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 『バカの壁』が何で売れたかと聞かれると、当たり

前で、本人にはわからない。私は虫が好きなのですが、

ウンカとかイナゴが大発生する、というのが時々あり

ます。これは生態系がおかしくなっているときです。

生態系が単調になると、何か特別なものがどっとふえ

るという、そういう感じかな、とまず思っています。 
 中身ですが、端的にいいますと、前からいっている

ことを繰り返しているだけなので、内容で売れたわけ

じゃないだろう。いままでの本を皆さんはあまり知ら

ないからなんで、ご存じであれば同じことをいってい

るだけじゃないか、ということになる。 
 ですから、一番大きな理由はやっぱり入れ物だろう、

パッケージだろうという結論になります。じゃ、パッ

ケージがどう変わったかというと、まず新書という形

です。 
 タイトルがいいんだ、ということはだれでもいう。

実は新潮社の石井昂さんとは古いつき合いで、彼はこ

れまでの私の本を読んでくれていました。そこで新潮

新書を出すについては、「今度はこの題にするから」と

いって、向こうが題を決めてきたのです。題をあらか

じめ決められて書いたのがあれなのです。 
 書いたといいましたが、実は書いていないんで、あ

れはしゃべったのです。後藤裕二さんという、四十歳

ちょっとだと思いますが、比較的若い方が書いてくれ

たのです。そのことが、私は非常に大きいんじゃない

かと思っているのです。 
 同時にというか、そのすぐ後に出た『逆さメガネ』

と『いちばん大事なこと』も同じく語って書いたもの

なのです。原稿はそっちの方が先に出ていたのです。

ところが、その語って書いてもらったのが、気に入ら

ないので、直さなきゃならない。それで、座布団の下

に入れちゃったんです。しまっちゃったんですね。「い

ずれ直す」と、いいかげんなことをいって、ほっぽっ

ておいたんです。 
 そうしたら、『バカの壁』がやたら売れちゃったもの

ですから、そっちの方が矢の催促になっちゃった。宝

くじに当たったら借金取りが押しかけてきたみたいな

ものです。しようがないから全部書き直したのです。

カンヅメで二冊書きました。 
 ですから『バカの壁』だけは後藤さんの文章なので

す。つまり集英社とＰＨＰの原稿より、後からできて

きた新潮社の原稿の方が何の問題もなかったものだか

ら、そのままオーケーを出しちゃって、それで先に本

になっちゃった。こういうことなのです。 
後藤さんが文章も構成も 
 どうしてそっちが問題がなかったかというと、要す

るに文章が私にとって違和感がなかった。文章だけで

なくて、語りをまとめたのですから、まとめること自

体が後藤さんの仕事です。私がまとめたんじゃない。

二、三日かけてしゃべったことをまとめてくれた。あ

れは後藤さんの構成であって、後藤さんの文章なので

す。 
 なぜそれがうまくいったか。後藤さんはどういう人

か。「週刊新潮」へ入って、すぐに「フォーカス」に移

り、そこで編集を八年間やっていた。つぶれてしまい

ましたが、「フォーカス」は写真週刊誌です。 
 後藤さんが新書にまわされて、最初の仕事がこの本

だったのです。最初だからよかった、ということもあ

るかもしれません。もう一つ、「フォーカス」って何だ

というと、皆さん方にとっては当たり前でしょうけど、

あれは写真があって、キャプションがついているんで

すね。 
 これって何だ、と考えたら、即座にわかるのは、こ

れは解剖学そのものだということです。解剖というの

は、写真か絵があって、そこにキャプションをつける

学問です。絵のない解剖の本というのは全く意味がな

い。だって、あんなもの説明するのに、絵か写真がな

かったら何にもわかりません。 
 絵とか写真というのは、実は何かというと、ある事

実のフラグメントです。そのフラグメントを提示して、

それに対して、これがどういう意味を持つか、という

ことを上手に語っていかなきゃいけない。その語りが、

実は私の話です。私は解剖を三十年やっています。後

藤さんが八年「フォーカス」でやったことは、実は解

剖学の論文であり、教科書である。つまり、同じこと

をお互いにやっていたのです。 
 私の話を彼がよく理解してくれて、上手にまとめあ

げてくれたのですが、おそらくそれは「方法」が同じ

だったからなのです。 
 皆さん方の多くは文科系の出身だと思いますが、文

科系の学部分けや学科分けを考えれば、歴然としてお

ります。「法学」「政治学」「経済学」といった分け方を

しています。「対象」によって学問を分類しているわけ

です。 
 医学部でも同じように「眼科」「耳鼻科」「皮膚科」

と対象で分けている。ところが、解剖というのは実は

「対象」で分かれていないのです。 
 
解剖は学問イコール方法 
 
 解剖というのは、人間を解剖しようが、ラクダを解

剖しようが、馬を解剖しようが、同じ解剖なのです。

さらに比喩的にしていきますと、日本経済を解剖して

も、永田町を解剖してもいいのです。つまり、どうし

てそういう言葉を使えるかというと、それは「対象」

ではなくて「方法」だからなのです。 
 学問が方法だ、という意識で学問をやっている人と

いうのは少ないんじゃないかと思います。理科系でそ
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の「方法」といえば、たとえば電子顕微鏡とか、そう

いう具体的な「道具」になってしまう。 
 いま脳研究ですと、光トポグラフィとか、ｉＭＲＩ

（手術用ＭＲＩ）とか、道具が正式に認められる方法

になっている。物の考え方が方法だ、という考え方が

ない。 
 一般の方に説明するときに、僕はよくいうのです。

嫁さんをもらうときに昔はどうしたかというと、親が

決めた。これは何かというと、親が決めるという「方

法」で決めているのです。だけど、現代は、自分で決

めるという方法なのです。だけど、みんなカッコをつ

けた前の方法といまの方法の違いを意識していません

ね。 
 一時、はやったじゃないですか。「三高」とかいって

いましたね。「高学歴」「高収入」「高身長」。亭主を選

ぶのに、それは明らかに「対象」の性質を規定してい

る。対象の性質を規定すると何が起こるかというと、

ものすごくうるさく細かくなる。身長がこれだけなき

ゃいけないとか、収入がこれだけなきゃいけないとか。 
 親が選ぶ「方法」だと、「低学歴」「低身長」「低収入」

になるかもわからない。ともかく「おまえにはこれで

ちょうどいいんだ」ということで決まる。この「方法」

を選んだ場合には、「対象」の性質というのが全くの偶

然になります。 
 私は、そういう生き方をしてきました。解剖をやっ

ていたら何が起こったか。医者になりそびれるという

ことが起こりました。そして、こんどは科学者になり

そびれた。そういうことが起こります。なぜかという

と「方法」に忠実にというか、方法をフォローしてい

きますと、実は、どこへ連れていかれるかわからない

のです。 
 ところが、多くの方は「対象」を選んじゃう。だか

ら、就職をされるときは、おそらく会社を選ぶのだと

思います。若い人だと、景気がいい会社とか、給料が

高いとか、そういうことで選んでくるわけですが、私

の場合はそういう選び方をしない。 
 ついこの間、「徹子の部屋」というテレビ番組に出ま

した。黒柳さんとしゃべったわけです。あのとおりの

人ですから、一分半か二分のコマーシャルの間もずう

っとしゃべっていたのです。 
 何をしゃべったかというと、「世界ふしぎ発見！」と

いう番組についてです。あのタイトル、おかしいんで

すよ。「ふしぎ発見」というのは。僕はいつもいってい

るのですが、大体、クエスチョンというのがあって、

必ず正解があるのです。答えがある質問が不思議なわ

けねえじゃないか、と。答えがないのが不思議なんだ、

と頑張っているのですが、だめなんですね。 
 あれに黒柳さんが出ておられる。それで何をいうか

というと、「私、あの中で非常に得意じゃない質問があ

る」というのです。どういうのが不得意かというと、

ごく普通にいくつかあるものの中から一つ選べという

タイプのヒントだと、「全くわからなくなっちゃう」と

おっしゃる。ついこの間らしいのですが、「普通の家の

冷蔵庫にあるもの」というのがヒントだった。「普通の

家の冷蔵庫にあるもの」と考えて、どれを選ぼうかと

思っても全然出てこない。 
 正解は何だったかというと、卵だったというんです。

ところが、「私、卵が嫌いで、冷蔵庫に卵なんか一個も

入ってない」とおっしゃるんです。要は、冷蔵庫に普

通に入っているものという「対象」の中から一個選ぶ

という、そういう考え方は苦手だというのです。 
どこへつくかわからない 
 じゃ、ほかの人ができなくて、黒柳さんができるの

はどういうものか。「物事の筋道を考えていって、こう

やって考えていったら、こういう答えにたどりつくと

いう、そういうのはなぜかできるんですよ」というの

です。それで、「それは私と同じですよ」といったので

す。 
 
身についたものだけが財産 
 
 「方法」をフォローしていくと、どうなるかわから

ない。どこへ連れて行かれちゃうかわからないんだけ

ど、まあ、とにかく「方法」をフォローする。後藤さ

んと私は、この「方法」で一致していたのだと思いま

す。後藤さんにそういったら、八年間「フォーカス」

をやって、雑誌がつぶれてガックリしてたんだけど、

おかげさまで元気になりましたと、いっていました。

まあ、あれもむだじゃなかった、と。そうじゃないか

な、と私も思う。要するに「方法」というのは、簡単

にいえば、身につくということです。身についたもの

だけが財産。これまた当たり前です。 
 だけども「対象」が中心だと、政治なり、経済なり

にいかにくわしくなっても、結局は役に立たない。言

い方がずいぶん乱暴になるんですけど、私はそういう

生き方をしてきました。 
 だから、解剖が専門だといっても、別に解剖にくわ

しいわけじゃないのです。そんなもの、調べればいい

のですから。ただ、どうやって調べるか、それから、

あるみえたものについて、それをどういう物語にのせ

るかということだけはやってきている。 
 実は「バカの壁」という言葉が出たのは『形を読む』

という本の中でして、これは解剖というか、形態学の

本なのです。私が最初から最後まで書いた、最初の本

です。要するに、書きおろしです。何を書いたのかと

いうと、生物の形をみて、それについてどういうふう

な物語、解釈を語るか、その解釈に何通りあるか、と

いうことを整理したものです。 
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 それは、車をみたって同じなので、車について語る

とすれば、どういうふうに語るだろうか。一番普通な

ら、これはどういう役に立つのか。車の部品ですね、

解剖ですから。ハンドルは何をするもので、タイヤは

どうしてついている．なぜ表面はゴムになっていると

か。こういう話は全部、何々するためです。だから、

皆さん方の心臓でいえば血液を送るためであるとか、

筋肉だったら物を持ち上げるとか動くとか、そういう

説明をするのが一つの仕方です。これは働きによる説

明で、機能論です。 
 
いく通りの解釈ができるか 
 
 同じものを説明するのに、いくつかそういう解釈が

あるのです。例えば、車のエンジンは前についていま

すが、あれはどうして前についているのか。別に後ろ

についていたっていい。あれは、実は馬車のイメージ

があるから前についているのです。 
 それは、古い車をみればよくわかります。基本的に

馬車と同じ形をしています。馬が前にいますから、つ

いエンジンを前につけちゃった。だけど、前につけな

くたって、後ろにエンジンをつけても、車は何の問題

もない。 
 ですから、車のエンジンがなぜ前にあるかというと、

歴史的な説明が必要になってきます。それなら、皆さ

ん方の手が五本指なのはどうしてか。実は、シーラカ

ンスの時代から、もう五本なんですよ。こういう説明

をするのと同じことです。 
 そういうふうに、独立した説明が何通りあるかとい

うことを書いた本なのです。 
 そういうものって、結局は「フォーカス」なんです。

だから、僕は多分「フォーカス」の記事は書ける。そ

う思っています。自分で本を書くときに、別に写真が

あるわけじゃないのですが、あたかも写真があるよう

な説明の仕方を明らかにしている。 
 写真といっても、抽象的な写真です。ある特定の事

実、特定のシーンみたいなものです。『バカの壁』が売

れた理由というのも、これが後藤さんとぴたっと合っ

たからです。 
 だけど、僕の文章で書いたらだめだけど、後藤さん

の文章で書いたらどうしていいのか。それは若いから

ですよね。 
 後藤さんは、今の世代の人です。普通、私と後藤さ

んの間の仕事のやりとりはメールでやる。後藤さんの

メールが来ていると、私は喜んで開くのです。なぜか

というと、開いたら笑わせてもらえるからです。 
 これは大事なことで、メールの文章が、後藤さんは

やっぱり非常に上手です。ある距離があって、自分を

客観的にみていますから、要するに、どんな不愉快な

話題になっても笑える。これが大事なことです。 
 メールの文章というのは、考えてみると、非常に日

本語を変えていっているわけです。では、メールとは

何なのか。携帯でああやってる人の意識の中を考えて

みると、友だちと会話を続けているという意識だろう

と思います。つまり、おしゃべりの延長のつもりなの

ですが、実体は書き言葉です。 
 こうやって私がしゃべっている話し言葉と、書いて

いる言葉は、脳の中で通る経路が全く違いますから、

ある意味では別物です。ですから、言文一致をつくら

なきゃならない。話し言葉の方は当然大勢の人が使い

ますから、どんどん動いていきます。が、書き言葉は、

ある意味ではとまっています。なかなか動きません。 
メールが日本文を変える 
 携帯ブームは何を起こしたか。新しい言文一致体が

下から生じてきた。そういう現象を起こしていると思

います。つまり、いろんな人が作文をするようになっ

ちゃった。いままでしなかった人も。本人は何も作文

している気はない。しゃべっているつもりなんです。

しゃべっているつもりでも、あれは、脳からいうと、

どうしても作文なのです。 
 そうすると、ひとりでに文章が変化してくる。それ

は「メール文」という形で、基礎的には変化し始めて

いますけれども、それをあれだけやりとりすれば、日

本語が変わってくるのは当然です。二葉亭四迷から夏

目漱石、森鴎外という形でつくり上げられてきた古典

的なというか、明治以来の言文一致体が、私は現在変

化しつつあると思っています。 
 その変化しつつあるところに、ちょうど四十歳代か

ら三十歳代の方はいるわけです。自分でもメールを使

っていますから。そこでは、日本語が変わってきてい

るのだと思います。その日本語で書いてもらったから、

読者の層が一気にふえた、という気がします。 
 私自身の固定の読者というのがあって、それですと、

数万部はちゃんと出るのです。でも、それが一けた上、

二けた上に行っちゃったわけです。一つには文体の問

題だと思います。結局文体にせよ、新書判という形式

にせよ、語りおろし、つまり、しゃべった形にしたと

いうことも、全部パッケージの問題です。ですから、

パッケージをやっぱり考えないと、物は売れねえよな、

となります。 
 ついでだから、その裏にある話もします。私も入っ

ていますが、読売新聞がやっている「活字文化推進会

議」というのがあります。「活字文化推進会議」と、漢

字を八つ並べて、若い人が本を読むようになるかとい

うと、読むわけねえな、とだれだって思う。だけど、

なぜそういう会議ができたかというと、本離れ、活字

離れだと、こういっている。 
 本離れ、活字離れというのは本当か、と私は考えて
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いる。あらためて考え直しますと、「冗談じゃねえよ」

といいたくなることもあるのです。どういうことかと

いうと、いま、世界中で最も売れている本は『ハリー・

ポッター』です。二億冊以上売った、といっています。

何であんなばか話が売れるのか。本離れ、活字離れと

いう人は、あれをどう思っているのか、と私はうかが

いたい。 
 
真っ赤なうそが売れている 
 
 あの手のもので売れるもの、と考えたら、私みたい

な素人が考えても、即座にぞろぞろ出てきます。例え

ば「千と千尋の神隠し」。日本で、史上最大の観客数を

動員したといわれている。テレビをみていますと、Ｎ

ＨＫで「宮本武蔵」をやったし、こんどは「新撰組」

か何か知りませんけど、いろいろやっています。常に

時代劇をやっています。「水戸黄門」は役者が五代目で

しょうか、つぶれない。 
 「ハリポタ」、「千と千尋」。これの裏にあるのはアニ

メと漫画です。それから時代劇。これは全部客が減り

ません。何でだ。いまのパッケージ問題とそれを組み

合わせたら、簡単な答えが出てきます。 
 つまり、いまの人は、パッケージに「真っ赤なうそ」

と書いてあれば、喜んで買う。そういうことです。そ

れは、真っ赤なうそでない報道をしておられる方々に

とって、大変大きな問題だと、私は思っているのです。 
 つまり、真っ赤なうそでない報道をしておられる

方々が、これだけ努力をして、つまらないものを出し

ているから、非常に多くのお客さんが真っ赤なうその

方に引かれるようになっていった。これは、私自身の

感覚でもあるのです。 
 時々例に出すのですが、ダイアナさんが死んだとき

に、私は「これは殺されたんだな」ということを感じ

ました。だけど、はっきりそう報道した、まともなメ

ディアはないのです。こんどのイラクの話にしても、

「週刊文春」が今週、奥さんはアメリカの誤殺じゃな

いか、と書きました。私は、それで初めて「なるほど

な、そう考えればそう思える節はあるな」と思いまし

た。だって、あのとき、前の晩にテレビが全部、「店に

立ち寄って、水とか食料品を買って、その場で撃たれ

た」といっていたんですから。次の日の新聞を読んだ

ら、そうじゃなくて、併走する車に撃たれた、という

ことが書いてありました。全く事情が違うわけです。 
 「じゃ、きのうのテレビの報道は何だったんだよ」

という話になって、僕は知り合いの新聞の人に一生懸

命聞いたわけです。「どうして、あんなにずれたの？」

と。そうしたら、ある新聞の人が、「あれは、うちは、

現地の取材で、現地からの報道でああいうふうにした

ので、新聞の方が正しいんだよ」という。そこまでは

いいんですよ。 
 「それじゃ、何で前の日のテレビがあんなにおかし

いんだ。なぜ別な報道をしたんだ」といったら、「米軍

がそういったんだ」と。「それじゃ、何で米軍はそんな

めちゃくちゃいったんだよ」といっても、その先はだ

れも教えてくれないです。 
頭から信じ込むのはダメ 
 私は昭和十二年生まれで、昭和二十年八月十五日に

は、小学校二年生でした。あのとき、母の田舎に疎開

しておりまして、おばに一言いわれました。「日本は戦

争に負けたらしい」と。そこまではよく覚えています。

「らしい」までは。 
 その次に私がどう思ったかというと、「ああ、だまさ

れた」と思いました。本当にそう思った。「だまされた」

というのは、子どもですからそう思います。それまで

「この戦争は勝つ」と、ずうっと大人にいいきかされ

てきているわけですし、メディアも全部そうでしたか

ら。だから「だまされた」と思った。 
 それ以来、私の中に、自然に生じたのは、報道とい

うのは頭から信じちゃいけない、ということ。信じち

ゃいけないというのは、簡単な不信とかそういうのじ

ゃなくて、私なりに、子どもなりに順序立てて考えて

あるわけです。報道というのは、まず報道側の都合が

あるだろう、と、こういうことですね。報道側の都合

の次が、報道の内容だろう、と。実は、そういうのは

こちらにとっても、当たり前だったのです。 
 なぜかというと、しばらくしてから私どもは教科書

に墨を塗ったのですから。それまで使っていた国語の

仮とじの教科書を出してきて、先生にいわれながら、

あちこち墨で塗った方が多いくらいに塗ったのです。

同級生なんかとそのころの思い出話をすると、「ああや

って墨を塗ったから、教科書をよく覚えたよな」とか

いっているやつがいますから、非常に印象深かったん

ですよね。 
 以来、私についた癖は、活字というのは絶対に信用

しちゃいけない。つまり、間違っていたら墨で消しゃ

いいんだ、という考えであります。ですから、自分の

本でもそうで、時々親切な読者が「ここ、間違ってま

す」とかいってくださる。前書きにもよく書くのです。

「本は間違っているのが当たり前なんだから、そこは

墨で塗ってください」と。 
 そういう育ちなものですから、そっちからみますと、

ハリー・ポッターにどーっと流れているのもわかるの

です。 
 どうしてそうなるのかといったら、ヨーロッパへ行

けばすぐわかります。どんな町へ行ったって、ちょっ

とした古い町であれば、立派なテアトル、劇場があり

ます。昔、シェークスピアをどこでやっていたかは知

りませんが、いまだってそういうところでやる。舞台
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をつくって、大掛かりにその当時の状況か何かをわざ

わざつくり上げて、そこで役者が一生懸命芝居をやる。 
 何でそんなものをみるのか。それをみて、泣いたり、

笑ったりしている。だけれど、それでなきゃ、皆さん

はほとんど人生の中で本気で泣いたり、笑ったりしな

いと思います。我慢しちゃうわけでしょう。だから、

本当にそれをやるときは、そういうところへ行って、

わざわざ泣いて、笑っているわけですよ。劇場とか、

演劇というものは、あれは舞台、すなわちつくりもの。

真っ赤なうそというパッケージそのものです。 
 ですから、そういった真っ赤なうそが、いまは非常

に売れている世界であります。時代劇を本当だと思っ

てみている人は一人もいないと思うし、アニメはアニ

メでなきゃだめなんですよ。「千と千尋」を役者にやら

せたら、お客はあんなに入らないと思います。あれは

アニメだから入る。なぜなら、アニメだから、これは

すぐに真っ赤なうそだというものに入れる。だけど、

それをみて泣いたり笑ったりするのは人間です。 
 いま、売れているのは、「うそから出たまことだろう」

と、私はいっています。本来、まことというのは、よ

く考えてみると、うそから出たまことしかない。 
 
日本は昔からやぶの中 
 
 僕は脳をやっていますから、昔からそういう意見で

す。我々がみている世界は、脳が受け取った世界です

から、そこには事実もくそもない。要するに「脳が受

け取った世界」というしかない。だから、その脳を変

えてやったら、世界が変わるのです。そんなことは、

こちらにしてみればわかり切ったことです。 
 ＮＨＫの方は「うそから出たまこと」なんていわな

いでしょう。つまり「公平、客観、中立だ」と、報道

局長は常にいっています。だったら「公平、客観、中

立とは何なのだ」と、僕はいうわけです。 
 芥川の『藪の中』がそうで、黒澤明の「羅生門」が

そうですが、三人の人物が出てきて、同じことについ

て、全部違う話をする。それで話が終わるのが日本な

のです。なのに、日本はいつから「公平、客観、中立」

になったのか。 
 それを聞いても、返事がないのです。「公平、客観、

中立」が保証されるのはなぜかといったら、唯一絶対

神がいるからなのです。神様がみているから。だから、

それは唯一絶対じゃなきゃ困るのです。どんなディテ

ールであれ、すべてのディテールを神が知っています

から。それは一つしかない。そういうことに、彼らは

確信を持っていると思います。 
 だから、「公平、客観、中立」を徹底的に追求すると

いうことが可能であります。なぜなら、それは神に近

づく行為であって、別に悪いことでも何でもない。し

かし、日本は昔からやぶの中なのです。だから「やぶ

の中の世界を変えるというんなら、おまえはいつから

キリスト教徒になったんだ」と、僕は聞くわけです。

別にキリスト教じゃなくてもいい。ユダヤ教でも、イ

スラム教でもいい。一神教というのはそういう性格を

持っている。神様が一人ですから、それがすべての現

実を知っている。つまり、全知全能というのはそのこ

とです。 
 日本は、そういう意味では、暗黙のうちに戦後ずう

っとキリスト教化してきていると思います。自覚され

ているかどうかは別として、それが報道の客観主義と

いいますか、そういうものの暗黙の前提になっている。 
 もう一つは『バカの壁』にも書きましたが、「変わら

ない自己」があるという考え方。「個性」を持ったこの

「私」がずうっと存在する。それを「西洋近代的自我」

というふうに、かつてはいっておりました。これも明

治以降、日本に入ってきたものだということは、ちょ

っと考えてみればおわかりになると思います。 
 なぜなら、『平家物語』を読んだら、頭から書いてあ

ります。「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」。「諸

行無常」というのを自分に当てはめれば、自分だって

ひたすら変わっていくだけであって、どこにも同じ自

分なんかない。したがって、本来の諸行無常を自分に

当てはめた場合の表現は、「無我」になります。「我」

というものはないのです。「ない」という意味は、デカ

ルトの「我思う。ゆえに我あり」、すなわち、ただいま

現在考えている私が存在するということとは矛盾しま

せん。きのう、そう思っていた私と、きょう、そう思

っている私が、「同じ私」だという保証なんかはデカル

トもしていません。 
 おそらく皆さん方は「無我」というと、無我夢中の

無我になって、そして、多分、滅私奉公の「私」にな

っちゃうんでしょうね。しかし、そういう意味じゃな

いと思います。もともと「我」というのはないんだよ、

と仏教はいうはずであります。全ての仏教じゃありま

せんけど。 
 「変わらない自分」がある。生まれてから死ぬまで、

同じ自分がずうっと存続していくというこの考え方。

いわゆる「個性を持った私」が、どうして出てきたの

か。これも西洋の影響です。 
 
対になってる科学とキリスト教 
 
 では、西洋人は、何でそんなことを信じるのか。十

九世紀に科学の時代になってくるわけですが、科学の

時代になっても、あれはキリスト教と対になったもの

です。キリスト教的な原理主義の社会でもいろんなひ

ずみが出てきますから、「それはおかしいよ」と、イン

テリはいい出すわけです。 
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 「おかしいよ」と、いくらいったって、中世的なキ

リスト教世界で論理的なことを通そうと思ったら、大

の難事です。どうしなきゃならないかといったら、論

理的にも正しいし、実験してもこうなるしかないだろ

う、ということを示めさざるを得ない。 
 だからガリレオは、あんなピサの斜塔の上の方まで

行って、ボールを落としているじゃないですか。二個

のボールを。何であんなことをしなきゃいけないのか。

「こうやったらわかるだろう、論理にもこうなってい

るし、実際にやったって、こうなるじゃないか」と、

そのくらいしなきゃ、坊さんを説得できないのです。 
 それでもガリレオはやっぱり怒られました。宗教裁

判にかけられて、しようがないから「もういわないこ

とにします」といった。しかし、それでも小さな声で

「それでも地球は回る」といった。 
 そういう関係でありながら、キリスト教と科学は対

になっている。僕はキリスト教の解毒剤が西洋科学だ、

というのです。対になっていますから、十九世紀にな

ると、科学の方が社会的には強くなります。 
 そのときに、何をしたかというと、どうしたって彼

らがはずせない迷信というか、概念が一つありました。

それは「霊魂の不滅」です。キリスト教では霊魂の不

滅というのは当たり前なのです。なぜかといったら、

最後の審判があるからです。最後の審判を受けるまで

は消えてなくなっちゃ困るのです。 
 天使のラッパが鳴って、死者が墓からよみがえって、

神様の前へ来て、生前のことについて審判を受ける。

それで天国、地獄を分けるのですから、魂が残ってい

なきゃキリスト教は困る。「霊魂の不滅」ということは、

向こうの社会では当然の前提です。 
 それを近代化していって、宗教の説明を消していけ

ば、こういう説明にならざるを得ない。生きている間

は「同じ私」が存在する。その同じ私は、「生まれてか

ら死ぬまで変わらない」。そういわなきゃ、霊魂の不滅

になりません。 
 神経細胞の生理学でノーベル賞をもらったエクルズ

という大先生がおります。その方が八十歳近くになっ

て本を書かれました。その中にこんなことが書かれて

います。「脳を調べても、心はわからん。そして、人間

には魂というものがある。その魂は、胎児のとき神様

が適当な時期に脳に植えつけるんだ」と。 
 
変わらない自分はあるのか 

 
 日本の神経学者はこれを読んで「エクルズもボケた」

とか「頭が変になった」とかいろいろいうのですが、

それは関係ないのです。西洋人にしてみれば、ごく当

たり前の考えであります。だけども、皆さんもそう思

っているのか、と私はうかがっているだけです。生ま

れてから死ぬまで自分があって、その自分は変わらな

いのだ、と。 
 
 
 
 この論理は破れようがないのです。なぜかといった

ら、生まれてから死ぬまで変わらない部分があったと

したら、「それが本当の自分だ」と頑張ればいいのです

から。幸い人間というのは、必ず寿命がどこかで来ま

すから、「変わらない部分がおれなんだよ」といえば、

それで済む。 
 そんなもの、あるわけないでしょう。人は変わるん

ですよ、と。私は日本人ですから、そういう。もし皆

さん方が変わらない自分があるとお考えになるのだっ

たら、それは実はキリスト教主義なんですよ。あるい

は一神教主義なのです。 
 「変わらない自分」があると思うと、何が起こるの

か。だから今の人は、死ぬことがわからなくなっちゃ

った、と私はいうわけです。だって「変わらない自分」

があるんだったら、死んでなくなるのはおかしい。だ

から、皆さん方は、ほとんど、ある意味では死ぬ気が

ないんじゃないですか。現に死にそうになって、「何で

おれは死ななきゃならん」といっている人がいますも

の。 
 「同じ自分」があるというふうに考えたら、そう思

わざるを得ません。だって、「同じ自分」が変わるのは

おかしい。変わるんなら同じじゃないじゃないですか。

そういう意味では、キリスト教世界の人が、「私はずっ

と存在する」といっているのは別に矛盾はない。死ん

でも魂が残っている。最後には神様に呼び出されて、

いいところへ入っていく。 
 このくらい単純なことが、今の世の中ではひっくり

返っているんじゃないか、と私はいっただけです。も

っと難しくいえばいくらでもいえるわけです。そうい

う「私」が入ってきたのは明治です。明治にそういう

「私」が入ってきて、当時の人は一生懸命、おそらく

インテリほどまじめに考えたと思うんです。「私とは何

だ」と。まじめに考えた結果が何になったか、といっ

たら、私小説になったんじゃないだろうか。私はそう

思っている。 
 私小説というのは何だといったら、それこそ徳田秋

声の『黴』とか『爛』じゃないですけど、毎日、毎日、

自分が何をした、とていねいに書いてある。何でそん

なことを大まじめにやらなきゃいけないのですか。や

っぱり私というものを本気で考えようと思ったら、実

生活で具体的に自分が何をしている、ということをき

ちんと吟味していく以外に、「私」というのは考えよう

がない。だから、ああいう小説を書いたのでしょう。 
 それを皆さん、今になってお読みになりますか。も
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う、だれも読みません。だけど、あれは日本独特のジ

ャンルとかいわれて、それで何とか「西洋近代的自我」、

つまり「変わらない私」というものを定着させようと

した。多分、それで本気で一番苦労した人が、私は夏

目漱石だと思います。 
 
漱石も最後は“則天去私” 
 
 「私の個人主義」という講演を学習院でやっていま

す。そこに「個人」という言葉が出てきます。そして、

あの人は五十歳になる以前に胃潰瘍で死んじゃいます。

そのストレスというのはどこから来たか。死ぬ前にい

った言葉が残っています。「則天去私」です。 
 こういう言葉を残したということは知られている。

多分、この「私」は「西洋近代的自我」じゃないかと

思います。天に則って私を去る、といっているのです。

この私は、「変わらない私」「同じ私」「個性を持った私」

「近代的な個人としての私」だろうと思います。 
 漱石は苦労したあげくの果てに、「そんなものはね

え」と、一言いったのだと思います。これは私の勝手

な解釈です。でも、それが当たっているだろうと思っ

て、調べてみようかな、と思っているのです。 
 あの本に書こうと思ったことは、根本的にはこんな

ふうなことなのです。タイトルの「バカの壁」という

言葉については最初の本に書いたことだ、と申しあげ

ました。当時、私は学生を教えていました。まだ若か

ったから一生懸命教えるのです。若い教師が学生を一

生懸命教えれば、当然、出てくる言葉は「バカの壁」

です。 
 それは、本気で教えてみればすぐわかる。「何でおま

え、こんなことわからないんだ」と、どうしてもこう

なります。それがだんだん年をとると、「ああ、わかん

ないんじゃない。バカなんじゃねえんだ。要するに、

理解を拒否しているんだ」ということがわかる。相手

の態度でそれがだんだんわかるようになってくる。相

手は何といっているのか。「わかってたまるか」といっ

ているのです。 
 算数なんか教えていればよくわかる。「こんなことわ

かってたまるか」と、向こうはいっている。それが「バ

カの壁」なのです。自分自身の中にもそれがあるな、

ということは、皆さんもおわかりだと思います。 
 文部科学省は「個性を伸ばす教育」とかいう。お母

さんがそれを本気にして、子どもさんを一生懸命育て

たらどうなりますか。「おかげさまで、うちの子は本当

に個性のある子に育って、個性が出てきましたから、

算数の答案を持って帰ってくると、答えが全部ほかの

子と違うんですよね」。こんなことになるんじゃないん

ですか。 
 もうちょっと大きくなって、自分だけの勉強部屋を

与えてやったら、どうなりますか。「今度は感情も本当

に豊かに、個性的に育って、自分の勉強部屋で一人で

時々大声で泣いたり、笑ったりしているんですよ」と

いう話になる。そうしたら、これは本当に「お母さん、

医者に連れて行った方がいいんじゃないですか」とい

うことになりますよ。 
 
大脳皮質と社会化の関係 
 
 皆さんは、感情というのは自分だけのものだと思っ

ていますが、それは全くのうそです。共感されない感

情は意味がない。だから、テレビをみていれば、アメ

リカの喜劇なんてそれがわかっていますから、観客の

笑い声を入れているじゃないですか。観客がいなくて

も笑い声をさわりのところで入れるんですよ。そうす

ると、テレビをみている人間は笑うということがわか

っているからです。 
 そういう意味で、感情は共感です。そんなのは当た

り前です。私は、きょう、鎌倉から電車で来ました。

その電車の中で、一人でニヤニヤずっと笑って、時々

声でも出して笑っていれば、東京に着くまでに周りの

お客は全部いなくなりますよ。 
 理屈だって全く同じです。私だけがわかる理屈なん

て、意味がない。皆さん方は、私の心というのがあっ

て、それはほかの人から独立していると思っているか

もしれません。しかし、それはほかの人から自分の心

を隠しているだけでしょう。知られたくないからいわ

ないわけでしょう。ともかくわからないことが存在し

ていたって、定義により、わからないんですから、社

会的には意味がない。 
 皆さん方が他人の心理を理解する限り、それは個人

の心理にはならない。社会心理になっちゃうんです。

他人の心理を理解することで、理解できる心理という

のは、自分だけの心理じゃない。個人心理、社会心理

というけど、区別ないんですよ。私が皆さんにわから

ない心理を持っていても、皆さんにはわからないので

すから、意味がないのです。 
 人間の脳みそがでかくなってきたのは、実は、そう

いった共通了解を進めるためだと、私は長年考えてい

る。共通了解を徹底的にできるように、大きな脳をつ

くっていったのです。だから、こんなややこしい社会

がつくれるのです。 
 人間の脳で大きくなった部分というのは大脳皮質で、

実は、共通了解を保証する部分なのです。ですから、

初めから仕事がここには入っていないのです。仕事が

入れられていないのです。 
 入られていないということは、皆さんもよくおわか

りでしょう。日本に生まれたら、日本語が入っちゃう

のですから。アメリカなら英語が入っちゃうんです。
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だから、そこはあけてあるのです。そういう部分が共

通了解を保証するようになっている。それで社会とい

うものができ上がっていくわけでしょう。 
 社会が複雑化すると同時に、人間の脳がでかくなっ

てきます。でかくなる部分というのは、もともと仕事

がある部分じゃなくて、要するにユニット構造のとこ

ろです。つまり、コンピューターのメモリーみたいに、

それをふやしているのです。その新しい部分を使えば、

お互いにそこに入れられるんですよ。 
 古い部分というのはそれができません。食い物の好

き嫌いなんて扁桃体ですから、扁桃体はもともと構造

でできちゃっていますから、これは育ってくる途中で、

何を食ったかで好き嫌いが全然変わっちゃいます。体

のぐあいでも変わっちゃいますから、しようがない。

たで食う虫も好きずきで、いろいろになっちゃいます

から。そんなものはどうでもいい。我々の共通了解を

保証しているのは、基本的には大脳の新皮質でありま

す。 
 それが言葉を操ります。言葉は、私だろうが、皆さ

ん方だろうが、全く共通です。私が独特の思想の持ち

主だなんて仮に考えて、おれみたいな意見をいうには、

ペルシャ語が一番いいんだという結論を出して、皆さ

んにその理由をいって、これから先はペルシャ語でし

ゃべります、と話したら、もう会場にはだれもいなく

なるわけです。 
 教育勅語は「億兆心ヲ一ニシテ」と書いてある。僕

はあれを誤解していた。同じことを徹底的に「一億玉

砕」とかいって押しつけた。「億兆心ヲ一ニシテ」とい

われなくても、お互いに心は一つになるのです。なら

ない部分はノイズです。心については意味がない。 
体は初めから「私だけ」 
 では、個性はどこにあるかとなる。あるに決まって

いるじゃないですか。体をみればわかる。みんな違う

んですから。移植手術をやってみればよくわかります。

何でこんなに移植が厄介なのかわかりますか。皆さん、

教えもしないのに、これはおれじゃねえ、とわかって

いるのです。 
 仮に親の皮膚を子どもに移植したって、子どもは受

け付けない。体というのは、そのくらい水くさいので

す。「私だけ」ということがわかっている。そこまでわ

かっているのに、何で個人や個性なんか主張するんだ

よ、とこっちは思う。変なことをいうようですが、主

張する必要なんかない。体は初めから一人一人違うの

ですから。そこにもずいぶん誤解があるな、と思う。 
 僕は科学の分野でしたから、若いとき「独創的な仕

事をしろ」といわれ、苦労しました。「独創的な仕事を

しろ」といわれて、それができますか。若いうちはだ

れも何も知らないのですから、前の人がやったことを

やらなきゃだめなんです。訓練です。解剖なんか典型

的で、杉田玄白以来ですから。それをやっていって、

それを理解していって、自分の考えを出していく。な

のに初めから「独創的な仕事をしなさい」といわれり

ゃ、どうすればいいんですか。本当に苦しかったです

よ。周りからそれをずうっといわれていたから。 
 それが誤解だ、ということに気がつくのにずいぶん

時間がかかった。つまり、どういう誤解かということ

を、わかりやすい例で示しましょう。顔学会というの

があります。東大のある教授が、男子学生、女子学生

を分けて、学生百人の顔をコンピューターで重ねちゃ

ったのです。百枚の顔写真を重ね焼きしたと思ってく

ださい。そうすると、当然、顔はぼけますけど、百人

分の顔を合成した顔というのは、これが美男美女なの

です。 
 世間では「十人並み」というぐらいです。それを百

人重ねたら、当たり前の顔になるはずじゃないですか。

どうして美男美女になるんですか。 
 百人の顔を重ねていくと、個人個人の特徴が消えて

いきます。個人差がなくなっていく。だから、目と目

の間の距離にしても、およそ今の日本人の学生の一番

標準の距離になります。鼻の位置にしても、一番標準

の位置になるし、口の大きさとか位置にしても、一番

標準になります。だからここから徹底的に普通の顔が

美人だ、という答えが出ます。一切のノイズが消えち

ゃいます。左右の目の大きさが普通は違うんですけど、

百人重ねれば、左右の目は同じ大きさになります。対

称性が非常に高くなって、その顔が平均値に近づく。

徹底的に平均化された顔というのはあるかというと、

実際にはないのですが。 
 血液を採って、二十項目について独立の性質を血液

検査をすると、普通は、五％程度を異常として医療で

ははじく。二十項目の検査をすれば、確率的に一項目

ぐらいは異常に必ず入る。二十項目やって、全部正常

値に入るという人は、意外に少ないのです。そういう

のが美人なんです。 
 美人の顔というのは、要するに皆さん方が美人だと

判断するんだから、これは相手の顔のつくりの問題だ

けじゃなくて、こちらの脳の側の認知の問題なのです。 
 我々の脳というのは、人間の顔が普通（標準）に近

づけば近づくほど、敏感になるという性質を持ってい

る。これは生物学的には極めてリーズナブルですよ。

普通にある顔に対して敏感にならなければ、そもそも

顔の区別がつかないじゃないですか。顔が標準に近づ

けば近づくほど、当然のことでそういう顔をした人の

人数はふえる。その区別をつけるためには、平均値に

近づけば近づくほど、感性の方は敏感にならなきゃい

けない。 
 
当り前が「絶世の美女」なり 
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 だから、非常に標準的な顔に近づいたときに、右目

と左目の大きさが多少違うと、皆さん方は、美人か美

人じゃないかという評点でいうなら、マイナス百点を

つけたりするのです。同じくらいびっこの目が全体に

びっこの顔の中にはまっていると、マイナス一点ぐら

いしかつけないのに。そういうふうに考えていったら、

美人の顔というのがなぜ少ないかがおわかりでしょう。 
 この話と、さっき私がいっていた独創性とどういう

関係があるか。ノーベル賞クラスの仕事というのは、

皆さんは非常に特別な頭の能力を持った人が、とりわ

け特別なことを考えるんだ、とつい思う。しかし、そ

うじゃないんですよ。最も当たり前の考え、それを最

も深めたものが最も基礎的といわれるもので、どこに

でも顔を出す考え方を考えつくことができる人が、ノ

ーベル賞クラスの仕事をする人です。 
 いまでは、それが特殊な分野に実は行っちゃったの

です。これだけ専門化すると。本来は、ノーベル賞と

いうのは基礎的な業績に出していたのです。一番当た

り前の顔の美人に出していたのです。ここらへんも個

性中心という考え方をしていくと、わからなくなる。 
 百人の顔を重ねたらなぜ美人になるかという、その

問題をだれも議論しない。解かない理由は、その問題

が難しいからじゃないのです。現代社会では、皆さん

方が別な偏見を持っているからなのです。我々が一番

気がつかないのは、自分が持っている偏見です。そん

なことは、戦争の時代をくぐっていればわかるはずな

のです。 
 
※自然に使い分けられていますので、人称代名詞はあ

えて統一しませんでした。 
 
 

養老語録 
２月１８日の「著者と語る」で会員の質問に答えて 

 
①違法はリーズナブルか？ 
 政治と学問をまず分けないといけないと思うんです。

政治で学問的なことをしゃべったって、おそらく通じ

ねえだろう、という気がする。というよりも、政治と

学問は商売が違うよ、と僕はよくいうんです。 
 正直なことをいって、一番嫌いなのは実は政治なん

です。いわゆる政治的というのが一番嫌いです。大学

でも一番嫌いだったのは人事なんです。東大の医学部

なんかにいれば、人事のときには電話がかかってきた

りするんですよ。だれだれをよろしく頼むとか。 
 最初は僕は「うんうん」と聞いていましたけど、そ

のうち怒るようになりました。そうしたら、そのうち

電話がかかってこなくなった。あるとき気がついたら、

まあ、いいんですけど、全然そういうことと縁がなく

なっていた。 
 そんな極端なことを、いまの日本の人にいったって

無理だとよくわかっていますよ。しばしばだんごにな

って投票しているんですからね。 
 例えば学生紛争のとき民青がなぜ評判が悪かったか

といったら、上の意見が変わったら、下のものが全部

意見を変えるからです。こういうのは困るよ、という

のは、大学なら当然ですよ。しかし、そんなことは政

治の世界では当たり前でしょう？ まあ、ありますわ

な。そんな世界ですから、僕には関係ないとそもそも

思っていました。 
 憲法の問題についていうなら、福田恒存の時代から

いわれているんですが、あれ、よく読んでみると変え

られないんです。だから、憲法は改正じゃなくて、書

きかえなきゃいけないんですよね。取りかえなきゃい

けないんですわ。 
 そもそも、第九条をみたって、「永久に放棄する」と

書いてあるんでしょう。「国際紛争を解決する手段とし

ては」となっていますけど、そういう根本的なところ

を、あの憲法は変えちゃいけないと、前文にちゃんと

書いてあります。 
 だけど、あれを受け入れたときに、そもそも「永久

に」という言葉を法律に入れていいかどうかというこ

とくらいは、法律家が考えなきゃいけなかった。政治

の世界で、そんな「永久」なんていうことはあり得な

いんです。何だってそんな言葉を入れた憲法をそもそ

もつくったんだよって、こっちがいいたい。変でしょ

う、そんなことは。人間が何で永久保証できるんだ、

ということですよ。 
 そういうふうにまじめな憲法じゃない。だから、学

生だってどう思っているかといったら、憲法は、おれ

が守らなきゃいけない一番重要な法律だとか思ってい

ますもの。 
 そうじゃないでしょう、あれ、本来、マグナカルタ

なんて僕らは習いましたけど、あれは王様をひっつか

まえて、これを守れ、という話ですよね。つまり、権

力者、政府がこれに従わなきゃいけないといっている

んだから、少なくともこれだけは従ってくれよ、とい

う話なんだから。それを大体国民がつくったなんて、

皆さん方もつくった気なんかしていないでしょう。 
 まず、そこらへんの率直な話からしないと、僕は改

正できないと思う。それはやっていいことであって、

やって当たり前のことではありますが。 
 根本的なところの話をとばして、途中から始めるか

らわからなくなっちゃうんです。基本的にはあんなも

のは――あんなものといったら悪いけれども、本気で

政府が守る気があって、国民が本気でやる気があるん

なら、すぐ変えられるはずですよ。そうでしょう。 
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 国際紛争を解決する手段としては、武力はこれを放

棄するというのは、「永久に」をとっちゃえば、それは

それで使える。内閣法制局の解釈でも使えるでしょう

よ。 
 「放棄する」といわないで、国際紛争を解決するた

めに用いないという表現にして、変えたっていいんで

す。とにかく、リーズナブルに変えてもらわなきゃ、

学問的にはあんなものどうしようもないですよ。 
 政治に一つ提案するとすれば、皆さん方が賛成して

くれるかどうかしりませんけど、こんなのはどうでし

ょうか。いま、二院制になっていますよね。だから、

参議院の方は同じことをやらせないで、三十年とか、

五十年とか時間を切って、要するにそれより近いこと

を扱っちゃいけないという議会にしたらどうだろうか。 
 五十年先以上のことしか、そこでは論じない。ある

いは百年先でもいいですよ。そのくらいのことをやら

ないと。その日暮らしで政治をやっていくことが、本

当にこの国の将来にとっていいことかどうか大いに疑

問です。環境問題や戦争の問題なんかもそこで議論し

たらどうだろうか。長い目で見れば憲法もそこに入り

ますよね。ただいま現在の、あっちヘ行ったりこっち

へ行ったりの中で、こういうことを決めちゃぐあいが

悪い。 
 いまの人は、てめえが生きている間しかみませんか

らね。大体、仏壇がない家が普通になってきましたか

らね。仏壇がないということは、過去がないというこ

とですよ。過去がないということは、未来がないとい

うことなんです。 
 政治は嫌いですが、学問として考えれば、長い目で

みるしかない。そういうことを議論するためには、毎

日、毎日のことを議論して、いろいろな世界にそれを

持ち込んでいくこと自体がぐあいが悪い。だから、た

だいま現在イラクに兵隊を送るかどうかという話と、

将来的に日本がどういう憲法を持つかという話は、や

っぱり分けて考えるべきだと思います。 
 
②人は死んだらモノなのか？ 
 そもそもこの国は本当に法治国家か、とずうっと思

っていました。 
 僕は、死体を扱っていた。しかし、死体に関する法

律はほとんどありません。大体、皆さん、死体はだれ

のものだとお考えですか。よく皆さんは、「死んだら物」

とか、わけのわからないことをいってますけど。日本

で実態として死体は物なのだろうか。もし物扱いした

らぶっ殺されますからね。だから、明らかに物じゃあ

りませんよ。 
 法律家は「物だ」というんです。だから、脳死臨調

の報告書をみてください。臓器移植反対派が、「死んだ

ら物」と書いているんです。学生に聞いたら、必ず逆

をいいますね。 
 普通の皆さん方の解釈では、臓器移植賛成派は「死

んだら物なんだから、人間じゃないんだから、そこか

ら心臓をとって他人に植えても問題ないだろう」と、

そういう論理になっているはずです。しかし、そうじ

ゃありません。臓器移植反対派が、「死んだら人は物」

と主張している。 
 だから、僕も最初は猛烈に混乱して、読んだ瞬間に

頭を殴られたような気がした。こいつ、何いってんだ、

と。それで、次を読んで初めてわかったんです。次に

なんと書いてあるか。こうです。なぜなら、死者には

人権がないからだ、と。あ、これは法律家の解釈だと

初めてわかった。 
 そういえば前に検事総長までやられた方が、ガンに

なられて、死ぬ前に『人は死んだらゴミになる』とい

うタイトルの本を出された。法律家というのは、そう

いう考え方をする人たちだと、以来、僕の頭にはしっ

かり入っています。 
 僕が「ゴミである」とか、「物である」とかと思って、

三十年間も解剖をやれたか、といったら、そんなこと

はできません。常識で考えて、皆さんにもよくおわか

りだと思うんです。 
 法律家というのは変な人たちです。なぜかというと、

これを言い出したらきりがないんですが、皆さん方ジ

ャーナリストの世界の人たちは、本当は世間のルール

というのをみて生きておられるはずなのです。しかし

明治以来、法律はある意味でそこに横から殴り込んで

きたんです。 
 医療なんかやっているとしみじみわかるんです。法

律で決められている世界と、皆さん方が暗黙のうちに

前提にしている世界は違うということが。 
 
③生きているものの複雑さ 
 科学というのは西洋式の科学です。西洋の社会の一

つの中心的な考えは、人間中心です。ですから、動物、

家畜というのは別もの。あれだけ牛を殺して食ってい

るのは、動物は人のために神がつくったという考え方

が、やっぱりどこかにありますね。 
 これが仏教になりますと、生きとし生けるもので、

「一切山川草木悉有仏性」です。生き物はすべて等し

並みです。だけども、西洋社会ではそれが切れていま

すので、人間とチンパンジーの間の研究をやろうとす

ると、やっぱり非常に抵抗がある。 
 人間とチンパンジーの遺伝子が九割九分近く同じだ

ということをいったのも、日本ですよ。あれは理研の

データですから。そういうことは、ヨーロッパやアメ

リカではやりにくい。やっぱりどこかに抵抗があるん

だろうと思います。 
 だけど、これを本気でやりゃ、いまの科学でチンパ
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ンジーと人とどこが違うか、それにかかわった遺伝子

は何かということを、簡単に詰められると思っていま

す。 
 しかし、その遺伝子一個一個がどういう作用をした

かということになると、実は非常に難しい問題になり

ます。遺伝子はわかるんです。遺伝子はわかるけど、

その遺伝子が脳に対してどういう影響を与えるかとい

う話になると、ほとんど手におえない状態になってく

るんです。これは、実際に科学をやっていただかない

とわかりません。上手にそれを説明するいい例がなか

なかないんですね。いかに生き物がややこしいか、と

いうことをいうしかないんですけど。 
 いま、鳥インフルエンザのウイルスとか、いろいろ

いっています。ＳＡＲＳとか。あのウイルスの構造決

定なんて簡単にできるんですよ。すぐわかっちゃう。

ウイルスはどういう構造をしているか、もう塩基の配

列までわかっちゃいます。だから、徹底的にウイルス

はわかるんですよ。ウイルスはものすごく簡単なもの

だから、全部わかるんです。 
 人間の細胞もわかるか。遺伝子だけでもうわかった

ものが三万何千です。四万近くあります。それがたん

ぱくをつくるとして、おそらく二万種類ぐらいのたん

ぱくが一つの細胞に入っていて、それが膜で包まれて、

ああいう複雑な構造を持っています。そういうものを

単純なウイルスと同じレベルで語れるかといったら、

語れないんですよ。 
 ウイルスは、わずかの種類のたんぱくと核酸からで

きています。そういうものは、我々は簡単に構造を決

めることができる。しかし、それは要するに、物質の

構造が決まっただけであって、生きているものの構造

を決めたわけじゃないんですよ。 
 生きているものの複雑さということが、解けないん

です。そっち側の問題になっちゃう。それをシステム

論と私は申しあげている。ウイルスの構造が全部わか

るとか、このインフルエンザはどういうインフルエン

ザウイルスだとかはすぐわかる。そういうところの科

学は進んでいる。 
 それじゃ、そのインフルエンザウイルスが皆さんに

とっついたときに何が起こるかというと、そのレベル

ではわからない。そのくわしさではわかりません。当

たり前じゃないですか、ウイルスがちゃんとみえるく

わしさで人体をみようとしたら、とてつもないことに

なるのですから。 
 例として、私が最初の本に書いたことを申しあげま

す。Ｈ２Ｏというのは、化学でいえば水の分子です。

だから、こう書く教科書がたまにあります。Ｈが２つ

にＯが一つと。こういうふうに書いたときに、これは

水の分子の拡大図だと思ってもいいわけですよ。そう

ですね。水の分子をある意味で拡大したものである。 

 いま化学の説明をしていて、拡大したとして、これ

が二十センチで書かれているとします。学生によくい

うんですけど、これは水の分子を拡大したと考えても

いいよな、と。そうしたら、この拡大率で水の分子の

実際の大きさは実はわかっているのだから、それを二

十センチにしたという拡大率で人間をみたらどうなる

か。簡単に計算ができます。計算すると人間は地球の

上に足があって、頭が月に行くんですよ。 
 皆さん、化学の本を平気で読んでおられますけど、

化学のレベルというのはうっかりすると、その拡大率

を人間にあてはめると、皆さん方の足が地球にあって、

頭が月に届くような関係の中にあるんです。 
 そうしたら、こんなものみれますか。月までロケッ

トで何日かかると思います。三十万キロ以上あります。

地球を七回り半ですよ。 
 いままでの化学の進歩というのは、システム論でや

ると、ややこしいものを説明しないで、単純なものを

扱ってきたんです。ですから月ロケットになる。ロケ

ットって何だというと、鉄砲玉が進化したものですよ。

ミサイルもそうです。 
 
④ナイフが人を殺す 
 鉄砲玉は幾らでも進化しますけど、たかが知れてい

るんです。だから、僕は月ロケットが飛んだときに書

いたんです。「あんなでっけえものがゴウゴウ音をたて

て、空を飛んで行くところへ行きゃ、予定したところ

へ着きゃ、だれだって驚く。だけど、飛ぶだけなら、

ハエでも、蚊でも飛ぶじゃないか。悔しかったら、ハ

エか蚊をつくってみろ」と書いたんですよ。 
 いまでも同じですよ。ハエも、蚊も、とてもつくれ

ない。鉄砲玉ならいくらでもつくれるんですよ。 
 人を殺しちゃなぜいけない、という話で、僕はよく

書くんです。人が人を殺すって大変なんですよ。僕は

子どものころ素手でのけんかを奨励された。そうする

と、お互いに途中で必ずイヤになっちゃうんです。面

倒くさい、相手も抵抗するしね。 
 子どものけんかでもナイフが出てきた瞬間、あっと

いう間に大人が入ってとめました。人が人を殺すんじ

ゃなくて、ナイフが人を殺すんですよ。鉄砲玉が人を

殺す。ナイフの簡単さと、人間の複雑さと比べてみて

くださいよ。 
 人間というシステムは、急所を突けば、ナイフの一

突きで簡単にいっちゃうんです。僕にメス一本くだす

って、皆さんがじっとしているという条件があれば、

この会場にいる人全部殺すのに、たいして時間はかか

らない。こっちはそのプロですから（笑）。 
 「おまえ、名医になって、メス一本で全部生き返ら

せろ」といわれたら、全くできません。システムに関

する限り、これは全く一方向的なんです。破壊する方
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は簡単にいくんです。しかし、つくり出す方はまった

くできないんですよ。 
 皆さん方が科学の進歩と従来いっているのは、ウイ

ルスの構造を決定すること、つまり鉄砲玉を調べるこ

とであって、人間という複雑なものを調べることでは

なかったんですよ。二十一世紀の生物科学はおそらく、

僕がいまいっている方向、システム論的な方向に進む

し、進まざるを得ないだろうと思います。いままでみ

たいに、徹底的に単純化して説明するというやり方を

していったんじゃ、害がふえるばっかりだということ

に、さすがに気がついてきたんです。 
 
⑤因果関係が読めない社会 
 僕が殺すなといっても、それを法律に書いても、ず

うっと人は人を殺しているんですね。それで、人を殺

す道具がどんどん進化した。そういうことをいま問題

にしたんです。 
 素手で殺し合っている分には、結構じゃないか、と

いう気がする。だが、本当に殺せるか、いや普通なら

やれない。ところが、小錦とか、それこそ昔でいえば

力道山みたいな人がいて、あれぐらい体全体を凶器に

しちゃうと、普通の人は飛ばされちゃいますから、そ

れがどんどん進化していって、問題が起こってきたん

だなということはわかるんです。 
 人間はどうしようもねえと思うことを、鉄のカーテ

ンが壊れたときにも経験しました。ミサイルの削減交

渉をロシアとアメリカがやりました。結局、三年間で

お互いに二万発削減すると決めた。実際に壊し出して

何が起こったかといったら、あんな危ねえもの、そん

な簡単に壊せねえ、カネがかかって、月に二、三発し

か壊せないということがわかった。結局、両方で合意

したにもかかわらず、削減できなくなっちゃった、と

いうことがあるんですね。そのくらい人間ってバカな

んだ、と思っています。だから、何をしなきゃいけな

いかというと、つくっちゃいけないんですよ、結局。 

 メディアの方々だから申しあげますけれども、例え

ばテレビは子どもにどういう影響を与えるかとかいう

ことを考えてほしい。さんざんやったじゃないですか、

テレビ放送を始めるときに、こういうものは子どもが

みるなとかどうとか。 
 本当なら、子どもに暴力シーンがどういう影響を与

えるかを、その始めたときからすでに調査を始めてい

なきゃいけなかった。環境アセスといって、建物を建

てるときにアセスをやるじゃないですか、それと同じ

です。当然、そういうことをやっていなきゃいけなか

ったんですよ。 
 いまの問題は、武器をやたらため込んで、しかもア

メリカじゃないけど、産軍複合体で、大体、ああいう

ものをつくらないと食っていけないというところまで

きている。日本は、「地雷をつくってねえ、武器は輸出

禁止だ」とかいっている。けど、よく知っているやつ

に聞いたら、「何いってんだよ。世界で使ってる地雷の

信管って、ほとんど日本製だよ」といわれました。そ

うしたら武器禁輸とかいっているけど、あんまりそれ

は意味がないですよ。そういうレベルまで行ったら。 
 だから「人を殺すな」と簡単にいってるけど、皆さ

ん方も気がつかないで人殺しの手伝いをしていること

はいくらでもあるはずなんです。 
 しかも、そういうことをきちんとお互いに理解して

いくだけの社会の単純さというのを、我々はあえて壊

していっているような気がする。もうちょっと単純な

社会にしないと、そういう因果関係が読めなくなっち

ゃう。武力だけが人を殺すかといったら、そうでなく

て、いまはいろんなことで殺していますよね。 
 皆さん方のような職業の人でも、多分、自殺がふえ

たのは、どういうところに社会制度上の問題があって、

そうさせるかということを本気で考えていないと思う

んですよ。 
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