
金陵劇場役柄の肖像



宦官

木の根で出来た盆景を加工、上部に凹みを掘る。内蔵電機で凹みにある2つのクルミが
絶えず回転する。

政治闘争の知的競技場、宦官の成績はドーピングをした選手のように優れている。彼等は男性的な

勝利への意志と女性的繊細さと敏感さで、圧倒的な優勢を示している。このような選手の入場は、

他の人に不公平だ。そのため宦官は通常、政治闘争には参加できないと規定されている。知能ゲー

ム。しかし、混乱した試合ではファンが殴り合う。政治闘争が白熱化した後での宦官の入場は簡単

だ。彼等は性別、陰陽を通り抜けた心身を訓練し、その訓練にも早く慣れた。立つのは内外と上下

の間。交流者は画策者になり、貴人は操り人形になる。支配者、商人の管理者、生産者として長年

にわたり苦心して手に入れた権力と財産は、遺産としては伝えられない。宦官のこの追求は、純粋

な審美と自己実現のようだ。まるで生殖を目的としていない性交の様で、それは愛だ。
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権力者

蝋燭で作った起き上がりこぼし。上部の燭台は鉄である。観客は押してそれを左右に揺
らすが、倒れない。

権力者の実権は既に名義上彼に仕えている者を抑え、彼の周辺の者たちは投降と勧告を始めた。こ

れは秘密から徐々に皆の知る所へという流れとなる。最後には、ある種の白熱化した競争になり、瑞

祥と噂が情勢によって生まれ出る。階段はすでに権力者の為に準備されていて、彼自身は半信半疑

だったが、操られた帝王はオドオドとし、一日とて安らかな日を送れずにいた。彼は心の準備をし、

しかも自分を説得するのにも成功した。権力者は最後には自己激励を放棄し、先帝の承諾もなく、ま

な板上の獲物に同情もしない。権力者は或いはもっと多くを得るだろう。彼は制御権を持つ事実に満

足し、同時に歴史書では表彰される。或いは彼が心配したのは報復で、自分の子孫が同じ局面に陥

ることを望んでいないのである。その実、彼は他の全ての人よりも深く、権力の本質を知っている。
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功徳碑

一つの大きな秤（はかり）。秤の上には砂、そこには人の足跡がある。もう片方の石は、
月の表面にある環状の山紋様である。

帝王や役人は自ら立てた功徳碑によって自画自賛と強言を奪い取っている。名誉はとっくに破産して

いる。彼等は一方で底辺層からの表彰を忍耐強く期待しているが、忍耐力を失った時、その巧妙な

方法――彼等は賛美のために、互いの功徳碑を贈る。豊かすぎる歴史の経験、そして肉体が不朽で

ないことへの絶望が、多くの人々の身体を功徳碑の台座に変えた。何人かの戦々恐々とした一生は、

功徳碑の数句の賛美を勝ち取るためだけにあった。この種の欲望は人生に対しての一種の監視の役

割を果たす。監視下での生活はあまりにも不自然であるが、それは行動にある種の基準線を作る。

しかし、考えが最も細やかな人は、単純な功績の評価では自分の広範囲の物語を消化できないこと

を知っている。しかも、最も遠くを見渡す人が、功徳碑を立てることをよくわかっている。噂で彼らの

功徳碑の石の清白を侮辱する必要はない。私たちも字のない碑を持っているのだから。
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朝廷

竜船の内部に水を湛える。沢山の糊と一つの舵が内に取り付けられ、多くの人が水を引
くことができる。水動によって太鼓が音を立てる。

朝廷と呼ばれる空間は小さい。例外なく参加者は、たまに駒として世界の棋局に参加している事を忘

れ、自身を棋局そのものにする。これはこの種の空間への思い上がりだ。朝廷に入った後、参加者

はたまに、そこでの紛争が世界全体の紛争であると一種錯覚し、そこでの改変が世界に大きな変化

をもたらすと錯覚する。参加者も常に世界中に多くの朝廷があることを忘れ、彼らは様々なスポーツ

を展開し、座席や音量を奪い合い、万華鏡の連続性の様に連合や敵対の関係が混ざり合う。棋局

からの離脱は罰するという意味だけでなく、恥辱と殺傷を含むものだ。彼等は内部の変化に関心を

持ち、常に外の変化に疎い。外の変化が敵意となると、朝廷はやっと効率の良い機械として機能し

始めるが、よく手遅れになる。朝廷の中で泳ぐのは常に危険。それ故、朝廷に住む人は皆、大地を

褒め称え郷土への心遣いを大げさに現す。いざという時ではあるが、父母の死は悪い知らせという

だけでなく、往々にして別の意味を持つ。
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玉印

角材を画像素子の構造のように束ね、凹凸を調整し、異なる文字を作り印にすることが
出来る。木片は19×19本。囲碁の碁盤として使用。銅製の枠。

玉印は少しも自惚れない。それは自分が世界中にあまりにも多くの身代わりを持っていることを知っ

ていて、既に最初の憤懣はユーモアのある受容に変わっている。これらの複製品の内、いくつかは

品質も悪く割れ、乱れているが、残りのものは本物に近く、大小の皇帝のための慰めとなっている。

玉印のない皇帝が臣下に対している時は体裁がないので、吉兆の符印が現れる。玉印は奇妙な事に、

どこかわからない所で何度でもよみがえる。玉印はこれらの複製も自分の本身だと思っている。必要

に応じて創造すれば、自分自身が研がれて薄くなっていくよりは合理的だ。原作を求めている人は偏

屈すぎる。彼の軍隊は天命なので、自信のある君主はこれら王印を必要としない。
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遺言

彫刻を施されたベッドの上に、長く引き延ばされたミシンを取り付ける。ミシンは枕の位
置にあり、布に乱雑な線を縫いつける。足踏み板は足の位置にあり、誰かが足踏み板
を踏んで動かし、ミシンに仕事をさせる必要がある。

公開された遺言は失望と呪いを作るだけだ。そのため、遺言は時に秘密にされた。遺言の中で要求

される物は、生前に主人が全てを最後通達することを望まないものだが、彼が権威を最後まで維持し、

推測と恐怖と希望が作った従順さを享受する助けになるので、遺言は最後にその権力が行使される。

しかし、有効を欠く遺言を執行するときは、財産の分割の未来の計画や、継承人問題にかかわらず、

遺志を発生させるのは難しい。遺言執行人が十分に強い時、この混乱の根源を学ぶ事を解説してし

まう。秘密の遺言は最終的に発見されなかったり、改竄されたり、曲解されたり、偽造されたりする。

そのことによって混乱に少しの合法性を与えている。

ざん
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中原

鹿の皮が途切れずに痙攣している。機械によって動き、近づくと鹿の皮は戦慄する。

中原はもともと弱い獲物ではない。それはかつて武揚威が四方を統活し、財産を蓄積し、農業を創

造し人口を増やした。しかし、人々が四散して周辺の耕地を探索し始めてから、土で作られた陶器の

上に文明は陶器の上に芽を出して字がきざまれ、中原の険しい自然は一気に力を弱めたようだ。そ

れは中原に住む者の爪や牙の下に鹿の角の様に形骸化している。敏感さだけでは、鹿は走ることは

できない。中原は罪も無いのに、中原に住む者の野心に任され命を落とした。肝臓や脳髄が中原に

塗布され、膏液は野草を潤す。生命の肥料は中原をますます肥沃にさせ、国を盛り上げ、戦争・災

害をも盛り上げる。雄性動物の中原に対する持続する愛は頻繁に主人を交換させ、人々の混血の溶

炉になる。たまに、中原は古都と多くの英雄を誇示することが出来るが、まるで老衰した鹿が全身の

傷を誇示するようだ。

ちゅう   げん
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商人

ニュートンのゆりかごを拡大したもの。球体は銅金色。動かすと球体がぶつかり合う。
支える構造は鞍と船の竜骨の形。

最初、商人は物資の占有を利益の源泉としていた。彼等はすぐに、買いだめをしてウサギを切り株で

待つ様な商いは時間を使って買いだめした物を運ぶだけだと発見した。これは物を持たずに物品移

動の有効性に遠く及ばない。商人は輸送者に進化した。彼等はラクダと車輪を持ち、日和見主義を

学んだ。故郷はだんだん遠くなり、商人は旅行中口数を減らし、数字が一番通用する言葉であること

を発見する。その後、一部の者は、各地の物資の違いよりも道路を掌握する方が重要であることを発

見した。彼等は渡し場と橋の制御者へと更に進化した。最終的に最も偉大な商人は、人々が何も必

要としないなら、必要とすることを教え、渇望を育てなければならないことを発見した。そして、運搬

とライフラインを買い占め、利益のチャンスにし、価値観の塑造者となった。このころから、商人の動

きを政治家が警戒し始めた。彼等は商人が既に自分の領域を手に入れていることを発見した。商人

達は危険な場所に属していることを宣言され、ただ甲骨文の時代のみを支配することを許可された。
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宴席

重りを揺らすカラクリおもちゃの原理を用い、卓上にある酒杯が乾杯し音を立てている。
重りの靴がある。靴は互いに交差してぶつかり、テーブルの下で足が動いているようだ。

社会劇場として、宴席では多過ぎる争いや妥協が見証される。そこに参加している彼女は笑顔の下

にナイフが隠されているのを知り、話には裏の話があり、真意は別の所にあり、飲んだ後の話も依

然として真言ではないことを知る。彼女は席順に象徴が含まれるのを知り、食物はただ鑑賞と潤滑の

会話に過ぎなく、しかも暗示に満ちているのを知る。彼女はテーブルの下の足が忙しく止まらないこ

とを知り、あるものは震え、催促し、注意を促し、交流し、誘惑しているのを知る。テーブルの下の

足の粘り強さはまるでヨガのマスターのように、並外れて指よりも豊かな表情を持っている。彼女は

かつて一つの足が席を隔てた人に手淫をしているのを見た。彼女も二本の足に誘われたのを見た。

足が筆を握り、靴底に字を書き、その後無声で靴を交換したのを見た。卓上の人達はいつもと同じ

表情で、礼儀正しい。全てを経験した後、宴席は自分がいつでもひっくり返る可能性があると深く信

じるようになった。また、卓布のない宴席は味気ないと彼女は確信している。
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密告者

マルタの十字路を改造したインスタレーション。葦と一羽の鶴が付き添って回転し、葦の
根は全てナイフで出来ている。鶴は危険が迫ることを知らず、葦が背中の鐘を鳴らす。

再三の考慮と精密な計算の後、密告者は彼の知っている秘密が自分にとって見通しが悪いことを確

定し、それは自分の陣営を再選択することを決め、そこから自分を出した。保険のためにも、それ

は本来暗示を提供するだけだったが、吹き抜けた風に少し異味が混ざり、木の根に一つの痕跡を残

していた。後になって、このような秘密の微妙な信号は正しく理解されにくくなるだけで、その作用が

自分の頭上に起こるとは限らないことを意識した。秘密はその姿を壊さねばならず、夜のうちに駆け

出し、秘密をさらけ出す。だが、裏切ったという不安が秘密をさらけ出すことを奪う。道徳的な不快

さから抜け出すために、告発者は自分の利益に走るのではないから、観念的には自身を密告者と認

められないと言う。それは敵を救うのではなく、歴史を救うのである。密告者の存在によって、遥か

遠くを見渡せる人は、常に大きなリスクを伴う。何故なら貴方の身辺は、全て強者に賭ける人達だ

からだ。
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説客

木製のキツツキは吸盤で人体模型に吸着している。キツツキの糸を引くと澄んだ音がする。

説客の唯一の武器は歴史経験だ。歴史学者に銅鑼を与え、独裁者に向けて叩かせ、諌めた。彼は

独裁者を恐れず、自分を歴史に変えるためである。この種の説得は脅迫に近いが、それが説得の本

質であることを説客は知っている。ためらった人材だけを説得できる。しかし、全ての心の中の石は

揺れていると説客は信じているので、だから説得出来る。説客達は、それぞれの人が自分のために

自分ではない人が決定するのを待っているものだと信じている。彼等の同じような表情は相手の為に

焦っているので、相手よりも自分達の為に思考している。彼らは心理療法医のように相手の本当のニー

ズを伝え、悟りを作り出す。説客が自分の言うことの一切を信じているかどうかでなく、彼は実際に

は把握していない。説客養成クラスには、随意に立場を入れ替える説得力の試合があるという。しかし、

すべての説客は否認している。

11



邪教

皆が一緒に吸うことのできる沢山の吸口のあるパイプ。

そうです。私は貴方達の長年の弥勒の転生を待っていたのです。私がメシアです。私は貴方達を救

うために来て、貴方達は全て私の神通力を見ました。私はすでに一切を説明しました。私は真実です。

私の目を見て、この不思議な水を飲んでください。それは貴方達が経験したことのない喜びです。

貴方達にはもはや飢餓はなく、医薬品を必要としない。刀も銃も効かない、世界の終わりにも生き

延びるのです。今、貴方達は秘密を守らなければなりません。兄弟にならなくてはなりません。一切

の全てを至高の真理に寄付し、貴方の財産や家族、身体は今から全て真理に属しています。疑いは

最も許せない罪です！ 思考してはいけません、検査も必要ありません。それは悪魔の誘惑です！ 貴

方達は毎日真理の声を暗唱しなければなりません！ これらの清らかな子供たちは、貴方達の教則を

守ることになります。貴方はこの醜悪な社会から離れ、身の回りの異端を一掃しなければなりません。

今日、貴方は真実の声を伝え広め始め、私たちの秘密組織を発展させ、世界を救う偉業に参加します。

警察も貴方をどうしようも出来ません。死は本当の喜びの始まりです。今、私と来てください！
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流賊

碗を重ね、草縄で縛ったものを車輪とし、鉄鍋は車体。互いに連なって成長し、虫の形
状になっている。鍋の中に折れた箸、陶磁器の破片、果物の種などがあり、どんどん長
くなる。

流賊は旅行愛好者ではない。彼等は追跡者が作り出した怪獣だ。亡命者の先頭を阻む者はいないが、

後に続く弱者達、老人、病人、障害者を追撃し、しかも洗いざらい略奪された土地を奪回する。追

跡者が財を作る機会のみならず、戦功を重ねる最も良い戦略だ。この点はすべての軍閥が胸を張る

のだが、追いかけるだけで止められない政府軍が流賊を創り出したのだ。流賊は多くの人を巻き込み、

協力した読書人も巻き込んだ。読書人は自分の合法性を彼等に教えた。流賊は、造反を征伐と呼び、

敵と同様に文才豊かな檄文を手に入れた。読書人は政権を組織する技術をも流賊に教え、この時か

ら彼等は遊撃戦での優勢を失うことになる。彼等は自らの領地と境界を持ち始め、苦手な防護者に

転じた。動を鎮静するのは流賊を撲滅する最良の策だ。包囲して資源を切断し、根気よく待つだけで、

流賊の残虐な内紛はすぐ起こる。分裂は流賊の負けを呼ぶ、天の采配からは遠い。
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神医

陶磁器や石で出来た人型の迷宮に玉を入れる。各方向に傾斜させると玉が迷宮を出て、
澄んだ衝撃の音を立てて楽器になる。外郭はひょうたん状で、底もひょうたん状になって
いて、楽器の共鳴のため空間を形成している。

私は道理に通じている。私は身体と自然・山川・宇宙・星は同じ論理によって組織されていると思う。

なので私は植物と動物は全て身体の元となっていると見倣し、身体を一本の木や一つの川と見倣して

いる。真の神医も国を治めることができる。私が治療出来ないものは2種類だけ、貧しさと老衰だ。

私と植物の関係について言えば、私は搾汁機だ。私と動物の関係を言えば、私は教師だ。その実、

私は物事と関係の組織者と調整者だ。神医は皆、結局は最終的な失敗者であるが、医学はある種、

最もよい訓練だ。医学は私に告白出来ない秘密を知らせた。「帝王の身体は賤民の身体ほど強壮で

はない」と。これによって、私は権力を無視する。病気は世界の誤りであるが、世界の誤りはすでに

世界の一部になっている。治療所ができるのは割合を減らす事だけで、これは数学の問題だ。私が

しなければならないのは手術ではなく、あなたに付き添い、死亡をより容易く受け入れさせることだ。
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烈女

中国風の古い洗面棚。四足は鋏で代用。真珠のネックレスは滑車で鋏に連結させ、回
転させる。洗面器の中には雨花石があり、鏡に水がかかる。

ミシン糸には髪を使用し、1人の丸坊主の女の子が、このミシンでカレンダーに絶えず日付を刺繍する。

烈女は輝かしい息子を生むという成功に洗脳されている哀れな者で、彼女が観念として受けた傷は

纏足の骨よりもひどい。彼女は物語の中の人生を自分の人生と取って換える訓練をした。そして、道

理のない尊厳が、生きるための本能と快楽に打ち勝った。彼女は性関係をあまりに神聖な地位に置き、

時に、この種の性関係はただ予約の名義だけになり、甚だしきに至っては一度も本当に発生したこ

とがなく、彼女の長い自閉、或いは自殺の理由にもなり得る。父親でさえもこのような偏執を受け入

れる事が出来ない。彼女が交換したのは、冷たくて素朴な石造りの建築物だ。彼女が努力して輝か

しい息子を生んだ時にこそ、彼女は希望のために生きているとみなされる。事実上、烈女は想像す

るよりも珍しい。記録の中で彼女は目立つが、大多数の女性はこの種の絶望を選ばないからだ。

てん
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書生

二台の扇風機が眼鏡のレンズ部分を構成している。眼鏡の鼻部分の支柱は車輪で代用し
ている。眼鏡のつるが一輪車の柄の部分になっており、演者は眼鏡の柄を押しながら、
様々な物に向かって風を送る。

人々は時々わざと書生をからかう。彼の提供した経典からの引用や、甚だ融通のきかない解説を大声

で笑い、読書は実際には生活の中にあってもなくても良いものであることを証明する。その実、彼等

がこうするのはただ書生を軽蔑しているのではなく、学士に敬意を示す別の方法であるだけだ。書生

はこの善意を理解せず、ただ言葉に夢中になっているだけ。ある特定の言葉について長いため息を

つき、血脈をたぎらせ、家路をぐるぐる歩く。屋外の桃は紅く柳は緑で、正に春爛漫だ。彼は詩句中

の春の光が容易く消滅するために、門を閉じて悲しんでいる。書生は一篇の文字が千軍万馬を殲滅し、

時間を超えても摩滅しないと深く信じている。自分の肉体は特別な句が降臨するために準備する道具

で、しかもこれらの句は久しくこの世界を照らすと深く信じている。これはある種の書籍が作り出した、

しかも新しい書籍の為に存在する人生だ。しかし、全てのこれらの希望は破滅し、書生もまるで金満

家のように意の向くままに浪費するようになり、ギラギラする血肉の生身になってしまう。
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宿場

モビールが展示空間の高い所にぶら下がっている。雁の体と翼は板で整形、鏡面のス
テンレス板でカバーしてある。翼の下にあるロープに、酒壺、酒杯など旅行用品がぶら
下がっている。大きい雁の体の下のロープが引かれると、翼が上下に揺れ、鏡面のステ
ンレス板が光を反射し、空間の各隅に放射される。

宿場は、宿を家にする者を歓迎しない。家を宿としている者を歓迎する。宿場は家から遠く離れ、権

力中枢からより遠く離れているが、それでも安全ではない。宿場は刺客が活躍する所だ。宿場に立

ち込める情感は通常、比較的後ろ向きだ。孤独な旅館、寒い風と長雨、荒 し々い辺野、狐と見知ら

ぬ人が交互に出没し、全ての物音は拡大される。だから、濁り酒は常に慰めのエネルギーを備え、

詩歌や怪談よりも効果がある。
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香格里拉（シャングリ・ラ）

ナショナル・ジオグラフィックのリュックサック。マッサージ機が内蔵され、バックパッカー
の腰を絶えずマッサージする。リュックの上にヤクの頭があり、頭には「撮影禁止」の
マークが刻まれている。

シャングリラの周囲は雪山で囲まれている。訪問者は自発的に土下座し、各々の寺で違う思想に従う。

これらの思想は互いに寛容な態度を持っているという。空間の幽閉が産んだ人間の純粋と汚れなさ

は引き起こす好奇心さえ汚されやすい。幸い、キノコを沢山産出するシャングリラは無菌だ。キノコ

は想像の投射物だが、カメラのレンズはここではカビが生えやすく、想像力だけが深い秘密に到達

するに足る。このためシャングリラが形成した歴史で、来訪者の解読がきわめて重要だ。それで研

究者はシャングリラの地理的位置について長く続く論争をした。証拠を必要とする真相は多くの年を

経て、今ではますます混乱している。
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海風

楕円偏光計を発展させたインスタレーション。柄には帆が張ってあり、舵を動かす。陸地に
ある二つの山は交互に交差して移動する。

季節風が海から吹いて来て、湿った空気をもたらす。雨が戻ってくると、男たちも南洋から漁村に戻っ

てくる。媽祖は、その石の上での日々の見守りを一時停止した。彼女は家に帰り、隣の夫婦が団欒

する時の波の様な大音声を聞いていた。もちろん家に帰らない人もいる。行方不明者についての伝

説は奇怪だ。ある伝説は、彼等が磁器と一緒にマラッカに沈没したと言う。あるいは大きな島で開墾し、

故郷に従って敵味方の関係になり、宗族同士の争いを続けているという。あるいは彼等はもう他の

女を娶り、子供を育てた。その中には、言葉の風変わりな海賊が、実は彼等の同郷であるという説

もある。家に帰る人も長く留まることは出来ない。風が南に吹く時には男達はまた海に出なくてはな

らず、十分な量の茶葉を持っていく。彼等が次に帰って来る時には人数がまた減り、神を信じるとい

う変な顔の商売人が来て、自分は知識を探しに来たと言う。男の言うことはどのみち手のつけようが

ない。媽祖は自分の男が永遠に帰って来ないと気づいた。翌日、彼女は灯台になった。
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僧

木魚を自動的に叩く装置。木魚には鉄針が沢山刺してあり、後ろ側は髪の様に連なって
いる。木魚を叩くと鉄針が揺れて落ちる。

僧はある種の赦免である。出家は俗世での死の象徴だ。失敗した後に死を以て償うような路がある

わけではなく、逃げ入れる穴がいつもある。私の態度は人間的紛争から退き、その生を休む。以前

のことはつい昨日の様になくなり、私は誠実に永遠の出家の約束をし、理論上では仇を取ることを

止め、一切を帳消しにする必要がある。超越の扉はいつも慈悲の名義であなたを引き留める。この

ため、寺での逃避は自己卑下の性質を持つ行動だ。それは了解と忘却、非報復と懺悔の宣言だ。

尊大な者はこのような結末を受け入れることができない。尊大さを捨てた後、僧侶が得た特権は自由。

僧侶が手にした自由とは放棄だ。放棄の後には二度と煩悩や執着はない。僧――放棄者の服を着て、

身分の虚構を見破った彼は、多分どの様な人でもどの様なことにもなれる。つまり解脱だ。彼が失っ

たのは尊大さだけで、全ての世界を手に入れる。

ひ げ
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回顧録

麺を搾り出す道具。小麦粉を入れる場所は人の頭の形をしている。目や口の部分が空に
なっていて、小麦粉が押し出され麺になる。

注意が必要なのは、回顧録は必ずしも真実ではない。例え意図的に騙すのではないとしても、記憶

は既に、全て自分に有利な証拠を選んでいる。追憶者は自分の脳溝を押し出し、年齢の長さが願望

と事実をはっきり分けない可能性がある。回顧録は、個人が歴史学者の文章から自分の時代を取り

戻す努力だ。いや、私が経験した時代はあなた達歴史学者が言うようなものではない。これは私ひ

とりの一生で最後の戦いだ。だから回顧録は少なく、懺悔録があるのだ。多くの回顧録は温かみと

美しい時の他に最後の進攻を起こしている。回顧録は挫折に満ちた生涯を回復し、あらゆるストレス

を指針にし、全ての敵意と裏切りを、恥辱の柱に永遠に釘付けにする。最後に、それが予言として

用いられ未来に関与する。この点は遺言状に似ている。最も成功した回顧録は、ひいては歴史を改

めて書き直すことを迫る。だから、あなたの身辺にいる日記を書く者を尊重しなければならない。
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目前の心配

鳥類の羽が爆発で起きたキノコ雲に挿してある。

目前の心配は次々にやって来る。雹が密集して身体を打ち、夏の夕暮れの蚊は影のように頭の上を

ぐるぐる回り、生涯の一瞬一瞬の表面を覆う。秒読み時計の数字の鼓動は、あなたにひどい胸騒ぎ

を起こさせる。期限付の奴隷として、あなたは既に心身共に極度に疲労している。あなたは絶えず荷

馬車を駆る逃走者となった。米を待ち鍋を降ろす。遠くの水は近くの火を消せず、全てが目前に迫り、

目前の心配は混雑しながらあなたに注意を喚起している。これらの心配が列をなしてあなたの生涯に

起きるという事件を受け止めなくてはならない。時間が常に足りない。しかし、その猛威はただの虚

勢で、あなたはいつでもひとりの面接官のように目前の心配を退けることが出来る。あなた自身の

存在と目前の心配とを比較して、選択する立場に戻る必要があるだけだ。心配はただの幻象である

ことを発見するだろう。
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象徴

竹ひごで編んだローマ風の柱。下部は竹ひごで作った象の張子。鼻の部分と柱の途中
からほどけかけた竹ひごを結びつける。

怪談は蚊帳を漂って染め、鋏と鏡は邪を払いたくても払えず、象徴はどこにもない。解釈する者の心

に不安がある限り、全ての事物は遠くにある別物の投影になる。全ての事物は覆面をして登場し、

何層もの意を重ね、全ての片隅に兆候と暗示を生産する。伝えられた情報自体もただ一種の表面に

過ぎず、さらに深い意義を意義の下に秘めている。象徴的世界は湾曲した小道で、世界全体を解釈

するテキストへと変化した。陰謀論に満ちた世界に生きて、もっと敏感になる必要がある。あなたは

図形と儀式に管理され、表層から意義の中枢に到達し、権力を持ち、象徴の設計者にならなくては

ならない。あなたがすべての秘密を知った後、突然この世界のデザインがこんなに自由であることを

発見する。象徴はただの服務であり、それは招きに応じる前に来て、元気づけるか或いは脅迫する。

それが無くなった後も、世界はまだ存在している。
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水時計

ステンレス製の管は蚊取り線香状で、螺旋状のスプリングになっている。真中には一粒の
ステンレスの玉が線で釣られている。ゆっくり引き上げられて突然放たれ弾んで元の位置
に戻る。その動きはラウンジとレバーで操縦される。

不眠者にとっては、水時計は酷刑だ。漏れ落ちる水音が響く前の時間はこんなにも長く、強く引き締

めているゴムバンドが底意地悪く掛けられている。あなたは彼女のためにびくびくし、時間のために

心を砕く。それは窒息する間のようで、しずくの音は冷酷な鉄槌として拡大され、一声ごとに胸を打

ち砕く。それが引き起こしたさざ波は多くの年を過ぎてようやく平静に戻る。そのため、不眠者は水

時計を怨んでいる。彼は感謝を知らず、すべての水時計の音を聴く者は、まさに互いの相手になる。
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光陰

伝統的な竹ひご提灯で魚の群れを作る。大きい魚の口から小さい魚が飛び出す。

光陰はあなたが旅の中で偶然出会った智者だ。彼は年輪と砂時計を持ち歩き、目に映る春光は既に

枯れ落ちる境地をはらんでいた。彼は黒く厚い布を使い、卓上の灯に少しずつかぶせたり、また少し

ずつ開けたりしてた。彼は忙しさを繰り返す。その忙しさに従って、あなたは彼のテーブル上にゆっく

りと青苔が生え、またゆっくりと退くのを見る。池にいるすべての魚の口の中から、一尾の小さい魚

が泳ぎ出る。あなたは光陰の髭がますます長くなるのを見る。しかも光陰は早くから目に涙を浮かべ

ている。あなたが何故と訪ねると、彼は人類は時間について実に何も知らないと言う。人類は時間

が水の様に流れることが惜しいことだけを見て、でたらめに時間と黄金の取引をしている。人は光陰

矢の如しという歳月だけを見て、でたらめに家を宿としている。彼等は死ぬまで、家に帰りたいと叫ぶ。

光陰はそう言いながら頭を振っているが、手は少しも止まらない。彼は灯りを遮り、また開けた。彼は「あ

なたは自分を旅人としていつも急いでいる。では、もう百年やるから何に使うのか」と言う。彼の話

はまだ終わらず、あなたは駅に着く。車を降りなくてはならない。
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禅定

二つの鶴の形をした灯。内蔵した緑色のレーザーライトは心拍グラフを投射している。回
転可能なジャイロスコープと安定した長明灯。

禅定は一式の技術である。調息から始まり心神調整まで。論理的な推論から体験の積層まで。各々

の層は身体を神奇な解脱へと送り込む。自分の鼻先を万物が融解するまで注視する。この技術は、

最初に世界の散乱と誘惑が互いに手を結ばないよう抵抗するために用いられた。不安な内心を克服

し、心を動かさずに妄想から離れていくのに用いられた。心が静まった後、風は動かず貪婪でない

ことを好む。その心からは確固と知恵が生まれる。禅定は傷を治す洞穴だ。私が世界で自分のため

に設定した反撃の根拠地だ。天が崩壊して海流が裂けても関係なく、私はいつも禅定の中で清浄な

身になり、解放された心を守ることができる。禅定の技能を持った後、あなたはまたこの騒 し々い世

界に戻る必要がある。穏やかな表情で他者のヒステリーに打ちのめされる。だがあなたは他者の首

を掻き切ることに無関心だろう。世界の狂気にとっては禅定自体が一種の批判なのだ。

ぜん  じょう

らん
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天涯

六角二層の宮廷の灯篭は、液晶テレビとフォトフレームで構成されている。上部のフォト
フレームにはグーグルアースの地球回転画面が映る。メールを受信でき、特定の人が展
示中に画像を次々と送信し、更新する。下部の液晶テレビの画像は、各国際空港のパノ
ラマ画像を映す。

天涯は程遠い。天涯に身を置くことは、空間が辺境なのではなく、文明に放棄された地のことをさす。

天涯の遠さは、帝国の辺境がだんだんぼんやりしている所だ。天涯では、文明は希釈され各個人の

天地は抽象的な風景になる。なので、常に天涯を訪れる者の目の光は、帝都の賑やかな人よりもよ

り奥深いことがはっきりしている。天涯は、歴史の中で始終名声の高い名所だった。天涯は断腸の人、

落ちぶれた客、芳草と斜陽と詩歌に満ちている。いちいち文句を言う人、求めても求められない人は、

自分の居場所を天涯と呼んでもいい。翠の世界と天涯は近くて遠い。天涯は全ての気風のある人の

隣にある。実際に人の世を嫌悪したら、あなたはいつでも天涯に行くことが出来る。しかし帝国は天

下だけがあり、天涯があることを許さない。帝国の拡大につれて、天涯への航路が開通していたのに、

指名手配書の下で、今にいたってはもう天涯はない。
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昔を偲ぶ

竹編の大型吊り灯籠。塔状の構造は各層に欄干があり、突出した小さな灯の下部は波形、
中部は山、全てに欄干がある。

欄干にもたれる者が見たのは、全て彼自身の鏡像だった。手すりは身体を助け、高所恐怖症を克服

した、魂はやっと、この様に軽やかで孤独、目の光は煩うことなく極遠に投射出来る。展望が遠くな

ると、歴史の上に不時着する。倒れる危険がある楼で見下ろすのはいつも時間だ。豪奢は既に廃墟

になり、英雄と美人は既に枯骨になった。奇跡的な宮殿や陵墓は花鉢で、苔はいつも最後の勝利者

となる。明るい月は遠くの山河風景や陵墓や御所を黙って眺めているが、全て彼の忘れられない恨

み事だ。彼の思い人は、全て彼自身と少し似ている。その実、彼は戦うべき時代の中で脱落したひ

とりである。興亡が昔を偲び、目の前の事物への追憶があり、憤慨してどうしようもない気持ちにな

ることもない。まだ巻き返すために文章を作らなければならない。

彼の目はついにこの楼に立ち返り、欄干を一度見た。昔を偲ぶ者の落書きは既に重なり合い、粉壁

と梁柱は余白がない。歴代の懐古は既に打ち捨てられた物事と長年の愁いを打ち明けたと言うが、

前の時代の懐古者自身も既に懐古の対象になっている。最終的に、彼は自分の荒れ狂う感情には新

たな意味はない事を認識し、言葉を失う。

しの

しの
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