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はじめに

　立命館大学アート・リサーチセンターでおこなわれた講演後の対話では、装飾文化についての日中文化の比較、

かくべつにいえば京都文化の特質への参照についての話はすこしだけの示唆にとどまり十分にはできませんでし

た。報告書では、この装飾文化の比較・参照についてもうすこし考えてみたいとおもい、それには靳之林教授一家

と同行してであったことを記しておくことが思いもかけない発見となるのではないかと考え、以下に同行の過程で

出会った日中比較の対話的出来事について記します。

酉の市との文化的出会い

　昨年（2005 年）の 11月 9日は、浅草・大鳥神社の「一の酉」の日でした。午後 3時前後に大鳥神社に到着し

ましたが、もう参拝と祝いの熊手を求める人々でいっぱいでした。熊手を買う交渉が成り立つと売り手と買い手が

両手を合わせて一本締めをする掛け声と手を叩く音があちこちでどよめき、その相互に楽しみあうにぎわいは、中

国の祭りにはないものだったようで、靳一家はとてもよろこび、「こんな楽しい祭りは見たことがない」と言い、

北京に帰る最後の日の晩餐でも最も印象に残ったことの第一にあげていました。この企画を立てたブック・デザイ

ナーの金田理恵さんはとてもうれしがって、「やっぱり、東京で外国人に見せたい文化では一番ですね」と言いま

した。

　これだけなら、ふつうの酉の市観光で済むわけですが、そこで靳教授が目を剥いてほしがったのが、2万円と値

をつけられた大きな熊手でした。おおまけの値段で交渉すると、「それでは、中国からの客人ということで、いき

ましょう」「はい、よおい」と一本締めをして手に入れた「そのもの」への靳教授のこだわりは尋常ではなかった

のです。

　大きな熊手には「お多福」の顔があり、下側には「鯛」が二匹顔を寄せ合うように対称的に置かれています。また、

お多福は農具の一つである「箕」の中に置かれていて、「箕」のさらに後ろ側に熊手があって、熊手の先が上のほ
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うに突き出しているのですが、不思議といえばまことに不思議な物のとりあわせです。なぜこれが「祝い物」なの

か。熊手でかき集めるように「めでたいもの」が集まってくると言って、買い求めているのです。

　この「祝い物」に靳教授が目を剥いたのは、そこに鯛二匹のシンメトリーな対比があったからでした。中国黄土

高原の剪紙文化でも、「二匹の魚」の図像は大切な祝いの剪紙となっていたからです。しかも靳教授によれば、こ

の図像の起源は 6000 年前の仰韶文化の彩陶に描かれたものにまで遡り、のちにこの図像は「黄帝」をあらわす記

号ともなっている、というのですから、同じ図像のかたちがなぜ江戸時代にはじまる酉の市にあるのか。その由来

を知りたいというのでした。

　びっくりしたのは、むしろこちらです。靳教授が「これは日本の古層の文化だ」と叫びだすのに、当の「熊手」

がどんな文化的系譜をもつかについて私たちが全くわからず、説明できなかったからです。大鳥神社の酉の市その

ものは江戸文化の中で生まれたものにちがいなく、それ以前に遡る「熊手」の伝承については聞いたこともなかっ

たからでした。とりあえず手近にある民俗書を漁ってもすぐには何もわかりませんでした。

それから少しずつこの問いに答えようとして、いくつかの模索を試み、ようやくわかりかけてきたことを以下に記

してみます。

　まず、こちらが関心をもったのは「お多福」と「箕」でした。まず、「箕」について。西日本の農村文化では生

まれた子を箕の上に乗せて祝う民俗が点々と分布しています。なぜ赤ちゃんを「箕」の上に載せるかという一つの

考え方として、「箕」は、「穀物がそこから生まれる場所」であり、そこから、「人の子が産まれる場所」でもある、

という「かたどり（象り）」をもってきたと考えられたからでしょう（鶴田実「竹箕の招福習俗とサンカ―産子祝

い習俗流布と移動生産者の相関関係を試考する」［『歴史民俗学』No.17、2000 年 7月、批評社］など参照）。

　縄文時代、富士山周辺遺跡でたくさんの石皿（実際の用途からいえば、穀物を擦りつぶす「石臼」が正確かも

しれません。中国の考古学用語では「石磨盤」）が出土したところがあります。石皿の製作址とされていますが、

金田理恵さんが作った「日本の吉祥物」「七福神」の中国語による解説
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石皿は同時に祭祀性もあったのではないか、石皿はそこから「食物が生まれでるもの」という考え方があったの

ではないかという考え方の議論も出てきました（小林公明「第二編　石器時代」『富士見町史　上巻』1991 年、

pp.234-237, 250-251）。すると、「箕」と同じように、「石皿」は「生まれでるもの」の表象性をもち、あるいは

そこに赤子を載せるといった民俗が当時からあったのではということも考えられてきます。

　石皿 ( 石臼 ) は穀物を擦りつぶせるように内側がくぼんでいて、それは「箕」のかたちともよく似ています。「石

皿」から「箕」へと素材も物も替わりましたが、その「かたち」は似ていて、「生まれ出るもの」という観念の容

器性も同じ「かたどり」を保ってきたとても古い習俗だった可能性がうかがえます。これはかなり大胆な推論です

が、大陸の習俗や考古学的事象がもうすこしわかってくるともっと確かなものとしていえるようになる、と私たち

は考えました。

　すると、「熊手」は生まれるものの「種」を掻き集める道具で、掻き集めた「種」を「箕」に入れると、そこから「お

多福」、つまり「福」が生まれるということなのかもしれません。酉の市は江戸下町に生まれた祭礼ですから、近

郊農村の人びとが祭礼に集まる、「箕」や「熊手」は農村の民具であり、農村の民俗との交流から生まれた「祝い物」

として、このような観念の組み合わせがぴったりだったのかもしれません。

　そこで、「お多福」です。「お多福」「お福」あるいは「おかめ」ともいいます。靳教授に「かめ」は「亀」だと

言いましたら、熊手の上に箕を描いてその内側に「亀」の字を書き「？」としたので、にやにやして「はい」と答

えると、なんとも不可解な、それでいて納得したような顔をしました。

　中国で亀は新石器時代から大切にされてきた象徴動物であり、亀卜だけでなく、5000 年以上前の紅山文化や含

山文化の玉器には精緻な工芸でつくられた亀の造形があり、その玉器は祭祀王の遺体の両手に握られていたりする

からです。歴史時代に入っても「亀扶」のような造形があり、この造形は日本にも入っていくつもつくられていま

す。飛鳥時代の池庭遺跡にあらわれた「石製亀」の造形も大陸と深いかかわりのあるものでしょう。その「亀」が

なぜ「お亀」という人の顔になるのかしら？　落語に出てくる「かめ」という女性の名前も、どうして「かめ」で

なければならないのか。これはなんともふしぎな名前についての「問い」になります。

　日本では「お多福」「お福」「おかめ」といえば、下ふくらみの醜女（しこめ）だけれど、愛嬌のある顔として知

られていて、もう一つ、「福助」という男の図像があります。「福助」は先年廃業した「福助足袋」でよく知られて

いますが、「お福」とは反対に頭がでかくて、下すぼまりの顔をしています。こういう図像、仮面具といったもの

が中国にありますかと聞いてみると、靳教授は見たことがないと言います。では、「お福」「福助」の図像、造形は

日本に特有のものなのでしょうか。

　「お福」の面具の起源は、一般的な辞典の解説では能・狂言面の「乙」から来ていると記してあります。この「乙」

という言葉の由来もわからないのですが、平安時代の『傀儡記』にはすでに「福助」という言葉がしるされ、「傀儡」

とは渡来系の海人族で遊行しつつ人形くぐつ芸をした人びとと言われています。もし、傀儡の系譜を引く人たちか

ら「お福」「福助」の図像、仮面具などが伝承されてきたのだとすれば、大陸文化との関わりも出てきそうです。

では、ほんとうに中国にはこのような顔かたちの図像、仮面がないというのでしょうか。

　そこで思い出したこと、気づいたことが一つずつあります。

　1つは、私たちが長年関心を抱いてきた中国東北部の「遼河文明」紅山文化の系譜

で、小さな玉製の仮面装着人像を入手していたのですが、かねてその由来がわからず

しまいこんでいたのでした。

　写真にかかげるように、この人像の顔は装着した仮面になっていて、しかも下ふく

らみの「お福」の顔にぴったり似ています。この像はすくなくとも紀元前に遡る遼河

系文化の遺物と判断していますから、下ふくらみの女性の顔の面具は大陸の相当に古

い文化にも繋がっていると考えられてきます。

　もう 1つは、中国・長江より南にあたる湖南省、四川省、貴州省、雲南省の広い

地域にまたがって分布する「大」少数民族である彜族が、「祖先神」として祀る葫
こ ろ

蘆（ひょ

うたん）の造形です。紅山文化の仮面装着人像
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　彜族が「祖先神」として祀る葫蘆は、次頁写真にみるように、下ふくらみが大きく、上はあまりふくらみが少な

いものですが、上が男性をあらわし、下が女性をあらわす男女合体、陰陽合体のかたちになっていますで、祖先神

をあらわしているもので（伝承では、彜族の故地の1つは長江よりずっと北の黄河流域、甘粛・陝西省に2つの「葫

蘆河」の名があり、そのあたりだと言われています。実際、仰韶文化の彩陶には葫蘆形のものが多くみられ、また、

彜族の祖先神である葫蘆に描かれた顔と同じ図像が仰韶文化の石製容器にも描かれています。また、日本列島の考古

では、ひょうたん形の土器が青森県の縄文晩期・亀ケ岡文化にみられ、福井県の縄文前期遺跡・鳥浜貝塚からはひょ

うたんの種が発見されていますから、ひょうたんの栽培は日本縁辺でも5000年以前にまで遡ることになります）。

　この葫蘆、ひょうたんをお面にしたものこそ「お福」の元になったものではないかと指摘したのは、大著『日本

の人形芝居』（1969 年、錦正社）の著者・永田衡吉氏です。「お福」は下ふくらみの顔で、ひょうたんを輪切りに

すればこのかたちが得られます。一方、上ふくらみの「福助」はひょうたんの輪切りを逆さにすれば上ふくらみの

かたちが得られます。永田氏はひょうたんから得られるこのような単純なかたちの「お福」「福助」の仮面をつくっ

て「傀儡」が芸をおこなってきたのが、はじまりではないかというのです。この推測は私たちが見出した彜族の「祖

先神」の考え方ととても関わりがあるとおもえます。

　「お福」と「福助」は男女・陰陽の対であり、それは「葫蘆」が「かたち」「かたどるもの」と同じなのではないでしょ

うか。あるいは、「お福」そのものが単独で、下ふくらみの部分が女性をあらわし、上のふくらみの小さな頭部が

元は男性をあらわし、陰陽合体する面具であったかもしれません。陰陽合体の「お福」の面具から、男性の「福助」

が分化したとも考えられます。下ふくらみが女性や女陰をあらわすことは、彜族の祖先神である葫蘆で、下ふくら

みのところが口や陰部のように穴が開けられていることからも推測されます。

上左：雲南彜族の祖霊葫蘆、雲南省群衆芸術館蔵
上右：民家に祀られている祖霊葫蘆
下左：甘粛省慶陽地区の「呑口」
下右：甘粛省慶陽地区の「呑口」
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　能・狂言で「乙」と呼ばれる名の起源は「乙若」という名からも知られるように、この面がほんらい巫覡と関わ

りのあることを示唆しており、その言葉の起源もここでは根拠を示しませんが、中国の巫覡と関わりがあると考え

ています。

　能・狂言にたいして、いま地方の神社で演じられる「神楽」に登場する「お福」の面は、「天鈿女」と呼ばれて

いることがあるようです。すると、「お福」とは「天鈿女」でもあるわけで、天照大神が天ノ岩戸に隠れたとき、

天鈿女が舞ったそのすがたはおそらくその陰部を露出した呪術的舞であったでしょう。「お福」のふくらんだほお

と口元は、女性の腿のふくらみと女性器をあらわし、このふくらみが「いのち」を宿す力をもつことを表象してい

る。その顔が美しくはないのに、笑いと親しみを呼びおこすのは、「お福」の顔面が女性器そのものを暗喩してい

るからだと考えます。郷土玩具類をみても、たとえば熊本などの土人形のお守りには表面が「お多福」で、裏返す

と「女陰」があらわれるものがあります。

　すると、「お福」「福助」の図像・造形の底には、中国の民俗のかたちにある「陰陽合体」のかたどりと「性の象

徴」のかたどりが息づいていることになるでしょう。

　オウィディウス『転身物語』にしるされたギリシア神話の中に、女神アテーネが神々の前で縦笛を吹いたら他の

神々が笑ったという話が出てきます。泉に自分の姿を写してみると、その姿は男性のものを口にくわえているよう

に見えたので笑われたことがわかり、怒ってそれ以後は横笛を吹くようになった。それゆえに、縦笛を吹く者は、

田舎者の野卑たものということになったというのです。この話を靳教授にしたところ、「縦笛を吹くのは卑しい」

という観念は中国にもあるとのことです。

　靳教授は「2匹の鯛」に注目しましたが、これは宝舟に恵比寿様と、恵比寿様が吊り上げた鯛が乗る祝いものの

絵柄や「まいわい」とよばれるような海の漁師の祝い衣装、漁船の大漁旗飾りにも見られ、さらに、神社に残る「幣

束」の「剪り紙」のなかにも、なんと「2匹の鯛」の図柄があることがわかりました。

　また、内陸で発達した祝いの魚図像には「鯉のぼり」があります。何匹もの鯉のぼりを 2つのポールに縄をつ

けて空に泳がせます。海で鯛であるものが、陸では鯉になっているのです。中国内陸の魚とは「鯉」ですから、2

匹の対称性をもつ「鯛」は「鯉」に変換すれば、これも大陸の匂いが漂ってくるのは確かです。すると、「お福」「鯛」

も大陸とつながるとても古い伝承と関わっていることになります。

奈良下町での「さるこ」との出会い

　さて、立命館大学での講演を終え、一日だけの京都見物をしましたが、

その話は最後にとっておくとします。京都見物の翌日、奈良の「たんぽ

ぽの家」で講演し、その晩は猿沢の池南側の町並みにある、廉価だけれ

どとても親しみ深い旅館に宿泊しました。その翌日は奈良見物で、たっ

た一日の観光ですから、案内者である私たちはすぐ興福寺境内から奈良

国立博物館を見て東大寺に入れば、もうそれでせいいっぱいと考えてい

ました。朝、旅館を出たらともかくも興福寺への道をと考えたのです。

　ところが、靳教授は旅館を出てまもなく、町並みの民家の軒先、あち

こちに吊るされた「さるこ」に関心を奪われ、町並みから抜け出られな

くなってしまったのです。奈良の民家に残る民俗にとても関心があるら

しいとわかったので、近くに「下町民俗資料館」があると観光案内パン

フに記されていたのをおもいだし、ではともかくもそこには行ってみよ

うと思い立ちました。

　下町民俗資料館に着いてわかったことは軒下に吊るされた「さるこ」

は、資料館に祀られた青面金剛尊、すなわち「庚申様」の「さるこ」で、

町の人たちはそこで祈祷してもらった「さるこ」をいただき、軒下に吊 「ならまちの身代り申」パンフレット
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るしていたのでした。靳教授は、「さるこ」に引き寄せられ、そこでも大きな「さるこ」に祈祷の言葉を記してもらい、

買い求めました。

　靳教授がいうには、これと同じかたちのものが、陝西省北部から甘粛省の東部にかけての民俗のうちにあるとい

うのです。下町民俗資料館からもらった新聞記事のコピーでも、敦煌の壁画のうちにこれと似た絵が描かれている

と記されていましたが、それがほんとうかどうかはまだ確かめていません。しかし、帰国後に陝西省安塞県の刺繍

飾りを送っていただいた中に、かたちはすこし違いますが確かに「赤子の人形」が吊るされています。

　「赤子の人形」は「娃娃（中国語で「ワーワー」、この漢字を日本語読みすれば「アイアイ」）」と呼ばれており、

靳教授には『抓髻娃娃（日本語読みで、「そうけいあいあい」。「揚げ巻きの赤ちゃん」の意味）』という著作があり、

「娃娃」は「生命の樹」とともに、というよりそれ以上に大切な、剪紙図像の中心に描かれるイデアル・オブジェだっ

たのです。靳教授が「さるこ」の発見に興奮したのには、それだけの意味があったのでした。

　そこで、中国の「娃娃」の図像について一つだけ大切なことを記しておきますと、「娃娃」は剪紙では女性の赤ちゃ

んとして描かれてもいますが、よく見ると、男女一体のものとして描かれていることも多いといいます。女性であ

ることは乳房豊かな上半身であらわされ、腰や足が細くなっているのは男性をあらわしているのだそうです。ここ

では、女性が上で、男性が下で表象され、男女合体、陰陽合体の「娃娃」、すなわち「赤ちゃん」がかたどられて

いる、というのです。

　この考え方は、前項で記した「葫蘆」形の面具図像が男女・陰陽合体の原型的イデアル・オブジェであることと、

すぐ結びついていることがわかります。日本の「さるこ」は男性の赤ちゃんか、女性の赤ちゃんか、それとも両性

でもある赤ちゃんなのかはっきりしませんが、胎児のようにまるまった姿からは、人のかたちの原型をあらわし、

それゆえに男女分割以前のかたちとみなされるかもしれません。「お福」「二匹の魚」「さるこ＝娃娃」とつながる、

あまり気づかれることのない日本の民俗的オブジェが、中国の民俗文化とも深く関わっているだろうことが、これ

らからすこしずつ浮かび上がってきました。

　日本と中国を結ぶこのようなあまり知られることのなかった民俗の類似・参照は、ではそこにどのような差異が

生じているのでしょうか。はっきりいえそうなことは、日本でのこれらの民俗はもはやその「かたどり」がもつ対

称的事物観や意味合いがはっきりとはしなくなっていることだとおもえます。陝西省と甘粛省の農村で生き続けて

いる陰陽観の上に立った造形の「かたどり」にたいして、日本のそれには明確なイデアル・オブジェとしての形態

観と意味が失われているようです。そして、むしろ意味合いが明確さを失いつつ、ほの明かるい「事物のうた」に

なった「祝い物」のように生き続けてきたとおもえてきます。ここに、日本の文化が持続的に多様性を捉え消化し

てきたその仕方があるのかもしれません。

甘粛省慶陽地区の五毒除飾り

五毒除飾りの中の赤子の人形 手元にあった日本の申子
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中国が失った「唐宋の文化伝統」は、日本に生きていたこと

　最後に、京都見物をしつつおこなった対話と、さらに帰国直前に筆談対話した比較文化の話を記しておきたいと

おもいます。

　靳教授はたびたびフランスを訪問するなど、西欧諸国の旅はしてきましたが、日本訪問は今回がはじめてであ

り、東京についても、京都・奈良についてもほとんど知識を持っていませんでした。これは中国国内にとどまるか

ぎり、日本の歴史文化を知る資料もほとんどないに等しいからです。日本を訪ねてはじめて日本とはこんな風土・

文化の国だったのかとすこしずつ知りはじめるのだということを、私たちは知っておく必要があります。私たち

も、中国の民間文化についてほとんど知りませんが、王朝の文化と地理的知識についてすこしは知識をもっている

のに比べて、この知的情報の少なさが民間の文化交流を貧しくしているとおもわずにはおれません。

　私たちは、あまり余計すぎる知識を靳教授に教えることもなく、京都駅から立命館大学に直行し、その夜と翌日

夜は、靳教授一家のみで妙心寺の宿坊寺院大心院に二晩宿泊してもらいました。宿坊寺院をじかに体験してもらい

たかったからです。講演を終えた翌日はやはり一日のみの観光をどうするか悩みましたが、再度の京都訪問の機会

を願って、今回はほんの感触だけとおもい、朝、妙心寺前駅まで歩いて、嵐山線に乗り、まずは嵯峨野の散策から

と思い立ちました。そして、嵐山線のちんちん電車に乗りながら、うろ覚えの京都の概略図を紙に書き、これから

行く場所の位置について簡単な説明をはじめました。

　京都の旧市街は「おどい」とよぶ土塀に囲まれていて、立命館大学の東にある北野天満宮のあたりが境になって

いること。この内側がむかしの都で、「洛中」とも呼ばれ、外側は「洛外」と呼ばれたこと。京都は「平安京」と

呼ばれ、これは「大唐」の都である「長安城」をモデルにつくった都であること、立命館大学やこれから行く「嵯

峨野」あたりは都の外だから、今でもお年寄りは「京へ行く」というのだそうです、などとすこし記憶の定かでな

い知ったかぶりの筆談をしていました。

京都、八坂庚申堂のくくり猿
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　すると、靳教授曰く、「洛」というのは、中国の「洛河」の名を取ったものかと筆談で聞いてきます。いきなり

聞かれて、えっとおもいつつ、「ああ、そうですね。西安を模した都ですからね」と答えました。すると、続けて

「嵯峨野」というのは西安の西北、旬邑から宜君・銅川に向かう山なみを「嵯峨山」と呼んでいるけれども、この

「嵯峨山」にちなんだ名なのか、と聞いてきます。こんどはさすがに知ったかぶりのしようがなく、「ええっ、あの

あたりが嵯峨山だったのですか」と驚いて聞き返しました。

　というのは、2年前（2004 年）に靳教授の案内で、旬邑県の剪紙作者として高名な庫淑蘭さんを訪問し、それ

から、いま嵯峨山と呼ぶのだと教えられた山中を車で越え、陝北（陝西省北部）延川県の剪紙の盛んな村に向かっ

たからでした。靳教授がいわれるには、宋の有名な山水画家・范寛はこの地の生まれで、嵯峨山の画を残している

とのこと。また、嵯峨山には「嵯峨山天神」といわれる「蟠桃宮」があり、これはすなわち、「玉皇大帝夫人、王

母娘娘の居地」だといいます。靳教授はこの名に思い当たるものが、京都にないのか、と問うているように思えま

したが、私の知識では到底これに答えることはできませんでした。嵐山に着くと、川岸のベンチに座りつつ、靳教

授はさらに言います。「嵐山」という地名も山西省にあるというのです。このときには、もう「嵯峨」があるのだ

から、「嵐山」があってもよさそうだな、と「ええっ」とまた驚いてみせましたが、心はやっぱりなあ、そうだっ

たのか。しかし、これはどういうことなのかしらと、思いのほうに心は傾いていました。

　ここでうろ覚えの「洛」についての知ったかぶりが後に誤りとわかったことを記しておきます。「洛」が「洛河」

と関わるのは妥当なのですが、私は西安郊外を流れて黄河に入る「渭河」を「洛河」と勘違いして、「洛河」と「西安」

をすぐ結びつけて話をしてしまったのでした。「洛河」は西安（長安）のずっと東、黄河が三門峡を抜けて中原に入っ

たところにある「洛陽」を流れる河でした。「洛陽」は後漢、魏などの都だったところで、唐時代は西の「長安」（す

なわち、西安）にたいして「東の都」とされたところです。調べてみると、京都の左京を「洛陽」ともいい、右京

を「長安」とも呼ぶと辞書には記されています。すると、京都の風水的構図は長安の城都を踏まえただけではなく、

「右京（西側）―左京（東側）」はすなわち「長安（西側）―洛陽（東側）」であるというより大きな風水の構図が

重ねられていることになります。私の知ったかぶりの応答はとんだ間違いだったのですが、おもいがけなくも、京

都に二重に重ねられた地政風水の構図があることがうっすらとわかってきました。

　つぎに天竜寺から清涼寺釈迦堂に向かって歩きはじめると、地図をみてこの道筋はまっすぐに延びているけれど

も何か意味があるのかと聞いてきます。見ると、確かにそうなのですが、もう答えようがありません。清涼寺釈迦

堂の「三国伝来」と称する「釈迦像」は以前にも拝観し、日本にある仏像では異風な造形であり、宋代に造られ渡

来した仏像であることを知っていましたから、ぜひ教授に見てもらいたかったのです。

　教授は一見するなり、これは唐代様式の仏像ではないかと聞き返してきます。ええっと、また驚きましたが、教

授は「秦の直道」をはじめて足で歩き、その全行程を調査して五百か所におよぶ一帯の石窟仏を発見した仏教美術

研究者でもあり、お堂で買った冊子を調べてみると、宋代早期に制作されたことがわかりました。中国仏教美術の

様式観からいえば、唐様式と言ってもおかしくはないことになります。中国に残るこの時代の仏像といえば、木彫の

ものはあっても少ないはずで、教授はこの仏像とその類例の少ない胎内収納物に大きな関心を寄せてくれました。

　また、そこで教授は筆記して問いかけてきます。「清涼寺」というのは、西安の北にあたる陝北の延安に「清涼

寺石窟」が残っているというのです。じつは先年の旅でこの石窟仏も見学していたので、「ああ、そうでしたね」

と答えつつ、しかし、この対比はどこかおかしいなあ、と思い、冊子を見ると、いまはもう亡失してしまったけれど、

山西省北部の仏教聖地「五台山」の「清涼寺」にちなんだものと記されています。また、この清涼寺址から発掘さ

れた瓦が陳列されているのを見つけて、「五台山の清涼寺」らしいですよ、とすこし点を取った気分になりました。

　靳教授との筆記問答は、かようにチンプンカンプンなのですが、それでもすこしずつ何かを探しあてるような対

話で終始、滞在中を過ごすことになったのでした。

　そんな対話の最後にあたる帰国前日、靳夫人と山菊さんが土産を買いに出かけたのち、二時間ほどの筆記対話が

はじまりました。靳教授曰く、中国がかつて持っていて今はその伝統を失った文化が日本ではいたるところに残っ

ているのには驚いたというのです。まず屋根飾りに「鯱」があった。この「鯱」という漢字は、中国の古書に記さ
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れているけれども、どんな魚なのかはその「かたち」が残っていないからわからなかった。ところが、東京の湯島

聖堂にも京都の寺の屋根にもあって、「これは鯱だ」という。驚いたというのです。

　また、靳教授によれば、現代中国の「筆」は明・清時代からの筆文化で、唐・宋のそれは失われてしまっている

と言います。「中国に行くのなら、土産に筆を買ってきてほしいとしばしば頼まれたりしますが」と言うと、それ

は教授から言わせれば逆だというのです。唐・宋の筆は長鋒だけれども、この伝統はもう中国にはない。いま長鋒

の筆をつくってはいるけれども、その技術は本物ではない。この技術の伝統は日本にしか残っていないというので

す。同じように、日本の書道は唐までの書法を学び、平安仮名の書法にもその古い伝統の筆法による技法が生きて

いる。日本書道は広くてかつ深いとも言いました。「書の国」の教授からこのような言葉を聞くとはおもわなかっ

ただけに、これらの言葉に、改めて日本の伝統文化を見直すことの必要をおもわずにはおれませんでした。

　そういえば、自分の知識の範囲でも、たとえば、「抹茶」は宋代までの中国茶の伝統であって、明代以降には「抹

茶」を飲む習俗は中国ではなくなってしまったことを知っていました。明代のものでも、明初期の青花茶碗に近

いものが私たちの日常のご飯茶碗にどこでも使われています。中国でこれと同じご飯茶碗が用いられているのに出

会ったことはありません。中国への土産に「土産を買ってきてくれるなら、羊羹のようなお菓子にせず、色模様の

あるかわいい形の醤油差しがほしい」と言われたことがあります。中国の食卓では、無地の皿が多く、色とりどり

の陶磁器の組み合わせを生かした日本の食卓のやわらかさが、靳教授にはとても魅力的に映ったようでした。

　中国で発見される古代の文物の多くは遺跡、殊に墳墓の発掘から発見されますが、しばしば予想もしない場所か

ら「窖蔵」と呼ばれて地中に秘蔵された文物が発見されることがあります。それらの多くは、青銅器や陶磁器など

ですが、日本の正倉院や古代から続く寺院のように、地上に残された木造の建物のなかに古代の文物が今日まで保

持されてきたような事例は、中国では非常に少ないはずです。五代の中国画家牧谿の山水画は西欧近代の「印象派

絵画」にはるかに先駆する絵画と評されることがありますが、中国には一点も残っていないとされています。

　このように見ていくと、靳教授のいうとおり、中国がもはや失った古代の文化が日本には残され、しかも筆のよ

うに今でも使われている、そのことを私たちは改めて見直してみるのもよいかもしれないと思いました。

これらから見えてくるこの国の文化構造は？

　かなり漫談になってきましたが、以上のような靳教授との筆談対話を通して考えたことをまとめてみましょう。

　ひとつは、「二匹の魚」、「男女一体の葫蘆と葫蘆形仮面具（祖先神、お福・福助）」などに見える「事物のかたどり」

が大陸ではおそらくはっきりとした対称性、陰陽をもったものであったとみられるものが、ある古い時代（時代は

定かではありませんが）にこの列島にもたらされていた。中国では今なおこの「対称性のかたどり」観ははっきり

していて、陰と陽を混乱してもちいることは黙契のように認められない。別の言葉でいえば、形態にたいする「祭

祀的観念」がくっきりとしています。これにたいして、日本の伝承では「かたどり」のもつ意味合いは定かではな

いとしても、それは「かたち」のうちに陰影のように保存されている。しかし、「対称性」をもった黙契をふくむ「か

たどり」であることなどは、もう十分にはわからなくなっています。ただ、その「かたち」のもつデザインのうち

に、なぜかはあまりわからなくなってしまった「かたどりのおもしろさ」と「さとり絵」のような近世的祝い物の

意味解釈が付着し、これを共に「喜び合う」芸能性と祭祀性とが表裏のように一体化している。この表裏の球をこ

ろがすと、表と裏が交換しあうような「風流」性をもっている。そんな差異があるようにもおもえます。

　「さるこ」が中国の「娃娃」と同一の「かたどり」であることは明らかで、「葫蘆」「お福―福助」が男女の原型

的表象（イデアル・オブジェ、別言すればイコン的なもの）であり、かつ「生みだすもの」の原型的表象であると

すれば、「さるこ」「娃娃」は「生まれでるもの」すなわち「幼童神」の原型的表象といえましょう。これら二つの

原型的表象もまたほんらい対称性を持っているとおもわれます。

　中国では葫蘆形面具の祭祀や芸能は失われてしまったけれど、「葫蘆」そのものを「陰陽」の神や天地、「うみだ

すもの」とする伝統は保持され、「生まれでるもの」のかたどりである「娃娃」は、「剪紙」にみるように今なお民

間が祀る神の性格を保っています。いっぽう、日本の「さるこ」は庚申への奉納物であったり、これを軒下に吊る
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して家の繁昌をねがう祈り物としたり、関東の秩父札所のように観音堂での奉納物としてつくられ捧げられたりし

ていますが、それ自体が「神」の性格をもつことはもはやなくなっています。

　中国と日本の文化が表象する原型的なかたどりには共通する底流が認められながら、その原型の転がし方が日本

の文化では独特な構造をもってきたことがうかがえそうです。

　ただし、日本にも茶道や華道、あるいは禅のような「儀礼的・宗教的場」で、厳密な規則・作法を整えるなかか

ら生まれる「対座の信と美」の対称的かたどりが保たれています。このことを考えると、「対座」の対称性文化を

根幹としながら、その周縁に「かたどり」の遊び、風流の文化がとても多様なかたちで広がっているのが、この国

の文化のありようなのかもしれません。

　つぎに、唐の長安に範型をとって造られたとみられる京都「平安京」の「かたどり」についてですが、わずかな

筆談対話と私がほんとうにすこしだけ知っていることを重ねて記してみます。

　平安京の構造そのものは長安の対称的都市構造観と同じ理念で構想されたにちがいないのだけれど、長安城の写

しである平安京は、同時に「唐の東京・洛陽―西京・長安」という大空間を「平安京の左京・洛陽―右京・長安」

に圧縮して二重に重ねるという大風呂敷の「対称的重ね」をしていることになります。それだけでなく、京都の周

囲に配置された磐倉や、諸所の山に配置された鎮護の社寺などはおそらく中国の伝統思想から生まれた道教観やイ

ンド仏教の中国化を経た密教観などに従った風水方位観によって造られ、これをつぶさに構造的に検討してみれば、

京都文化の風水的文化地政はおそらく数多くの「対称性の重ね」を複合させて成り立っていることが明らかとなる

のではないでしょうか。

　大和の社寺と聖なる山との祭祀的方位観を道教の理論から解釈してその一致を発見するといった試みがあること

を知っていますから、平安京の諸寺諸社その他の祭祀施設の方位観を道教・陰陽道の理論から解釈するといった試

みもすでにおこなわれているのかもしれません。平安京の建設にあたっておこなわれた祭祀施設の配置とそれにつ

づく数世紀にわたっての平安京鎮護のための重ねての祭祀施設の配備について、その経緯をつぶさに明らかにする

歴史的な実証はぜひとも必要でしょうが、それらが個々に明らかになっても、京都文化が保持することとなった風

水的文化地政装置の全体性はそのままでは明らかにならないでしょう。問題は、千年にわたる京都文化がその間に

さまざまにおこなわれてきた対称的地政観をいかに「多重に重ね」つつ、また、これらの「ずれ」を包摂しながら、

大きな対称軸を造ってきたかをあきらかにすることにあるとおもえます。

　多重に重ねられたひとつひとつの対称性は、時に現実的にはあまり意味をもたない形式的な「かたどり」として

破片のような名辞として保留されるにすぎなくなっていても、それらはなにがしかの「由緒」や「名所」として、

だれかがこの名辞をゆりうごかせば起き上がってくるような位相におかれている。また、あるものは今もなお古代

の輪郭を強くもって人びとを引き寄せている。そんなさまざまな位相の多重的なかさねが、全体としての大きな対

称性を内包しているとき、京都文化は強い光を放つことができているのではないかとおもえます。このばあい、大

きな対称性の内包は、外にあらわれる「かたどり」として見えるというものではなく、見えない原型的対称性とし

て京都という文化装置の全体性を駆動する力として働いているのではないかと想定してみます。この仮定を踏まえ

たとして、ではこの原型的対称性とそこからあらわれる「文化のかたどり」はどのような構造をもっているかがさ

らに問われます。

　この理路をうまく言い当てることはとてもむずかしいのですが、千年にわたる京都という文化装置は、千年にわ

たって海外の諸文化、ことに中国・朝鮮の文化を受け入れ、共棲させるとともに、これらを重ね、ずらし、組み替

えてきました。日本には現在の中国にはなくなってしまった唐・宋の文化が生きて保留されているという時、それ

らは不思議なことに確かに保留されているといえるのだとおもいます。なぜそれらが保留できているかといえば、

保留する文化主体が時に応じてこれらのいくつかを選べば、つぎの時には別のいくつかを選んで楽しむというよう

に、これらの諸文化・文物を適切な距離で配備し、時に応じて引き寄せたり、順序づけと、重ねやずれを与えたり

できていさえすれば、これらの全てが保留できるからだとおもえます。

　中国の王朝交替では、ある時に徹底的な破壊がおこり、文化の再生の過程でさまざまな文化・文物が散乱し見失っ
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てしまうことがしばしば起こったのではないでしょうか。これらの破壊が波のように表層を通過していくとき、民

間の基層部は数千年にわたって変わらない陰陽的対称観とシャーマニズム的主体観を保留しつづけてきたのだとお

もえます。いっぽう、列島の文化装置は、この配備の構造化のありように特質があり、これをさきに「風流化」と

名づけたのでした。

　このような諸文化の「風流化」によって、個々の文化・文物が担ってきた「文化の対称性」は、不可避に休眠化

されます。休眠することで「風流化」し、諸文化は散逸の傾向をもつようになりますが、同時にこの「風流化」が

大きな対称性を得ることで、諸文化は適切な「散逸性」と適切な「配備性」をもちうるのだといえないでしょうか。

このような「散逸性」と「配備性」をもつ文化装置は、「構造」をもつというより「可換体」とでもいったほうが

適切かもしれません。

　「可換体」という言葉は、吉本隆明氏がその「幼童論」でもちいた言葉からの参酌で、そこでは「可換体」とは

すなわち「とりかえばや」のことだと記されています。あの中世物語が語る「可換体」こそ京都文化、ひいてはこ

の国の文化の構造といえないような構造を語るものなのかもしれません。

　では、ここに未明の大きな対称性として想定される「可換体」とは、どんな特質をもつものなのでしょうか。ひ

とつだけいえることは、京都というトポス的な文化概念が全体としてもつ「対称性」とは、内部的なそれであると

ともに、京都という文化の場所が外部にたいしてもつ現実性の総体に対する「対称的関係」でなければならないだ

ろう、ということです。

　諸文化・文物の「風流化」は、京都文化のエンタテインメント性そのものを指し示していますが、このエンタテ

インメントが生き生きと作動し新たな創造を生み出すためには、京都という「文化可換体」が保留してきた諸文化

を再配備するだけではなく、新たな現実性に立ち向かうために、総体的な「対称性」をその根源にまで遡行して再

建し、現実にたいしてゆるがぬ対峙の軸を保つことが不可欠の条件のようにおもえます。

　歴史を顧みてみますと、京都文化はこのような根源的エンタテイメントの劇を、時代の転形期にかならず見出し

ていたとおもえます。京都文化のすごさといえば、この歴史的事実のうちにあるといえるでしょう。そして、あえ

ていえば、新しい「対座の場」の再創造こそ、京都エンタテインメントの新たな創生の道なのかもしれません。

和光大学での講演


