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はじまるよ！



あなたが思う、メディアアートの教科書は？

言わずもがな、タイトルが物語っていますし、「現
在のメディアアート」について書いてある現段
階で最良の、そして唯一のメディアアートの教
科書です。全メ芸学生生、教員必読必携。これ
を基に進める座学系の講義があっていいと思い
ます。そしてこれを軸にメディアアートの議論
ができればいいなとも思います。若干小ぶりな
サイズ感、装丁も好きです。

やんツー

これがメディア・アートだ、ということが作品
からとらえにくいのがメディア・アートの特徴。
だからこそメディア・アートの教科書になるよ
うな本を、ということで久保田さんと作ったの
がこの本なので、教科書にするとすればこれか
なと。なぜメディア・アートが、そう呼ばれる
のかについての対談で読みやすいと思います。
ほかにもいろいろな本が出ていますので、自分
なりの見取り図を作ってみるのもいいと思いま
す。

畠中実

『メディア・アート原論　
あなたは、いったい何を探し求めているのか？』
久保田晃弘+畠中実
フィルムアート社　2018
推薦者 : 畠中実 , やんツー , 矢坂健司
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ブックガイドに休刊した雑誌のバックナン
バー全部を指定するのは身も蓋もない感じ
もしますが、たくさん読むことが大事なの
と、まだ比較的入手しやすい（研究室とか
に時々落ちてる）ので選びました。全部と
書きましたが、まずはどれか手にとってみ
てください。『インターコミュニケーショ
ン』は、初台にあるメディアアートの展示
を中心とした文化施設「ＮＴＴインターコ
ミュニケーション・センター [ICC]」の機
関誌として始まったもので、毎回豪華な執
筆陣によるテキストが読める重要な雑誌で
した。発行されていたのが 1992～2008 年
と今から 10 年以上前で、内容が古いんじゃ
ないかと危惧するかもしれませんが、例え
ば言及されているテクノロジーは古くなっ
ても、そこで語られる思考や哲学は、そも
そも古いとか新しいとか、そういった問題
とは関係ないので大丈夫です（？）少なく
とも、メディアアートについて考えたり
語ったりするために外せない雑誌だと思い
ます。

谷口暁彦

季刊『インターコミュニケーション』
NTT 出版    バックナンバー　全部
推薦者 : 谷口暁彦

『僕がコントや演劇のために考えていること』
小林賢太郎  幻冬舎  2014
推薦者 : ヲノサトル

一人のパフォーマーのおぼえがきという感
じで、とても読みやすく短いエッセイを集
めた本です。メディアアートの話なんかし
てません。けれども「勉強に発想が負けて
はいけない」「表現力とは、ほぼコミュニ
ケーション能力」「情報を制限して、観客
のパーソナルに入り込む」といった見出し
からもわかる通り、あらゆる創作や表現に
通じる名言の宝庫。「自分」というメディ
アの鍛え方を考えさせられるヒント満載。
最終章「つくることは生きること」を読む
ころには、あなたも何かつくりたくてたま
らなくなっているはず。

ヲノサトル

・  自分がやっているのはメディアアート
じゃないので、、、

原田大三郎

コメントのみの回答
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あなたが思う、メディアアートの教科書は？

少し古いけれど図版も多く、カテゴリーと時系列が整っ
ており学びやすいです。

三橋純

『情報デザインシリーズ』
京都造形芸術大学 角川書店  1998~
推薦者 : 三橋純

京都造形芸術大学が情報デザイン学科の通信教育コー
ス用の教科書として作成、全 6巻のシリーズです。
Vol.6『情報の宇宙と変容する表現』で２つの章「アー
ト - 批評 - キュレーティング」「未来のミュージアム」
を執筆しましたが、前者ではメディアアートの胎動か
ら 90 年代の展開を記述しています。

四方幸子

『情報デザインシリーズ ( Vol.6 )
情報の宇宙と変容する表現』
京都造形芸術大学 角川書店  2000
推薦者 : 四方幸子

『日本メディアアート史』
馬定延   アルテスパブリッシング  2014
推薦者 : 矢坂健司
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学生時代にハマっていた本 ,
バイブルと呼べる一冊は？

『ナイン・ストーリーズ』（1953）
内の「対エスキモー戦争の前夜」。

J・D・サリンジャー       新潮社

高校時代に愛読。米国が一番輝いていた時代に生きる人々を描いた短編です。知的で洗練され
た都会の生活、しかしそのような日常に亀裂を入れるかのような人物（東洋思想に傾倒する女
学生や変わった男性）が重要な役割を担っています。『巡礼の道』のフレーズが呼吸と同期し
始めるフラニー、風変わりなフランクリンからもらったチキンサンドイッチのかけらをコート
のポケットに入れたまま捨てられないジニー。そんなラストシーンが今も心に残っています。
サリンジャーの短編群が、「グラース家物語」というべき長大なサーガ構造を取っていたのも
印象的でした。
＊追記：現在「エスキモー」は差別用語とされ、アラスカに住むイヌイットは、「イヌピアト（ア
ラスカエスキモー）」と呼ばれています。

四方幸子

『フラニーとゾーイー 』（1961）
J・D・サリンジャー       新潮社
推薦者 : 四方幸子
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『巨匠たちの映画術』
西村雄一郎
キネマ旬報社  1999
 推薦者 : 佐々木成明

『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』（晶文社）な
どの映画制作理論を根底として、実制作に向けて映画制作
のエッセンスがまとめられています。

佐々木成明

写真→映像→メディアアートの流れは伊藤俊治先生に導かれました。              三橋純

『ジオラマ論』
伊藤俊治  リブロポート  1986

推薦者 : 三橋純

『20 世紀写真史』
伊藤俊治  筑摩書房 ,1982
推薦者 : 三橋純

どちらも本ではなく雑誌ですが、この２つは学生時代にひたすら読んでいました。ですが、流
行を追うことや、過剰に影響され過ぎるのも良くないと思い、卒業後はしばらく離れていた時
期があります。英語に抵抗がない人であれば、海外のアート誌（FRIZE 等）に触れるのも良い
と思います。

AKI INOMATA

『現代思想』
青土社  1973~
推薦者 : AKI INOMATA

『美術手帖』
美術出版社  1948~
推薦者 : AKIINOMATA
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2002年に開催された「バックミンスター・
フラー展」の展覧会カタログで、その足
跡と豊富な図版資料が 500p 超に渡って
紹介されている。1人の人間の想像力が、
アート、デザイン、エンジニアリングと
いったジャンルをこうも軽やかに横断で
きるのかと驚き、同時に人の想像力の可
能性を信じさせてくれた。

井上恵介

『YOUR PRIVATE SKY』
バックミンスター・フラー   2002
推薦者 : 井上恵介

作曲の勉強を始めて「現代音楽」とい
うわけのわからないジャンルに足を踏
み込んだ自分に、見取り図を与えてく
れた一冊。単に音楽史をたどるのでは
なく、さまざまな作曲家の技法や音楽
思想を図鑑のように分類し、手際よく
まとめた本なので、自分の進もうとし
ている道筋にどんな先人がいるか教え
てくれる「地図」になりました。どん
な領域で活動するにしても、まず最初
にこういった「自分にとっての地図」
を手に入れるのは大事なことだと思い
ます。

ヲノサトル

『20.5 世紀の音楽』
松平頼暁
青土社  1984
推薦者 : ヲノサトル

学生時代にハマっていた本 , バイブルと呼べる一冊は？
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『タオ自然学』
F・カプラ (著 ) 吉福伸秀 他 ( 訳 )
工作舎  1979
推薦者 : 原田大三郎

タオイズムと素粒子の振る舞いの相似点に興奮しました。
原田大三郎

『なぜ、植物図鑑か―中平卓馬映像論集』
中平卓馬
筑摩書房  2007
推薦者 : 畠中実

写真家中平卓馬がもっとも中平卓馬だったころの文章を集めた
本です。というよりは、自身の転換期を宣言する本であり、もっ
とも中平卓馬だったころへの懐疑と言うべきかもしれません。
しかし、熱狂から少し醒めたところにこそ真に考えるべきこと
があるのだ、とでも言わんばかりに、時評やパロディ写真論争
についてなど、その鋭利な論理による批評を展開しています。
この文体にハマっていまだに抜け出せないでいます。

畠中実

『Elements of Computer Music』
F. Richard Moore
Prentice-Hall  1998
推薦者 : 矢坂健司
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学生時代にハマっていた本 , バイブルと呼べる一冊は？

バイブルと呼べるような本はないのですが、単純
に繰り返し読んだ本としてこれを挙げたいと思い
ます。保坂和志の小説論といえるエッセイ集です。
大学生の頃、友人に勧められて保坂和志の小説を
読み始めると、まるで世界にはそれしか本が存在
していないかのようにずっと保坂和志の小説や
エッセイを読んでいた時期がありました。その中
で、何度も読み、一番ボロボロになっていたのが
この本でした。初めて読んだ時の、思考の道筋と
いうか、思考の運動をなぞっているような感覚に
とても興奮したことを覚えています。答えや結論
を導き出すような、合理的で整理された思考では
なく、一文ずつ書くことで思考しているような文
体で書かれていて、そこに考えることのリアルさ
が感じられたからです。僕が作品を制作していた
り、文章を書いている時、この本を読んでいた時
の体験がいつも横たわっているように思います。

谷口暁彦
『小説の自由』
保坂和志　中公文庫  2010
推薦者 : 谷口暁彦

28 歳まで学生だったのでどれをあげるべきか迷
うのと、宗教は信じていないのでバイブルと呼べ
る書物はないが、80 年代はカオスやフラクタル
といった概念がポピュラーになった時代で、僕は
中でも「散逸構造」から「確実性の終焉」に至る
イリヤ・プリコジンの諸作をよく読んだ記憶があ
る。なので、その中から一冊この本をあげておく。
「発展 becoming」（さしずめ今なら「生成」と訳
すべきだろうが）という概念は、アレクサンダー・
ドナーの本にも通じる。

久保田晃弘

『存在から発展へ -
        物理科学における時間と多様性』
イリヤ・プリコジン ( 著 ) 小出昭一郎 他 ( 訳 )
みすず書房  1984
推薦者 : 久保田晃弘
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これは美大生必携のバイブル。ある意味これも自分
の人生を変えた一冊で、全美大生必読だと思います。
学部で 4年で卒制にとりかかるにあたりでようやく
本腰を入れてメディアアートに取り組み始め、そこ
からサウンドアート関係のものから少しずつを読む
ようになり、大学院に進学してすぐにこの本に出会
いました。当時まだ本を読み慣れてない自分には多
少読みづらかったと思いますがそれでも根気強く
じっくり読んだ結果、相当な衝撃を受けました。故・
三上晴子先生の名前が出てくるところも個人的にポ
イントです。

やんツー

『シミュレーショニズム』
椹木野衣　筑摩書房  2001
推薦者 : やんツー

11



人生を変えたといえる一冊は？

読むと” 元気” になれます。

原田大三郎

『ぼくの哲学』
アンディ・ウォーホル (著 )  落石八月月 (翻訳 )
新潮社  1998
推薦者：原田大三郎

1 冊をあげるのがとてもむずかしいのがこの類の本で、
しかも、これを挙げるのが適当かわかりません。しか
し、この本に出会ってしまったことによって、現在美
術の仕事をすることになった自分がいる、と言うべき
ものです。中学生の頃に図書館で見つけたものです。
なにかこれまでの自分の価値観がゆらいだ、目もくら
むような別世界がそこにあった、とか言うと大げさに
聞こえますが、14 歳くらいの中学生にはなにか危険だ
が魅惑的なものがそこにあったわけです。

畠中実

『美術手帖 1973 年 11 月号 増刊 ウォーホル』
美術出版社  1973
推薦者：畠中実
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いわゆる、「人生を変えた一冊」なんてドラマチックな出会いなんてないので、僕の
精神や身体に直接に作用した本として この「釣れんボーイ」をあげたいと思います。
釣りにハマった中年漫画家の、なんにも起きない鬱々とした日々が淡々と描かれた漫
画です。これを読み終えたあと、かつてないほどに気持ちが落ち込み、身体もなんと
なくだるさを感じるようになりました。そして、数日たって回復したとき、僕は中年
になっていました。月刊誌で連載されていた作品ですが、その 1ヶ月のあいだの作者
の生活が恐らくほぼそのまま描かれています。だから何もドラマがありません。オチ
もない。例えば、間違い電話が掛かってくる場面がありますが、それは本当に単なる
間違い電話で、何の伏線にもなりません。人生の大半はそんな時間で埋め尽くされて
いるんだと言わんばかりに何も起きません。しかし同時に、こんな過激な表現が可能
なんだという驚きを与えてくれたりもします。他の作品ですが、コミックボンボンで
連載していた「化け猫あんずちゃん」もまた、奇跡のような作品でおすすめです。

谷口暁彦

『釣れんボーイ』上下
いましろたかし
ビームコミックス  2008
推薦者：谷口暁彦

私自身、撮る写真から考える写真のきっかけに
なった。

三橋純

『明るい部屋 -写真についての覚書』
ロラン・バルト (著 )  花輪光 ( 訳 )
みすず書房  1997
推薦者：三橋純
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半世紀もしくは半世紀以上前の刊行ですが、21 世紀においても重要な諸問題が先見的に提
起されています。「精神を発現させる複雑性は、われわれの頭の中だけでなく、いたるとこ
ろに生じる」（ベイトソン）。「ソラリスの海」は、見る者の記憶や想念を物質化してしまう
インタラクティブな「反映体」であり、自己／他者、生命／非生命、知性／非知性、オリジ
ナル／非オリジナルなどの境界を問いかけます。いずれも人間とは、世界とは…を情報とい
う側面から捉えるものです。

四方幸子

『精神の生態学』
グレゴリー・ベイトソン (著 )
佐藤良明 (訳 )
新思索社  2000( 改訂第２版 )

『ソラリス』
スタニスワフ・レム（著 )
沼野充義 (訳 )
岩郷重力 (イラスト )
早川書房 ,2015( 全翻訳版 )

推薦者：四方幸子

確固たる画家としての地位を築いてたにも関わら
ず、40 代で突如としてコンピューターをゼロか
ら学び、独自の方法論で具象画を描く AI「アー
ロン」をつくってしまった偉人ハロルド・コーエ
ンに関する伝記的な一冊。大学院を出てドローイ
ングマシンをつくりはじめてしばらくしてから読
んだので、これで 180 度人生が変わった的な本
ではないですが、その後つくったドローイングマ
シンにはその考え方を大いに反映されています。
そして「それまでの地位を捨てて」というコーエ
ンの姿勢には大変勇気づけられます。

やんツー

『コンピュータ画家アーロンの誕生 ー芸術想像のプログラミング』
パメラ・マコーダック ( 著 ) 下野隆生 ( 訳 )     紀伊国屋書店  1998
推薦者：やんツー

人生を変えたといえる一冊は？

14



『この旅に終りはない』
『僕はランチにでかける』
間 章
柏書房  1992
推薦者 : 久保田晃弘

人生は 1度きりなので、この 2冊本でそれが変わったか
どうかはわからないが、「この旅には終りはない」は高校
生の時、雑誌「JAZZ MAGAZINE」の連載で読み、当時は
お金もなく本もレコードもそんなに買えなかったので、何
度も読み返した記憶がある。清水俊彦によるこの書評※1が、
その内容を見事に捉えている。

久保田晃弘

※1   清水俊彦による書評

『Elements of Computer Music』
F. Richard Moore
Prentice Hall  1990
推薦者：矢坂健司
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作曲を学び始めた頃、音楽って要するに音を組み合
わせるコンポジション ── リズムや旋律や和音の
組み合わせ ── としか思っていなかった。いやち
がう。音楽はつねに、音の外側にある言葉や思想や
社会と密接に結びついているし、それを深く掘り下
げることが芸術として音楽をつくるには不可欠なの
だ。ということを、最先端の作曲家でありながら独
特の文体で「音楽のおしえ」「たたかう音楽」など
の著作を発表し続けた高橋悠治さんに学びました。

ヲノサトル

『ことばをもって音をたちきれ』
高橋悠治
晶文社  1974
推薦者：ヲノサトル

『先端芸術宣言！』
東京芸術大学先端芸術科 編集
岩波書店  2003
推薦者：AKI INOMATA

新入生の皆さまに「これを読め！」ということでは
決してないのですが、私の人生においては、師との
出会いという意味で、ひとつの転機となった本でし
た。なんらかの書籍を通して、自分が興味を持つ人
や、メンターになる人が見つかると良いと思います。

AKI INOMATA

人生を変えたといえる一冊は？
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『森林の思考・砂漠の思考』
鈴木秀夫    NHK ブックス  1978
推薦者：佐々木成明

この書籍の抜粋が、某東京造形大学の入試問題
として出ていたんです。受験したけど落ちまし
た。でも、なんかその文章が気になっていて、
その後買って読みました。風土と環境がどのよ
うに我々人類の文化や社会に影響を及ぼすのか
が書かれている書籍です。本の半分は世界地図
や日本地図が繰り返し掲載されていて、様々な
気象学的検証結果とともに、なんで東北の方が
離婚率が高いのかなどといった事象や統計に関
する推論が報告されています。僕はこの本を経
由して、倫理学の和辻 哲郎さんが書いた『風土
―人間学的考察』（1979年）をに辿り尽きました。
そして芸術を環境を通して捉えるという、現在
の研究が萌芽しました。それは昨年出版した拙
書『砂漠芸術論』（2018 年）に至ります。東京
造形に感謝。

佐々木成明
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最近読んでおもしろかった本は？

『本を贈る』
若松英輔 他　三輪舎  2018
推薦者：ヲノサトル

『Why Material Matters』
Seetal Solanki( 著 )  Liz Corbin( はしがき )
Prestel  2018
推薦者：井上恵介

特に 2012 年頃から始まった日本のメイカームーブ
メント以降、ものづくりにまつわる様々な技法や素
材を紹介する本が増えてきていた。そこに「サスティ
ナブル」という価値観が定着してきたことで、ここ
で紹介されている素材からは単なる目新しさだけで
なく、その有限性と、より高い次元での価値を感じ
させる。

井上恵介

一冊の本に関わる編集者や校正者、装丁家、印刷、
製本、営業、取次、書店、批評家といった様々な「裏
方」のエッセイを集めた本。それぞれの裏話がとに
かく面白いんです。「本」というメディアにこれだ
けいろんな職種の人が関わり、誰もがいろんなこと
を考え、力を尽くして働いている。じつにていねい
な本書の作りからもその「愛」が伝わってきて、と
ても感動しました。「仕事」って何なんだろう？と
思っている方におすすめです。

ヲノサトル
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英語版しかないのですが、世界中のアート作品の中
から、動物を扱ったものを集めた美しい本です。（私
の作品も、ちゃっかり掲載されていますｗ）

AKI INOMATA

『Animal: Exploring the Zoological World』
Phaidon Editors 他
Phaidon Press  2018
推薦者 :AKI INOMATA

最近は出版不況と言いながら、興味深い本が次々出て
いる。無駄なものが出なくなった、ということなのか
もしれません。
20 世紀の最末期になって、ネットワークに過去これま
でのさまざまな音楽が現在としてアーカイヴされるよ
うになりました。そのような現在から、かつて最前線
に位置した先鋭的な表現、前衛音楽とはなにかを、現
在の耳から捉えなおす本です。19 世紀末から 20 世紀
へ、前衛から実験へ、ジャズから即興へ、ミニマリズ
ムからアンビエントへ、譜面から録音、アーカイヴへ、
芸術音楽からポップへ、20 世紀におきたいくつものト
ランジションの中から聴こえてくる「前衛」とはなに
かを入門書の体で書いたものです。

畠中実

『前衛音楽入門』
松村正人
Pヴァイン 2019
推薦者：畠中実
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『近代美術史テキストー
印象派からポスト・へたうま・イラストレーションま
でー』
中ザワヒデキ
トムズボックス  1989　
推薦者 : やんツー

デザインするつもりで本コースに入ってしまった美術に
疎い人や活字の本そもそも全然読まないなんて人へ、近
現代美術にふれる／活字の本を読む導入としてはかなり
おすすめの一冊。独自の観点で美術史を記述しようとす
る中ザワヒデキ氏が、まだ美術家として駆け出しのころ
に手売りで関係者に売りさばいていたという、ZINE の
ような小さな本で、紹介されるあらゆる作品の挿絵から
テキストまでもが彼の自筆で描かれ、ルーチョ・フォン
タナの作品を紹介する挿絵に本当に切り込みが入ってた
りして、文字も読みにくて汚いし、全体的に笑えます。
最終章では、日本独自の現代美術はイラストレーション
のムーブメントの中にこそあったとして 80 年代のヘタ
うまイラストムーブメントと美術を接続して言及してい
るので、イラストやアニメーションをやっていきたい人
にも是非読んで欲しい。

やんツー

『聖なる幻獣<ヴィジュアル版>』
立川武蔵 (著 ) 大村次郷 (写真 )
集英社  2009
推薦者：佐々木成明

神話や、寺院の石像など、ありとあらゆる図像となって、
太古から “生きている "幻獣についての書籍です。鬼ー
鬼面やキールティムカ、なまはげ、蛇ードラゴン、龍、
メデューサ、ウラボロス、鳥ーガルーダ、またはマラガ、
一角獣、キマイラといった、古代世界から伝承され続け
ている聖獣たちの群生と分類を、おもにアジアを中心に
扱っています。図版写真多数。

佐々木成明

最近読んでおもしろかった本は？
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『21世紀のアニメーションがわかる本』
土居伸彰
フィルムアート社  2017
推薦者：谷口暁彦

アニメーション研究者の土居伸彰さんによる、現代ア
ニメーション論と言える本です。海外のアニメーショ
ン映画祭で紹介されるような個人制作の短編アニメー
ション作品や、日本の商業アニメーション映画作品を
あげながら、現代のアニメーション作品で描かれる「私」
という主体のあり方の変化について語っています。そ
れは、従来の「私」という個別的な存在から「私たち」
という匿名的で、メタ視点の欠如した存在への変化で
す。現代のアニメーション作品の考察を通じて、情報
メディアに囲まれた現在の私たちの在りようを浮かび
あがらせています。また、同時に近年の短編アニメー
ション作品を鑑賞するためのガイドブック的にも読め
る本になっているので、アニメーションに興味のある
学生には読んでおいて欲しい本の一つです。

谷口暁彦

『欲望会議「超」ポリコレ宣言』
千葉雅也 , 二村ヒトシ , 柴田英里
KADOKAWA  2018
推薦者 : 三橋純

メディアも情報も人間もヴァージョンが上がります。
追い付いていかないと！

三橋純
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『パクリの技法』
藤本貴之
オーム社  2019
推薦者：矢坂健司

『情報社会を生き抜く 
武器としてのメディアリテラシー』
津田大介
朝日新聞出版  2018
推薦者：矢坂健司

この本は工学者である著者がゲーム開発者に向けて
行った講演の記録が元になっており、ゲームに AI
を実装することを目的とした哲学の解釈と解説がな
されている。実装が前提であるから再現性と客観性、
そしてエンジニアにも分かる言語に置き換えてコ
ミュニケートすることが求められる。そのため正統
な哲学書にあるような深淵さ・難解さは意識的に排
除され、言うなれば身も蓋もない要点のみの解説に
徹している。多少なりともプログラミングの経験が
ある人にとって最適な哲学入門書だと思われる。

クワクボリョウタ

『人口知能のための哲学塾』
三宅陽一郎
ビー・エヌ・エヌ新社  2016
推薦者：クワクボリョウタ

最近読んでおもしろかった本は？
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鯨をめぐっては、日本を含む各地の捕鯨文化とそれを野
蛮として攻撃する動きで世界が分断されています。また、
日本を含む捕鯨国と反捕鯨国との対立の中、2018 年末
日本政府は国際捕鯨委員（IWC）の脱退表明をしていま
す。日本の捕鯨バッシングやそれに対する映画も公開さ
れており、「鯨」はグローバリゼーションにおける戦場
の一つとなっています。近代的なシステムを基盤にした
計量的なモノとしての「鯨」と、それ以前から各地で連
綿と育まれてきた「鯨」との関係との齟齬。その背景に
ある問題を、異なる歴史や文化、環境などから俯瞰的に
見ていくために必読であるだけでなく、近代捕鯨を受け
入れる際に従来の捕鯨文化を取り込んだ日本独自の捕鯨
を含め、「日本とは」「近代と近代以前との親和性や齟齬」
という、より普遍的な視座へと発展的に読むことをおす
すめします。　　　　　　　　　　　　　　   四方幸子

『鯨と捕鯨の文化史』
森田勝昭
名古屋大学出版会  1994
推薦者 : 四方幸子

『エコラリアス 言葉の忘却について』
ダニエル・ヘラー＝ローゼン (著 )  関口涼子 (訳 )
みすず書房  2018
推薦者 : 久保田晃弘

エコラリアスというのは「反響言語」という意味。覚え
ることよりも、忘れることが重要であり、失われること
によって、生き延びることができる。そうした内容だけ
でなく、単語や文の間から、著者（当時 30 代）の新鮮
な才覚がほとばしっているところが何より刺激的だ。ま
さに「知性の詩」ということができるだろう。

久保田晃弘
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