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ことばと思索
──  森　有正再読  ──（その４）

久米　あつみ

　　　　　　　　　　　

５．書くこと

Ⅰ　書くことは森にとって何だったのか

　1959年 8月，森　有正は自らの滞仏処女作『流れのほとりにて』を読

んだ感想を次のように書いている。

始めは，とにかく九年間の歩みが，こういう形に結晶したよろこびだ

った。[・・・]しかし読み返しているうちに，何とも言えない嫌悪の念

が起こってきた。[・・・]

この嫌悪の念は，その正体は何であろうか。それは，前進が停滞の口

実となっていることだ。前進を自分で計ろうとするさもしさが，甘さが，

自己中心がそこに認められたということだ。そして，それが嫌悪の形

で意識されるようになった以上，それを断然棄てさらなければならな

い。一番恐ろしいことは，自分で一番よく書けたと思っているところ

が，一番弱いということの発見である。これは「書く」とは何であるか，

ということを僕に暗示してくれる。

（『森有正エッセー集成２』〔以下『集成』と略記〕，

ちくま学芸文庫，1999年，93頁）

　これは書いている主体のあり方自身の反省でもあり，「書く」という作

業についての反省でもある。この，「書く」作業に関する反省を作者はこ

うつづける。
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筆の進みが，頭の働きと分離して，筆が進むのではなく，空想が文字

の面に映る，という欠点，致命的欠点である。なぜ欠点かというと，

それは「書く」ということではないからであり，「書く」ということは

歩みだからである。思想がなくて書けるか，とみずから反問する。し

かし答えなければならぬ。書ける，と。思想が未完成だから，あるい

は欠如しているから書くのである，と。思想のようなもの
4 4 4 4 4

が終わると

ころから書き始めなければならぬ。それは・・・所謂思想の浮動性に，

きまりをつけ，自己の外にもの
4 4

を構成することだ。それ以外に思想は

ない。そこには想と区別された文の感覚性が確然と現われる。言葉を

頭で考えて理解するものだと思うから間違えるのである。それは本質

的に感覚に訴えるものである。  （同書 93～ 94頁）

　若干もどかしい印象を与える文章である。これは作者が思想と文（書く

こと）の区別を言いながら，両者の関係がまだ判然と捉えられていないか

らであろう。しかし作者の言いたい事は言葉の感覚性，思想また空想から

の独立性であり，構築力である。言葉によって人はもの
4 4

を構成することが

できる，と彼は言う。このもの
4 4

とは何か，ということはまた長い論議を必

要とするので後述することにして，ここでは作者の到達した一時点に，言

葉へのやや過大とも見える信頼を見てとるべきであろう。言葉は思想や空

想などの「想」を映すものではなく，歩みつつ思想を構築していく存在だ

というのは，言語学の分野では素人の独学で考えた言語論といえるだろ

う。それにつづく日本語に関する発言は，言語学者の厳しい批判を受けて

いる１）。

日本語の助詞はだから，本当の言葉にとって致命的なものである。助詞

には感覚性がなくて，主観性ばかりがあるからだ。したがって，日本語

は空想を写す
4 4

にはもっとも適している。[・・・]逆に，思想として表現

されなければならないものが，書く者の主観の中に留置されて現われな

い場合が多い。だから，文章は主観から独立しない。 （同書 94頁）
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　言語の感覚性，言い換えれば身体性とか物体的客観性を重視する森にと

って，日本語の助詞は主観性のみをもつものと見えた。だから写生には適

するが思想の形成には役立たないとまで思われたのである。イレーヌ＝丹

波・メックスの批判をまつまでもなく，日本語の助詞に関する記述はたし

かに言語学的情報の欠如を思わせるが，しかし当時の日本人として，森が

いかに思想を日本語で表出するのに困難を感じていたかは察せられるので

ある。

Ⅱ　どのようにして書けるか

　このように日本語に対してはいったん絶望を感じた森が，他ならぬ日本

語による表現の創出へと歩みをつづけるのは，何によって可能だったか。

直接にはフランス語で考え，フランス語で書いた文章を日本語に訳すとい

う手間によってである。しかもまず他人が邦訳したものに森　有正自身

が徹底的に筆を加え，ほとんど創作と言ってよいほどに手を入れて出来た

のがたとえばエッセー『砂漠に向かって』であったという２）。こうした二

重，三重手間の作業──それは mise au point とフランス語でいう推敲の

役を務めたに違いない──によって，森は突破口を開いて行くのだ。

　さらにこの歩みは，エッセーという形式の選択によっても可能になっ

た。精神の歩みの中で，その都度その都度の内的発見や記憶の想起を書き

留め，いわば自己を賭けた実験のプロセスを表そうとするには，エッセー

ほど適した形式はないであろう。いやもう一つある。小説という形式だ。

この可能性も森は何度か考えたようであるし３），『（バビロンの）流れのほ

とりにて』以来発表しつづけた書物のいずれもが，森にとってはいわば小

説でもあったようだ。

　せせらぎが集まって河になるように，森の生がもっと永ければこれらの

エッセー，手記の中から遂には小説が生まれ出たのだろうか。恐らく答え

は「否」であろう。ひとつには森の中で書く主体と書かれる主体「僕」が

あまりにも接近していて，小説の主人公に欠かせない行動の自由を「僕」

が獲得するのはむずかしいのと，文学に対する森自身の姿勢による。その
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例証を挙げよう。

　森は自分が書くのは組織化の運動だ，と言っている（『集成２』，415頁）。

この場合の組織化とは彼流に定義を施された用語の集成を指すと思われ

る。「それで『バビロンの流れのほとりにて』のある巻に詳細な語彙と索

引とを付けようと思っている」（同所）という文からも察せられる。実際，

定義することが最重要事と考えられた時期もあった。講演「パリの生活の

一断面」４）の中で，中世語学者ルシアン・フーレーから学んだことを述

べている条りにその例を見ることができる。

先生からは辞句の定義について深い教えを受けたと思っています。こ

の場合，定義と言うのは，辞書の中に出ている定義ではなく，その言

葉によって現実に指されている事物や観念や精神なのです。いいかえ

れば，唯一の実在である経験の現実態そのものなのです。

（『集成３』，158頁）

命題としての定義は，複雑な現実の経験をできるだけ単純で明晰な文

章で要約表現する，語と経験との中間にあるものであり，語を定義す

ると同時に，現実を要約しているのです。 （同所）

　パスカル研究者，アラン愛読者である著者の裡にはあの，「定義するこ

と」définir を尊重した先人たちの生き方が浸透していたはずだ。

　だが，次のような文はどう読んだらよいのだろうか。

裂け目，割れ目，あるいは流れ，網の目などという比喩的表現を純粋

の言葉で，純粋の概念で表現しなければならない。（『集成２』，96頁）

抽象が力であるということを自分について実証しなければならぬ。

（同 97頁）

　比喩的表現や描写こそ森の文章の魅力だと思われるのに，本人はそれら

をより正確な，より純粋な表現への過程と見なしているかのようだ。見よ
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うによっては哲学や形而上学への憧憬とも，あるいは一種のコンプレック

スとも取れる。いずれにせよ，このような言説を書き付ける森の姿勢は，

既存の概念における「小説」への道からは遠いといわざるを得ない５）。　

　ではもう一度もの
4 4

についての考察にもどろう。

　‘もの ’について森が書き留めたいくつもの文章を拾って見ると，‘もの ’

と表現の関係はおよそ次の過程を辿るようである。それは同時に思想の形

成の過程でもある。

第一段階 もの
4 4

と触れる

第二段階　もの
4 4

が自分の中に入って来る

第三段階　自分がもの
4 4

になる

第四段階　思想の形成

　これらを表している文章のいくつかを挙げよう。

　重要な鍵のひとつとなる文章は，1958年 12月 25日という日付をもつ，

美しいエッセーである。著者は前日 24日付けの手記で，「僕は忍耐深く新

しい言葉の誕生をまたなければならない。これは一種の苦しい状態である

が，僕はそれに耐えなければならない。そして，この形容し難い状態を克

明に誌し続けなければならない」（『集成２』，69頁）と誌したが，ノエル

の当日かなり長い省察を展開する。

内面の流れは外面の動きと密着しはじめ，氷河のように，重たくおも

むろにしか進まない。しかし僕はそれを喜びたいと思う。逆に日本の

像が内面に遊離しはじめ，より自由に，しかし客体的に結晶しはじめ

たようである。この結晶化の過程において，僕の中に集積されたすべ

てを吸収させ尽くさねばならぬ。それは僕が本当に自分を見る
4 4

という

ことにほかならない。[・・・]

僕はこの過程において，もの
4 4

に本当に触れることだけを尊びたいと思

う。もの
4 4

と言っても，これまで僕は本当はもの
4 4

でないものをもの
4 4

と誤

解してきたことがどれだけ多かったかを反省している。もの
4 4

が本当に
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もの
4 4

であるのは [・・・]自己がある内面の規律に服する時にものが本

当のもの
4 4

として露われ，こちらに入って来るのである。創造の時の驚

きと恐れと喜びが湧き出してくるのである。      （『集成２』，70～ 71頁）

　単なるものがもの
4 4

（ハイデッガー流に現存在と言ってもよいだろうか）

になるためには，自己がある内面の規律に服すことが条件だ，と森は言う。

では内面の規律とは何か。自己の能力にたいする評価をいっさい止め，己

を空にして対象を観ること，と言ってもよいだろうか。フランス語の学習

に関して彼が言っている言葉が，この辺りの消息を少しく詳らかにしてく

れる。

問題は，フランスの言葉が，僕にとって，もの
4 4

と等価値になることで

ある。その時もの
4 4

は新しい生命を露わす。そこに新しい世界が啓示さ

れはじめる。[・・・]（日本語とフランス語の）双方は交錯し合い，そ

こには翻訳と全く質のちがう関係が，もの
4 4

が等価値となった言葉によ

って啓示される面が交錯する，というものそ
4 4 4

のものの内部的関係にお

いて，両者が結合する。 （同書 74）

　言葉がもの
4 4

と等価値になる，というのもわかり辛い表現である。これと

前号で引用した「作文やラテン語や，数学，自然科学などを，何か物品の

扱い方でも習うように習っている」(『集成３』，１７６頁 )という文章６）

のなかの「物品」とは共通するところがあるのであろうか。後者はただの

もの，材料というニュアンスだとすると，ない，と言ってしまってもよい

かもしれない。「物品」は使いこなすことができるが，もの
4 4

はそれ自体の

世界をもっているからと。だが森が素材としての「ことば」の扱い方を学

び，その組織された姿が思想を生むのであって，思想が思想を生むのでは

ない，と言っていることを私たちはすでに見た。ここにも内面の規律によ

ってものがもの
4 4

になる経路があるのであろう。

　さらにもの
4 4

に触れる時のパトスについて著者は語る。
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何回もきき知ったこのソナタ（セザール・フランクの「ヴァイオリンと

ピアノ奏鳴曲イ長調」）を聴いていて，言い知れない喜びを感じた。そ

して良い音楽の純粋性に感銘した。これは唯物論でも，唯心論でもない。

もの
4 4

に触れる時のパトスを喚起する感覚である。 （『集成２』，80頁）

　これは音楽の場合であるが，造形美術，とくにパリで何度となく目に触

れる建造物について，著者はもの
4 4

を見るという経験についてしばしば語る。

パリヘ来て，いわゆる名所旧跡と言われるものを一応知ってから，僕

はパリの町をやたらに歩きまわった。そして徐々にその美しさが開示

されてくるのを経験した。優れた建築とそうでないもの，それを実際

に自分の目で確かめるにはパリのような町はそうたくさんはないであ

ろう。対象はこのように限定してみても，ものを見るという経験が，ど

んなに複雑な生成の過程を辿るものであるか，だんだんと判ってきた

ような気がする。 　（同書，285頁）

（サン・ジェルマン・デ・プレ教会やノートル・ダム，シャルトルの総

合的な美しさに目が開かれた経験を語って）それは視覚でも聴覚でも

なく，空間でも時間でもなく，それらに一つの思想的意味を与える歪み，

角度となり，すなわち正にスティルとなり，ここに象徴化が完成する。

それは僕の魂のどこかに宿り，眠り，外からの呼びかけ，内からの促

しによって，絶えず目醒めてはまた眠りに入る。こうしてシャルトルは，

僕の内部に侵入し，そこに位置を占め，感覚と感情とをへだてる壁に，

魂ともの
4 4

との間に，通路を拓く出入口のようなものになる。そして，そ

れはやがて，魂が感覚と感情とから解放される機縁となる。

（同書，73頁）

　こうした過程を経て，ついには自分がもの
4 4

になり，思想が形成されて行

くと著者は言う。



ことばと思索

─ 8 ─

現実が自己を開被して来る場合において，もの
4 4

と触れ，そこから思想

に深まっていかなければならぬ。[・・・]もの
4 4

に成るのは遥か先の到達

点のようなものである。[・・・]

それを，全人間的問題，人格
4 4

の問題と呼ぶことにしよう。（同書，83頁）

　このようにもの
4 4

をめぐる森の省察を追って来たが，まだ判然としないと

ころが多い。もの
4 4

とは何かということも，定義らしい定義がないので断定

はできないが，それ自身では外界の事物にすぎないもの，たとえば建物や

街や絵画・彫刻，音楽，そして書物といったものが，繰り返しの接触と待

機，そして著者が「内からの促し」と名づける契機によってその本質を露

わし，それらに対峙する者の魂の底にまで入ってきたとき，著者はそれら

をもの
4 4

と呼んでいると思われる。ラテン語で言えば　resに当るのであろ

うか。ともかく察せられることは，もの
4 4

に成るとか思想を形成するとかい

うことはあくまで目標であり，書くことはそうした目標に向けての歩み，

運動にほかならないということである。

Ⅲ　何を書くか

　こんな苦労をして，森は何を書こうとしたのであろうか。「書くという

こと」を書いた，という面もあるが，森にはやはり書きたいいくつかの主

題があったのである。それらのうちの主要なものを挙げる。

１．経験

　「経験」が森　有正のキー・ワードのひとつであることは衆目の一致す

るところだが，さてその内実はというと捉え難いところがある。著者自身

「僕にとって大切なのは，妙な言い方をすると，経験がどういうものか，

という経験である」（『集成３』，13頁）と謎めいた言い方をしているし，

また，それはいわゆる経験主義ではなく，戦争体験とか極限体験とかいっ

た，いわゆる体験とは一線を画すものだと言っている７）。ほとんど森の造

語といってもよい「経験」であり，フランス語ではどう表記していたもの

か，おそらく「もの」と「もの
4 4

」のように表記上の工夫はなされていたと
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思うが，今はこうした点にかかずらうのは止めよう。ただ彼が「体験」と

いうとき，それは ｢ 自分の道具として使用できるもの」（『集成３』，71頁）

であり，「経験」は自分の中にすでに生まれていて，自分と分かちがたく

成長し，自分を定義するもの（同書 153頁）だと言って区別をしている。

１－１　経験の定義

　それにしても，森は「経験」をどう定義づけるのか。たとえば次のよう

な言葉がある。

人間は誰しも生きることを通して，自分の中に「経験」が形成されて

いく。[・・・]それは煎じつめれば，人間が過去から受けついだ歴史的

なもの，それが，自己の働きと仕事によって，自分自身のものとして

定義されること，そういうものだと思っている。 （『集成３』，212頁）

　　

経験というのは，芸術とか学問とか，そういう高尚なことだけでなく，

その基礎になる生活全体の条件の自覚を意味する。　　　　　　　　

　　　（『集成２』，452頁）

　経験とは個人的なものか，普遍的なものか。あるとき彼は経験は人間の

数だけあるという。

経験は人間の数だけある。あるいは経験の数だけ人間がある，と言っ

た方がよいかも知れない。 （『集成２』，304頁）

　しかし極度に個別的であるがゆえにこそ，経験は普遍にもつながる。ス

コラ哲学の中に，またロマネスクやゴチックのカテドラルの中に彼はヨー

ロッパの経験の集積を見る。

私達が教会の方にちかづいてゆくと，ノートル・ダムの方が，その黒々

とした壮大な正面をもって，こちらに押し迫って来るかのような錯覚
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に捉えられる。[・・・]それは，我々の心の中に，無限の経験の世界に

対する憧れを，我々自身の貧しさに対する自覚を，湧き上らせる。

（『集成３』，250頁）

　またあるとき，彼は経験は自己とものに対する根本的認識であり，良識

といってもよいと言う。

「経験」は体験と異なり，対象化することが出来ないからである。それ

を論ずること自体が経験の事実を前提しているからである。また経験は

予測することが出来ない。予測そのものが経験の一つの結果だからで

ある。予測不能ということ，また一般に「不可知」といわれること自体が，

そこに一つの経験が実在することを意味している。[・・・]この「経験」

というものは，何ら神秘的，特権的な状態ではなく，すべての人が，誠実，

率直かつ無私の態度をもって，自分を自覚し，ものを認識しようとす

る時，必ず現前してくるものなのである。モンテーニュやデカルトの

言う良識がほぼそれに当たるであろう。 （『集成４』，81頁）

　これではまだはっきりとしない。もっと具体的な事物に即して語ると

き，森のいう「経験」の内容がわかって来る。

　たとえばパリの見え方について彼が段階的に語っている文章を見よう８）。

初めてパリに着いた時，僕は，町全体の均斉の取れた美しさに感動し

た。やがてその中の古寺，名高い建築物が僕の注意を惹くようになり，

町全体は灰色にあせた意識の黄昏の中に沈んでしまった。次に僕の目

は，町の美しさに再び開かれるようになり，マレー地区やカルティエ・

ラタンの町角に，言葉に尽しがたい美しさを感じるようになった。そ

れからしばらくすると，そういう意識の中で美化されたパリの町から，

ノートル・ダムをはじめとする建造物が，ぐんぐん群を抜いて，その

美しさを露わしはじめた。そして今は，両者がほぼしかるべき平衡を
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えた状態に達したようである。こういう経験は何と名づけてよいか判

らないが，反省してみると，ノートル・ダムもパリも少しも変化なぞ

していないのである。それはただ僕の変化，言い換えれば，僕の内部

の感覚の渦のようなものが，より安定した知覚に定着していく過程で

あった，と言える。内面の深まり，というよりも純化である。けれども，

その際の重心はパリの側にあったので僕の側にあったのではない，と

いう認識である。そういう経験の内面から，僕は，そこに本当の客観

というものの一つの相を見た，と信じている。

（『集成２』，278～ 9頁）

　感覚から知覚に定着して行く過程が語られている。じつはこれらの合間

に無感動という時期も入るのだが，これは感覚が必ずしも感動や感激とい

った情緒と結びついたものではないことを著者はよく観察しているという

べきだろう。なじみ深いノートル・ダムを前にしての感慨を引用する。

　ケーのカフェー・ノートル・ダムは静かだった。[・・・]いつも坐

る，ノートル・ダムの見える，大きいガラス窓のそばにある，腰を下

したフォートゥイユの赤い皮の弾力のあるしなりは，私の心を一瞬に

和めてくれた。カフェー・オ・レーに砂糖のかけらを二つ入れてスプ

ーンでまわしながら，紗のカーテンをすかして，ノートル・ダムを見た。

[・・・]

　ゴーロワーズに火をつけた私は，この巨大な四角な石の堆積を眺め

続けた。[・・・]私は何か恐ろしかった。こんな文章を二日たった今書

くのでさえも恐ろしい気がする。しかしその時私の中に去来した事を

書き留めておこう。 （『集成２』，168頁）

　ノートル・ダムが巨大な石の堆積として見る者に迫ってきた時，彼の感

傷や感動は錯覚として崩壊して行ったのである。それは「書くのでさえ恐

ろしい」経験であった。だが彼は敢えて書く。
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　私は自分の貧しい過去の色ガラスを通して映るパリの姿をよろこん

でいたのである。これは錯覚以外の何だろうか。[・・・]私は，私の主

観的な錯覚から次第に分離してくる，そこに在る，パリそのものの姿を

み，その複雑な裸形の姿の厳しさに茫然とするばかりである。[・・・]

　人間の主観や主張にもっとも抵抗し，自己に固有の素材的法則を固

持する石，自然としての自然，もの
4 4

としてのもの
4 4

の象徴である石を，

その石に固有の質に従って造形しつつ展開し，そこから他の次元へと

分化していった西欧造形の世界は，それが何であるより前に，一つの

もの
4 4

であるという特質を強く主張する [・・・]

　このもの
4 4

の世界は，私の想像と錯覚との被膜が脱落していった時，

その，もの
4 4

としての，無関心の極でそこにあったのである。それは私

においては感激の脱落，無感動である。この無関心と無感動が触れ合

って，そこに認識と真実の感動が一つであるような感動
4 4

が生ずるのは，

何時のことか。 （『集成２』，171,172頁）

もの
4 4

の世界が立ち現われ，いっときは話者の感動を吹き飛ばす。しかし

その時期を耐え，待つ姿勢をとり続けてようやく定着の時が来るのだ。

　そしてこの定着の過程をさらに日常的な比喩であらわしているのが，カ

タクリの条りである９）。

　やがてノートル・ダムの内部がだんだん見えるようになってきた。[・・・]

内面の質がそのまま石になって凝固したものが，目の前に見るノート

ル・ダムなのである。上から降下する力の辿る線は，ゴチックの尖形

の窓となり，上昇する祈りは塔や窓の先端となり，迫
せりもち
持に支えられた

建物の全体は，一つの音楽的な調和を具現する。建物があれば内部が

あるのは当たり前ではないか，と言ってはならない。そんなことは頭

で考えたもの，つまりつまらないものであって [・・・]ここで重要な

ことは頭で解ることと感ぜられてくることとは決して同じではなく，

雲泥の差がある，ということである。そしてこの第二の道，感ぜられ
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てくるということは，対象がそのあらゆる外面的，したがって偶然的

なものを剥奪され，内面に向って透明になってくることであり，それ

は対象が対象そのものに還ることだ，と言い換えてもよいであろう。

[ ・・・]これが経験の第一歩なのである。[・・・]

　　こういう考えに到って，私のパリにおける生活は次元と展望が全く一

新されるようになった。こうして，私は，私なりに，パリとフランスと，

そしてヨーロッパとを知り始めたのである。それは，カタクリ粉を湯

で捏ねると不透明な混濁した半流動体ができるが，それがある瞬間か

らおもむろに透明になり始めるのによく似ている。これに必要なのは

時間であり，忍耐である。ある経過がなければ，この道程は絶対に検

証されないのである。それはまた冒険
4 4

でもある。[・・・]

　　とはいえ，冒険
4 4

は単なる冒険ではない。その前に，深い内面の促し
4 4

が

あり，それによって人は冒険に身を投ずるのである。そして，この促
4

し
4

によって一身を賭する，という点において，真の経験は体験とは断

然類を異にするのである。 （『集成３』，79～ 80頁）

　この文章は森が二度目の帰国を 11年ぶりに果たし，その間も絶えず蘇

るノートル・ダムのイメージを思いながら日本の湯河原で執筆されたもの

で，よく練られた，平易な文章であり，ことばと内容の一致が見事に感じ

られる一文である。

１－２　経験の場

　ここで著者は，このような経験には時間と忍耐が必要だ，と言ってい

る。これは一身を賭けた実験なのだから，観察するには時間が必要であり，

過程の推移を辛抱強く待つ忍耐が必要なのであろう。しかしもうひとつ，

「場」も必要なのではないか。たしかに彼は「場所」といい，「本質圏」と

いう。

　　

　　場所あるいは時間と呼ぶほかない普遍的
4 4 4

なものが自分の経験の中に現

われて来ることが大切なのである。経験の成熟とはそういうことを意
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味するのであり，換言すれば，自分の個人的な経験が歴史と伝統との

中に伝えられた言葉を定義するに到るのである。 （『集成２』，307頁）

　私は，もの心つく頃から，いくつかのものに感動した。その感動は，

理性，感情，意志とよばれるように，いかなる作用の媒介を経たもの

でもなかった。荒涼たる「風景の中にとび立つ烏」はその一つである。

それは是非烏でなければならなかった。雀でも，つばめでも，もう駄

目なのである。[・・・]私の中には，そういう原初的感動に隈どられ

た風景と人間の姿とがあり，それが私の経験の中核を構成しているよ

うに思われるのである。それを私は，経験の「本質圏」と呼んでいる。

[・・・]この圏の外にある何ものにも私は何の関心もないのである。も

しその圏に属するものに出逢うと，私の存在は電気がかかったように

振動する。 （『集成２』，473頁）

　前者は個人的経験が歴史と伝統の中で捉えられて，ある普遍性を獲得す

る事態をいい，広がりをもつ空間また時間である。後者は個人的な原体験

というべき「核」であり ,中心である。いずれにしても経験がそこへもど

っては進展し，成熟するための場であるといってよい。

１－３　経験の瞬間

　今まで森のいう「経験」の諸相を見てきたが，ここでこの「経験」とい

う事態を瞬間的に，音楽の用語を使って表した文章を見てみよう。

　それは「転調」という用語による表現である。

　1959年 8月の手記で，森は 22年前にパスカルについての卒業論文を書

いている時に自分を襲った感動を想起して次のように書いている。

パスカルにおける愛の問題を思索して，ふとある一句にぶつかった。

それは，今記憶しているのではこうだった，“......le Dieu des chrétiens,le 

Dieu d’Abraham,est le Dieu d’amour et de consolation.”それを読んで

いる時に激しい感動が来た。それは突然何かに触れた感じだった。涙
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は溢れて止らなかった。しかし涙はこの特別な感覚の後で来た。それ

は Amour と Consolation　とが，すなわち人間の心情の世界が実在
4 4

する，

という直覚だった。[・・・]　Dieuという言葉が，ある一定の高さと長

さをもった音のように，一定のリズムをもって繰りかえしつつ維持され

ている中に，chrétiens,Abrahamという，普通名詞の特殊性の強い語か

ら，固有名詞へと実在の強度を増しつつ，それが繋辞を経過するや，一

転して，大海のような性質を示す最も普遍的な意味をもつ術語となる。

しかもこの普遍性は，アブラハムの語によって，最も長い歴史的現実

の中に現われる。更に，術語に含まれる神という語は，主語と同じ構

造の中に，別の秩序が転調のように入って来ることを示す。そして感

動は，このフランス語の一句が触発したので，もしそれが同じ意味で

も，日本語だったら，起こらなかったかも知れない。僕は，この感動

の感覚的特質は，それだけに限定して考える時，ある条件の下に起る

感覚のはげしい転調　modulation ということに要約されると思ってい

る。 （『集成２』，103～ 4頁）

　この文章は感動に関して二つの核をもつ。ひとつは心情の世界がまさに

触れることのできるもの
4 4

のように実在するという直覚を得たこと，もうひ

とつはその直覚はフランス語テクストの語の秩序とリズムによる転調によ

ってもたらされたということである。つづめて言えば特殊から普遍への転

調という事態であるが，単語のもつ音楽性はその歴史的コノテーションと

同じくらい重要である。後者はおそらく 22年前にははっきり自覚されず，

現在になってこの直覚を分析した結果だと思われる。

　これはフランス語の特質をふまえた，音楽的な，いうなれば聴覚的な文

章解釈といえるだろう。実際，森はこのあと，音楽について語る。

音楽の進行過程において，転調がいかに重要な役割りをもっているか，

いうだけ愚かであろう。[・・・]約言すれば，同じ律動と旋律とが，転

調を経過する美しさなのであって，自由と規律，自在と普遍とが，調
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が転ずるそのことにおいて，感覚的に確認されるのである。

（同書 104～ 5頁）

　森が文章を原語で，それも音読をして読むことにこだわるのも，やはり

言葉の音楽的機能を重視していたからであろう。彼自身の音楽的感性につ

いては項を改めて述べなければなるまい。

　この転調という事態を森はまた，別の言葉で表している。それは「変貌」

mutation という語である。

　ヴァレリィの詩学，アランの定義，デカルトの思考，ベルグソンの

持続，凡てそれらは，殆ど同一のものを指示する。すなわち経験
4 4

。つ

いに私は，一切が一点に集中するあの点，そこを通って混沌が音楽に

なるあの点に到達した。移行の行なわれる点，変貌が遂げられる点・・・。

変貌
4 4

(MUTATION)。それは，私自身の変貌というよりは，私を通過す

る世界の変貌だ。そして私は，あの混沌とした潮の中に解体し，単な

る通過点である「私」を通して真の私に変貌する。単なる通過点，だ

がそれはその包含する凡ての豊かな転調によって重味が増加する。転

調点，たしかにそうだ。これが正しい表現だ，転調点。それは移行であり，

自己同一であり，変貌であり，転調である。これこそ瞬間
4 4

のもつ意義

である。 （同書 445～ 6頁）

　特殊から普遍，自由から規律，自在から普遍（あるいはこの逆）への移

行というのが文章ないし音楽の場合の転調であったとすると，ここで言わ

れている「変貌」は，「私」を通過する世界そのものの変貌であり，集中

である。事柄は世界大に広がり，視線は世界の中での自己を外から見るこ

とが可能になる。世界と自己とのかかわりが，ようやくここに来て一つの

定点をもったともいえよう。

だが当然ながら人は瞬間に留まることはできない。「経験」という語と

絶えず関係をもちながら，森の筆は先へ進んで行く。
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１―４　経験と社会

　1960年代後半から，森は毎年日本に帰るようになり，69年からは国際

基督教大学客員教授の職を得た。パリでの地位も固まり，この世的には安

定した，しかし身体的には病の進行して行く時期がはじまった。日本語で

文章を書き，講演する機会が増え，森の語り口はゆとりと同時によくも悪

くも散文性を増して行く。つまり視野が社会に広がり，時事性の濃い文章

も書かれるようになるのだが，やや概論的，啓蒙調のエッセイも見受けら

れるようになる。これは手記や日記という個人的形式ではなく，はじめか

ら雑誌原稿として書く事が多くなって来たからであろう。

　そこで文章自体の魅力はやや薄れるとはいえ，語りの趣旨，主張はより

鮮明に，明確になって行く。そのひとつが「経験」についての言説である。

1971年 7月に発表された「パリで中国を想う」と題するエッセーの中で，

彼はこう書いている。

私は「経験」ということについて長い間考えて来た。私は長い間それ

を個人を定義するものとして扱って来た。しかし私は，経験が「個人」

のワクを超える内容を含むこと，また個人ということもそれとの関連に

おいてのみ真に具体的に個人というものになるのだということに気が

ついて来た。[・・・]　一つの具体的な社会というものは，その中核に

こういう「経験」をかならずもっている。それがなければ，人間の集団

と家畜の集団とは区別出来なくなってしまうであろう。　　　　

（『集成５』，129～ 30頁）

　この文章のあとに，森は「大衆の経験」ということを言う。それは個人

と社会との矛盾を含む複合経験であって，社会の構成員各自がかならずも

っているものだという。フランスにはフランスの，中国には中国の，日本

には日本の大衆の経験がある。この中で特徴的なのは「日本人の経験」で

ある。すなわち日本人においては「経験」は複数，端的にいえば二人の人

間を定義するものであって，自分一箇の経験にまで分析されえない。なぜ



ことばと思索

─ 18 ─

か。それは日本人においては「汝」に対立するものは「我」ではなく，対

立するものもまた相手にとっての「汝」だからである。親子の場合も子

は自分の中に存在の根拠をもつ「我」ではなく，当面「汝」である親の

「汝」として自分を経験しているのだ。この関係を森は「二項関係方式」

RAPPORT BINAIRE あるいは略して「二項方式」と呼んでいる。森の生

存中は卓見としてもてはやされたこの方式も，現在では語る人が少ない。

やや平面的な図式と感じられるからだろうか。この方式だけで日本人の人

間関係を説明するのは一面的と評価されるからだろうか。

　しかし彼の言いたい事はこれだけではない。ヨーロッパの場合「経験」

は，主体である自己を定義し，他は「汝」である前に三人称の「かれ」である。

しかも各々の「かれ」は主体として「我」であるという。（同書 166頁）「そ

の関係は，二人称関係におけるように情意的，感動的ではなく，基本的に

理性的であり，意志的である」（同所）。

　日本とヨーロッパではこのように人間関係が根本的に異なるのだから，

双方が接触する時には困難な問題が種々起こるのは当然であり，二項方式

は一・三方式（一人称・三人称関係）に触れるとき，必ず崩壊するとまで

言う。ただしそれは関係が無になってしまうことではなく，主体の生き方

が「変貌」することなのだ。これはまさに森自身の経験であり，このすさ

まじい摩擦と崩壊を経て，彼は自分と日本人の新たな生き方を見出したと

言ってよいだろう。｢ 僕は心から三人称になりたいと思う。それはつまり

一人称になるということである。[・・・]爾後，フランス滞在の第二期が

始まることを感ずる」（『集成５』，350頁）

　「フランス滞在第二期」としての新しい歩みはしかし，死への歩みとな

って行く。

２．死

　森のエッセーを読むとき，読者は到るところに刻印されている「死」の

影に気付かずにはおれない。『集成１』の冒頭，つまり一連のエッセーの

冒頭におかれた文章のはじめの部分に，すでに死に関する省察が出て来る。
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様々なことで，この運命は覆われている。しかしそのことはやがて，秘

かに，あるいは明らかに，露われるだろう。いな露われざるをえない

だろう。そして人はその人自身の死を死ぬことができるだろう。また

その時，人は死を恐れない。 （『集成１』，7～ 8頁）

　個人として，また歴史の一環として人は己の人生を歩む。その運命は稚

い日に，すでに露われている。そのことを知ったとき人はその人自身の死

を，恐れず迎えるであろう，と「僕」は言う。上の文章の直後に，戦没学

生の手記集『きけわだつみの声』を読んでの感慨が置かれているが，そこ

には悲しみも感傷も超えて，白々とした死の現実が，自然の中に残された

あととして表されている。さらに死の省察の第三段として，著者は自家の

墓地に 13歳の自分がひとりで行った三十年前の記憶を想起する。

僕は墓の土を見ながら，僕もいつかはかならずここに入るのだという

ことを感じた。そしてその日まで，ここに入るために決定的にここに

かえって来る日まで，ここから歩いて行こうと思った。その日からも

う三十年，僕は歩いて来た。それをふりかえると，フランス文学をやっ

たことも，今こうして遠く異郷に来てしまったことも，その長い道の

りの部分として，あそこから出て，あそこに還ってゆく道のりの途上

の出来ごととして，同じ色の中に融けこんでしまうようだ。　　

（『集成１』，10頁）

　この文章は，死ぬときまで生き抜こうという決意とも取れるし，死ぬた

めに生きるという一種の諦念とも取れる。いずれにしても 13歳にしてこ

のように人生の終わりを凝視できるとはおそるべき意志をもった少年であ

ったという他ない。意志といえば森は次のような言葉も記している。

意志は本当は最後に来る。熱情ははじめに来る。生への熱情というこ

とは言えても，生への意志ということは言えない。人間の中に定義が
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生れた時，熱情は意志に場所を譲る。人は死に接してしか本当の意志

をもちえないものなのかも知れない。自分が判りかけた時，またそれ

に従って生きようとする時，死はやって来る。 （同書，416頁）

　死に接して，死を凝視する経験から意志が生まれ，生への洞察も生まれ

るのであろうか。この，13歳の時点での父の死は少年森　有正に生活の

責任を（少なくとも森家長男としての自覚の中では）負わせるものであり
10），それゆえに意志的な歩みを必然のものとする事態であったが，それよ

り数十年後の，稚い娘を失う経験 11）はもっと悲痛の色に染められている。

　僕はふと死んだ娘を思い出した。それは天が低く見えたからだ。娘

が死んだ時，僕は凍りつくように寒い信州の高原の一角に，星を眺め

ていた。午前三時頃だった。無数に星の輝く天は低く垂れていた。僕

はもうその時，娘の死を感じていたような気がする。戦争中で，汽車

が途中までしか行かず，凍るような風の吹く高原を二十キロ程歩いて

やっと娘のいる町の入口まで辿りついたのだった。これから先，僕は

どこへ歩いてゆけば娘に会えるのだろう。僕はその時そう思った。家

に着いた時，娘はもういなかった。どこかへ立ち去っていた。死体に

は去って行った生命のぬくもりがまだのこっていた。

　ラルザックの高原を通っている時，僕は，今僕はこうしてラルザッ

クを通っていると思った。それは信州の高原からずっと続いている道

だった。[・・・]

　こうして歩いて行けば，少しは去っていった娘と近くなるのだろ

うか。しかし立ち止まれば，いつまでたっても，娘のところに行くこ

とはできない。だから僕はどうしても歩きつづけなければならない。

（『集成１』，242～ 3頁）

　父の死，娘の死，これら二つの肉親の死，また戦争という大きな死に

立ち会った森にとって，生とは死から出て死へと帰る道の途上に他ならな
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い。この文章の直後に置かれた，日付も翌日，同じリューベックにてと記

された断章の中で「僕」はこう録す。

　死人を呼びかえすことができなければ，自分が死の中へ入って行く

ほかないだろう。どうしてこんな簡単な真理が判らなかったのだろう。

僕はそう思った。しかし言葉だけではどうにもならない。どうしたら

死の中へ入っていけるのだろう。[・・・]

　僕は「トースト・フュネーブル」を書いたマラルメのことを考える。

これはたしかに一つの死
4

だ。マラルメはその死の中に入っていった。

だから誠実なかれは生きつづけることができたのだ，と僕は思う。　

（同書　243～ 4頁）

　前半は死の中へ入って行かなければならない，だがそれにはどうした

らよいか，という問いかけである。｢ 死人を呼びかえすことができないと

すれば」で始まる一行目は，生れてまもない子を亡くしたダビデ王の言葉

を思わせる。大きな罪を犯したのちに生れたダビデの子は主に打たれて弱

り，死ぬ。その病の間ダビデは断食して泣き，神に願い求める。しかし子

が死んだ事を聞くや起き上がって身を洗い，食事をするので家臣たちは驚

き怪しむ。そのときダビデの言った言葉はこうだった。「子がまだ生きて

いる間は，主がわたしを憐れみ，子を生かしてくださるかもしれないと思

ったからこそ，断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したとこ

ろで，何になろう。あの子を呼び戻せようか。わたしはいずれあの子のと

ころに行く。しかし，あの子がわたしのもとに帰って来ることはない」（サ

ムエル記下 12章 22～ 3節）恐らく森はこの条りを想起しながら自分の行

き方を探っている。絶望しつつも生きる道を。だが「死の中に入る」とは

どういうことであろうか。愛する人を追って死ぬ，という解決法を，彼は

「僕にはそういう人々を批評する気持は毛頭ない。ただそこに表われた愛

の姿を恐ろしい気持で眺めるだけだ」と書いている。彼にとって死はあく

まで生の問題であり，生の中で解くべき課題であるから，自死は問題外で
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ある。マラルメはどうして死の中に入って行けたか。それは彼が死を見控

え，現実として引き受けたからだ 12）。

　さらに森は死を「絶対の孤独」と呼ぶ。1957年 6月，実生活でのいく

つかの困難，とくに親しい者たちが去って行く対人関係の苦しさを味わっ

たのち，彼は次のような文章を書きとめる。

　死が絶対の孤独であるとすると，生の中からはじまるこの孤独は死

の予徴である。しかし生の中にはじまるこの死は，生の終りとして来

る死と何とちがうことだろう。死を生きるということは，そのはてし

ない苦しみにもかかわらず，何という慰めに充ちたものであろう。そ

れは生の終りに来る死の恐ろしさをさえ転調して，白々とした，静かな，

薄明の中に，何かを憧憬するものに，変化させるようである。延びは

じめた時の流れの中に，死の影が音もなく向うから逆に延びて近よっ

て来る。 （同書 276～ 7頁）

孤独と愛ということの，人間にとっての，本当の意味は，この死の影が，

終末としての死の恐怖を憧憬に転調する生の中の死の影が，音もなく，

時の流れに沿ってはいよってくることである。 （同書，277頁）

　死の影が向うから延びて来る，とか時の流れに沿ってはいよってくる，

というやや湿った文学的表現は，わかったようでわからないもどかしさを

読者に与える。そのことは著者も承知しており，芸術ならもっと具体的に

音の清冽さや彫刻のひだや，色彩のさび，言葉の静止といった技法によっ

て表されるだろうと書いている。しかしまた文字の間接性，抽象性がもつ

可能性も記している。

　この，清冽さ，さび，ひだ，静止などという言葉で言おうとしたこ

とは，音楽，彫刻，絵画，詩歌の素材そのものからはどうしても直接
4 4
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出て来ないもの，そこから放散しながら，それを故郷としてはもたな

いもの，どこか外からやってきて，そこに影をおとしているものなのだ。

　　 （同書，278頁）

　そして著者自身の死が始まる。1970年 8月，森は北海道で病を得て入

院する。病院での手厚い看護と治療を受けて退院するが，このとき彼は死

も覚悟したようである 13）。いったん回復したかに見えた身体は，次第に

変調の兆しを見せるようになった。1971年 12月 17日の日記は，教場で

起きた右半身の脱力ないし麻痺を記し，翌 18日にも脱力感を記している。

そしてこの年から死の年，1976年 8月に到る手記，日記はオルガンの練

習のことが大半を占めるようになる 14）。練習の合間に，あるいは練習を

しながら浮かぶ想念は愛と死と，そして生き方についての省察である。

　孤独の内に死ぬ，という考えが数日前から頭を離れない。人は一人

で死ぬということを知り，この考えの内に自らを確かめること，これ

だけが F.Pのために僕のできることだ。何となれば，暗い夜空の星辰の

ように [・・・]孤独は≪向うから近づいてくる≫のだから。

（1971年 1月 28日，『集成５』，390頁）

ジャンケレヴィッチが正当にも指摘しているように，死は存在しない。

が，それが我々の存在にとって本質的であることに変りはない。葬列

が墓地の囲いの中に入り，ああ，一つの死があったのだと，事後にな

って僕の確認したとき・・・。この不確定な状態を生きること，それこ

そが端的に生きるということであって，この言葉に値するものは，そ

れ以外には何もない。愛することと死ぬこと，この生の二面が，≪恐

るべき≫ある瞬間に合体する。愛は死を鎮め，また，死がなければ愛

には何の意味もない。 （1971年 4月 12日，同書 434頁）

　昨夜，プルーストを読み続けた。これは愛の物語と死のそれとが，
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もっとも残酷な相の下に描かれたものではあるまいか。残酷，という

のは，愛と死とが決定的な瞬間に互いに支え合わないからである。こ

れは，ずれてやってくる愛と死の物語なのである・・・。僕は，突然，

この恐るべき真理に気がついたのだ・・・本物の愛と死とは経験を遥

かに超えたものなのである・・・。ド・ゴールは ｢ 星辰は物事がいか

に無意味であるかをしめすしている」と言った。僕は，むしろ，「星々

は事物の非妥協性を示す」と言いたい・・・。なんとなれば，死は愛

を待たないのだから。両者は，それぞれ独立した二つの体系に属する

のだ・・・。 （同日，同書 435頁）

　生は容赦なく「僕」を見捨てて行く。しかしその孤独を「僕」は生その

ものと受け取る。そして残された生を他者のために用いようとする。

他者に呼びかけるこの気持はどこから来るのだろう。死という孤独の

底から・・・。今日もまた，オルガンを奏いている間に，何度も，力

の抜けていく感じが起きた。このように緩っくりと，そっと，しかし

確実に，避けようもなく僕に襲いかかる，この生命に見捨てられる感じ，

それは僕の送っている生活の質について，つまりそれが人の望みうる

最良の生であることを，判っきりと悟らせる。[・・・]僕は，この打ち

棄てられる状態，生命が自分を徐々に見捨てていく状態に直面して表

われる感覚を，誤ることなく，現実のままに，その現実の姿のうちに，

感じとった
4 4 4 4 4

のである。[・・・]冷気
4 4

が近寄ってくるが，それに対して今

の僕は用意ができている。それは僕の内部で始まるのだ。そうなのだ，

すればよかったことは数多くあるが，後悔はしない。本質は，そこに，

僕の内部にあるのだから。従って，僕に残された生は，自分のために

ではなく，子供たちと他の人々とのために，彼らの不幸が少しでも軽

くなるように按配しさえすればよいことになる。

（1971年 12月 18日，同書 476頁）
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　そして日本館館長の激職から解放され，「太陽の輝く大洋の水面に再び

現れた」森は，ヘブライ語の学習と改革派の信仰を実践して行く予定を記

した 1976年 8月 6日の日記を残して，死の国へと歩んで行った。

注

１）同書解説，イレーヌ＝丹波・メックス

２）同書解題，二宮正之，568頁

３）『集成１』，563頁，

４）1966年東京日仏学院で行なわれた。

５）このような手記ないし書簡・日記の形式をも小説と呼ぶことは自由で

ある。

６）拙論「言葉と思索──森　有正再読──その３」帝京大学外国語外国

文学論集第９号参照。

７）ただし 1969年ないし 70年のある日，国際基督教大学のシーベリーチ

ャペルで行なわれた講演で，司会者の荒木亨氏が「フランス語では

この語─経験─をなんと訳されますか」と問うたのに対し森は　「ex

périence」と答え，「では体験は」と重ねたのへ「 expérience」と答え，

荒木氏が「フランス語では二つとも同じですね」と念を押されたの

を筆者は覚えている。

８）彼は事態を時間的推移の中で段階的に語るのが好きである。これは

「時間」についての考察の中で改めて扱う予定である。

９）『集成３』の解説者安藤　宏はこの箇所を引用して，こう語っている。

「[・・・]カタクリ粉の混濁と透明化のイメージが，現在に至るまで

一種不可思議な力を持って自分を支配し続けているのはなぜだろう。

そこには何か，個に沈潜することによって逆に大きな共同性に突き

抜けて行くことをめざすような，普遍的な精神の働きが介在してい

るのではないだろうか。でなければ戦後日本に生まれ，育っただけ

の自分が，あれほどまでに自分に引きつけて読むことができたはず

がない。また，ノートル・ダムをめぐる一連の随想が，国内にのみ
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生活する多くの日本人の支持を受け，これほどまでに読み継がれて

きたはずもない。」

10）『集成１』285頁参照。

11）第二次大戦中，森は妻子を松本に疎開させ，自分は東京に残って東

京大学教員としての勤めをつづけていたが，終戦直後，娘重病との

知らせに，当時東京でしか手に入らない葡萄糖の注射液を持って中

央線に乗った。電車は塩尻止りで，そこから森は塩尻峠を徒歩で越

えたが，家に着いたとき娘は死んでいた。

12）Stéphane Mallarmé,Toast Funèbre, à Théophile Gautier, in Stéphane 

Mallarmé, Poésies, Gallimard,1945.

13） 筆者はこの年９月，森と個人的に東京女子大の一室で会ったとき，

森が紅茶の中に入れた砂糖をかき回しながら言った言葉を覚えてい

る。「僕はあちら側に行ってきたのですよ。いや今でもあちら側から

ガラス越しにこっちの世界を見ているんです。こうして砂糖をかき

まわしながらも僕は向こう側からのぞいている。あなたは今にこの

時のことを書くでしょう，森がスプーンで紅茶に入れた砂糖をかき

まわしながら，こんなことを言ったってね」。 

14）1970年 12月に森は自宅にオルガンを入れた。

後記

　森　有正が文字に刻み残した内容は，この他にもまだいくつかある。愛・

性の主題や人間像（とくにアブラハムの生き方），ノートル・ダム，そし

て音楽である。最後のものは彼自身の演奏としても残っているが，結局文

字という空間的な手段によっても彼が表したかったのは，時間の芸術であ

る音楽だったのかと思われる。これらについて記す時間的余裕がなかった

のは残念だが，他の機会にゆずることにする。 2003年 9月 26日


