青木やよひの『ベートーヴェンの生涯』を読むとき、ベートーヴェンの人間像が生き生きと眼前に迫ってくるだけではなく、彼女の魂

そして人間と大自然を結びつけ、触れ合わせるものである。その深みに降り立つとき、その音は魂に触れるのだ。

魂とは人間を宇宙に結びつけるなにものかであると述べたが、ベートーヴェンの後期の諸作品は、まさに宇宙を媒介として人間相互を、

感動のあまり口もきけず、はるか別世界にいってしまったようにみえた。

その「神なるものへの感謝の歌」で彼女の魂が震えるのを感じ取ることができた。終了後、口々に感想を述べる他のひとたちをよそに、

二度目はロマン・ロラン友の会の若干のメンバーとともに、同じくレコードで『弦楽四重奏曲作品一三二イ短調』を聴いたときである。

参したレコードである。あの「嘆きの歌」にさしかかったとき、彼女の瞳に大粒の涙が光るのをみた。

がそれだと思われる。その二度の体験に私は立ち会っていた。最初は『ピアノ・ソナタ作品一一〇変イ長調』で、私がひとから借りて持

学校教育などで聴いた経験はもちろんあるだろうが、おそらく青木やよひがほんとうの意味ではじめてベートーヴェンと出会った経験

といってしまってもいい。その琴線が震える経験である。

それは思考を身体と結びつけ、さらに人間を宇宙と結びつけているなにものか、あえていえば数式を事物に結びつける《演算子》である

魂とはなにか、という問いがすぐつづくかもしれないが、古語の《タマ》が万物の霊魂と同時にその象徴的事物の玉を意味したように、

つまり魂が震える事態である。

できごとや風景や光景でもいい、またひととの関係のなかでのある一瞬、もしくは動物との出会いでもよいが、全身全霊が深く打たれる、

「魂に触れる」という経験がある。ごく稀に起こることであるが、芸術作品を読む、聴く、観るという経験を通じて、あるいは事物や

魂に触れるということ 北沢方邦

撮影：新井翠翹

に触れたその音楽との出会いの記憶が、われわれの琴線に触れ、鳴り響くのが感じられる。
この遺著は魂に触れる。
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「マーヤ」はサンスクリット語で「幻」の意。
ヴィラ・マーヤは伊豆高原にある「知と文明のフォーラム」のセミナーハウス。
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知と文明のフォーラム

ヴィラ・マーヤ便り



校の先生が音大の声楽科出身だったんですけれども、そ
弾いてもそれらしく聴こえるように思います。バッハも

●森 ベートーヴェンはモーツァルトとは違い、だれが

いですね。ベートーヴェンの場合はたんに曲の形式や組

そうですが、その音楽は非常に構築的なんですよね。

み立て方ががっしりしているだけではなく、そこでなに

ろそろ戦争が始まって、外国の声楽をリサイタルで歌う

それで十二、三歳頃最初に聴いたのが『月光』だった
を言おうとしているかを含めた構築性ですね。モーツァ

●片桐 構築性というのは？

んです。そのときにはだれのなんという曲なのか、まっ
ルトの場合は曲の形式がすなわち構築性で、頭に響いて

というような機会がなくなっていたんです。それで、せ

たく知らないでいました。
ただ月の光の下を水が流れて、

めて子どもたちだけには名曲でも聴かせてやろうと思っ

伊豆高原ヴィラ・マーヤにて（二〇〇七年一月）

特別座談会 「ベートーヴェンの後期作品をめぐって」

出席者（あいうえお順）
青木やよひ（評論）
、北沢方邦（構造人類学）
、
パーク・ヨンヒ（ピアニスト）
、

激しくなったり緩やかになったりというイメージが頭に
ベートーヴェンの場合にはスケッチから始まって、これ

いる音楽を素直に楽譜に描いていけばいいわけです。

●北沢 でもその構築性を把握した演奏というのは少な

インプットされて、非常に強い印象を受けました。ただ

たんでしょうね。

当時は「ベートーヴェン」という個人のイメージとは結

森淳二（出版）

ベートーヴェンの入り方
<
>
●片桐 ベートーヴェンには一般的に『月光』
『運命』
びついていませんでした。

司会・片桐祐（外国語講師）

など前期・中期作品から入門するようですが、やはりそ

〇のピアノ・ソナタや晩年の弦楽四重奏曲から」なんて

論理的というのでもないんですね。ある意味でブラー

りも、メッセージの表現の仕方を考えている。

完成してからも何度も手を加えています。音楽の流れよ

を入れ、これを変え……と、構築して完成する。そして

のあたりが聴きやすいということですか？ 世界的にも

言ってました（笑）
。

だから「ベートーヴェンを最初に聴いたのは作品一一

●森 僕もベートーヴェンは中期から聴き始めました。

そうなのでしょうか？
後期はすごく近寄りがたかったです。ところが青木先生

モーツァルト、ハイドンと似ているところがあって、彼

●青木 いま考えてみると聴いていないんですね。女学

などは聴かれておられなかったのでしょうか？

ないでしょうか。それ以前には有名な『英雄』
『運命』

●パーク ピアノを習う場合、成長過程ごとにこの曲を

方がむずかしい、というのはありましたか？

モーツァルトを習ったときよりもベートーヴェンの曲の

しているようなことはありますか？

この奏者はどうもな、と思うような奏者が市民権を獲得

作品の構築性
<
>
●片桐 話は飛びますが、
いろいろな奏者がいるなかで、

●青木 だから、ただ音符を弾いていただけでは彼の

る手段が、無駄を削りに削ったものだったんです。

●北沢 もちろん内容は深いんですけど、それを表現す

らかも知れません。

中期、後期ではずいぶん違うでしょう？ ごく初期には

●青木 でもベートーヴェンと一口に言っても、初期と

然な流れがさまたげられている。

ムスの方が論理的で音も多いしもっと凝っています。ブ

らと決定的に違うベートーヴェンという感じはないん
やらなければならない、というのがありまして、選曲が

メッセージは伝わらないんでしょうね。何をここで言お

ラームスは曲の論理的構築性にこだわるあまり音楽の自

じゃないですか？

うとしているかわからない。
弾くひとがわからなければ、

は後期、作品一一〇のピアノ・ソナタ、一三二の弦楽四

●森 それはベートーヴェンが先人の作品を習作的に模

なされています。それは小さい頃にモーツァルトばかり

聴くひとはもっとわからないんです。

重奏曲から聴き始められました。めずらしいケースでは

倣した、というものですか？

弾いていて成長するにしたがってベートーヴェンを、と

●パーク 印象派に近づいているような流れがあります

いうのではないです。
どこか音楽大学を受験したいと思ってレッスンを受け

●青木 ベートーヴェンはすごくモーツァルトが好き

ると、
モーツァルトが弾けるようになって、
ベートーヴェ

ね。
すごく時代を飛び越えてしまっている感じがします。

だったんです。
好きだったら似ちゃいますよね。
ベートー
ヴェンは「モーツァルトがドン・ジョヴァンニみたいな

●北沢 『 ディアベリ』は高度に抽象的なんですよ、

●片桐 技巧的にはどうなんですか？

作品を書いたなんて許せない」と言ったといわれていま

ンはその次、というふうですね。難易度的にはそういう

シェーンベルクにも通ずるような。シェーンベルクと違

すが、あれは大嘘。ベートーヴェンは自分でそのテーマ

ただ、手が大きくないとできない、というのもありま

感じじゃないでしょうか。

うのは、
抽象性を意図して抽象的になったのではなくて、

で変奏曲を創っているんですから。彼は「自分はつねに

すね。子どもの頃はモーツァルトの方が弾ける曲が多い

モーツァルトの崇拝者であり、これは生涯変わらないで
しょう」と死ぬ前年に手紙で書いている。確たる証拠が

●森 『ディアベリ』はとっつきにくくて、つい最近に
なるまで理解できませんでした。

「ある深いもの」を表現するための抽象性なんです。

●北沢 そういう意味では難曲中の難曲ですね。

けれども、ベートーヴェンは手が届かない。そういう意
ヴェル的には上ですね。

味では中学・高校生の受験生にはベートーヴェンがレ
●北沢 モーツァルトってのは逆にむずかしいんです

●青木 だから近年まで、日本では晩年のピアノ曲はあ

あるんです。

よ。子どもの頃は平気で弾いても、おとなになったら自
意識が邪魔して弾けなくなる。自意識を超えるとほんと
うに透明なモーツァルトになるけれど。
●青木 ベートーヴェンのピアノ曲は中期は弾きやすい
のに、晩年の曲はすごく弾きにくい、とよくピアニスト
からききました。ベートーヴェンも、とくに晩年はシン
プルにシンプルにと言っていて。それと関連はないかし
●北沢 とくに『ディアベリ変奏曲』がそうです。二〇

ら。
番の変奏などシンプルの極ですね。逆に謎めいて聴こえ
る。
●森 え、シンプルなんですか？
●北沢 音の使い方はとてもシンプルです。無駄なもの
を削ぎ落としています。
●森 その話は意外でした。若い頃ベートーヴェンの後
期の曲が受け入れられなかったのは、シンプルだったか
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シ
< ンプルな深さ >
●片桐 パークさん、ピアノを弾く人はまず、モーツァ
ルト、ショパン、ベートーヴェンなんかの曲から「これ
をやりなさい」とか言われて弾かされるんですよね？

『ディアベリ変奏曲』の原版譜




ベートーヴェンによる『ドン・ジョヴァンニ』の
浄書譜

く弾かれたのは園田高弘さんですよね。

まり弾かれなかったですね。最初に晩年のピアノ曲をよ
たんです。とくに一一〇の二楽章の四分の二。どうして

たい」
という曲ではなかったんです。
いろんな偏見があっ

りこなくて。レッスンで弾いていて「これ以上踏み込み

るのかと思ってましたが、初期の歌曲にもあります。転

い。最後の弦楽四重奏の Es muss sein
（こうでなくて
はならない）ですよね。後期の曲だけが意外な転調をす

し聴いていると、その意外性がないと逆に曲が成立しな

こうなるの？」という意外性が絶対にあるんです。しか

ね、演奏家は。

あれが入ってくるんだろう、あの曲に、と。音楽的なこ

●北沢 パークさんがおっしゃったように、これらの第

●北沢 ブラームスはベートーヴェンが中期に実現した

ました。
二楽章にもたしかに違和感はあるんです。なんでこんな

調だけではないんですが。

●北沢 ムッターの全曲録音、
その最後のヴァイオリン・
ところにスケルツォがあるのだろうか、と。

とではなくて、自分としては放置していました。でも北

ソナタ、あれはとてもよくて、とくにフィナーレのドラ
●片桐 そういう違和感があるとき、奏者としてはどう

沢先生が作品九六のヴァイオリン・ソナタが後期の作品

リストは超絶技巧家だから、
『巡礼の年』などはテク
マティックなヴァリエーションは、後期の変奏曲に通ず
対処するんですか？

ものを継承して、音を増やしたりハーモニーを複雑にし

ニカルな華やかさが加わっているけれど、表現の方向は
るすごさがあります。

たりした。ベートーヴェンの晩年のスタイル、つまりい

ベートーヴェンが晩年にやろうとしたものの展開です
●パーク それこそ人間的なドラマが隠されているとい
●パーク 違和感があったり、飲み込めないものを人の

●青木 なぜ彼が、そういう方向性をとったのか。そこ

ね。
うことに興味を引かれて、もういちど改めて作品に向き
が働くんですけれど、つじつまを合わせるのもよくない

前では弾けないので、どうにかしなければ、という考え

を読み取らなくちゃいけないんですからたいへんです

●青木 ドビュッシーにもベートーヴェンについて書い
合ってみたいという気持ちになりました。
かなと。やはり下地というか背景、裏付けるものを手に

みましたら何か通じるものがあると感じ、ヒントになり

たものがあります。
●北沢 作品一〇九も一一〇も、第二楽章が四分の二な
いれないと私は弾けないです。

に関連している、とおっしゃったので、その曲を聴いて

●森 ベートーヴェンの後期がリストにつながり、ド
のにスケルツォなんです、ふつうスケルツォは四分の三

現する、そうした面はむしろリストや、ドビュッシー、

ビュッシーへ、ですか？
拍子なのに。一〇九は確証はないけれども、一一〇は第

い意味で抽象化されてシンプルで、もっと深いものを表

●北沢 中期までのスタイルはシューマンもブラームス

もそういったレッスンを聴いていて、私はどうもしっく

ということで、コンクールでよく演奏されています。で

一〇九は短くて、いろいろなものが盛り込まれている

くて。

して先生に教えられたりしましたが、どうも腑に落ちな

開レッスンがあったり、友人の家に泊まって弾き合いを

〇、一一一を弾いていました。よく取り上げられて、公

外国に出てからも、たくさんのひとが作品一〇九、一一

●パーク 高校生くらいからですね。日本にいるときも

弾かれるようになったのは最近ですか？

本
< 質的な意外性 >
●森 パークさんがベートーヴェンの後期作品について

ウスの神話を重ね合わせてもいい。
「嘆きの歌」といっ

トーヴェンでは、譜面で見ていると「え、なんでここが

調したりするけれど、完全な流れがある。ところがベー

●北沢 モーツァルトやショパンの場合、展開したり転

なのですか？

●片桐 そういう箇所があるのはベートーヴェンに特有

●森 異質ですよね。

な、と迷います。

●パーク 一一〇でも、この楽章ばかりはどうしようか

かもしれない。

ちと一緒にボヘミア、シレジアに行った時の幸福な追憶

二なのは馬車のリズムなんですね。この二曲は、彼女た

行している。一〇九も一一〇も四分の三ではなく四分の

ですよね。ベートーヴェンは一八一一年にシレジアに旅

すが、これからベートーヴェンを聴いたり、演奏したり

先
< 入観をすてること >
●片桐 最後に青木先生と北沢先生にお願いしたいので

移入して自己流に解釈しすぎてもいけない。でもどうし

本語にしてしまうと本質から外れてしまう。あまり感情

がぽつりぽつりと出てくるんです。それをなめらかに日

事をしているときの感じに似ています。謎みたいな文章

●青木 わたしがベートーヴェンの『日記』の翻訳の仕

あります。あたためて、熟成していく感じです。

を考えているのですが、生活の中でわかっていくことも

と──それこそ私はいま、寝ても覚めてもピアノのこと

あります。
ずっと弾いていて、
生活をしながらずっとずっ

そのときわからないものは、時間が経つのを待つことも

あります。
それでもやっぱりわからないものもあります。

こと、楽理的なことから探ります。知ってわかる部分も

その後からは自分が手に入れられる知識とか、歴史的な

ラヴェルにつながっていきます。

も継承しています。でもベートーヴェンの最晩年のスタ
二楽章の最初のテーマにつづく楽節がシレジア民謡なん

ても気がかりで、
それで現地に行ってみたりします。
たっ
ても、オルフェウス神話に出てくるような、神話的なも

する人々にメッセージを送るとすれば、どのようなこと

最初は言葉でないところから、
音の中から探っていく。

イルの継承はむしろリストだと思います。

た一行のために。それがあるとき、全然違うことをして
れればいいんです。
彼自身の個人的な体験を契機に、
もっ

のにまで高めているんです。だから、その深みを感じと

●青木 私は偏見をもたないで聴いてほしいってことで

でしょうか？

うことだったのかと。いまだに謎がいくつかあるんです
と高いところまで彼は到達しているのですから。

いるのに、ぱっとひらめいたりするんです。あ、こうい
けれども（笑）
。

けれども、
実際の演奏家としては音の中で、
ベートーヴェ

八一一年の旅行とか、
背景としては知っていた方がいい。

んです。その背後にあるベートーヴェンの恋愛だとか一

あらわれているんですよ。だから音で深く感じればいい

●北沢 それは考えすぎない方がいい。ちゃんと音符に

なくて。私はこれ弾いていいんだろうかとか思ったり。

ても、人生をかけるような恋愛っていうのはまだわから

は思ってなかったんです。いくら読んで想像力を働かせ

私の価値観の中では、そんなにも大切なものなのだと

すが……。

は作曲する場合、きわめて集中力を発揮するといわれま

●片桐 そういうときも含めて、一般にベートーヴェン

のお話に通じてますね。

●青木 無駄なものがなくなっていくんですよ。さっき

ういう発展があります。

裸になっても裸を通り越していってしまう観点です。そ

脱いでいって、一〇九から一一〇へと、どんどん脱いで

度戻ってくるという、そういう感じがいたします。服を

と思うんです。個人的な体験を経ながら、そこへもう一

もともと作品に人類的な愛とか視点とかがあった方だ

●青木 自由に徹していると、ベートーヴェンてすごく

ていいと思います。

打破する。それさえ打破すればね。あとは自由に解釈し

偏見、先入観で凝り固まっていましたから、それをまず

が偏っていて、ベートーヴェン演奏かくあるべしという

発見してほしい。いままであまりにもベートーヴェン像

くひとも、聴くひともそれぞれ新鮮なベートーヴェンを

ろがあったのかという、毎回新発見があるんですね。弾

ない。本当にいい演奏を聴いていると、あっこんなとこ

ジなり解釈であって、ひとに押し付けようとは毛頭思わ

ジなり解釈がありますけれど、それはわたくしのイメー

●北沢 ベートーヴェンの曲に対して自分なりのイメー

分の感性で聴いてほしいっていうのが私の望みです。

す。私も自分の見方を押し付けることはぜったいしたく

●森 こんど弾かれるのは作品一一一ですよね。

ンの想い、たんに感情の起伏だけでなく、彼自身の深い

●青木 彼自身が一種、恍惚状態というか、存在してる

奥が深くて、
聴くたびにこういうところがあったのかと、

●パーク そうです。一一〇も奮闘中です。やっぱり一

想い、想いというより思想を感じとる方が重要です。

んだけど、なにも周りのものが見えないし、聞こえない

次々と新しいものが見えてくる。年齢にもよりますし、

ないし、それは私の見方で、いろんな見方があっていい

恋愛はきっかけにすぎない。恋愛にかぎらず生きてい

状態になってる、ひとが前にいるのに。だから、作曲し

体験にもよりますけど、若いとき見えなかったものが見

と思ってるんですが。いままでの偏見があまりにも強す

く経験の中でより深い世界を発見する契機になればいい

てるところをひとから見られたがらなかった。それを見

一一にいくまでにはわかっていないといけないので。そ

わけで、ベートーヴェンはいつもそうだったんですね。

たひとが少ないんだけど、ベッティーナ・ブレンターノ

●片桐 どうもありがとうございました。

えてきたりします。

れで一一一から始めたんですけど、一一〇、一〇九まで

それをベートーヴェンは完全に音として表現していま

が見て、
そういう場面を書き残しています。
ベートーヴェ

普
< 遍的思想としての音楽 >
●パーク ところで、思ったんですけれども、恋愛がこ

す。ですから音を読み切れれば、それで彼の体験を再現

ン自身も、音楽というものは哲学的思考というか、瞑想

れほどまでに重要な位置を占める、音楽に影響を与えて

したことになると思います。

的思考というか、そういうものを感覚を通して人に伝え

ぎたから、偏見やそれこそ無駄なものは剥ぎ取って、自

●パーク 「嘆きの歌」が、嘆きっていうのがどういう

る、もっとも適した媒体だ。それは文学でも絵画でもな

戻って、一〇九、一一〇、一一一と弾いています。

種類の嘆きなのかわからなくて。私は別のものに置き換

く、音楽だけに許されたことだ、と言っています。彼の

いるということがたいへん衝撃的だったんです。

●北沢 それでいいと思います。ベートーヴェンは自分

極度の集中力がそれを可能にしたんでしょうね。

えるしかないのかな、と。
の個人的な体験を基礎にして、それを超えた普遍的なも
のを表現している。たとえば作品一一〇だと、オルフェ
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それほど悪いとは思えなかったし、それに私の報告を熱

気である事は聞いていた。お会いして、お顔の感じでは、

れが最後になってしまうとは、考えもしなかった。ご病

今も新鮮に耳に残っている。青木さんのこの立場、この

て、今とは違う社会にしていこう」という趣旨の発言は

た集会での「フェミニズムとエコロジーを車の両輪にし

当時の私はエコロジー団体に関わっていた。そのころあっ

文を通じてだったように思う。一九八二年頃のことで、

青木やよひを偲ぶ

今年もまた春が近づいてきた。春の早い伊豆の便りが、
クインカムについて、鋭いご質問だったと記憶する。す

心に聴いて下さり、更に討論にご参加頂いた。ベーシッ

大内秀明

テレビで放映される。まだ雪の残る東北の仙台に住んで

健康と生命の尊厳に基づく美への視点

いると、この頃だけは伊豆高原の春の自然が、とても羨
思いはその後もずっと変わることはなかった。

もう梅の花は満開、早咲きの桜も開花していた。伊豆の

研究会にお招き頂いたのは、二〇〇九年の一月の終わり、

伊豆高原のセミナーハウス「ヴィラ・マーヤ」の合宿

か伊豆高原の「ヴィラ・マーヤ」と仙台・作並の「賢治

さった。思わぬご厚意に感激し、礼状を書いたが、たし

ところが青木さんが、大変丁寧な書評を新聞に書いて下

何時もご高著を頂いている北沢さんに、一冊贈呈した。

〇七年秋、
『賢治とモリスの環境芸術』を上梓したが、

ちだった。
「青木さんと話がしてみたい」という西尾さん

さまらない、より深いもの探求しつつ生き抜かれた方た

流があった。お二人とも、エコロジストという枠にはお

この頃、私は西尾さんともエコロジー運動を通じての交

昇さん（仏のエコ運動など紹介、一九八六年没）だった。

ルの詩の一節に、自分で節をつけて歌っていたのは西尾

つ話して頂かなかった。また別に聞いたこともなかった

付き合いだ。しかし、青木やよひさんについては、何一

かったか。
「ヴィラ・マーヤ」の研究会の折の青木さんの

視点はまた、壮絶な病魔との闘いから生まれたのではな

美への視点、北沢・青木ご夫妻から頂いたものだ。その

環境芸術の内部に、人間の健康や生命の尊厳に基づく

「今の時代は心配だ。六〇年安保の頃のことなど言い残

の詩の一節が浮かんできた。

あの頃のことを思い返すとき、私の脳裏にこのタゴール

フェミ論争」があったのは、
その後のことだったと思うが、

養中の西尾さん宅まで足を運んでくださった。あの
「エコ・

の願いを青木さんに伝えると、青木さんはガンで自宅療

「呼べど答える声なきときは、
我一人行く」というタゴー

ぐにお元気になるだろう、と感じた。

春の暖かさを感じ、さらに青木やよひさんの温かいお迎
とモリスの館」との連帯のエールを送らせて頂いた、と

ましい。

えを受けて、雪の仙台から新幹線を乗り継いで「ヴィラ・
記憶している。

が、音楽や女性問題に大変活躍されている事は存じ上げ
お姿を偲びつつ、はるか仙台・作並の「館」から感謝の

夫君、北沢方邦さんとは、一九八〇年代からの長いお

マーヤ」にやってきて良かった、と実感した。

ていた。電話で二度か三度、言葉を交わした事があった
言葉を送り、ご冥福を祈りたい。

しておきたい」と亡くなる半年前に言っておられた。米

様に思う。それだけに研究会での初対面の場に、やや緊

国ブッシュ政権によるイラク攻撃前、新聞にイラクの戦

張して臨んだのだ。
研究会の報告は、
「人間にとって労働とは何か──モリ

争を止めようとの意見広告を呼びかけ、多くの賛同を得

ス」という英国のエコロジー雑誌に掲載された物理学者

青木さんとのご縁が出来たきっかけは「リサージェン

生活をしていた私は、日本の社会情勢などに疎く、ほん

志と行動力も忘れてはならない気がしている。

エコロジー・ベートーヴェンに加えて、平和への強い意

に実行に移されたようだ。青木さんを語るとき、女性・

て実現したことも語っておられた。電話での会話をすぐ

フリッチョフ・カプラの「陰陽バランス」という短い論

とうに知らないことばかりでしたから、やよひさんのお

大束愛子

えー！泊まってかないの？ここまできて帰るのは可笑し

宅でのお話合いから学ぶことがどんなに多かったことか、
今でもその頃のことを考えると、胸がわくわくしてきま

い！すぐ奥さんに電話して！と大合唱。とてつもなく嬉
わたしは驚いた。初めて訪れた一介の朴念仁を、徹頭

しい誤算で、その晩はずうっとおしゃべりが続いた。

陰陽バランス

スと賢治」だった。数年前、仙台・作並温泉に別荘を開放、
「賢治とW・モリスの館」を始めたので、その紹介をかね
てモリスから宮沢賢治へのアーツ&クラフツ運動の流れ
を報告させて頂いた。二日に亘る長時間セミナーで大変

片岡みい子

まさか、このセミナーでお会いしたのが初めてで、そ

有益だった。

お茶目な少女の弾んだ声
青木先生と話していて、
「声が一番魂に近い」ことを実
感した。クリアな声と滑舌のよさは清明な文章につなが

私の生涯で、家族の外で成し遂げたこと（オーバーな

す。
言い方ですが）が二つあります。どちらの場合もやよひ

徹尾もてなす、
その歓待ぶりに。それも、
ときに夫婦の丁々
婦にわたしが偶さかおじゃましたという風情にしか見え

さんが背中を押してくださいました。

る。北沢先生の自伝『風と航跡』には、
鍔広帽子でワンピー

ない。けしてよそ者でないという居心地がある。最上の、

発止の議論が入り込むから、どう考えても、普段着の夫

一九七〇年代終わりから、お名前とご活躍だけは存じ

最良の歓待とは、このことをいうのだろう。

ス姿の青木先生が登場する。爽やかなイメージだ。
上げていたが、村上光彦さん経由で八〇年代半ばに私の

私の老母や私自身の体調を気遣ってくださり、的確なア

に初めてお目にかかった。その後時々電話でお話したが、

九〇年代終わりに代々木の事務所にお運びいただいた折

のそっと出没する超大型の家グモが、安心して壁に張り

夫婦の階調がなくてはならない。そう、日が暮れると、

スピタリティーだった。いうまでもなく、その根源には

まるで、西部の荒野の一軒家でお目にかかれそうなホ

し始めましたら、やよひさんが「いいじゃない、すばら

日も経っていないのに、こんなことをしても……と、話

読書会を開こうとしていました。石神井に来て、あまり

六〇年安保直後のことで、ご近所の奥様方をお誘いして、

ことの相談に乗っていただいておりました。そのときは、

しゃるやよひさんを始終お留めして、道端で、いろんな

いつも背中を丸くして、うつむき加減に歩いていらっ

連合い（故・正垣親一）の乳酸菌飲料の顧客になられ、

ドバイスをいただいた。二〇〇九年十一月の伊豆高原で

ついていられる、
階調がなければならぬ。わたしにとって、

しいですよ」
とあっさり言ってくださいましたね。それで、

伊豆高原では、あくまで青木先生は北沢先生とセットで
ある。
「そうね、そうね」
、「あたしは、ちょっと違うな」
、「あ

票するにしろ、私たち女性が自分で判断できるように、

すぐ、ご近所を一軒ずつ回り、
「選挙のとき、どの党に投

を前に涙がとまらなかった。

のひとったら、おかしいのよ」
、こういう青木語録は、そ

のセミナーがお目にかかった最後となったが、私は先生
お元気な頃、皆と話していて興が乗ってくると青木先

のセットの絶妙の間合いから生まれるからこそ、あの家

ごいっしょに勉強しませんか」と大きなことを言って、

伺ったことでしょう。それも娘を連れて一家でお邪魔し

四十数年前に私が石神井に来ましてから、何度お宅に

国の女性の状況などを話し合いました。広い部屋にたく

ちを見た大使館の女性が屋内に入れてくれ、戦争中の両

知りませんでしたが、門の前で飛び跳ねている子どもた

しょでした。アポイントメントを取るなどということも

反対の私たちだけのデモをしたときも、子どもたちがいっ

たちを連れていきましたし、ソヴィエト大使館に核実験

もたちもいっしょでしたから、国会へのデモにも子ども

を借りて、毎月第二火曜日に集まりました。小さい子ど

我が家では狭いので、その後、第一勧銀の二階の和室

お誘いしましたところ、三十人近くの方が集まりました。

坂本喜久子

れられぬ響きである。

やよひさん、ありがとう

自体が共鳴板になるような、不思議な響きがこもる。忘

生の声は弾んだ。大きな謎に挑戦するお茶目な少女のよ

片桐 祐

うな声になる。ずっと、
その弾んだ声のそばにいたかった。

ホスピタリティー

ああ、楽しかった！と玄関の扉を開くなり、わたしは
喜色満面で思わず漏らしたらしい。こちらは無意識だか

青木やよひさんが逝かれてから、もう四ヶ月余りにな

青木先生宅に泊めていただいて、夜も更けて帰宅したと

ていました。やよひさんのお母様とレック（やよひさん

さん置いてあるソファの上を跳んで歩いて、楽しんだ子

ります。

きのことだ。そりゃ楽しかろう、なにせ、話題は芸術百

どもたちは、その後何度も、
「今度はいつソヴィエト大使

と断言する。たしか二〇〇五年の夏、伊豆高原の北沢・

ら覚えてないが、家人は今なお恨めしそうに間違いない

般におよび、著名人物の実話が酒の肴にごろごろと尽き

はお食事をいただきながら、北沢さん、青木さんと夜遅

たちの愛犬レックス）に娘をお願いしておいて、私たち
じつは、その前年、同じように一人で伊豆高原におじゃ

童施設の子どもたちの、入学前の身体検査に間に合うよ

館に行くの？」と聞いたほどでした。また、石神井の児
大学を三年で中退して、渡米して、ずっと米国で学生

くまで、お話の途切れることがありませんでした。

ることがないのだから。
ましたのに味をしめて再度訪れたのだった。その第一回
目のこと、もちろん数時間で帰るつもりが、ご夫婦して、
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うに下町で下着を買って、みんなでかついできたことも
この会は五十年近く続き、最後は五人だけになりまし

ありました。
た。その中のお二人が昨年なくなられ、ほかのお一人は

るのを感じています。

「生きている」青木さん

坂本義和

め、同じ電車から降りて駅を出た時のこと。北沢さんが

余談になりますが、どちらも家が石神井で近くにあるた
散歩がてら、レックスを連れて迎えにこられ、つながれ
ないまま、その側をおとなしく歩いてきたレックスが、
め始めました。立ち上がると青木さんと同じ高さのシェ

青木さんを見ると一目散に走ってきて飛びつき、顔をな
あれは、どの映画だったろうか。砲撃と爆撃で一面に
噛みついたのかと目を見張っても、怖くて手が出せない。

パードが、いきなり女性に飛びついたので、まわりの人は、

老人ホームです。ご近所にただ一人残られた九十五歳の
方は車椅子でのご生活ですが、昔のことなど明瞭に話さ
廃墟と化したコンクリートの瓦礫の中を、数人のドイツ
ところが肝心の女性は「ハイハイ、よしよし」と顔をな

れています。メンバーの方たちから広く、深く教えられ
不思議にピアノが立っているのを見つける。彼は、銃を

兵が歩いて進んで行く。その一人が、崩れた家の間に、

もう一つは、日本に住む外国人に日本語を教える勉強
めさせている。事情を知っている私は、恐怖に襲われた

ることの多かった読書会でした。

周囲の人々の表情を見て、おかしくて仕方がなかったの

私は、瓦礫の中で響いたあの信じられないようなピア
ありませんでした。著書『ゲーテとベートーヴェン』を

おろし、ショパンのノクターンを弾き始め、途中でハタ

ノの美しい音に、醜悪な戦禍の中でも、人間が美しさを
贈呈された後、会う機会があったので、
「青木さんのゲー

と打ち切って、再び銃を手に歩いて行く。

本語教室を始めたばかりの頃でした。そのとき、外国の
もちうることを聴いて、全身が感動に凍える思いでした。
テには、メフィストフェレスは一度も出てきませんね」

をしたあとで、小さい子どもを抱えて、費用のかかる日

大学や、区の公民館などから講座をというお話があり、
殺戮と破壊が続く中で、人間だけがもつ光を与えてくれ
と言いますと、ちょっと困った顔をされました。青木さ

本語学校へ行けない方たちのために、ボランティアの日

どうしようかと迷っていました。そのとき、また、道で
るもの、それがあの音楽でした。音楽が、人間を信じさ

山敏彦さんを助けながら、ロマン・ロランの全集を出す

はじめて青木さんにお会いした頃、若い青木さんは片
の地域集会があり、その帰途、初めて青木さん・北沢さ

青木さんには、怒りや義憤はあっても、シニシズムは

やよひさんをお留めして、どうしたらと、うかがうと、
せてくれたのです。

を覚えています。

うだと思いました。それから時間のやりくりをしながら、

いとも軽やかに「両方なさったら」と言われて、あっそ
両方続けてきました。石神井のボランティア日本語教室
ことに、全力投球をされていました。
「苦しみ、闘い、つ
んにお会いし、夜道を歩きながらお話をしてから、五十
家族ぐるみでお世話になりました。

ベートーヴェンを、最も優れた意味で「英雄」として描

それに強く惹かれたに違いありません。しかし、
おそらく、

ような気持ちになりました」
と加えられました。あの声は、

「こういう病気をして、ますますベートーヴェンがわかる

くれ、医者にもとても恵まれています」と言われた後で、

昨年十一月の半ば、電話をくださり「北沢がよくして

たが、青木さんは、それに賭けておられた。

思えば、六〇年安保の時、近くの小学校講堂で、満席

を始めてから二十年になります。その間、八百人を超す、

年が経ちました。その間、わが家の二人の娘をはじめ、

んのゲーテ観の、優しさの現れでしょう。

五十数カ国からの方たちが日本語を勉強していきました。
ランの言葉は、私にはまばゆい、まばゆ過ぎる献辞でし

いには勝つべき、あらゆる自由な魂に捧げる」というロ

どちらの場合についても、やよひさんにお目にかかる

いまも十六人のボランティアと教室を続けています。
たびに、その後の状況などをお話しすると、熱心に聞い
それから、やよひさんにご相談もしないで、私たち夫
くロランに、何か違和感をもたれたのではないでしょう

ロランの『ベートーヴェンの生涯』もそのひとつであり、

婦に万一のことがありましたら、子どもたちをお願いし
か。これは、私の想像に過ぎませんが。

てくださいました。何よりのサポートでした。

ますと、遺言状に書いたことをお話しましたとき、私を

人間に同行する筆者の、自分に対する執拗な厳しさと、

青木さんの『ベートーヴェンの生涯』には、敬愛する

を彫り込んでいた「青木やよひの生涯」と二重写しに読

著『ベートーヴェンの生涯』を、それに自分の「いのち」

に終わったことは残念なようにも思われますが、私は遺

「十二月には本が出ます」と言われたのに、刊行を見ず

今も私の耳に残っています。

じっとご覧になって、「はい」
と言ってくださいました。あ、
やよひさん、ほんとうにありがとうございました。もっ
ベートーヴェンへの冷静で繊細な優しさとの、豊かな香

よかったと、どんなに安心したことでしょう。
と、もっと教えていただきたかったのに、伊豆へいらし

みながら、二つの人生の達成に頭が下がる思いに沈んだ

胆とともに、新著の進行具合が心配であったが、あとが

青木さんは、
「いのち」を愛した人だったと思います。

りが感じられます。

きの日時十一月とある新書が死去の日とほぼ同時に出版

る。このような実績の上に立てば、ユニークな伝記が書

自然免疫活動を活性化し、またこれまで認識されてきた

された。贈られてきた遺著の間には北沢方邦さんの伊豆

リ下に自然免疫群があることがわかり、この免疫の構造

てからは、数えるほどしかお目にかかれませんでしたね。
でも、いつも、やよひさんが背中を押してくださってい

のでした。

獲得免疫に指令をだしてガンにあたるということが判明

高原日記が挟み込まれていた。十一月二十四日主治医の

そんなとき、青木さんの訃報が新聞にのった。深い落

してきた。そしてこの自然免疫群を活性化するものが丸

ご配慮で外泊帰宅をしたという。書斎がみたいというの

かれるにちがいがいないと、出版の日が楽しみであった。

山ワクチンであることが認められるようになっている。

で、背負って案内したが、やせ細っているにもかかわらず、

と機能が明らかになってきた。特にこの自然免疫群の中

久し振りにお会いしたのは、二〇〇八年十一月のはじ

しかし医者の偏見がまだ強いので、いまなお丸山ワクチ

に、樹状細胞というものがあって、それが中心になって

め、「知と文明のフォーラム」の招きで伊豆高原のセミナー

ンを拒否する医者が多いが、これはかならずしも科学的

篠原 一

ハウスを訪れたときだった。大腸ガンを患ったときいて

腹水のためかおもかったという北沢さんの文に思わず涙

すぐれた歴史家、青木やよひさん

いたが、そういうことを思い出させないくらい普段と変
とはいえない。

を流した。青木さんがこの世を去ったのは、翌日夜九時

わりなかった。八十をすぎてから急に足腰が弱ってしまっ

ベートーヴェンは、激しい雷鳴と稲妻の中で、右手の

十一分のことだった。

また担当の先生が認められるのなら、丸山ワクチンを隔

拳を高く掲げながら死んでいった。これにはいろいろな

そういう趣旨で、もし青木さんが希望されるのなら、

くれた。そのときはガンのことはほとんど語らなかった。

日に打つことにしてはどうかという手紙を書いて投函し

解釈があるらしいが、青木さんによれば、ベートーヴェ

たと私が言うと、軽々とヨガをして、その効用を教えて
ヨガをやっていたせいか、術後の回復が早かったという

た。丸山ワクチンは特効薬というようなものではなく、

ンが高く掲げた拳には見えない指揮棒が握られていたの

免疫を活性化する、いわば基本療法だから、打つとした
らもっと早く打つべきもので、正直言っていま打つのは

響いていたのではないかという。それは第九か、あるい

ではないか、そのとき彼の脳の中で自分の交響曲が鳴り

有機栽培食品主義者で、蕎麦についても、全国から有機

治療のためとしては遅すぎると思う。しかしガンと共存

ことを聞いて、少し安心していた。青木さんは徹底した
栽培の品を選んでいるという話であったが、昼に出され

して、少しでも長く生きるという考えに立てば、それは

たしか大腸ガンの手術をしたのは五月ということだっ

た有機栽培のうどんはシンプルでおいしかった。

はまた脳の中で書かれるばかりになっていた「交響曲第
青木さんは意識の薄れていく闇の中で、何を考えただ

一〇番」だったか。
いま執筆している『ベートーヴェンの生涯』が書き終え

楽聖ベートーヴェンの苦悩を回顧しながら、ベートーヴェ

ろうか。念願の著書を書き終え、病んではじめてしった

意味のあることではないかと書いたような気がする。青

ればよいのであって、そんなに生きながらえることは毛

木さんは、もう十分生きて八十二歳にも達したのだから、

は干渉しないことにしているのだが、どうも胸騒ぎがし

頭考えていないといっていた。私など凡人には及びもつ

ンより静かで、おだやかな死をむかえられたのではない

て、私にはめずらしく手紙を書いた。あまり人の病気に
てならなかった。案の定、すぐ青木さんからくわしい病

か。

たので、ちょうど一年たった二〇〇九年五月に心配になっ

状の報告があり、病状が悪化しているとされたのち、
「先

存してほしいと願うばかりだった。やがて、主治医の先

かない達観だと思う。それならなお共存すればいい、共
生のこころよい了解をえてワクチンを打つことになった。

生のお立場からご教示頂けることがございましたらお聞
ガンから自分の身を守るためには、いわゆる「標準療

かせくださいませ」とあった。

杉山直子
私が初めてお目にかかったのは一九八九年、東京大学

そのころから、また青木さんのベートーヴェン論を読

で「フェミニズムとエコロジー」というゼミの講師をさ

法」
、つまり手術、放射線、抗ガン剤だけでなく、代替療

滅の恋人がアントーニア・ブレンターノだという証明は

青木やよひさんの“ NO
”と“ YES
”

説得力があり、資料では証明できない推論の方法も鮮や

れていた時です。青木さんは学生の発言や質問に一つひ

み返していた。私も歴史家のつもりだが、青木さんの歴

うてい対抗できないというのが私の考えで、そのことの

とつ真剣に耳を傾け、ユーモアも交えながら理路整然と

史探求のエネルギーはすばらしい。ベートーヴェンの不

ために、かねてから「基本療法」の一つとして丸山ワク

は容易なことではない。青木さんはすぐれた歴史家であ

かであった。外国史の領域でこのような実証をすること

相互補完的に対処しなければ、ガンのような大敵にはと

チンの使用を主張してきた。二十一世紀になって、免疫

法をふくめて、自分なりにもっともよい治療法を考え、

革命とでもいうべきものが起こって、人間の皮膚の一ミ
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力に大きな感銘を受けました。近代主義の代案としての

青木さんの明晰さや行動力、正義感、そして暖かい包容

お話され、当時助手として大学教員を目指していた私は、
り、すぐに、伊豆高原のご自宅へ招待して下さいました。

ヴェンを理解していることがわかりましたよ」とおっしゃ

お話していたら、あなたがとても深いレベルでベートー
ら、先生の病状は当分維持されるだろうと考えた。

これだけの赤字を入れられる体力が残されているのだか

く変更する。まさに作家のお仕事だと実感した。そして、

れまた傑作！）を頂いたことをよく覚えております。ちょ

訪問し、先生とお話をし、ご主人の北沢先生の手料理（こ

そして、二〇〇〇年お正月早々に、伊豆高原のお家を

たのではないかと、悔いが残る。

お仕事だけでも、先生のお命を縮めるに十分な重労働だっ

注の原稿執筆、年表・索引の点検……。この二ヵ月間の

人間でも消耗するほどのものだった。本文再校の校正、

しかし九月と一〇月のお仕事の重なり具合は、健康な

は人権としてもちろん要求していくべきで、それと同時

美化してしまうのでは、という疑問に対して、男女平等

うど、私は、二〇〇〇年三月に、ベートーヴェンゆかり

その気さくさには感激極まりありませんでした。

に現状批判だけではなく代案を出していくことが必要、
の地を巡っての旅行が決まっていたところでしたので、

エコロジカル・フェミニズムが保守的な男女役割分担を

と答えられたことが印象的でした。おかしいと思ったこ

に修正を加え、かつ最終校正までも確認し終えられたも

百三十枚もの原稿を書き上げ、ゲラでは何度となく内容

強力な意志力を使い切ることによって見事に完成された。

のだと思う。
『ベートーヴェンの生涯』は、知力と体力と

強い縁を感じました。以後、青木先生と交流をさせて頂
今度、六月に演奏されます『ディアベリ変奏曲』は、

きました。

それにしても、癌が体内で増殖し続ける中、よくも四

とには毅然として否と言う。でも青木さんの“ ”の先
No
には、すべての人を包み込む大きく温かい“ YES
”が感
じられるのです。
青木さんの理想とする社会の実現が遠のく一方のよう
しかし青木先生は完成された本を見ることなく逝ってし

おります。第三二変奏の、まるで現代にも通ずるような
まわれた。あと一週間お命が残されていたならと、それ

私にとっては、ベートーヴェンの最高の贈り物と思って

だけが心残りである。

して教師として、一人の人間として、自らの非力を思い
リズミカルなフーガ、第三三変奏の、もう、手の届かな

にも思える今日、自分ができることは何なのか。学者と
知る日々です。こんな時青木さんなら何とおっしゃるか

森 宏徳

三一、三二、三三変奏を発表会で弾きました。言葉には
チャーミングな青木先生

い世界。私は、アマチュアですがピアノを弾き、一昨年、
ならない程のベートーヴェンの愛情を満喫しました。青

しら、お電話で伺ってみたいなどとふと考える自分に気
最後の立派なご著書を仕上げられて心静かに亡くなら
生き続けております。

木先生に心から感謝するとともに、いつも私の心の中に

付きます。
れたことで、残された者は納得すべきなのでしょう。最
伊豆高原駅から桜並木を抜け、迷路のような別荘街を
おぼろげな記憶を頼りに坂を上っていくとめざす北沢・

して使っていらした）に集団で押し掛け、思う存分飲み、

ミでは、一年に一度先生のお宅（当時は先生方が別荘と

青木邸に到着する。私が所属していた信州大学の北沢ゼ

私は青木やよひ先生の最後の著作『ベートーヴェンの

語るという、今から思えば本当にありがたい旅行が恒例

森 淳二

生涯』
（平凡社新書）の編集を担当させていただいた。こ

月。加筆訂正も済んだ、ほぼ完全原稿と思われた。とこ

が見守るリビングで、青木先生は北沢先生とともに、我々

た。腰蓑をつけマスクをした木の人形とアフリカのお面

青木先生に初めてお会いしたのもその会でのことだっ

となっていた。

ろが、初校を出す前に、訂正で真っ赤になった第一章が

学生に深夜まで付き合ってくださり、ホピの話や身体の

私が最終的にお原稿をいただいたのは二〇〇九年の八

こでは、その緻密なお仕事ぶりの一端を書き記したい。

『ベートーヴェンの生涯』

後まで怒りのエネルギーと大きな愛を持ち続けられた青

寺本倫子

木さん。長い間、私を助けてくださってありがとうござ
いました。

青木先生と共有するベートーヴェン
私が青木先生と初めて出会ったのは、一九九九年末で

めてお会いしたときは、ベートーヴェンの後期のピアノ

のことで知人が紹介して下さったのがきっかけです。初
送られてきた。続く第二章から第五章の初校にもおびた

した。私は、幼い頃からベートーヴェンが大好きで、そ

ソナタや、弦楽四重奏曲について話しました。私は、特

我々のとりとめのない話を熱心に聞いてくださり、その

話、そして編集者時代の話を聞かせてくださった。また、

当時から、虚証体質であられるのに秘めたるパワーを

言葉遣い一つひとつを点検し、読点の打つ箇所を注意深

お持ちで、
精神力の強さには感心しきりでした。治療中は、

だしい赤。完璧さを求める青木先生の意志の強さに驚く。

豆高原ゆうゆうの里」に入所されていたお母様の訪問の

お母様との関係や仕事の話などもされ、ある時は、女性

に後期の作品が大好きというか、最高傑作との思いが強

時々の世界の話を一緒に語り合ってくださった。私が関
帰りに看板を見て、突然、予約なしでフラーと立ち寄ら

かったからです。青木先生は、すぐ様、
「あなたと五分も

わっていたオリンピック反対運動の話やヨー ロッパでの

ていますが、やよひさんは、腸に憩室があり時々出血が

した。問診から治療まで、一人に約一時間の時間をとっ

「彼の料理は凝り性で、本格的なんですよ」など、控えめ

き字引。聞けば何でもすぐに答えてくれるんです」とか、

夫婦別姓のことや旦那様のお話もされました。
「彼は生

誌にご夫婦で載られた記事を見せて下さいました。

れたのが最初でした。

あるという持病の事、農薬による水質汚染で身体が侵さ

に誇らしげに……。私にとって、
羨ましい話ばかりでした。

その初診での事、まず、いつも通りに問診から入りま

貧乏旅行の話を、著書に（数行であるけれど）書いてく

青木先生のお名前を初めて知ったのは、学内サークル

れた事など、たんたんと静かに、強く、そして怒りを込め、

ださったのは、私にとっては何だか不思議でうれしい出

の学習会でエコフェミ論争を扱った時だったから、私に
話し始められました。

野神社への初詣の日のことです。少し離れた所から、お

来事だった。

とっては当初エコフェミの青木先生という印象 が強かっ

しっかりメモを取りながらお聞きしていたのですが、

が、腕を組み、にこにこと楽しそうな会話をされておら

話ばかり伺っていたご主人を初めてお見かけしたのです

余談ですが、ある年の、我が家の恒例である地元八幡

た。しかし、当然のことながら先生のお宅での話はフェ
ミニズムのことだけでなく、日常のことから哲学的なテー

んはほぼ全て話し終えられたようで、満足された様子で

気が付けば、すでに一時間が過ぎていました。やよひさ

れる幸せそうなお二人に、お声をかけそびれてしまった

マまで様々な分野にわたり、そのようにいろいろなレベ

したが、私は問診に長く時間を取りすぎて、少々慌てま

ルで話ができたことは、学生である我々にとって幸せな
ことだったと思う。フェミニズムの学習会とは直接関係

ことなども思い出します。

緊張あり。望診では、細身、目の力はあり、全体的に黒っ

虚証でした。腹診は、
全体に力なく心下（みぞおち）に少々

した。脈状は、沈・緊・遅──漢方でいう裏証・寒証・

別れとなってしまい心残りです。

てくださっていたやよひさんの脈をまた診る事無く、お

ました。それからも気に掛けてくださり、復帰を期待し

るをえなくなり、情けないことに自分が療養生活に入り

それから数年後、体調を崩してしまった私は閉院せざ

した。

失礼を承知で言わしていただくと、青木先生はとても

ぽいが顔色良し。他、若干、力の無い声、気の不足、お

続けて、東洋医学で行う切診のひとつ、脈診に入りま

のない北沢ゼミでも、青木先生を慕う学生は何人もいて、

チャーミングな方だったと思う。そして先生の最大の魅

血（オケツ）あり（私の診るところ、完全に虚証です）
、

「俺は青木先生に会うために伊豆に行くんだ」という者も

力の一つは声だった。先生の若々しい張りのある声は、

かは忘れてしまってはいるのですが、問診が長かったこ

十五年程前の事で、その時の一番の主訴は何だったの

手紙でお伝えした折に、
「女性として、人としての生き方

ルギーをいただいた気がする。鳥のさえずりのような先

患者さんと鍼灸師という関係でしたが、逆に私の心に

文中では「やよひさん」と呼ばせていただきました。

めて心からご冥福をお祈りいたします。

てくださり、後悔なく良かったと思っております。

をとても尊敬しています」と書いた私の言葉を受け止め

生の声は、軽やかな笑い声とともに、今でもはっきり私

ともあり、初診の日の様子はとても印象深く心に残って

は、私の誇りです。ありがとうございました。感謝を込

沢山の刺激をくださり、やよひさんとお会い出来たこと

いた。

最後まで続けておられた精力的な執筆活動をそのまま象

という印象でした。

ただ、十月、最後になってしまったセミナーの欠席を

徴するかのようだ。そしてその声に私たちは大きなエネ

の耳に残っている。

おります。特に脈は、私が診た患者さんの中では一番弱

ほぼ安定した良好な状態になられたようです。

ひどい時もありましたが、確か二〜三年過ぎた頃からは、

療後の脈は緩脈（病状の回復）となられ、憩室の出血が

胃経の気を補う、基本的な治療を中心に行いました。治

大腸の表裏関係でもある肺経で気の巡りをよくし、脾経・

く時は、一週間に一度の間隔で通院してくださいました。

私の治療と相性が良かったのか、それからも都合のつ

い脈だったので、今でも指先は覚えております。

青木先生どうぞ安らかにお眠りください。そしてその

吉田乙恵

暖かいまなざしで我々北沢ゼミの面々のこともどこかで
見守っていてください。

鍼灸師からみた青木やよひさん

青木やよひさんに私がお会いしたのは約十五年前、レ
ディース専門の鍼灸治療室を開業していたときです。
「伊

10.6.1 0:49:18 AM
news03.indd 10-11

10
11

曲された当時は時代との闘いであり、そこから数々の名

と文明のフォーラムが主宰する、
昨年の「西村朗の夕べ」

「知と文明のフォーラム」二〇〇九年度セミナー報告

フォーラムでは、過去一年間に三度のセミナーを開催
といい、今年の「新実徳英の世界」といい、そこから受

ログに投稿していただいたり、新聞に発表していただい

はもちろんのこと、それぞれに充実した内容でした。ブ

関係を描く強力な手段を提供している。
またその背景に、

は例えば『フィガロの結婚』などにみられる複雑な人間

的に違う。音楽そのものが構造的・立体的になり、それ

モーツァルトのオペラは、バロック・オペラとは決定

あの、心の底から沸きあがってきた感動は、いったい何

たのは、
『ピアノトリオ ─ ルクス・ソレムニス』である。

今回演奏された新実徳英の作品でとりわけ印象的だっ

ける感動の質は、クラシックの巨匠たちの音楽から受け

作が生まれたに違いないのである。

たものを以下に再録しました。
十八世紀後半の市民階級の勃興という社会・経済的な事

しました。熱気の横溢した最後の「生殖倫理セミナー」

二〇〇九年
情があったということは間違いのないことだろう。

その時代の革命精神と無縁ではないだろう。また、第一

代を抜きには考えられないし、ワーグナーのオペラは、
の音楽からは絶えて耳にしたことがないような響き。音

く言いがたい抒情。西欧の楽器で奏でていながら、西欧

い。しかし、闇のなかから立ち昇ってくるような、いわ

わけではなく、際立ったリズムが感じとれるわけでもな

に触発されたものだろう。明瞭なメロディーが聴かれる

るものと異なるところはなかった。

●四月二五日 第一二回セミナー ／レクチャー・コン

次世界大戦での悲惨な体験がベルクの『ヴォツェック』
が光のなかに密かに立ち現れ、静かに渦を巻き、それが

ヴェルディのオペラは、十九世紀の国民国家形成の時

講師：北沢方邦、杉浦康平、新実徳英／演奏：長尾洋史、

少しずつ高みに昇っていく。高みで音は緊張感のなかに

サート〈世界音楽入門Ⅱ〉

永井由比、寺岡有希子、上森祥平、上野信一、フォニッ
を生んだともいえる（このあたりの、音楽と社会、ある
持続して、エネルギーそのものと化す。圧巻だった。ピ

「新実徳英の世界：螺旋をめぐって…生命の原理」

クス・レフレクション
いは時代精神との関わりについては、
『北沢方邦 音楽入
アノ、ヴァイオリン、チェロ、三つの楽器の奏者の腕は

門』
（平凡社）に詳しい）
。
確かで、彼らの奏でる音は、まるでこの世のものとは思

会場：セシオン杉並
私自身が音楽に求めるのは、美しさや快さだけではな

新実は、音は作り出すものではなく、受け取るものだ

いわゆるクラシック音楽フアンにとって、現代音楽と

と言う。
「音の闇」の住人である作曲家に、あるとき天

えないような響きであった。

聴くにあたって、そんな観念的なことを考えているわけ

啓のごとく、
「あるものの全体」がやってくる。それを

い。それらを含めた、
時代を超えた、
普遍的な価値 ─「人

ではまったくない。好ましい音楽か、そうではない音楽

かたちにするために作曲をするのだと言う。私が聴いた

間の真実」とでも言えばいいのだろうか。しかし音楽を

く機会はほとんどなかった。考えてみればこれはおかし
か、というだけであり、結果的にバッハ、モーツァルト、

音は、その、
「あるものの全体」そのものだったのだろ

はせいぜいベルク止まりで、まして日本の現代音楽を聴
な話で、私と同じ現代を生きている日本の作曲家が何を
ベートーヴェン、シューベルト、ヴェルディなどを聴く

いうのは遠い存在である。かくいう私も、日頃聴く音楽

考え、何を表現しようとしているのか、当然興味を持っ
機会が増えたというに過ぎない。

●六月二八日 第一三回セミナー／公開シンポジウム〈食

い。いや本当は、古典派音楽でもロマン派音楽でも、作

のみ求める態度からは、現代音楽への道筋は見えてこな

楽から得ようとするかということである。美しさや快さ

長一辺倒の従来の制度を考え直すべきとの認識が高まっ

う。
「こうした深刻な事実に経済学者は気付き、経済成

れば、その原因は健康不安や人とのきずなの崩壊だとい

てきたというのが偽らざるところである。ところが、知

じるものの、感動とは異質のものであり、敬して遠ざけ

十二音音楽以降の現代の音楽は、時として面白いと感

（大束愛子、
「社会新報」二〇〇九年八月五日（第四五五

のとき、農はその要の位置を占める」とまとめた。

リューション（解決策）による文明の転換が必要だ。そ

ジーによる農山村コミュニティの再建など、エコ・ソ

これは音楽を聴く姿勢に問題があるのだろう。何を音

てしかるべきなのである。

料・身体性・環境セミナー２〉
た」と植田さんは前置きした。こうした観点から「欧米

うか。不思議な体験であった。

食の現状・農の未来

ブログへの投稿）
j-mosa,

パネリスト：安田節子、植田敬子、片柳義春

講師：江原由美子、中嶋公子、長沖暁子、青木やよひ

「生殖革命」と人間の未来

●一〇月二四・二五日 第一四回セミナー

一号）に掲載）

（

司会：北沢方邦

で急速に広がる Community Supported Agriculture
（ＣＳＡ）に注目した」と語った。ＣＳＡは会員（消費者）

会場：北沢タウンホール

る。
「生産者は生活の心配から解放され農作業に専念で

が年間を通じて支払額を決め、農作業や運営にも参加す
経済学や生産者の視点を交えて提起するシンポジウム

司会：石田久仁子

はじめに

き、消費者は近場の新鮮で健康に良い作物を手にし、人
は、人だけでなくまわりの環境も健康にするメリットも

「食の現状・農の未来」
（主催は知と文明のフォーラム）が

ある。なぜ日本政府は十分な補助金をださないのか」と

とのきずなも回復出来る」と述べた。また、有機農業に

集会ではパネリストに安田節子さん（食政策センター・

青木やよひ

六月、東京で開催された。
ビジョン２１）
、植田敬子さん（日本女子大学教授・ミク
疑問を呈した。

に使われたＡＦ２という発ガン性の強い殺菌剤が、日本で

九八一年からがんが死亡原因の一位になった。
「豆腐など

の激変による健康への深刻な影響を指摘した。日本では一

ちが食べたものからできている」と語り、農と食のあり方

安田さんは「六十兆の細胞からなる私たちの身体は私た

らった。
クチコミで参加が拡がり、
借りる畑も増えていっ

一人では必要量の栽培が追いつかず、一緒に働いても

ない、安全な野菜が欲しい』という女性たちと出会い、

りて農業を始めた。生協の不祥事をきっかけに『ウソで

と農作業の連動が効果的とわかり、住宅街の空き地を借

流れを変えたいと地域通貨運動に関わったが、地域通貨

イルの農場を神奈川県綾瀬市で営む片柳さん。
「お金の

るだけではなく、生殖という人間本来の営みに科学

てくる子の将来に重大な個人的・社会的問題が生じ

た「幸福追求の権利」であるとする主張と、生まれ

使って子をもうけるのは、憲法第一三条に保障され

り、国民的議論を重ねたうえで早急に法制化すべき

え事件などによって、生殖医療をめぐる論議が高ま

めるべきか否か、あるいは不妊治療の受精卵取り違

昨年から今年にかけて、
「代理出産」を法律で認

ロ経済学専攻）
、片柳義春さん（参加型農場・なないろ畑

のみ九年間も許可された。この例が典型だが、多くの添加

なった片柳さんだが「農場を核にエコ時代のモデルにな

た」と経緯を述べた。市民運動の延長から農場経営者に

ノロジーによるクローン人間への道を開きかねな

技術が介入することは、遺伝子操作などバイオテク

植田さんが推奨し、安田さんが会員というＣＳＡスタ

物が六〇年以降に認可され、加工食品が工場で大量生産さ

るようなコミュニティをつくりたい」と抱負を語った。

があり、味が楽しめた。それを駆逐したのはまず戦争に

主張とが真っ向からぶつかり合い、決着するにい

共の福祉」を根底から揺るがすものである、という

い、
これは同じ憲法第一三条で前提とされている
「公

この問題については、不妊の夫婦が生殖技術を

よる食糧難だった。多収穫だが味の悪い品種のイモ、コ

ラム代表・構造人類学専攻）が司会を務めた。

れた。農薬・化学肥料を多投する近代農法もこの時期に始

一九二九年生まれという北沢さんは、子ども時代の食

農場運営）の三人を迎え、
北沢方邦さん（知と文明のフォー

まり、畜産業の過密飼いと続いた」と振り返った。加えて

生活の思い出も交えて「コメもイモも多様な品種と製法

だとの声が挙がっている。

による弊害を述べ「食料の国内自給は可能。農薬、化学肥

ＷＴＯによる農産物自由化圧力などグローバルな市場競争
料、ＧＭ（遺伝子組み換え）食品の使用を止め、伝統の種

とのない現状として認識するとともに、この問題の

を守ること。これは今、日本だけでなく世界中で緊急に必

経済合理主義を最優先する近代農法の下で、長く日本の

いま私たちは、これを人類史がかつて直面したこ
伝統農法であった有機農業も地方の風土にあった品種も

もつ文明論的な意味を考えなくてはならない。

たっていない。

植田さんは経済学の観点から有機農業とＣＳＡの意義を

消えていった。本来、食とはその国の文明の基となるも

メに統合されていった」と語り「六〇年代以降からは、

説いた。
「米国も日本も、一人あたりの所得は年々上がっ

のだが、それが壊された」と指摘した。そして「エコロ

要な最重要の政治的課題」と主張した。

も五七年以来低いままだ」と図を示して語った。分析によ

たが、幸福度は米国では六七年以降から逆に低下し、日本
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news03.indd 12-13

12
13

をもたらす「生殖革命」は、女性の自己決定権を困難に

身体の自己決定であるとする立場をとるフェミニストが

み、母体の細分化や親子関係の複雑化をもたらすからで

一〇月二四、二五日に標記セミナーが開かれた。私は

権の尊重」に基づくべきものだからだ。生殖技術の革新
生殖技術に関する日仏の違いは、フランスの場合、生

ある。さらに、代理懐胎は、同性親の問題をも提起する。

けでなく、生まれる子どもや代理母の家族までも巻き込

は女性に自由をもたらしたのか。私でもあり他者でもあ
殖技術の拡大を前にして、
国家倫理諮問委員会を設置し、

いるとしても）に踏み込む、つまり他者の身体の支配だ

る胎児を自己決定に包摂できるのか。生殖の領域はすぐ
国や市民のレベルで倫理的な視点からの議論があり、そ

ルしないようにするわれわれの義務としての「自己決定

初日はセミナーの企画者、青木やよひさんのごあいさ
れて、自立した個々人を前提とするリベラリズムの虚構
れが生殖関係の法律に活かされているのに対し、日本で

する。なぜなら、
自己決定権は、
他者の身体をコントロー

つで始まった。最初の報告者は首都大学東京の江原由美
性をあぶり出す。近代の人権思想が生み出した自己決定
は倫理が不在のまま法がつくられていることにある。生

今回初めて参加させていただいたいわばセミナー新入生

子さん。テーマは「フェミニズムと生殖革命──その問
権は、
「生殖革命」に直面した女性の自己決定権の困難
殖は、
産むという行為は女性の身体という場で展開する。

だが、参加者は三十名ほどで、ヴィラ・マーヤ・セミナー

題点と展望」で、女性の自己決定権と生殖技術の進展を
を通して再考され、他者の身体を支配するものとはなっ

始まって以来の盛況だったそうである。

めぐる全体的な見取り図が次のように提示された。
てはならない。

近代の出発点である「人権宣言」は、人（＝男）と市

性の人権」
の課題として残ったものの一つに、
女性にとっ

の人権」の獲得の歴史であった。女性参政権獲得後、「女

ら排除されていた。フェミニズムのたたかいは、
「女性

はその基本にあった。しかし、
「女性の人権」は初めか

分権」を青木やよひさんが提唱する「生殖倫理」にどう

タを挙げながら、
「身体の自己決定権＝自己の身体の処

告した。その内容は、
フランスや欧州の具体的事例、
デー

決定権とその困難──フランスを中心に」をテーマに報

さんの問題提起を引き継ぐかたちで「女性の身体の自己

続いて日仏女性研究学会代表の中嶋公子さんが、江原

からであると、中嶋さんは強調した。

ものとし、女性の身体の経験はそこから排除されている

を生み出した近代の人権思想は、男性の身体を普遍的な

葉で言語化していく必要がある。なぜなら、自己決定権

生殖の倫理を考えるときに、女性がこの経験を自らの言

民（＝男市民）の権利宣言であり、
自由権（人身の自由）

て最も重大な性と生殖をめぐる権利、つまり女性の身体
技術とは何か──当時者の視点が与えるもの」と題して
た優性保護法と専攻した発生学が〈生殖技術と女のから

報告した。長沖さんの自己紹介にも「学生時代に出会っ

人工妊娠中絶の権利の現状を例にとっても、女性の身
あったが、生物学者と運動家としての視点が交差するき

だへの自己決定権〉というその後のテーマを決めた」と

つなげることができるのかという問いを軸に組み立てら

体の自己決定権は、先進地域のように思われがちな欧州

れたものだった。

二日目は、まず慶応義塾大学の長沖暁子さんが「生殖

の自己決定権があった。
体外受精（＝胚移植技術）が出現するまでは、この女
フェミニストは少数だった。生殖技術が国家によって利
でも、実は、基本的人権として確立してはいない。一方

性の自己決定権と生殖技術の進歩の間に矛盾を見出す

九七八年の体外受精児誕生を境に、フェミニズムと新し
では、
生殖技術の進展によってもたらされた
「産む自由」
、
体外受精の技術を位置づけると、それが開く「地平」は

用されることを危惧していた女性たちである。しかし一
い生殖技術との間には齟齬が生じ始める。不妊治療とし
問題を引き起こし、この権利の確立をさらに困難な状況

「産まない自由」の拡大は、いくつもの倫理上の重大な

のさらなるプレッシャーとなっているからである。さら
能性をもつ。国家の優生学は個人の優生学を通して行わ

は、自己決定権を通して、直接、優生思想に結びつく可

出生前診断による選択的中絶と代理懐胎の問題だ。前者

義や優性思想を根源から問い直した一九八五年のフィン

の背景にある機会論的自然観や遺伝子還元主義や父権主

台にした自己決定権を狭めるものとしての生殖技術、そ

いが必要だ、とまず主張した。続いて、女の身体を実験

を問うのであれば、生殖に限らず生命全体の倫理への問

一九五三年のＤＮＡ発見以来の生命工学の歩みの中に

て開発されたはずの体外受精は、生殖機能の市場化、代
生命全体に及ぶことが分かる。長沖さんは、だから倫理

わめて固有な立場からの報告だった。

理母や卵の提供といった女性の身体の道具化を促進させ
においている。

る一方で、成功率の低さゆえに、必ずしも不妊カップル

に、生殖補助医療の進歩は生命操作や遺伝子操作を可能

レージ会議の決議文が紹介された。その後あきらかに

生殖倫理の視点からとくに注目すべきは、
着床前診断、

にし、その結果、優生思想の強化を危惧させるからであ
れるようになったのだ。後者は、自己の身体の処分権を

への救いとはならず、むしろ不妊に苦しむ多くの女性へ

る。それ以来、女性たちはこれまでの自己決定の主張を

よって人間とはなにか、生命とはなにか、大自然や宇宙と

なっていく生殖技術の問題点のほぼすべてがこの決議文

続いてセミナーに参加していた前述のＤＯＧのメン

人間との関係はなにかを問いなおし、文明とその思考体系

越えて、他者の身体の処分の領域（他者にとって──こ

生殖を身体から引き離し外部化し、他者の身体の支配

バーの一人がグループの活動やＡＩＤから生まれた子ど

のあり方を変えなくてはならないと論じた。

の場合、代理懐胎を引き受ける女性──、それが自らの

ですでに指摘されていたことが分かる。さらに、日本に
もとしての経験を非常に整理されたかたちで語ってくれ

問い直し始めた、と江原さんは言う。

おける運動として、クラインの『不妊』翻訳をきっかけ
た。午後の自由討論でも、このグループのもう一人のメ

自助グループ、ＤＯＧの取り組みが紹介された。

共有化だと思った。子どもが係る技術はけっして自己決

私たちの胸に重く響いた。これが長沖さんの言う経験の

ンバーが勇気ある発言をしてくれた。彼女たちの言葉が

の「個人の主権」が提案された。

当化にもつながり得る「自己決定権」に代わる概念として

さらに北沢方邦さんからは、私権、肥大化した欲望の正

〇五年にできた非配偶者間人工授精で生まれた人たちの

にできた自助グループ・フィンレージの会、さらに二〇

当時者の語りがこの二つのグループの活動の基本であ

昼食後の参加者全員による自由討論では、
自己決定と
「社

る。生殖は私的行為であると同時に、社会的規範や価値

る解決が、自己決定が求められる。そもそもアプリオリ

の人工操作が可能になった段階、とりわけ女性の卵子が

のものを根源から問う問題提起を行なった。今日、生殖

問題提起──生命倫理から生殖倫理へ」と題する文明そ

三つの報告を受けて、最後に青木やよひさんが「私の

訃報に接した。青木さんのご冥福を心からお祈りするとと

追記：この報告を書き終えた直後に、青木やよひさんの

深まるような新たな企画の実現を期待したい。

も、大変刺激を受けた二日間だった。今回の議論がさらに

様々な問題について活発な意見交換が行なわれた。私自身

点からの生殖医療の実施のされ方や子どもの「福祉」等の

会」
、生殖技術と家父長制、生殖と「自然」
、生殖倫理の観

に自己決定などは存在しない。これまでの女たちの自己

体外に取り出され人工授精されるという段階から、生殖

もに、セミナーを通して青木さんから私たちへ伝えられた

定の枠には入らないことを私たちは実感できた。

決定の主張は、それができるように社会を変革するため

という生物的・社会的行為が人類史上初めての重大な転

観にも規定された、社会が介入してくる行為でもある。

のものでもあった。だからこそ、当時者が出会い語り合

換の局面に到達したが、このクリティカルな転換が一般

だが不妊は個人の問題でしかないかのように、個人によ

経験や知識にしていくことが不可欠で、そのための当時

ことをしっかりと引き継いで行きたいと思う。

い個々の体験を整理し、当時者以外の人々と共有できる

（石田久仁子、ブログでの報告文）
があるからだとし、それが「公共の福祉」の根底をゆる

ような手段を使っても子を得るのは当然とする社会通念
がしている。この状況を変えるためには従来の生命倫理

に認識されにくいのは「幸福追求の権利」のもとにどの

で、そのことを通してしか科学の枠組みの転換、社会の

の枠を大きく超える「生殖倫理」が必要であり、それに

者へのサポートが必要である。それをもとに自然・家族・

変革はできないとのではないか、と長沖さんは報告を締

生殖・生命等に係る多様な価値観を創造することが重要

めくくった。
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青木やよひ著作目録
『フェミニズムはどこへいく─女性原理とエコロジー』一九八五年 ウィメ
ンズブックストア松香堂
『昭和同時代を生きる ─それぞれの戦後』一九八五年 有斐閣
『新国際秩序と平和』一九八六年 早稲田大学出版局
『女性と文明』一九八六年 春秋社
『女たちの明日をさぐる』一九八六年 婦人民主クラブ
『ジェンダー・文字・身体』一九八六年 新評論
『沈黙をやぶった女たち』一九八八年 ミネルヴァ書房
『家族心理学』第２巻 一九八八年 金子書房
『ライフサイクルと人間の意識』一九八八年 金子書房
『ア・ブ・ナ・イ生殖革命』一九八九年 有斐閣
『時代を告げた女たち─２０世紀フェミニズムへの道』一九九〇年 柘植書
房
『女たちの視線─生きる場のフェミニズム』一九九〇年 社会評論社
『
「母性」を解読する』一九九一年 有斐閣選書
『私らしさで産む・産まない』一九九一年 農文協
『フェミニズム・コレクションⅢ理論』一九九三年 勁草書房
『１９６８年の世界史』二〇〇九年 藤原書店
訳書
エリノア・Ｅ・マッコビイ『性差─その起源と役割』
（共訳）一九七八年
家政教育社
メイナード・ソロモン編『ベートーヴェンの日記』
（共訳）二〇〇一年 岩
波書店

今後の活動予定

朗、高橋アキ

第一六回セミナー

鼎談：北沢方邦、西村

● 六月一三日 第一五回セミナー
青木やよひ追悼レクチャー・コンサート
『ベートーヴェンの生涯』を聴く─《悲愴》から
《ディアベリ変奏曲》へ

演奏：高橋アキ
会場：津田ホール

●九月一一・一二日

日本の安全保障と今後の世界（予定）
講師：坂本義和
会場：伊豆高原ヴィラ・マーヤ

● 一〇月三〇日 第一七回セミナー
シンポジウム〈「生殖革命」と人間の未来２〉

パネリスト：江原由美子、長沖暁子、中嶋公子（予定）
司会：石田久仁子（予定）
会場：日本女子大学

TEL 042-488-3048
FAX 042-441-4565

自著のドイツ語訳

伊東市八幡野伊豆高原 14-6
代表 北沢方邦
編集部

著書
『愛の伝説─芸術家と女性たち』一九六八年 三一書房（のち一九八九年廣
済堂出版より新版）
『ホピの国─砂漠のインディアンを訪ねて』一九七五年 潮出版社（のち一
九九二年廣済堂文庫で新版）
『子供をゆがめるのは何か』一九八一年 第三文明社
『女性・その性の神話』一九八二年 オリジン出版センター
『性差の文化─比較論の試み』一九八二年 金子書房
『フェミニズムとエコロジー』一九八六年 新評論
『シングル・カルチャー ─ポスト家族のゆくえ』一九八七年 有斐閣
『女が自由を生きるとき─感性からのフェミニズム』一九八八年 オリジン
出版センター
『シングル感覚─新しい女たちの選択』一九八九年 廣済堂出版
『遥かなる恋人に─ベートーヴェン・愛の軌跡』一九九一年 筑摩書房（の
ち『ベートーヴェンの不滅の恋人』として一九九五年河出文庫で新版）
『ちょっと変じゃない』一九九二年 小峰書店
『やさしい関係─共生感覚の時代』一九九二年 廣済堂出版
『ホピ 精霊たちの台地』一九九三年 ＰＨＰ研究所
『共生時代のフェミニズム』一九九四年 オリジン出版センター
『ボヘミア・ベートーヴェン紀行』一九九五年 東京書籍
『ベートーヴェン〈不滅の恋人〉の謎を解く』二〇〇一年 講談社現代新書
『ベートーヴェン〈不滅の恋人〉の探究』二〇〇七年 平凡社ライブラリー（前
著の最新資料による改訂版）
『ゲーテとベートーヴェン』二〇〇四年 平凡社新書
『ベートーヴェンの生涯』二〇〇九年 平凡社新書

発行日 2010 年 6 月 13 日
発行所 知と文明のフォーラム
〒 413-0232

Aoki,Yayoi. Beethoven; Die Entschlusserung des Ratsel um die
（平凡社ライブ
"Unsterbliche Geliebte". 2008, Iudicium, Munchen.
ラリー『ベートーヴェン〈不滅の恋人〉の探究』にもとづくが、さらに新し
い資料による独自の改訂版で、平凡社版にはない詳細な注と文献表を付して
あり、この問題に対する決定版である）

事務局より
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ヴィラ・マーヤ便り

編著
『片山敏彦著作集第九巻「自分に言う言葉」
』一九七二年 みすず書房
『誰のために子どもを産むか─性と生殖のフィロソフィー』一九七六年 風
涛社（のち一九八五年 オリジン出版センターより新版）
『戦争と女たち─女の論理からの反戦入門』一九八二年 オリジン出版セン
ター
『フェミニズムの宇宙』一九八三年 新評論
『母性とは何か─新しい知と科学の地平から』一九八六年 金子書房
『図説ベートーヴェン─愛と創造の生涯』一九九五年 河出書房新社
『歓喜！ ベートーヴェン 第九を楽しもう』二〇〇四年 小学館
共著
『女への賛歌』一九七三年 三省堂
『わたしの夫婦論』一九七五年 読売新聞社
『女性─その自立』一九七六年 第三文明社
『愛と激動─時代を生きた女たち』一九七六年 柘植書房
『戦後世界史の断面』上・下 一九七八年 朝日新聞社
『経済セックスとジェンダー』一九八三年 新評論
『看護への希い』一九八三年 日本看護出版会
『女の人権と性』一九八四年 径書房

「知と文明のフォーラム」代
表の名前から、
「青木やよひ」の
五文字を外すことになりました。
不屈の精神の塊といえる故人で
あっただけに、現代社会の厳し
い状況下での喪失感は大きく、
深いものです。けれども、そこ
で 呆 然と立ちつくしていては、
故人の遺志を裏切ることになり
かねません。
「いつの時 代の人々も、自
分の時代ほど辛く厳しいものは
ない、 と思っていたのだから、
めげては駄目」と諭すのが口癖
だった故 人です。フォーラムの
力強い継続をなによりも願って
いたはずです。みなさまのご協
力をえて、さらなる一歩を印した
いところです。
当フォーラムではブログを開
設しています。
「北 沢 方 邦の 伊
豆高原日記」、
「楽しい映画と美
しいオペラ」
、
「おいしい本が読
みたい」のほか、フォーラム関
連の文化活動の案内、報告を順
次 掲載していますので、どうぞ
ご利用ください。
h t t p : : // b l o g . g o o . n e . j p /
maya18_2006/
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