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模 倣す る

陽羅

義光

勉強も 遊び も仕事 も模倣 から始 まる 。
芸術活 動も 教育活 動も例 外では ない 。
親の、 先輩 の、上 司の、 友達 の、先 生 の、時と して 赤の他 人の模 倣か
ら始まる 。
庄司薫 の『 赤頭巾 ちゃん 気を つけて 』 はサリン ジャ ー『ラ イ麦畑 でつ
かまえて 』の 模倣、 倉橋由 美子の 『暗 い 旅』はビ ュト ール『 心変わ り』
の模倣、 村上 春樹の 『風の 歌を 聴け』 は カート・ ヴォ ネガッ ト・ ジ ュニ
ア『スロ ータ ー・ハ ウス５ 』の模 倣。
だから と云 って、 盗作で ない かぎり は （尤も幸 運に も外国 作品の 完璧
な盗作は 、言 語が異 なる限 りあり 得な い のだが） 非難 はされ ない。
何を手 本に し何か ら影響 を受 け何の 技 を模倣す ると いうの も、そ の何
を選択す るか に各々 の個性 があ るので あ るから（ 犯罪 を模倣 する「 模倣
犯」とい う、 幼稚な 個性も ある にはあ る のだが） これ もオリ ジナリ ティ
のささや かな 一つで あろう 、とす る意 見 もある。
【他者 を糧 にする ことほ ど、 より〈 独 創的〉な もの はなく 、より 〈自
己自身〉 であ るもの はない 。ラ イオン は 同化さ れ たヒ ツジか らでき てい
る】など とい うヴァ レリー の、よ り前 向 きな言葉 もあ る。
模倣す る 、つま り真似 する 、つ まり「 真似ぶ 」は 、
「学ぶ 」の語源 であ
るとも云 われ る。
学ぶ、 とな ると、 マルク ス・ アウレ リ ウスの感 動的 な一節 が残さ れて
いる。
○ディオ グネ ートス からは 「つま らぬ こ とに力を 注が ぬこと 」
○アポロ ーニ オスか らは「 独立 心を持 つ ことと絶 対に 僥倖を たのま ぬこ
と」
○セクス トス からは 「親切 である こと 」
○アレク サン ドロス からは 「口や かま し くせぬこ と」
○セウェ ール スから は「家 族への 愛、 真 理への愛 、 正 義への 愛」
○ マクシ ムス からは 「克己 の精神 と確 固 たる目的 を持 つこと 」
自分は 自分 で自分 の信念 を作 り上げ て きたので はな く、総 てを学 んで

きたのだ とい う告白 である 。
マルク ス・ アウレ リウス は、さ らに こ んな有名 な言 葉も残 してい る。
【人に助 けて もらう ことを 恥じ るな。 な ぜなら君 は兵 士が城 塞を闘 い取
るときの よう に、課 せられ た仕 事を果 た す義務が ある のだ。 もし君 が足
が不自由 であ って、 胸壁を 一人 では昇 る ことがで きず 、ほか の人の 助け
を借りれ ばそ れがで きると したら どう す るか。】
模倣は 、か ように 多くの 言葉や 意見 に 守られて いる 。
と な る と、 それゆ えに、 模倣 は（必 要 なことで はあ ろうが ）そん なに
立派なこ とで も、有 り難が ること でも な いという こと になる 。

