
『茶の本』で見る、美の道　―自らで埋める「虚」―

はじめに

　自分の好きな本、好きな絵、好きな服、好きな色。

綺麗だと、美しいと思うものは人それぞれだ。特

に、国によってそれは大きくわかれるように思う。

その中で、日本では昔から、四季を愛しみ、詩に

心を奪われ、身の回りの些細な物事に美しさを感

じてきた。その感じ方や解釈、好きになる物とい

うのは人それぞれで、名を残す芸術家の作品を必

ずしも全員が美しいとは言わない。近年では流行

や趣向の類似などが垣間見え、美の基準が出来つ

つあるようにも思う。だが、そんな状況になりつ

つある今の日本でも、やはり私たちは無意識に、

満開の桜を愛でるのか、散る花びらを愛でるのか、

それぞれの好きで様々なものに美の判定を下して

いる。「周りに流されるな」なんて言葉もよく聞く。

その“個々の趣向・個々の美”を互いに認め、競っ

たり、批判したり、受け入れたりする日本の美の

視点。それを、岡倉天心の『茶の本』にて、覗い

ていきたい。

　岡倉天心の代表作ともいえる『茶の本』は 1906

年に英語を原書として書かれた本である。その題

の通り、この本には日本の茶道について書かれて

いる。簡単にまとめると、茶道の流派・起源・作

法・まつわる芸術・茶室と、茶道における基本情

報が詰まったものだ。日本の文化を海外に発信す

るための茶道の本と言ってしまえばそれまでだか、

この本にはそれにとどまらない天心の美への指摘

も垣間見えるように思う。それは天心が“日本人

の思う美”(『茶の本』本文では東洋と言っている

場面が多いので、日本に限定していいのかははっ

きりと言えないが ) そのものを、海外の人々へ発

信すると同時に、近代化へ歩みだした日本に、日

本の芸術の未来に大きな指摘をしたかったのかも

しれない。

1, 茶道の根源

　前述の通り、天心は『茶の本』の中で茶道のこ

とのみならず、芸術全般の鑑賞方法に関して言及

する場面が多い。と言うのも、天心は「我々の住

居、習慣、衣食、陶磁器、( 中略 ) がすべて茶道の

影響を受けた。(p,8)」と述べ、日本においての芸

術の発展の要因の多くは茶道にあるとしているの

だ。その考えを基盤とし、茶道を行う場所、茶室

を中心に芸術全般に見られる傾向と照らし合わせ

たまとめ方をしている。照らし合わせの上で彼が

よく語る芸術において重要な点が三つある。一つ

は外見だけでなく内面を見ること、二つは「不完全」

を大事にすること、そして三つは自分もその芸術

に参加する姿勢を持つということだ。また、この

三つの考えのもとには道教の思想が見える。

　天心は道教に対し大きな関心を持っており、彼

の名前である天心はその教えからとったものであ

ると言われている (『道教と日本文化』p,170)。道

教とは中国で発生した教えの一種で、老子が説い

た。「道」はものごとが生まれ、また消滅する場所、

あるいは過程とされている。

―形無きものを見、声なきものの声を聞く

(『老子・上』p,5)

　この言葉は道教の本質として語られ、「道」を知

るうえで大切である。そして、天心曰く、この道

教の精神や習慣が後の禅に発展し、さらにそれが

日本に流れ、最終的に茶道へと発展していく。そ

の点を考慮していくと、繋がっていく面は多い。

この言葉を詳しく紐解くと、そこには「世界のも
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のごとに区別という区切りを与えないこと」と言っ

ているように思われる。老子は知識をつけること

で世界に区切りをつけることを覚え、欲望がその

区切ったものごとの優越を決めだすことに危機を

感じていたと述べている。どちらが善か、悪か。

何が美しいか、醜いか。何が優れていて何が劣っ

ているのか。こうした様々な比較が、結果として

争いを生む、そのことが恐ろしいと。(『老子・上

p,15 ～ 16』) ものごとを形に当てはめないことで、

ものの本当の真理を見極める。そうしていくこと

で自分にとって事足りるものだけを集め、必要以

上のものを欲しようとする欲望に歯止めをかける。

そうすれば穏やかに生を歩んでいけるという、処

世の術を説こうとしたのが道教なのだ。「道」がも

のことの生まれた場所、また消滅していく場所で

あることは「世界の構造」を担う部分があるとも

考えられる。又、そのものことの流れは「自然」

にあるものとも考えられ、「自然」そのものに身を

任せることが正しく、「道」の真理に近付くことと

された。

『茶の本』の中で、茶道の始まりは禅において僧達

がある部屋に集い、討論を行う習慣が日本で発展

したものと書かれている。(p,41 ～ 42) 討論に使わ

れる部屋の間取り、レイアウトはその思想に基づ

いて作られているが、そこで最も重要とする部分

が必要以上の設備を置かないこと、必要以上の広

さを持たないことだ。討論に参加する僧全員が入

れればそれ以上広くある必要はない。そして、華

美である必要もないため装飾は一切されない。部

屋の中には討論の前に飲むお茶を用意するための

設備、菩薩の像とその菩薩に敬意を示すための香

花を飾る床の間さえあれば、他に何も必要としな

い構造。まさに道教での「必要以上のものを欲す

る欲を捨てる」ことに当てはまる。また、必要最

低限の広さしかないということは、必要以上の行

動をすると一緒にいる人々に危害を加える結果に

なるかもしれない。例えば、自分の着物の裾をむ

やみやたらにひらひらすれば、それは隣に座る人

の湯呑を倒すことになるかもしれない。老子の言

葉を引っ張れば、不必要なことをするから争いを

生む、しかし、「自然」であることに努めれば争い

を生まない。うまく処世する基本とも言えそうだ。

その考えに基づき、相手を思いやるための作法や

身なりをしっかりと考え、整えなければならない。

必要最低限を考える事は、道教や禅にある不必要

を見つめるという考え、茶道では作法を極めるこ

と、さらには、天心が何度も言及した“芸術に参

加する姿勢”ともなるわけである。

　ものごとの区別を捨てるというのは、今あるも

のごとに関する定義を否定することから始まる。

皆が完璧だというものを、老子は粗悪品だと否定

して、そのものの真価を見極めようと努めたと言

われる。道教でものごとに形を与えないこと、こ

れは天心が思う理想の芸術鑑賞の仕方に繋がって

くるようだ。

―自分に存在する偉大なものの小を感ずることが

出来ない人は、他人にある小さなものの偉大さを

見逃しやすい

(p9)

　この言葉は天心の言葉の中でも有名なものであ

るが、その小さなものの偉大を探し当てるには、

ものごとを多方面から、また内の内側までくまな

く見ていかなくてはならない。しかし、形を考え

てしまったら、見付けるのも困難であろう。老子

は道教での「道」つまりは真理を見付けるために、

ものごとへの区別を否定した。形のないものと考

えていけば、頭を抱えることなく、水に手を突っ

込む具合で偉大さを引き当てることが可能だ。難

しいことであるが、簡単に言えば、目の前にある

形だけで全てを判断するだけは、そのものごとの

真価を図ることは出来ない、という事なのだろう。

天心が大事にしているものの三つの中で、特に特

徴的に思えるものが「不完全を崇拝すること」で

ある。天心によれば、道教の中にある「虚」の思

想がそれに繋がると考えられる。「虚」とは文字通

り何もない空間を指している。しかし、何もない

空間だからこそ様々なものの力を受け入れること

ができる。「虚」を持つことというのは真の価値の

発見、「道」を見定めることに繋がると言われてい

る。真理を発見しようと努めることという面は禅

にも継がれていき、討論の場を設けるところに至

るのだ。また、「虚においてのみ運動が可能とな
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る。(p,33)」と記されていることと、天心が「「固定」

と「不変」は成長の停止を意味する」(p,30) と語っ

ているように、「虚」に引き込むことで新たな変化

を、進化を生み出すことができるのだ。変化が生

まれ、また消滅し、新たなものが生み出される。

それが道であり、新たなものの発見は、真理を見

つめるカギとなる。

2, 茶道への移ろい

　こうして道教、また発展した禅から、茶道は形

造られていった。中国から伝えられたものが日本

で芸術を極める場所として変わっていったその過

程は、詳しくはわからない。しかし、天心は道教

での思考には芸術的な感性が宿ると考えていた。

私は、その捉え方でいけば、「道」を見極めるため

になされてきた討論という方法を、芸術品を見つ

めてその真価を探そうとすることで「道」を見極

めようという方法に変えたことで、茶会が開かれ

るようになったのではと思う。

『茶の本』の中で語られる逸話の中で、利休が自分

の息子に対し露地の掃除の仕方を叱るといったも

のがある。落ち葉を全てはき捨て、地面はしっか

り足元が見えるように掃除した息子を叱るのだが、

利休は再び落ち葉を地面に敷き、それを正しい掃

除と言い放つ。落ち葉はごみであるとか、色合い

がなんとなく汚く見えるとか、現代で自分たちが

掃除する際、そんな考えではいていると思う。し

かし、別な考えで行けば、落ち葉は生命の尽きる

瞬間を見るものになりえる。その儚さに何かを感

じ、また季節も感じることが可能である。これと

いうのは、落ち葉という元の形を取り払い、それ

の価値を探して見付けた新たな発見ともいえる。

落ち葉があるという事が醜いことであるというの

を否定する。そうして否定することで、汚いとい

う形を外に追いやり、実は美しいという価値を新

たに見出すことができるかもしれないのだ。

　先に茶室について少し触れたが、その原点は禅

の討論の場である。来客者 4 ～ 5 人が入るだけの

間。これは後に千利休により四畳が最適と定めら

れ、それが主流となっていくが、最低限必要な広

さである。お茶を点てるために必要な設備、その

日の茶会のテーマとなるものを飾っておける床の

間、来客者と主催者それぞれが茶の間にたどり着

くまでの道。これが最低限備わっているだけで、

他には何もなく、装飾も一切されない。必要以上

のことはしない。その考えが、ここにありありと

見えるようである。

　茶室の内部は、統一感を出すことが要求される。

それは季節や天候に合わせたものを床の間に置く

ことと、その床の間に置かれたものの雰囲気を損

なわないようにするための茶道具、そして主催者

の身なりを揃えること、である。これというのは、

自然と一体となることを目的とする。「形無きもの

を見、声なきものの声を聞く」ことと言うのは、

身と自然との区別を廃し、一体となること。この

統一感へのこだわりも、道教から来たものではな

いかと考えられる。それに加え、日本では自然の

力を神と考える神道の精神が人々の心に隠れてい

る。道教での自然との一体を考える姿勢と神道で

の自然を祭る姿勢。二つの姿勢が、茶道という形

を生み出したのかもしれない。菩薩に対して手向

けるために床の間に飾られた花が、茶道では花自

体が祭られ、芸術の中心として見られることにな

る。この変化がそれをにおわせる。

3,「完全」と「不完全」の在りか

　こんなに考えつくしても、茶会の主催者がやる

ことは一つ。茶を客人に振舞う事だけだ。必要以

上の行いをせずに場を整え、客人を迎え入れるこ

とだけである。床の間から広がる世界、置かれる

ものの一つ一つには何らかの意味を持たせている

が、それを強要しようという事はない。その場の

空気から、他の人々が感じるものから、真価を見

出そうとする。自分を理解してもらうことではな

い、自分もまだ見ないものを発見することが第一

の目的となる。その発見への旅へと参加してもら

うのに必要なのが、「虚」なのではないだろうか。

「虚」は人を引き込み、新たな力を引き出す。その

力の誕生の瞬間に進化を探す作業をしていく。し

かし、「虚」を作るというのは何か足りなくすると

か、何かを雑にしておくとかといったものではな

い。それをしてしまうことは「不完全」を形とし



てそこに置くことになるからだ。形を取り払った

うえで真価を見るという姿勢が最重要なのだ。

　では、天心が思う「完全」と「不完全」は何な

のだろう。私は、ものごとに対し否定に否定を重

ねていくところに「不完全の崇拝」の精神を思う。

というのも、完全が存在する、この世に絶対とい

う枠組みがあるとすることが、道教における「形

無きものを見、声なきものの声を聞く」に反して

いることになる。「完全が存在する」ことを否定す

る、そのことの究極で、真価を見付けるために最

も有効ではないかと思われる手段が「不完全の崇

拝」なのではないだろうか。枠組みを作ることが「完

全」であり、それを否定するのが「不完全」。一つ

一つにその否定の精神が消えようものなら、茶道

に反するのだろう。

　天心は芸術鑑賞において、その芸術に自分とい

う個人も参加することを求めた。それはこの道

教における否定をするものの存在の必要、または

「虚」と、その中へと入り込む存在の必要に通ずる

部分が見える。芸術に自らが参加することが美的

情緒を満たす (p,33) と天心は言うが、世間で一般

化されてしまった評価でなく、この参加する・さ

れるといった過程を経て見えるものに、芸術とし

ての真価を思うからなのかもしれない。壺という

空間に水を入れるか茶を入れるかで壺の中身の色

が違って見えるように、「虚」に入っていくものの

違いで違ったものが現れる。そのような違った見

方を、天心は芸術鑑賞に求めているのではないだ

ろうか。

4, 日本のものごとへの“目”

　心は『茶の本』にて、道教から茶道までを引合

いにだし、警鐘を鳴らそうとしていた。「芸術が普

遍化」することを恐れたのだ。(p,56) その普遍化が、

今まで述べた道教で言う「形」であり、彼が言う

「完全」となってしまうのであろう。参加する姿

勢、参加できる隙間。それを持つこと、あるいは

感じさせれることが、芸術をより発展させること

が出来るのだと考えたのかもしれない。また、芸

術が個性のない“熱の冷めたもの”になることを

恐れたのだ。一つ一つに何か考えろ、何か言葉を

つけろというわけではない。自分が見ているもの

に魅かれる、その自然な感覚を芸術から失ってし

まうことが、芸術鑑賞において理想ではないと思っ

たのだろう。また、こうした参加する・されると

いうやりとりができるものを、芸術的ななにかを

持つものとして、天心は数えているようにも思う。

いつの間にか決められてしまった形にとらわれる

のでなく、自分の感性を重視する。茶道に基づい

て築かれてできた個々の感性を尊重する精神、ま

た、一つ一つのものごとに何らかの考察を試みる

姿勢は、現代の日本人の中にも息づいているよう

に思う。

　現代において、主流であるとかそうでないとか、

お決まりの流行パターンなどと言った傾向はよく

見られる。その反面、様々なものがあふれる中か

ら自分に合ったものを探し当てるといったことも

少なくなくなった。歌の歌詞やドラマの台詞にも

「周りに流されるな」なんて言葉も聞く。私はそん

なところからも、芸術へのこの個人尊重的な姿勢

というのは日本の美的感性の特徴であると、天心

は西洋の人々に示したかったのではないかと思っ

た。そして、その感覚を絶やさないようにと、我々

に言っているようにも感じる。

最後に

　散っていく桜に思いを馳せてみたり、ドラマや

アニメで暗い過去を持つ男の背中に悲しみを感じ

たり、と言うのは“同情”と言えるかもしれない。

しかし、この“同情”こそ、我々がその作品に“参

加しようとしている”という心なのかもしれない。

作中で語られない設定や話を考えて想像を膨らま

せてみたり、それを公開し合って他の人と討論し

てみたり。日本人全員がと言うわけではないが、

こうしたことをする人は少なくない。陶器や絵画

などと言った伝統的な芸術品に目を向けなくなっ

た人も多いかもしれない。それでも、様々なもの

ごとをそうして考えることで、一つ一つに何らか

の価値を、理由を探そうとするのだ。この精神こ

そが、日本人にある美的感性なのかもしれない。

　私は今日も目に映ったものに様々な思いを馳せ

る。作っていたプラモデルのパーツがなくなった
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ことになにかの名残を感じて見たり、音圧の少な

い曲に儚さを思ったり…。美術館に飾られている

ものだけが芸術に該当するわけではない。そう、

それこそものに形を与えてしまっているのだ。そ

の形を無しにして様々なことを感じられる。この

感覚が、明日、また新しい発見へ、新しい進化へ、

新しい感動へと、自分を導いてくれるカギになる

かもしれない。そうやってまた、「虚」に人が引き

込まれていくのだ。
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