレの無い。生まれたままの状態である。 
 
-- 
掟 重力 お前の 足取りで 踊れ 
暗闇の 国の マボロシを抜き去り 踊れ 
コントロールの迷路の枯れた泉 潤わせて 踊れ 
全ての屍を超えて………そらを渡れ口笛 
<収録曲 Kuchibue No.8（as a reply to Ryo Kawada diary this lyrics）より> 
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ラフ 02：HSL 02 の続き） 
岩の影。息を整える。 
 
胸の拍動が鼓膜の内扉を叩く 恐怖は幻のドアだ 
蹴破れ 口笛を飛ばせ あの娘の鼓膜に振動を取り戻せ 
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ラフ 03：重要部品） 
かっ攫ったリンゴを模したシロモノ。触れる。展開。中心部に DNA 螺旋が昇る。肉眼
では読み取れない、重要情報…こいつは高値で捌ける。 
-- 
（ラフ 03 使用フライヤー上右端記。“脊髄の蛇 SIPN DANCE”は JAZZY UPPER 
CUT/QUIET NIGHT を記した跡だが、 

 
じつは、1st.CD ”脊髄” のジャケット このサイボーグもHSL の巨人と繋がっている。） 
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HSL 03：仲間） 
さあ、アジトへ帰ろう。 
 
前置きの２つの ※ に触れておく。 
この世界は、何よりも情報が重要。情報をシティーに預ける → 真っ当な社会人。 
自分の預けた情報に関連した身体の一部が欠如。ズレ現象をおこしてる。 
それは、良識の証。シティー管理センターのサービス。認証コード。 
ラビッツたちの身体は欠如無し。彼らの出生はアンダーグラウンド。 
この世界ではハミダシもの。 
シティーの住人たちも身体に欠如が無い。情報を預ける必要が無い。 
この世界の覇権者たち。 
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HSL 04：アジト） 
森の奥深くラビッツのアジト、２人の少女が彼らの帰りを待っていた。 
 
何処かでラビッツたちと知り合い、生活を共にするようになった。 
アーガイルセーターの娘は目のあたりが抜けている。タイヤ上の娘は頭、耳あたりから
上がそっくり欠如。この娘は、患っている。 
ラビッツたちは何だか分からずもこの娘を助けたくて、裏家業で金を稼ぐ。 
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HSL 05：家族） 
楽しい食事。幸せな家族。大切な仲間。 
 
-- 
すり切れた 口笛のフレーズ 
幻のドアを蹴破り 一人ぼっちの鼓膜を振わせろ 
あの口笛のフレーズ 
<収録曲 Dub Submarine より> 
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HSL 06：ゲットーとシティー） 
ゲットーの市場を歩くラビッツ。向うに聳えるシティーの居住する塔。通称：バベル 
 
-- 
バケモノ退治の物語 カガミの迷路の入り口へ ゆがみ 
 
自分の囚人 鎖に巻かれて 
その鍵は その手に握られた虫かご 
 
手放せ その 歪んだ虫かご お前が入ってるぜ 
<収録曲 Yugami より> 
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HSL 07：煙草屋） 
裏稼業の入り口は、いつも表通り。 
この扉の向うは何処につながっているのだろう。行きたいところへ行くしかないだろ。 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
HSL 08：取り引き） 
合言葉 / Q：脊髄の蛇 / A：Quiet Night 
ってな感じかな？ 
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HSL 09：オタカラ） 
アダムとイブ 交渉成立。 
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HSL 10：再生の輪） 
帰り道。リーダーJが持ってるディスク。リンゴを売った金で買った。施術用。 
 
 

 

HSL 11：施術） 
施術開始。アジトの地下。鏡のエリアは少女の私物。 
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HSL 12：再生） 
再生中。ラビッツたちみたいに完全にぜんぶ生身になるわけではない。再生というか欠
如部分のデータ実体化。(ホログラムとは違う、生身に再生されるのとも違う。) 
 
-- 
行け たどり着け あの娘のところへ 
自分の背中さえもいつかは追い越して 
刻め 進め つかめ 立ち上がれ 開けトビラ 
<収録曲 To All of the Door より> 
-- 
 
……施術のあとの夜、スクラップ工場の人たちの家族とかとお祝いの宴。 
その夜、寝静まった後、ふと少女は目が覚めて、窓際のフクロウを見つける。 
フクロウにいざなわれて、森の奥に入っていって、遺跡：巨人を発見する。 
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HSL XX：遺跡の起動） 
ラビッツたちは調べた。巨人の胸の穴の奥。嵌め込む溝。その形状。あのリンゴの重要
さに気がつく。そして巨人起動のためリンゴを奪還。（その経過：現在未設定） 
そして実行する。（この絵はその瞬間/巨人起動後の詳細：現在未設定） 
-- 
<収録曲 Note of Okinawa>の曲終り間際、小鳥のような、未来映画の宇宙ロボットの鳴
き声のような音、タケシオン、誰も操縦しなくなったオスプレイが森に捨て置かれてい
る風景を思わせる。この絵の巨人の囀りにも聞こえてくる。 
-- 

※	HSL は未完。現在も製作の途中。道を往くだろうし、来るだろう。 
※ アルバムタイトル：巨人の胸の穴の向うに遠くの世界。覗いた者のDNAが関わる自
分の背中を見る道。誰かの手紙の切れ端が風にそよいでいる。To All of The Door"開け
扉"の向こうにつながる道。そう。高江の県道 70号にもつながっている。連絡線。呪文。
タイムトンネル。何かがやって来る。やって来た。あるいは今、歩いている道。 
 
本書 外伝は、視覚情報、HSL のストーリーがメインになったが、リリースの宛先は 
”ラビッツ”のような ”ブレードランナー”のような 何処かに居る、誰かに宿る、あいつら。 
唄詩の片を記したけど、音の方は、やはり耳と肌で振動に触れてもらう。解説はない。 
 
”ROAD”は、覇権管理の下で ”つかえねえやつ” と評される 全てに送る。 
 
平成時代の終りかけた東京の片隅より 

Nobu/DEEPCOUNT 


