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趣味に生きる（第２５回）～･ ～･ ～･ ～･ ～･ ～･

書

の

心

足 川 達 也
(雅号：直霞(ちょくか))
(栄研化学株式会社 マーケティング推進室)

◆はじめに
ある会合で，本誌編集の S 先生から執筆の依

◆作品制作のスタイルは見せられたものではな

頼を受けました。私が書道家でもあると口をす

い !!
書道家の制作のときのイメージについて，畳

べらせたのですが，メーカーの人間が？ と遠

敷きの和室で，キモノとはいわないまでもそれ

慮したのが最初の気持ちです。しかし，古くか

なりの服装で凛として･･･とご想像されることで

らのお付き合いの S 先生からのご依頼，お断り

しょう。これが全く違う。少なくとも私は違い

する言い訳も見つからず，受諾した次第です。

ます。例えば 11 月の東京都美術館で開催され

書を始めたのは 10 歳の頃から，いわゆるお習

るメインの展覧会(写真1)作品は，8 月の真夏に

字のお稽古に通い始めたのが始まり。亡き母の

書くのですが，T シャツ(というよりアンダーシ

口癖で，読み・書き・そろばんは一生もの，文

ャツ)に短パン。とっても他人に見せられる状

武両道との理想論を振りかざされ，書の他にも

況ではありません(気が散るので家族は追い出

珠算(そろばん)，剣道，ボーイスカウト活動と

します)。作品の大きさは，横 70 センチ，長さ

いろいろ手を出しましたが，結局続いたのが書

270 センチでこれを 2 枚(専門的には 2 曲とい

道でした。

う)(写真2)書くこともありますので，丸一日は
かかります。高校野球を BGM に，空腹になれ

◆果たして趣味かというと？

ばカップラーメンをすすってというスタイルで

辞書で趣味と引くと「楽しみ・このみ」と出
てきます。私にとって書道がこの趣味の定義に
100 % 当てはまるかというと，どうもそんな気が
しません。明治 44 年創立(今年で 102 年目)の
日本書道研究会という会派で，理事・審査員と
して活動しています。また中国西安の碑林博物
館で開催される，西安碑林国際臨書展の評議員
としての立場上，年間 5～6 点は展覧会の作品を
書かなければならないので，いつも作品制作の
生みの苦しみを感じていることも事実です。そう
は言っても大学時代や仕事の駆け出しの時期に
中断があったものの，この歳まで 45 年間強続
いているのですから，楽しんでいるのでしょう。

写真1

上野公園の東京都美術館で開催される
日本書道研究会の公募展の通知
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横 70 cm×長さ 270 cm を 2 曲書いた作品
李白詩

襄陽歌(じょうようか)

す。しかも一気に書いてしまわないと全体の線
質やバランスがくずれるので，何時間かかって
も最後まで書き上げてしまうしかないのです。
気力，体力，集中力と，正に格闘技のような心
境です。そしてなんとか納得いく作品ができる
まで，5～6 回は続くのですから夏の土日は丸つ
ぶれです。でも･･･完成したときは，やはり気持

写真3 李白詩 襄陽歌(じょうようか)
百年 3 万 6 千日 1 日すべからく 300 杯は傾く

ちの良い達成感があります。

べし･･･と読んでいる

◆書の心
表題の「書の心」とは，所属する日本書道研

辺境の地に飛ばされたときには絶望感が，そし
て友との別れには悲しみと励ましの心が･･･。

究会の機関誌のタイトルです。最近，この三文

先ほど，制作のスタイルで何日か同じ作品を

字にこめられた意味が少しわかってきたような

書くことについて触れましたが，その日その日

気がします。文字がその人となりを現すとか，

で当然気力や心境が違ってきます。さあ書くぞ

きれいな字で書かれた手紙やハガキをいただく

と気負い過ぎると荒々しい作品になったり，大

と，何となくイイ人に思えてくる。ましてや異

きな賞をねらって色気を出してしまうと品格の

性だと･･･。字は人を助ける，これはご納得いた

無い作品になったりと，不思議なものです。書

だけると思います。

こうと準備しても心が空振りして何もできない

実は，書きあがった書作品そのものにも，心

日もあります。そして師匠(原 霞峯先生)に作

が宿っていると感じています。古典作品を見て

品を見せると，そのときの私の心境と，書いた

いると，その詩の意味に合った心境が，しっか

順番までズバリと言い当てるのです。まるで仙

りと文字と全体のバランスにこめられているの

人のような方です。

です。酒の宴の詩には楽しげな心，左遷されて
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最近酒の宴の作品を本当に酔っぱらって書い
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たらどうなるだろうかと密かに思っています。

その両者を組み合わせた漢字とかな混じりの書

実際にそれをした仲間に聞いたところ，全くハ

体もあります。これを調和体といっています。

チャメチャだったとか(呑みが中途半端だった

また，漢字書にもひとつの作品に，篆書(てん

んだと思いますよ，たぶん。李白は一日 300 杯

しょ)や隷書(れいしょ)，楷書(かいしょ)，草

呑むと詩に書いている)(写真3)。

書(そうしょ)などを織り交ぜた作品もあります
(写真4)。かな書は，古来キモノを着た女性が

◆中国書(漢字書)と日本書(かな)とは違う
書といっても，いわゆる漢字書と，色紙など
に小筆でサラサラと書かれている，かな書とは

長い袖を墨で汚さないように，袖を押さえなが
らサラサラと書いたのです。ですから和歌作品
で繊細な線が多いのもそのためです。

大きく違います。前者は中国で発達し伝わった

私は，中国書も日本書も習いましたが，最近

もので，後者は日本で万葉仮名から発達したも

はもっぱら中国書が専門になりました。中国書

のです。根本が違いますから，その書き方も鑑

は，亀甲文字から始まり，象形文字，篆書，隷

賞のポイントも違います。そして，近年では，

書，草書，楷書，行書(ぎょうしょ)とさまざま

写真4 白楽天詩 卯時酒(ぼうじのさけ)
卯時(明方)に呑む酒は格別･･･と読んでいる

写真5 陰符経
お経の一説を篆書体で書いたもの
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な書体が生まれました。象形文字はほとんど絵
ですね。篆書はハンコでお馴染みかもしれませ
ん(写真5)。

吊るして保存します(写真6)。
さて，その墨はというと筆とはチョット話が
違ってきます。固形墨も出来立てのときは，筆
と同じように材料によって値段が違い，高いも

◆弘法は筆を選ばなかったか？ 筆と墨と紙の話

のの方が良いのは当たり前です。しかし，墨は

筆は，羊，馬，イタチ，タヌキなどの動物の

ススを膠で固めたもので呼吸をしています。安

毛で作られているのがほとんどです。最近は学

い墨でも年代が経つと，それなりの良い味わい

童用に化学繊維のものもあるようですが，時代

が出てきます。ワインや泡盛と似ていますね。

が変わってしまったことを実感します。動物の

古墨(こぼく)といって珍重されます。しかし，

毛の良質な部分を選んで，職人さんが手間をか

一年や二年ではなく，何十年，ときとして何百

けて作ります。近年は良い毛は少ないそうで，

年という単位です。読者の方々で，学生時代に

それだけコストが高いものになります。さて，

使った固形墨の残りがあれば，とても貴重なも

弘法は筆を選ばなかったか？ その答えは定か

のですよ。

ではありませんが，やはり上述のように良い筆

紙も中国製の紙と日本製の紙に分かれます。

は，良質な毛で熟練した職人さんが作りますか

いずれも植物の繊維を漉いて作ります。漉き方

ら，お値段は高いです。やはり安い筆はそれな

も手漉と機械漉があります。そして，できたて

りで，それなりの線質の書になってしまいます。

の紙よりは，何年間か寝かせた紙のほうが落ち

ですから少なくとも現代の弘法は筆を選びます

着いた書が書けます。できたての紙は水分が多

よ(きっと)。そして，筆は購入して，そのまま

くにじみやすい傾向があります。ですから，私

にしておくと虫食いがおきることがあります。

たちは何年か先に使う紙を数年前に買い込みま

対策は購入後墨を一度通して洗うと良いのです。

す。また不思議なことですが，中国製の紙には

墨には防虫効果があります(墨書が襖の下張に

中国の墨が，日本製には日本製の墨が合うよう

使われたのはそのチエです)。そして筆先を下に

です。
◆縁はおもしろいもの

勝手な片思い

明治の著名な書道家の一人である日下部鳴鶴
(くさかべめいかく)先生が，私の家内の親戚筋
であることを，あるときの法要の席で鳴鶴先生
のお孫さんから伺い，たいへんうれしく心の中
で小躍りしたものでした。鳴鶴先生の流れと，
私が所属している日本書道研究会と会派の流れ
は違うのですが，不思議な縁を感じた次第です。
それ以来直接の血のつながりは無いのですが，
鳴鶴先生の力が宿ったかのごとく勝手に思い込
んでいます。もっとも，仮に鳴鶴先生が私の書
をご覧になったとしても，けなされるのならま
だしも，相手にされないでしょうから，時代が
違っていてよかったかなと安心しています。

写真6 現在使用している筆
このように吊るして保管している
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◆たぶん一生満足できる書は書けないんだろなあ
書は基本的には，白と黒の世界(例外もあり
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写真7 一陽来福
(本来は「復」ですが震災があったので「福」にした)
篆刻(石に刻んだ)風に手で書いたもの
珍しいジャンル

描印という

朱墨(赤)で書いています

ます)(写真7)。そして書くものは普段目にして
いる文字。専門的には，種々の筆法や紙にも墨
にも細かな違いがありますが，単純に言えば紙
に文字を書くだけの芸術です。
しかし，これまで書いたように，その中に
時々の心境や我が身の置かれた状況が映り書作
品の中に心が宿ります。テクニックは練習によ
って身に付きますが，味わいはその人その人の

写真8 蘇軾詩・書 黄州寒食
臨書作品です 官吏であった蘇軾が遠く黄州に

状況によって違います。私たちは，このことを

飛ばされて 3 年めの寒食の儀式を迎えたという悲

書に響きがあるとか品格があると言って見てい

壮感ただよう詩

ます。また，古典を見たり臨書(書作品をマネ
して書くことで，書の世界では作品として認め

ところで，これまでに完璧に満足できる書作

られている。)この場合には落款(作品に書く名

品ができましたか？ と聞かれれば，やはりノ

前)には「○○書」とは書かずに「○○臨」と

ーです。そして，たぶん一生かかっても満足で

作品に書きます(写真8)。こうして古典詩を読

きる作品は書けないと覚悟しています。これは

んだり，マネたりしているなかで大きな学びが

芸術全般に言えることかもしれませんが，奥が

あります。すなわち，臨書作品の制作は，書道

深いということでしょう。冒頭に「果たして趣

家としては避けて通れない修練の過程なのです。

味？」と書きましたが，奥が深く追いかけても

しかし，この臨書作品でさえも，私自身のその

追いかけても捕まえることができない世界。だ

時々の心境や体調までも映し出されてしまいま

から楽しいのかもしれません。やっぱり私にと

す。

っては「趣味」なんだと改めて自覚した次第です｡
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2012 年 11 月の東京都美術館に出品した
作品を前に(作品は写真 5)

写真10

白井二郎(家内の祖父)が所有していた

落款印類(大正年代のもの)
もらってしまいました 白井は日露戦争の際の第三
軍の乃木付作戦参謀

写真11 李白詩 望廬山瀑布(廬山の瀑布を望む)
香炉峰から廬山と激しい流れの瀑布を望んだときの
雄大な思いを書いた李白の詩･･･今回は酒は出てこない

写真12 白井二郎が所有していた墨
古墨でしょうが，元々は土産物屋で調達し
たような感じがします
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100 年近く前のもの

