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地域の人にとっては身近に大切な人なので、そういう他

に適切な言葉をしらないが、その徳永医師が、桜の満開

んですか、もう暗いですけど」。「ぼんぼりの灯りが桜

橋の上は誰もいなかった。「ほら、川面を見て」「な

（音信不通 ① ）

定有堂書店は、鳥取駅と県庁をむすぶ商店街の中ほど

を照らし出し、それが水面に映ってるでしょう」「あ、

定有堂のウォルデン池
定有堂のウォルデン
のウォルデン池

の夜に、本屋に駈け込んできたことがあった。

「奈良さん、ちょっとおいで」と、入り口のドアから

顔をのぞかせ、私に手招きする。「一人で店番してるん

ですけど」と言ったけど、お客も途絶えていたし、つい

にある。駅から約七百メートル。若桜橋を渡ってすぐの

ほんと、ですね」確かに鏡のように川面に桜がみえる。

て行った。

北詰めにある。店前の往来を若桜街道といい、十字に交

た。橋のにぎわいが少なくなってきたことも関わりがあ

キを作成してくれる、本屋の常連の人がいる。ドラメリ

サークルがある。案内の掲示や会員への毎月の案内ハガ

もう一つ。本屋には「読む会」をはじめ、いくつかの

た。

そのようにかみしめて街を味わう人がいることも知っ

桜は川向うから見るときれいな遠景なんだ、と知った。

桜並木が逆さになって、そのまま川に存在している。

う」と誘われ、急いだ。

「で、ずっと、こっち、反対の岸の道路に行ってみよ

わる小さな流れを袋川という。
袋川は蛇行しながら二キロほど土手に桜並木をつづけ
る。桜は北側にのみ連なり、対岸にはみられない。桜の
下には手入れの行き届いた小道がのびる。
本屋は北側、この小道側にあるので、ときおりたたず
むのも、北の土手の上だけ。

るかもしれない。橋が道路の一部と思われていたのが、

アさんという名で知られる。この人がいないといろんな

最近になって橋を中心とした袋川に興味がわいてき

人通りがまばらになり、道というよりは造形物、とその

サークルが回らないのだが、案内を出したりはするのだ

個性に気がつきはじめたせいだ。
最初のきっかけは、
町医者というには著名すぎるけど、

が、読書会そのものに熱心に参加するわけではない。年
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れているのだが、カウンターからはすぐ下にあるように

感じる。左に若桜橋、右は窓枠で視界が切れる。川の左

納めの会に招かれ黙ってウナギを食べるくらいだ。いる
けどあまり姿をみない。座敷わらしのような存在だ。守

右が閉じられたようにみえる。

の側、池の周囲が好きなのだ。

これを「池」と呼んではいけないのだろうか。私は水

護神のひとりである。
一人というと他にも神がいるのか、
ということになるが、…いる。ネコである。本や雑誌の
特集、置物がいっぱい。猫が好きな人のための本屋なの
このドラメリアさんが、土曜の昼過ぎに来て、よくぼ

自分では、生き方のオルタナティブというものの「窓」

く置いてある「ヘンリー・ソロー」の本がよく売れる。

本屋にはいくつかのコーナーがあるが、奥にさりげな

やいている。かなりイライラしているみたいだ。「また、

として置いている。『孤独の愉しみ方』や『森の生活』

だ。猫が好きな人は本が好き、と決めつけて久しい。

森の生活者のベーグルが買えなかった」と。私はこのベ

がよく売れる。前者は副題に「森の生活者ソローの叡智」

は関係あるのだろうか？

と記してある。ソローとベーグルカフェ「森の生活者」

ーグルというのがいまひとつイメージできなかった。
川のほとりにシティホテルがあって、宿泊客の人がよ
く本屋に立ち寄ってくれる。あるオジサンぽい人が、
「奈

オルタナティブ、世界の中心に隔たりをおいた、そう

池が好きだ、といったけど、「森の生活者」から見た

良から出張でときどきくるんだけど、あのベーグルが楽

勇気を出して、「森の生活者」に行った。ベーグルカ

袋川の一角は、「池」だと思った。一つのアイデア（思

でないもう一つのもの、という立ち位置は、定有堂の核

フェなのだ。「ベーグル！」と陳列ケースをみたが、売

いつき）がこころに点火する。そういう瞬間が好きだ。

しみでね」と語りかけることもあった。男女、年齢も問

り切れだった。窓際のカウンターに座った。本屋の入口

この思いつきは、ソローが過ごした「ウォルデン池」へ

となるものだ。すき間に咲く、ということでもある。

が正面に見えた。正面にみるから正面なのだと後で気づ

と飛び火する。

わないのか、ベーグルは？

いたが、じつに人の出入りがよく見える。「クラシック」

えない？ と何人かに問いかけてみた。
みんな
「見えない」

二階の窓際のカウンターから見た袋川の一角が池に見

は「ワイルド」が気に入っている）

とつれない。でも、ちょっと待って、考えてみる、と『森

という名のコーヒーを注文した。おいしかった。（現在
「森の生活者」は二階にある。袋川が道をはさんで流
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の生活』を買っていってくれた人がいる。結川さんだ。
出張先の米子のホテルで読んでみると言ってくれた。も
し、数日後、彼が、「見える、ウォルデン池だ」と応え
てくれたら、何かがはじまるかもしれない。彼も、この
「池」の側に職場がある人間だ。
長い間、若桜橋の北詰を根拠地にし、街の中に生きて
きた。橋の下に流れる袋川は、北側中心に偏った保存の
ほどこされた土手だ。言い伝えによると、武家の時代、
北側の土手を高く、大雨のときは、南側に水があふれる

幽霊たち （音信不通 ② ）
オースターの「幽霊たち

ソローの『ウォルデン』（「森の生活」）を読むシー

も反対から見ると、少し森の「も」の字が感じられる。

でいた。桜のトンネルという風情をよろこんでいた。で

いままでは、こちら側で並木道のたたずまいを楽しん

魅力的な存在だ。『幽霊たち』は新潮文庫に入っていて、

語話者なのだ。独特のことば感覚があり、私にはとても

メリカで暮らし、アメリカの女性と一緒になった。多言

と啓三さん が教えてくれた。
啓三さんは若いときからア

ンが、ポール・オースターの小説『幽霊たち』にあるよ、

思いつきが、こころに火を点す。現実は何ももう変わ

さっそく読んだ。解説の三浦雅士が「なにか暗く深い奥

ように高低差が工夫されていた、と聞く。

らない。「見立て」は、でも心象風景を一変させること

きりで暮らそうなんて、何だってそんなことをしたいと

オースターのソローの読みは面白い。「森の中で一人

の別の言い方でもある。

場所にはいない」という発見だ。しかしこれは、「自由」

ル・オースターが言いたいことは、「我々は我々の真の

が啓三さんのことばにもいつも感じられる。ここでポー

行きがある」と本質を言い当てている。同様の「奥行」
2016.07.25

もある。

（参考）
ソロー 『孤独の愉しみ方』 イースト・プレス 2010
ソロー 『ウォールデン森の生活上下』 小学館文庫 2016
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る）には、たくさん学ぶものがあった。レジリエンスに

結川さんのブックレット（彼も学生として参加してい

ページを重ねるとふと気づいた。オースターも同じこと

ついての理解とそこからの出口としての対処法だ。

思うんだ？ 」わたしも読みながら少し退屈だった。でも
をいっている。「彼（ブルー）は一挙に理解する。こい

るたよりのないものだと。都会の中で時間に追われ、一

いう、一人きりになるとわかる、地面は水に浮かんでい

霊たち』にはあまり水の気配を感じなかった。ソローは

ゆっくり読む。一日数ページだけ。そういえば、『幽

ットの指摘だ。いまつらくても、この場がいずれ変化す

枯盛衰」のくり返しと知ることが重要なのだ。ブックレ

すね、といった。生きる場を「循環サイクル」つまり「栄

に興味があるのだ。気づいて結川さんは「陰陽」いいで

クがぶら下げてある。身体操法としての太極のアイコン

わたしの常用しているリュックには故あって陰陽マー

人きりになった主人公のブルーはかわいそうだ。自然と

るのなら耐えられる。易の思想で語られる龍の昇降の往

つはゆっくり読むことなのだ」

出合うために後どれだけの孤独が必要なのだろう。

ごとに、ドラメリアさんが編集製作してまとめている。

ている「読む会」選書係の岩田直樹さんの文章を、一年

定有堂でも小冊子を作っている。ＨＰに連載して下さっ

い。
すでにもう返せない状態になっているが仕方がない。

私は熱中するとエンピツで線を引かないと本が読めな

災後』に考える」というブックレットシリーズの一冊だ。

（早稲田大学出版部）という本を貸してくれた。「『震

「語り」の中で、唯一の物語を求めない。物語の併存を

中」を思い浮かべればいいが、しかしここでは、複数の

識が彼を襲う」。ナラティヴの考え方は、芥川の「藪の

と閉まるように、一瞬のうちに、取り返しのつかない認

語」に閉じ込められていく悲しい男だ。「ドアがばたん

人とのかかわり方だ。オースターのブルーも、いわば「物

ヴ・アプローチ』（野口裕二・勁草書房）を典拠とした、

もう一つは、やはりブックレットの教える『ナラティ

来と同じ認識だと思った。

今年のタイトルに『多様性とレジリエンス』とあった。

そのまま受け入れる。「世のなかわからないことだらけ

結川真悟さんは、
『ともに創る！ まちの新しい未来』

この言葉を自分の中心にすえると、最近考えていること

だね」で、一歩前へ進む。

ジリエンス」というアイデアが、このようにしてするす

「学び」
の根幹としての七転び八起きの糸口である
「レ

に一本背骨がとおるのに驚いた。自分では「七転び八起
き」と解釈した。春からこの「レジリエンス」をテーマ
として考えつづけている。
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合いのおかげだ。

ると解きほぐされていくのを体感した。結川さんとの出

ら「ワイルド」のそそがれたコーヒーカップを口にはこ

ここにあれば、この球体はドアをひらく。そう思いなが

ァ河だ。もう若くはない一人の男が橋上にいる。大雨の

んだマヤコフスキーの詩の一節が浮かんだ。たぶんネヴ

見えた。八月にめずらしい曇天の昼下がりだった。昔読

デン池に面したカウンター席にいたとき、左に若桜橋が

ションはこんな形をしている。「森の生活者」のウォル

と呼ぶ。自分が自分であるゆえんだ。わたしのオブセッ

いうタイトルの下にぶら下がっている小文字、ビオトー

語りはじめていることに。この小冊子の「音信不通」と

うと漠然と考えていた。しかし、ふと気づいた。すでに

たしも、いずれこの秘密基地ということばで何かを語ろ

川さんは、「秘密基地」の入口だ、と笑った。じつはわ

ばくぐれない、二階へのにじり口を通り抜けながら、結

定有堂の店内の死角に突如あらわれる、中腰でなけれ

ぶ。

後だろうか、河は急流になっている。ふと見ると若い男

プという言葉が、じつは「秘密基地」の別の名乗りだっ

人は固定観念をもって生きる。それをオブセッション

が青ざめた顔で流されてくる。橋上の男は、それが若い

たのだ。

められる。「物語」の言葉は、既知強制をする。オブセ

沼田慎一他（編著） 『ともに創る！ まちの新しい未来』 早稲

ポール・オースター 『幽霊たち 改版』 新潮文庫 2013

2016.8.22

日の自分だと気づく。「おお…」と心に叫ぶ。それから
どうしたのだろう？ 記憶の改変が多く真実はたぶんそ
うではない……。ともあれ流される私を橋の上の私が見
る。そして、それを「森の生活者」の片隅で、クルミの
ベーグルを食べながらわたしが見ている。その三人目の
私にナラティヴ・アプローチがある。

ッションのなかにあるとき、言葉と現実がそごをきたす

田大学出版部 2016

（参考）

場合、きまって「言葉」が正しい。まだ行われていない

野口裕二 『ナラティヴ・アプローチ』勁草書房 2009

オースターのブルーのように、人は「物語」に閉じ込

だけだ。知ってる以上知ってる限り知りえない。現実に
出合うことがない。しかし「物語」を物語る「物語」が
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ブック・ビオトープ
（音信不通 ③ ）

ビオトープは、バイオ（生命）とトポス（場所）の二

あった。結川さんは大きな公共のメディアで仕事される

ので、つながり合う小さなメディアに刺激を受けるのだ
ろう。

わたしは、本が好きな「人のトポス」と重ね合わせ、

本を媒介にするところに生まれるビオトープに、もう少

し鮮明なかたちを与えようと、ブック・ビオトープとい

うことばをあてはめてみた。本のうしろには人がいるの

で、人のビオトープという物語でもある。

ブック・ビオトープということばは、まだかたちに成

つのことばを含む。主に生き物の暮らしやすい小さな空
間を意味する。ごく小規模の生態系だ。生き物が単体で

り得てないものを語るものだから、当然辞書にはない。

書物に凝った。堅苦しい。机上の。非実際的な。書物で

かわりにブッキッシュということばがあった。本好き。

知っているだけ。机上の借景。そんな説明がとびだして

暮らすのでなく、共生的に影響を与え合っているという
単に生態系といわず、ビオトープというのは、失われ

くる。そういえば、この冊子自体が借景ならぬ「見立て」

ところが興味深い。
やすいフラジャイルな限界性が、そこに顕著に感じられ

自在でないきらいがある。強さは画一的で虚弱さには多

う意思をもつ三人がいつづければ持続する。それが一本

とは大切な始まりだ。人の集まりは、とにかくやるとい

ビオトープにおいて、そこに一本の木があるというこ

からはじまろうとしている。

るからだ。放っておくといずれ消滅しかねない。

様性がみられる。弱さの中にこそ個性の多様性がある。

の木だ。「意思」と「見立て」の二つが必要だ。ブッキ

個性的な存在は、個性的であるゆえに、生きることに

本が好きということを、そのような個性の多様性として

本のビオトープを「秘密基地」と呼んでみよう。これ

ッシュの集まりの中心には「本」という光源がある。

思い浮かべる。
真悟さんが、国会図書館からたくさんの資料を持ち帰っ

も見立てだ。秘密基地は自分の好きなものだけにとり囲

ビオトープは生き物の生態についての用語だが、結川
てくれた中に、「メディア・ビオトープ」という概念が

まれる空間だ。実際の生活の場所は雑多にすぎる。自分
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を見失ってしまう。だから、ブッキッシュな人間はとき

い、しかも争うことがない世界、それがユートピアだと

個人の書棚と異なり、本屋の棚には多種多様の正義が

いった。…不可能ごとだと言ったのだろうか。

たとえば、空き地に土管がころがりそこに個々の秘密基

ひしめき合う。閉店後の深夜、書物たちはののしり合っ

どき秘密基地にこもり、ここから出撃する必要がある。
地があり、ときおり顔をだして遊ぶ、という風景はもう

ているのだろうか。

うか。多孔性の豊かさのおかげで、ここでは実人生の交

合いの声を耳にしたことがない。ビオトープだからだろ

そういえば定有堂の「読む会」では、一度もののしり

ないだろうか。そんな多孔性もビオトープの重要な要素
だ。落ち込んだすき間とすき間が、でもつながりあって
いた、ということだ。
ブッキッシュという習性も、
この土管のようなものだ。
のだ。本にとりつかれるという行為も日常のなかの「孔」

かけがえのない大切なものとして本屋空間に息づく。そ

ブック・ビオトープというフラジャイルな生態系が、

錯が何一つない。

のようなものだ。暮れても帰らず、この孔（アナ）を突

れを本屋の青空、とよんでみる。ブッキッシュのトポス

日が暮れればこどもたちは家に帰る。それが秘密基地な

き抜ければ本屋空間がぽっかりと広がる。この光源を本

だ。

水越伸 『メディア・ビオトープ』 紀伊國屋書店 2005

2016.9.29

屋の青空とよんだこともある。ブッキッシュな言い方だ
が、天空の音楽が鳴り響いてはいないだろうか。そんな
話をしたくて、天球の摂理が音楽という『星界の音楽』
（工作舎）を店内奥に面陳しているのだが、手にした人
は二人だけだった。定有堂教室「シネクラブ」の講師だ
った福野真司さん（もともとそれが専攻）と、旅先で立
ち寄った元税関職員の女性の音楽家だ。
「買うに追いつく読書なし」（２号）の浜田浩之さん

ジョスリン・ゴドウィン 『星界の音楽』 工作舎 1990

（参考）

た。宮沢賢治の「ポラーノの広場」をテーマにしていた

と、かつてユートピアについて論じ合っていた頃があっ
ころだろうか。浜田さんは、皆が自分の理想を主張し合
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（音信不通 ④ ）

淑していた井狩春男さんが、この会だけはぜひ参加した

ほうがいいよ、と助言してくださったからだ。当時、見

たのだろう。還暦を過ぎた書店員の再雇用で、人件費を

柴田信さんのこと
柴田信さんのこと

たがいいよ、聞いたがいいよといわれたことは、迷いな
く足を運んでいた。
十月十二日の夕方、柴田信さんの訃報が届いた。柴田

浮かした「シルバー書店」の構想であったように思うが、

柴田さんはいつ頃から「普通の本屋」と言い出してい
さんと、公開講座「本の街・神保町を考える」に取り組

どうだろう。

しばらくして、
地元鳥取で大山シンポジウムが開かれ、

んでいる、飯澤文夫さんが電話で教えてくれた。飯澤さ
んとは、学生の頃に、大学横断的に仲間が集まり作って

井伸和さんの指名だったと思う。帰りは足を伸ばしてい

柴田さんの司会で話をすることとなった。川上さんと永

ただき、鳥取市の賀露港の民宿でカニ鍋を共にした。

いた総合雑誌でのつながりがあった。
同じ時間に、携帯に石橋毅史さんが連絡してくださっ

通の本屋とは何か？ それは往来にあることだ、という

であった「普通の本屋」に答えることが主眼だった。普

この会では、テーマとは別に、自分ではかつての宿題

ていた。石橋さんは『本屋は死なない』新潮社の著者で、
石橋さんは、晶文社から、柴田さんの本屋人生を追っ

のがわたしの回答だった。往来ではじまる人との触れ合

定有堂のことも紹介してくださった人だ。
た『口笛を吹きながら本を売る』を上梓している。この

その後、とくに正面きってそんな議論を柴田さんとし

いの物語、それを「物語のある本屋」として自分のこと

たことはない。ただ、柴田さんとその盟友である永井伸

本の中で、石橋さんは、わたしのことを柴田さんの弟子

一九九一年、柴田さんと一面識もなかったのに、わた

和さんは、いつも一緒に、本屋を考える集いに声をかけ

ばで語った。

しは『ヨキミセサカエル』日本エディタースクール出版

の一人、と書いてくださっている。いつも柴田さんのほ

部の出版祝賀会に参加した。地方小・出版流通センター

てくださった。わたしはいつもお二人それぞれに、「奈

うを向いて仕事をしている、という意味だ。

の川上賢一さんが、案内をくださったのと、そのころ私

良はもう終わってますから…」とお伝え下さいと告げて
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いた。「終わっている」って何だったんだろう。「普通

柴田さんは二つのことを言っている。一つは本屋であ

いのだが、評価の中心軸に石橋さんは最後まで戸惑いを

一冊の本の主人公なのだから稀有の人であるのは疑いな

てに省略）の中で、あまりに普通の人だといっている。

石橋さんは柴田さんのことを、その『口笛本』（かっ

開される。それもまた柴田さんがいう「普通の本屋」の

に語る。「基本に戻って店頭を見直す」、その基本が展

後者を説く。「店に読者を存在させる」そのすべを執拗

すること。最初の単著『ヨキミセサカエル』は、厳しく

売の目的は大きくなること、小売書店が企業として自立

ることを楽しむこと。もう一つは商売としての書店。商

かくさない。「あの人のところへ行けば何かわかる、誰

要件だ。わたしはこの側面はにがてで、出版祝賀会のと

の本屋」とこの二つが、いまも気にかかる。

か紹介してくれる」、「情報と人脈の交差点になってい

かった。井狩さんやわたしは「本屋であることを楽しむ」

き、なぜ井狩さんがあれほど敬意をはらうのかわからな

定有堂によく顔出ししていた高校生がいた。彼は卒業

ことが一番大事で、それ以外はまあどうでもいいことだ

る人」、これが評価の核心なのだ。
の間際、東京へ出たら本屋でバイトをしたいと告げた。

「普通の本屋」が大事。すごい課題提起だと思う。誰

った。二つ目は目黒恭文堂の田中淳一郎さんが実現され

い青年だ。学校からだと高田馬場が近いから、芳林堂に

も否定できない。その公案の答えを聞き出すために石橋

わたしは神保町の柴田さんの本屋岩波ブックセンターで

頼んだよ」と柴田さんは結果を教えてくれた。確かに石

さんは数年通った。「ところが柴田さんは、なかなか本

ていると思う。

橋さんのいう通りの人だった。人を甘えさせ、そしてけ

題に入ろうとしなかった」「小さな、具体的な場面を話

働けるように頼んだ。柴田さんは彼に会ってくれた。
「い

っして手を離さない。

は、それを支える強い仕組みが裏側にある、ということ

ろう。「表向きは口笛を吹きながら売ろう。ということ

売る』だ。最初わたしは「 ？ 」と思った。何のことだ

るな、と感じた人間に、柴田さんは暖かいまなざしを向

「普通の本屋」という夢をみる。この夢に呪縛されてい

思う。「普通の本屋」という言葉に呪縛された人のみが、

「本題」はじつはないのかもしれない。わたしはそう

すのが好きなのだ」と聞き手はぼやく。

ね」と柴田さんは語っている。うまいタイトルだと気が

けてくれたのだと思う。じつは「解」はない、と知りな

石橋さんの本のタイトルは、『口笛を吹きながら本を

ついた。
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いうことばをわたしは使う。小さな本屋が抱く夢など、

石橋さんのことを人に語るとき、「本屋の守護神」と

った柴田さんと深い交友を楽しんできたのだと思う。二

の盟友、そして私の畏友飯澤文夫さんは、この境地に至

ままさに楽しい。公開講座「本の街・神保町を考える」

ものが、「みんなで楽しく」だったのだから。そしてい

あまりに個別的過ぎて、あぶくのようなものだ。本筋の

つの現実の乖離の彼方に立ったとき、柴田さんの問題は

がら……。

大きな出版界の動向となんの関係もない。このフラジャ

柴田さんは、いつも現在に生きていたのだ。若い仲間

「終わった」のだと思う。

る。奇跡のようなレポート「本屋な日々」もそれだ。ト

と話すときも、その人の年齢で考え感じていたのではな

イルな短命な夢を、石橋さんは丹念に記録しつづけてい
ランスビューの支えでつづく連載だ。石橋さんの眼が、

と記したとき、
一種夢から醒めるのを感じ肌寒くなった。

いだろうか。地方・小出版流通センターの川上賢一さん

「普通の本屋」は主語ではないのだ。柴田さんが、
「い

柴田さんが見続けたはるかな「普通の本屋」というもの

本屋の夢を孤立から救い、その夢はけして一人のもので

いね」と目を細める、その述語が「普通の本屋」なのだ。

の生成の現場は、遠い昔のことだったのかもしれない。

が、その通信で「日本の書店員で最高齢、享年八六歳」

柴田さんが、自分の本屋人生を石橋さんに語り残した。

石橋さんの『口笛本』が残って、本当によかったと万感

はない、とつぶやく。

石橋さんが何度も何度も、「で、普通の本屋ってなんで

2016.11.01

の思いがわきあがった。

石橋毅史 『「本屋」は死なない』 新潮社 2011

（参考）

すか？ 」と問う。「君がいま見ているもの、これから出
合おうとしているもの、それが普通の本屋、ということ
だよね」と、柴田さんは内心おもしろがっていたのかも
しれない。

柴田信 『ヨキミセサカエル』 日本エディタースクール出版部 1991

石橋毅史 『口笛を吹きながら本を売る』 晶文社 2015

しむ、そして企業として自立すること。やがて柴田さん

井狩春男 『返品のない月曜日』 筑摩書房 1985

柴田さんの見てきた二つの現実、本屋であることを楽
は、それはもうどうでもいいことだと思うようになった

奈良敏行 田中淳一郎 『街の本屋はねむらない』

アルメディア 997

のかもしれない。いまここを楽しく生きることが大事、
それも皆んなで楽しく。本来、二つの課題の果てにある
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天球の音楽
天球の
（音信不通 ⑤ ）

る。『ウォールデン』に「音」という一章がある。共振

楽器エオリアン・ハーブが好きだし、フルートも演奏す

る。ソローは音楽以前の、「振動音」に耳をすます。自

然、そして空との共振を感じとる。それこそが、「じか

に私たちに語りかける言葉」なのだ。このじかに語りか

は美しい言葉だ。ピュタゴラスとともに始まる問いのよ

ける言葉を「天球の音楽」という。天球の音楽というの
四号に、麻野嘉史さんが、「見える世界がすべてでは

わたしは残念ながら、「本を読むだけの人」なので、

うでもある。見えるものの背後に、見えない秩序がかく

読みかじったものを並べることしかできない。でもそれ

ない」と書いたのを目にして、こんなことばを聞くのは
に置き忘れてきたものだ。麻野さんの取り組みは本格的

はそれなりに楽しいので、自らは良しとしている。こん

されている。そのような気づきなのだろうか。

で、ゴーゴリの作品「ヴィイ」を端緒に研究をまとめて

な話を耳にした。宇宙はビッグバンで始まったので、ま

何十年ぶりだろうと驚いた。こんな心遣いはいつか遠く

いる。ロシア語教師の山本千津子さんが、深く評価され

ゆらいでいる。このことが、地上の秩序と関わっている。

ず爆発の音響が原初にある。その振動音でいまだ宇宙が

友人にも紹介を開始している。
ところで、ヘンリー・ソローは、「あなたは、本を読

《文字ばかりを読んでいては、世界のあらゆる出来事

らと一致する」「人間の小宇宙にとっては、地球中心論

すべての中心に安んじて据えると、肉眼に見えることが

『星海の音楽』（工作舎）を読んでいたら、「地球を

それを天球の音楽というらしい。
が、隠喩によらず、じかに私たちに語りかける言葉で

にもとづく体系はもっとも正確な天体図であり続ける」

むだけの人になりたいと思いますか？ 」と問う。

あることを忘れる恐れがあります》 （『ウォールデ

の根本はなんだろう。わたしは「身の丈」という言葉が

とあった。むろん科学的には間違っている。この間違い

ン 森の生活』今泉吉晴訳・小学館文庫）
ソローは、歴史よりも「目の前にある今」を大切にす

好きで、しばしば用いるが、本当には、身の丈のことは、
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のは好きではないし、小説に期待もしていない。ただ四

わたしは、啓三さんが言っていたように、小説を読む

られて歌いだしたくなる。自分もソローさんのようにフ

うな調子で春のはじまりの歌を口ずさむ。ルイーザもつ

どけのはじまりの日、コマドリが、がんばれ、というよ

周辺の豊かさが少女を育んでいく。ソローは散歩に連れ

六時中活字に触れていないと不安なので、読むものが見

ルートがふけたらよかったのに、と心がさわぐ。と、と

身の丈の延長上で考えている限り、問題解決的には思考

つからないときは仕方がないので、小説を手にしてしま

つぜん音楽のかわりに、ことばがあふれ出してきた。八

歩く。クモの巣を見つけると、「ルイーザ、妖精が落と

う。『アラビアの夜の種族』は不思議な話で、そんな折、

歳のルイーザは、こうして詩を書きはじめた、という話

できない。しかし、このような解決は、ソロー的な世界

読了してしまった。とても魅惑的な話だった。著者の古

なのだ。天空の音楽が、身の丈に生きる人びとにギフト

していったレースのハンカチに気をつけて」という。そ

川日出男さんの他の本も手にしたが、その感動はよみが

を与えてくれた時代の、
こころを豊かにする話だと思う。

では必要ない。「身の丈」に耳をすますことが大切だ。

えらなかった。ただ『gift』の中の「ぼくは音楽を聞きな

見えないものの方へと歩む。生活の単純化があり、も

してときどきフルートを聴かせてくれる。ある三月の雪

がら死ぬ」という短編に出合ってしまい気になった。こ

のごとが簡単になる。そこからつむぎ出される物語とた

すると、天球の音楽と共振することができる。

んな会話がある。「死ぬときに音楽が聞こえるんだよ、

2016.11.30

くさん出合う。

（参考）

それだろう」 どうもそうらしい。側頭葉の一部を刺激す
ると、この「天球の音楽」が被験者に聞こえる、と述べ
る。身の丈の内で、身の丈を超えず応じつづける「振動
音」が、ここにもある。

古川日出男 『アラビアの夜の種族 ①②③』角川文庫 2006

ジョスリン・ゴドウィン 『星界の音楽』 工作舎 1990

版）という本が鳥取県立図書館にあった。長じて『若草

古川日出男 『Ｇｉｆｔ』 集英社文庫 2007

『ルイーザ・メイとソローさんのフルート』（ＢＬ出
物語』を書くルイーザが少女の頃、ソローの住むコンコ

ジュリー・ダンラップ他 『ルイーザ・メイとソローさんのフルート』
ＢＬ出版 2006

ードの近くに引っ越してきて交流をはじめる。その日々
を絵本に描いたものだ。ソローの暮らすウォルデン池の
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けものみち
（音信不通 ⑥ ）

左右に分かれている。この分岐点でどのような選択をす

るか。左でも右でもなく「真っ直ぐ」往く。この仮構に

「けものみち」がある。公道でないオルターナティブな

ものだ。けものみちがふくらむとどうなるだろう。ふく

らむというのはわかりにくい言葉だが、きっと小さな広

場ができる。広場といういい方は、でも、けものみちに

活道路と生態系を別にした、生き物がふみならした道の

本道からはずれたものを、けものみちという。人の生

え合うことによって成立する場だ。この場にはたくさん

プとは結界のことだ。いくつかのことがらが重なり、支

トープの特性の一つに多孔性というのがある。ビオトー

生き物の小さな生態系の場をビオトープという。ビオ

ふさわしくはない。結界というのはどうだろう。真っ直

ことだが、ありえたオルターナティブの可能性として、

の孔（アナ）が存在する。孔の出口はこの広場を共有し

「けものみち」という言葉が気になるのだがなぜだろ

比喩としても用いられる。ソローの世界を借りると、村

ている。しかし孔の内部の形や反対側の出口がもしあれ

ぐに往くというのは、左右の路を選ぶことによって、取

（公共の場）は公道（ハイウエイ）がふくらんだものだ。

ばだが、それは多様に異なる。反対側の出口が公道に通

う。ビオトープとどんな関係があるのだろう。立ち位置

公道がふくらんで公共の場ができるとき、とりこぼされ

じるものだとすれば、こちらの孔（アナ）は、けものみ

りこぼされるもの、ふり落とされるものを手放さない、

ていくものがある。そのとりこぼされたものにこだわる

ちに扉を接している。オルターナティブ方向への出口な

としてみれば、
双方に共通するのはオルターナティブ
（も

とき、「けものみち」（ウォーキング）いう言葉が生ま

のだ。こんな二つの出口を持つ生活が可能だろうか。し

という決意だ。

れる。ソローのフィールドでいえばウォルデン池だ。け

かし、本を読んで暮らすというのは、そういうことだと

う一つのもの）という性格かもしれない。

ものみちがふくらむと何ができるのだろう。「市民の不

思う。本のビオトープという言葉でつくり上げようとす

服従」だろうか。
わたしは、けものみちのイメージをこう考える。道が

る広場は、そのような多孔性の風景だ。逆にいえば、そ
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多孔性というのは、読書がそのような性質のものであ

のような多孔性の風景を本のビオトープと呼んでみる。

何かと何かの関係性のことだ。人と人とのことでいえば

には「きっかけ」の多様性がある。きっかけというのは、

しまうが、本屋をめぐる話のことだ。一人ひとりの孔（ア

ここで、本のビオトープとは、狭くいうことになって

う。この阿吽も比喩的に「けものみち」と名付けてみる。

路を進めれば進めるほど、孤独な了解にわけ入ってしま

うことは阿吽の呼吸であって、説明はできない。だから

ぶか、この理路は説明できる。しかし真っ直ぐ選ぶとい

ていくということだからだ。左の路を選ぶか右の路を選

する。分かるということは、自分仕様にカスタマイズし

本が好きな人が好きという阿吽を重視する人たちを「本

しれない。そして「主題」よりも「きっかけ」、つまり

傾け、書棚に反映していくのは、街角の本屋の仕事かも

とは同じことの別の言い方だ。この「きっかけ」に耳を

書物の著者であるかもしれない。この縁と「きっかけ」

真っ直ぐへ、と誘うのは「人の縁」だ。あるいは一冊の

出口に至るとは限らない。
左右の路を選ぶのは自分だが、

の展開だ。路の入口を同じくしても、人が必ずしも同じ

人にひきつけて語れば、「けものみち」とは「人の縁」

「縁」という言葉になるだろうか。

ナ）を通り抜けて、店頭へ足を運ぶ。楽しいこと、何か

屋的人間」と呼んでみる。けものみちに一並びする人生

るということだ。読書は深めれば深めるほど人を孤独に

いいことがあると期待するから扉を押す。この何かいい

2016.12.31

のオルターナティブな何事かの物語だ。

ソロー 『市民の反抗』 岩波文庫 1997

（参考）

こと楽しいことを、「本屋の青空」といってみたことが
ある。孔を抜けて、ビオトープに顔を出せば、青空と出
合う。この青空の一つに、いまは「音信不通」と名付け
てみる。趣旨は副題にあるように、本のビオトープだ。
読書を深めれば孤独も深まる、と述べた。別に悪いこ
とではない。朝に道を聞かば夕べに死すとも可なりと古
人はいう。ここには探求に値する「主題」がある。一方
ビオトープの孔から顔を覗かせれば、読書のオルターナ
ティブに出合う。例えていえば、本が好きだというとこ
ろには、「主題」が見える。一方本が好きな人が好き、
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名乗り
名乗り
（音信不通 ⑦ ）

小冊子に「音信不通」と名づけたのだが、不通のなか
に音信を寄せていただいたりして、音信不通という名の
りの不思議に想いを馳せている。「名のり」が人を呼ぶ

パチクリ、抜作、ジーズドラの請負師、暴れ旦那、こ

んな呼び名の曲者たちが居酒屋に寄り集まって歌うだけ

の話だ。そして、居酒屋を出て、谷間の道にさしかかる

と、……不意に野のどこか遠くの方で男の子のよく徹る

声が聞こえた。「アントロープカ！アントロープカーア

ーアー」……野原の反対の方向から、まるで別世界から

のように、やっと聞きとれるくらいの返事が聞こえてき

た。「なんだーあーあーあい？ 」

ここで二つの道具立てに出会う。あだ名で語られる世

界。そして響きあう「名乗り」。

て起こそうとしている結川真悟さんとの出合いは、彼が

ビオトープを合言葉に互いに冊子メディアの本柱を立

はじめてシネクラブに参加するために、レジカウンター

ということがあるのだろうか。
「名乗り」について考えてるのだけど、と周囲に問い

ようですけど、仕事はしてるの？ 」とたずねるでもな

でわたしに声をかけたときだ。二階へのにじり口を聞か

く、あいさつ代わりに話をふった。しているといえばし

かける。いろんな反応を知る。狸穴千枝さんは、それな

冒頭、次のように始まる。……コロトフカという小村

ているし、していないといえばしていない、今にしてみ

れただけだが、ふと心にとまるものがあって、「お若い

は、かつては、威勢がよくはきはきした性質のために近

れば、絶妙の問いであったかもしれない。委細は結川さ

ら『猟人日記』（ツルガーネフ）の「歌うたい」だと教

郷近在で「やかましや」（本名はついに知られずにしま

んの連載にゆだねるが…。

えてくれる。

った）とあだ名されていた女地主のものだった。……「あ

「名乗り」を併記しようと最近提案した。名乗りには「場

けものみちを共にするため、冊子の筆名のかたわらに

だ名」と「名乗り」、どう関わるのだろう。いずれにし
ろ、近郷近在という狭い場所を必要とするのは間違いな
い。

の重力」がある。渡世という言葉にもそのような独特の
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の「世」が名乗りをおのずと準備する。

ちからがある。世渡りする、その「世」が少し違い、そ

トープに、名乗りして足を踏み入れる。本のビオトープ

ない草原だ。そこに呼び合う声がこだまする。本のビオ

ツルゲーネフは、自分の領地に流刑となり、「猟人日

とは、本屋的人間の生息する谷間の一角のことだ。

渡世」だ。ここで、「屋」ということばにこだわる。「屋」

記」を記したという。けものみちに人を漁（すなど）る

わたしの名乗りはなんだろう。まっすぐ言えば「本屋
というのは、～をもっぱらとする人、という意味だ。て

話だったのだろうか。

2017.01.30

ツルゲーネフ 『猟人日記』 岩波文庫 1958 （訳 佐々木彰）

(参考)

れ屋、はずかしがり屋、いばり屋、とか用いられる。本
が好きな人はたくさんいる。でも本をもっぱらとして生
きるとしたら、とても世界を狭くするにちがいない。狭
いほうが生きやすい、本の背に身を隠すという選択もあ
る。話すことも、ほんの少し本のことだけ。
世界を語る、本という土俵のうえで。この場合、ひと
まわり外の足場の徳俵に足を置ける本屋は得をしている
のかもしれない。この本の土俵をたとえて、本のビオト
ープという。名乗りあっているのは、そんな世界だ。
見える世界がすべてではない、と教えてくれる人もい
る。この小さな声が聞こえてくるのは、世界が縮減に向
かっていることとパラレルなのではないだろうか。この
世界は本のビッグバンから始まり、ことばへと縮んでい
く。そして音信不通となる。
二つ名だけで、本当の名前も知られない女地主の世界
がある。そこで、やはりあだ名でしか呼ばれない人たち
が集いあう。なんと狭い世界だ。扉を開けて、細々とつ
づく小道をたどるとやがて谷間に出る。ここも人気の少
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リングワンダリング
（音信不通 ⑧ ）

この話で興味を引くのは、意識が方向感覚を喪失した

とき、無意識のうちに利き脚が歩行に偏りを生じさせ、

直進しているつもりで、じつは曲線歩行をしているとい
う事実だ。

わたしの中にもリングワンダリングがあり、夢の中で

よくたどり着く本屋がある。古い町屋のような造りだ。

形の敷地に建つ。入口の両側に棚が広がり、正面に番台

坂を下るК字の交差点の右側の角に位置し、二等辺三角
六号に、「けものみち」について書いた。小冊子「音

ふうに帳場がある。棚は分類のように何かしらのまとま

とくにこころに留まる本や、できごともなく、ふと気

信不通」は、けものみち界隈の出来事を綴るものだ、と

づくと坂を下ってまたこの場所に来た、という感慨が深

りを保つわけでなく、ただ一冊一冊が意味ありげに存在

飯澤文夫さんは、戸沢充則氏の『縄文人との対話』に、

まるだけだ。坂の上にはなにがあるのだろう。利き脚に

を輝かせている。

藤森栄一氏の「かもしかみち」についての考察があるよ、

かかる重みは本への執着のせいだ。力の掛かりに導かれ

いうことを語りたかったからだ。行き交うのは書物の消

と教えてくれた。古い本だが幸い鳥取県立図書館に所蔵

てこの世界に親しくあることに安堵する。

息だ。

されていた。わたしは本屋だから、珍しいアイデアを求

山の中は不思議に満ちている。この本の中で「リング

の主人は研究者よりも博識な場合があるので心するよう

店に副読本を購入にいくこともあった。教師は、古書店

だ古書になじみがうすく、不思議な彷徨に思えた。古書

十八の頃古書店が駅までのびる学舎に通っていた。ま

めて尾根伝いに散策して喜んでいるだけだが、一つのこ

ワンダリング」という言葉を知った。ひとが山の中で迷

にと付け加えた。古書店で学んだことは多い。

とを深めていく人たちの世界に触れ驚いた。

い、ときに遭難する。そのありようを分析して輪形彷徨

文学部だったので小説が好きだった。古書店通いの二

という。何らかの原因で方向感覚を失う。そして無意識
に円を描くように同一地点を徘徊する。

年目くらいのとき、学生新聞の編集長だった人と親しく

- 20 -

なった。彼は四年生で半ば引退状態で、別の活動に関わ

っきり残っていた。

憶は消える。しかしある日、目覚めると冒頭の三行がく

を思い出した。

戸沢充則 『縄文人との対話』 名著出版 1987

2017.02.22

リングワンダリングという言葉を知って、そんなこと

りたいということで、私と接触することになった。よく
一緒に行動した。古本屋は通り道で、途中ふらりと寄り
道するのが常だった。古書店はだいたい中央に中立ちの
棚があり、わたしはいつも左側から入った。彼は右側。
左は文学。右は社会科学。この先輩は法学部だったのだ。
彼の知識がわたしに混入し、小説よりも批評に関心が移
った。
古本屋では、すでに廃業した出版社の本にも出合うこ
とができた。南北社の文芸批評シリーズとの出合いは大
きかった。とくに秋山駿氏の本が高額だった。のちに寺
小屋教室で指導を受けた。いつも酔っていた。時が篩に
かけて評価をきめる。古書店の棚はそんな篩だった。
この先輩は政治面担当で、セクトの圧力に抗って一面
を白紙で発行したこともあった。その後再会したら、な
ぜか文学系出版社の編集者で、著名な詩人（夫人が外国
人）の本を造っていた。自社本の稲垣足穂の本を貰った
こともある。
きっかけを見失いがちだ。路に迷い、本を読むだけの生

藤森栄一 『かもしかみち』 学生社 1995

(参考）

活をしていたとき、よく夢の中でも、本を読んでいた。

秋山駿 『内部の人間』 南北社 1967

本を読むことは輪形彷徨に似ている。現実に立ち還る

いつも、この一冊の本を持ち帰ることができれば、すべ
てが終わるという身震いに襲われていた。目覚めると記
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カフェ「ドロップ」
ドロップ」での一夜
での一夜 （音信不通 ⑨ ）
カフェ「

本屋の仕事で欠かせないものに「リモデリング」があ

○ズバリ本のどういうところが好きですか？

学ぶことが好きです。でも本以外に学びの手立てを知

りませんし、本の遠心力の同心円上のなかでのみ人と出

合い、そして自分が生かされつづけています。

すゆえに、小商いにはぬきがたい賞味期限がある。十年

入れることで、いつも店が自分以上に保たれます。

る人。未知の楽しさを本に見出している人の発見を取り

自分とは違う角度で関心を示す人。何か面白がってい

○どんなお客さんが来ると嬉しいですか？

ともいわれる。他人の個性の最良な部分に触れて、上書

る。細胞のつくり替えのようなものだ。個性を前面に出

きする機会がなければ、輝きが消える。

店をはじめていることについて思うことはありますか。

○出版不況がいわれていますが、若い人たちが新しい書

三月のある日、夜七時半の閉店後、「ドロップ」で、
Ｓ・Ｎさん、Ｍ・Ｓさんに、自分がそろそろメタモルフ

す。店の個性よりも、人の個性が残るのではないでしょ

店が輝いているからでしょう。そして残るものが残りま

一定数売れてます。そういうことのくり返しの中で、書

りたいからやるというのが情念です。書店特集の雑誌は

出店は途絶えることがないと耳にします。後先考えずや

起業としての出店はとうに頭打ちだけど、情念による

ォーゼする時期に入った、と打ち明けた。二人はいくつ
かの「発問」を設けてくれた。発問は問うことによって
人を導く意図をもつ。その発問に向き合ってみた。
○本屋が嫌いになったことはありますか？
ないです。嫌なことをみんな拒否していたら、辿りつ
いたところが「本屋」だったからです。

うか。情念から始まるのは、いまここにあるものでとり

かかるという、ブリコラージュの力だと思います。そし
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てオブセッションです。
○定有堂の読書会「読む会」の、テキストを選ぶ基準は
なんですか。

○九十才のおばあちゃんにおすすめする本は？

問題は本の内容ではなく活字の大きさではないでしょ

えろ」「本を読め」の３つのヒントです。選書係りの岩

声でものをいう人間を信用するな」「自分のあたまで考

そもそもの発端にこだわりすぎる、と気づいた。自分の

なぜだろう、と思いめぐらしたら、長く生きているので、

…自分の話が回りくどい、と最近しきりに反省する。

うか。

田直樹さんがいつもつながりのあるテキストを探されま

時間で参入することをやめ、目の前の人の時間に自然に

入口は、『伝えたいこと』の中で語られる、「大きな

す。また、ここで会話されるようなあれこれを踏まえて、

スーと入っていけたらいいな、と願う。そんなリモデリ
ングへの一夜だった。

（参考）

浜崎洋三 『伝えたいこと』 定有堂書店 1998

2017.3.27

エッセイの連載をＨＰ上に、月ごと連載されてます。
毎年四月にはドラメリアさんが「岩田冊子」と称して
紙本に一年分をとりまとめます。店頭無料配布です。
○奈良さんが読書するときに、お気に入りの場所やシチ
ュエーションがあれば教えてください。
喫茶店やカフェです。あちこち居場所をかえないと落
着きません。いつもいる「ここ」でない空間が必要なん
でしょうね。何かを払い捨てないと集中できない気質の
ようです。本屋的人間のひとって、みなさんそうなんで
は？
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（ 音信不通 ⑩ ）

ことばだという。わたしが、取材は別として、長岡さん

に再会したいと思ったのは、その「物語のある本屋」か

長岡さんは、「物語がない」って、どういうこと、と

物語のない本屋
物語のない
のない本屋

ら出発した定有堂が、いまは「物語のない本屋」という

ことばで考え始めている。長岡さんはどう思います？と
聞きたかったからだ。

「物語」に関心が薄れたのは、その物語が、個性派と

同義だと気づいたからだ。差別化と同じ用語だ。活気の

ある時代だったのだ。差別化が成功体験を語るのであれ
四月八日、
二十一年ぶりに長岡義幸さんとお会いした。

問う。自分でも本当のところ何がいいたいのかわからな

ば、「個性」も突出したものとして語られたはずである。
『物語のある本屋』（アルメディア）で、定有堂のこと

土日しか営業しない本屋が鳥取県中部にある。平日は

い。「縮小する本屋」でしょうか、とこたえてみた。

を歩く」という連載が継続中。社会派的な視点で出版を

農作業手伝いや日雇い仕事に従事する。本屋と名乗るな

をご紹介くださって以来だ。現在、雑誌『潮』で「書店
テーマにレポートされている。地域の中で書店がどのよ

ら本屋だ、という原点がここにある。長岡さんにぜひ連

だと思いだした。これは成功体験と異なり、本屋的人間

わたしが好んで使っていた言葉は、
「本屋という物語」

載の締めくくりに取材して欲しいと頼んだ。

うに所を得ているかを丹念に探訪する仕事だ。
その連載の中で、定有堂も見てみたいという提案だっ
た。でも取材されることに、ためらいがあった。そうし
た「物語」への関心が薄れてしまったからだ。

近年、本屋がまぶしい。本屋的人間は、引いて生きる

十人十色の名乗りに、関心を寄せるものだ。

著書をお贈りいただいた。開業準備のとき『物語のある

道筋に存在する。出て生きるところに「個性」があるの

一月に、博多のブックスキューブリックさんから、ご
本屋』をみて、定有堂を訪ねた、と記してあった。この

ならば、「個性」が消えるところにはじまる「物語」に、
こころが魅かれる。

「物語」という言葉が新鮮によみがえった。
長岡さんは、「物語のある本屋」は奈良さんが用いた
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「物語がない」という「物語」がある、と長岡さんは
指摘する。なるほど、するとわたしが、こころに反芻し
ているのは、
物語を書き替えたいという思いつきなのか。
最近、「循環」を大切に思う。七転び八起きともいう。
粘り強く書き替える。それを「ナラティヴ」という言葉
で考えている。セオリーの反対の言葉だ。本屋的人間は、
もともと十人十色の生き方の発見だ。本屋があるのでは
ない、
本屋という名乗りが循環を生み出しているだけだ。
長岡さんは、「本屋の青空」って言ってたよね、とい
う。棚づくりに必要なのは、「窓」をひとつ作ること。
棚がひと目で理解できるような核となる本を面展で立て
る。それが窓をつくるということだ。カテゴリーの中に
あってカテゴリーを超えて見せる力がなければ「棚」は
死ぬ。本屋空間で、本自体が、そこに「本」が並ぶ理由
を明らかにしなければオーラが消える。それも、「窓」
がある、ということなのだ。本屋空間に窓がひらけば、
そこにあるのは「本屋の青空」だ。「本」がよろこびで
あるということの啓示でもある。
「物語のない本屋」、それは名乗りに支えられた本屋
だ。そんな「ものがたり」（ナラティヴ）がはじまって
いるのだろうか？ ほかならぬこの小冊子の副題にある
「本のビオトープ」がその入口だ。そしてメインタイト
ルが「音信不通」。成長の物語ではなく、縮小へと書き

2017.04.29

替えられるナラティヴな「ものがたり」なのだ。

（参考）

胡正則・長岡義幸 『物語のある本屋』 アルメディア 1994
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場から一歩退いているので、とても岡目八目でよく見渡

せる。動じてならないのは、店頭の現在性、つまり自分

太極拳の用法に退歩推手がある。トイブー・トイショ

の広がりをみたからだ。最近わたしが気にしている作家

じめたら、他人ではないナ、とうれしくなった。観念性

（ 音信不通 ⑪ ）

ウと読む。歩みは後退する。でも、手は推す。二つの言

の、気になる理由も、すぐに通じ合った。ストーリーよ

退歩推手

の本屋の読者の価値判断を見失わないということだ。

五月十八日の夕方、熊本から長崎書店さんが二人でお

みえになった。ご主人の長崎健一さんとは五年ぶりの再

会で、齊藤仁昭さんは初対面。齊藤さんが一時間ほど先

葉の組み合わせだが、因果関係を導入すると「技」とな

りも文体に重きをおいた作風がいいよね、という共通理

に到着し、あいさつを交わした。気になる著者の話をは

る。

る。これは徳永進医師由来の生き方だそうだ。源はもっ

心構えとして、「受け身の踏込み」と秘訣を明かしてい

びのストーリー性とかかわりなしに、見出しが命名され

それも齊藤さんは、面白い、と評価してくれた。本の並

定有堂は、よく棚の見出しが意味不明だといわれる。

解だ。

と人から人へ遡る。退くのになぜ「手」が推すのか？ じ

ているのだ。「文体」が問題なのだ。齊藤さんは音楽が

柴田信さんが、石橋さんのインタビューで、書店人の

つは手の位置が動じないので、押し込んでくる相手への

好きなので、後知恵だが、棚の本が旋律だとしたら、見

本当に大切なことは実はつまらない事だ。大きな物語

なことを伝え残さねばと思った。

文書を担う期待の人材なのだ。一期一会、何か一つ大切

齋藤さんは、書店の仕事は一年目だが、長崎書店の人

出しは和音のようなものだ、と言ってもよかった。

カウンターとなっているのだ。
変わるものと変わらないものがある。そこにどのよう
に因果関係を導入するかに、人それぞれの生き方の軸が
ある。
本屋は読者の立場だから気楽だ。内面的な主張がある
わけではないから、本の選択は自由だ。創り出される現
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雑草力なのだ。「齊藤さん、人はよく、どの本が売れま

口伝には汎用性がない。だがその積み重ねが街の本屋の

には汎用性がある。だが狭い現場の一点突破力のような

の入口です。

生き延びるための根幹だと思うのですが…。小さな物語

一会の思いで伝えてみたが、齊藤さん、どうでしょう？

受け身の踏込み、退歩推手、本屋の仕事の根幹を一期

2017.05.19

すか？ と聞くけど、本当はどの本が長い期間置いても
送り返せるか、と知るのも大事ですよね」と場所を移し
たカフェ・ドロップで話題にした。
店頭にどんな良書を集めるかを工夫しているのに、
「え？」と感じたかもしれないが、側にいた、キャリア
の長い長崎さんは、深くうなずいた。
選ばれる本がある。その一方で選ばれなかった本があ
る。それは書物の優劣ではけしてない。本屋は読者の判
断には一歩退いて関わらない。でも読者と交差する「知」
の現在地点は手放さない。この一点に本屋の生命線があ
る。
あたらしい価値観を示してくれる本がぞくぞく生まれ
る。そのためには、役割を終えた本は店頭から退く必要
がある。本の流通の大原則は、一定期間を過ぎたら故郷
（版元）に送り返せない、というルールだ。でも寛容な
故郷（版元）もある。読者との出合いを気長に提供した
い版元だ。狭い職人仕事の口伝でいうならば、本屋の専
門性をひとつ挙げるなら、そのグラデーションを知るこ
と、とする人もいる。わたしに一を教えてくれた人の記
憶だ。
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サウンドバイト
⑫ ）

（ 音信不通

パイ』の山口淳さんに、面展になってる網野善彦の『日

本の歴史をよみなおす ワイド版』の下に「あきらめる」

とあるけど、と質問された。「農業民中心史観を諦めれ

ば、明らめられるものがあるのでは？」と応じた。本当

だろうか？この「ことば」からのディスタンス（距離）

を埋めるのは、一人ひとりの「こころ」の自由だ。

「ことば」と、指し示されるものが、固く結びついて

いる必要はないのではないか、とだんだん思えてきた。

昔、野の花診療所主催のイベントで、会場に本を販売に

限られた秒数の下で視聴者を引き付けてくれる言葉だ。

く短い音声として使いやすい素材で、とくにテレビなど

心に「ことば」があるという文脈のなかで語られる。ご

で、「サウンドバイト」という言葉を知った。文化の中

う？ 本屋空間で、「ことば」は、「もの」に貼りついた

忘れる人もいる。どうしてそんなことが可能なのだろ

狭い。でも、ときに、二時間三時間と、時の過ぎるのを

的の一冊を探しにくる人にとって、本屋の空間はとても

るのではなく、本が自分を見つけてくれるのを待つ。目

本屋の棚は、探すものではない。自分が何かを見つけ

そう思うとなにか豊かになるような気がする。

行った。思いがけなく打ち上げの夕食会にも招かれた。

ものではなく、逆にその距離を拡張する。

筑紫哲也さんの『ニュースキャスター』（集英社新書）

本には金色のサインが入っている。最近ふと読み返し、

真を撮ってもいいだろうか、と声をかけてこられた。
「い

一週間ほど前、茨城から見えたという方が、店内で写

積み上げられている。「センス」の注ぎ込みとでもいう

づくりの仕事は、本当は自分でもよくわからない情熱で

かもしれない。少なくとも案内標識ではない。本屋の棚

書棚につけられた短いことばは、「サウンドバイト」

いですよ、でもどうしてですか？」と尋ねた。「棚につ

のだろうか。店頭に展開するものは「ことば」へのもた

この言葉に出くわした。

いてる見出しのようなものが気になって…」という返事

れかけの集積だ。棚にひたすら思いを刻む。そんなこと

をどう言い表せばいいのだろう、と日頃思っていたら、

だった。美術館の館長さんだった。
この質問はときどき受ける。昨日も、取材でみえた『ポ
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サウンドバイトという言葉に出合った、というのが、こ

ん、サウンド・アートかもしれない。

んものか」と。どこかのページで出会ったらしい。うー

2017.06.30

との順序だ。
短いエッセイを読んでいて、引き込まれ、ふと気がつ
いたら、
「百年過ぎた」のでは？ と錯覚したことがある。
一つひとつの言葉がきっかけとなり、アナロジー（類推）
が全開になったからだ。「世界は言葉でできている」と
いうのは言い過ぎかもしれないが、本屋空間は言葉でで
きている。
「ふとわれに返る」という言葉も一角にある。役に立
つ本を探しに店頭へ訪れる。でも時の狭間に陥り、われ
に返る。人生のリセットが始まるかもしれない。人は定
められたストーリーに支配されがちだ。本屋の中にはア
ナロジーの力が満ち溢れている。
例えば「一冊の本の衝撃」という言葉も一角にある。
本屋の仕事にオリジナルはない。みんな自分の感動した
出合いの積み重ねだ。二十年ほど前に出合い、いまも忘
れられない言葉だ。そんな「ことば」が、店内に「窓」
をつくる。その向こうにあるのは「本屋の青空」だ。
（参考）

筑紫哲也 『ニュースキャスター』 集英社新書 2002

本屋空間はビオトープだから、
とくにルールもなく
「こ
とば」が雑沓する。狸の置物を据えた祠のような棚もあ

網野善彦 『日本の歴史をよみなおす ワイド版』 筑摩書房
2017

る。「やかましやの女主人」の読書予定の棚だ。そんな
らこんなのはどうだ？少し長いけど…、
と一言主張する。
「好きなことだけして 小さくなって 懐手して暮らせ
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ばある。自分ではこの現象を「オブセッション」と呼ん

でいる。観念の固着だ。かつて自主講座「寺小屋教室」

思考とは「ことば」なのだ。だから、覚醒はいつも「こ

（ 音信不通 ⑬ ）

相国寺に伝わる宗達様式の六曲一双に「蔦の細道図屏

とば」で訪れてくる。屏風とチャンの物語から受けとる

じる物語
閉じる物語

で師事した柳父章さん（翻訳論）は、言語の成立上それ

は不思議なことではないと教えてくれた。（外来語のも

つ既知強制）。「ものを考えるということの働きは、こ

とばを組み立て、文を作っていくという工夫のうちにあ

る」と『現代日本語の発見』にいう。構文にはめ込まれ

風」というのがある。業平東下りの道中図で、壮大な装

のは、世界が閉じていることと、人生が閉じていること

る言葉が異様に強すぎるとも指摘した（カセット効果）。

飾空間が展開される。文字が垂下した蔦の葉があり、小

は通底しているのではないか、という想いだった。

道中図のように。

ているのなら、過去も未来もひと続きのものだ。業平の

未来を知ることは可能なのか。宇宙がもし終焉し閉じ

さく細字で人の姿も一つ添えられる。趣向のありどころ
は、この平面が、左右でつながる風景だ、と気づくとこ
ろにある。その刹那、画中の人となる。
閉じた空間、閉じた時間が、なぜ必要以上に無限の時

の書物の中心に灯る言葉は、
さらにもう一歩先へと誘う。

うＳＦ短編集を手にして、この思いがよみがえった。こ

近頃、テッド・チャンの『あなたの人生の物語』とい

か、円筒として見るか。ここに「両義性」があり、どち

れば、両端は境なく接している。図を長方形として見る

左右の端は当然隔たることとなる。しかし筒状の姿で見

ものがある。筒状の印章で、転がすと長方形の図を刻む。

チャンは似たような例をあげる。「円筒印章」という

「未来を知るという経験がひとを変える」。閉じた空間

らを採るかは「文脈」理解の違い、ということになる。

空を感じさせるのだろう。

とそうでない空間では時間の流れが変容する。ここしば

図の途上にあるものは、この世界がじつは閉じているこ

とを知りえない。もし、涯てを垣間見ることができれば、

らく、この想念が離れない。
ひとつの言葉が念頭から去らないという経験はしばし
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この世界は「両義的」だということに気づくだろう。
チャンはもう一つ、光の屈折を語る。光が空気中から
水中に入る。このとき屈折現象がおこる。因果律的に考
えれば、強い抵抗と出会うので光は曲がる。目的論的に
考えれば、光は本来二点間可能な最速のルートをとる。
ここにも両義性が現れるのだが、人間という生命は、因
果律になじむ。なぜなら、線形に展開する言語学的特性
のもとにあるからだ。
最速の距離を進む。それを可能とするには、最初と最
終の状態を知っていなくてはならない（途中の情報も）。
「原因が発生するまえに結果に関する知識が必要とな
る」とチャンはいう。言語学的にいえば、そこに意味図
示文字言語がある。言語がそうであれば思考も同時的認
識様式となる。人間という生命は継起的（因果律的）な
言語を獲得し、逐次的認識様式で思考する。もう一つの
生命は、意味図示文字体系の言語を獲得し、同時的認識
様式（目的の知覚）の思考に至る。
長方形の図の中の経験則で思考するか、円筒形の経験
則で思考するかの違いが、ここでは語られているのだ。

2017.07.29

末と発端を知り得たときに生成するのだ。

蔦の細道図屏風 →

テッド・チャン 『あなたの人生の物語』 ハヤカワ文庫 2003

(参考)

思考する。しかし、このオルタナティブな存在（涯てか

柳父章 『現代日本語の発見』 てらこや出版 1983

わたしたちは一枚の図の中で継起的な言語特性のもとに
ら来た存在）に出会い、両義性が世界にひそむと知れば
どうだろう？ この場所で「物語」が生成する。物語は結
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本屋的人間そしてオブセッション
本屋的人間そしてオブセッション

い。

なるほど、唯一神を信頼することに自信がないのだろ

うか、埋め込むように周辺を固めてしまう。神を持ち出

すまでもなく、単に「空間恐怖」という説明もできる。

下がったものがあちこちあるけど…？ 」
「細やかな品揃

たちだ。だから、第一印象なのだろう。「天井から吊り

店頭で時折り声をかけられる。多くは遠方から来る人

りが好き、手づくりでないものは嫌い、といえばいいの

いるような気がする。ややこしく言わなくても、手づく

た姿を目にすると、行いがなにか違うものに回収されて

くさん刷られたもの」の気配が嫌いなのだ。完全に整っ

（ 音信不通 ⑭ ）

子どもに絵を描かせると画面を隙間なく埋めつくす。何

もない空間をおそれる、という方向の考え方だ。

わたしは、チラシやポスターを作るとき印刷所の手に

えですね…」。好意的に訊ねられているのだが、いまだ

だが、それだけではない、とも思いたい。何かが足りな

なるものを好まない。これも説明しにくいことだが、
「た

きちんと答えられたことがない。

本屋的人間は、何かを創り出すことよりも、二次的に

いのだ。

ど、それが一貫した「仕事」の手立てとなっている。理

活かすことを好む。あえてクリエイティヴな仕事だとい

じつはとくに理由はないのだ。説明がつかないのだけ
由はないけど反復し、いつの間にかそんな遣り方が身に

うなら、物と物との相乗作用、相乗効果を創り出すとこ

庫冊数はそんなに多くないのだが、本がたくさんあるよ

これも好意的に言ってもらっているのだが、実際は在

ろにそれは成立する。

なじむ。それをオブセッションと呼びならわしている。
本が好き、本の居る場所が好き、この性向を「本屋的
人間」と名づけるが、その性向とオブセッション（固定
観念）は同義なのだ。

本が少ないけど、本がたくさんあるように見える。ど

うに見えるね、と声をかけられる。

リゲレスコ」、と言う。スペインを中心としたバロック

ういうことだろうか？ 逆にいうと、
本がたくさんあるの

そんな話を「やかましやの女主人」にすると、「チュ
末期の建築や美術の様式で、装飾過剰を特性とするらし
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本と本があるだけではだめで、何かを足さなくてはなら

乗的に生み出す何かが存在しない、ということだろう。

に、森羅万象と感じられないのはなぜか。本と本とが相

進む。

その現われ方は、外延的なものでなく、内包的な方向に

向が示されたときだ。狭い空間に「世界」が立ち現れる、

るのは、じつは「なくてもいいんだ」という引き算の方

己言及的なものなのだ。

・

2017.08.26

わかりにくい話だが、オブセッションとはそういう自

ない。そう信じるところに、本屋のオブセッションがあ
る。
本屋には唯一神は存在しない。しかし本に憑かれて引
き寄せられる何かがある。この空白を、空白のままにか
たどるとしたら、周囲を埋めつくすしかない。それが本
屋のチュリンゲレスコなのだ。埋めつくす素材は何か？
この空間への恐怖が本屋の衝動なので、日頃目に留まる
ものも、この素材意識に引き寄せられたものだ。美術カ
レンダーは捨てない、フリーマーケットでは、空間を埋
める素材になる雑誌や写真集を拾い集める。
これが店内空間の物語だ。品揃えの「細やかさ」も、
唯一神の不在と、同一のオブセッションだ。
「本」と「本」
が並んでいるだけでは、そこに語りかける「力」は生じ
ない。力は「つながり」と「方向」の拮抗の上に成立す
る。本と本をつなげるものは「言葉」だ。棚板に添えて
ある脈絡のない言葉がそうだ。脈絡がないのは、唯一神
が存在しない故だ。書き添えて可視化するものと、見え
ないが本と本との間に「言葉」が立ち上がる気配もただ
よう。
でも逆説的だが、本屋空間がベクトルとして開示され
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アブダクション
（ 音信不通 ⑮ ）

にしかけたのだが、誰も見向いてくれなかった。たぶん、

この本自体がオブセッションに基づいて書かれているか

らだろう。オブセッションの強い本は、本屋の店頭では

他とつながりにくく孤立するしかない。

ずいぶん前に手にした本だが、三木成夫『胎児の世界』

中公新書を読んだ後、めずらしくオブセッションのつな

がりを見出して、読み始めた記憶がある。つながりのさ

わりは、「個体発生が系統発生を反復する」という主張
行動へ移すということが本来の姿だろう。でも読むだけ

う人の心の動きを重視する。「目の前に不確定で不規則

木下清一郎は、推論法として「アブダクション」とい

だ。いずれも「起源」をテーマとしている。

で終わるという潔さを保ち、やむことなく読みつづける

な現象があったとき、…その現象のなかに何らかの秩序

本を読むということは、知識を得て、それを活用し、

道を選ぶ人もいる。この自己回帰する循環を、陽だまり

さて、このオブセッションに背中を押されるアブダク

を見いだそうとする試み」のことだ。

には、再々述べるが、オブセッションとこの事情を名付

ションとは何だろう？ 木下清一郎はその動機を語る、

のここちよさと感じとる人が、本屋的人間だ。わたし的
けている。人はいざ知らず、「音信不通」は、わたしに

「必ずや滅びるべき生物体のなかに、滅びることを肯ん

じない心が生まれ、しかも心自身がそれを知ってしまっ

とっては、オブセッションの物語なのだ。
定有堂で、ついに居場所をつくれなかった本がある。

があって、自分の蔵書を探して再読した。もう十数回読

切れになっていた。なにかしらとり返しのつかない思い

帰ってこないので、気がついたのだが、いつの間にか品

自身を指示し言い及ぶ、自己言及性の傾向が強いという

しい指摘だ。文系的思考というのがあいまいだが、自分

が文系的思考だ、と的を射た言葉を投げかけられた。正

最近、結果を左右できないことにコミットしたがるの

た」と。

んでいる。あまりに個人的な好みなので、棚に組み入れ

意味では、たしかにそんな人間が存在する。本を読んだ

木下清一郎『心の起源』中公新書だ。補充でいつまでも

ることができなかった。何人かの人にもさりげなく話題
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から本を売る、この自己循環性の軛（くびき）に本屋的

る日ふと高次の何か（特異点）がひらき心が明らむ。木

るいは桃の花が開く、きっかけは予期せぬものだが、あ

加えるかもしれない。

（参考）

木下清一郎 『心の起源』 中公新書 2002

2017.09.22

下清一郎であれば、それは「入れ子」としてだ、と付け

人間の宿命をみる。
タマゴとニワトリはどちらが先か？ と発問するとこ
ろに課題の入口がある。結論はタマゴらしい。ニワトリ
的視点は個体発生的であり、
タマゴ的視点は系統発生的。
個体発生は系統発生をくり返すという高次の視点に立て
ば、
ニワトリはタマゴの派生だということがのみ込める。
「無矛盾性はその体系の内部では証明できない」（ゲ
ーデル）という考えが重要なヒントとして引いてある。
結論を左右できないコミットとはそういう仕組みのこと
だ。無証明命題性の強い範疇のできごとだ。だからここ
にオブセッションとしてのアブダクションがある。やむ
にやまれぬ思いが生まれる。こんなオブセッション（執
着）で本を読みつづけているので、メビウスの輪をめぐ
るようなもので、彷徨もとめどがない。
つまるところ、「高次の視点」を求めて読書をつづけ
ているのかもしれない。
どんな視点だろうか？ 太古の形
象を「胎児」のすさまじいメタモルフォーゼに読み解い
た三木成夫は、古典を引いて「古往今来を宙と謂い、四
方上下を宇と謂う」と語る。これが高次に開かれた視点
だ。
アブダクションの行方としては、「竹声桃花」という
故事をいつも思い浮かべる。石が竹にはねかえる音、あ
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ということだった。恋愛が成就するという展開で、安心
したとのことだった。

異なるのだろう。夢で読む、というとき、夢物語という

（ 音信不通 ⑯ ）

夢の中で本を読む。寝床で本を読んでいるとそのまま

話の道すじではなく、
文字通り夢の中で活字を目にする、

本を読む夢

わたしの場合は、ほんの数行で、向こうは一冊だから、

これはボリューム感で負けている、と思い少しがっかり
した。

量的に負けたのが残念だったが、誰でも同じような心

の働きを持っているということに、考えてみればあたり

前だが、自分のうれしさが色あせるようにも感じた。

眠り込んでしまうことがある。残像がしばらくつづくの

ということを言っている。

ところで、現実の書物と夢で読む書物は、どのように

だろうか、自分が寝ていることに気がつかず、一頁ほど

がいた。四角い三角という言葉が像を描けないように、

昔、夢の中に出てくる「ハシゴ」がこわい、という人

ときに漠然と数行が記憶に残り、覚醒して本と照合す

夢のなかの「ハシゴ」もイメージできない。「ハシゴ」

読み進んでいることがある。
ることがある。むろんまったく違っている。夢の中で続

がこわい、といわれてもわからないが、こわいのが「ハ

シゴ」の形をしている、といわれれば、これは少しわか

きをよんだのでなく、読んだ夢を見たに過ぎない。
でも、なにかしら得しているような気がして、うれし

それと夢の中の「書物」がどのように関係するのだろう、

る。「ハシゴ」はどうでもいいのであって、「こわい」

この自分の秘め事は口にせず、なにかの弾みで、ある

自分でもだんだんわからなくなってきた。
正確にいうと、

いことと心に秘めていた。夢の中の良いことは、口にす

人に尋ねた。
「夢の中で本を読むことってあるのかな？」

夢の中に登場するのは文字列であって、本の形をしてい

のがすべてだ。

と。「ありますよ」との返事だった。四部作の小説で、

るわけではない。むしろ「ハシゴ」に似るというべきか。

るものでない、と耳にした記憶がある。

作者が二作目でなくなった。この続きを夢の中で読んだ
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だ、と述べた。電子書籍では入手できることにたまたま

前回『心の起源』（中公新書）が品切れになったよう

しゅ…… （第一期『音信不通』七号より「どるんて」）

おく ／ （中略） ／ どれんと はんぱ ／ しし

げん） ふ ／ これ定めて あをとは表（おもて） と

これがわたしの意識の涯てだった。

2017.10.20

気づき、購入した。わたしは本に傍線を引かないと読め
ない。ボルダリングのように、そこを足場にしないと先
へ進めない。記憶力と理解力が弱いので、後でその部分
をノートに抜き出す。電子書籍だと、黄色でマーカーを
つけ（ハイライト化）、「ノート」を選択すると、ハイ
ライトだけ抜き出される。この仕組みが面白いので、最
近よく人にもすすめている
『人はなぜ物語を求めるのか』
（ちくま新書）も、更に電子書籍で購入した。最終的に
傍線部分だけ抜き出すので、夢の中で出合う文字列のよ
うにも思える。「ハシゴ」と見なせなくもない。
じつは、順序が逆で、タブレットで電子書籍をスワイ
プしながら、「夢の中の文字列」を思い起こしたのだ。
二十代の頃、夢の中の文字列を持ち帰れたら、その一
冊でこと足りるという考えに、脅迫的にとらわれた。自
分の「学び」に疲れていたのだ。自分で考えなくても、
すべてがここにあるではないかと戦慄した。何かを終わ
（参考）

木下清一郎『心の起源』中公新書 2002

らせたかったのかもしれない。ある日、一行だけ持ち帰
れた。後は自分でつないで造形した。こんな形をしてい

千野帽子『人はなぜ物語を求めるのか』ちくまプリマー新書
2017

た。
しししゅ……し ／ かなこで てのる ／ はな
にしる にれの ／ 識（しき）の分界 けも綜言（そう
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る。

十七年前に、ちょうど書店が試行的にＨＰを立ち上げ

地方出版物の展示と、その年の秀作に賞を与える「ブ

いが、ＨＰを作っている二人のひとに教わり、工夫して

で書くのはやめた。反省して、勘違いだったかもしれな

（ 音信不通 ⑰ ）

ックインとっとり」が、十一月下旬に鳥取市で開催され

自分のＨＰをつくった。川上さんの方に向いた仕事だっ

されない探検記
残されない探検記

始めていた頃、ある著名な街の本屋がいちはやくＨＰを

つくり、世間の注目を集めた。百数十万かかったとか聞

いて、とてもまぶしく感じた。そこにエッセイを書かな

いかと声をかけられた。とてもうれしくて、すぐに寄稿

した。直後川上さんから連絡がはいり、しかられた。自

分を見失っている、という意味のはげしい叱咤だった。

た。終了翌日、早朝に地方・小出版流通センターの川上

た。

しかられて、なぜかうれしかった。だから、一回だけ

賢一社長をホテルに迎えに行き、
そのまま空港へ向かい、

「伝えなくていい」と、これもまた勘違いしてるのか

もしれないが、十六回の「音信不通」を作った時点で、

途中の服部珈琲店でモーニングをご一緒した。
とても久しぶりで、お互い、これが最後かもしれない

た。川上さんは、地方出版物の存続の場所に身体を張る

いうのは肯定してくれてる、とかってに思いうれしかっ

ない」というのがわたしの個性で、「変わらないね」と

むろん、わたしの文章についてだけの感想だ。「伝え

人に伝えようという気がないね」
と笑いながら言われた。

書いたものを理解することが得意でない。いくつかの創

しは自分のことにしか興味を持てない人間なので、人の

からか「言葉」の方へ関心が移って行ったようだ。わた

リカに渡り、本来絵画を描いていたのだが、いつのころ

んに向けて語りつづけるものだ。その啓三さんは、アメ

わたしにとっての「音信不通」は、ある意味で啓三さ

妙に納得してしまった。

という生き方をしている。いつも真剣勝負で、気も短い。

作を見せてもらうのだが、うまく感想を言えない。わが

ねと口にする。「音信不通」の話が出て、「相かわらず、

わたしの進む道筋を指し示してくれる人なので、緊張す
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啓三さんには、「ランボオはアラビアに渡って武器商

た。

つも『愛人』と『賢い女』が出てくる」と批評する。啓

人になったらしいが、
わたしはまともに本を売っている」

家の「やかましやの女主人」（名のり）に見せると、「い
三さんからみて、これは核心をついているらしい。わた

と書き添えた。

（編集部注）

って、そんなことだったのだろうか。

場で手書きでいただき、そのひとつがランボーの『地獄

「ブックインとっとり」については、定有堂教室「読む会」

2017.11.18

らいいものだ、と言っていたようにも思う。「音信不通」

ランボオは、残されなかった「探検記」が、なにかし

しはじつは感じる（共振）するところが直截すぎ、結構
の部分が消え去って、結構の部分の分析ができない、と
いうことなのかもしれない。
啓三さんから、こんなメールが来た。「そういえば、
高校生のとき、荻窪の喫茶店『光』に連れて行っていた
だき（いや、ひょっとしたら僕がご案内したのかも… ）、

の季節』だったように記憶しています」と。文学に無関

の岩田直樹氏が、定有堂ＨＰに紹介文をお書きになっていま

これらのものは読まれるべきだ、というリストを、その

心なわたしをなじるように、記憶を甦らしてくれた。

す。審査委員です。「祝３０周年！ブックインとっとり地方

出版文化功労賞」（「第１８６回 今月読んだ本」）

返事に、「そういえば、二十年くらい前に、ある出版
社のＨＰに二年ほど連載していたとき、魔がさしてラン

http:// teiyu . na . coocan . jp / idea/in_0186 . html

文庫 2008

アルテュール・ランボー 小林秀雄訳 『地獄の季節 改版』 岩波

（参考）

ボオの話を書いたら、
原稿が没になり書き直させられた」
と記した。「奈良さんに求めているものはそんなことで
はない」という理由だった。
それから「伝えない」という書き方を自覚するように
なった。いまなら自己言及にしか興味がないと言葉にす
ることができる。道を誤っているかな、という不安もあ
ったが、川上さんに「相かわらず伝えようという気がな
いね」といわれて、「それがわたし」なんだと安心でき

- 39 -

たからだ。正確・平易・簡潔という文章作法の要求にか

なっているお手本とみえた。でも、小冊子をスタートし

石橋さんが大阪・神戸でのお仕事のついでに、十二月

そうした結果気づいたのだが、文章に「飛躍」が多くな

信不通」が千六百字で書くという制約を設けたからだ。

（ 音信不通 ⑱ ）

十八日から一泊で鳥取市まで足を延ばしてくださった。

る、また同根でもあるのだが、「言葉」を支えとして考

石橋毅史さんに学
石橋毅史さんに
さんに学ぶ

てみると、お手本通りにいかなかった。

定有堂の棚づくりを思い起こした。「分かりやすい」

棚でないのが定有堂の個性だ。一番の理由は、小さな本

屋なので、棚を動的に保たねばならないからだ。石橋さ

石橋さんは出版ジャーナリストで、現在連載中の「本屋

えを紡ぐようになる。これは石橋さんの禁じ手とすると

んの「分かりやすい文章」を模倣できなかったのは、
「音

がアジアをつなぐ」（東京新聞）が注目を集めている。

ころであって、「伝える文章」の許さないところだ。

定有堂の棚は「分類」を嫌う。狭い店内で分類をきっ

出版業界紙「新文化」の元編集長で、本屋の動向を見守
る取組みをつづけている。
対象に寄り添う姿勢が鮮明で、

お見えになったとき、「こうしてお茶するのもこれが最

十月末に地方・小出版流通センターの川上賢一さんが

ささやきを交わす。…「記憶は重荷ですから…」「妙に

そこで言葉で締める。棚のあちこちで「棚フレーズ」が

と肩を並べるだけでは、
あまりに工夫のない本屋となる。

ちりやると、ガランとした雰囲気となる。でも本が雑然

後だね」と二人で交わしたのを耳にされ、案じてお訪ね

わかってしまってはいけない」「好きなことだけして、

わたしは「本屋の守護神」とあがめている。

くださった。その心の優しさをうれしく思った。しかし、

小さくなって、懐手して暮らせぬものか」「結果を左右

「存在を遊戯に変える」「過剰反応をやめる」「存在は

出版流通の転変の中に身を置く二人の、エールのかわし
「音信不通」を始めるとき、準備運動として、わたし

言葉に縛られる」などだ。自分ではこの行為を「本のチ

できないことにコミットしない」
「地図と土地とは違う」

は石橋さんの文章を原稿用紙百枚に書き写す決意をし

ャンク化」と呼んでいる。人が知覚するときの「情報の

あい以外ではなかった。

た。「伝える文章」として、最高に完成していると思え
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まとめ」のことだ。「石橋さんの文章を書写したんです
けど…」と言い訳したけど、こんな闇に囚われているわ

んの発見だ。

江戸文学に「長屋長者」というのがあった。大金を持

る。「なぜこんな狭いところにいるんだ？」と問われ、

っているのに、一軒家に居を構えず長屋に暮らす男がい

石橋さんと「服部珈琲工房」で話していると、「街の

「金持ちは溢れているが、長屋に住む金持ちは希少価値

たしだった。
本屋っていつ誰が言い始めたのだろう？」と疑問がわい

だ」という落ちだった。

のずと話題を温めたのだった。

（参考）

『ＡＧＧＲＥ （あぐれ）』 リクルート

～1996

2017.12.22

石橋さんと共に敬愛する、柴田信さんの思い出が、お

た。ふと思い出したのだが、リクルートが刊行していた
『ＡＧＧＲＥ（あぐれ）』という雑誌に、一九九五年か
ら九六年の終刊号まで「町の本屋という物語」という連
載をしていた。ここでは「町」だ。いまは「街」を使っ
ている。町は町内というように「つながり」を含む。街
は街角というように風景的なものだ。本屋を動的に語る
ときに「まち」という枕をつけたいのだが、どうも居心
地がよくない。
ただ、わたしには明確な区切りがある。それは柴田信
さんとの出合いだ。岩波ブックセンターは神保町という
本の街の中心にある。この場所で「街の本屋」と柴田さ
んはいう。町の本屋というのは「周辺」そして「古層的」
な立ち位置と自覚していたが、柴田さんの「街の本屋」
という名乗りは、わたしに衝撃だった。ナショナルチェ
ーンは街の本屋とはいわない。街の本屋には独立系とい
う意味もある。また個性的という見方もできる。身の丈
の絞り方は様々だが、自分の得意を凝縮し、「身の丈」
を創出する。「普通の本屋」とともに、これが柴田信さ
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シンクロニシティ
シンクロニシティ
（ 音信不通 ⑲ ）

生活に根差しているゆえにかけがえのないものだ。

「学び系」というのは外延性のものでなく、内縁性の

ものという意味で用いる。畢竟するに自分一個がどのよ

うな確信をもって生きるかだ。でも逆に自分が自分であ

るというのもひとつの闇だ。光を求めるとしたら「自分

でないもの」に出会う必要がある。わたしの場合、「学

び」とはそんな自己からの離脱でしかない。

自分でないものを求めて、先日は古書店に行った。本

「関係の絶対性」という言葉は、ながく思考のフレー
ムワークとなっている。時代を主導したキーワードだ。

い。「似ている」という直感で因果関係を持ち込むもの

に呼ばれるようにして二冊手にした。丸山圭三郎『言葉

人文書も関係性の強い本だ。本を読む人の確信が狭く

だ。生活者にはなじみ深い引き合い（共時性）の感覚だ。

本屋で考えると、本を読む人と本を売る人が共創的に

なるにつれて、本屋の品揃えも狭く深くなる。人文書が、

さして意味なく買ったつもりだったが、
定有堂に戻ると、

と無意識』と頼住光子『正法眼蔵入門』だった。市井の

「街」（在野）でどのように手にされるのかという問い

懇意にしていただいている禅僧の方がおいでになったの

形成する空間のあり方だ。その関係性が「街」であり、

のもとに、昨年「人文会ニュース」に寄稿を求められた。

で、こんなの見つけました、と包みから出した。「これ

「学び」は本質的にシンクロニシティに基づくことが多

人文書専門の出版社の集まりの機関誌だ。「学び系」の

勉強になりますか？」と尋ねたら、「いい本見つけたね。

「街の本屋」もそこにある。

本屋ですから、とこたえた。

いい本だね、といわれた「眼蔵」の巻末資料には、そ

…でも定有堂にその本あるよ」といわれた。うっかりだ

ルの定有堂教室は、初期の講師によって「まちの寺子屋」

の方が講談社の「本」に九年にわたって連載された「『眼

「街の本屋」定有堂が、鳥取市の若桜橋の北詰で築く

と呼ばれた。また「読む会」をはじめた別の講師は「市

蔵』をよむ」も列挙してあった。そういえばこの連載の

った。

井の」という言葉を用いた。「街」「市井」「往来」の

間、PR 誌「本」を出版社から数十冊寄贈していただいて

「関係」が、「学び系」と気づいたからだ。本屋サーク

中で共有される物事の理解は、
有効半径の狭いものだが、
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いたのだった。連載が終わったら、ぴたりと配本が止ま

化）するのを、じっと待つことなのだろうか

「生」と「死」の因果関係がアナグラムとなって逆転（異

た」（木下清一郎）という問題がある。「死」が悲しい、

『人文会ニュース」』は №１２７ （August 2017） をサイトで

（参考）

。

ということだ。手にした「眼蔵」には、入門者向けもあ

PDF ダウンロード可能。 「本のビオトープ」というタイトルで寄

2018.01.15

った。よく目が行き届いているのにびっくりした。
市井の身近な学びのひとつに、
十五号に記したのだが、
「必ずや滅びるべき生物体のなかに、滅びることを肯ん

って簡潔に「仏教における真理の体得とは、『空』の体

稿。

じない心が生まれ、しかも心自身がそれを知ってしまっ

得に他ならない」とあった。
自分の解釈だから間違っているのだろうが、こんな事
を考えた。「生きているのに死ぬ」のはいやだな、とい
う気持ちがある。しかし、「空」というのは、この「生」
と「死」の述語関係を否定する。「生」と「死」はそれ
ぞれ別の立ち現れ方であって、脈絡関係、つまり因果関
係はない。パラグラフ（文脈）は、入れ替え可能なのだ。
本当だろうか。『言葉と無意識』は「アナグラム」につ
いて述べられた本だった。言葉を並び替えて異なる意味

（参考）

丸山圭三郎 『言葉と無意識』 講談社現代新書 1987

を見出す遊びだ。ここでは、龍樹の「中論」にソシュー
ルの先取りがあり、「すべての事象は関係によってのみ

頼住光子 『正法眼蔵入門』 角川ソフィア文庫 2014

2015

宮川敬之 『和辻哲郎 ー 人格から間柄へ』 講談社学術文庫

存在する」と同じようなことが語られる。
禅僧の方の座禅堂を二、三回訪ねたことがある。座っ
て何を考えればいいですか？ と質問したら、
「何も考え
ない」といわれびっくりした。そうか瞑想しないのか。
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中心的な著書は法政大学出版局から十一点出ている。

担当者とのご縁で、定有堂には昔から「叢書・ウニベル

枕頭の「がらくた箱」には、タブレットの充電器など

講座に発表したものが中心で、一般向けなので、わたし

へと発展したが、いまはもうない。高校教科書やＮＨＫ

（ 音信不通 ⑳ ）

とともに文庫本が二冊転がっている。
『使徒のはたらき』

にはなじみ深い。

柳父章さんのこと
柳父章さんのこと

シタス」が欠けることなく入荷してくる。

「寺小屋教室」の出版部からは、『現代日本語の発見』

岩波文庫と柳父章『翻訳の思想』ちくま学芸文庫だ。な

《ものを考えるということの働きは、ことばを組み立

1983 が刊行されている。この出版部は、のちに「光芒社」

んとなく関心がこのあたりから離れられない。

て、文を作っていくという工夫のうちにある》（こと
ばの日常）

柳父章さんには、二十代に「寺小屋教室」という自主
講座で師事するところがあった。柳父さんは「翻訳論」

一言でいえば、「ことば」「文」「思考」に油断する
な、ということだ。

という分野を切り開いた人で、わたしは柳父さんを入口
として「言葉」に興味を持った。
章」と書き添えてあった。こころの中で、ご本を読みつ

招きしたこともある。「ことば」を翻訳するのだが、日

だが、刊行時定有堂教室「読む会」の主催で講演会にお

岩波新書の『翻訳語成立事情』1982 は広く読まれた本

づけています、と応じた。二月二日の朝日新聞に訃報が

本に存在しない概念を担ったことばをどう翻訳するの

お元気で

あった。八九歳一月二日死去とあった。十数年前にすで

か？という問いが出発点となる。似たような語でも、翻

今年の年賀状に、「時代が過ぎますね！

に墓地を購入されており写真も拝見した。著作者の霊園

訳元のことばと翻訳先のことばの概念は一部しか重なら

要は、ここに勘違いの源がある、ということだ。この

だった。そこで眠られるのだと思った。生涯独り暮らし
京都で一緒に書店めぐりをしたこともあり、学者の視点

ズレが社会レベルになると大変なことになる。戦後民主

ない。

で棚を見る目に立ち会ったのが、新鮮で貴重な体験だっ

主義の理念のもとに育った世代は、理念と現実の相克に

だった。考えつづけることだけを選択した人生だった。

た。
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は、じつは空っぽでも、なにか崇高な感じがする。柳父

つだという見方もできる。翻訳語、例えば「理念」とか

りから生まれたカウンターカルチャー（対抗文化）の一

かない。するとどうなるか？ 何かが軋む。この行きづま

悩んだ。相反するとき、どちらに付くか？ むろん理念し

棚は空っぽなのだ。

という。もともと日本の土壌に根は存在しないのだ。神

不幸になっていく特別な人間、
近代日本の知識人である」

知識や生き方を実際に行おうとして、
結果として孤立し、

合、彼は特別な人物なのだ。「西洋近代から教えられた

三人称の主語「彼」が最も怪しい。小説で出てくる場

状況の閉塞を「ことば」そして「文」に立ち還って思

章さんはこの仕組みを「カセット効果」と命名した。宝
石箱効果だ。きっとこれだけ外見が美しいのだから、中

柳父章さんが桃山学院大学教授のとき、一緒に吉野山

索し続けたのが、柳父章さんの仕事だ。

最初は「ことば」中心の考察だったが、「文」での考

に登った。健脚で、それは我流ヨガのおかげと得意だっ

身はもっとすばらしい。でも空かもしれない…。
察も進む。二〇〇四年の『近代日本語の思想』法政大学

た。午前中にステーキを食べ、午後はほとんど食べない、

頭脳の集中を第一とするから、とも語った。生活はとて

出版局に緻密だ。
漱石の『吾輩は猫である』は画期的だという。「～は

も簡素だった。一人でいて、さびしくない人だった。

が発生するという。「そこから展開される論理は、既知

等」が置かれたらどうなるか？ 柳父さんは、
「既知強制」

柳父章 『現代日本語の発見』 てらこや出版 1983

柳父章 『翻訳の思想』 ちくま学芸文庫 1995

新約聖書 『使徒のはたらき』 岩波文庫 1977

2018.02.09

…である」というこの構文は、明治三八年当時、まだ現
れたばかりの文体だったと指摘する。三上章が述べたよ
うに、「が」が未知を受けるのに対して「は」は既知の
ものを受ける。これが日本語の自然な流れだ。この「は」

から未知へと、一方的に天下ってくる、演繹的な論理で

柳父章 『翻訳語成立事情』 岩波新書 1982

（参考）

ある。」論理的というのは、西洋語の名詞中心、主語中

柳父章 『近代日本語の思想 新装版』 法政大学出版局 2017

の前に、まだ日本人になじみのない、「自由」とか「平

心の構文のことなのだが、じつはこの「主語」が宝石箱
で空っぽなのだという。
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かのように、それにつれて、もぞもぞ針先を修正する。

森に競争が顕著なときは、
木を選んでその下を動かない。

私見にすぎないが、本屋的人間は二重性を併せ持つの

ているのに、売れていない事実に気がついた。何かが終

去年の暮あたり、文庫の新刊がせっかくきっちり入っ

（ 音信不通 ㉑ ）

を資質とする。飽きやすく、粘着性。木を見てるかと思

わっている予感がした。森のかたちがいつの間にか変化

木を見る、森を見る

「埋める」「遅れる」もそんな選択の一つだ。

前に、
雑草は自分の得意を活かせる場所を知っている、

と教えてくれる本の話をした。雑草の物語とは、どうも

得手に帆を掲げる、ということに尽きるもののようだ。

本のビオトープも、つまるところそんな場所をめぐって

うと森を見ている。でもこの二つが見える場所からは、

している、と感じた。じつは変化のなさに自分が飽きて、

の物語だ。

外へ出ない。

二月に入って、ちくま文庫を中心に、手当たり次第に

磁極を動かしてみようとしたのかもしれない。

ナンバーの方が多い。森を見るより木を見よう、とある

各社文庫目録に目を通し、「土に埋め発酵している」タ

定有堂の売り場には久しく、新刊の雑誌よりもバック
日心変わりがしたからだ。好きな特集だけをコツコツ残

イトルを掘り起こした。「雑草文庫」とでも名付けても

気持ちもあった。一方、名のある草花本は、パイインタ

す。あれこれの広がりには欠けるが、時間の蓄積が広が
興味を持った編集者の方が、「どうして思いついた

ーナショナルを中心としたアート本だ。例えば『彼らが

よかったのだが、でも本気になってはいけないと戒める

の？」と尋ねた後に、二つの視点にまとめてくれた。一

いなくなる前に』のような写真集が耳目を集める。また

る。

つは「土に埋めた発酵商品」、もう一つは「遅れて売る」

踏み固めてくれる大切な人々がいる。現代社会に直結す

必須なのは人文書だ。小数だが、この「木」の足回りを

本屋的人間は、つねに自分の居場所を少しずつ動かさ

るもの、また原理原則を究める哲学の本も欠かせない木

だった。
なければならない。あたかも地球の両極が移動している
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の実の一つだ。

森羅万象と関わり合いがある、ということだ。どちらも

によく生き続けているなと驚く。土壌ならぬ文庫目録に

銘柄を拾い起こしているだけだが、品切れ絶版にならず

在はない。でも生きることは、森を選ぶのでなく、木を

している。きちんと森を知らなければ、そこに本屋の現

本屋は新刊をくまなく求める。もちろんわたしもそう

大事だが、ゆらぎを工夫し続ける必要がある。

記憶として久しく埋もれ、
発酵のときを急ぐこともなく、

選ぶことのようだ。雑草にことよせて生き抜く、本屋の

雑草文庫は、森の記憶だ。長年の勘で、昔売れていた

雌伏している。時々の文脈から解き放ち、内容よりもレ

2018.03.26

仕事はかようにややこしいが、しかしこよなく楽しい。

ョナル 2016

ジミー ・ ネルソン 『彼らがいなくなる前に』 パイインターナシ

（参考）

イアウト・デザイナーの解釈を重視して、すべて表紙を
見せて展示する。棚ざしでないから、グループで何かを
主張する必要もない。きっと文庫本たちも、まとまるこ
とに飽き飽きしているはずだ。
ふと気づくと、思いがけなくも店内ビオトープが各所
に生まれた。脈絡もなく根拠もなく、思いがけないとこ
ろに棚田のひとつのように、
表紙を見せて息づいている。
小さな本屋の暮しで飽きないためには、どのようにし
て本の森羅万象という気配を醸し出すかに工夫する。逆
にいうと森羅万象でなければ飽きてしまう。どんな工夫
があり得るだろう。空間の広がりは、はなから期待でき
ない。なにか別の工夫がいる。実際に冊数が多いわけで
はないから、錯視の応用はどうだろう。エドガー・ルピ
ンに有名な「隠れた顔と杯」がある。同時に両者を見る
ことができないところが肝だ。ネッカーの立方体という
のもある。
一つの図の中に違った立方体が交互に見える。
本屋の現場でいえるのは、
不易と流行のモザイク模様が、
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ものを売る方向。なぜそれを溶解というかというと、書

籍を売るのが本屋のオリジンだとすると、扱う商品の変

があった。池袋コミュニティ・カレッジの「本屋さんの

十数年前のことだが、足を運んでみたいなという講座

位置はけして多様ではない。人間の情念は「狭隘」なと

様であっていいが、その現場に生きる一人の人間の立ち

と、必ずしも否定的ではない。でも業態のありようは多

（ 音信不通 ㉒ ）

仕事」という若者向けの連続講座だ。遠方なのと半年近

ころにしか育たない。講座に出席していたら、「何が基

らがいなくなる前に
彼らがいなくなる前

化で、居抜きで別のショップとなり自他の区別があいま

いになるからだ。北尾トロの言葉はその点に敏感だ。オ

リジンから外れたところで成功しても、それは成功とは

いえないのではないか、という問いかけだ。永江は、既

くにわたるものだったので、実現はできなかった。今頃

準かを忘れるな」と心に刻印して帰ったと思う

存の書店像から独立するのも、「独立系」書店の特色だ

になって初心者対象のレクチャーが気になるのも変だ

同じシリーズに『フォトグラファーの仕事』というの

もあったので、これは古書で探して取り寄せた。こころ

が、いつでも「一」を始め直すのは嫌いではない。
平凡社の太陽レクチャーブックというシリーズの第一

に響く言葉はなかった。五人の講師が口をそろえて、
「シ

言葉は陳腐だが、作品はとてつもなく独創的で圧倒され

巻に、その講座の記録が入っているのを古書で見つけ、
数人の優れた講師が語っているが、二つの言葉が心に

た。でも考えてみれば、本屋の仕事も「ただ本を並べる

ャッターを押すだけだ」と言っているように聞こえた。

残った。「本屋さんの仕事自体が、街の中で限りなく溶

だけ」だ。わたしが講師ならその一言で口ごもるしかな

少し時間を巻き戻すことができた。

解してきている」（永江朗）「何を成功と思うかの基準

かったかもしれない。しかし本当の問題は、いつどこで、

『彼らがいなくなる前に』（ジミー・ネルソン）とい

る。

どのように、という非言語的な実践がここには隠れてい

だけは、ちゃんと考えてほしい」（北尾トロ）
すでにこの頃から売り上げ低迷が進行している。生き
延びるためには二つの路があると永江は語る。一つは、
なるべく数をたくさん売る方向。もう一つは、本以外の
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のようなマサイ族の姿が気になり、「やかましやの女主

真集だ。一年半ほど前の発行だ。表紙のエリマキトカゲ

を世界各地に尋ね気高い野生の文化と生活を撮影した写

うパイインターナショナル刊の写真集がある。少数民族

知って、彼らはじつはジミー・ネルソンなんだと初めて

がしてありますね、と声をかけてくれる。この写真集を

方が時々、
自分で仕入れしているんですか？ 熱心に工夫

しも正装してファサードに直立するだろうか。旅行者の

2018.04.23

知った。ここからまた「一」がはじまる予感がする。

ョナル 2016

ジミー ・ ネルソン 『彼らがいなくなる前に』 パイインターナシ

佐内正史 『フォトグラファーの仕事』 平凡社 2004

江口宏志 『本屋さんの仕事』 平凡社 2005

（参考）

人」が、そのうち見たいから売りっぱなしにしないよう
にと言い含めたものだ。わたしは、仕入れはするけど中
身はほとんど見ない「狭隘」な職人なので、ただ売れる
度に補充をしているだけだった。ふと先日気がつくとす
でに三十回転をしていることに驚いた。はじめて表紙を
めくってみた。野に生きる部族の民が凍える山頂で朝日
を浴びている。写真家はシャッターを押すだけだ。しか
し、この一押しに三日もかかる。彼らは家宝で正装して
その場に臨む。写真を見、この背景を知り、繰り返し頁
をめくった。解説でマルク・ブレッセは「自分たちがど
れほど際立って個性的なのか指摘する人がいなかったた
めに、彼らは自分たちの文化が守る価値のある遺産だと
思わない」と核心をつく。ジミー・ネルソンと知り合っ
て、はじめてきちんと自分たちを示すことを自覚したの
だ。
すごいと思う。本屋もときたま、取材の依頼をうける
が、わたしは本屋を取材されるのが好きではない。気後
れするからだ。この心性は部族の民と同じだといえば理
解しやすいだろうか。ジミー・ネルソンが来たら、わた
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一方、従来の本好きとは別のところから本と出合って

いく人たちもいる。「流行」の分野だ。エンターテイメ

理由で遠慮しようとした。では、自分で自分を取材した

本屋ガイド本」の取材案内があった。気後れするという

三ヶ月ほど先の刊行のようだが、「旅して訪ねる街の

「難しい本が揃ってますが、
大丈夫ですか？ 買う人がい

だ。旅行の途上でふらりと訪れる人も多いが、しばしば

選ぶことをなによりも楽しみとする人たちに向けたもの

人文書やアート本は、自分の暮らしの中で、「本」を

定有堂はどんな本屋
定有堂はどんな
はどんな本屋ですか
本屋ですか？
ですか？（音信不通 ㉓ ）

ントや生き方のヒントのような、いま現在の瞬間風速の

ただ中の本も新刊コーナーでは、きちんと対応する。た

だこの「流行」の範疇は街の本屋では将来の見込めない

分野だ。アクセスしやすく品揃えも豊富な大型書店には

らどうだろう？ と「問い」が投げかけられることとなっ

るんですか？ 」と声をかけられる。「アクセスしにくい

及ばない。

た。「定有堂はどんな本屋ですか？ 」という焦点のもと

派の方が求める本はやはり特殊で、難しそうにみえます

街の本屋に足を運ぶ人は、よほどの本好き。そんな少数

具体的な面では、本の品揃え、選書の目安やその変化

が、わざわざ足を運ぶのは、そんな本を求めてです」と

にいくつかの質問を得た。
のタイミング、棚作りと読者の関係、など基本的なこと

答える。

本の選び方は、一口にいえば「遅れて売る」。新刊の

がらで、自分のためにも一度自分と対話してもいいこと
だと有難く受けとめた。写真も自分で撮った。以下がそ

行」のバランスを意識することが大事で、メインの人文

の本屋の構成は「不易流行」という言葉の「不易」と「流

本の構成は、人文書とアート本をメインに考える。街

易」という範疇はすぐに役立つものではないから、「遅

だ。「待つことの力」だろうか。書籍もそうだが、「不

も買えるはずのものが「ここ」でしか買えなくなる瞬間

る。雑誌は半年たつと出版社でも在庫が消える。どこで

雑誌は売れないが、バックナンバーはおどろくほど売れ

書とアート本は「不易」の部分に該当する。「不易」は、

れている」と特性づけることができる。

の概要だ。

昔からの本好きの人たちとつながる分野だ。
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る人たちになり代わって選書する。「不易」に流行はな

つまり、ここでは「遅れている」ものを貴重だと感じ

後の「展開」も棚のグラデーションは変わっても本質は

題だった。その方針で現在にいたるまで順調なので、今

しだいに書店は小さい方がいいと思えるようになっ

同じことのくり返しだ。

置けないので、ときどき方位や入射角度を変える。ふと

た。身の丈で制御できることの大切さ、持続可能な形態

いが、微妙なグラデーションの変化はある。多くの本は
「色あせた」という想いに襲われたときが「入れ替え」

は「普通」であること、本業からぶれないこと、が身に

2018.05.08

『全国旅をしてでも行きたい街の本屋さん』 Ｇ.Ｂ. 2018

（参考）

て、結局「街の本屋」と名のるようになった。

しみるようになって、「普通の本屋」という意味を込め

のタイミングとなる。
棚づくりは読者の人たちとの交流を抜きにしてはでき
ない。「不易」の本はありがたいことに読む人の顔が見
える。だから日々お見えになる人たちの読書傾向にむけ
て仕入れすればいい。うまくマッチングすると、「ここ
に来るとあるような気がした」と喜んでもらえる。旅の
途上でお見えになる方も、だいたい「本好き」「本屋好
き」な方々なので、その線上での出合いを用意しようと、
コーナーをつくっている。一般的な市場の「流行」でな
く、一人ひとりの顔をイメージしながら「棚づくり」を
していくことに努める。
他にも移ろいゆく本屋環境の変化についての問いもあ
ったが、定有堂の基本は駅からつづく商店の軒並みの中
ほどに位置する若桜橋のたもとにあることが一番大事と
思える。貴重な「はじまり」だ。人通りが少なくなると
いわれるが、はじめから少なかった。で、問題は人とど
う出合うかと考えた。
多くの人と出合うのは困難なので、
「本を必要とする」ひとと出合うという方針が唯一の課
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けるショッピングモールがあっても、三日で配達される

ネットが便利だ。これは誰も否定できない。手のほどこ

り「この機会に廃業する」というあいさつだった。取引

仲間が先日訪ねてきた。隣にコンビニができたこともあ

同じ市内だが久しく顔合わせすることのなかった本屋

久しぶりに『気脈のエコロジー』を取り出した。日本に

背骨を安定させた歩行ができる。数日前自分の書棚から

感が変わる。身体の中心軸が直立する。急がないので、

出合橋・湯所橋とつづく。減速してゆっくり歩くと空気

（ 音信不通 ㉔ ）

先を譲ってあげるというありがたいお申し出もあった。

気功を紹介した津村喬さんの本だ。減速したところには

減速する本屋暮
減速する
する本屋暮らし
本屋暮らし

しようのないときは、抗ってはいけない。花の咲きよう

に心せくことなく、根に滋養を送りつづけることが肝要

だ。減速することは停滞することではない。ベクトルの
向きが変わるだけだ。

週に一度「減速」する日をつくっている。iPod shuffle

で音楽を聴きながら袋川土手を歩く。若桜橋・花見橋・

編集長のドラメリアさんに「人は必ず宝を一つ持って

「気感」が生まれる。「昇・降・開・合」の四つだ。天

智頭橋・鹿野橋・市場橋・御舟橋・鋳物師橋・有門橋・

いて、いつかそれを誰かにあげるものだよ」と常々語っ

わたしは未熟で気感を生じることができないので、外

に近づき地に弾む。自分を放れ自分に戻る。わたしの解

人と人との付き合いでは、やかましやの女主人が、
「人

界を遮断してイヤホーンで結界をつくる。音楽は、ドラ

ているのだが、「本当だ」としみじみ思った。人はその

にスピード感を見せてはいけない」
とくり返し忠告する。

メリアさんのフェバリット・コレクションの「アジアン・

釈だがそのように読む。

前のめりな人間は人を緊張へと追い込み迷惑をかける、

ミュージック」を中心にしたものだ。帰路にかかる頃に

宝をもらって明日につなげる。

という人生訓のようだ。たぶんこれは貴重な忠告だと、

は気感が高まり、川の蛇行と並木のトンネルが外界を占

有する。身の丈が一本の軸のように感じられてくる。自

真摯に受け止めている。
近頃は誰もが通販でことをすます。クルマで十分でい
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っくりストレッチをはじめる。そして呼吸をつなぐ気功

をたゆたう木の葉だけを視野にいれながら、ゆっくりゆ

分が希薄になるので、周囲の往来も気にならない。川面

オトープですからね」、それになんたって音信不通が旗

が感じられるのは小さな世界だからだ。狭く生きる。
「ビ

「身の丈」という言葉は昔から好きだが、「昇降開合」

2018.06.14

印なんですから…。

津村喬 『気脈のエコロジー』 創元社 1993

（参考）

体操を十八式行う。心の沈静が染み渡ったら並木の下で
套路を通し動画に残す。自分が自分を見つめているとい
う形式を手放したくない習性ゆえだ。人にも見せる。誰
も知らない川辺の光景を教えたいからだ。そのとき、自
分のことは「岸辺の精霊」と紹介する。大きな声でいう
と変に思われることも、小さな声でささやけば、阿吽の
呼吸で通じ合う。
世に捨てられて本の世界は縮小しつづける。世に受け
入れられると、本の世界は画一化する。見捨てられたと
きに、多様な形態を豊かにする。だから本屋はどんなあ
りようでもかまわない。つづけることだ。種は多様な方
が残存しやすいと進化論が教える。
岸辺の精霊は冗談っぽいが、定有堂は岸辺にあること
に自覚的だ。「音信不通」は、若桜橋の一夜からはじま
った物語だ。減速することで空気感が変わり、形態変化
が生じる。本屋とは○○だ、という文脈がおぼろとなり
反転する。○○も本屋だ、というふうに。減速し縮小す
る。縮小したところに生じるものは「気感」だ。この事
態を「本のビオトープ」と呼んだ。小冊子「音信不通」
の副題でもある。
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（ 音信不通 ㉕ ）

ているので、
街中との交流を意図する人が時々現われる。

街を自転車で探訪するライフスタイルが、その雑誌のモ

魅力」と、街で出くわす「ヒト的な魅力」の両方だった。

ミニコミ好き
ミニコミ好

チーフだった。「で、なぜ雑誌作りを思いついたの？」

と質問すると意外な答えだった。自分が好きなイラスト

を発表するメディアが欲しいという理由だった。「活字

じゃないのね… 」と驚きだった。いまだとＳＮＳで容易

に実現できることがらだが、彼女がタウン誌という小さ
定有堂の底力、根元力って何？ と聞かれれば、レジリ

わたしの考える「ミニコミ」は「ヒト」が何を考えて

なメディアに求めたものは、デザイン志向の「モノ的な
エンスとブリコラージュと応える。やり直す力、自前で

いるかという方面にしか関心はない。それは「古いここ

ミニコミはマスコミに対峙する言葉だ。
ここが
「古い」
。

やり遂げる力とも言い換える。いずれも細々とした力な
わたしの「ミニコミ好き」も、根はそんなところに起

マスコミが大勢を動かす大きな声なら、ミニコミは周囲

ろ」のありようだ。

因する。定有堂で出合う人たちのことを、「本好き」「本

の少数者に小さく同意を確かめる小さな声だ。人の考え

ので、身の丈に集中することが必要だ。

屋好き」「ミニコミ好き」「教室好き」と呼び習わして

だ。ミニコミは「自分くくり」なのだ。言葉や活字は自

を変更させる声でなく、同じ考えの人と同期していく声

最近この「ミニコミ」という用語が通じなくなってい

己同一性を完遂するこの自分くくりの便利な道具だっ

きた。二つ目までは耳慣れないことではない。
ることに気がついた。大学生と会話していると、「ＺＩ

た。

ミニコミ人間は外から固めていく外勢的志向でなく内

ＮＥ」「リトルプレス」は知っているが、「ミニコミ」
は耳にしないという。「フリーペーパー」が一番身近な

になる」というのが、とてももどかしい。いきなり書き

への爆縮志向なので、「なにかをする」ために「なにか

十数年前に、博多出身の学生が尋ねてきて、「タウン

始めるのが身にそぐう。そのために媒体（メディア）も

ようだ。
誌」をつくると語った。地元の大学は、旧市街から離れ
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も宇宙人もののまんがも自前だ。
大学生になったときは、

小学生の頃は壁新聞を作って教室に貼り出した。文章

上、どんな形態であれ、これはパブリックなものだとい

コミ時代とあきらかに違うのは、書店が刊行している以

意識した限りなく簡素なつくりなのだが、かつてのミニ

る。小冊子小部数の「カストリ雑誌」（ここも古い）を

数校の学生と集う学生雑誌に加わった。（『大学公論』）

うことだ。

自分で用意するのが自然な流れだ。

取次（鈴木書店）を通じて生協や書店店頭にも並んだ。

簡素でしかもパブリック、本屋もメディアなんだと知

信不通』としたのは、しかし、このパブリックもいまで

社会人になったら「寺小屋教室」という自主講座に参加
「自分くくり」で人と付き合うとき、文集があると便

はどうでもいいことだと思えてきたからに他ならない。

った瞬間だった。気づくのに四十年かかった。誌名を『音

利だなと思った。他人もそう思うようで、この頃個人誌

パブリックを捨てたところにあるものは、あいも変わら

した。ここでは『寺小屋雑誌』という紀要があった。

というのが流行った。情報のネットワークが狭かったの

「ミニコミ」は「自分くくり」だという自己完結的コ

ず「自分くくり」という端緒への回帰だ。

わたしは『音信不通』という個人誌を作っていた。砂

ミュニケーションの話になってしまった。長い年月にわ

で、「自分くくり」を文集にしておくと便利だったのだ。
漠に消えて沈黙するランボオ伝説に憧れていたので、そ

たる出来事なのだ。

有堂書店」となっていた。いまに至るまで、ミニコミ活

『音信不通』 （第一期） 奈良敏行個人誌

『寺小屋雑誌』 寺小屋教室

『大学公論』

2018.07.21

ういうタイトルを選んだのだった。周囲には「本好き」
「書くのが好き」という人が多かったので、混ぜてとい
う声が大きくなった。でもこれは沈黙へ向かう個人誌な
ので、じゃあもう一つ別に作るね、という事で『定有』
を創刊した。小部数のプライベートな出来事だった。

動はやむことがない。「リーフレット定有」「ブックレ

『定有』 奈良敏行 他 編集発行

（参考）

ット定有」「第二期 定有」「定有堂ジャーナル」と続出

しかし本屋を始めたとき、気がついたら書店名が「定

する。この二年は「第二期 音信不通」が月刊で続いてい
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を深くした。

無為の場所で、無為自然に行う「読書」の風景に胸が

だが、直前には、近くのコンビニとか、少し離れた大き

ら身を引いたら、どうするの？ と尋ねてみた。唐突な話

店頭で、浜田浩之さんとの雑談の折に、完全に仕事か

でも、本屋をはじめて二年ほどしたとき、「当然現実

こう問われたら、「理想」をとると言わざるを得まい。

考は言葉の文脈のくびきの下にあるとはよくいわれる。

疾という言葉をしったとき、そんなものだと思った。思

（ 音信不通 ㉖ ）

な書店が閉店するとか、そんな「下り坂」の話題が交わ

が大事」と迷いなく答える人と出合って驚いた。『死の

店頭雑話

ときめくのを感じた。

本屋をはじめた数年は本を読まなかった。働くことと

本を読むことは両立しないと思えたからだ。街に出るた

めには書を捨てなければと本気で信じていたのだろう

か。どういう読書をやめたの？ と聞かれれば、「理想と

現実がくいちがっていたら、どうするか？ 」という問い

されていた。つまり「後生」の話だ。浜田さんはもとも

中の笑み』という著書が世に現れた瞬間だった。ここで

のもとに行う読書、と答える。これは無用の読書で、狼

と浮世離れした人で、「引退したら、もちろん本を読ん

は「現実」が「日常」と読み替えられていた。導かれて

少しずつ日常の可能性に軸足をおいた読書を始められる

で暮らすよ」と屈託なく答えた。
そういえば、個人図書館のように本を蒐集する方が何

多忙な方なのだ。するとその人は自然体で、「いや引退

く読むヒマがあるな」と感心していた。高い地位にある

し、友人が「いつも本をたくさん買ってるようだが、よ

底にとても響く。
この本への入口はなんですか？ と尋ね

えられた。こういう示唆は、狭く生きているわたしの心

という本がこれからの読書シーンをリードするよ、と教

先日ある版元の人に、『なぜ世界は存在しないのか』

ようになった。

してから読むために、いま集めているだけだ」と闊達に

ると、「わたしたちに対して現れている世界と、本当に

人かいて、その一人の方がある日、店頭で友人と出くわ

笑っていた。「後生」を見据えているんだ、と敬愛の念

- 56 -

かならないか」です、という。猛暑の八月はこの本を読

存在している世界とが違っているとする考えが気になる

味の場」を持てばいいのだろう？ 街の中でも「縮小」が

ろうか。森羅万象の中に帰っていくために、どんな「意

要とする。それが「ナリワイ」をつくる、ということだ

2018.08.18

テーマとなっていると感じ始めたこの夏だった。

むのに日を費やした。
「世界」の中にいて「世界」の外をどうやって知るの
だろう？ この事がいつも気になってならない。
店頭の読書の地軸もある日突然変わる。新刊があまり
売れないので、考えあぐねた末、良書が収められている
と考えられる文庫の目録から、丹念に拾い集めてみた。
目指すところは「文庫で森羅万象」作戦だ。一冊ずつす
べて面出しにする。ちくま文庫が断トツに売れているの
に気がついた。何が売れるかは自分を超えた世界だ。だ
から脈絡をつけずにランダムに並べる。後はデータにき
く。わたしたちは世界の外を知ることはできないが、世
界の外に触れている。データもそのひとつだ。上位の本
(参考)

徳永進 『死の中の笑み』 ゆみる出版 1982

は『かかわり方のまなび方』『自分の仕事つくる』『ナ
リワイをつくる』『半農半Ｘという生き方』『自分をい

マルクス・ガブリエル 『なぜ世界は存在しないのか』 講談社選書
メチエ 2018

かして生きる』だった。年齢にかかわりなく幅広い層が
手にしている。

西村佳哲 『自分の仕事をつくる』 ちくま文庫 2009

西村佳哲 『かかわり方のまなび方』 ちくま文庫 2014

『世界はなぜ存在しないのか』の中に、「存在する」こ

伊藤洋志 『ナリワイをつくる』 ちくま文庫 2017

「居所を求める」、が一貫するのではないだろうか。
とは「何らかの意味の場のなかに現れること」とある。

塩見直紀 『半農半Ｘという生き方』 ちくま文庫 2014

西村佳哲 『自分をいかして生きる』 ちくま文庫 2011

「意味」とは「対象が現象する仕方のこと」だ。
無為自然の中でも、存在するためには、意味の場を必
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特異点
（ 音信不通 ㉗ ）

はなく、客観的な構造なのだ。わたしたちの方が感覚に

包摂されている。その中に存在している、という。その

せいか世界は言語のコンテクストよりもシネマの映像の

中にこそ存在しているとでもいいたげに、シネマの紹介

が頻出する。その中で、気になる二本を見た。『ブロブ』

と『インセプション』だ。前者は高次の生命体が人間を

のみ尽くして一体化する、
いわば一元論へ志向する話だ。

後者は実在論として精緻なプロットを展開する。夢が入

れ子状になっている世界観を体験することとなる。

インセプションって何なのだろう？ 英和辞典で引く

科学雑誌を読んでいたら、「空間は幻かもしれない」
という特集があった。わたしたちが目にしている世界は

と、「始まり、初め、発端」とあった。よくわからない。

きまどかさんが側にいて、インとセプションを分けて考

三次元空間だが、じつは二次元世界のホログラム現象な
次元の低いものから、次元の高いものを再現する、と

えたらいいよ、と教えてくれた。内側に考えを植えつけ

悩んでいると、たまたま、『音信不通』執筆者の、うし

いうのがホログラムの骨子らしい。平面なのに、立体的

る、の意となり、なるほどシネマのプロットの中心を射

のではないか、という議論だ。

に見える。手で触れるとどうなるのだろう？ むろん触

るタイトルと知れる。大学生はすごい、と感心した。

夢から醒めることはできる。しかし夢が多重多層にな

れない。ホログラムと手の属している次元が異なるから
だろうか。次元が異なるのに感覚的に干渉しあえるとい
この前から『なぜ世界は存在しないのか』が気になっ

としても、実在から逃れることはできない。これが人間

から逃れることはできない。実在を知ることができない

っていると少し話はややこしい。わたしたちは「実在」

ているのだが、ことさらに「実在」へのこだわりが強い

の存在の仕組みなのだろう。意識存在でありながら、物

うのが面白く思える。

からだ。まるで実在に次元の階層があるようで、その審

質の法則の支配下にある、という二重構造のことを言っ
ている。

判に汲々としているように読み取れる。
「感覚」が重視される。ここで感覚は主観的なもので
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は、固定観念のことだ。固定観念の輝きがオブセッショ

わたしの日頃の言葉に引き寄せれば、この「アイデア」

除く」という思いつき（アイデア）が存在しないからだ。

れたものを取り除くことはできない。なぜなら、「取り

だ。夢から醒めることはできるが、意識の核に埋め込ま

内側に植えつけられるものは、ここでは「アイデア」

ようだった。テーマは足元の「しあわせ」への気づきだ。

ろの青空（すっきり）が描かれている本だ。気に入った

別の脈絡で売れている『日々是好日』をすすめた。ここ

かわり方」方向を求めているわけではない。もうひとつ

る。
「どんな？ 」
「すっきりしたいです」少なくとも「か

「私が読みたい本を教えてください」と目を合わせてく

しく動く。
昨日閉店時間をすぎても去らない男性がいた。

者は、知有り」、または「フクワウチ」と読む。現象の

「不苦者有知」という掛け軸がある。「苦と思わざる

ン（妄想）だ。
この固定観念、オブセッションと特異点は関係あるだ
ろうか。

本屋の中には、特異点がある。ここで本は数本の木に

仕方、つまり意味は異なるが、意義は一つだ。

の言葉に含ませた思考のあやだ。意味とは対照が現象す

も見えるし、木立ちにも見える。しかし求める意義は一

『なぜ世界は』で面白かったのは、「意味」と「意義」
るその仕方。意義とは「仕方」でなく、指し示されてい

つ、「本屋の青空」というものだと思う。

2018.09.15

マルクス・ガブリエル 『なぜ世界は存在しないのか』 講談社選書

（参考）

る対象との結びつき。２＋２と３＋１を考えてみよう。
意味（与えられ方）は異なっているが、「４」であると
いう意義は同一。ところで存在するとは「何らかの意味
の場に現われること」。わかりやすい説明だが、「意味
する場の違いによって、同じものがひとつの手でもあれ
ば、原子の束でもある」とイメージを添える。５本の木
に見えるものを、木立ちと捉えることも同じ理解だ。
夢から醒める、それを特異点の往来と重ね合わせる。

森下典子 『日日是好日』 新潮文庫 2003

西村佳哲 『かかわり方のまなび方』 ちくま文庫 2014

メチエ 2018

本屋の話だ。『なぜ世界は』を核にした一角もあるし、

言語の夢から醒めれば、書物の立ち並ぶ店内が広がる。
最近は、『かかわり方のまなび方』グループの本もはげ
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二組の人たちが期せずして、開口一番に投げてきたの

が、「全国の書店員さんの聖地と言われてますが、どん

十月は多忙だった。少し自分を変容させようという気

すべてはこれが始まりだった。「本が好き」というだけ

た。見出しが「本が好きなひとが本屋をはじめた」で、

（ 音信不通 ㉘ ）

分が高まっていたせいかもしれない。流れにまかせ、辿

で本屋が始められるのなら、自分も開業したいという人

フラジャイル

な点でそう言われていると思いますか？ 」だった。そん

なことはない、と思いながらも、でもなぜなのだろう、
と自問自答した。

一九八〇年十月に開業したが、鳥取に移住したのは七

月だった。すぐに「タウン誌」の人たちと親しくなり、

りついた岸辺から、
歩み直してみようという心境だった。

が、たくさん訪ねて来るようになった。現在も繁栄を重

加わっていた朝日新聞のＯ記者が紙面に紹介してくれ

いろいろな問い合わせにていねいに付きあい、自分の折

ねている著名な人もいるし、うまくいかなかった人も大

結局は、素人で始めたという距離の近さだったのだろ

勢いる。

り返し地点を見つめる機会に恵まれた。
BEAMS（ビームス）というファッションブランドの
方々の取材があった。暮しを提案するレーベル「フェニ

うか、いまはそう思う。

「お店の特徴、キーワードは何ですか？」とも聞かれ

カ」で民藝を訪ねて鳥取に入った流れだった。一行五人
のうち、
カメラマンの山本あゆみさんが鳥取出身と知り、

回りした品揃えでなく、同じ歩幅で品揃えしていけばそ

る。「ゆるい」ということでしょうか、と答える。距離

数日後には、ＦＭ山陰の加藤さゆりキャスターが、ス

れで十分。お客さんに昨日教わって、今日仕入れる。当

少しホッとした。店内を一緒に見回ることとなり、意外

タジオから電話インタビューをしてくださった。口下手

然少し遅れることとなる。
二つ目のキーワードはだから、

が近いので普通に品揃えすれば足りる。二歩も三歩も先

なわたしだが、つい長話をしたくなるような加藤さんの

「遅れて売る」ということになる。

なところで面白がってくれるのが、勉強になった。

人柄に引き込まれ楽しかった。
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最初は表通りにあったはずが、いつの間にか「けもの道」

言葉がすぐ思い浮かぶ。
本屋の場所は変わらないのだが、

初と変わりましたか？ 」とも問われた。「縮小」という

「本屋をはじめて三十九年ともなると、お店作りも当

いだけではない。

ずつきやすい」ことだ。でも受け身の踏込でもある。弱

ュウ 早川書房）を選んだ。「フラジャイル」とは「き

（湯本香樹実 文春文庫）と『紙の動物園』（ケン・リ

について考える２冊」としてくださった。『岸辺の旅』

「縮小」の世界では、狭いところだからこそ言える、

を抜けた、「隠れ家」的な立ち位置になった。生活の圏
域が三次元的に広がり、二次元的な街角は相対的に縮小
お客さんは、「変わらない方がいい」という。やはり

った。高校生のとき「fragile」という冊子を作っていて

ジャイル」が「変わらない記憶」の触れあいになると思

ということもある。水原凉さんとは、たぶんこの「フラ

「遅れる」という基点を貴重なこととするのだろうか。

定有堂が扱っていた。編集者もだから、通じにくいはず

してしまった。

本屋はお客さんの「記憶」を風景として残す、数少ない

のこの言葉を生かしてくれた。

2018.10.31

装置の一つなのだろう。
「縮小」は、本屋だけでなく、読者の読書環境にも生
じている。本を読み語り合う環境が細いものとなってい
る。「読書のけもの道」も、本屋へと抜ける数少ない細
い道だ。
平成生まれ初の芥川賞候補、と将来を嘱望される水原
涼さんが、「高校のとき通った」と口にしてくださって
いる。水原さんの『蹴爪（ボラン）』講談社 2018.7 を雑

タウン 情報誌 『スペース』 スペース企画

（参考）

発売）で町田康さんが書評でとりあげる。その傍らに「水

水原涼 『蹴爪』 講談社 2018

誌『Hanako（ハナコ）』（マガジンハウス 1167 号 11.28
原涼さんも通った定有堂書店の店主」選ということで、

湯本香樹実 『岸辺の旅』 文春文庫 2012

ケン ・ リュウ 『紙の動物園』 2017

連想できる二冊を紹介させてもらった。
見出しはわたしの気持ちを汲み、「フラジャイルな心
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（ 音信不通 ㉙ ）

ろう？ と自問自答を繰り返す。
何かしらの認識上の結節

点があって、それを特異点（シンギュラリティ）とも呼

るかも、と資料を同封してくださった。「植物状態」と

れて読む
遅れて読

んでいる。その版元のＫさんが、この十一月に手紙をく
先日閉店間際に、遠方（滋賀）からおみえになった方

診断された患者がいて、その「脳」にアクセスを試み、

ださって、自社本だけど、『生存する意識』も参考にな
と自然な成り行きで雑談となり、「居心地のいい品揃え

意識の発火を確認し、「意志」をすくい取り、そして生

還に導いたという話だ。現実の識知が改変される。この

ですね」と好意的な声かけをしていただいた。
売れ筋という外発的な動機付けで、ちぐはぐになって

新しい識知の向こうには、特異点を過ぎるようなものを

数日前、来訪された朝日出版社のＨさんと話をしてい

いなくて、よくも悪くも一人の身の丈の関心での品揃え
んな自分で読んだのですか？ 」と問いかけられた。深い

て、「結局わたしは『意識』について関心があるのだけ

感じる。

意味ではなかったのだと思うが、少し戸惑った。答えあ

ど、道筋がわからなくて… 」と口にし、「意識？」と問

が、読み取れた、ということのようだった。加えて、「み

ぐねて、「いえ、いつか読んでみたい本です」と口にし

いなおされ、一層自分でも困惑し戸惑った。カフェ「ド

ロップ」でわたしが読むべき本をノートしていただいた

た。
すべてがそうだとはいえないが、一部については確か

後の、店頭に戻ってからの会話だった。わたしは何を問

「必ず滅びるべき生物体のなかに、滅びることを肯んじ

にそうだ。それは以前から自覚していたことだが「いつ

前にある版元の人に、読書の動機づけとして、「わた

ない心が生まれ、
しかも心自身がそれを知ってしまった」

いたかったのだろう？ 少し自分自身に途方に暮れると

したちに対して現れている世界と、本当に存在している

と木下清一郎の言葉を記している。この自己言及的な

か読む本」ってどういうこと？ と問い返されると、それ

世界とが違っているとする考えが気になるかならない

「心」のことを知りたい、と思い続けているようだ。
「心」

ころを感じ、「音信不通」を振り返ってみた。十五号に

か」が入口、と示唆されたことがある。わたしは日頃、

のことを知るには、
「心」の特異点を超えた彼方から「心」

ほど明確には答えられない。

「世界」の中にいて「世界」の外をどうやって知るのだ
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を振り返る必要がある。「シンギュラリティ」というこ

ぎてなお店内で話し続けたのだが、一角に二人の足が進

の本知ってますか？ 『意志』は必要ないというテーマの

んだとき、一冊の本を指さして石原さんが言った。「こ

Ｈさんは、ノートに読むべき小説家のリストを記して

本です」と。「意志」は心の主体的なあり方の根拠でな

とばが立ち現れるゆえんだ。
くれた。文芸誌は毎月かかさず目を通しているという。

を治療し消去する病院化社会の話だと後で知った。伊藤

く、「欲求」のモジュールが下した決断を後付けで呼ん

物語、といわれて、ここしばらく、ケン・リュウの『紙

計劃の『ハーモニー』（ハヤカワ文庫）だった。八年ほ

「心」の境界を超えて「心」を識知するには、「物語」

の動物園』と『もののあわれ』（ハヤカワ文庫）にのめ

ど前から店内でも突出して売れている本だった。たしか

でるだけのもの、という内容で、病を治すように「心」

り込んでいたのを思い出した。一読し間をおかず再読し

に「心」がテーマの本だった。わたしが読むべき本の一

が不可欠だ、という視点のように理解した。

た。これこそがシンギュラリティを主題とする物語世界

冊だった。

でもわたしが紐解くのに、石原さんとの出合いを待っ

だったのだ。ここでは、生身を捨て去り仮想世界へとア
ップロードする生命を、
シンギュラリティと呼んでいた。

読む本」に囲まれていると、「いつか」というその気配

て八年の月日を要した。見ていても見えない。「いつか

数日後店内の「文庫の森羅万象」と名付けている一角

はあるのだが、ついに無縁に終わる本がほとんどなのか

生を途絶しない連続性が魅惑的だった。
にふと目を留めると『脳はなぜ「心」を作ったのか』（ち

な、とも予感する。仕方のないことだ。

エイドリアン・オーウェン 『生存する意識』 みすず書房 2018

2018.11.30

くま文庫）があった。どのように自分の心は成り立って
いるのか？ という問いに答える本だ。「心」は実体では
なく神経ネットワークに偏在するシステムの便宜上の名
称だというのが結論だ。
十二時のランチに始まり、カフェへと梯子し、夜九時前

伊藤計劃 『ハーモニー 新版』 ハヤカワ文庫 2014

前野隆司 『脳はなぜ「心」を作ったのか』 ちくま文庫 2010

ケン・リュウ 『もののあはれ』 ハヤカワ文庫 2017

ケン・リュウ 『紙の動物園』 ハヤカワ文庫 2017

まで語りあった。
もちろんわたしが質問攻めにしたのだ。

月末には国書刊行会の石原将希さんと会ったのだが、

「わたしは何を読めばいいですか？ 」と。閉店時間を過
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本屋 ごっ こ
（ 音信不通 ㉚ ）

二〇一八年の正月に帰省していたＹさんが教えてくれ

で、大阪の本屋さん「本は人生のおやつです」さんも同
行されていた。

石橋さんにとって定有堂のファサード、つまり「窓」

は、棚に潜ませた「鏡」だ、とわたしは以前から信じて

いる。信じているから、場所はときおり移動するがこの

「石橋さんミラー」は重視している。今回も石橋さんの

目に留まり、さりげなく「本おや」さんを導いて、「ど

う？ 」と鏡を示す。「本おや」さんは、「え？ なに？ 」

と首をかしげるだけだ。石橋さんは「気になりません

えば宇宙ステーションみたいなものだ、
という話だった。

う指摘だった。外装に意味はない。外部がない空間、例

いるのが、モールでは「内部こそがファサード」だとい

あった。いま七回転している。ひとつ強く記憶に残って

止まった。目と目があって親しみを感じた。現に間を置

らく前に取材でみえたカメラマンの女性も、ここで立ち

さんまで「え？ 」という表情だった。そういえば、しば

ようです」と説明した。説明したつもりだったが、石橋

わたしは話を引き取って、「後ろめたい人は気になる

か？ 」と重ねる。｢別に… ｣と「本おや」さん。

モールではファサードは「吹き抜け」のことらしい。

かずに再訪してくださった。わたしは、やはりこの鏡も

た本に、『ショッピングモールから考える』というのが

いきなり縮小した話になるが、本屋だと「窓」のことか

「窓」のひとつだと思っている。

これはわたしの独断的な類推だが、最近読んだ本の一

れない。たんに「とまどい」といってもよかった。

「後ろめたさ」というのは、分かりにくかったかもし

な、と思った。むろん書棚に囲まれて現実に窓があるわ
けはない。ただ本の固まりにそれぞれ中心核があり、そ
れが「窓」と呼ばれる。時々棚の一角に表紙を見せた面
展が出現する。
それは小カテゴリーのアイコンでもある。

与えている」。例えて「存在しない文の終わりは、存在

文を思い出す。「未来が、現在起きていることに構造を

十二月十七日に、出版ジャーナリストの石橋毅史さん

しないが文に構造を与えている」
とも書き加えてあった。

それを「窓」という。
が来訪された。前日に大阪でイベントがあったとのこと
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自己イメージを統一している。人は他者との比較（構造）

る。現在は形のないもので、概念レベル（構造）でのみ

存在しないものとは未来だ。鏡を見た瞬間、未来が変わ

のひとつなんだと思った。

が変わる。大学での「本屋ごっこ」、これもまた「窓」

「ごっこ」という言葉に出合い、それまでの文脈の意味

い「ゲーム」だと意表をついて説明する一文に出合った。

のだ。

牛木さんには、この「ごっこ」がきちんと見えていた

でのみ自己認識を手中にする。本を読むとはそういうこ
とだ。鏡に自分が写り、身体レベルが出現する。そして
概念(未来)が地すべりを起こす。じつは何かが変わった

鏡に出合い何かが変わる。
言葉に出合い何かが変わる。

鏡と言葉は、石橋さんにとって、同質のものだったのだ

のだ。
「音信不通」執筆者の「うしきのどか」さんが、環境

ろうか？

2018.12.20

井崎正敏 『<考える>とはどういうことか？ 』 洋泉社 2008

2018

東浩紀 ・大山顕 『ショッピングモールから考える』 幻冬舎

（参考）

大学のショップでちょうど仮設書店「三週間書店」を開
催しているので、三人で見学に行くことにした。学食で
ランチ・ミーティングも兼ねたものだ。これは牛木さん
の考えた大学の「ファサード」だ。大学にはファサード
が欠けている。そしてそれは「本の売り場」だというの
が、牛木さんの発見とチャレンジだ。
むろん売り場の方々の協力と理解も大きな動機づけ
だ。石橋さんと「本おや」さんが、レジに本を持って向
かった。レジがスムーズでなかったと訝しがっていた。
じつは、学生を支援するため、手数料なしでの別会計処
理で、用意したリストに書き込み、つり銭も別サイフと
いう、とても手間隙かかるやり方だったのだ。
それを聞いて、学生と売り場や多数の人を巻き込んだ
「本屋ごっこ」だったのだと気がついた。その夜、湯船
の中で読んでた本で「ごっこ」というのは勝ち負けのな
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十二月に会ったばかりだったが、鳥居貴彦さんも遠方

から遅れて見えた。会が引けた後、鳥居さんは歩いて十

一月二十四日（月）に、大阪・堂島の「本は人生のお

る、というか、大事にするものはもう日常しかない、と

「身の丈の本屋」って何んだろう？ 日常を大事にす

（ 音信不通 ㉛ ）

」（略称本おや）を訪ねた。月曜は定休日な

いった気づき、これが「初発衝動」だ。そして暮しのな

身の丈の本屋

五分ほどの、わたしの宿（Ｒ＆Ｂ東梅田）まで送ってく

れ、ラウンジで深夜十一時半くらいまで話込んだ。

しかし、鳥取に帰って、「身の丈」について鳥居さん

に語るべきだったと悔やんだ。その思いを本当は託した

のだが、夕方六時からお店を開けてくださった。久しく

かのサイクルに本屋が入り、オルタナティヴとして本屋

かった。

会っていない京都大垣書店の平野篤さんやその友人福嶋

を生きる。本屋はここで、選びとるもう一つの生き方と

やつです

聡（ジュンク堂）さんとも、再会の機会をご用意いただ

なる。そして心にいつも、「普通の本屋」という言葉を

据える。普通の本屋は身体感覚を越えない。本屋の「普

いた。ご主人の坂上友紀さんは、人をもてなすのが好き
なのだ。
潮社）を読み込み、たくさん付箋を貼っていて、「奈良

んで長く使ってきた、それは「人それぞれに理由がある」

本屋には物語がある。「本屋的人間」という言葉も好

通」とも言いかえる。

さんの言葉がここにいくつかある」、「往来」「身の丈」

という意味だ。理由があるから物語が生まれる。でも本

福嶋さんは、石橋毅史さんの『本屋は死なない』（新

そして「量が質に転じる」、この三つのキーワードが気

屋の物語は、「小さな物語」だ。「大きな物語」には状

ものになりやすい。

身の丈に完結している世界を、外部が解釈すると別の

物語の支えなしに成立する「小さな物語」だ。

況を正当化する背景が不可分にともなう。そんな大きな

になる、と発問してくれた。
「往来」は街の本屋の基盤だ。むかし、シンポの中で、
「普通の本屋は往来にある、ここに始まる物語を大切に
すべきだ」と語り、安藤哲也さんがとても賛成してくだ
さり、新規のお店に、ちなんだ名前を付けた。
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!!

身の丈は「狭い」ということだ。「狭い」に関わる特

良はもう終わりました」ってくり返してたよね、と身近

場所でもあるという意識だ。わかりにくい説明だが、
「初

の丈」から出ることをやめ、「初発衝動」だけを繰り返

それは、街の本屋に汎用性は必要ないと気づき、「身

な人にいわれた。

発衝動」に終始するということだ。もう一つは、狭いか

し反芻するという意味だ。はじまりの場所がおわりの場

性を二つ思いつく。一つは、はじまりの場所が終わりの

ら声が遠くまで届かなくていい。声が大きいと、届かな

所、そんなことを話してみたかったのかもしれない。結
の物語を…。

（参考）

石橋毅史 『「本屋」は死なない』 新潮社 2011

2019.01.28

果を知ることによって原因が発生する、そんな狭い場所

くていいところまで届いてしまう。
この「初発衝動」とは何んだろう。本屋的人間のここ
ろのありようをいっている。「自分くくり」に生きるこ
とだと思う。
「自分くくり」ってどういう生き方だろう？
一．何度でもやり直せる。二．身の回りのものを頼りと
する。「本屋的人間」って「個性」のことなんだろうか？
「個性」は「身の丈」のものだ。だから、「自分くくり」
は、大きな声にならない。「個性」とは誰にも理解でき
ないものだ。もちろん自分にも。だから「本」を商う。
寡黙な人間が饒舌な書物を扱う。日々のたのしさはこの
相克にある。
「量が質に転化する」。わたしは「特異点」とか「シ
ンギュラリティ」という言葉が好きだ。本屋は書店から
特異点を過ぎて生じる。書店にはセオリーがあるが、本
屋にはない。多様な本屋的人間の姿勢があるだけだ。本
屋は「人」なのだ。人へとシンギュラリティしていく、
というと奇妙だろうか？
こんなことをいろいろ考えてたら、「あれ？ 前に、奈
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磁波の飛び交う味気ない世界だ」という一文にびっくり

した。竿頭を一歩踏み出せば「電界と磁界の波及する状

今日も県外から来たという女性のお客さんに「どうして

（ 音信不通 ㉜ ）

この二月も一期一会の出合いが多かった。それが誰だ

同じ本が数か所にあるの？ 」と問われた。「不思議だけ

探求のかたち
探求の

態」だったのだろうか。

この竿頭と店頭はもちろんすべてではないが少し同期

するようにも感じる。竿頭つながりでいえば、店内のあ

ったかはもう覚えていないが、お茶をしながらふと距離

ど、いいですね」という感想だったので、とくに説明は

ちこちに落とし穴のように点在するのが次の四作品だ。

感が近づいた瞬間に発した問いだった。「百尺竿頭に一

しなかった。充分お互いの意は尽くせてると感じたから

そして『マルチバース宇宙入門』（野村泰記・星海社新

歩を進む」という一語が気になるけど、この先どうしま

探求のはじまりはこの「先端に漂う」ような風景だ。

書）が、四、五か所に並べられている。ケン・リュウに

だ。テッド・チャン『あなたの人生の物語』、ケン・リ

ときに店頭と竿頭が混濁するのもおかしい。先日も県中

は「電脳化する人類」「人間が電脳空間にアップロード

す？ と試みに尋ねたのだった。
きちんと言ったわけでも

部から時折お見えになる、国語教師のＯさんに、平台の

する」というモチーフがある。テッド・チャンの作品は

ュウ『もののあわれ』『紙の動物園』（ハヤカワ文庫）、

ちくま現代文アンソロジー・シリーズに『科学評論選』

非人類的言語者との遭遇もあり斬新だ。人類が考え得る

なかったので、解答は聞きそびれてしまった。

が加わってるよ、と教わった。たしかにまとまった科学

見ているものと見えているものが同じではないという

オルタナティブの限りではあるが…。

到来している。その中で「意識の不思議」に興味を持っ

「かたち」に世界への入口の扉を感じる。簡単にいうと

文集で刺激的だ。「ＡＩ」への理解が欠かせない時代が
た。出典元の『脳の意識 機械の意識』中公新書もいき

こうしてある」一事が、いつも不思議だからだ。例えば

それだけのことに興味があるということだが、「ここに

「日々、私たちは総天然色の視覚世界を体験するが…。

ケン・リュウの最新刊『生まれ変わり』（ハヤカワ・ポ

おいで読破した。これはさいわい店頭にあった。
色はあくまで脳が創りだしたにすぎず、外界の実体は電
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ティティなんてなんの必要もないでしょうと、これはじ

つまり「記憶」はすべてエラーなのだ。だからアイデン

経連絡を変化されてしまう」
と異星人が人間に指摘する。

の神経連絡を再活性化しなければならず、その過程で神

ケミス）にも、「記憶を取り戻すために、あなたは一組

在の部分は、断片的。あるいは局所的限定を意味する」

している。「『本質』とは存在の限定付け、すなわち存

くってしまっては理解が浅いだろうか。本質をこう定義

だが、『意識と本質』のテーマを「本質の彼方へ」とく

「本質」とマルチバースを重ねあわせて考えるのも変

の内部にも存在しない。
外部を包むどこかにあるものだ。

意識は言語に限定される。人の言語の特徴は「線状」

と。

つは洗脳への論理なのだ。
百尺竿頭で人に出会ったとき、ふとこんな話をしてみ
たくなる。いつか誰かが答えてくれるかもしれないから

で因果関係を生成する。テッド・チャンの宇宙人の言語

はそうではない。一挙に示される図像的なものだった。

だ。「こころ明らむ」だけなのだけど…。
この月多く出合いを重ねたのだが、大阪から見えたば

途上だが、探求のかたちは、このような道筋にぼんや
り浮かんでいる。

い。「定義」の中に「世界」が存在しない、ということ

が定義であるならば、何度も定義し直さなければならな

筒俊彦は「本質」を階梯的に考究していくようだ。本質

とができない。「本質」は虚構である。この了解から井

ケン・リュウ 『生まれ変わり』 ハヤカワ・ポケミス

野村泰記 『マルチバース宇宙入門』 星海社新書

ケン・リュウ 『紙の動物園』 ハヤカワ文庫 2017

テッド・チャン 『あなたの人生の物語』 ハヤカワ文庫 2003

渡辺正峰 『脳の意識 機械の意識』 中公新書

ちくま現代文アンソロジー 『科学評論選』 筑摩書房

2019.02.24

かりのＫさんとは大事な交わりを得た。雑談の折に知っ
たのだがＫさんは井筒俊彦全集を所蔵していることを大
切にしている人だった。いろいろ教わるうちに、二十年
ぶりに『意識と本質』を読了できた。手元に残しておい
てよかった。意識は言葉でかたち作られている。本質は

だろうか。「世界」がここに存在しないというのはマル

井筒俊彦 『意識と本質』 岩波文庫

（参考）

チバースの考え方に似ている。泡のような境界面が、数

言葉で定義されたもの。だから存在そのものに触れるこ

えきれないほど同時に存在する。「世界」はいずれの泡
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でいいのではという選択肢だ。

成功しなくてもいい。
でも二つ大切な注意項目がある。

ひと月ほど前に「街の本屋」をはじめたいと相談にみ

のだ。３坪ほどの小屋を紹介する本だ。問題は「小屋」

前にちくま文庫に入り、なんとなく置きつづけてきたも

（ 音信不通 ㉝ ）

えた方がいた。ランチやカフェと所を変え長時間話し込

じゃなかったんだ。住む人がはじめて見えた。二日で読

普通の本屋
普通の

①いつでもやり直しが利くこと②手持ちの材料をいか

す。なにか特別の提案のようだが、「身の丈」を忘れな

いというだけのことだ。

そんな相談をして別れた後、閉店後の店内で一冊の本

んだ。書店でもなく街の本屋と絞り込んでいる経緯に興

了し、「人」を中心に書いた『僕はなぜ小屋で暮らすよ

に遭遇した。『スモールハウス』という本だつた。一年

味をもった。ここへ導いたのは石橋毅史さんのいくつか

学生のときに突如「僕はいつか死ぬんだ」と気づいた時

うになったか』も古書で求めた。すべての始まりは、小

ていねいに話をうかがったのだが無理だと思えた。刻

に始まった。それがすべてだ。そう繰り返し書いてある。

の本ということだった。
（とき）に利あらずというか、伏竜が登るための気流も

関心が身の丈以下に縮小してしまったのだ。

『スモールハウス』の中心概念は「オフグリッド」だ。

みえない時代だ。「成功は覚束ないと思いますよ」、「い
いんです。それでもやります」とぶれることはなかった。

ないだろうか。書店名を決め、名刺に名乗りとして記す

の強さをみると、もうすでにあなたは「本屋」なのでは

どうでしょう」と提案した。その不退転の確固たる意志

「では成功しなくてもいい本屋をはじめるというのは

本屋が、「成功しなくてもいい本屋」だ。ライフライン

い本屋だ。インフラ供給を必要としないでやっていける

としての取次を前提とした「正常ルート」を受け付けな

屋」とは「オフグリッドの本屋」だと思った。インフラ

拒んだ家のことをいうらしい。「成功しなくてもいい本

わかりにくいことばだが、外部からの電気や水の供給を

べきだ。恥ずかしければ「準備中」とカッコ付けすれば

を外して、そこに残るものが「身の丈」だ。

なにか背水の覚悟と事情があるようだった。

いいのでは？ 名乗りは今をおいて他にない。
伏竜のまま
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ショウドウ」と言い換えていたが、それが正しい用法か

だ。『音信不通』三十二号で鳥居貴彦さんが「ショハツ

成功モデルとなるだろう。初発衝動はわかりにくい言葉

ョンの起爆力と同じものだ。継続し生き残ればそのまま

殉じる本屋だ。でもこれは実はベンチャーのイノベーシ

成功しなくてもいい本屋は彼のように「初発衝動」に

換えてもいい。

取り込んでいる生成の現場に立ち会うのが喜びだと言い

クチュアリティを簡潔に見せる本屋なのだ。本が未来を

プする。つまりリアリティを追求する本屋ではなく。ア

く、流れ自体を店内に引き込み、その中からピックアッ

流れから好きなものを拾い上げて並べてみせるのでな

ーティングで取次の転任の方に訊かれた。
でも少し違う。

だから、定有堂は「普通の本屋」なのだ。オフグリッ

もしれない。まえにある本を引用して、「未来が、現在
起きていることに構造を与えている」「存在しない文の

ドではないということなのだが、このことを「伝える」
ことはいま難しい。

（参考）

2019.03.26

終りは、存在しないが文に構造を与えている」と述べた。
「ショハツショウドウ」を「文体」化すれば、「○○
○……、」と「、」（読点）へ向けて展開する構文で「…
…、」の先が未来だ。わたしのように「終わった人」は
「○○○……、○○○……。」と延長する。そして未来
は「……。」の向こうにある。「未来」の位取りが違う
こととなる。謎々のような話だが、じつはわたしの核心
の部分だ。「音信不通」は言葉自体未来を先取りした語
り（ナラティヴ）なのだが、まだ時間があるので、ここ
では「謎」のままでよいかと思う。

石橋毅史 『本屋な日々 青春篇』 トランスビュー 2018

石橋毅史 『本屋は死なない』 新潮社 2011

だ。つまりセレクトショップとなる。クオリティの追求

高村友也 『スモールハウス』 ちくま文庫 2018

オフグリッドのスモール本屋はそのまま身の丈の体現
は縮小と同義で、ここではセレクトと自分の世界が重な

同 右 『僕はなぜ小屋で暮らすようになったか』 同文舘出版
2015

る。
定有堂はセレクトショップなの？ と今日のランチミ

- 71 -

この先の本屋
この先
（ 音信不通 ㉞ ）

どんな「ナリワイ」であれ変化しつづける必要がある。
到達したらその回終了で、またやり直さねばならない。
一層拡大するかそうでなければ縮小するしかない。縮小
すると「ショハツショウドウ」（＠鳥居さん）に回帰す

年の暮れに街の本屋を始めたいと訪れた人に、
「では、

成功しなくてもいい本屋を始めるというのはどうでしょ

う」と提案した。この言葉を『音信不通』で目にとめた

熊本・長崎書店の齊藤仁昭さんは、「『成功しなくても

いい本屋』の響きのなんと素晴らしいこと」とお便りを

くださった。一味同心の感じでうれしかった。響きが魅

惑的なのは、ここに「違う成立ち」「違う生き方」があ

るからだ。それが「この先の本屋」だ。

「違う成立ち」「違う生き方」って何だろう。わたし

が学ぶべきものはここにあると思える。

四月十五日（月）に久しぶりに京都へでかけた。三月

二九日に鳥居さんの本屋が開店したので足を運んでみた

かった。店のたたずまいとそして立ち位置（ロケーショ

る。
わたしは「学び系の本屋」なので、他人の視界にのっ

ン）も知りたかった。三月半ばに大阪で会ったときに店

ター」と命名済みだ。開風は好きなヨットにからんだも

かって考えるのが好きだ。いまは京都の鳥居貴彦さんに
わたしに京都はとても不思議な街だ。豊かな多様性を

のと前に聞いた。「雅号」のようなものなんだと理解し

名は未確定だったが、すでに「開風社 待賢ブックセン

みせてくれる。「ナリワイ」の宝庫のようだ。この視界

た。

とても関心を持っている。

が欲しくて、定有堂を開業する年のはじめに少し彷徨っ

きるあるひとが、小さな商いの本屋をさして、「彼らは

地元の老舗大型書店の人でありながら町衆の気概で生

こにあるという事実に、とても感動した。間口二間四方

く。しかし新しい間尺の、つまり「この先の本屋」がこ

本屋は時代の間尺に合わなくなってどんどん消えてい

お店は「ショハツショウドウ」を体現したものだった。

違う成り立ちで、まったく違う生き方」なんだ、と本質

だろうか？ とても小さい。
そして営業も金土日だけと短

たこともある。

をついた教えを示してくれたことがあった。
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い。このところわたしが夢見てきた「縮小する本屋」が、

と聞くことはためらわれた。

鳥居さんは少し前の便りに「違う時間をどう淀みなく

くれている。余所ではとうに終わったことが、新しいも

てくれた。この街にはたくさんのレイヤー（階層）がか

立ち位置を知りたいと望んでいたので、周辺を案内し

流し続けていくのか、考えたいと思います」と記してい

のとして出現することもある。自分のレイヤーを見つけ

地面から湧き出たようにここにある。

た。「違う時間」と「この先」は同義だ。

クヤードはとてつもなく広い」と付け足した。彼は「た

屋なので並んでいる本も少ない、でも『こころ』のバッ

した。どう説明していいか迷ったが、「とても小さい本

都に居を移した吉田海将さんにぜひ訪ねてみてとメール

条城の石垣と堀を見ながらの散策で、「二条城前」まで

えていただいた。わたしは水辺がすきなので、帰りは二

ので早々に暇を告げた。来るときは「丸太町」まで出迎

で、夕方から用事（ダブルワーク）があると聞いていた

「開風社 待賢ブックセンター」はこの日は非営業日

ることが大事ですとも教えてくれた。

しかミシマ社で一度会ったことがある。すぐ行きます」

送ってくださった。お店の写真は一枚も撮らなかった。

この感動をどう言葉にしていいか戸惑い、数年前に京

と返事をくれた。いいタイミングだった。五月から東京

鳥居さんのレイヤーは写真に写せるものだとは思わな
かったからだ。

(参考)

京都市上京区大宮通椹木町上る菱屋町８１８

「開風社 待賢ブックセンター」 （店主 ・ 鳥居貴彦さん）

2019.04.21

に転勤になるところだった。彼は以前「図書館と書店」
の記事連載（朝日新聞）をしていたので、「この先の本
屋」をどう見るか知りたかった。
成功しなくてもいい、でも「やり直し」が利くこと、
そして手持ちの材料を活かす。ここに「この先」の次元
がある。「身の丈」にはじめるということだが、「デザ
イン」（作り込む）しないということでもある。鳥居さ
んはデザインしない。あるがままだ。「評価」（ブラン
ディング）を作り込まない自然体はすがすがしい。
鳥居さんは「待っているんです」とそのことを語った。
この言葉があまりに預言に満ちているので、「何を？ 」
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な熱量だろうか。

「レイヤー」は ①階層・積み重ね ②画層・シートを

ども売れている。「オフグリッド」というキーワードが

（ 音信不通 ㉟ ）

先日県内の情報誌から取材の打診があった。下り坂の

効き目だ。外部からのライフラインに依存しない独立系

果敢な本屋たち
本屋たち
果敢な

重ねる（グラフィック・ソフト）と説明される。

最近「小さな本屋」の立ち位置を分かりやすくするた

めに『スモールハウス』（ちくま文庫）を話の枕に振っ

本屋なので戸惑うところもあり動機を訊ねた。困窮つづ

なのだ。この「小さな」というのも、レイヤーの一つな

ている。そのせいか気がついたらここ数カ月で五十冊ほ

きの出版流通の世界で
「常に果敢に発信しつづけている」

のだ。

うな小さなお店が集まっている。この似ているところに

ここ最近気がついたのだが、街の一角になぜか似たよ

一点に興味がある、という単刀直入の返答だった。
ここでこの「果敢」という言葉に出会い驚いた。天か
ら降りてくる響きにも聞こえた。

た解釈の、『新明解』の理解を、ここではとりたい。わ

やろうと思う事を思い切ってする様子」という少々偏っ

「（自分の命や将来の情勢がどうなるかなどは構わず）

マ―）は、①競争型（攻め）②ストレス耐性型（受け身）

イヤーで語る『植物はなぜ動かないのか』（ちくまプリ

泳ぐ魚、深海を泳ぐ魚と棲み分けがある。生存競争をレ

例えば海の世界でいうと、海面近くを泳ぐ魚、中間を

もレイヤーを読み取れる。

ざわざよけいなことをする、そこを「果敢」と呼ぶ。

③擾乱適応型（根性）と階層化する。小さな本屋は受け

辞書的にはいくつかのグラデーションがあったが、

「小さな本屋」というと見えてるそのままだが、「果

身なので、高山植物のようなストレス耐性型と見做せる

雑草の生存戦略は「争わない」ことらしい。「環境は

敢な」と形容すると見えないものが重ねられてくる。重
で多用している。見えているものと見えないものの積み

敵ではなく味方」という気づきがそこにある。前掲書の

だろう。下り坂という環境を果敢に選ぶ。

重ねをうまくとらえた言葉だ。「果敢」と「レイヤー」

世界観はすばらしい。安定した環境では強い植物が力を

ねあわせというと、最近「レイヤー」という言葉を好ん

を何か関係するものとして考えたい。共通するのは過剰
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カゲラブックス」「吉備川辺亭」「だるぶ××くすとゆ

ッタ」「こどものお店」「Chiezo」「Books 腸感冒」「い

発揮する。弱い植物は、予測不可能な変化が起こる不安
定有堂でいう「果敢な」というのは「ミニコミ魂」の

ろはに十色」「明日堂」。この壮観さに驚いた。一人ひ

かいな仲間たち」「ぽっと BOOKS]「子ども文庫ピピロ

ことだ。それは何かをするために何かを準備するのでな

とりが、人生の晴れ舞台と、青空の下に輝いていた。

定な環境を選ぶ、と明快だ。

く、いきなり「何か」をする魂のことだ。それは「しな

のだ。この折り畳んで重ねようとする熱量を「果敢」と

築すると「街の本屋」になる。「街」は画層レイヤーな

ーとする。「小さな本屋」が画層のようにレイヤーを構

きる。つまり複数のシートを重ねあわせて一つのレイヤ

明だ。グラフィック・ソフトはシートを重ねることがで

出す。レイヤーの二つ目の意味に注目したい。画層の説

この「ミニコミ魂」は階層を縦断し、レイヤーを生み

いる。

ろんな人が一緒に本をたのしむイベントです」と語って

わめて個人的な体験です。その一方で、一箱古本市はい

「一箱古本市」の伝道師南陀楼綾繁さんは「読書はき

トしたのはポール・オースターの『幽霊たち』だった。

戻って、たまたま来店した秦阜梅林さんに一冊プレゼン

ここで確かめるような気持ちで、買い求めた。定有堂に

いま手元にない本ばかりだった。
でも自分の存在証明を、

十冊ほど購入した。後で気がついたが昔持っていて、

いっていいのかもしれない。変えてよいもの、変えては

「一緒に」という言葉にも、果敢なレイヤーの一つを

くてもいい」ことを見極めるところに生じる力だ。

いけないものを身体的に明確にすると、立ち位置が単純

発見した。

壁書房」「ぱんだ書店」「黄砂屋」「さすらいのアリク

個性的で果敢な店名を一つひとつ記しておきたい。「白

２回トットリヒトハコ」と銘打った「一箱古本市」だ。

南陀楼綾繁 『ヒトハコ創刊号』 書肆ヒトハコ 2016

ポール・オースター 『幽霊たち』 新潮社 1989

稲垣栄洋 『植物はなぜ動かないのか』 ちくまプリマ― 2016

高村友也 『スモールハウス』 ちくま文庫 2018

『とっとり NOW』 季刊 鳥取県広報連絡協議会

2019.05.27

になり、果敢な立ち姿となる。
さて果敢な本屋さんたちだが、五月二六日（日）突然

イ」「たにひさコーヒー書販部」「SUIRI」「歴史の泉

鳥取県立図書館隣りの中庭で本屋の集団に遭遇した。第

書店」「県立図書館の出前図書館」「ワン・コイン」「ア
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定有堂のレイヤー
定有堂のレイヤー
（ 音信不通 ㊱ ）

ブッキッシュというのは、世の中を書物でしか体験で
きない輩のことだが、定有堂もそのように、すべてが書

（場）は、読み書きリテラシーではなく、テクノロジー
へと変貌していた。

そこでは孤立していたビオトープが、テクノロジーと

いう固いパンに支えられる故に接続されてしまう。しか

も「私たちは（テクノロジーの文字を）読むことができ

ない」。リテラシーが一つの大海となったとき、それを

メディアと総称する。これは『大人のためのメディア論

講義』の予言するところだ。主張の核心は、メディアは

私たちの無意識なのだ、と敷衍する。

これらが定有堂レイヤーの固いパン（場）だが、各レ

イヤーを見ていくと『人はなぜ物語を求めるのか』が方

物頼りで物事が進んでいる。
最近レイヤーという言葉をよく用いる。ちょうどオー

向を示すものとして存在する。これはストーリーは意味

トーリー（物語内容）を、自分の身の丈の因果関係に落

プンサンドのようなイメージだ。しかし、一番下の層の

その固いパンの話だ。オープンサンドの名称は、定有

とし込むことが、読者にとっては大切だということだろ

をめざすという話だ。「わかる」と思う気持ちは、感情

堂では「本のビオトープ」にあたる。『キュレーション

うか。ここに出来事の両義性を手がかりにして読みを変

パンは固い。固いから上の具材の階層を下支えできる。

の時代』という本のなかでビオトープという言葉に出合

貌させる、ナラティブというキーワードが方法論として

以外のなにものでもないという。時間順に叙述されるス

った。読み書きのリテラシーという生態系が維持される

立ちあがる。

結果各階層はこの底部に世界観を決定されている。

ためのちいさな圏域だ。この圏域に定有堂の本の世界が
ずいぶん遅れて気がついたのだが同じ著者に『レイヤ

集ゆえに多様なシーンを示してくれる。それとぜひ付け

ン・リュウの『紙の動物園』と『もののあわれ』が短編

豊かにナラティブの展開をみせる物語としては、ケ

ー化する世界』もある。ビオトープがレイヤーになって

加えたいのが『あなたの人生の物語』だ。異星人の言語

ある。

いると重ね読みする。しかしすでにここでは固いパン
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く。「人間的」という認識の限界を越境させるのが共通

の図像性が線状展開の地球言語に衝撃を与える話に驚

グリッド」。ここでは独立系と言っておこう。ちなみに

いう本を一歩前に押し出している。キーワードは「オフ

この定有堂レイヤーの扉として『スモールハウス』と

つくりこまないということも付け加わる。

佐々木俊尚 『キュレーションの時代』ちくま新書 2011

2019.06.26

定有堂ビオトープのつながり合いは「学び系」。結論を

の企てだ。
ブッキッシュな読書の眼目は、「知」ではなく「未知」
に出合うことではないか。「未知」は人間的知見を拡張
してくれるからだ。もし人間に壁があるとしたら「知っ
てるゆえに知りえない」という境界性だろう。視座の階
層をあげることによってこの壁は俯瞰できる。『マルチ
バース宇宙論』はそんなときに現れた。「世界」が全体
を包括できるのでなく地域的なくくりへと格下げされる
物語だ。そう視座を見定めれば「知りえないゆえに少し
知る」という場所に踏み分けていかないだろうか。
認識は天空を舞うことになる。
ブッキッシュだから…。
のようにして立ち現れるのだろう。引き算して残るもの

佐々木俊尚 『レイヤー化する世界』ＮＨＫ新書 2013

（参考）

が青空だ。だから「青空」とは肯定することのコトバ的

石田英敬 『大人のためのメディア論講義』 ちくま新書 2016

青空ということばは好きでこれもよく用いる。青空はど

表れだ。そして身の丈が残る。

しも強いものが勝つとは限らない」というのが教えだ。

かける。「ある程度擾乱がある不安定な条件では、必ず

のか』という本がある。本当の強さとはなにか、と問い

高村友也『スモールハウス』ちくま文庫 2018

稲垣栄洋 『植物はなぜ動かないのか』 ちくまプリマー新書 2016

野村泰紀 『マルチバース宇宙論入門』 星海社新書 2017

テッド・チャン 『あなたの人生の物語』 ハヤカワ文庫 2003

ケン・リュウ 『もののあはれ』 ハヤカワ文庫 2017

ケン・リュウ 『紙の動物園』 ハヤカワ文庫 2017

逆境の擾乱を身の丈に縮んでやりすごす選択だ。レジリ

身の丈もレイヤーのひとつだ。『植物はなぜ動かない

エンスというのだろうか。
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本屋の青空
本屋の
（ 音信不通 ㊲ ）

「本屋の青空」ということばを好んで使うが、本屋と
青空の関係をうまく説明することはたやすくない。それ
でも捨てがたい語感があって手放せないでいる。本屋と

青空には光がある。本屋には本がある。本は光なのだ
ろうか。

本屋は路上と接続されている方が楽しい。この接続と
青空はじつは同義だ。

バザールということばもある。公共性の高い路上に常

設でない市が立つ。いろんな業種がブースを並べる。特

別な時間が生まれる。この特別な時間も祝祭という意味

で青空だ。なにか突き抜けた解放感がある。

本屋には解放感があるといってもよかったのかもしれ
ない。

を見ないというのは視界が街に閉ざされているというだ

ン帯の崩壊で裏日本の鳥取にも青空が増えている。青空

久しくじつは本当の青空を見たことがない。バンアレ

は「てつがく」をしなければならないから進学する暇が

なく路上でとりとめもなく話し込んでいた。一人の友人

んな話をしていたなと後で思い起こした。それも教室で

の少ない休日の昼下がりだった）、高校生のときよくこ

先日定有堂の店内でＯさんと長話をしていたとき（客

けのことだ。街に興味を失うともっと空をながめるだろ

ないといって受験しなかった。いま思えばそれは少し変

青空は同じようなものだと思っているのだろうか。

う。わたしの「青空」は架空の青空だ。

だと気づくことができる。

最近「物質は粒子であり、同時に波動である」「物質

青空は破壊と創造の境目にある。青空の形容に「抜け
るような」ということばがある。視野を妨げるものがな

というのはすごくのろい光」という議論を読んだ。『ア

たので、これは古書で取り寄せた。なんとなく仏教と物

いわけだ。晴れ上がるというのは雲がない空だ。でも大
宇宙の晴れ上がりという言葉もある。
ビッグバンの後、

理学が重なり合ってくるような気がした。この飛躍がじ

インシュタインを超える』という新書が典拠のようだっ

宇宙が広がり、光が突き抜けることが、可能になる状態

つは「てつがく」なのかもしれない。

気がなければ青くはならない。

をいう。一つの終りと一つの始まりの結節点だろうか。
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そういう話をＯさんにした。Ｏさんは国語の先生なの

それから長い年月が経ったのだけれど、やはり同じよ

聞いたらこの著者は理系の出身でのち仏教者となったひ

出版の『般若心経』（佐々木閑）だった。「なぜ？ 」と

有堂のあそこの棚にもあるよ」と導いてくれた。ＮＨＫ

を持つためには路上と接続している必要がある。日々が

にはこの「本屋」しかない。そして本屋がそういう機能

増える。この「てつがく」に出合えるところは、わたし

日々のあれこれが抜け落ちていくと青空の占める量が

うな極微をめぐる「てつがく」が念頭を去らない。

とだから、同じ道筋をたどって説明してくれるよ」と。

遠ざかり光が直進するこの光景を「本屋の青空」という。

で、いつも正面から応じてくれる。「そのテーマなら定

その夜から読み始めた。ふと思い起こしたら、この本は

書物と光は一つことだと思う。

2019.07.24

中沢新一 ・夢枕漠 ・ 宮崎信也 『ブッダの方舟』 河出文庫 1994

（参考）

市内の禅僧の方が、昨年カルチャーセンターでテキスト
に採用した本だった。しかも自分のギャラで生徒の数だ
け購入され無料で配布されたもので印象に残り必備の本
にした。一年遅れて紐解いたことになる。縁だろうかし
かもその数日後この禅僧の方と店内で遭遇し、問いを投
げかけた。同じ著者に『仏教は宇宙をどう見たか』とい
うのもあると教わり、これは品切れだったので、取り急
ぎ県立図書館で借りだした。
物質は粒子であり、同時に波動であるというのは別の
あらわれのようだが一つのことだというのがわたしの
「てつがく」の謎だ。この本では『俱舎論』の世界観の
語彙で「極微」と説明してあった。「かたち」はこの「極
微」の集積の全体なのだと明快に解き明かされる。

佐々木閑 『仏教は宇宙をどう見たか』 化学同人 2013

佐々木閑 『般若心経』 ＮＨＫ出版「100 分 de 名著」2014

ミチオ・カク他 『アインシュタインを超える』 ブルーバックス 1997

がどこかにあるはずだという一事だったのかもしれな

高校生のときの「てつがく」は「果」があるから「因」
い。

- 79 -

本が大事
（ 音信不通 ㊳ ）

そして本の話をする。「いろいろ気になる本があります

ね。どんな本を読んだらいいですか？ 」「これとこれが

オススメですよ」。すると「スマホで写していいですか」

で終わる。買わない。一方ときたま近くの進学校の生徒

が母親と一緒に来店する。一時間ほど滞在して二万円弱

の支払いを母親がする。
この違いはなんだろう？ いわゆ

る文化資本（再生産される文化的蓄積）の違いなのだろ

ら、一般学生に「本屋」の話は難しいだろう、本屋にな

った。「本屋の話？ それとも本の話？ 」と問い返した

いうことは人を説得するようなテーマではない。「本が

とり返しのつかないもどかしさがある。「本が大事」と

わたしが学生の前で「本は大事」と話しても、すでに

うか。

じむという習慣がないから「本」のほうがまだ話題が見

大事」と思う人がいると告げる、それだけで事は終わる。

国立大の学生の前で話をしてみないかという誘いがあ

えやすい、と応答があった。そして「本」を読まないか

遠くに出かけて「本が大事」と話すのも考えてみれば

ぱんに人が訪れる。本は読みたい人が読むし、縁のない

おかしい。定有堂教室「読む会」という読書会にはひん

ら、「本が大事」というテーマがいいかもしれない、と
話の方向が具体化していった。
前に学生の牛木のどかさんが、定有堂の仮店舗として

設売り場を短期間でも実現すれば風穴を開けられると考

が本を読まないのは校内に書籍売り場がないからだ、仮

は、「ユニコーンは映画や物語という『意味の場』では

は存在しないのか』だった。別の本でだが、ガブリエル

八月のテキストはマルクス・ガブリエルの『なぜ世界

人には路傍の石ころに等しい。

えたのだ。二年二回実施したが何も起動しなかった。彼

存在しますが、現実の東京には存在しません」という。

「三週間本屋」という企画を公立大学で行なった。学生

女はがっかりしたようだ。そしてりっぱな書籍売り場が

った内容）は『意味の場』には存在するといってること

ここで大事なのはユニコーンという物語性（あるまとま

定有堂にも学生が訪れ会話を交わすことがある。地元

だ。全体性としての世界は存在しないが、この物語性は

ある、国立大学でも、学生は本を買わない。
はもちろん、
ときには隣県の国立大学の学生も顔を出す。
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うに、個々の中に確固として存在するなにかを、足場と

個々の人間の中に存在する。「新しい実在論」はこのよ

ニコーンを実在させる「意味の場」という「与えられ方」

の場」を語る本を読みあう。本を読むということは、ユ

本に縁ある人が集まり、その本との縁という、「意味

これはすでに現象していることであって、人を説得す

を、共有（体験）するということなのだ。

している。
「世界は存在しない。存在しているのは、無限に数多
くの意味の場だけです」P.106「意味とは対象が現象する

ない人が訪れる。本のあるところ「情報」が豊かに漂う。

るようなことがらではない。本屋には本を買う人と買わ

「2+2」や「3+1」は与えられ方であり、これを「意味」

ユニコーンを幻視する人としない人が今日もここですれ

仕方のことである」P.101
という。「現象」といってもいい。この数式は「意味」

講談

2019.08.22

違っていく。

か？ 未来への大分岐』 集英社新書 2019

マルクス ・ ガブリエル 『資本主義の終わりか、人間の終焉

社選書メチエ 2018

マルクス ・ ガブリエル 『なぜ世界は存在しないのか』

（参考）

（与えられ方）は異なっているが、指し示している当の
もの（つまり４）は同一である。
この「意味の場」が本を読むという行為の場所のよう
だ。世界は体験によって生成されるものであって、わた
したちは世界を体験するわけではない。異なる体験であ
れ、指し示していく「当のもの」は同一である。「本」
の中で体験を成長させ、外部（マルチバース）を予感す
ることが楽しい。「体験」は「経験」の外部なのだ。そ
してその「体験」は「本」の中にある。
「本を読む人」に出合って「本のたのしさ」が広がる。
でもそのためにはすでに本を読んでいなければならな
い。一味同心の阿吽だからだ。
「本」とは、この「与えられ方」の多様な展開の場だ。
「本」と袖すり合い「縁」の中で再生産されていく。本
屋はこの「縁」がはじまる数少ない一つの「場」なのだ。
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（ 音信不通 ㊴ ）

たと思った。

筑摩書房からは今年の六月に「スリップがなくなると

（2018.8～2019.7）。理由は文庫の森羅万象というテーマ

昨日までの世界
昨日までの
までの世界

困りますか？ 」と来訪があった。その後十月から書店で

書き込み用の白紙スリップを無償提供するという対応に

収まった。悩んでいる姿がありありと感じられた。
ここ近年の事件はスリップレスだろうか。本に挟み込

でちくま文庫に特化して力を入れているからだ。スリッ

定有堂はちくま文庫に限れば山陰で一番売上げている
んであるスリップが廃止され消えつつある。はじまりは

くなると、①この作業ができなくなる②売り上げデータ

プを自分で集計し、既刊本を根気よく発掘している。Ｐ

ＰＯＳ（販売時点情報管理）の普及で、紙のスリップ

を筑摩書房に送ることができなくなるので双方向性が失

二〇一八年四月、角川文庫から突然消えた。事故かと思

が役割を終えたという理由だった。そこにはショートラ

われる。ちくま文庫を中心に森羅万象を意図しているの

ＯＳレジデータとは全く重ならない銘柄の領域だ。デー

ン印刷（小ロット印刷）への未来も含ませてあり、売り

で、この世界観を読者と共有するために、ここ半年で文

ったがしばらく遅れて、ファックスで説明の通達が届い

っ放しにしたいという動機がみえた。発注をＰＯＳレジ

庫目録を一五〇冊ほどいただいている。双方向性が消え

タに忘れられた後ろ向きの探書だからだ。スリップがな

データのアルゴリズム（判断）に委ねている大型書店に

データの裏づけがなくなると、こんなお願いもできなく

た。

は、違和感のない制度変更だった。
てだが、ちいさな街角の本屋である定有堂は、はじき出

う。今日一日が大事で明日のことは誰にもわからない。

時代はリスク回避のショートラン（売り逃げ）に向か

なる。

された形でショックだった。ちいさなデータのゆらぎの

こういう未来がはじまっている。日銭仕事になっている
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アルゴリズムが有効なのはビッグデータの処理に際し

中で本の品揃えに努めているからだ。仕方がないので、

号』の取材でお

のだろうか？

八月末に南陀楼綾繁さんが『地域人

私製のスリップを作りはじめた。その後平凡社がスリッ
プレスに踏み切ったのには驚いた。違う事態が幕を上げ

50

トープ』『それからのはじまり』など謎めいた言葉を話

用語をほとんど使わない。その代わりに『青空』『ビオ

見えになった。「人と話すとき、奈良さんは出版業界の

界だ。

を見つめることによって「本」から見つめられている世

って一つの魂の声に聞こえた。「本」への祈りだ。「本」

人の「本」に関わる方々が寄稿されていて、心が解け合

《「たくさん売らなくていい」というだけで、こんな

す」と記される。はじめての指摘でその観察眼に驚いた。
紅旗征戎吾事ニ非ズという言葉があるが、状況がどう

で何を書いたか忘却するのでときどき抜き刷りを作って

なのだが、たゆまず月々刊行して三十九号になる。自分

進んで一直線に終わるだけだ。この消息が『音信不通』

《お客さんが残していった「痕跡」を通じて、その心

在がな

…》《背がない中綴じの本は本棚に収まった瞬間に存

《本とは、本棚にならんだときに「背」が見えること

に精神的な負荷がちいさくなるとは…》

確認する。カフェで会話している折に、たまたま手元に

の中をそっと垣間見ていく…》

変わろうと、本が好きだから本を並べるだけで一直線に

あって差し上げた事が二度ある。南陀楼綾繁さんと歸山

同質の魂の声なので引用元はあげないが、「痕跡」は

スリップのこと。わたしは中綴じの冊子ばかりを長年作

くなってしまう》

健一さんのお二人だ。
先日歸山（かえりやま）さんから宅急便が届いた。開

いま出版流通の世界は「未来」へと前のめりになって

りつづけてきているので、「背」の存在論には意表をつ

ショートランの反対は一期一会だと思う。歸山さんは

いる。でも今日一日だけを生き延びようとしている人た

封したらこの抜き刷りが製本してあった。背表紙のある

一期一会を「かたち」にしてくださったのだと思った。

ちにじつは未来はない。「未来」とはいつも「昨日まで

かれた。たしかにその通りだ。

わたしもこの一期を功徳としたかったので、鳥取の旬の

の世界」のことだからだ。紅旗征戎、つわものの消えた

青いハードカバーの本だ。

「梨」をほんの数個贈った。「じつは製本は知人に頼ん

2019.09.22

あとには、昨日までの世界が喧騒を拭って露出する。

十人の寄稿者『本を贈る』三輪舎 2018

だので少しお裾分けしました」と返事があった。
その知人の方が関わった書物に『本を贈る』（三輪舎）
があった。このご縁に再読した。初読のときには気がつ
かなかったが、これは「昨日までの世界」の記録だ。十
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（ 音信不通 ㊵ ）

神保町ブックセンターでは暖かいコーヒーを注文し

た。とてもおいしかった。『方丈記私記』は、源平の交

波ブックセンター）でコーヒーをいただいた。今日は少

本の街

代期の動乱を背景にするものだが、堀田善衛は太平洋戦

争の戦前戦後の災厄を重ね読みする。
乱後に階層差が
「平

らかになる」予感が高まり、しかしあえなく消える刹那
十月半ばに三日ほど上京した。宿が、日販（取次）の

し離れて書棚のあったあたりのテーブルで、店内の軽い

の刻だ。以前来たときは、柴田信さんの書店事務室（岩
お世話で共済会を通し、水道橋の東京ドームホテルだっ

喧騒に耳をすましている。ここには風景を重ねる人もい

三日滞在の狭間の日は、上野公園の中の、古くからあ

たので、一駅神保町へも足を伸ばした。三省堂と神保町
この十月にネットを中心としたメディアが紙ものの書籍

る和食の韻松亭で縁者六人の会食をした。上野の森は数

るし、そうでない人もいる。

を二点刊行したので、
その存在をうかがってみたかった。

十年ぶりで、樹木の丈が高くなっていて驚いた。まるで

ブックセンターの間を散策した。三省堂では、ついでに

新刊コーナーをはじめ数か所に並べてあった。二点のう

自分が縮んだかのように錯覚するものがあった。

同じ月に旧友の飯澤文夫さんから便りがあって、冊子

ち片方が二倍くらい置いてあったので、そういう判断な
のだと学ぶことができた。全体に、人文書とビジネス書

『神保町が好きだ！ 』2019 第

号が同封してあった。

明治大学史資料センター研究調査員で、永くこの本の街

が溶解しはじめているようにも感じた。昨日までの本格
的な人文書は上階の古書コーナーと並列してしまってい

の権威でもある。二十代の頃から地方史誌の評を雑誌に

に尽力されている。以前は毎号柴田信さんが送ってくだ

喫茶店での一休みに読もうと思い、鳥取を出るときか

連載されていた記憶もある。視点を、かくれやすいもの

た。安定した指針のない時代、形而上学でなく、人の思

ら『方丈記私記』堀田善衛をポケットに入れていたのだ

を守る方向にそそぐ人なのだ。「出版社・書店等ＰＲ誌

さっていたものだ。飯澤さんは出版社の「ＰＲ誌」研究

が、一階の平台から『彼岸の図書館』夕書房を手にした。

一覧」も編集されている。ご本人は「ＰＲ誌のこと、た

考がより先鋭的に未来をつくるのだと思えた。

地域暮らし・本というテーマだった。
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１３

と小見出しがついていた。

本屋の特集を読むのは苦手だ。それぞれの初発衝動が

った一年調べただけで、専門家のように扱われる」（便
り文）と謙遜されるが、『日本古書通信』（日本古書通

まぶしい。自分のできなかったこと、しなかったことを

た、あかるい姿の地域の本屋特集を目にし、自分がすっ

信社）にも現在『続ＰＲ紙誌探索』を連載している。十
資料を集められているとき、「出版社のＰＲ誌、どん

かり縮み志向にあることに気がついた。しかし、思えば

思い出す。十月は上野の森そして神保町にたたずみ、ま

なのがあるの？ 」と聞かれ、その重大さがよくのみ込め

縮んだ姿が、もともと本屋的人間としての、おのれの原

月号（通巻 1083 号）で第七回。

ず「ＰＲ誌おもしろいですか？ 」と返して叱られたこと

点でもあった。I am here.

堀田義衛『方丈記私記』ちくま文庫

2019

巻）』岩田書院

２１

2018

2019.10.26

がある。わたしは本屋なのでそういう歴史資料意識に関
して軽率な所があって恥ずかしく思った。研究者の資料
意識がリアリティへ向かうとすれば、本屋はいつも読者
の半歩先のアクチュアリティを見つめる。ＰＲ誌の情報
は早すぎて、ときに本屋の現場の判断を誤らせることが
ある。少し遅れる方がいいのかもしれない。
同じころ、神保町からは遠く地方に視点をうつして、
号が刊行されて寄贈を受けた。本屋の存続が危ぶま

「本屋が楽しい まちが楽しい」という特集の『地域人』
第

屋が置かれる。しかし、地方だからこそ輝くという、本

青木真兵・海青子『彼岸の図書館』夕書房

2019

屋の気概を求める特集だ。「楽しい」をテーマに全国横

飯澤文夫『地方史文献年鑑 2017（第

る。「この店で出合う『小さな一冊の衝撃』にくらくら」

して語ることのできる人だ。定有堂も取り上げられてい

問されている。本屋をショップとしてだけでなく、人と

断するのだが、山陰は土地勘のある南陀楼綾繁さんが訪

れるこの頃、地方の疲弊と共にいっそう厳しい状況に本

50
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初発衝動
（ 音信不通 ㊶ ）

十一月二七日、「知のカフェ」主催の会に招かれて、
鳥取大学で、「『本屋』の仕事」と題した、「本屋トー

まりその勢いで本屋となる。この「勢い」のことを「初

発衝動」と名付けてみた。これが一つ目の話だ。

「小商い」は、初発衝動で始めるものだ。だからこの

初発衝動という物語の上に、それぞれの本屋の商いがあ
る。

もう一つは「十年説」だ。初発衝動つまり個性で始め

たものには賞味期限があり、ほぼ十年という話だ。定有

堂書店は四十年つづくので、ほぼ十年周期で「個性」を

切り換えてきた。長く続くということはそういうことの
ようだ。

学生や参加していた人たちの関心の多くは、この一点

「本屋トーク」というのは、①学び系だが結論をつく

となる。なぜ、個性を切り換えることができるのかとい

さてここからが「本屋トーク」で、ブッキッシュな話

に集まった。

らない②本の中身より本を読む人の話、といういつもの

うと、個性それ自体が「勢い」のものだからだ。配布資

ク」を行なった。

店頭でのやりとりを再現するものだ。きっかけは、学生

料には座右の銘も書き添えておいた。

《ものを考えるということの働きは、ことばを組み立

が先生にすすめられて本屋に顔を出し、でも本屋の人に
声をかける勇気が出せなかった、という話を耳にしたか

わたしがかつて師事した、
翻訳論という学問を確立した

て。文を作っていくという工夫のうちにある》（柳父

本屋は本が好きな人がやっている。「屋」というのは

人の言葉だ。わたしの初発衝動ともいえる考え方のオリ

らだ。もし声をかけていたら、どんな対話があっただろ

「もっぱら○○」と熱中しているという意味だ。ここで

ジンだ。余談だが（本屋トークは本性上脱線する）今年

章）

は、もっぱら本に熱中している人だから、「ブッキッシ

の九月に立教大学で行われた日本通訳翻訳学会シンポジ

う、と出張トークを行なったわけだ。

ュ（机上の空論）」な人ということになる。熱中したあ
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ウムの「プレ・カンファレンス講義」が「未来へつなぐ

きる人たちの「語り」を集めた『かかわり方のまなび方』

がいいですね、とすすめ、ついでに、自分を変革して生

本屋の物語を「語り」によって少しずつ変容させる。

柳父翻訳学」だった。再評価の機運が高まっている学者
がいる、と興味を持たれ、会の冒頭に「定有堂書店 奈

そのようにして定有堂はこの場所（レイヤー）にある。

（西村佳哲）も付け加えた。

良敏行氏メッセージ」が事務局の北代美和子さんによっ

いま現在の「語り」は「本のビオトープ」だが、それは

だ。若い頃長く在野の人だったが、その頃の弟子に本屋

て読み上げられた。お誘いも受けたがさすがに出席する

『音信不通』で現在進行中の「ことば」と「文脈」のこ

変えなければ、と悩んでいる。どんな本を読ませればい

野口裕二『ナラティヴと共同性』青土社 2018

柳父章『現代日本語の発見』てらこや出版 1983

とでもある。

いだろう、と会話がはじまった。「物語」は変えにくい

千野帽子『人はなぜ物語を求めるのか』ちくまプリマ― 2017

2019.11.29

には臆するものがあった。
思念は「ことば」と「文脈」でつくられているという
考えだ。つくられているのなら、変更することも可能な
はずだ。ブッキッシュな本屋的人間は、こういう道筋を
たどって考える。
つくりの強固なもの、比較的にゆるいものと見ていく
と、ブッキッシュな引き合いだが、強固なものをドミナ
ント・ストーリーといい、ゆるいものをオルタナティブ・
ストーリーとする視点がある。
今日の店頭で常連の方が、うちの二十四歳の息子が今

けど「語り」は変えやすいというテーマの本があります

西村佳哲『かかわり方のまなび方』ちくま文庫 2014

年就職して悩んでいる。職場で自信がもてない、自分を

よ、「ナラティブ」という考え方です。少し専門的だと
『ナラティヴと共同性』（野口裕二）が最新の本ですし、
息子さんなら『人はなぜ物語を求めるのか』（千野帽子）
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本屋と「読む会」
本屋と
（ 音信不通 ㊷ ）

見える、というだけの話だ。テキストも売るだけできちんと

読まないし、発言もしないし耳学問を積み重ねるだけだ。

むろん店頭には反映されていく。そこからがわたしの役割
と分別している。

ながくつづく理由は「人」だと思う。そんな人が数人いる。
ど、なにか指針を教えて欲しいとのことだった。県外の方だ

があった。いくつかの本にも、似たような風景がうかがえ

そんなひとに交わってきて、こういうことかと気づくこと

どんなひとたちなのだろう。

が、ときおり立ち寄る機会があり、定有堂の「読む会」を知

た。

先日知らない人からメールがあって、読書会をやりたいけ

ったらしい。

通信の記者に、転勤移動の機会にゆずった。異種で多様の

そんな読書会論のような、二点の本を以前持っていた。あ

問いかけてきた人はすでに準備に入っていて、『学校をつく

「集い」の中で考えを深めあった本だ。「読む会」は勉強会で

定有堂教室「読む会」は一九八八年三月にはじまり三十

り変える』という本を読もうとしている、と具体的だった。

はないのだが多様性を大事にするという点で似通ったもの

る時期から、自分より所有するのにふさわしい人に、この会

でもそれは勉強会であって、読書会とは少々異なるのでは、

がある。もうひとつは別の人にあげたのだが、めんどうみの

年ほどつづいている。きっとなにか秘訣があると思われたの

とわたしには思えた。微妙な違いだがこのあわいに「読む会」

いい方なので立ち位置がきっと共鳴するとひらめきがあっ

で出合うとあげてしまうようになったので、いまは手元にな

は位置している。

た。それは『日常的思想の可能性』だった。この著者は『共同

だろう。自分でもよくわからない。でもきっと何かあるのだ

「読む会」は「学び系」だが「結論をつくらない」。勉強会は

研究転向』にもかかわった人で、「日常」に形而上学を持ち

い。ひとつは『共同研究転向』。熱心に会に参加していた共同

結論を見出していこうとする。結論が共有できるのは同質

込まないという深い反省のもとに、考えを深め合うことを

ろう。

な人たちが参加しているからだ。「読む会」は異種で多様の

主張したひとだ。

「集い」というといつもこの本のエッセンスを思い起こす。手

「集い」なので共通理解を求めていない。わたしは三十年変わ
らず片隅で、無言で耳を傾けているだけなので、そんな風に
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「きっかけ」を大事にしているということだ。集いにはテーマつ

がくつづく集いをみていると、気づくことがある。「主題」と

ル論」という一節があった。サークルは長く続いて欲しい。な

ークルと呼んでいた時代がある。そんな頃のことで「サーク

元にないので記憶は正しくないかもしれない。人の集いをサ

するので、今日来たひとの名前聞きました？と尋ねると案

いう動きをだれもしない。わたしは店を閉めて遅れて参加

い。でも黙って見ていると、とくにその人を仲間にしようと

わる。店頭でその月のテーマにひかれ飛び入りする人も多

の「集い」をたのしんでいるので、無方法だ。テキストは毎月か

この焚火守りのひとたちそれぞれの個性もおもしろいのだ

外誰も聞いていない。

大事なことだ。誰々がいてたのしいから参加する、というひ

が、またそれは別の話だ。存在しないが存在する人もいる。

まり「主題」がある。でも「集まる」ということ自体、本当は
ともいていいはずだ。意見を交換するだけでもたのしいの

旅立った『伝えたいこと』の著者だ。思い出と共に、それから

むろん発言しないが、いつもそばで見守っている。「読む会」の

たのしいから長続きするという説だが、しかしもうひとつ

さらに二十四年、焚火は燃え続けている。定有堂の店内で

で、結論をつくる必要もない。なまじ結論が明確になると、

大切なことがあるという。例をあげて、焚火に似ているでは

は『伝えたいこと』に、「定有堂で一番読んで欲しい本」とカ

焚火の火を最初に熾（おこ）し、九年守り、一足先に冥界に

ないかという。往来にあたたかそうな焚火がみえる。ちょっ

ードを添えている。それだけで以心伝心買ってくれるひとが

なにかしなければならなくなって、会が立ち消えになる。

と寄っていって暖まろうと人が集まる。あたたまったら去って

多い。

うにわたしには見えています。

思想の科学研究会編『共同研究転向』平凡社 上 1959 中 1960 下

2019.12.27

お教えする指針はないけど、「読む会」はこんな「集い」のよ

いく。それで十分。焚火はそれだけのものだ。でも焚火を絶
やさないということも大事だ。立ち寄り去っていくひとが、
一本薪をおいていけば火は絶えない。むろん焚火守りも必
要だ。
クルのことだ。「主題」がなんであれ、とにかくつづけたいか

1962

焚火守りについてはこんなことを言っている。焚火とはサー
らとりあえず参加する。こんな人が三人いれば長く続く

鶴見俊輔『日常的思想の可能性』筑摩書房 1967

浜崎洋三『伝えたいこと』定有堂書店 1997

し、ながく続けるにはこんな人が不可欠なのだ。
「読む会」にはたしかにそんなひとたちがいる。異種で多様

- 89 -

ンボオの「変わり方」に興味があるからと説明した。

ランボオ神話というものがある。十九歳まで詩作に没

原点に立ち帰り、昨年からオンライン総合メディアで本

など社会のリアルに関心を寄せる人だ。本が好きという

『真夜中の陽だまり』（文芸春秋）で夜間保育園のルポ

一月九日、ライターの三宅玲子さんが取材にみえた。

もあった。でもふといままで気づかなかった読みに気づ

ていた影響で、ランボオ周辺の本を読み返していた経緯

じつは年末に松崎の小原さんと文学談義を熱く交わし

引き込まれたはずで、
ありきたりの読者体験にすぎない。

の読者は、この変容ありきのランボオの言葉とドラマに

えない世界を
見えない世界
世界を見えるように （音信不通 ㊸ ）

頭するも突然投げ出しアフリカへ消え武器などの交易商

人になったというものだ。本を読む人生から本を売る人

生に「変わった」ということが、ランボオが好きだった

屋のルポをはじめる。「双子のライオン堂」「文喫」「ブ

いた。

ことと無関係ではないと思うと少し楽しい。たぶん多く

ックスキューブリック」そして「定有堂」と月一ペース
ちょうどいま読んでいる『地図と領土』に「ある人の

いが、でも残りの半分でそう考えてみる。辞書的には、

性主義的な感情があったのではないか。半分は正しくな

ランボオは結局なにかが嫌になったのだ。そこに反知

境遇について知りたいとき、その人にまずする質問は何

知的権威やエリート主義に対して懐疑的な立場をとる主

の本屋探訪だ。

だろう」という問いかけがあり、質問自体が質問者の姿

義や思想と説明される。

以前雑誌の取材で「好きな映画は？」と聞かれたこと

を鏡に写す問いだと面白く思っていた。そんな折三宅さ
んが「好きな本は何ですか？」と直截な切込みで問いか

がある。そのときは『離愁』と答えた。一九七三年のフ

二次大戦時ドイツからフランスへの引揚げ列車で出合っ

けてきた。そのタイミングもあり一瞬息づまるような緊
ランボオの『地獄の季節』だと答えた。
「なぜですか？」

た、富裕層のユダヤ人女性とフランスの普通の男の恋物

ランスとイタリアの合作映画で原題は「Le train」。第

うまく返せるか戸惑ったが、この日、「変わる」ことの

語だ。終点で離れ離れとなり三年後にゲシュタボの取調

張を感じた。

大切さについて語っていたので、この文脈に乗って、ラ
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シムノンの原作小説は女を見捨てる。この、ストーリー

定しないで共に処刑の運命を選ぶ。しかしジョルジュ・

室で再会する。知らないといえばそれで放免。しかし否

この世はあるようにあるというのは確かだ。

に理解できる、という結論がたのしい。理解できないが

など）。「世界」の外に出て、四次元に身を置けば簡単

ていくがよくわからない。（森田邦久『量子力学の哲学』

思考の文脈の拘束性は好きでない。推論するひらめき

に割り込むプロットの二重性に魅かれる。
この映画の叙情は市民社会の一時的な崩壊を描くとこ
本を読む圏域は強く文脈に支えられ拘束される。本を

させて、現象を自分なりに説明する方向へと扉を開く。

は似ていると思いはじめると、文脈の分別をゆるく崩壊

を重視するアブダクションの方が好きだ。これとこれと

売るという小商いの圏域には少し違った自由がある。う

本屋の棚はこのように作られる。見えない世界を見える

ろに漂うと思う。

まく説明できないが、ここにランボオのアフリカの光景

ように語るエモーションだろうか。

三宅玲子『真夜中の陽だまり』文藝春秋 2019

2020.01.24

が見えるような気がする。捨てて自由になったのは文脈
の拘束からだ。
このところ「現場性」が気になり読み漁っていて、佐々
価があまりに高いのに驚き、気功の本『気脈のエコロジ

ミシェル・ウエルベック『地図と領土』ちくま文庫 2015

木俊尚『「当事者」の時代』にたどりつき、津村喬の評
ー』を読み返してみた。身体性へと露出していく本だ。

ロミー・シュナイダー出演『離愁 Le train』仏独合作映画 1973

ランボオ『地獄の季節』小林秀雄訳

のは」、「現実の秩序を否定して別の秩序を作っていこ

佐々木俊尚『「当事者」の時代』光文社新書 2012

「見えない世界を見えるように語り、行動するという
うとする」からだと語る。逆にいうと現実のリアリティ

佐々木閑『科学するブッダ』角川文庫 2013

津村喬『気脈のエコロジー』創元社 1993

実存的な不可思議の謎を知ろうとして仏教の本を読み

森田邦久『量子力学の哲学』現代新書 2011

が希薄になったということだ。
重ねていたら、量子力学的な問いと重なってきた。佐々
木閑『科学するブッダ』などだ。謎は結局「粒子と波の
二重性」を入口に「二重スリット実験」などで説明され
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なった。「本のビオトープ」と称しているのもそんな気

持ちからだったかも知れない。本屋の公共圏は、狭さの

二月十五日（土）に映画「ニューヨーク公共図書館」

とにあった。定有堂教室「読む会」の一月のテキストは

公共圏に関心をもつきっかけはつぎのような流れのも

（音信不通 ㊹ ）

を観た。鳥取県立図書館を中心とした上映会だった。こ

『ギリシャ語の時間』、二月は『紙の動物園』、三月は

本屋の公共圏
本屋の

中にしか存在しないと、あらためて感じる。多くの人の

期待にこたえるよりも、狭い半径の圏域を大事にした方

のところ公共性とか公共圏について興味があったので渡

『中動態の世界』の予定だ。『紙の動物園』は中国系ア

がいいと思った。多様性よりもピンポイントだ。

りに船とすぐさまチケットを予約した。百七十の席が売

メリカ人の母と子の歴史的公共圏のアイデンティティの

いうキーワードだ。わたしは「中動態」と「公共圏」を

切れ寸前だった。みんなどんな期待をもって集まったの
図書館があることで多くの人が豊かな幸せな時間を持

重ねあわせて考えてもいいのではないかと思い始めてい

違いの悲劇だ。ほかの二つに共通するのは「中動態」と

てる。利用できるのは近隣の人に有利なように思われる

る。

だろう？

が、でもその営みの多様性を知ることによって遠く日本

うことだろう。県立図書館の役割も、できることの多様

大事なのは可能性の「スケール」を具体的に示すとい

つ。そんな感想をもった。

の話から始めた方がよかったのではと言っている。たし

央さんは末尾の「ビリー・バッド」（メルヴィルの小説）

考えるヒントに満ちた本なのだろう。選考委員の関川夏

解だ。でも小林秀雄賞を受賞しているのだから、きっと

『中動態の世界』はギリシャ文法などの説明が多く難

性を幅広く具現することによって、県内隅々の住民が、

かにその通りだ。

のわたしたちも、もっと望んでいいのだという意欲をも

近隣の公共図書館への期待をたかめる起爆剤になること

だ。十八世紀末、イギリス軍艦の航海中に、海上で臨時

テーマは、善良素朴な船乗り、ビリー・バッドの悲劇

映画鑑賞をきっかけに、本屋の圏域は狭い方がいい、

徴用されたビリーが上官を殺害する。
艦長に気に入られ、

かと感じた。
狭いところにしか立ち位置はない、と逆に考えるように
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一種のねたみやいじめ、そして誤解がここにはあった。

いると得心する。自分ではすべてが終わっているといい

で、独り歩きしている「神話」という言葉が言い当てて

翌二十六日には、一九九八年刊行の濱崎洋三著『伝え

軍艦という狭い公共圏では、事件の経緯がビリーに同情
余地ありというわけだ。しかし本国イギリスを中心とし

たいこと』定有堂書店刊が、二〇二〇年度の同志社大学

つづけて長い。

た公共圏域へと拡大すると、これはこのところ頻発する

の日本史入試問題に採用されたという知らせが届いた。

するかたちで、艦長や乗組員に共有される。情状酌量の

反乱罪で、日を措かず極刑となるべき事件だ。裁判もな

水戸学と討幕維新の文脈の中で、濱崎氏が最後の鳥取藩

主池田慶徳（水戸徳川家からの養子）の時代錯誤を指摘

く処刑も即日執り行われる。
近代以前には「共通した感性」（コモンセンス）があ

した論点を、一連の問題文のつなぎ目に置いたものだ。

定有堂最初で最後の出版とうたった『伝えたいこと』

った。それが中動態の存在と関わりが深く、このコモン

公共圏は狭い方がいい。
本屋は狭い公共圏を実現できる。

と著者の業績が、
適切に注目されたのがとてもうれしい。

尊王敬幕論が攘夷討幕へねじれていく瞬間をよくとらえ

二月二十五日にはノンフィクションライター三宅玲子

濱崎洋三先生（故人）は定有堂教室「読む会」の創設

センスが薄れることによって中動態が隠れ、受動態が出

さんのレポートがウエブマガジン「ニッポン・ドットコ

者で、この会は三十年過ぎていまも続いている。この果

た論考だ。

ム」に《書店員の「聖地」は本を求める人々が深呼吸す

報に想いを馳せて、
本のビオトープという狭い公共圏で、

現してくる、とわたしは道筋を理解してみた。だから、

るビオトープ ー 鳥取「定有堂書店」》と題して公開さ

ゆったり深呼吸してみた。

の奈良さんの嬉しそうな顔も》とメールを寄せてくださ

ケン・リュウ『紙の動物園』ハヤカワ文庫 2015

ハン・ガン『ギリシャ語の時間』晶文社

2020.02.28

れた。目にした旧友飯澤文夫さんは《「聖地」と言われ
ることに奈良さんはどのように感じておられるか分かり

った。「音信不通」寄稿者の一人である古賀啓三さんは

国分功一郎『中動態の世界』医学書院 2017

ませんが、「深呼吸する」はいいですね。それに、写真

《定有堂神話、健在ですね。素晴らしいです。》とコメ

濱崎洋三著『伝えたいこと』定有堂書店刊 1998

2019

ント。自分ではだんだん当事者意識が希薄になってるの
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ん（毎日新聞記者）が、わたしに出会いを作ってくださ

る為に、寄り道をお願いしてくださった様子だ。もの静

などで集合体を形成している一角だ。
「スモールハウス」

（音信不通 ㊺ ）

二月来のコロナウイルス不安がつづき、人込みを避け

そして「オフグリッド」に関心を寄せていたわたしに、

読書の彼方に
彼方に
読書の

かで目に力のあるお二人だった。自宅を開き「人文系私

設図書館ルチャ・リブロ」を開設されているので有名だ。

松崎の「汽水空港」はクルマで一時間弱。ときどき訪

る気遣いで、街は閑散としている。定有堂は日頃から閑

同じ松崎の小原修治さんが、この本屋の本棚で「セルフ

ねて刺激を得ている。ゲストハウスや湖に面したカフェ

散としているので、閉じこもるためにも本が不可欠とい

ビルド」へと概念をつないでくれたこともあった。一年

考え、セルフビルドは軸足が設計者にあるので、少し違

う人たちの、しばし貴重な避難所かも知れない。
二十二日、日曜でまだ寝床にいたのだが、一年前まで

るので今日立ち寄るかもしれないというお知らせだっ

著者青木真兵・海青子さんが、昨日から鳥取に入ってい

てもいい？ 」という内容で、『彼岸の図書館』夕書房の

の大河久典さんもそうだ。「音信不通」寄稿者のワクサ

イトやめる学校』タバブックスの山下陽光さん・編集者

もあって帰りによく定有堂にも立ち寄ってくださる。
『バ

汽水空港に招かれた人たちは、ご主人森さんのご厚意

うといまは考えるようになった。

た。取材テリトリーの奈良県内で懇意になったそうだ。

カソウヘイさんとの対談の後だった。高円寺のかつての

鳥取にいた萱原健一さんからメールがあった。「電話し

刊行直後神保町の三省堂で購入し感銘を受けた本だっ

「素人の乱」のドキュメント映画を小原さんにお見せい

ワクサカさんは、著書が十点ほどある、中堅の多才な

て？ 」と先日メールでお尋ねになった。

ける力』コアマガジンをすごく評価しているけどどうし

小原修治さんは、「奈良さんはワクサカさんの『ふざ

ただいた直後だったので、会えてうれしかった。

た。
日曜で十二時開店の予定だったが、十時過ぎに到着さ
れる様子だったので、あわてて朝食を済ませ、十時十五
分に開店できた。
とても知的なお二人ですてきだった。昨日は松崎の本
屋「汽水空港」に招かれ講演をされたと知った。萱原さ
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けている。すごい待遇だねとみんなが言うが、少し違う。

著作者だ。定有堂では入口フロントに特設コーナーを設

日一冊ペースで読書し、若くして命を絶った人の事を知

に還る。読書が「力」でなければ意味がない。最近、毎

青木真兵・海青子『彼岸の図書館 ぼくたちの「移住」のかた

2020.03.2

り、読書の彼方に思いをはせている。結論はまだ出ない。

2

定有堂は学び系の品揃えをうたっているが、異色なので
置き場がないのだ。定有堂に置き場がない、というのが
ワクサカさんの底力だ。どんな力かというと「ふざける
力」だ。店内には繁栄を願って招き猫を各所に見え隠れ
させているが、ワクサカ本も同様の縁起ものかもしれな
い。結界を切り崩すマグマのような存在だ。
最近『教養の書』筑摩書房を読んだ。ポップに「リベ
ラル・アーツ第一人者・鬼才」と書いた。戸田山和久さ

山下陽光『バイトやめる学校』タバブックス 2017

ち』夕書房 2019

ている。同じころ『勉強の哲学』千葉雅也も文春文庫に

大河久典編集本 ＝ 大井実『ローカルブックストアである

んは『論文の教室』ＮＨＫのカリスマ的な仕事で敬愛し
入り、合わせて読んだ。ここでいう「教養」と定有堂の

日常の枠組みから自由になるために読書をしようという

「系」
という尻尾の煮え切らなさでやはり別ものだった。

戸田山和久『教養の書』筑摩書房 2020

戸田山和久『論文の教室 新版』ＮＨＫ出版 2012

ワクサカソウヘイ『ふざける力』コアマガジン 2015

福岡ブックスキューブリック』晶文社 2017

ところは同じだが、学びの「枠」に導引されそうなのが

千葉雅也『勉強の哲学 増補版』文春文庫 2020

「学び系」は重なるのかなという問いを持ったからだ。

違和感だった。「ふざける力」の方が生きる力だ。市井

ジャック・デリダ『根源の彼方に グラマトロジーについて 上

二階堂奥歯『八本脚の蝶』河出文庫 2020

下』現代思潮新社 1972

の学びは日常に帰る必要がある。
「読書の彼方に」というのは、ふと『根源の彼方に』
という本を思い出したからだ。ルソーに興味があった頃
読んだ本だ。根源の彼方にあるものは表層だ。読書は、
ルソーのように根源をめざす。しかし市井の学びは日常
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（音信不通 ㊻ ）

を集めてくださった。さらに読書の効用と一口にいうけ

れど、「読書の毒」という視点もありますよと、両面合

と。つまり、この本、この著者がいいというのでなく、

具体と抽象
具体と

せて用意してくださった。

豊富な資料を手にして思ったのは、自分は本屋なのだ

が、本の文化的世界の総体に、職業人として広く関心を

寄せていなかったという気づきだった。もう一つは、相
五月十六日に米子の「本の学校」で「本のある暮らし

ここに書かれている「情報」が参考になりますよという

談を受けての読書指導が非常に具体的だったというこ
を考える」というテーマで、ミニ講演とシンポジウムを

職業人としての読書に欠けているということの発見

指導法で、「結論」をさしはさまないという姿勢に終始

いつも定有堂の半径わずかの範囲でしか考えないの

は、四十年本屋を営んできてはじめての気づきだった。

行う予定をいただいていたのだが、新型コロナに配慮し

で、この機会に少々襟を正して視野を広げて勉強しよう

本屋をはじめる前の一時期、本を間に据えた議論を仲間

していた。

と取り組んだ。具体的には、鳥取県立図書館相談担当の

と熱心にしていた。自分では漠然と「思想」を求めてい

延期または中止の状態となった。

高橋真太郎司書に、この課題を初歩から指導してもらう

たつもりだった。あるとき「思想」を専門に大学で学ん

でいるという仲間に出会った。少しびっくりした。思想

ことを企てた。
十数点の書籍と三十点ほどのコピー資料を用意してく

したが、それでも疑問は残った。わたしの育った地方は

は生きるもの、どうして「学」として存在するのか不思

相談した内容は、集団で読書をすることの可能性と実

「かくれキリシタン」の殉教の街だった。「信」は個人

ださった。これほど丁寧に他人の手助けをあおぐのは初

例、そして読書の効用、この二点だった。前者は新聞や

の生死の狭間にあるものだった。大学生になって「神学」

議だった。よく聞けば、それは「思想史」だった。納得

雑誌の記事から取捨選択してコピーしてくださり、現在

というものがあることを知って驚いた。この驚きが「思

めてだった。たくさんの収穫があった。

進行形の情報だった。後者は古典から最近までの考察例
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も狂気を孕んだ書物だ。一冊目の中で、『くいしんぼう

になる本は三冊ある。『八本脚の蝶』（二階堂奥歯）『読

これは「具体と抽象」というカテゴリーの問題だとい

のあおむしくん』を知った。貪欲に世界を食べ尽くし、

想」と「思想史」の狭間にも存在した。アンガージュマ

まは思う。人は生活圏を広くも狭くもできる。自分の信

すべてが消滅する。そして消えたはずの世界は「あおむ

書という荒野』（見城徹）『三体』（劉慈欣）。いずれ

念も「具体と抽象」のグラデーションの中に定在するも

しくん」のお腹の中に、そのまま何一つ変わらず存在し

ン（参加）の時代だったのだ。

のだ。具体は殉教の方向だ。いろんな生き方があるのに、

ていた。この構造上、世界はあらかじめ疎外されたもの

二冊目の狂気は、世界でなく他者への熱愛として方向

それでも狭い道へと引き寄せられる、そんな情動がたし
職業人としての読書は歴史意識を求められる。一方わ

づけられているので、幸いこれまで裏切られることもな

として現象するしかない。

たしは一回性の出来事にしか興味がもてない。概念的な

く、熱量が人の心へときちんと届く。

かにある。

ものが好きなわりには、じつは具体性の「地べた」から

三冊目、「三体」事件の中核には『沈黙の春』がある。

良いことだと思ったことが本当は害毒だったという話

離れられなかったようだ。
「毒になる読書」というのは、読めば読むほど「道が

だ。そこから極論して、人類はそもそもが邪悪な存在だ

シンポジウムは先送りになっているが、こんなわたし

狭まる」ものだ。選んでもらった書物の中に石井洋二郎
ない本だ。論でなく紹介だからだ。しかし的を射た本だ

が人前で「読書の効用」を語ることは、そもそも不似合

と、異星人に滅亡させる道を選ぶ。

った。読者を異端に導き、逃れがたいシンパシーへと引

いなことだったのかもしれない。高橋司書はそんなこと

『毒書案内』飛鳥新社があった。自分では絶対に手にし

き寄せる本の数々の中に、『二十歳のエチュード』が挙

2020.04.24

をメタレベルな選書で気づかせてくれた。

原口統三『二十歳のエチュード』角川文庫 1952

げてあった。これはわたしが十八のときに出合ったある
年長者に贈られた本だった。ランボオにつながる失墜の
美学をそこで知った。
多読の日々だけど、自分の視野の狭さをときに危うく
思う。
なぜ乱読してしまうのだろうか？ 現在進行形で気
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二階堂奥歯『八本脚の蝶』河出文庫 2020

2019

見城徹『読書という荒野』幻冬舎文庫 2020
劉慈欣『三体』早川書房
槇ひろし・前川欣三『くいしんぼうのあおむしくん』 福音館書店
2012
レーチェル・カーソン『沈黙の春 改版』新潮文庫 2004
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