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日野　書の交差点の座談会を始めましょう

　　　か。何話そうかね。（笑）適当にテー

　　　マを散らして、話してみようか。た

　　　とえば、書と料理とかね。書と料理っ

　　　て、関係あるの？

川内　おいしいとかおいしくないとか？

日野　料理ってさ、すごいんだよね。たぶ

　　　ん五感全部に喜びを与えるんだよね。

　　　視覚でしょ。聴覚でしょ。パチパチ

　　　（焼ける音）とかさ。

永田　ジューとか。

日野　ジュワーとか。（笑）

川内　食べ放題って 30 分ぐらいしたら苦

　　　痛なんですけど。（笑）

日野　それ全然関係ないよな。（笑）だけど、

　　　書っていうのは、人の五感とか感覚

　　　にうったえる何かとしてはものすご

　　　く限られているんだよね。触れない

　　　しさ。まあ触れてもいいけどね。も

　　　のすごく限定されてるんだよね。見

　　　る側に出せる技というのが。たとえ

　　　ば映画だったら音と映像があるわけ

　　　でしょ？　あとストーリーとか。ま

　　　あ書も、書き始めから書き終わりと

　　　いうことであればストーリーがある

　　　んだろうけど。

川内　作品をつくるってことの意味性って

　　　のは何か自分が訴えたい何かだった

　　　りするわけですよ。そういう意味で

　　　は、書作品は、鑑賞するものとして

　　　は、単純に造形的な楽しみだけでは

　　　なくて、意味性っていう部分でもそ

　

　　の人が訴えたいことってのがやっぱ　

　　あると思うんですよね。たとえば杉　

　　山さんが作品で小説書くときでも……。

一同　杉山さん小説書くんですか？

日野　まあ官能小説だけどね。

川内　……。小説を書くときでも、チョイ

　　　スには意図があるわけじゃないです

　　　か。そういったこともありますよね。

杉山　もちろん、書道ってのは、言葉を書

　　　くわけですから、文学として見られ

　　　ている部分というのもあるわけでご

　　　ざいまして、僕はどちらかというと、

　　　美術だとは思っていないというか、

　　　あまり美術が好きではないので、と

　　　いうかどちらかというと嫌いなので、

　　　そういうのとは、一緒にされたくは

　　　ないな、とは、思っておりますけれ

　　　ども。

永田　美術というのは、芸術という意味で

　　　の美術ですよね？

杉山　いや、芸術でもいいですけど。平蔵

　　　来ました。もう始まってるよ。

（平倉和則登場）

平倉　遅れてすいません。

日野　今ね、書と料理というテーマで話し

　　　てるんだけど。

草津　水出しアイスコーヒーください。

杉山　完全に書かれるよね。草津の最初で

　　　最後の発言。やっぱりそうなんです

　　　よ。僕は作品にあんまり美術性とい

　　　うのを求めてないな、というのが、

　　　僕の考えなんですけれどもね。

日野　意味性っていうのは、料理とか映画

　　　とか、他のメディアというか芸術と

　　　いうのは五感に対していろいろな働

　　　きかけをするというか、書よりはい

　　　ろんな感覚に働きかける力があるけ

　　　れど、書は限られている。でも意味

　　　性っていうのは、他にはないよ、と

　　　いうか。

川内　だから料理ってのは五感。この五感っ

　　　ていうのは直感だとしますよね。そ

　　　うすると、意味性とかそういうのに

　　　働きかけるのは、直観ではなくて、も

　　　うちょっとこう、思考的なというか、

　　　そういうのになってると思う。

日野　コース料理？

永田　連作ですよ。

日野　コース料理を食って、「こんな意味

　　　があったのか !?」みたいな？

永田　個展とかはコース料理として考えら

　　　れないですか？

日野　ひとひとりの一生の作品とか？

草津　平倉さんガムシロップいれすぎじゃ

　　　ないですか？

平倉　あまっ！

日野　意味性って、２つぐらいあると思う

　　　んですよ。意味内容が伝わる場合も

　　　あるだろうけど、伝わらない場合も

　　　あるんじゃないですか。基本的にさ、

　　　見る人はパッと見て、形を見るわけ

　　　じゃないですか。読める人は読むか

　　　もしれないけれど。見る人にも幅が

　　　あるわけですよね。読み込める人読

　　　み込めない人とか、ぱっと見た印象

　　　で感じる人感じない人とかさ、読ん

　　　で意味を追ってって「ハフー」っと

　　　了解を得るというか、「はあぁ、なる

　　　ほどね」みたいな。だから必ずしも

　　　意味が人に作用するか、作用しない

　　　かというのはあるよね。

杉山　書道って、本当の意味では作品をつ

　　　くってる人しか表現しようって思っ

書の周辺を語る　　  　　　　　　    

書×○
あれこれ

○座談会＠新宿
2011 年 7 月 17 日（日）、８人が集まり座談会として書について語

り合った。その座談会の様子をダイジェストで紹介する。なお、

掲載にあたって、事務局にて内容を編集した。

参加者＝川内佑毅、草津祐介、杉山勇人、永田明、

日野公彦、平倉和則、水内温子、村田麻里子（50 音順）     

司会＝日野公彦、撮影＝草津祐介
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　　　てることは伝わらないんじゃないか

　　　と思うんですよね。だから、展覧会

　　　に行って作品がいいっていうのはあ

　　　る意味、やっている人にしかわから

　　　ない。やってない人っていうのは、別

　　　の意味で感じてるっていうか、美術

　　　的にみているとかそういうことなの

　　　かな。本当の意味での書道って、やっ

　　　ている人にしか伝わってないんじゃ

　　　ないかなって思うんですけどね。

日野　そしたらやってない人にも面白いと

　　　思えたほうがいいのかどうかとかっ

　　　てどうなんだろう。

杉山　そうすると面白くするためには、やっ

　　　ぱり、美人が書いていたりっていう

　　　方にいくっていうのは、ある意味当

　　　然のことなんじゃないでしょうか。

日野　読み進むとめちゃめちゃエロかった

　　　りとかね。インターネットにしても、

　　　ビデオにしても、基本普及はエロか

　　　らだからね。

平倉　そういう話はやめましょうよ。

杉山　やっぱり、大衆に分かってもらうた

　　　めには、ＡＫＢの名前を書いたりし

　　　なきゃいけないわけですよ。ある意

　　　味では、大衆化っていうのは必要な

　　　んじゃないかなっていうのはわから

　　　ないわけじゃないし、それをどうし

　　　ていこうかっていうのは、難しい話

　　　ですね。だからいわゆる展覧会作家っ

　　　ていうか、いわゆる偉い人たちがそ

　　　れを否定し続けている限り、進まな

　　　いんじゃないでしょうか。

日野　ポピュラー音楽の中でもそれなりの

　　　質を保ちながら大衆に訴求力のある

　　　ものをつくっている人もいるよね。

　　　ウォーホールなんかは大衆的だけれ

　　　ども美術史的にも価値があったりす

　　　るわけだし。書でもそういうのもも

　　　ありそうだけど、知られてなかった

　　　りするのかな？　それとも書でそう

　　　いうものはないのかな？

川内　音楽で考えたときに、技術的に複雑

　　　なクラシックがあるけど、ポピュ　

　　　ラー音楽っていうのは、それを単純

　　　化したものだと思うんですよね。そ

　　　う考えると、ポップ化っていうのは、

　　　一部分の要素だけを出してくものな

　　　んじゃないかなって思うんですよ。

　　　それがやっぱり相田みつをとか、武

　　　田双雲だとか、成功している人なん

　　　じゃないですか？

日野　じゃあいいか悪いかは別にして、大

　　　衆に受け入れられようとするのであ

　　　れば、もっと単純化する必要がある、

　　　と。

川内　そう。だから伝統書の美を知ってい

　　　る人間であれば、その美に関する所

　　　だけ抽出するというのも、一つの手

　　　だと思っているんですよ。

日野　たとえばどこをクローズアップしよ

　　　うか？

永田　それができてるのはだれですか？

川内　できてるの……。たとえばアレンジ

　　　してるとは思うけど、石飛博光とか。

永田　近代詩文書とか、調和体とかってい

　　　うのも、一種の単純化ですよね。

川内　漢字を１字書くにしてもかっこよく、

　　　歴史を踏まえてかっこよくかければ

　　　評価されると思う。

杉山　メディアに出ている人たちは結局は

　　　大衆が知っている範囲の初の知識を

　　　うまく利用しているというか、とめ

　　　はねはきっちりやりましょうとか、

　　　そこの部分をフューチャーして強く

　　　出していると、素人目には力強いと

　　　見えてくる。そこで歴史的な書風を

　　　踏まえて見ているという意味では、

　　　（書をやっている人間の方が）フィル

　　　ターがかかっているんだろうなぁっ

　　　ていう感じはするんですけどね。

日野　フィルターがどこでかかってるか、

　　　なんだろうね。

杉山　そういう意味では、マスメディアが

　　　分かっている範囲のことを出してい

　　　くというのは、うまいんでしょうね。

日野　最近の制作の話でもしましょうか。

　　　水内さん、最近、書いてますか？

水内　高校の授業で書いてます。

日野　学生時代と教師になってからで、書

　　　との接し方とか見方とか変わった？

水内　8、9 割の生徒はお手本があってそれ

　　　を書くのが楽しいんだと思います。

日野　古典を臨書するよりもお手本を書く

　　　方が楽しいんだ？

水内　お手本を真似て書きたいんだと思う

　　　んですよ。顔真卿のこういうとこを

　　　書きたいとか褚遂良のこういうとこ

　　　ろを書きたいとかいうんではなく　

　　　て、とにかく字を書きたい。その中

　　　で１割くらいが自分の字で書きたい

　　　という子がいる。

川内　それは臨書なの？

水内　臨書だけど法帖とかお手本を見て、

　　　自分なりにアレンジして書いてる。

　　　でも、雁塔聖教序の細い所だけ拡張

　　　して書いたりとか。

日野　手本を書くのが面白いんだね。書道

　　　やってる人にとっては、「これ名品

　　　なんだよ」みたいなものあるじゃな

　　　いですか。そういうのを見てもあん

　　　まり興味ない感じ？

水内　あんまり興味ない感じ。書で道を開

　　　いていくんだって言うんじゃなくて、

　　　お習字を習っていて、ちょっと字が

　　　うまかったからって感じで。

日野　それって動機としては純粋で、とっ

　　　かかりとしては悪くないんだよね、

　　　きっと。

村田　私は中学生を教えてて、うちの学校

　　　は中１は週１回書写があるんですよ。

　　　で、中２中３は２週間に 1回あって、

　　　公立では考えられないくらい書写の

　　　授業が多いんです。最近は公立だと

　　　ほとんど書写がなくて、夏の書作展

　　　と書初め展とまとめてばーっとやっ

　　　て単位出すみたいな感じなんですよ。

日野　へー。じゃあ授業とかやらないんだ。

村田　やらないと思います。でもうちの学

　　　校はすごく多くて、私の前任の先生

　　　が中２までで中学生の教科書の範囲

　　　を全部やらせてたから、3 年では唐

　　　の四大家をやらせてたんですよ。で、

　　　文化祭で色紙に 4 文字生徒に選ばせ

　　　て、唐の四大家の書風で書きましょ

　　　うみたいなことをやらせてたんです

　　　けど、やっぱりお手本がないから書

　　　けないんですよ。で、きれいに書き

　　　たいから、褚遂良とか顔真卿とかは

　　　誰も選ばないんですよ。で、普通な

　　　のがいいから、虞世南とか歐陽詢を

　　　選んでくるんです。

川内　習字っぽいから？
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日野　そもそも、書のイメージが、大学で

　　　古典とか歴史を学んだ人以外にはメ

　　　ディアで活躍している人のようなも

　　　のが一般の人が持っている書のイ　

　　　メージになっちゃってるんだろうね。

村田　一般の人が自分もこう書けたらいい

　　　なという想像できる範囲のことをそ

　　　ういう人たちはちょうどうまくやっ

　　　てるんじゃないでしょうか。

村田　きれいに勢いがあるとか、日本的な

　　　もの。

日野　もったいないよね。もっといろんな

　　　ものもあるのにね。どうなんだろう

　　　ね？　書をやっていない人の書のイ

　　　メージと実際の書と……。

杉山　書のイメージというか、みんなお手

　　　本を見て書くというのがむしろスタ

　　　ンダードなのであって、こちらがど

　　　う思うかというのは、また違うのか

　　　もしれないというわけであって、む

　　　しろ書道ってお手本をみて書くもの

　　　なんじゃないかって、僕なんかは普

　　　通に思いますけどね。それが正しい

　　　姿であって、本当はこっちが間違っ

　　　てるんじゃなかいって。

日野　すでに、マイノリティーなんだよね。

杉山　そういうのを全体としてやっている

　　　のに、書壇でも上の方では想像力の

　　　ことをいうという……、非常に不思

　　　議な構図になっているような気はす

　　　るんですけど。書道っていうのは、

　　　ある意味でひとつの個性的な芸術を

　　　つくるっていうよりも、どこかでだ

　　　れかが真似していくことが前提にあ

　　　るというか、結局だれかがそれを複

　　　写していくことで流行っていくとい

　　　うか、そういう面があると思うんで

　　　すよね。だから完全に独自のってい

　　　うのをつくったとしても、それは意

　　　味がないわけで、結局だれかが真似

　　　ていかなきゃならないものをつくっ

　　　ていくという、そういう意味で、美

　　　術とか音楽とかと、ちょっと違うん

　　　じゃないかなと。結構いいこと言っ

　　　てません？（笑）

日野　音楽も真似じゃない？

川内　書も音楽も、自分の記憶と合致する

　　　ようなものじゃないといけないとい

　　　うか。洋楽とか、日本語のポップと

　　　かを聞いている私たちが、ロシア音

　　　楽を聴いてもちょっと違うなと思う

　　　というか、自分の範疇を抜けると、

　　　シャットアウトしてしまう。

杉山　今までの歴史的なことで考えてきて

　　　も書壇というのは当然のもので、み

　　　んなが真似しようとするものが残っ

　　　ていっている。逆に個性をっていう

　　　より今後はこういうものを説明して

　　　いく必要があるんじゃないかと思い

　　　ます。

川内　そういうロジックでいくと石川九楊

　　　だけが独特ってのはわかりますよね。

永田　真似できないですからね。真似る真

　　　似れないでいうと、読める読めないっ

　　　てのがあって、読めないと真似でき

　　　ないと普通の人は思うじゃないです

　　　か。そういう意味では読める書の時

　　　代になりつつあるんじゃないかと。

川内　玄人思考でいくなら読める読めない

　　　よりも萌える萌えないだと思いま　

　　　す。たとえば石川九楊の書は字を書

　　　いているけど読めない。森田子龍や

　　　武士桑風みたいにそもそも文字を書

　　　いていないものもあるじゃないです

　　　か。なんか読める読めない関係なく

　　　書道的に良いみたいな。フェチとい

　　　うか。

杉山　読めない書をみているというのは本

　　　当に書道的にみているのか、そこは

　　　分割して考えていかなきゃいけない

　　　のかもしれない。単純に美術的に見

　　　ているというか。今まで曖昧になっ

　　　てたのかなと思う。

平倉　なんか反省会みたいですね。（笑）

杉山　海外での活動はどうなの？

　　　いいフリでしょ（笑）

平倉　中国の人とかだいぶ羽振りが良いで

　　　すけど、世界的に見たら不景気で　

　　　しょうからね。向こうの人はアート

　　　は日常とかいって確かに経済活動の

　　　一端を担っているなかで、それでも

　　　衣食住にはなりえないですよね。明

　　　日世界が終わるとして、松坂牛が安

　　　く売ってたら買うけど、ピカソの絵

　　　は安くなってても買わないです、僕。

日野　サバイバルな状況ではいらないもの

　　　だからね。でも個人のどこに琴線が

　　　触れるかだけど、明日食う米がなく

　　　ても空見たら綺麗だなぁとか思う　

　　　じゃん。書なり美術品がそうなりえ

　　　るか考えると可能性はゼロではない

　　　と思う。本当にどうしようもない状

　　　況になると、まずは捨てられるもの

　　　はそうなんだろうけど、ふと目にし

　　　た時に目に留まるものっているのは

　　　あるのかもしれなくて、それが希望

　　　や勇気を与えたりするものがあるか

　　　もしれなくて。そこが目指すところ

　　　かはわからないけど。

平倉　さっき玄人とか素人って話してまし

　　　たが、僕らは玄人だっていう認識で

　　　話してるんですかね？

杉山　それはそうなんじゃない？

平倉　玄人がどうのこうのって言うと、　

　　　さっき音楽の話してたじゃないです

　　　か。なんか、すごい実力があると思っ

　　　ているバンドのメンバーが、売れて

　　　メジャーシーンで活躍しているバン

　　　ドを妬んでる会話に聞こえちゃって。

　　　売れるか売れないか、光が当たるか

　　　当たらないか、金儲けできるかでき

　　　ないかなんてのを尺度に考えると僕

　　　らは実力を持っているとしても玄人

　　　とは呼べないわけで。

杉山　何をもって成功とするかじゃない？

平倉　たぶんメディアに出ている芸能人っ

　　　て金持っているってイメージがある

　　　から、憧れちゃいますよね。

杉山　価値をお金に換算していけば、成功

　　　となるとおもいますけれども、どう

　　　いった視点で成功となるかはわから

　　　ないですよね。

平倉　個人もそうだし、団体としてもそう

　　　ですね。1 日 8000 人呼べば成功かと  

　　　かね。

永田　村田は何考えて書いてるの？

村田　私はしゃべっていることがてきとー

　　　で、あんまり人に嫌われたくないか

　　　ら全部をさらけ出さないことで自分

　　　に溜まっていく泥みたいなのを作品

　　　にしてるんです。

杉山　じゃあ草津そろそろまとめて。

草津　これはまとめなくていいんですよね。

（一同爆笑）

書の話はいまだ尽きない――。　（つづく）
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山本尚志

■書×日常

　最近は「タオル」という作品を毎日のように

書いています。「デイリー書道」という作品発

表ブログに、毎日載せるためです。ですから、

私にとって日常といえば「タオル」のことなの

です。さて、この「タオル」ですが、実は「ま

ともに字を書かないように、あるいは、書けな

いように」意識しています。マニアックな方の

ために説明すると、画面(紙面)の中にまた

画面(タオル面)があり、それが日々の連作

中に多様に変化します。この「タオル」による

第二平面のおかげで、ある時には文字そのもの

を三次元的に書かなくてはいけなかったり、ま

たある時には「タオル」がしわになっていて、

字が書けなかったりするのです。書は確かに自

由であるけれども、自分が設定した「ダブル平

面」という制約の中では、なかなかそうもいか

ないわけです。このように、私の作品は作者で

あるはずの自分でも予期しない方向に、日々変

化し続けていくのです。

水内温子

■書×恋

　今のように男女が気軽に会うことができない

平安時代。平安時代の恋は、噂を聞いてからの

恋文のやりとりから始まる。恋をした男性は、

相手の女性に｢懸想文｣という恋文を贈った。

その恋文は、女性に渡される前に乳母や世話係、

母親に読まれ、その男性に対する評価が下され

た。和歌で表現された恋心。その恋文には和歌

の内容はもちろん、文字の散らしや筆跡、墨の

濃淡、紙質、折り方、香り等から相手の身分・

家柄の良さや学問的才能だけでなく、芸術的才

能も評価される要素となる。恋と書とは、ここ

に密接な関係を持つ。

　より素敵な恋文を送ろうと、紙を選び、その

上に和歌三十一文字を散らしていく。その文字

の数がそう多く見えない、すっきり見えるもの

がいい。連綿させ、曲線でつなぎ、かなの美し

さで表現する。美しい。今は電子メールの時代。

このような恋文に挑戦する人もいてほしいと、

私は思う。

日野公彦

■書×かわいい　

 「◯◯の字ってかわいいよねー」なんて台詞は

いかにも街中で聞いたことがあるような気がす

る。というか、誰かの書いた字を見て「見掛け

によらず字がかわいいな」とか言ったり思った

りすることは割とあるんじゃないかしら。こ

れってつまりは書かれた言葉から、伝えるべき

意味内容以上の何かを感じ取っているってこと

だよね。

　僕は、書とは書かれた言葉の有り様だと常々

思っている。その有り様に美醜を感じたり感じ

なかったりするわけだ。と、すると、かわいい

書き振りのモノたち――メモでも手紙でも何で

も――は、紛れもなく書だし、その中に書の

美を内包している可能性を孕んでいるのだと

思う。そして、書かれたモノをかわいいと感じ

る僕らのこころの中には、無意識的にも書的な

感覚が存在しているんじゃなかろうか。そうい

や最近かわいい書き振りにあまり出会っていな

い。かわいい人、絶賛募集中。

永田灌櫻

　　　　　　　　　

■書×つぶやき

　今日流行っているツイッター。今更説明する

までもないが、日常における個人的つぶやき

を、電波に乗せて不特定多数に公開するもので

ある。

　思うに、「書」の構造はこのツイッターとよ

く似ている。書という行為は、作者の一個人と

しての主張や感動を作品として社会へと発信し

てゆくことに他ならないし、直接的に言葉を書

き出すという表現手法の面でも近い。心のつぶ

やきや叫びを、紙面にぶつけた残像が書の本体

である。ただ、ツイッターはデジタル表示であ

るので、伝えたい全ての言葉を文字によって説

明する必要がある。一方、書はアナログである。

最も伝えたい言葉の断片のみ を文字素材とし

て扱い、残りの内に秘めたる言葉は、その造形

によって表現できる。乱暴に言えば最小値だが、

言葉にならない思いの丈を託し得るという点で 

は、デジタルよりも遥かに多くの情報量をはら

んだ伝達手段である。これこそ書の魅力。私は

やはりアナログにこだわり続けたいと思う。

平蔵

■書×酒

 「私は酒が好きだ！！！！！！！！！」

　と、胸を張って言えるほど酒に詳しいわけで

はないが、書の交差点のなかでは酒豪で通って

いる。酒癖の悪い奴でも通っている。完全に酒

に飲まれるタイプの人間で、酒によって失った

人間関係も数知れないが、それでも酒を断った

りやめようという気にならないのは僕のたちの

悪さだろう。

　高い酒を浴びるほど飲めれば最高だが、僕は

ほどほどので良い。ほどほどの酒を次の日残る

程度飲めれば満足できる。次の日もその酒の味

や香りを覚えていて、一緒に食べた刺身が美味

しかったことまで思い出せたらそれで良い。そ

の時にした会話まで思い返せればその宴は最高

だ。

　そんな簡単な事が僕にはどうも難しい。そう

だ、だから僕は今日も酒を飲むのだ。最高の気

分を味わいたくて、何一つ欠ける事の無い究極

を目指して。

　これが僕の書道観であり、作品をつくる理由

なんだと思う。

杉山勇人

■書×エロ

求められたテーマを、そのまま受け入れて

みようと思う。

僕が書いている作品は、小説に題材をとっ

ていて、映画化されたらＲ指定がかかるだろ

うってものも少なくない。あんまり一八歳以下

にはすすめられないんじゃないかな。けれど書

は形象の表現であるらしいので、これまで作品

を見てる人に指摘されたことはない。

書にはもともと身体性というか、肉感がへ

ばりついていて、そこに想像力を働かせて読ま

れていた。だからこそ、もう一度、不道徳性と

か、暴力性みたいなものに、書が挑戦してもい

いんじゃないか。表現方法にばかり気をとられ

てきた書が、一周まわって何が書かれているか

で勝負するみたいな。

性欲は根源的なもの、なんていうと文化人

「書の交差展２０１１」出品者に聞く！

書×○
あれこれ

○

1975年生まれ。二松学舎大学卒業。

個展「メモ展」(1996年、東京)、「居

留守で住人不在展」(1997年、東京) 

その他、井上有一に捧げる「書の解

放」展などグループ展に出品。

２０１１年８月２４日から６日間、目黒のギャラリーやさしい予感で開催される「書の交差展

２０１１」。その出品者に書×○
あれこれ

○ということで、テーマを指定しエッセイを書いてもらった。

1984年生まれ。千葉県出身。東京学

芸大学卒業。

書の展覧会やパフォーマンスで幅広く

活動する。

atsukomizuuchi@hotmail.co.jp

1983 年生まれ。東京学芸

大 学 卒 業。 個 展「These 

three words- 追憶・幻想・

混沌 -」(2008 年、東京 )、

「朔源」(2009 年、アメリカ )

のほか、中国、韓国、トル

コ、フランスで書作品やパ

フォーマンスの発表をおこ

なう。

1969年広島市生まれ。「天作会」(2004

～)、「世界書芸祝祭」(2006)「ソウル

書芸ビエンナーレ」(2008)、「一人快芸

術」(2009/広島市現代美術館)など。

1987年、群馬県富岡市生まれ。東京学

芸大学教育学部書道専攻卒業。書宴幹事。

2010年2月、個展「我行精進」(群馬 

高崎市)、2011年4月個展「言葉と文字」

(東京・表参道)

1979年7月3日、群馬県高崎市生

まれ。5歳の時、すでに「上毛かる

た」を諳んじていた。好きな文房具

は、ホチキス。たまねぎ、生魚、お

ふくろの手料理が苦手。おふろの王

様会員。餃子の王将プレミアム会員。
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ぽいが、性の衝動は倫理を軽く超えていくんだ

という単純な構造が、最近はみんないい子に

なってきて、忘れられてる気がする。官能的で、

暴力的で、覗いたら最後、つかまって身ぐるみ

はがされるような、そんな書の世界があっても

いいでしょ。ねぇ。

村田麻里子

■書×海 

　すべての生命の根源は海だという説は広く知

られている。原始の海に雷などの強大なエネル

ギーが加わり、有機物が生まれ、それが化学進

化して生命が誕生したのだそうだ。それが環境

に対応していくうちに生きるスタイルが多様化

し、さまざまな種を生んだ。

　書の制作は生命誕生とその進化そのものだ。

　墨を磨る。固形墨の細やかな粒子が削られ、

水に馴染んでいく。磨られた墨はそれだけでは

まだ生命を持たないが、墨が筆に含まれ、作者

のエネルギーとともに留まる場所を紙に移した

とき、書として命が吹き込まれる。だれがどの

ような用具を使い、どんな時、どんな場所で、

どんなキブンで筆をとったかでその命の形が異

なってくる。

　墨があり、筆を運ぶというエネルギーが加わ

り、どのような環境の中で筆が運ばれるかで形

が違ってくる。まさに生命の誕生と進化である。

そういえば硯において墨をためる場所は「海」

といわれる。

　なるほど、どうりで。

　

伯豊道人

■書×アニメーション

　アニメの原画というものは、30分で4000枚

前後が必要になるという。1秒に必要な原画枚

数は約2枚で、1枚の作画にプロの手で20分

前後かかるという。

　それでいて、仕上がった1枚の原画が人の

目に留まる時間は極めて刹那的と言える。

書を「かく行為」として考えた場合、これほど

「書」が儚い世界は他に例を見ない。

　一方で、アニメの題字なども「書」として捉

えることができる。題字における「書」は、作

品の第一印象を見る者に与え、その印象は根強

い。ジブリ作品の「ゲド戦記」の題字は、素人

目に見ても粗雑に書かれた印象が強く、個人的

にはそれが作品への不信感、ひいては粗探しへ

とつながった感がある。題字で与えた印象は作

品そのものの評価にすらつながる。

　この点で、アニメにとっての題字の「書」は

大きな影響力を持っている。手間のかかった緻

密な「書」が刹那的で、刹那的に書かれた「書」

が評価を左右する大きな影響力を持つというこ

の事実は、なんとも皮肉ではないか。

松下直樹

■書×街かど

　人間は身の回りの空間や環境に意味を付与し

ながら生き、自らの意味づけによって生成され

た空間、すなわち「場所」を創出してきた。

　そうであったにもかかわらず、90年代の地

理学において「没場所性」という概念が流行し

た。街中のあらゆる景観が均質化し、どこに行っ

ても同じ景観が広がる、端的に表すならば景観

のマクドナルド化が起きたのだ。

　近年の書、とりわけ書壇の書も「没場所性」

によって支配されている。展示会場には多様

だったはずの書表現やその意味が薄れ、アイデ

ンティティのかけらもない作品が陳列されてい

る。ブースを移動するごとに新たな世界観に出

会うことがなくなってしまった。人間不在の書

の再来か。

　人間自らが意味づけ創出した「没場所性」を

越えた書の形を私は追い続けていたい。

草津祐介

■書×落書き

　もし王羲之が落書きをしたらと考える。王羲

之は、簡単にいうと書の神様のようにあがめら

れている人である。その王羲之が落書きをした

ら――。

　王羲之は壁に落書きを書いて酒をもらってい

たという。王羲之が字を書いた壁の持ち主はそ

の文字の部分を削って売り裕福になった。しか

し、王羲之の落書きは受け入れられるばかりで

はなかった。知り合いの家で机に落書きを書い

たが、その知り合いの父親が机に落書きを見つ

けて削ってしまった。

　王羲之が壁や机に落書きをした。それを迷惑

な行為となるかどうかは、受け手の問題である。

いまもし王羲之が生きていたとする。いまもし

王羲之が壁に字を書いているのを警察官がみつ

けたら、建造物損壊罪や器物損壊罪でつかまえ

るのだろうか。わたしが警察官ならもっと書い

てもらい、ついでに場所を提供するだろう。も

し、王羲之が高校生だったとして机に落書きを

していたら毎日あたらしい机を提供するだろ

う。王羲之の高校生の姿なんて想像できないけ

れど。

徐永松

■書×日本

 日本に来て一番印象に残っているのは、銀行

で口座をつくるのに個人印鑑が必要だったとい

うことです。中国では印鑑を使わず、欧米のよ

うに個人のサインでほとんどが済んでしまいま

す。私は事前に日本語学校の友人からその話を

聞いていたので、篆刻ができる私は事前に自分

の個人印を１個つくって日本にきました。

 日本に来て１か月後、外国人登録証明書と印

鑑を揃って、近くの銀行で問題なく口座をつく

ることができました。さらに、驚いたのは、日

本では個人印鑑の使用率が非常に高く、部屋の

賃貸契約する時、携帯電話を買う時、学校を選

考する時、個人印鑑がなければ、本当になにも

できなくなるといっても過言ではないといえま

す。当然、解約する時も、個人印鑑を持ってい

かなければ、本人がその場に居られても解約で

きない可能性があるそうです。これは、日本特

有の印文化ともいえ、とてもびっくりしました。

菅俊輔

■書×ファッション

　ファッション＝服飾とするならば、書は

ファッションにとってある意味天敵と言っても

過言ではない。あの黒色に侵蝕されれば、衣服

などいとも簡単に台無しになるからだ。

　ならば、お古を着るか、となる。が、そうう

まくはいかない。書きたいけれど、服装に無頓

着なのもなぁ……。人並みのオシャレもしたい

し、でもやっぱり字も書きたい。まして作務衣

やジャージだと、何故かやる気にならない。と、

我ながら実に見事な二律背反のハーモニーだ。

　散るなよ、一張羅だぞ、と念じながら書くと

（ならば着るなよと突っ込まれそうだが）大概

失敗する。意識せずに作品や課題に入り込むと、

大抵見事な飛墨模様の完成である。

　お陰で、私のファッションは書と常に表裏一

体のまま、黒い模様だけが増え続けている。ま

たやってしまったと頭を抱えつつ、それでも天

敵関係の間で、我が儘に書いて納得がいけば、

黒模様も意外といいんじゃないかと思えてしま

うから私もまだまだ単純なものだ。

1981年、静岡県生まれ。

東京学芸大学大学院修了。中国上海・

華東師範大学に2年間国費留学。

1987 年広島生まれ。2010 年、東

京学芸大学大学院教育学研究科

社会科教育専攻地理学コース入

学。「徹展～臨書への問いかけ～」

（東京学芸大学芸術館）、「第４回

小さな展覧会」（東京銀座画廊美

術館）、「文字区 2009（東京

芸術劇場）、Workshop「墨と

ふれあおう vol.1・vol.2」

1984年、中国上海生まれ。

上海師範大学美術学院国画系卒業。東

京学芸大学大学院。

「西泠印社第二回印文化篆刻試合」、「第

二回巴林石書画試合」優勝賞。「上海

青少年書道篆刻革新試合」入選。

1984年5月２日、愛媛県北条市（現

松山市）生まれ。

書きたい時に書きたいだけ書く。書

けない時は飲むか暴れる。或いは飲

むか暴れてから書く。感情の起伏が

激しい。

故に、振れ幅も大きい。ただ、その

揺れ幅が書作の原点。書きたいと

思ったことを、我が儘に書く。それ

が至福の瞬間。

1988年生まれの22歳。栃木県

出身。東京学芸大学書道専攻卒業。

中学校教員。

甲骨文・金文などの古代文字の質

朴な趣と造形に魅了され、これを

題材とした書・篆刻 2006年中国

政府奨学生公費留学(浙江大学)、

2008年東京学芸大学大学院修了、

2009年大東文化大学大学院研究生、

2011年独立、書人・印人としての

生活を開始。現在、日展入選3回、

全日本篆刻連盟評議員、読売日本テ

レビ文化センター講師など。
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◆すべての文化、芸術が行き詰まりをみせ
る現代において、忘れられた「書」が解き
明かし、表現できることは少なからず残っ
ているのではないだろうか？　その可能性
を高めるためにも書に対峙する多くの人た
ちの「交差」を求めたい。
◆今後、書はどうなっていくのだろう。結
論から言えばそんなことは実際に時が経っ
てみなければ分からない。ある意味どうで
もいいことだと思います。
◆書は変わる、変える必要があるのか。そ
れも実際に変わってみなければいいかどう
かなんてわからない。
◆わたしはもうすぐだめになってしまうか
もしれません。そんなときに詩が生まれ、
書もできるのかも知れません。
◆お習字という手段を用いて書の延命作業
を行うくらいなら、いっそ無くなってしま
えばいいと思います。
◆延命作業という理由のもとに歪んだ偽り
の事実を押しつけるぐらいなら、細々と己
の信ずる書に携わっていきたいものです。
◆時代の先へ進みたい者がいる。じっくり
古典に浸かりたい者がいる。そのなかでど
うしても現代の真横を見る眼が失われてい
る気がする。
◆中国文化を崇拝し、賛美することは決し
て悪いことではない。
◆中国文化を崇拝することは大いに結構な
ことだが、過去の中国文化への傾倒は事実
として、それを今日にも求めようとするの
であれば、それは些か困難なことではない
だろうか。　　　
◆ただ単に過去を見つめ、それを未来に生
かすだけか。　　　　　　　
◆批判し、否定し、対立し、反目し合う概念・
価値文化が他に存在することによって、よ
り双方の特徴・概念が際立つのである。概
念や価値文化の対立によって、それぞれの
文化は今日それぞれの差異をより強調し、
共存しているのではないだろうか。　　
◆「なぜ書くのか？」「なぜ書なのか？」

という問いはいくらでも生まれてくる。し
かし、書いている私は疑うことができない。
◆文化に優れている優れていないもあるの
だろうか。
◆実質を見ずに見かけで判断する。欧米の
ものなら分かった気になって素晴らしいと
感心する。書についてもある種のフィル
ターを通して眺めているきらいがある。　
◆……疲れた。
◆現代に受け入れられるということが書の
最も喜ぶべき位置なのか？　それは文字が
文字として生きてきた時代を否定してしま
うことにならないか？
◆若者が前衛書に憧れ、人とは違うことを
やるのは王道です。
◆それにしても前衛書という言葉、何とか
ならないんでしょうかね。
◆「書作品の範囲」は何か。そして、「そ
の定義は普遍的か」
◆書の中に「言葉」の喪失が始まっている
ことを感じる。むしろ、現在の書作品のわ
かりやすい鑑賞法は作者が無の空間である
白紙を、どれだけ勢いよく（あるいはじわ
りじわりと）傷つけ、汚しているかを読み
取る一点にあると言ってよい。純白の沈黙
を黒で侵していく、その征服感のみに感動
を覚えているのである。
◆私はとてつもなく長い書の伝統を守り、
それを未来に繋げるために生きたくありま
せん。
◆私達はよく「書とは何か」と考える。日々
の生活に必要な、実用的な事柄ならこんな
ことは考えている暇はない。自分達の存在
理由が自分達でもわからない、なくてもい
いものだからこそ「○○とは何か」と考え
るのである。
◆書を書だけで考える事は理論そのものに
破綻をきたしてしまう場合がある。書の本
質を考える場合、書と文字が密接に関わっ
ていたからこそ、政治・宗教・画・文学・
社会など、書以外の諸分野にわたって考え
なければいけなくなる。

◆うまれた意義と生きる喜びとは、書くこ
とである。
◆書とは言葉だという人もいるし、文字を
素材とした造形芸術だという人もいる。意
味としても言葉があり、美術としての造形
があるそれだけで、書というものは存在し
ない。現代が夢見る幻想である。
◆書の「プライド」が取り戻せるかどうか
はわかりませんが。書の「自分探しの旅」
をはじめましょう。　
◆「文字を整えて書くためにパソコンを習
おう」こう結論づける書写教育者はいない
ものか。私は文字の進化を妨げる書写教育
はもう必要ないと思う。現代の「書写」に
はあるべき姿は何か？
◆書に未来があるかどうかが問題なのでは
ない。未来に書文化が必要なのかどうかで
ある。そして未来を作っていくのは我々一
人ひとりの文化に対する意識レベル下にお
ける認識・行動である。
◆書はずいぶんと間違ってきたのかもしれ
ない。芸術に寄り添い、立場なく歩いてき
た。毛筆文化を守ることだけが書の在り方
であるなら、このままはかなくなってしま
えばいい。
◆文字を書くこと、読むことならば、こう
してここに記されたものを操作すればい
い。歴史が毛筆を育てたように、歴史が毛
筆を葬り去る。しかし、目の前の毛筆はい
ま現在、どんな筆記用具よりもドラマチッ
クに、文字を、言葉を書き出すことができ
るのは紛れもない事実であろう。書家は自
涜を繰り返し、自分のための書を書く。こ
の世界に、文字を書き、読む人の何と多い
ことよ。どれだけの人間がこの醜悪なゴ
シック体にいらだっていることか。書よ、
書家よ。いい加減その無生産な自涜をやめ、
世界と姦通せよ。いま、過ちを侵せば、新
しい書が生まれてくる。土壌の準備はでき
ている。書の未来は限りなく恐ろしく明る
いのに、あなたが暗くしているのだ。
◆「翼賛」するのに右も左もない。　（完）
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書の交差点うま味成分凝縮タイプ
書の交差点・展は、ホームページ「書の交差点」（http://www012.upp.sonet.ne.jp/shonokousaten/
indexkousaten.htm）での議論からはじまった。その議論の一部をいいとこどりで紹介する。書の交差
展のはじまりここにあり。

◎開催情報

　きたる２０１１年８月２４日（水）から

２９日（月）にまでの６日間、目黒にある

一軒家ギャラリー「ギャラリーやさしい予

感」にて６年ぶりの書の交差展を開催い

たします。開館時間は１１時～２０時で、

２４日（水）のみ１７時閉館となります。 

　出品者は以下の通り。菅俊輔、草津祐介、

徐永松、杉山勇人、永田灌櫻、伯豊道人、

日野公彦、平蔵、松下直樹、水内温子、村

田麻里子、山本尚志（五十音順、敬称略）

◎会場

　今回の書の交差展の会場は、「Ｇａｌｌ

ｅｒｙやさしい予感」（東京都品川区上大

崎 2-9-25）。閑静な住宅街にたたずむ一軒

家まるごと使ったギャラリー。その一軒家

ギャラリーを、書の交差展メンバーが書で

埋め尽くします。目黒駅から徒歩５分。す

こしわかりにくい場所にありますが、ぜひ

足をお運びください。

◎交流会のお知らせ

　会期中の２７日（土）１７時から交流会

を開催いたします。交流会では、オープニ

ングパーティおよびギャラリートークなど

をおこなう予定です。事前の参加申し込み

不要、参加費無料です。ぜひご参加くださ

い。

◎篆刻実演のお知らせ

　書の交差展出品者でもある篆刻家・伯豊

道人（川内佑毅）が、会期中篆刻の実演を

以下の日程にて会場でおこないます。

　①２７日１３時から

　②２８日１３時から

　ともに、１時間程度を予定しております。

事前申し込みは不要です。

書の交差展２０１１開催のお知らせ



書の交差展２００５

序

書くことでしか語れない者達がいる。書と対峙し続ける者達がいる。混迷を
極める現代、ここにはただそれぞれの想いが在り、それぞれの現在が在る。
書を無造作に取り残した現代への最後の警鐘「書の交差展」。書はここから生
まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書の交差点主幹

後叙

「書の交差点」を中心として、自らの「書」に対する考えを具現し発表する場
所であった「書の交差展」は、これをもって幕を閉じる。メンバー一人一人
が「現代における書とは何か？」という問いに全力でぶつかったこの三年間は、
血肉となってそれぞれの人生に生きていくことだろう。
芸術に必要なものは知識や技術ではない。芸術に必要なものは、希望と熱意
である。
この言葉は、私が混沌とした暗闇の中でふと気付いたことである。いつの日
か、年老いた僕らはある静かな晩に二〇〇五年の夏を懐かしく思い出すこと
だろう。しかしそんな時、「書の交差展」の記憶が過去の栄光としてではなく、
自らの作品のアイデンティティーの根底に根付く原点として記憶されていれ
ば幸いである。これからも「書の交差展」にぶつけた希望や熱意を胸に秘め、
筆を執り、それぞれ活動していって欲しい。
――「吾書く、故に吾在り」の下に。
                                                       書の交差点伯爵

書の交差展２００３

序

「書」が存在理由を失った現代。
そこには書くことを忘れなかった人間達が取り残されている。

「窮鼠、猫を噛む。」時代に飲み込まれた書が時代に再び抵抗する
最後の戦線、「書の交差点」。その上に立つ。
                                                       書の交差点主幹

後叙

2003 年元旦、書に携わる若者達によって「書の交差点」が生まれた。そして
2003 年 9 月「書の交差展」が実施されることとなった。
現在、書の土壌は限りなく広がっている。書の本質を掴みたければ、歴史の
こと、社会のこと、経済のこと、宗教のこと、文化のこと、教育のこと等、様々
な知識・考察が求められる。限りなく広がっている書の土壌。人々の交差によっ
てより多くの部分にスポットライトをあてられたらと思う。第 1 回書の交差
展がその一翼を担うものであると願うばかりである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　                   書の交差点編集長

書の交差展２００４

序

人は書に何を求め、書は人に何をもたらすのか。混沌たる現代、われ、如何
にして書と向き合わん。一人一人の頑なまでの書へのこだわり。何故、いま
現在、書なのか。我ら、書と対峙し、いざ交差せん。
                                                       書の交差点主幹

後叙

後付けの理由など意味もなく、空虚な意図を殊更に主張する必要も無い。た
だ露骨なまでの自己表出であり、誣告ない真実の吐露として生まれた書の交
差点。書の交差展。「書」という表現に、一体どれだけの主張を込めることが
出来たのだろう。「書」という告白はどれだけ世間に届いたのだろう。進む方
向も抱く想いも違う人達が「書」という共通項を通して交差していく姿こそ
が書の交差点・書の交差展の理想なのではないかと思う。啓発ではない、あ
くまで交差を希求し、第二回書の交差展を閉じたいと思う。
書を思う気持ち未だ盡きることも無く。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　    書の交差点編集長


