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国際子ども図書館講演会

「中国の児童文学者 曹文軒―私の人生、私の文学」

記 録

国立国会図書館国際子ども図書館は、2016 年国際アンデルセン賞作家賞を受賞した中国の代表

的児童文学作家、曹文軒氏を講師に招き、講演会を開催しました。ここでは、曹文軒氏が自身の人

生と文学についてお話しくださった講演の内容を御紹介します。

【日程及び会場】 平成 3１年１月 2０日 国際子ども図書館アーチ棟 1 階研修室

【講  師】 曹文軒氏（児童文学作家、北京大学教授）

【通  訳】 包紅征氏（中国語通訳）

【講演記録】

皆様こんにちは。

再び、この美しい国、日本を訪れたことを大変嬉しく思います。本日はご来場の皆様の中に、私の

古き友人、新しい友人も大勢いらっしゃいます。
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水から生まれる

私の本日の講演のテーマは「因水而生」―水から生まれる、水によって生まれるという言葉です。

私は水辺で生まれて、水辺で育ちました。中国の広い大地の、見渡す限り水の世界に生まれました。

私の世界には、いつも水が流れていました。『草房子』（邦題：『サンサン』、以下『サンサン』）『青

铜葵花』やその他の多くの作品、そのどれもが水から生まれた作品です。

「私の家は広い河のほとりにありました」。これが私のいちばんお気に入りの景色です。自分の作

品の中で何度もこのように表現しました。ここから書き出すと、私はなんとなく水の世界に浸るよう

な気分になります。広い河があって、その河の上にもやがかかっていて、ちょっと白っぽく煙ってい

ます。その河がさらさらと流れると、私のペン先からも活字がさらさらと流れ出します。

私の父は数十年にわたって小学校の校長の仕事をしていました。この仕事は常に転勤が伴い、父と

共に家族も、常に移動していました。どこに引っ越そうが家の近くに常に水、河がありました。河と

いうのは自分の人生の中で避けることができないものでした。大きな河、小さな川。河が網目を織り

なす水郷地帯と呼ばれるところで、自分の周りが常に水に囲まれるような生活を送っていました。隣

の家もみな水の近くに建てられていました。すべての村の近くに必ず水がありました。村の前に河が

あったり裏手に河があったり、あるいは河がちょうど村の真ん中を通ったりしていました。村全体が

河に囲まれていることも何度もありました。

家の扉を開ければ、目の前に河が見えました。いつも河、そして水があるような状況でした。雨期

になると白いもやがかかったりしました。そこに住む人たちは、朝から晩まで水と一緒に暮らしてい
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ました。そこには物語が生まれていました。つまり私たちの文化は、水の中に浸って、水に囲まれた

ものなのです。

しかし、たいへん残念なことに、近年の環境の下で水はあまり流れなくなりました。河自体が小さ

く狭くなりました。とても味わいのある河が住宅になったり、田んぼになったりしているんです。河

がどんどん狭くなっていくなかで、私は昔の、至る所に河があるという感覚を、とても懐かしく思い

出します。あの四季折々をいつでも楽しめた時代、それを懐かしく思い出しています。

水とは、流れとは

水というものは、流れるものです。水を物語にすると、命の呼吸が聞こえてきます。流れる河は地

の上に流れる血となり、静脈のようなものにも見えます。流れる水の音が、夜、皆が寝静まったとき、

脈打つように聞こえるのです。

私は、流れというものから生きている気配と魂が込められた気配を感じるのです。河からいろいろ

なヒントを与えられます。流れるものというのは、形自体もとても楽しいものを感じさせてくれるの

です。いろいろな形があるのですが、例えば動く様子だったり物事の形だったり、そこから例えば書

くこと、自分が文章を書くときの気持ちに繋がります。ものを書くときに私は、いつも真っ先に水を

思い出すんです。流れる水の様子、それを思い起こしながら、自分の作品をしたためています。

文字、活字というものは水です。小説は河です。活字が常に流れていて、それに触れるとき、感覚は

心地よいものです。そして水の流れというものは、とても謎めいて神秘的なものです。なぜなら、水

がどこへ流れようとしているのかわからないからです。昼でも夜でも、水は常に流れているのです。

「流れる」ということは、水のすべてなのです。流れる水を見ると、想像しない訳にはいきません。
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水が、私がものを書くときの想像力を育ててくれました。今思い返すと、子どもだった頃、私のい

ちばん基本のスタイルというものは、河のほとりに座って、流れる水と空をひたすら眺めるというも

のでした。ぼーっとして眺めていたんです。そのときに、いろいろなことを考えていました。

また、水というのは非常に清らかなものです。神様が水を与えてくれたことは、私が思うには、こ

の世界を清めてくれるためなのではないかと思います。水のほとりに住む人たちの家も清らかなもの

ですし、そこで暮らす人たちも清らかなものです。そして水があれば、自然と清潔にしなくてはなら

ないという気持ちになるのです。なぜなら、水と向き合ったときに、もし自分が汚いもの、汚された

ものであるならば、とても不安を感じてしまうからです。そして、汚された自分をとても恥ずかしく

思います。

春の水、夏の水、秋の水、そして冬の水。四季折々の水は、常に清らかなものです。私は自分の作品

には、汚い想像、汚い言葉、穢れたいろいろなものを持ち込みたくないのです。私がいつも水の近く

に暮らしたこと、その影響がとても大きいのだと思います。私の作品にはある意味、潔癖のようなも

のがあるのです。

加えて、この水というのは非常に柔軟なものです。おそらくこの世界では水以外に、あるいは水以

上に、柔軟性のあるものは他にないのではないかと思います。丸い器に入れれば、水は丸い形になり

ます。四角い器にいれれば四角くなります。水はいちばんかたちづくりやすいものなんです。そして、

水というものは非常に含蓄のあるものだと思います。というのは、私がこの社会に暮らす上での哲学、

美学には常に水の影が見られるからです。

そしてもう一つの特徴は浸透力です。世界中を見回しても、水よりも浸透力のあるものはおそらく

他にないでしょう。風や埃は小さな穴があればそこを通り抜けますが、水はどんなものでも、隙間が

ないところでも必ず染み込むことができるのです。あるものに水が染み込むことさえできなければ、

そのものこそ天衣無縫と言えるでしょう。このようにどこまでも浸透すること、まさにこれが、私の

小説、著作活動にとって大きなヒントになっています。つまり、小説を書く時にやはりこのようにど

こまでも染み込ませる力が必要なのです。

また私の小説の一つの永久の題材とテーマ、これがまさに水です。私は一生、水に感謝をささげた

いと思っています。

私は、命とは本来、水によって作られるべきものだと理解しています。水で潤った空間に、私はな

じんでいるのです。今は都会で暮らしていますが、しかし、昔、自分が暮らしていた水に溢れた空間、

これがいつまでも私の記憶の中に留まっています。

ものを書き始めるときは、必ず想像力を働かせます。水のことを想像すると、いつも私は自分が生

きているという気持ちになります。想像の中で小波が光って、水がさらさらと流れて、水の光を見る

ことができます。そうした想像をしながら、ものを書いているのです。このような情景がなければ、

自分は陸に上がった魚のようになるでしょう。
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私の魂、私の心、私の言葉が、水によって育まれています。『サンサン』『青铜葵花』などさまざま

な作品が、水と強いつながりを持っていると言えます。

詩とはどういうものなのか

水の話題と関連して、もう一つお話したいと思います。詩や小説の性質についてです。私は常にこ

のテーマについて考えています。

「詩の性質とは、どういうものなのか」。とても答えにくい問題です。

物事がここに存在し、目の前にあり、そして私たちの意識の中では、それを認めているのです。し

かしいざ、この存在しているものを表現するために科学的な定義をしようとすると、戸惑ってしまい

ます。

これを正確な言葉（学術用語）で定義することは、とても出来ないのです。無理してそれを言葉に

まとめたとしても、やはりどうしても疑問を持たれるでしょう。なぜこういうことになるかというと、

私が思うには、やはり自分が言葉でまとめようとする、あるいは定義しようとする対象の中の一部に

は、グレーゾーンがあるのです。この言葉でまとめようとするものが目の前に実際に存在するものだ

というような気はしますし、また、そうでないような気もしてくるのです。

こういうことが実際に存在するわけですから、ものの定義をまとめようとすると、やはり常に疑問

を投げかけられます。ほとんどすべてのものの定義は、反対意見をもたれることがあるのです。これ

はどうしようもないことです。おそらくどんな人からも納得され反対されない絶対的なものの定義、

というものは、存在しないと思います。
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詩の性質に関して定義をする場合は、おそらくもっといろいろと違う意見が出て来るのではないで

しょうか。それならいっそのこと、これを定義しようという気持ちを諦めた方が良いのです。定義せ

ず、自分の直感を働かせればよいのです。詩の性質、性格というものはいったいどのようなものか、

言い換えると、詩の性質にはいったいどのような特徴が含まれているのか、私たちの直感で、これを

考えれば良いのではないかと思います。それは固まったものではなく、流れるもの、水のようなもの

だと私は理解しています。中国の古い四字熟語に「水性扬花」という言葉があります。水のような性

質、花のような性質。この言葉は主に変わりやすい女心を表しています。水や花の中には、実は優し

さ、軽やかさといったような特徴もあるのです。このような優しさ、軽やかさというのは、やはり女

性に対して使われる言葉なのです。

この詩の性質はすなわち、水の性質でもあるかと思います。つまり、流れているのです。常に流れ

ています。それ自体に決まった形はありません。他のものによって、いろいろな形に作られているの

です。河が流れて、枝が分かれて、狭い川、広い河、いろいろな川の形、水の形があります。これはす

べて周りのものが水の形を作っているのです。

一方で、固体の物、予め形が決まっているものはどのようなものでしょうか。それは、モノとして

私たちの目の前に現れているものです。決められた形で、変えることができません。仮に変えるとし

て、例えばナイフで形あるものを片隅、削り落としたとしても、それはやはり固体であることは変わ

らないのです。形の違う固体となるだけで、人が力づくでその形を強制的に変えなければ永遠に同じ

形を保つでしょう。

液体はどうでしょう。例えば、また水を例に挙げてみますと、水の形はいつでも簡単に変えること

ができます。もはや、水が私たちにぜひ形を変えて欲しいと望んでいるかのように見えるのです。流

れるということ、これは、水にとって永遠に留まることのない欲望です。そして、形づくられること

を望んでいるのです。いろいろな形に形づくられることに対して、一切反抗はしません。ただ従順に

従うのみです。こういう意味では、水の性質というのは、非常に親しみやすいものです。私はこのよ

うな水の性格が好きなのです。水と向き合うとき、いつでもあっさりとしてさっぱりとした気持ち、

さわやかな気持ちにさせてくれるのです。大きな石が目の前にあるときのような緊張感と威圧感は、

まったくありません。水からプレッシャーを感じることもありません。

昔の詩人が、水についてよく表現しているのですが、そこにもやはり水への親しみやすさが込めら

れていると思います。中国の昔の漢詩に『浣溪纱』というものがあります。この作品はまさに、私たち

の目の前にこのような絵を見せてくれます。水がさらさらと流れていて、美しい女性たちが水のほと

りで服を洗っている。彼女らは水と触れ合って、水と触れ合うこと自体をとても喜んでいるのです。

そして自分が着ているものも、風に吹かれる旗のようにひらひらと水の中で揺れていて、ここにもま
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た、一つの喜びを感じているのです。この喜びというのは、詩の性質を自分のものにしている作家が

ものを書くときの喜びと何の違いもありません。

小説とはどういうものなのか

次に、小説の話をしたいと思います。水の性質を持つ表現とは、余計なものを全部切り捨て、言葉

をシンプルに簡潔にして、水のようにさらさらと、だけれど味わい深いものにしていく作業です。ス

トーリーを作るときには、波乱万丈で鋭利な内容ではなく、滑らかにゆったりと進むような内容にす

るのです。水の張力のようなものは、中に潜んでいます。

小説の登場人物をどのように選択するかというと、起伏の激しい人物や心の暗い人物ではなく、ま

た完璧な人物でもなく、それよりは心の優しい人、綺麗な人、心の清い人、優雅な人、そのような人物

を小説の中に作りたいのです。これもやはり水から得たヒントです。

また、老子が水についてこのように言っています。「上善若水（上善水の如し）」。最上の善は水の

ようであり、万物に恵みを与え、自分は誇らずに低きにつくものである。「知者楽水、仁者楽山」、智

山は水を楽しみ、仁者は山を楽しむという言葉もあります。

しかし水というものは決して弱いもの、力のないものではありません。水は優しくさらさらと流れ

ますが、力のあるものは必ずしも重くて強いものではなく、まさにその逆で軽くて柔らかいものなの

です。滴る水が、石に穴を開けることもできるという話には、深いたとえがあります。優しさや穏や

かさが、華やかさや力強さに彩られた歴史を変えていきさえするということです。水の力の大きさと

いうのは、私たちの想像力を超えるものです。いつも思うのですが、山で死んだ人よりは水によって

死んだ人の数の方がはるかに多いのではないでしょうか。固体のものは自分の周りのものを変えてし

まう力はもっていません。というのは、一つのところに固められていて、そこから流れることはでき
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ないからです。固体のものは他のものとぶつかったりはしませんし、何の役割も果たせないのです。

大きければ大きいほど、重ければ重いほど、何の役にもたちません。

液体は腐食性をもっています。水は世界でもっとも腐食性が強いものだといわれています。腐食に

は非常に時間がかかり、ゆっくりと進みます。しかし致命的なのです。液体は常に流れるもので、流

動性を押さえることはできません。水はいつでも流れようとするのです。ですから、厄介なのは固体

ではなく液体なのです。毎年、冬になると北京では暖房が入りますが、常に誰か家にいなければなり

ません。水漏れが発生するからです。中国の長江には三峡ダムがありますが、このダムにつぎ込んだ

予算は数百億、数千億どころではありませんでした。これだけのお金を使った原因は固体ではなく液

体、つまり水だからでした。

山のごとく重いテーマの作品は衝撃を与えますが、あっという間に、珈琲を一杯飲む間にも忘れて

しまいます。しかし、日本の名作『伊豆の踊子』のような作品は、現在でも私たちに大きな感動を与え

てくれるのです。ヘミングウェイの『老人と海』という小説があります。『老人と海』という小説には

詩のような性質があることに、反対する人はおそらくいないでしょう。この小説のテーマ、描いた画

面、ストーリー、人物、すべてのところに、私が今語った詩の性質があるのです。詩の性質とは水のよ

うなもの、あるいは水のような詩、このように表現したいと思います。一方で、ヘミングウェイの作

品の中にみられる詩の性質は、水のもう一つの顔です。とても強い、恐怖やすべてを飲み込んでしま

うような力を感じさせてくれます。

ここからお分かりのように、詩の性質というのは二つの顔があるのです。一つは、柔らかいもの。

もう一つは強いもの。前者は、中国で有名な作家・沈従文1、廃名2、イヴァン・ブーニン、日本の川端

康成。後者は、フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアン、イタロ・カルヴィーノ、ヘルマン・ヘッ

セ、アーネスト・ヘミングウェイなどです。どのような高い壁があっても、水であれば突き破ること

ができます。水の定義とは本当に様々で、またとても複雑で神秘的で、とても私たちには理解できな

いものがあるのです。水があって、そして、ものの存在があって、世界があって、そこからはじめて私

たちがここにいるのです。私は自分の作品『サンサン』『青铜葵花』等を書くときに、やはり無条件で

詩の性質に近寄ろうとしていたのです。私のすべての著作活動も、なるべく詩の性質に寄り添うよう

にしています。なぜなら、そこが私の心が落ち着く場所、私の城だと感じているからです。

著作活動において変わるもの、変わらないもの

続いて、私の著作活動の中の変わるもの、変わらないものについてお話したいと思います。私のす

べての作品は、どんなに顔が違っていても、つまり作品のスタイルにどのような違いがあっても、一
                                           
1 沈従文（1902-1988, 本名: 沈岳煥）は中国の小説家であり、「辺城」（1938）など西南辺境を舞台にした小説を書い

た。
2 廃名（1900-1967, 本名: 馮文炳）は中国の作家であり、田園情緒の中に人間の情感を際立たせて描く郷土文学作家と

して小説、散文等を創作した。
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番根本的なところでは、私の築いたベースの上にできています。文学は変わる必要があるのかどうか

というと、もちろん変わることが必要です。変えていかなければなりません。しかしこの変え方とい

うのはベースがあった上でなければなりません。世の中で名のあるもの、どのようなものにも必ず、

基本的な性質があるのです。この基本的な性質の部分を認めたうえではじめて、変えることを語るこ

とができるのです。

私はしばしば身の回りにあるものを例えに使うのですが、例えば椅子について。椅子とはどういう

ものでしょう。つまり、椅子の最も基本的な性質はどんなものでしょう。今からちょっと定義してみ

たいと思います。「椅子とはお尻を置けるもの」。これが椅子の性質です。もし何か物があって、この

物にお尻を置けるという性質、機能がなければ椅子ではありません。ただ椅子にはいろいろな形があ

ります。いろいろ形を変えることができます。世の中にどれくらいの数の椅子があるか誰にも分かり

ません。例えば4本足の椅子、3本、2本、1本の椅子、足のついていない椅子もあります。またこの世

の中には、いろいろな材質で作られた椅子があります。しかしどのような形でも、椅子というものの

性質、一番基本の部分は変わりません。どんなに変化しても椅子が剣になるということはないのです。

剣は椅子の代わりにはなりません。そうでないと思うなら皆さん、剣の上に座ってみてください。

同じように、文学である以上は、文学の性質を有していなければなりません。この性質を備えてい

なければ文学とは呼べないでしょう。しかし今の文学の現状を見ると、私に言わせれば、徐々に先の

たとえで言うところの「剣」に変わろうとしている部分があると思います。このシンプルな考え方を

ベースにして「変える」ことを考えようと思います。

『サンサン』『青銅葵花』以外に、私はファンタジーの作品も書いています。『大王書』という本

で、今までの作品と比べると全く違うスタイルになっています。これまで私が書いてきた作品は、小

さな村だったり茅葺きの小屋だったり、橋や水、木や生け垣など、優美でセンチメンタルな内容を取

り上げることが多かったのです。一方で『大王書』は、勢いのある本です。荒涼たる砂漠、広い河、天

上地下、大舞台の中で展開される物語で、ストーリーもとても起伏のあるものになっています。ロマ

ンチックな内容もあります。しかし形や表現は違えども、美的センス、ヒューマニズム、人物描写、景

色、細かいところにこだわりをもって書いているところは、やはりいずれも私の文学で、同じ美学の

ベースの上に出来ているのです。実際に、私はどのような作品を書くときも、私には強い革新の欲望

があります。つまりこれまでの壁を突き破ろうという欲をもって書いているのです。

メディアの取材を受けたとき、このように聞かれました。「あなたの作品が読者に与える印象は、

優雅な文学スタイル、美しい言葉、センチメンタルな内容といったものかと思います。また、あなた

は、文学作品というのは、ヒューマニズム、思いやり、美学、芸術的な格調高さなど、いちばん基本的

な部分を残さねばならないと考えていますね」。そして彼は問いました。「人の心がなかなか落ち着

かない騒々しい現代の文学市場で、それでもあなたは、あなたの夢を、さらなる理想主義を求めよう

とするのでしょうか。どのように考えているのですか」と。
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私は自分の文学に対する理解、そして定義が、非常に少数派で今の時代に合っていないものだと認

識しています。数十年にわたり、私は文学理解において自分自身の考え方を貫いてきました。私は、

今の状況は昔よりずいぶん良くなったとは思います。数十年にわたって私は作品を書き続けることに

よって、生命力や合理性を表現しようとし続け、穏やかにではあるけれど再版を重ねて、皆さんにど

んどん読んでもらえるようになりました。これが何かしらを語ってくれています。つまり、私の文学

に対する理念というものは、認められているのではないかと思います。

今ではこのように考えるようになりましたが、十数年前は、他人はともかく自分でさえ、自身に問

いかけていました。あなたの文学に対する気持ちは本当のものか、確信を持てるものか、浅ましいも

のやとんだ間違い、荒唐無稽なものではないかと。時々、様々な場所で私は文学に対する自分の気持

ちや理解、認識を発表していますが、往々にして挑発的なものになってしまいます。そこにいる周囲

の人たちが必ずしも私と意見が違うとも限らないのですが、それにもかかわらず挑発していたのです。

非常に孤独を感じ、自信が持てなかったことが、このような行動に表れたのだと思っています。私は、

長年にわたってこれが最も基本だと思ったものを諦めませんでした。そして、それを変えることなく

常に貫いてきました。文学史を学んだ上でいろいろな名作を読んで悟った文学に対する感覚が、ベー

スにあると信じているからです。このような信念を持っているからこそ、世の中の大きな流れに疑い

の気持ちを持つこともできますし、挑むこともできます。評論家たちの判断に疑問を示すことも出来

ます。ときには、ノーベル文学賞を含めた文学の標準とされているものにさえも。

文学の基本、原点

私は常に文学には基本になるものが必ずあると思っています。それは文学が始まったその日から存

在していて、いつまでも変わらないのです。20世紀前半までの文学者たちによる文学に対する理解を、

私はむしろ信じています。それ以降世の中は徐々に変わって、少し過激に、奇妙になっているような

ところがあります。時代に逆らうことは一つのファッション、シンボルになっていくのです。つまり

世界にあるものを覆していかなければならないと見られているのです。

欧米側の主流について、ハロルド・ブルームは The Western Canon: The Books and School of the 
Ages 3において、「今やるべきことは、死んでいった欧米の白人男性に全員、退場してもらうことであ

る」とされていると述べています。なぜなら彼らはこれまでの古い文学を代表しているからで、それ

は西側の文学の一番の中堅、正しい部分ともいえます。つまり、文学の基準というものは、人間の力

によって無理矢理にでも変えられてしまうのです。

文学には今のように新しい基準ができました。新しい基準は合理的でしょうか。それとも合理的で

はないでしょうか。これに答えるのはとても難しいことです。しかしこれを試すにはシンプルな方法

があります。問いかけることです。問いかけるには、次のようなことを考えればいいのです。異常さ
                                           
3 Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, Harcourt Brace, 1994.
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をテーマに取り扱う作品、美的センスや美学の価値を排除した作品、過度に人間の悪の部分を誇張し

人間の良い部分を完全に否定した作品、このような汚らしい穢れた作品が存在しなければ、私たちの

生活はもっとよくなるのではないでしょうか。

私たちは常に国際的に認められている基準を気にして、評価されようと考えています。もしそれを

気にせず、評論家が立場を捨てて国際的に認められた作品をもてはやすようなことをしなければ、そ

して私たちがただシンプルに文学の道理、仕組み、文学の道、文学と我々の幸福との関係、それだけ

を語るのであれば、もっとリラックスした気持ちで文学の原点に戻れるのかもしれません。そうする

と文学の原点というのは、きっと今のような状況ではないでしょう。実は私が抱いているのは、文学

の「理想」ではありません。私としては文学の「原点」を貫きたいと考えているだけなのです。私はた

だ自分の作品によって、もっと人間を信じてもらいたい、生活に希望を持ってほしい、少しでも読む

人たちの魂に触れたいと考えています。私は自分の文章で火に油をそそいだり、人のはしごを外した

り、人を苦しませることは絶対にしたくない。また、例えば私の作品を読んでやけになったり開き直

るようなこともあってはならないと思っています。

ある作家の作品を読んだ人がもっと美しく人間らしくなる、そうでなければ、どんなに良い作品だ

と言われていても私はその作品を信用しません。国際的に認められるということを中国の作家は非常

に気にしており、そこから苛立ちが見えてきます。しかし認められるというのは、非常に微妙で複雑

なことです。国際的に認められない理由を分析するときに、おそらく多くの細かい理由を見落として

いると思います。それを中国ではずっと気にしてきましたが、最近では幸いなことに、ついに中国人

が文学賞を取れました。これは最高レベルの世界的な賞で、一人はノーベル文学賞を取った莫言、も

う一人は国際アンデルセン賞を取った私でした。それによって私たちはようやく自分の文学の原点に

戻って、自分の意見を述べられるようになりました。
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文学の古典性

児童文学から大人向けの文学まで、文学が直面している「古典性の欠落」について話したいと思い

ます。この古典性とはどのようなものでしょうか。

まず一つはっきりさせねばいけないのは、文学は他のものとは全く違うということです。文学は進

化論の論理の範疇で語ってはいけません。つまり、文学や芸術を語るとき、昨日より今日、今日より

明日がより良くなるということは決してないのです。文学の標準というものは存在しているのです。

詩経や楚辞、漢賦や唐詩、宋詩、元曲の中に。紅楼夢の中に、魯迅、沈从文、蕭紅、張愛玲、銭鍾書の

作品、もちろんダンテやシェイクスピア、トルストイ、チェーホフの作品などにも。千年の歴史がた

っても、この中にさらさらと流れるものは変わりません。

もし文学も進化論の中で語るとすれば、次のような結論になるでしょう—現代のイギリスの劇作家

の作品はシェイクスピアの作品よりも良いと。というのもシェイクスピアははるか昔の人なのにあれ

だけの作品を書いているのですから、今のイギリスの作家はより恵まれているのでより良い作品を書

かねばならない、自分の作品がシェイクスピアよりも良いと自信がなければ、それを書いて何の意味

があるのだろうと。それなら他の仕事をすればいいでしょう。道路掃除をすればいい、郵便配達員に

なればいい。しかし、文学史を見ると、果たしてこれが正しいのでしょうか。

どんどん時代を追って、より良くならければならない、ということでは決してありません。一つの

山だけではなく、いくつもの古い山が様々な背景にそびえ立っている、というのが、文学史が見せる

景色なのです。世界においては全てのものが進化論の制約を受けますが、ただ一つ、文学は進化論で

語ってはいけません。これが文学の醍醐味です。今日もなお古典作品が色あせることは決してありま

せんし、今の文学はこれまでの歴史の上にある文学と強いつながり、強いきずなで繋がれています。

これを切り離すことは決してできません。切り離すと河の下流が干上がってしまい、収穫が無くなり、

大飢饉の時代になるでしょう。しかし今の状況はどうでしょう。大飢饉の気配を感じているのではな

いでしょうか。

古典の性質、特徴はいったいどのようなものでしょう。これはおそらく、言葉で表現するのはとて

も難しいです。「荘厳さ」というのはそのうちの一つでしょう。たとえば『西遊記』や『ドン・キホー

テ』など、荒唐無稽でユーモラスな中にも荘厳さがあります。一方で、昨今の文学は快楽至上の文脈

の中で進められており、荘厳なものとは異なるのです。まじめに取り組もうとすると、偽善だとか時

代遅れだと言われがちです。文化の無頼性、斜に構えたような部分がだんだん色濃くなっています。

あるいは「優雅さ」です。小説はそもそも市井から始まったものですが、しかし伝統的な小説は主

に格調高さを追求していました。優雅さは古典の最も貴重な遺産です。しかし近代文学の中ではこの

貴重な財産を放棄してしまいました。
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また「趣」もその一つです。これは中国の古典についてです。中国の古典文学は一つ一つに美学や

美的センスがあり、我々に敬意を持って読ませます。この趣は、欧米文学の「深刻さ」とはまた違い、

これら二つは異なる境地と言えます。

おわりに

繰り返しになりますが、私は、文学にはベースがなければならないと考えています。これは児童文

学も大人の文学も一緒です。文学である以上は、文学性を備えなければなりません。つまり、どの時

代においても変わらない文学の性質です。私は常にこのように考えています。文学とはカテゴライズ

とは無縁のものだと。

最後に私はこの一言で結びたいと思います。「私は水辺で育った人間です」。

国際子ども図書館長、担当の皆様、古くからの友人、そして新たに出会った皆様に感謝の意を述べ

たいと思います。ありがとうございました。

〇当日、曹文軒氏はスライド等を使用せずにお話しされました。

〇本文中の太字部分は、曹文軒氏ご本人の講演用原稿によるものです。


