
“I see people torn apart, From each other, Maybe that's their way of life.” 
朝さろん 38th morning 

〈“ふたり”という複数（2）〉 

朝さろんの本棚〈38〉 

保坂和志『この人の閾』について 

 

38th morning：2014 年 8月 7日(木)＠渋谷 

参加者: 11 名 

 

「この人の閾」は、 

〈表現〉と〈思考〉の両面で「小説とは何か」という問いを小説として提出した作品。 

 

【テーマ】 

  〈“ふたり”という複数（２）〉 

 

【本】 

『この人の閾』保坂和志 （新潮文庫、1998） 

[初出：『新潮』1995 年 3 月号、単行本：『この人の閾』（新潮社, 1995 年）] 

 

【保坂和志(ほさか かずし)】 

1956 年 10 月 15 日、山梨県生まれ、神奈川県鎌倉市育ち。早稲田大学政治経済学部卒。

西武百貨店に入社、コミュニティ・カレッジでカルチャースクールの企画などを担当しな

がら、作家デビュー後の 1993 年まで勤めた。1990 年「プレーンソング」でデビュー。1995

年「この人の閾」で第 113 回芥川賞受賞。「ストーリー」のない何気ない日常を描くこと

を得意とし、静かな生活の中に自己や世界への問いかけを平明に記していく内省的な作

風。以後の主要な長編に『季節の記憶』『カンバセイション・ピース』『未明の闘争』が

ある。 

評論やエッセイにおいては、小説を読んでいる時の時間の中にしかないもの、梗概より

も細部を重視すべきもの、思考の形式と定義し、巷間の小説に対する「文学的」な意識を

批判している。『揺藍』、『コーリング』、『残響』、『〈私〉という演算』などの中・

短編作品を経て、創作においても批評性・実験性を強めた。 

フランツ・カフカ、サミュエル・ベケット、小島信夫、田中小実昌、深沢七郎などの影

響を受けている。愛猫家であり、ほとんどの作品に重要な要素として猫が登場する。 

 

【ストーリー】 

 「汚くしてるけどおいでよ、おいでよ」というので、およそ十年ぶりに会ったこの人

は、すっかり「おばさん」の主婦になっていた。でも、家族が構成する「家庭」という空
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間の、言わば隙間みたいな場所にこの人はいて、そのままで、しっくりとこの人なのだっ

た……。 

小田原住まいの小島さんを訪ねる予定が急に時間の空いた「ぼく／三沢くん」（三十七

歳）は、大学のサークルの一年先輩で結婚して小田原に住む関根真紀（三十八歳）の自宅

を訪ねる。「真紀さん」のダンナは事務用品のメーカー勤めで、用品に留まらず事務所全

体の設計まで手掛けている。仕事に熱心で帰宅はいつも遅い。「真紀さん」には子どもが

二人いて、長男の洋平は小学五年生でサッカーに夢中、長女のルミはまだ幼稚園。それに

ゴールデン・リトリーバーのニコベエを家族として、庭付きの戸建てに住んでいる。お宅

を訪れた「ぼく」は真紀さんとビールを飲んでよもやま話をしたり、庭の草抜きを手伝っ

たり、洋平の話を聞いたり、そんなことをしながらしばしの滞在を楽しんだ後に、当初の

用件を片付けるために真紀さんの家を出る。 

 

 

【お題】「この人の閾」を読んで次のことについて考えてみましょう 

------------------------------------------------------------------------------------ 

「この人の閾」は、ドラマチックな起伏があったりするわけでもない、縁側でお茶（本

作ではビールですが）を飲んでいるような時間が流れている作品です。 

 そのなかに、「真紀さん」のいる場所、中心のない、家族の隙間についてだったり、

「一緒に草むしり手伝ってよ」という突然の肉体労働、「現代芸術というのは絵画も音楽

も何でもどんどん抽象度を増すが、家庭もそうだったのかと思ったりした」という一文や

本を読むこと、読むのにかかる時間で選ぶということ、なにものこらない「読むだけでい

いじゃない。」「よむってそういうことでしょ」というやりとり、子どものふしぎさ、遊

んでいる姿を通して、幼くしてみえてくる頭のいい子とそうじゃない子、そこでの「知

能」についての感想、大人の男が会社で働くこと、仕事が好きなひと、動かない駒でいた

い、『働くことに思想はいらない。思想がなければ怠けられない』という会話や、それを

理解しながら、生きがいを求めて働きたいと願う妻たちもいるということへと話題がうつ

り変わったりする様子、（子どもの）遊びと（大人の）労働との境があいまいになってく

る感じ、それから、言葉の闇やその闇を量れなさ、不確かさについても言及されていると

いう、じつにたくさんのピースが散りばめられている小説です。こういうやりとりが、主

人公と真紀という“ふたり”を中心に綴られています。 

 

◆考えたいポイント１： 

・本作に“恋愛とは呼ばないけど大切な関係”という観点で考えてみる、という裏テーマ  

を設定してみました。あなたがこの小説を読んで感じたことはなんですか？ 

（あるいは、あなたが感じたこの小説のテーマはなんだと思いますか？） 
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◆考えたいポイント２： 

・この小説に出てくる内容で、読書会で取り上げてみたいテーマ（箇所）はありました

か？ その問いについて一緒に話しましょう。 

 

 

【解題】「この人の閾」について 

●「不確かさ」をあつかう手つき 

作品に描き出された“ふたり”の雰囲気や、そこでの描かれ方を注意深く扱うシーズンで

す。１回目で取り上げた「杳子」（古井由吉）と「この人の閾」に共通するものとして、あ

いまいで不確かな領分が存在するということをきちんと受け容れ、その「不確かさ（あいま

いさ）」にこだわり続けている姿勢、というものがあげられるように思います。そういう「不

確かさ（あいまいさ）」を〈あいだ〉に挿んで向き合う“ふたり”の様子から、どんなこと

を感じますか？ 

【「杳子」古井由吉】 

 

「病気の中へ坐りこんでしまいたくないのよ。あたしはいつも境い目にいて、薄い膜みたい

なの。薄い膜みたいに顫えて、それで生きていることを感じてるの。お姉さんみたいになり

たくない」 

「姉さんは健康になったのだろう。今では一家の主婦で、二児の母親じゃないか」 

「それが厭なの。昔のことをすっかり忘れてしまって、それであたしの病気を気味悪そうに

見るのよ」 

「それでいいんだよ。健康になって病気のことを忘れるのは、しかたないことじゃないか」 

「病気の中にうずくまりこむのも、健康になって病気のことを忘れるのも、どちらも同じ

ことよ。あたしは厭よ」（p114-115） 

 

「彼女が病気だと、ほんとうに言えますか」 

「あの子は病気です」 

「人のこころが病気だとか、健康だとか、そんなにはっきり決められるものでしょうか」 

「あの子は病気です」 

「何をめやすに、そう決めるんです」 

「あの子が病気であることは間違いありません。なぜって、私もむかし病気だったことがあ

るんです」 

「杳子がいま病気で、あなたがいま健康だと、どうして言えるんです」（p151-152） 

 

「癖ってのは誰にでもあるものだよ。それにそういう癖の反復は、生活のほんの一部じゃな

いか。どんなに反復の中に閉じこめられているように見えても、外の世界がたえず違ったや
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り方で交渉を求めてくるから、いずれ臨機応変に反復を破っているものさ。お姉さんだって

そうだろう。そうでなくては、一家の切りまわしなんかできないもの」 

「そうね、あなたの思っている人生というのは、そちらのほうなのね。でも、どんなに外の

世界に応じて生きていたって、残る部分はあるでしょう。すこしも変わらない自分自身に押

しもどされる時間が、毎日どうしたって残るでしょう。そこでいつも同じことを、大まじめ

でくりかえしているのよ。あたしの思う人生は、こちらのほうよ」（p163-164） 

 

 

↓ 

【「この人の閾」保坂和志】 

 

ヒューマニスト的？  ぼくは小さく笑っただけだったが、聞いた途端に悲しいような気持

ちが起こった。記憶の中の真紀さんといまの真紀さんの違いを感じたのだ。サークルのあの

部屋でしゃべっていた頃の真紀さんだったら“ヒューマニスト的”というような安直な言葉

は使わないはずだった。（p26） 

（略）…それも真顔で言うからぼくは大きな声で笑ってしまった。笑ったとき、さっき「ヒ

ューマニスト的――」という言葉を聞いたときに感じた悲しいような気持ちがきれいに消

えた。（p34） 

 

競馬は宮下さんにとって、身のまわりのことではなく人間性の一部のようなものだったが、

ここ数年のひどい競馬ブームで競馬場が混んで以前のようにのんびりしていられなくなっ

て、ブーム以前の人間がだんだん弾き出されてしまった（ぼくもその一人だ）。宮下さんは

「いつだって、過去を知る者は変化を良しとする社会から煙たがられて、追い出されるんだ」

などと言ううちにだんだん競馬場へ行かなくなり、それにつれて競馬への情熱が薄れてい

た。大げさに言っているみたいかもしれないがそんなことはない。ただの趣味のレベルを

越えていたものへの興味が薄れるというのはなかなか大変なことのはずなのだ。（p33） 

 

ダンナは会社の時間を中心にして一日が成り立ち、子どもは学校や幼稚園の時間で一日が

成り立っているが主婦にはそういう中心がない。主婦というのは自分以外の家族のタイム・

テーブルの組合せの合い間に主婦としての仕事や自分の睡眠をつくり出していく。（p62） 

（略）…真紀さんのいる場所はいまのこの自分の家庭の中心ではなく、家庭の“構成員”の

それぞれのタイム・スケジュールの隙間のようなところで、それでは“中心”はどこにある

かといえばたぶんそんなものはない。（p65） 
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●「この人の閾」と芥川賞 

「この人の閾」は第 113 回（平成 7 年/1995 年上半期）の芥川賞を受賞（平成 7 年/1995 年

7 月 18 日決定発表／『文藝春秋』平成 7 年/1995 年 9 月号選評掲載）している。この作品が

読まれたのは、同年 1 月 17 日の阪神淡路大震災、3 月 20 日の地下鉄サリン事件という世相

の只中である点にも留意しておく必要があるだろう。 

芥川賞選評 

日野啓三 「他の都合もあって合計四回読んだが、読む度に快かった。（引用者中略）

いまこの頃、私が呼吸しているまわりの空気（あるいは気配）と、自然に馴

染む。こういう作品は珍しい。」「バブルの崩壊、阪神大震災とオウム・サリ

ン事件のあとに、われわれが気がついたのはとくに意味もないこの一日の静

かな光ではないだろうか。」「その意味で、この小説は新しい文学のひとつの

（唯一のではない）可能性をそっと差し出したものと思う。」 

河野多恵子 「本当に新しい男女を活々と表現していた。」「二人（引用者注：〈ぼく〉と

〈真紀さん〉）は互いに異性意識から全く解放されていて、そのために却っ

て男が、女が、どこまでも自由に――つまり、豊かに、鋭く、描出されてい

る。男女共学の収穫の達成を想わせる人たちの創造に成功した文学作品が、

遂に出現したのである。」 

黒井千次 「他人の既成の家庭を覗き込むという形で書かれているために、語りのしな

やかさと人物の主婦像とがくっきり浮かびあがり、三十八歳の女性の精神生

活の姿が過不足なく出現した。」「女主人公の精神的な自立と自足とが、どこ

まで確かであるかは必ずしも定かではない。しかしもし危機が訪れるとして

も、それがいかなる土壌の上に発生するかを確認しておく作業も等閑には出

来まい。その意味でも、この一編は貴重な試みであると感じた。」 

三浦哲郎 「正直いって、読後にいささかの物足りなさが残らぬでもなかった。なにも

波瀾が欲しいのではない、どこかに、たった一つだけでも、読む者の心に文

学的表現としての文章なり情感のひと搏ちがあれば、という気がしたのであ

る。」 

大江健三郎  「特質を認めながら、最初の投票でこの作品を受賞作におさなかったのに

は、理由があった。」「なにひとつ事件らしい事件が起こらぬ日常を語るのが

保坂氏の作風だが、これから作家生活を続けてゆかれるには、やはり小説ら

しい物語をつくる能力が――あるいは、それを試みてみようとする意欲が―

―必要ではないだろうか。」 

丸谷才一 「文章が明快でいいし、作風が素直でそのくせ意外にたちが悪い。」「しかし

人生そのものはこんな調子だとしても、小説のなかの人生としてはこれでは

退屈なのぢやないか。小説のなかに生の人生を切り取つて貼付けたとて、そ

れが小説家の手柄なのかしら。」「保坂さんはずいぶん苦労してゐるやうだ
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が、実はもう一工夫なければならない。」 

大庭みな子 「よく見知っているなつかしい世界のように思っていただけに、もの足りな

い淡さがあった。しかしこの優しさ、快さは、不快にぎすぎすしたものに疲

れている読者を魅きつける。」 

古井由吉 「今の世の神経の屈曲が行き着いたひとつの末のような、妙にやわらいだ表

現の巧みさを見せた。」「三年後に、これを読んだら、どうだろうか。前提か

らして受け容れられなくなっている、おそれもある。」 

田久保英夫 「（引用者注：私たちは）小説を読む時、日常の舞台をステップにして、そ

れを一瞬でも超える歓びや充足感を味わいたい、と願う。（引用者中略）私

はそうした感覚を味わえなかった。」「ここで終始くり返される会話は、あま

りに日常的で散漫すぎる。」「この（引用者注：登場人物の）女性の微妙な識

閾を表わそう、という意図はわかるが、それがさまざまなお喋りの見解を通

して出てくるところに、問題がある。これらの知的見解は、すべて正反対の

意見も可能なのだ。」 

※参考：HP「芥川賞のすべて・のようなもの」http://homepage1.nifty.com/naokiaward/akutagawa/ 

 選評出典：『芥川賞全集第十七巻』（文藝春秋、2002） 

 

 

●なにも起こらない、という小説を考えるために 

芥川賞の選考委員が「この一日の静かな光」（日野）、「なにひとつ事件らしい

事件が起こらぬ日常」（大江)、「小説のなかに生の人生を切り取つて貼付けた」

（丸谷）、「あまりに日常的」（田久保）という表現で述べたこの作品の特質とし

て本作における「なにも起こらなさ」があるだろう。作中で特に「なにも起こら

なさ」や「不確かさ（あいまいさ）」について書かれているつぎの文章に注目し

たい。 

 

「真紀さんこれからずーっとそういう本読むとしてさ、あと三十年とか四十年

くらい読むとしてさ――、本当にいまの調子で読んでったとしたら、けっこうす

ごい量を読むことになるんだろうけど、いくら読んでも、感想文も何も残さずに

真紀さんの頭の中だけに保存されていって、それで、死んで焼かれて灰になっ

て、おしまい――っていうわけだ」 

「だって、読むってそういうことでしょ」（p69） 

（略）…そういうことよりもむしろ真紀さんが一人で本を読んでいるあいだに

感じていることは（真紀さんはあんな言い方をしたが何も感じていないはずがな

いし、真紀さんは相当いろいろ考えながら読んでいるはずなのだ）結局誰も知る

ことなく真紀さんと一緒に消えていく。（p69-70） 
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イルカの知能は人間のものさしでは計れないと、まず真紀さんは言った。言葉は

光であるというヨハネの福音書の言い方を借りるなら、言葉の届かないところは

“闇”だということになる。“闇”には言葉がない、つまり言語化されなければ

人間にはそこに何があるかわからない。何かがあっても人間には理解できない。

言葉が届かないということは、何もない状態と限りなく同じである――と、堂々

めぐりのような論法だけれど意味としてはこういうことだろう。（p76） 

 

↑（なにも起こらない、という小説を考えるために…） 

 

どのように、「自明であること」を疑い、「わからなさ」を解きほぐし目前の世界を自分

の側へと近づけていくのか。わからないことにわからないまま正確に向き合う。 

わからなさに手をのばすありようそのものが、自らの生を獲得する、問いの触手がふる

える一瞬――。 

（『ミルフイユ 06 わからないことにかかわれなくなってきた。』） 

 

問いについて問う ―意味について 

こころは見える? ―ふるまいについて 

顔は見えない? ―人格について 

ひとは観念を食べる? ―生理について 

時は流れない? ―時間について 

待つことなく待つ? ―ホスピタリティについて 

しなければならないことがしたいこと? ―責任について 

所有できないものしか所有できない? ―自由について 

同じになるよりすれ違いが大事? ―コミュニケーションについて 

できなくなってはじめてできること? ―弱さについて 

憧れつつ憎む? ―家族について 

未熟であるための成熟? ―市民性について 

わかりやすいはわかりにくい? ―知性について 

（『わかりやすいはわかりにくい？ ─臨床哲学講座』） 

 

 

●『物語の役割』（小川洋子）との対比で考える本作の特徴 

① 《物語の役割》  

「たとえば、非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識の
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うちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変形させ、どうにかしてその現実を

受け入れようとする。もうそこで一つの物語を作っているわけです。 

 あるいは現実を記憶していくときでも、ありのままに記憶するわけでは決してなく、やは

り自分にとって嬉しいことはうんと膨らませて、悲しいことはうんと小さくしてというふ

うに、自分の記憶の形に似合うようなものに変えて、現実を物語にして自分のなかに積み重

ねていく。そういう意味でいえば、誰でも生きている限りは物語を必要としており、物語に

助けられながら、どうにか現実との折り合いをつけているのです。」（p22） 

 

② 《小川洋子の「自分-作家」の調和観》  

「いったん自分から離れて、自分が想像も予想もしなかった広い場所に立って世界を観察 

する。観察者になる」（p82） 

「自分は広大な全体の、ほんの小さな一部だという思い。自分は他の何ものでもない特別な

一人だという思い。そういう一見矛盾しているようでありながら、どちらも人間にとって必

要な、共存させるべき思い（略）自分を尊重しつつ、自己がすべてではなく身を任せるに足

りる全体の一部」（p109） 

「作家というものはときにはぼうっと立ちすくんで何かに――それは夕日かもしれないし、 

あるいは古靴かもしれない――見とれることができるようでなくてはならないのだ」 

（p120） 

 

③ 《「物語」から「小説/文学」へ》  

「あいまいであることを許し、むしろ尊び、そこにこそ真実を見出そうとする。それが物 

語です」（p118) 

      ↓ 

「言葉で書いてあるのに、言葉にできない感動を与えなければいけない不思議なもの」（実

作者の視点）（p52） 

      ↓ 

「小説を書いていると死んだ人と会話しているような気持ち」（p67） 

「小説は常に過去を表現するものだ」（p74） 

「もはや名前もわからなくなった人々を死者の世界に探しに行くこと、文学とはこれにつ 

きるのかもしれない」（p77） 

⇒ 「物語」が内包するシンプルさ、つまり「誰でも生きている限り、かたわらに自ら作っ

た物語を携えている」という認識とは異なるものとして「小説」を峻別する。そこに現れる

物語の役割（機能）を、より意識的に虚構化したもの、そのことで現実を写す鏡のような存

在にしたものを「小説」という風に「物語」の枠を一歩踏みでるものとして捉える。 

 

④ 《物語と論理の差異はどこにあるか？》  
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＜論理＞ ☞ 自然科学に代表される認知・思考形式であり「記述や説明に関する形式的な数

理体系の理念」や「一貫性と無矛盾性という必要条件」を特徴とする。個別

事象ではなく、高度な抽象化によって個別事例を越えて経験的真理を立証

しようとするため、その理解や認識は、必ずしも各人の実体験に直接関連づ

けられるものではない。 

＜物語＞ ☞ 時間を超越した事例を個別の経験例へと解釈し、特定の時間と場所へと位置づ

け、“信じるに足る説明”をもたらすもの。それ故、物語モードにおける理

解や認識は、各人の実体験に関連づけられ、より直接的に、人間の意図や行

為に影響を及ぼしうる。その意味に於いて、人間の行為や実践において、物

語はより重要な役割を演ずる。 

 

⑤ 《物語には他に、以下の五つのような特徴がある》  

1．時間軸にそって出来事を構造化する 

2．語られた出来事が事実か否かには関心が無い 

3．相互行為の中で生じた人々の「規範逸脱」をうまく理解出来るように説明する 

（例:言い訳）  

4．登場人物は一連の行為の背後に独特の意識の動きを持っている 

5．物語の習得や実践は常に「相互行為」の中で，様々な他者を相手にして行われる 

 

⑥ 《物語と時間の関係性》  

「時間は物語の様式で分節されるのに応じて人間的時間になる。そして物語は時間的存在 

の条件になるときに、その完全な意味に到達する」（リクール） 

 

 

●タイトルの「閾」について 

閾（いき）/ １．敷居。 ２．ある刺激の出現・消失，または二つの同種刺激間の違いが 

感じられるか感じられないかの境目。また，その境目の刺激の強さ（閾値） 

識閾（しきいき）/ ある意識の出現または消失の境界。意識閾。 

閾値（いきち）/ １．一般に反応その他の現象を起こさせるために加えなければならな 

い最小のエネルギーの値。２．生体に興奮を引き起こさせるのに必要な最小の刺激の強 

さの値。 

悉無律（しつむりつ）/ 

生体において，刺激が限界値（閾値）以下では反応は全く起こらず，それを超えると一

定の反応が現れ，しかもそれ以上刺激を強めてもその反応が大きくなることはないとい

う法則。骨格筋の収縮や神経繊維の興奮過程などに見られる。全か無かの法則。  
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【まとめ】 

 

哲学カフェで行われるような、学問的な専門用語や研究上のルールを排した“哲学対

話”の醍醐味の核にあるのは、哲学に関する歴史や知見といった思考の＜結果／事実＞を

聴講したり学ぶことの魅力ではないと思います。むしろ、対話を介して自身が＜思考して

いる状態＞であることを体験しつつ、＜思考する（とはどういうことか）＞というまさに

そのこと自体について（メタ的に）考える、という点に他ならないのではないでしょう

か。 

このようなことを、一篇の小説を「書くー読む」という行為のなかで実践しているの

が、「この人の閾」という小説の特徴だと、ひとまず言っておきたいと思います。「小説」

を読みながら「小説とはなにか」を考える。「小説を読むこと」がそのまま「小説とはな

にかを問い続けること」に一体化していくような「小説」。ちょっとややこしい感じがし

ますが、決して肩肘を張らずに、読書という“内的対話”と会での“哲学的対話”を通し

て好奇心を持続させながら体験していくことが今回の作品を読むひとつの鍵になると思い

ました。本作に登場する「ぼく」と「真紀」という“ふたり”が醸し出す独特の雰囲気

は、作品の持つこうした特徴と決して無縁ではないはずです。 

さて次回はシーズン完結編です。一回目では「恋愛関係にある男女に思えるけど、精神

症的な依存関係（のようなもの）との線引きがあいまいで、いわゆる恋愛小説的な恋愛感

情のほとばしりとほど遠い“ふたり”」を読み、二回目では「友達という状態の他に言い

ようがない男女関係だけど、友達のひとことで片づけてしまうにはどうにも安直過ぎるよ

うに感じる“ふたり”」を読みました。次回は「恋愛とも友情とも言い切れないが、特別

な“ふたり”」です。みなさんはいったいどのように読まれるでしょうか？ 

 

 

⇒ 〈“ふたり”という複数（３）完〉 

◆第 3 回（39th morning） 

 本 ：村田沙耶香「ガマズミ航海」（『星が吸う水』所収、講談社文庫） 

日 時：2014 年 9 月 11 日（木）am6:50～8:00 頃 

定 員：8 名程度（要予約） 

【内容】 

・3 回目は“恋愛”でも“友情”でもない、特別な“ふたり”という関係性について考え

てみます 

・シーズンを通じて〈“ふたり”という複数〉を考える作品をさまざま読む中で感じたこ

と、テーマについて考えたこと、印象に残った断片など、自由な感想を募集します 
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〈“ふたり”という複数（2）〉 

 

小説を読んで、その小説が言わんとするところを「理解した」と思ったとき、私たちは

そこでそれ以上考えることを終わりにしてしまっているのではないか。しかしそれはつま

らないことだ。本当におもしろいことは「理解する」ことでなく、「際限なく考えつづけ

る」ことだ。 

 

作品の意味を知りたがる人は、つまるところ物事を定義したいのであり、定義すること

によって世界は固定する。私はこれを“名詞的思考法”と呼んでいる。作品そのものは当

然“動詞的思考法”で置かれている。 

 

社会学者の宮台真司と対談した時に「社会学者にとっての『社会』や、いわゆる世界の

状況を分析する人にとっての『社会』は、だいたい息苦しいものになりがちだな」と思っ

たんです。 

 

論理的な文章というのは、言葉のいちばんまずしい使い方だと思います。 

 

本を読むことは、自分のサイズ（経験や現状）を超えた世界を知って、感銘を受けるこ

とで、共感することではない。 

 

ふつうの人間でも世界に対する根源的な手触りは十代のうちに経験したことが元にな

る。しかし十代に経験したそれを言える言葉は誰にもなく、その言葉は三十歳になっても

四十歳になっても七十歳になっても探しつづけなければならない。 

 

文学とか芸術をやる人たちは自分が本当にいいと思えることを続けるという部分を守る

ことだよ。そこの領土を守って、できれば広げていく。そこさえあれば、問題ない。 

 

少なくとも文学に日々接していれば、ひとつの軸だけではものを語れないっていうこと

はわかる。世界を見る目がひとつだけでは世界は見えないっていうことは わかる。正解

なんてないんだっていうことを身にしみて感じる。単一の世界像みたいなものは幻想だっ

てことを知るのが文学に接するということだよ。 

 

 

――保坂和志 

http://favstar.fm/users/k_hosaka_bot 

https://twitter.com/k_hosaka_bot 
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