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3 「ボブ・ディランという音」と平和学

ポール・ウィリアムズのディラン論を中心に

芝 崎 厚 士

その「正義」とか「自由」とかって言葉を，いったい何度使ったら

気がすむんだ？ まるでマーガリンじゃないか。箱に詰めて売っちま

えるくらいだぜ。アメリカじゃ，そんなことは朝めしまえだろ。

だからまえにもいったように，なにもその言葉がレコードに出てく

るからって，そのまんまの意味を受け取る必要はないんだよ。うそを

ついているのかもしれないんだからね。録音が終わったとたんに，

「ごめんよ，うそだよ。だましただけなんだ」っていってるのかもし

れないんだぜ。たまたまレコードにはその声が入ってなかっただけな

のさ。

もしかしたらディランだって──もしかしたらだよ，よくわかんな

いけど──「ジョアンナのヴィジョン」のあとに「だからどうしたっ

てんだ」っていってたかもしれないんだぜ。それ以前の曲でもそうさ。

「風に吹かれて」や「ザッツ・アップ・トゥ・ユー」のあとでも，そ

ういってたのかもしれないぜ。

キース・リチャーズ（ダルトン，ファレン［1982］：87）

最初に聴いた時は，すべてがまったく救いようがないように聞こえ

る。あとでふりかえって，それがまさに正しいものだったのがわかる。

エリック・クラプトン（ボールディ［1993］：215）
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墓石で一番いいのはね，名前が彫ってあって，だんだんそれが風化

と共に単なる御影石に変わるんだよね。そこまで行ってみたいね。

高田 渡（ETV 特集［2004］）

⚑ 「ディランを聴く」とはどういうことか

「平和と音」特集号の特集論文としての本稿の目的をもっとも狭くとる

ならば，「ボブ・ディラン（Bob Dylan, 1941-）という音は，平和という概

念や平和研究という学問領域にとってどのような関係を持ち，どのような

意義を持つのかを考察する」ということになる。しかしこれに答えるには，

「ボブ・ディランという音」とは何かという問いを考察しなければならな

い。というのも「ボブ・ディラン（という音）と平和」という問題設定が

意味することが所与で，自明で，共有されていると仮定したうえで安易に

解こうとすると，次のような誤謬に陥る可能性が高いためである。

第一に，この問題設定を基本的には人文・社会科学における学問的な考

察の場である平和研究の視点から，ディラン論や音論抜きに進めると，一

見もっともらしいがそれほど実りのあるとは思えない研究になる可能性が

高く，また実際にそのような言説は決して少なくないためである。

たとえば，ありがちなのは「ディランの歌は人々を動かし，勇気を与え，

世界を変えた」という，ジョン・レノン（John Lennon, 1940-80）などに対

する分析にみられるパターンの解釈であろう。近年の映画『私はあなたの

ニグロではない』（2017）において，「しがない歩兵」（1964）が同時代的な

直接的な意義ある歌として引用されていることはそうした文脈で理解しう

るであろうし，「ライク・ア・ローリング・ストーン」（1965）を映画『マ

ルクス・エンゲルス』（2017）がいささか唐突なかたちでラストに援用す

るのはその応用編とみなし得よう。こうした引用や援用それ自体の妥当性

を否定したり非難したりするつもりは毛頭ないが，「ディランという音」

の重要性は，アメリカおよび世界の公民権運動や反戦・平和運動に大きな

影響を与え，勇気づけ，世界を変えるのに貢献した，ディランが世界を変

えたのだといった言説によってくくられるが，「音」そのものへの考察は

むしろブラックボックス化されがちである（近年の代表例として Kay

［2017］）。

なぜこの方向性での解釈が問題かといえば，こうした言説が細分化・緻

密化する一方の社会科学的な分析に引き取られると，学問的な分析として

は成り立つものの，こ
・

と
・

の本質からさらにかけ離れるような研究を生み出

しかねないためである。たとえば，仮にほんとうにディランは世界を変え

たのか「実証」してみろと言われた場合に，これをもっと「科学的」に考

察するならば，ディランをめぐるオーラル・ヒストリーを積み重ねるなり，

ディランを聴いた人とそうでない人との対照実験でもするなりして「デー

タ」を集め，ディランという音とその影響をテキストマイニングなり，感

情分析なりしてなんらかの結果を得ることで分析完了ということになりか

ねないということである（実際の試みとしてたとえば，Gorczynski［2015］）。

この方向性はある種の「科学」的分析としては publishable なものとな

り得るかもしれないが，「ディランという音」という対象の本質からはさ

らに遠ざかることになるだろう。いささか武張った言い方をすれば，仮に

「戦争の親玉」（1963）を100回聴けば平和主義者になるとでもいうのなら，

それは AC／DC，その他を大音量でヘッドフォンで無理やり聴かせたと

いうグアンタナモでの拷問の背後にあった「科学」のコインの裏面をなぞ

ることになりかねないということである。こうした類いの考察はディラン

の属性の一部を科学的な因果関係の「説明」に合うように操作した結果，

可能なのであって，実はディランそのものが何なのかという総合的な問い

からはむしろ後退することになる。そこには声も音も歌も残らないのであ

る。

第二に，では「平和」という価値や社会との関連ではなく，ディランそ

のものを研究した文献において，こうした空回りは起きているであろうか。

いわゆるディラン学（dylanology）の文献はまさに汗牛充棟という形容を
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はるかに越えるほどの分量で我々の前にあり，2016年のノーベル文学賞受

賞をめぐる一連の騒動以降，増殖する一方である。そして，そのすべてに

完全に目を通し整理したという人間は，筆者を含めていないであろう。こ

うしたディラン学が持つ特徴をあえて強引に整理すると，次の⚓つの類型

を看取することができる。これらはそれぞれの研究においてさまざまな比

重を置きつつ混在している。

第一は「事実の集積」系とでもいうべきもので，クリントン・ヘイリン

に代表されるような，ディランがいつ・どこで・だれと・なにを・どのよ

うに・どうしたという事実を徹底的に集めることを主眼とした研究である
（Heylin［2009/2010a］［2009/2010b］）。古典的にはスカデュトの伝記，ディ

ラン自身の断片的な自伝，近年日本語訳も刊行されたシェルトンの評伝も

基本的にはこの系譜に属する（Scaduto［1971］, Shelton［1986/2010］, Dylan

［2004］）。第二は「参照・影響の系譜系」で，これは，主に歌詞，タイト

ルとサウンドのルーツをたどっていき，直接・間接に影響を与えた作品，

音楽，人物との関係を徹底的に調べ上げ，得られた知見をもとに推論を提

示するというパターンである。古典的なところではマイケル・グレイの著

作や（Gray［1972］），聖書の影響を調べたものがよく知られており（Cart-

wright［1985］），近年ではディランの21世紀の諸作品における，歌詞に関

する引用と剽窃の境界線や作曲者のクレジットに関して論争が起きたこと

も記憶に新しい（Francescani［2012］）。

第三は「意図の解釈」系であり，第一・第二の系譜も最終的な主張はこ

こに行き着く。この系譜はいわば，意図とその理由の説明を試みるもので

ある。すなわち，ディランはこの歌で何を表現しているのか，何について

歌っているのか，この歌詞のここの部分は誰・何をさしているのか，そこ

から読みとれるメッセージや意図は何かを解釈しようとするものである。

もちろん，こうした研究の基礎にあるのは第一の事実関係の発掘であるし，

ほとんど総てのディラン本は，さまざまな第一と第二の手法を駆使しなが

ら，第三の点についての自説を表明することに費やされている。最近の例

としては，ノーベル文学賞受賞後に出版された，ハーバード大学で長年行

われてきたディランに関する講義において主に西洋古典との対照関係を論

じた成果をまとめたものがある（Thomas［2017］）。

しかし，誤解をおそれずに言えば，この第二のディラン学の系譜もまた，

結局ディランとは一体何なのか，そして「ディランという音」とはいった

い何なのかを説明しているようで説明できていない。というのも彼らは事

実を提示し，参照と影響の系譜を説明し，メッセージや意図に対する解釈

を示すが，それらの説明や解釈は「彼らがディランを聴いたときに想起し，

考えさせられた結果としての何か」に関する分析的記述であって，「ディ

ランという音」自体に関する総合的記述ではない。

友部正人（1950-）は，ディランに関する言説と「ディランという音」

そ
、

の
、

も
、

の
、

とのこの根本的な相違について，いみじくも次のように喝破して

いる。

ボブ・ディランのことは本当に何も知らない。だからといって人の

書いたことを読んでみても何もわかったような気はしない。誰もボ

ブ・ディランのことをとらえられていないようなので。（中略）詩が

説明できないように，ディランという人物を説明しようとしても空回

りするだけなのだ。ディランについて書かれたものはたくさんある。

それこそ一生かかっても読み切れないくらいあるのではないだろうか。

ディランは一冊でもそういうものを読んだだろうか。（友部［2010：

19-24］）

キース・リチャーズ（Keith Richards, 1943-）の言葉を引き合いに出すま

でもなく，哲学の他我問題を持ち出すまでもなく，ディランがほんとうは

どういうつ
、

も
、

り
、

なのかを知ることはできない。だからこそ，いろいろな

人々がいろいろに論ずることで，ディラン学が永遠に続いていくことにな

る。考えてみると，この図式は芸術分野だけにかぎった話でさえなく，あ

らゆる社会科学・人文科学上の研究対象にあてはまる。

では，何をいかにして問うべきなのか。それは，ディランを既在の社会
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科学の文脈に新たに意義づけ，位置づけることでもなく，ディラン学の系

譜の中で新たな説明や解釈を示すことでもない。むしろ重要なのは，社会

科学の側にせよディラン学の側にせよ，なぜこれほどまでに多くの人々が

ディランを歴史的・社会的に意義づけ，意味づけようとし，またディラン

に関する事実を集め，影響の系譜をたどり，メッセージや意図を解釈しよ

うとするのか，ということ自体を問うことである。それは，どのような立

場からであれ，ディランについて論じている人々総てに共通しながら，ご

く一部の例外をのぞいてほとんどの人々が，あまりに自明であるがゆえに

問うてこなかった問いから出発することを意味する。

それはつまり「ディランという音を聞くという体験が，な
、

ぜ
、

人々にこの

ようなことを考えさせ，論じさせるのか」という問いである。さらに照準

を絞り込めばそれは「ディランという音を聞くという体験」そのものが何
、

であるか，その体験という現場において何が起きているのかを問うという

ことである。

かくして，議論の出発点は，既存のディラン言及のさまざまな戦線に参

戦することではなく，そうした戦線を生み出している根源的ディラン体験

がどのようなものなのかという問いである。人々がディラン言及を生
・

み
・

出
・

す
・

こ
・

と
・

を
・

生
・

み
・

出
・

し
・

て
・

い
・

る
・

のは，畢竟，｢ディランという音を聴く｣という体

験そのものである。その体験が何なのか，その体験が人に何を引き起こす

のかを論じることが必要なのである。それは柳父章（1928-2018）のことば

を借りれば，「ディラン」という「未知との出会い」における衝撃を論じ

ることを意味する（芝崎［2018］）。そして，管見の及ぶかぎりでは，この

出会いの現場で何が起きているのかという問いは言及されることはあって

も，多くの場合はそこで立ち止まって正面から問われ，論じられたことは

あまりないのである。

エリック・クラプトン（Eric Clapton, 1945-）の言うとおり，ディランを

初めて聴いた人が，たとえばモーツァルトやビートルズを聴くように，一

瞬のうちにその美しさや素晴らしさの虜になることはあまり多くない。

「時代は変わる」（1963）であれ何であれ，ディランのいわゆる「名曲」と

される曲に関して，その社会的な記号としての意味を前提として教えられ

たうえで「感動しなければならない，すごいと思わなければならない」と

思って耳を傾けたとしても，ディランを聴いて何かほかと違うと気づくこ

とはあったとしても，それ以上の何かをただちに感じ取る聴き手はそう多

くはないであろう。

また，仮に何度も繰り返し聴いたとしても，ディランを論じたくなった

りするとは限らない。かつて立川談志（1936-2011）が，「どんなに出来が

良いと思っても，落語を知らない，わからない人から見ればただの『おし

ゃべり』でしかない」と喝破したことは，そのままディランにあてはまる。

2007年にディランが孫の通う幼稚園に行き，歌を歌ったところ，子どもた

ちが「変なおじいさんがきてこわい歌を歌った」と言ったという有名なエ

ピソードがあるが，多くの人は，ディランを，ある一時期の有名で重要と

される歌を作った人であるという域を出ることなく，またその公式に従っ

て表面的に受け取る場合がほとんどであろう（Laura［2007］）。

かくして重要なのは，ディランを聴くという体験そのものを描写しよう

とすることであり，その体験が何なのかを考察することである。その体験

を把握し，その体験が人間存在にとって持つ意味をできる限り学際的に検

討することではじめて，平和概念や平和学との関係もまた見出しうるであ

ろう。つまり最初からディランを平和概念や平和学の中に収まるように還

元するのではなく，「ディランという音」との出
・

会
・

い
・

そ
・

の
・

も
・

の
・

をとらえ，

そこで得られた知見を平和概念や平和学に突きつけるというかたちで考察

する試みとして本稿は書かれている。

このような考察を試みるうえで筆者が導き手に選んだのは，ポール・ウ

ィリアムズ（Paul Williams, 1948-2013）である。筆者の知るかぎりにおい

て，彼は並み居る数多くのディラン論者の中でほとんど唯一「ディランと

いう音との出会いが人間にとって持つ意味は何か」という問いに執筆活動

の最初期から真正面から取り組んでいた論者であった。しかし，近年のデ
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ィラン関連の文献ではウィリアムズは参照されても深く取り上げられるこ

とは少なく，またウィリアムズ自身について論じた文献もあまり多くない。

もちろん彼には彼の時間的・空間的・個人的バイアスや制約や限界がある

が，それを見極めながら，ウィリアムズからこの問いへの答えを引き出し

つつ，その答えをさらに学際的かつ客観的に説明することを試みる。

以下具体的には，第⚒節と第⚓節でウィリアムズのディラン論，という

よりもディランの捉え方を考察する。第⚔節では第⚒節，第⚓節の議論を

総括し，本号の特集である「平和と音」と関連づけた展望を提示する。

⚒ 体験としてのディラン

ポール・ウィリアムズは1948年にアメリカのマサチューセッツ州で生ま

れた。1966年，17歳のときに世界最初のロック専門誌とされる『クロウダ

ディ！』を創刊し，ロック評論の嚆矢となる数々の評論を発表して注目を

集めた。その後もロック評論家として活動を続け，また，『ダス・エナー

ギ』などの思想的・啓蒙的な著作を刊行し続けた（Williams［1973a］）。も

っとも知られているのはディランに関する評論であるが，親友であり死後

はその著作権管理者となったフィリップ・K・ディックの伝記を執筆して

いるほか，ニール・ヤング，ビーチ・ボーイズに関する著作も刊行してい

る（Williams［1986］［1997］［1998］）。最初の妻となったのは当時日本の新

進のフォークシンガーであった金延幸子であった。1995年に自転車事故に

遭い重傷を負い，さらに若年性認知症の発症も手伝ったことで，主だった

活動は21世紀初頭までで，以降は病を得，2013年に64歳で逝去している。

ウィリアムズの「ディランという音」ないしはロック音楽という音に対

する姿勢は，1969年に刊行された最初の本，『アウトロー・ブルース』
（Williams［1969］，日本語訳ウィリアムズ［1972］）の時点から明確であった。

第一に彼は，客観的な作品に対する情報や知識に過度に頼らず，そのむき

だしの音に対してむきだしの自分自身がいわば素手で，正面から対峙して

感じ取るアプローチをとっている。第二に，したがって，歌を説明し，解

釈するという姿勢，とりわけ歌そのものを客観的な情報と関連づけること

で「わかった」ことにする姿勢を厳しく批判する。

1966年⚗月，18歳になったばかりのときに発表したディランに関する最

初のエッセイ「トム・ペイン・ヒムセルフ」でウィリアムズは，次のよう

に書く。

音楽をカテゴリーとしてではなしに，音楽そのものとして聴こうと

しなければ，ひとりの聴衆である君には，いま自分が耳にしているも

のだって満足に評価することはできまい（ウィリアムズ［1972］：87）

ディランをフォーク，あるいはロック，などといった「カテゴリー」に

依拠して理解することを否定したうえで彼は「だからもし彼の行っている

ことに興味をもつのなら，きみは彼自身の言葉によってのみ，彼に耳を傾

ければいい」（同上）と断言する。そして「重
・

要
・

な
・

の
・

は
・

ア
・

ー
・

テ
・

ィ
・

ス
・

ト
・

で
・

は
・

な
・

く
・

て
・

そ
・

の
・

人
・

の
・

作
・

品
・

の
・

方
・

な
・

の
・

だ
・

，というのがぼくの個人的信念であり，そ

んなわけでボブ・ディランとは何者かという問いをあまりに深追いしよう

とするのにはためらいがある」（同上，傍点筆者）とまで述べる。この時点

で，第一の系譜の重要性を完全に否定するわけではないにせよ，ウィリア

ムズが社会科学的な分析はもちろん，ディラン学のどの系譜ともはじめか

ら袂を分かっていることは明確であろう。

続いてウィリアムズは〈その歌詞が何を意味しているか〉〈ディランが

何を意図しているか〉という，第二，第三の系譜に連なるような説明や解

釈の限界を指摘する。まず，意味論の系譜に対しては，次のように述べる。

批評家であるというのは難しいことだ。人々はきみが物事を説明し
・

て
・

く
・

れ
・

る
・

こ
・

と
・

を期待している。何が起こっているのかきみにはわから

なくても構わないのだ……きみはなにか聞こえのよいもっともらしい

説明をこしらえあげればいい，そうすれば人々はきみのいうことを信

じるのだ。しかし，もしかきみがある詩，ある歌を理解し，それがき

みにとって大切な意味を持ったとしよう。きみは隣にいる人間にその
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歌が〈何を意味しているか〉を教えようとして，つい，その歌を普通

の散文の文章につくりかえようとする──そのとき，すでにきみはそ

の歌をブチ壊してしまっているのだ。もしきみが，ディランの歌のど

れかでディランが語ろうとしたことを，一行か二行の別の文章で語れ

るのならば，そこで歌を書く必要なんてどうしてあっただろうか。
（同上：88-89，傍点原文）

彼自身がロック・ジャーナリズムの草分け的存在であることを考えると，

この指摘は大きな意味を持つ。彼自身が批評や評論という名の下に書こう

とし，実際に書いていったことが，通常のロック批評や評論とは大きく異

なることがここに示されている。客観的な説明と主観的な理解を対比した

うえで，彼は理解の側に立つ。それは，「説明」がディランを聴くという

行為そのものが持っている豊かさを消してしまうからであり，その豊かさ

を得ることこそ，ディランを聴くことの本質だと彼が考えているからであ

る。また，ここで彼が使用している「説明」と｢理解｣の二元論は，意味は

若干異なるが社会科学方法論でもよくとりあげられる対概念でありそれと

の比較を試みることも可能であろう。

次に意図論の系譜に対しても彼はすでに18歳の時点で，後の評論活動に

おいても一貫する視座を表明していた。

もう一つの難問，そしてある意味ではもっと深刻なのが，ディラン

が何を言っているかを聴こうとする代わりに，ディランの言おうとし

ていることを〈見つけたい〉というかなり広汎に存在する欲望である。

……みんなはディランが書いたものならなんでも，すぐに〈メッセー

ジ〉を探そうととびかかる，これでは，彼はまるで教訓話をお話して

くれるイソップかなにかみたいだ。メッセージを聞きとるのに忙しく

て，他は何も聞こえなくなってしまう──これこそアメリカ特有の病

いなのだ。コマーシャルになるのを待つように訓練され，ベルの音に

聞き耳をたてるよう条件反射をほどこされてきた肉体は，普段さまざ

まに生起してくる事物に反応を示す自由ささえ喪失してしまっている。

（同上：90）

これもまた，説明というものがもつ弊害を指し示している。彼がこのよ

うに指摘したくなる背景には，現在の我々には想像もつかないほどの分量

で，あらゆるメディアにおいてディランが注目され，意図や意味が推測さ

れ，解釈され，説明され続けた60年代中盤から70年代前半という時代背景

がある。現在のディラン学の基礎はそうしたディランに対する膨大な「穿

鑿」の蓄積を教師ないし反面教師として生まれてきたといってもよい。

では，ディランの歌を聴くということはどういうことなのか。そこでウ

ィリアムズは，後述するように70年代半ばにディランがノーマン・レーベ

ン（Norman Raeben, 1901-1978）という絵画教師のもとに通い，そこで得

たことをもとに「ブルーにこんがらがって」（1975）に代表されるような

歌を意図的に作り，実際に絵画との比喩で自己の作風を語るようになるよ

りもずっと早い60年代後半にすでに「一枚の絵」を「体験する」というか

たちでこれを論じていく。

一幅の名画，そうでなければポラロイド・カメラで撮影した一枚の

スナップ写真を見てほしい。その一枚にメッセージは存在するか？

ひとつの歌とは一枚の絵なのだ。人はそれを見る──正確に言えば，

人はそれを見，味わい，感じるのだ。人に歌を聞きなさいというのは，

ローラー・コースターに乗りなさいといって十セントあげるのと同じ

だ。体験。ひとつの歌とはひとつの体験なのだ。歌を書く人間も歌を

歌う人間もそれぞれなにかを感じている──歌には，同じものを感じ

てもらいたい，そんな思いがこめられている。だから，ひ
・

と
・

は
・

ま
・

っ
・

た
・

く
・

そ
・

れ
・

が
・

な
・

に
・

な
・

の
・

か
・

を
・

知
・

る
・

こ
・

と
・

が
・

な
・

く
・

て
・

も
・

それを感じとることができ

るのである。（同上：90-91，傍点原文）

これはある種のコペルニクス的転回である。ディランを客観的に記述し，

描写し，解釈し，説明し，その記述・描写・解釈・説明の優劣を競う人々

は，それぞれが「ディランを聴く」という体験を持っているはずである。

しかしその体験自体が語られることはすでに見てきたようにそれほど多く
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ない。その体験はあくまで個人的なものであり，主観的なものであり，あ

る音を聴くという行為の中で起きている現象である。解釈するのではなく

理解するということのなかには，「ディランという音」と自分自身という，

きわめてシンプルな対峙があるのみである。

ディランを〈理解する〉方法は彼に耳を傾けることだ。気をつけて

聴くこと，一時期にひとつの歌を何度も繰り返して聴いてそこに耽り

きるのだ。……歌詞の一行は一行でしかないが，その一行が，その一

行のイメージがぼくらの心の内側にはいるとなにか生き生きしたもの

に変貌するのだ。きみはただ受け入れるようにすればよいのだ……
（同上：93）

ウィリアムズの考えでは，ディランという音を聴くということ，そして

それを理解するということは，「その一行が，その一行のイメージ」が，

聴き手のなかで「なにか生き生きしたものに変貌する」という行為である。

そしてその過程の中に入っていくこと，美術館の展示作品をキャプション

を読んでから鑑賞するように，作品の「外側」にある解釈や説明をなぞる

のではなく，作品そのもの，音そのものを素朴に素直に「受け入れる」こ

とが聴き手がなすべき唯一のことだということになる。この「変貌」のプ

ロセスは，きわめて個人的な体験である以上，一人ひとりまったく異なる

ものとなる。

人はディランの歌を，自身の内面で引き受け，受け止める。個人の内面

は，その個人が過去および現在において持ってきた，持っている自己の経

験や感覚に対する自己理解によって形成されており，ディランを受け止め

る際にはそれらが総動員されることになる。すなわち，ディランを理解す

ることはすなわち，ディランを理解するプロセスにおいて自己理解を深め

ることを意味する。人は，ディランという音と出会うとき，ディランを理

解しようとする自分が何なのかという問いの前に立たされる。ディランと

いう音は，そうした「出会い」に人を開く力を持っているということであ

る。

多くの点で，ディランを理解することは，自分自身を理解すること

と深く関わりあってくる。……だからディランに歌詞の一節の意味を

尋ねたり，なぜこの歌詞が効果的なのかと聴くのは正しいことではな

い。ぼくが本当に尋ねるべき相手は，その歌に影響を与えられる側の

人間のほう──つまりぼく自身なのだ。何故それが影響をもつのかぼ

くにはわからない──ぼくには説明できないということだ。これはど

ういうことかというと，ぼくにはぼくがわからないということだ。ぼ

くはディランを理解するのだ。つまり，その歌にこめられたありった

けの可能性をぼくが感じ取るということだ。（同上：94）

「ディランという音」の特質は，こうした意味での「可能性」の豊かさ

にあるというのがウィリアムズの主張である。「こう理解しなければなら

ない」ということがあらかじめ共有されているのではなく，さまざまな理

解＝自己理解を喚起する力を持っている点が「ディランという音」の本質

的特徴なのである。むろん，その可能性をどこまで拓けるかは聴き手次第

であり，ディランという音をどういうものとして捉えようとしているかに

よって，クラプトンの第一印象の域を出ない場合もあれば，ウィリアムズ

のように深く突き詰めていくこともできる場合もあろう。

18歳のウィリアムズはさらに「解釈」と｢理解｣の違いについて興味深い

考察を試みている。すなわち｢解釈｣は不安定なものである一方で，「理解」

は確固たるものだという主張である。そして，その限りにおいて「芸術と

は解説するものではなく経験するもの」（同上：95）なのであって，ウィ

リアムズは「経験」を通した「理解」こそ芸術と向き合う際のあるべき態

度であると考える。

わかる──それはもともと自動詞ではないか。〈解釈する〉という

ような他動詞は，いったん意図とか選択の能力がなにかのはずみでぐ

らついてしまえば，〈解釈〉しようとした当人をどうしようもなく不

安定な気分にさせてしまいかねないが，〈理解する〉ということの中

にはそんな気ままさはありえない。そうはしまいと思ってはいてもい
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つのまにか理解していたりすることがあるものだ。どのみち，きみと

ぼくとが同じ瞳をとおして物を見ることはないのだから，誰がなにを

理解するとしても構うこともないのではないか？ ぼくらは一緒に成

長し年を取っていくだけだ。（同上：104-105）

これを敷衍すれば，解釈や説明は，定義上客観性を標榜しているがゆえ

に，相争う余地をつねに持っているということである。いっぽう理解は，

定義上個人の内面で起きる主観的な現象であるがゆえに，相並び立つ，共

存しうるということである。もしディランという音が，そしてディランに

限らず芸術一般が彼の言うとおり，説明し解説するものではなく経験・体

験し，理解することに本質があるのならば，芸術を芸術として経験・体験

する限りにおいては，さまざまな理解が共存し，相争わないということに

なる。

そして，もし学問が対象に対する解釈や説明といった描写を生業として

いるのであれば，その学問という箱の中に，経験・体験に対する理解が本

質であるディランという音を聴くという経験を，解釈や説明というかたち

に変形して放り込むことが何をもたらすかはもはや明らかであろう。そし

てこれは，ディラン以外の音はもちろん，芸術一般にも当てはまる。した

がって，「科学」にディランを放り込むようなやり方でディランを学問的

考察の俎上に載せることは，ディランという音の本来的な性質の核心的な

部分を削ぎ落とすことを自動的に意味しかねないということになるのであ

る。

このようなウィリアムズのディラン理解，ないし音楽理解に影響を与え

たテキストとして現時点で明らかなものの⚑つは，アメリカの作曲家・音

楽評論家であったロジャー・セッションズ（Roger Sessions, 1896-1985）の

著作であった。ウィリアムズは20歳のときのエッセイで，セッションズが

大学生向けの講義をまとめた『音楽的体験』にふれている（Sessions

［1958］）。ウィリアムズはまず，音楽はもともと作曲者と演奏者と聴衆が

未分化でひとつのものであったというセッションズの指摘を引き，聴衆と

いう独立した存在の歴史性を確認する。

その始まりにおいては，この三者（作曲家，演奏者，聴衆）は疑い

もなく一つのものであった。以後……生の音とリズム型式からなる素

材にある人間が介入するようになり，その素材がそれとして人々に確

認されるようになり結果的に反復が可能になると，作曲家の存在は確

固としたものになった……最初の演奏者は厳密に言えば，以前に演じ

られたか歌われたことのあるなにかを最初に演じたか歌った音楽家の

ことなのである……音楽を聴くという行為は音楽が洗練されていった

過程の非常に後の段階での産物なのである……聴衆にとってみれば，

音楽とはもはや突発事でもなければ付随的な事柄でもない，自立しか

つ自足的な表現媒体にほかならないのである」（同上：262-263, Ses-

sions［1958］：p.4）

ここでの三者論そして聴衆論は，とくに聴衆の参加という論点において，

のちのウィリアムズの議論で活用されることになる。

さらにウィリアムズは，音楽とは｢運動｣であるというセッションズの議

論に注目する。セッションズによれば音楽が重要である理由は「それがわ

れわれの存在の根源にたち戻り，われわれのもっとも深い，もっとも身近

な反応を具体化する内的な意思表示（ジェスチュアズ）を実現させる人類

固有の運動形式であるから」である。しかし「これ自体ではまだ芸術では

ないし，言語（ランゲージ）ですらない。しかし，これは音楽芸術の創ら

れる素になるものであり，音楽芸術が重要とされるのはまさにこのためな

のである」。その意思表示とは眼には見えない，非空間的で，時間的な運

動である。そして時間的運動とはつねに｢流動的｣で静止的ではない（同

上：264-265）。この流動的な時間的運動という視点もまた，その流動的な

時間的運動の体験という意味で「ディランという音」と出会うことを形容

する表現としてのちに頻用する「時間を止める」という議論の出発点とな

っている。

さらにウィリアムズはここから，聴衆の存在があってはじめて「ディラ
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ンという音」の理解が成り立つことを論じていく。

日々のすべてが，そこで生起する出来事のすべてが新たな発見であ

り，すべての新たな発見は最終的な，議論の余地のない真実の予兆な

のだ。（中略）ロックはたったいま発見しつつあるのだ──つまり，

議論の余地のない真実なんてものはない，ただもっともっと大きな宇

宙の認識があるのみだということ。そして自分自身の認識があるとい

うこと。（中略）ぼくたちは自分自身で音楽をつくり出す段階にまで

達したのである（ウィリアムズ［1972］：266-267）。

聴衆の成立，流動的な時間的運動としての音楽，「ぼくたちは自分自身

で音楽をつくり出す」という意味での聴衆の参加という視点が，次節でみ

るパフォーマンス，主観的理解と体験，時間感覚の喪失というウィリアム

ズのより包括的なディラン論に結実していくことになる。

⚓ パフォーミング・アーティストとしてのディラン

⚑ 『ひと粒の砂にさえも』から『瞬間の轍』三部作へ

ウィリアムズがディランに関して出版した最初の単著を出版したのは意

外に遅く，1979年のことであった。当時ディランはボーン・アゲイン・ク

リスチャンに改宗し，教会の学校に通って聖書を学び，ほぼ全編がキリス

ト教のメッセージで貫かれた『スロー・トレイン・カミング』をリリース

し，キリストに関するのみを歌うツアーに出ていた。ウィリアムズはフォ

ックス・ウォーフィールド・シアターでの連続コンサートの多くを見に行

き，ブートレッグでほかの多くのコンサートを追体験しつつ書き上げた

『ひと粒の砂にさえも』を出版した（Williams［1979］）。ここでのアプロー

チはすでにとりあげた60年代後期の基本的立場を維持しつつ，いわゆるゴ

スペル・ロック期のディランの音楽に対する理解を提示している。

1996年にウィリアムズがさまざまな時と機会に書いたディラン論を集め

たアンソロジーの中には同書が丸ごと収録されているが，その序文による

と，ディランは『ひと粒の砂にさえも』をいろいろな人に読んでもらいた

いと思って自ら100部以上も買い求めたという（Williams［1996：i］）。この

ことをどこまで過大に評価するべきかは解釈の余地があるが，「人々は，

うさぎでも切り裂くように，ぼくの歌を切り刻む。しかし何も理解してい

ない」（ディラン［1985］）という言葉が象徴し，友部正人も示唆するとお

り自分自身について書かれたことの多くに対してそれほど考慮を払わない

とみられているディランがウィリアムズの捉え方をどう見ていたかの傍証

にはなろう。

そして，『アウトロー・ブルース』でのディランのとらえ方を基礎に据

え，『ひと粒の砂にさえも』におけるディラン理解の提示の仕方を下敷き

にして，デビュー当時からのディランのパフォーマンスを時系列的に経験

し，体験することで得た理解とその方法論を全面的に示したのが，彼の主

著といってよい，Bob Dylan: Performing Artist 三部作（Williams［1990,

1992, 2004］，第⚑巻，第⚒巻の邦題『瞬間の轍』，第⚓巻は日本語訳なし，以下，

第⚑巻，第⚒巻の引用は日本語訳より）であった。同書は形式的には三部作

の構成をとっているが，第三作にあたる最後の作品は厳密には主に

1986-90年あたりの時期にとどまり，以降については『タイム・アウト・

オブ・マインド』（1997）に対する浩瀚なレビューと『ラブ・アンド・セ

フト』（2001）に対するやや短い評論があるのみである。

本来であれば，この『瞬間の轍』三部作を詳細に分析することで，ポー

ル・ウィリアムズのディラン「理解」の全貌を明らかにしなければならな

いのであるが，ウィリアムズの論点はあまりに多岐に及んでおり，また必

ずしも体系的とは言えないため，その全体像を整理して示すには紙幅の制

約があるので，本節ではそのエッセンスを概略的に論じることにとどめる。

⚒ ウィリアムズにおけるディラン理解の⚓つの柱

『瞬間の轍』三部作におけるポール・ウィリアムズの主張は，次の⚓点

に要約できる。
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第一に，ディランの本質は第一に，言葉と音が一体化した，その時その

瞬間のディラン自身の感情を即興的に表現したパフォーミング・アート
（実演芸術）である。多くの論者が指示するとおり，ディランのパフォー

マンスから音と言葉を切り離すことはできない。ディランはその時その場

でその瞬間感じたことを表現する。したがって，ディラン自身でさえ，二

度と同じように再現することは不可能である。そして「複製時代」に生き

る聴き手は，その膨大なオフィシャル，アンオフィシャルな音源や映像記

録によって，以前ではその場その時だけでしか体験できなかったパフォー

マンスを反復して体験できるようになった。それによって，聴き手はディ

ランのパフォーマンスを何度でも繰り返し受け取り，味わうことができる

ようになった。

第二に，ディランのパフォーマンスが伝えるのは何らかの象徴的意味や

シンボルのような解釈可能な何かに還元し得ない個人的な感情や意志とい

ったものであり，聞き手はその歌が直接自分に，自分のためだけに向けら

れて，表現されているかのように受け止める。ディランのパフォーマンス

はあらかじめ抽象化・言語化可能な，演奏する前にすでに決まっている

「言いたいこと」を表現しようとしているものではない。「ディランという

音」の体験の本質は，瞬間的な，声，サウンド，言葉が渾然一体となった

パフォーマンスを聴き手が受け止めることで聴き手の中に浮かび上がり，

感じ取るきわめて個人的ないし主観的なイメージや感覚を喚起することに

ある。そしてそうであるがゆえに，何かを感じ取ることができても，その

体験そのものを表現し，説明し，解釈することは容易ではない。しかし，

ディランのパフォーマンスが人を惹きつける所以は，この，聴き手との間

に生じる深い相互作用にある。

第三に，そうしたパフォーマンスと聞き手との間の相互作用の中で，表

面的な歌詞やリズム，メロディなどに分解し得ないようなパフォーマンス

を主観的・直感的に理解・体験する状態は「時間を止める」（stopping

time）と表現される。ディランはそうしたパフォーマンスをしだいに意図

的に行えるようになり，さらにその手法を精錬していくようになっていく

が，ウィリアムスが観察し得た21世紀初頭までの時期において，少なくと

も1974-75年，1987-89年の⚒度，その手法を前進させる大きな契機があっ

たと推測される。

これらの指摘の原形は，すでにみた『アウトロー・ブルース』によって

なされていたものも多いが，ディランが自己の手法にしだいに自覚的にな

っていったのと同様に，ウィリアムズもその後のディラン体験を深めてい

くなかで，自己の理解の手法をしだいに明確に言葉にできるようになって

いった。ディランも成長していったが，同時にウィリアムズも成長してい

ったのである。また既述のとおりこれらの指摘は程度問題としてはどのよ

うな芸術に対してもあてはまるものであり，ディランの芸術表現だけがこ

うした性質をもっているわけではなく，またディランのパフォーマンスの

すべてが優れたものであるわけでもない。しかし第⚑節で述べたように，

ディランを論じる場合にこの部分を抜きにして語ることは，ディランとい

う音を理解するうえでは手落ちになろう。
① パフォーマンス

パフォーミング・アーティストとしてのディランという主張をウィリア

ムズは，『瞬間の轍』第⚒巻の冒頭に集約的に展開している。まずウィリ

アムズは，「ぼくは，ディランを作曲家やソングライターとしてではなく，

第一にパフォーマンスをするアーティストとしてとらえている。」（『瞬間

の轍』第⚒巻：⚕）と規定し，「ぼくの考えによれば，彼の歌づくりは，パ

フォーマーとしての彼の衝動がさせる行動，そのためにおこなわれる行動

としてとらえたときに，もっともよく理解できる。これまで何度もおこな

ってきたインタビューでの発言から，あきらかにディラン自身もおなじよ

うに考えている」（同上）と述べる。

ここで「パフォーマンス」とは，レコーディングであれライブであれ，

その時その瞬間に歌を通して何かを表現するといったような意味である。

「ディランはその歌の内容や設定とは関係なく，その瞬間の自分の感情を
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伝える。彼は長い時間の感覚をもつ人間ではない。彼だけの，その瞬間だ

けの世界で生きている」（第⚑巻：50）。それはもっとも端的には「歌うと

きのことば」であり，それは言葉だけを切り離しては力を持ち得ない
（同：52）。したがって，

ディランが歌う〈時代は変わる〉を一度も聞いていない人が，詩を

読むように紙に書かれた歌詞を読んだとしたら，そこには芸術的なも

のはなく，伝わってくるものもない。……この歌の歌詞をよむだけで

は，ぼくたちはそれを書いた詩人のことばを信じる気にはならない。

……・紙の上のディランの言葉は野暮ったくて，もたもたしているが，

歌という構造のなかでは，スイス時計の部品のようにうまく機能する。

スイス時計の部品と同じように，分解不可能に思えるほどたがいがぴ

ったりと組みあわさって，人の努力と手間がそれを成したことがわか

っていながら，神の力の介添えを感じさせるのだ（第⚑巻：119）

ということになる。そうであるがゆえに，意図・解釈系の議論が陥りが

ちであるが，ディランの音から歌詞だけを取り出して分析しようとするこ

とは，可能であるが「ディランという音」の本質に迫るうえでは却って逆

効果なのである。では，ディランのパフォーマンスはどのようにして生み

出されているのか。ウィリアムズの基本的理解は次のとおりである。

それならどうやって，ディランはそれをするのか？ 譜面を書くこ

とによるのでも，「ベースはこのコード進行をひいて，そのあとここ

でピアノが入ってくる」などということによるものでもないのは，わ

かっている。そうではなくディランは，信頼によって，直接的なこと

ばではない形で，彼の個性によって，熱意によって，声とリズムの感

覚という形でその場に自分を存在させることによって，それを達成す

る。そうした音楽的な意味での存在感が，ミュージシャンたちの意識

をひとつに練り上げる。いっぽうミュージシャンたちはそれぞれたが

いに刺激をあたえあい，それまでの演奏で投入していたよりもっと多

くの自分を（感情や想像力や精神を）投入する。これまでのアルバム

で証明されているように，ディランは何度もミュージシャンたちをこ

の極地に導いている。ディランがそれを成し遂げるようすもまた，正

確にはパフォーマンスとよぶべきものだ。ディランはほかのものたち

を導きながら，彼らから刺激をうけ，そして彼らの努力に彼自身の熱

意をもって応じる。そこに偉大な音楽，偉大な芸術が生まれる。それ

は単なる歌，単なる音楽的構成物ではなく，パフォーマンスなのだ。
（第⚒巻：17-18）

ディランにはもちろん，パフォーマンスを通して表現し，伝えたい何か

がある。ディラン自身の言葉によれば「芸術の至上の目的は，直感的刺激

をあたえることにある。そのほかに何ができるというんだ？ ほかに人間

に対して，そのほかになにができるというんだ？」（第⚒巻：121）という

ことになる。むろんそのためには適切な歌，歌詞，それが紡ぐ物語を必要

であるが，その言葉そのものだけではないというのがウィリアムズの指摘

なのである。

しかし，ぼくたちがそういうものを感じて聞くことができるのは，

パフォーマー自身がそれを感じ，聞いている時だけなのだ。どのよう

な理由であれ，パフォーマーのなかに，そういう切実な欲求が存在し

なくなったとき，歌の本当のすばらしさは消滅する。それがまだある

ように見せることはできない。したがって，パフォーマンスとは，も

っとも要求されるものの多い芸術形態であり，ちがういいかたをすれ

ば，すべての創造的行為の原初的な形であるともいうことができる。

パフォーマーのディランは，ひとつの橋をかける。その橋をとおして

自身の特別な感情を送りだし，ぼくたちが現実に体験できる形にもう

一度作り直し，生命をあたえなおす。パフォーマーには求めるものが

あり，パフォーマンスはその欲求の表現だ。（第⚒巻：240）

以上のように言葉だけ，演奏だけといった形で切り離し，分節化してと

りあげるのではなく，言葉と音，そして見る場合には身振りや手振りなど

を含めた，ディランという人間と（他にいる場合には）その演奏の参加者
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全てが一体となって生み出されるパフォーマンスとして「ディランという

音」を理解するべきであるというのがウィリアムズの主張である。ステー

ジ上のディランのたたずまいや動きをチャールズ・チャップリン
（Charles Chaplin, 1889-1977）にたとえることが見られ，現在でこれまで成

し遂げてきたことを映画におけるチャップリンの功績になぞらえることが

あるのも，ディランの本質がパフォーミング・アートにあるというウィリ

アムズの指摘と平仄が合う（Landau［1975］，浦沢，中川［2016］）

② 個人的・直感的な理解・体験

ではディランのパフォーマンスに出会った聴き手は，それをどのように

受け止めるのであろうか。ウィリアムズによれば，ダンス，演劇，音楽な

どのパフォーマンスは「とても特殊な行為」であり，その偉大さは，「包

括的なコミュニケイションの能力」，すなわち「生きているものと生きて

いるもののあいだをつなぐ力」「とても直接的で活発で複雑でありすぎて，

直線的で合理的な思考をもとにしたやりかたではとらえることが不可能だ

が，現実にそこにあって生きているもの，そのあいだをつなぐ力」を持つ
（第⚒巻：100）。

人はディランのパフォーマンスから何を受け取るのかという問いに対し

てウィリアムズは，それは「曖昧」ではないが，表面的な言葉で表現でき

るものでもないという以前からの主張を崩さない。すなわち「意味が曖昧

であるから，その曖昧性が崇拝されたから，ディランの歌が人々のあいだ

にひろまったという例は一度もない。反対に，歌が直接自分に語りかけて

いるから，自分にむけて歌われていると思えるから，人はそれに反応をし

た」（第⚑巻：80）と考える。

そうであるからこそ「こうした普遍性や嘘のないパフォーマンスは，聞

く者にディランは自分だけのために歌っていると感じさせる。特定の状況

にあるときにディランの歌を聞くと，それは聞く者の現実のなかにはいり

こみ，わたしとディランという驚異的で，ときにはとまどいをおぼえるほ

ど緊密な関係が成立する」（第⚑巻：143）。80年代のあるコンサートのあと

で聴衆が「ほんとうに感動して，どうにかしてディランと話をしようとす

る人を大勢見ました。……ボブのそばにいって，自分はもうだいじょうぶ

だといいたいというんです。自分の調子がわるかったとき，ボブがそれを

知っていて，じきによくなると慰めてくれたように感じているんです」
（第⚑巻：143-44）という目撃談がそれを傍証する。

かくして，ディランという音を受け止める人々はきわめて個人的，直感

的な体験としてそれを受け止める。パフォーマンスが生み出す感情は，パ

フォーマーによってのみ生み出されるのではなく，そのパフォーマンスに

出会い，受け取った聴き手の感情と相俟ってはじめて形作られる。そうし

たディランと聴き手とのあいだのきわめて個人的な相互作用によって美が

生み出され，喜びがもたらされるとウィリアムズは述べている（第⚒巻：

169-170）。

こうした体験が「ディランという音」との出会いの本質であるとウィリ

アムズは考える。そうであるならば，ディランのメッセージ・意図を言葉

だけを抜き出して解釈することは，ディランという音を聴く体験そのもの

を描写することから，ある意味もっとも離れた営みとならざるを得ないこ

とが改めて首肯されよう。そこで，ウィリアムズは，『アウトロー・ブル

ース』ですでに展開していた「メッセージ」「解釈」によるディラン論批

判をさらに徹底する。

人はディランの歌に感動し，そのとき感じとった「メッセージ」を

何らかの形で自分のことばで表現したいと願う。そしてそれができな

いのを知り，歌が何を意味するかを的確に表現できずに，自分には歌

の意味がわからないと結論する。あるいは，一面的な言葉に執着し，

それで多面的だった体験を語ろうとし，他の人たちが自分の意見に賛

成しないので，連中には歌の意味がわかっていないと結論する。実際

は，感じとったメッセージがわからなくなるのは，それをふたたび表

現する能力がかぎられているからだけなのだ。ディランの歌の大半は，

それがいったとおりのこと，ぼくたちがききとったとおりのことを意
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味している。しかし，そのどれもが強力で，しかも短い時間に多くの

ことがぎっしりと詰まっているので，感じとったことを満足のいく形

でふたたび表現するには，もう一度自分で歌ってみることぐらいしか

ないのだ。（第⚑巻：82）

言語で説明しようとする強迫と，どのような言語をどのように駆使しよ

うとこの世界は全体として説明し尽くせるものではないという関係は，柳

父章が論じてきた「ことばの始原」や「言葉の限界」に関する一連の議論
（柳父［2013］）や，真木悠介の『気流の鳴る音』における〈トナール〉と

〈ナワール〉の関係を思い起こさせるものである（真木［1977］）。したがっ

て，解釈の問題を解釈の限界をわきまえて使いこなすのであれば，真木悠

介的に言えば〈明晰〉をわきまえたうえで，「明晰」の限界を知ったうえ

で，ウィリアムズの言葉でいえば「解釈という遊び」として楽しむのであ

れば，それはそれで構わないということになろう。

解釈の問題が生じるのは，ディランの歌が，とくにある時期の彼の

歌が解釈をほどこしたくなるような歌であるからだ。また聞き手が，

核心に触れていそうな手がかりについて，あれこれ考えること自体に，

それなりの意味がある。歌はひとつの遊び場で，聞き手はそこに招待

されるのだから。しかし，聞き手がそこで体験した内容を正しく読み

取らないとき，よくないことが起こる。体験がもっていた力が失われ，

概要とかシンボルといったものがそれに変わる。そのシンボルが正し

いかどうかは，あまり関係がない。なぜなら，どんなシンボルもどん

な説明も，ひとつの歌やひとつの絵画にはなり得ないのだから。その

かわりはできないのだから。歌や絵は，それを聞いている者たち，見

ている者たちとの動的な関係の上に成立している。見たり聞いたり感

じられたりして，初めてその実体を与えられる。

これを心にとめておけば，解釈という遊びをしても，それぞれのパ

フォーマンスとぼくたちとの本来の関係，つまり感覚的で個人的な関

係を失わずにいられる。（第⚑巻：231）

ディランのパフォーマンスから人が受け取ることができるのは，「彼が

その瞬間，そこに立ってどのように感じたかということ」にすぎない。し

かし，「それはつまらないものではない」。なぜなら「ほんとうの意味で，

人が他人にむかっていえるのはそのことだけだ。そのときその場でどのよ

うに感じたかだけだ」（第⚑巻：244）からである。「パフォーミング・アー

ティストとしてのディランは，ぼくたちが彼のいったことを理解するかど

うかに関心をもたない。ただ彼がいうままに，聞いてほしいと思っている。

聞いているあいだに感じとったもの，それがぼくたちが彼から得るものの

すべてなのだ」（第⚑巻：224）。しかし深く感じることには限界はないが，

それを別の言葉で表現することには限界がある。ここに，体験することと

解釈することとの間の緊張関係が存在する。ウィリアムズをはじめとする

多くの人々が激賞する，音楽を伴わないポエトリー・リーディングに近い

かたちの「ラスト・ソーツ・オン・ウディ・ガスリー」(1963)，逆に明確

な歌詞がほとんど聴き取れない「アイム・ノット・ゼア」（1967）は，形

式的には両極に位置するが，まさ「そのときその場でどのように感じた

か」を伝えるパフォーマンスであった。

寄席芸能の世界では，高座に登場した途端にその人が醸し出す，言葉で

説明することのできないふしぎな雰囲気や魅力を「フラ」と呼ぶ。古今亭

志ん生（1890-1973）がその代表例であり，落語家としての基本的な決まり

事云々を逸脱していようが，言葉をとり違えたり場面を抜かしたりしよう

が，人は志ん生の口演からは得も言われぬ「フラ」を感じる。落語以外の

芸術家であれ，我々が日常接する人物であれ，あの人がこのような天性の

何かを持っているように感じられることは少なくない。

志ん生がしたたか酔って高座にあがり居眠りを始めてしまった際に，寄

席の客が怒りもせずに眠り込んだ志ん生を楽しそうに眺めていたという有

名な逸話がある。ディランも「はげしい雨が降る」（1962）の途中で歌詞

を間違えてくすっと笑ってしまったり，「ボブ・ディランの115番目の夢」
（1965）で歌い出しを間違えて大笑いとなり初めからやりなおしたりした

60 3 「ボブ・ディランという音」と平和学 61



平和研究51号 4  Page 26 19/05/17 17:58  v3.50

のをそのまま収録しているが，志ん生の居眠りと全く同じではないにせよ，

その歌い間違いがかえって，ディランのパフォーマンスがその時その瞬間

の自分の感情を強靱な意志の力で表現しようとしているものであることを

感得させる。ジョン・レノンは「ディランが何を歌っているかでなく，ど

う歌っているかが好きなんだ」と言ったといわれるが，その発言もこの文

脈に連なるものであろう。1984年の，ディランのテレビ出演の中での最高

のパフォーマンスの⚑つとされるデヴィッド・レターマン・ショーでの生

放送ライブの⚒曲目「ライセンス・トゥ・キル」でも間奏から⚓番の歌詞

に入るタイミングを勢い余って間違えているが，入り間違えた瞬間の表情

から伝わる嘘のない感情に聴き手はディランとの間の「感覚的で個人的な

関係」をいっそう深く作り上げていくことになる。
③ 時間を止める

ディランのパフォーマンスと観客との相互作用によって生まれる状態を，

ウィリアムスは「時間を止める（stopping time）」と表現している。ディ

ラン自身もまたこれとほぼ同義の言葉を用いており，とくにこうした表現

は『血の轍』（1975）制作から⚔時間近い映画『レナルド・アンド・クラ

ラ』（1978）に至る時期において「時間の感覚の喪失」「無時間性」「時間

のない」といった発見が繰り返し見られるようになる。よく知られている

ように，ディランはこれまで書いてきたような歌を作れなくなったことに

気づき，1974年にニューヨークで，ノーマン・レーベンの絵画教室に通う

ことで，これまで必ずしも自覚的ではなかった歌作りの手法を，レーベン

を通して学び直し，身につけていったとされる（ボールディ［1993］：112-120）。

ディランの言葉に従えば時間を止める，ということは，次のようなこと

を意味する。

この映画（注：レナルド・アンド・クララ）は時間を創造し，その時

間をつかまえている。それがこの映画の目的だ──時間をつかまえ，

その時間の中で呼吸をし，そうすることによって時間を止める。セザ

ンヌの絵を見る。絵を見ることでそのあいだの時間の経過を忘れる。

そのなかできみは呼吸をする──それでも時間はすぎていくが，きみ

にはそれは関係がない，きみは魔法にかかっている（第⚒巻：131）

それは時間の流れを超越し，自分が意識する自分を超越して存在し

ている自分の核心，感知したとたんにこれこそほんとうの自分である

ことがわかる自分の核心だ（ボールディ［1993］：36）

ひとつの時間をつくりあげ，その時間をつかまえ，その時間のなか

で呼吸をし，その時間を止めている。（同上）

歌というのは，思考だ。歌はしばらくのあいだ時間を止める。どう

いう内容のものであっても，歌を聞くということは，だれかの思考を

聞くということだ。……夢は，見たり聞いたりしたことをもとにして

成立する。夢はそうやってできあがる。だがファンタジーは，あての

ない勝手な想像だ。ぼくは自分の歌をファンタジーとは考えない。ぼ

くの歌は，現実にあったこと，だれかが話し，ぼくが聞いたことだ。

その証拠をぼくは持っている。ぼくはメッセンジャーだ。ぼくはそれ

をうけとる。そうやってやってきたものを，ぼくなりのやりかたでつ

ぎにわたす。（第⚒巻：337）

ディランは「時を止めてしまった映画」の例として『天井桟敷の人々』
（1945）をあげ，またパブロ・ピカソ（Pablo Picasso, 1881-1973）を引き合

いに出す（ボールディ［1993］）。また，ディラン自身も絵を描き，画集を

出版してきたし（Dylan［1994］［2008］［2010］［2013］［2014］），多くの人々

が，ディランをピカソになぞらえて論じている（⚑つの例として［Mur-

phy：2002］）。「時を止める」という表現が含意するのは，流動的な時間的

運動としての音楽を体験することによる，線型的な「流れる」時間感覚，

すなわち文明社会が暗黙の内に前提してきた時間観からの「一時的」な離

脱であり，人間が逃れることのできない「生」から「死」へと直線的に向

かう生命観を「時間を止める」ことによって解き放つような方向性である
（大森［1996］，真木［1981］，芝崎［2019］）。ディラン自身が述べるように，

ディランという音を体験する間に時間の流れを超越することは，時間の流
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れの中に埋没する「自分の核心」を発見することである。それを生み出す

のがパフォーマーと聴き手の相互作用なのである。

このアルバム（注：『血の轍』）のいちばんのすばらしさは（中略）

まったく個人的なこととまったくのフィクションを独特の方法でまぜ

あわせ，それを独創的な形ですべての人間によって語られた物語，す

べての人間のための物語とすることに成功した点にある。このアルバ

ムの歌は，大昔も今も問題はおなじなのだという時間を越えた場所か

ら，時間を越えた場所へ向けて，人間ひとりひとりが語る，人間ひと

りひとりのための物語なのだ。そしてひとりひとりがこれから出会う

ことも，どのような形をとってなのかはわからないが，これらの歌は

大きなかかわりを持つ。（第⚒巻：43-44）

ウィリアムズは，こうしたパフォーマーとしてのディランという議論を，

『血の轍』からローリング・サンダー・レビューに至る時期のディラン体

験から主に感得しており，ディランを60年代までのイメージでのみ語り，

解釈し，論じ，それ以降の時期の成熟の過程を無視することが主流であっ

た当時のディラン評に対しておおいに異議を唱えることを，『瞬間の轍』

三部作の執筆の動機としている（第⚒巻：10）。

その後，ウィリアムズは三部作第⚓巻において，1987-89年においてデ

ィランのパフォーマンスがさらに大きく成熟していったことを指摘してい

る（Williams［2004］）。グレイトフル・デッドとのジョイント・ツアーの

時期にディランが新たな表現者としてのステップを踏み出したことはよく

知られているが，そこでのウィリアムズの指摘の妥当性はウィリアムズの

死後発表されたディランの自伝の中での言及によって裏づけられている
（Dylan［2005］）。

ウィリアムズの本格的なディラン評は『ラブ・アンド・セフト』（2001）

のレビューが最後となったが，そこではディランがついに「小説」を作り

上げたと激賞していた。その後の作品，ツアー，そしてノーベル文学賞受

賞や近年の活動に対するウィリアムズの評論を我々は読むことができない

が，彼には「アーティストとしてのディランは自らを人間の時間の観念か

ら解き放たれた精神や意識そのものとみなしている」ことを主張の核心と

する，ディランの『タイム・アウト・オブ・マインド（Time Out of

Mind）』（1997）の題名をもじった『ボブ・ディラン──時間を超越した精

神（Mind Out of Time）』の計画があり，それが三部作の第⚓巻の副題とな

った（Williams［2004］：326）。ウィリアムズのディラン論をもとにディラ

ンのその後の時期を評定することは我々に残された課題である。

近年のディランは，『テンペスト』（2012）を最後に2019年春現在までオ

リジナルアルバムを発表せず，過去の音源を整理したブートレッグ・シリ

ーズやスタンダードの独自なカバー・アルバムを発表し，ツアーに出続け

ている。ウィリアムズはかつて，ディランの存命中は，同時代を生きてお

り圧倒的な存在感を持っているがゆえに，さまざまなイメージや先入観が

先行してディラン理解を妨げているとみなし，「第三期（ディランの死後）

には，聞き手は生きているアーティストの存在感から自由になり，もっと

容易に彼という人物をうけいれ，もっと容易に彼の作品を楽しむことがで

きるようになるだろう」（第⚑巻：330）と述べている。ディラン自身がそ

う望んでいるかどうかはさておき，志ん生と似たようなエピソードの持ち

主でもある高田渡（1949-2005）が晩年残した言葉のような意味での「風

化」がもたらされるようになったときには，「ディランという音」をめぐ

る研究が大きく転換する可能性がある。ウィリアムズの到達点を再検証す

ることは，そうした転換が訪れた際にも意義を持つであろう。

⚔ 「ディランという音」と社会科学的学問研究

本論文の核心的な主張は，「ディランという音」が人間に対して持って

いる本質的な力は，とくに言葉の分析に特化した「説明」や「解釈」によ

って，単純に「平和」や「自由」といった価値に還元しきれるようなもの

ではないということである。ノーベル文学賞を受賞するスピーチでディラ
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ンは「これまで一度も『自分の歌（songs）は文学（literature）だろう

か？』と自問したことはなかった」が，スウェーデン・アカデミーが「こ

の問いを考える機会を与えてくれたこと，そして（受賞というかたちで）

素晴らしい答えを授けてくれたことを感謝したい」と述べている（Dylan

［2016］）。また，ノーベル文学賞受賞の記念講演でもディランは一貫して

自分の作品を「歌」と形容し，明らかに「文学」とは異なるものとして話

を進めている。自己の歌と文学との関連として『白鯨』『西部戦線異状な

し』『オデュッセイア』を取り上げてはいるが，真偽の程度はさておいて，

あくまで原体験は生でバディ・ホリーを間近に見，目と目が合った瞬間に

求めており，結語では「歌は文学ではない。歌は歌われるためにあるので

あって，読まれるためにあるのではない」と断言している（Dylan

［2017］：22-23）。

いわば本稿は，ディランにおける「歌」と「文学」の区別が何なのかと

いう問いを「ディランという音」とは何かを問うことによって明らかにし

ようとしたものである。そしてこの両者間に厳然として存在する，一見単

純であるが決定的な相違こそが「ディランという音」の特質なのである。

そしてこのディランの一連の発言は，ティーンエージャーのころからディ

ランを聴き続け，ディランについて書き続けたウィリアムズのディラン理

解が大筋において正鵠を得ていたことをその没後改めて証ししたといって

よいであろう。

「ディランという音」，ディランのパフォーマンスは，人間という存在の

その場その時の自身の感じたままの感情や意志を表現しようとしているも

のであり，「知覚イメージの断片」（戸田正直）でものを考え，行動してい

る人間に，その声振り，身振りによって立ち現れてくる知覚イメージによ

って人間の真実を根源から感得させるように人を誘う（芝崎［2015］）。そ

れは人間の意識，感情，精神とはどういうものであるかを，ディランにし

かできないやり方で深く人に「理解」させる機会を与えうるものなのであ

る。人間が自分自身，そしてその自己理解を通して世界を，そしてディラ

ンを経由してより深く理解できるようになることは，その人間が「平和」

を志向するかどうかといったことよりもはるかに大きな現象である。

多木浩二は，最晩年の講義において，スーザン・ソンタグ，プリモ・レ

ーヴィなどを引き合いに出しながら，フーコーにも導かれつつ，カントの

いうクンスト（Kunst），日常生活の重要性を指摘している。それは戦争
（ここでは単純な国家間戦争のみを意味しない）が，日常生活を破壊すること

で，少なくない場合において生命そのものを含め，人間であることを破壊

するからである（多木，今福［2013］：189-193）。それに対抗するために人

間ができることは，日常的な生活をおもんばかり，守ることであると多木

は述べる。それは文化的活動，言説活動を含んでおり，その観点から多木

はユーゴ紛争時のサラエボでソンタグが『ゴドーを待ちながら』を上演し

たことを高く評価する。

そして多木は，クンストを構築する本質的な営為として「自分で考え

る」「言語化する」ことをあげる。そして思想や芸術は，世界が戦争化す

る21世紀の状況のなかで，一見不要に見えるものの，人がより深く考え，

考えることを言語化するための媒介として死活的な重要性を持つと考えて

おり，「思想や芸術について考える能力をなんとかして身につけること」

こそ「人類が滅びないための方法」であると結論づけている（同上：

184-185）。

ウィリアムズのディラン論は，ディランというミクロコスモスを徹底的

に掘り下げた結果得られた知見によって，自分で深く考え，言語化する際

に芸術と向き合ったときに人間に何が起こっているのかを説明するという

意味で，さらに「説明」と「理解」に関する主張において，多木が重視す

る「言語化すること」それ自体の意義と限界がどこにあるのかを考える意

味で，多木浩二のクンスト論を補完的に下支えするように思われる。「デ

ィランという音」と平和という問題設定は，こうした枠組においてもとら

えることができるであろう。

ただしディランが創り，遺してきたすべてのパフォーマンスが同じレベ
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ルでそこに到達できているわけではない。また，すでにふれたように，

「ディランという音」のみがこうした深みに達していたわけではない。む

しろ聴き手の側次第で，どのようなパフォーマンスからでも何かしらを引

き出し，受け取ることができると考えるべきであって，そうした力を人間

が持てるようになることが重要となろう。

ディランに限らずある優れた芸術表現に心を開くには，その表現にあら

かじめ付されている社会的・文化的な記号を，いったんすべてカッコに入

れて，むきだしの自分自身によってその表現に向き合わなければならない。

その際人は自分の自明性を守ってきた手段が通用しないことに気付かされ，

自分自身を少なくとも部分的には解体させられ，自分の自己理解を再構築

することを余儀なくされる。そうした芸術表現の中に入って行くには，説

明や解釈を抜きにしてじかに対峙すること，いわば『気流の鳴る音』にお

けるドン・ファンのいう「しないこと」を学ぶ必要がでてくる（「しない

こと」についてはウィリアムズもカスタネダを引いて言及している（Williams

［2004］：322））。

多くの人にとってそのような形で自己を開くことは，自己がそこに安住

してきた自明性を一時的ではあれ捨てることを意味するが，それはそう簡

単ではない。ウィリアムズは「サブタレニアン・ホームシック・ブルー

ス」（1965）のレビューにおいて次のように書く。

ボブ・ディランのレコード作品の力が強烈すぎるため，ときとして

聴き手は，それをうけいれるかわりに，あるいはうけいれたうえで，

自己防衛をしたい気持ちにかられる。無意識におこなわれる防衛のひ

とつは，その経験の各要素を分離して考えてしまうことだ。たとえば

「彼はすばらしいソングライターだが，あの声には我慢できない」と

いったように。（中略）

それは命をかけた戦いだ。ぼくたちは，自分を新しい自分にしてく

れる解放者を歓迎する。しかし同時に，それまでの自分を抹殺しよう

とする者に対して抵抗をする。アーティストは無意識のうちに，直感

に従って仮面をつけることで対処する。仮面が「これは現実ではな

い」という。ぼくたちは安心して，防衛の壁をとりさる。しかし，実

際には現実の中で，ことが起こっている。これがパフォーマンスとい

う芸術行為の本質だ。つくり手とうけ手が共謀して，現実でないこと

を装うことによって，自由に表現し充分にうけとることができるよう

になる。（ウィリアムズ［1998］：79）

むろん何に対してどこまで自分を開き，閉じるかもまた自由である以上，

ことはそう単純ではない。そうであるからこそ，多くの人はディランを

「よく理解できないが，すごい，とされている」というあたりまでで受け

取り，それ以上は踏み込まないのかもしれない。ここで芸術論や美学一般

に踏み込むことは現時点での筆者の能力を超えているが，こうしたことは

優れた芸術表現を受容する局面に共通して見られる宿命でもあろう。

平和学との関連でいえば，「ディランという音」という対
、

象
、

の本質は，

19世紀パラダイム（ウォーラースティン）的な近代科学的考察が現実の世

界に対して見落としてきたことそのものであり，また「ディランという

音」の本質に迫るための方
、

法
、

も，同じく近代科学的考察が現実を描写する

際に見落としてきた方法であるかもしれないということである。本稿が示

すのは，社会科学と芸術の関係を，対象の本質に対する認識論とその本質

を分析する方法論の双方のレベルにおいて根本的に見直すことを我々に要

請するということであり，文化というものの本質がどこにあるかという考

察をおろそかにしたまま「文化と冷戦」「文化と戦争」「文化と紛争解決」

「文化と政治」「文化と権力」などを分析したことにすることの少なくない，

社会科学における「文化」の扱い方にどこに根本的な欠陥があるかを我々

に示しているのではないであろうか。

この点に関する本稿の含意は，文化，クンスト，日常といったものが社

会科学において持つ意味を，そうした現象そのものの本質を捉えるレベル

から再検討する必要があるということである。この必要性が要請されるの

は，平和研究も国際関係研究も例外ではない。かくして「ディランという
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音」と平和という問題設定が我々に示しているのは，そうした沃野と平和

研究の関係を，平和概念還元主義，平和学還元主義に陥ることなくどう発

展させていくべきかという問いである。そして，もし音をより適切に平和

学で扱うのならば，既存の平和学的，国際関係学を含めた社会科学的枠組

に音を投げ込むことなく，「音と人間」の根源的な関係について，対象の

持つ性質と対象に漸近する方法の双方の水準において，平和学・平和研究

そのものを根本的に変革する必要があるということなのである。
［本研究は JSPS 科研費18K01481の助成を受けたものである］
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