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クオリア BEST 10 

ここ４年程度の期間で見た映画や本の中で、これはというものを選んでみた。なかなか、B 級の

作品や評判かんばしくないものも入っているが、その時の自分の判断で素直に選んだものである。 

 

【映画】★★★★以上   洋画 18 作品、邦画 19 作品 

15【波の盆：実相寺昭雄監督】 

26【赤目四十四滝心中未遂】 

33【優しい 12 人の日本人：三谷幸喜監督】 

38【ハウルの動く城】 

52【蒲田行進曲】 

54【テイクン：スピルバーグ】 

59【ダビンチコード】 

65【ナナ】 

68【三丁目の夕日】 

73【プロモーション】 

76【博士の愛した数式】 

92【かもめ食堂】 

96【ブレードランナー】 

98【美女濡れ酒場】 

107【紙屋悦子の青春:黒木和雄監督】 

128【ロードオブウォー】 

【ギャラクシークエスト】 

132【宇宙人の解剖】 

158【コンタクト】 

173【クレオパトラ】 

175【もう頬杖はつかない】 

178【カッコーの巣の上で】 

181【ゴジラ】 

188【バベル】 

215【情婦(ﾋﾞﾘｰﾜｲﾙﾀﾞｰ監督)】 

269【バトルスター・ギャラクティカ】 

304【七瀬ふたたび】 

305【篤姫】 

314【ニールンベルクの指輪】 

316【バトルスター：ギャラクシークエスト シーズン 2】 

342【ハリーとトント】 

345【ボーン シーズン 1】 

365【２４、シーズン 5】 

434【手紙】 

442【容疑者 X の献身】 

461【おくりびと】 

486【ヘンダーソン婦人の遺産】 

493【トラトラトラ】 

526【ボヘミアン・ラプソディ】 

537【竜馬暗殺】 

549【君たちに明日はない】 

635【火の魚】 

636【インスタント沼】 
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654【刑事定年】 

665【男はつらいよ（寅二郎夕焼け小焼け）】 

666【フラッシュフォワード】 

674【男はつらいよ ふーテンの寅さん：寅次郎相合傘】 

 

 

 

【ＢＯＯＫ】★★★★以上 

18【クオリア降臨（茂木健一郎著）】 

21【あなたのなかのサル】 

【脳と仮想：茂木健一郎】 

29【天皇問題：山本峯秋】 

34【ホミニッド：R.J.ソーヤ】 

37【バースデイ・ストーリーズ：村上春樹編訳】 

43【パラレルワールド：ミチオ・カク】 

47【龍安寺石庭の謎：明石散人】 

48【容疑者χの献身】 

57【アナン：飯田譲二、梓河人】 

69【フェルマーの最終定理：S.シン】 

70【バチスタの栄光：】 

74【芸術的人類学、対称性人類学：中沢新一】 

77【対称性人類学】 

81【ビッグバン宇宙論：S.シン】 

88-2【オルファトグラム】井上夢人  

106【ダレカガナカニ】井上夢斗 

109【離愁（多島斗志之）】 

118【からくりアンモラル（森奈津子）】 

129【黒澤明封印された 10 年：西村健一郎】 

167【黒澤明とハリウッド：田草川宏著】 

201【あなたの魂に安らぎあれ：神林長平】 

203【永久帰還装置：神林長平】 

208【魂の駆動体：神林長平】 

【人類が知っているすべてのことの短い歴史：ﾋﾞﾙ･ﾌﾞﾗｲｿﾝ】 

238【忘れられた日本人：宮本常一】 

258【ララピポ：奥田英朗】 

276【 エロス：広瀬正】 

279【神々の遺品：今野敏】 

282【空中ブランコ：奥田英朗】 

283【イン・ザ・プール：奥田英朗】 

287【サウスバンド：奥田英朗】 

295【カンナ 飛鳥の光臨：高田崇史】 

317【ルシフェリアン：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾌｯﾙﾎｰﾄﾞ】 

329【生命の意味論：多田富雄】 

339【重力ピエロ】 

340【知恵と慈悲（仏教の思想１）：増谷文雄】 

343【若者論】 

346【東京オリンピックの身代金：奥田英朗】 

351【寝ながら学べる構造主義：内田樹】 

362【場所の現象学：ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞﾚﾙﾌ】 

382【宇宙を織りなすもの：ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ】 
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385【レモンハート(1～20 巻)：古谷三敏】 

386【黄昏流星群(1～33 巻)：弘兼憲史】 

397【証拠：ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾗﾝｼｽ】 

405【差別と日本人：野中広務＋辛淑玉】 

408【深夜食堂：安部夜朗】 

445【悲しみよこんにちは：ﾌﾗﾝｿﾜ･ｻｶﾞﾝ】 

454【歴史はべき乗で動く：ﾏｰｸ･ﾌﾞｷｬﾅﾝ】 

481【ブラックスワン(上巻・下巻)：ﾆｺﾗｽ･ﾀﾚﾌﾞ】 

490【辺境の日本：内田樹】 

498【子供はわかってくれない：内田樹】 

529【神仏たちの秘密：松岡正剛】 

535【ピアニストがみたピアニスト：青柳いずみこ】 

542【音楽の聴き方：岡田暁生】 

546【検察の正義（郷原信朗）】 

550【でっちあげ（福田ますみ）】 

556【完璧な涙（神林長平）】 

563【河童伝説：高田崇史】 

584【足利事件：小林篤】 

599【日本の百年：橋川文三】 

617【閃光：永瀬隼介】 

628【永遠のゼロ】 

631【普天間密約：守屋元次官】 

641【万能鑑定士 Q の事件簿Ⅰ＆Ⅱ：松岡圭祐】 

653【日本人の信仰心：前田秀樹】 

655【万能鑑定士 Q Ⅶ：松岡圭祐】 

667【おかしな男 渥美清：小林信彦】 
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作品感想 

 

1【神々自身（ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ）】 

別の宇宙とのエネルギーの交換により、その世界の元締めになった主人公。ただ、あちらの国の記述

についていけず途中で放り投げ状態。こちらの国の記述ははまってしまうのだが。 

 

2【生物多様性】 

生物の多様性は、どのように形作られるのであろうか。また、多様性は本当に強い生態系を創り出し

ているのか。 

⚫ 生物の多様性は時間とともに増加する。しかし、生物の多様性の急激な増加について、どのよう

な条件が促進したのか理解していない。 

⚫ 多様性とは、①個体の多様性、②種の多様性、③生態系の多様性からなる。 

⚫ 現在は、1,500 万種程度か。 

⚫ 多様性は、高緯度ほど低くなる。太陽熱エネルギー、水の収支当が関係。あるいは、敷地の面積

が広いことが個体群が隔離される機会を多く与えるために多様性の度合いを増す。 

⚫ なぜ、不快な昆虫を守る必要があるのか、あるいは生産力が低い土地を守る必要があるのか。昆

虫が多様性に成功した理由は。 

⚫ 生態学とは、生態系におけるエネルギーの流れを理解することである。また、支配的な非生物的

環境として、季節変動を伴った気温と水の有効利用という視点が重要。その不均一性が多様な生

態系を形づくる。生物としては、繁殖と成長の戦略を固有の環境別に持たなければならない。 

⚫ 標高差は、緯度による生態系の変化を反映させる。 

⚫ 河川のダイナミズムとは別の湖沼のダイナミズム。湖沼の表層と深層での水温の関係が変化する

ことにより、温暖な場合は、安定した垂直的な構造を持つ。表層水と深層水、そしてその中間に

水温躍層をもつ。大気温が 4℃以下となると、安定性は失われ、混合が始まる。 

⚫ 深海の生態系、特に、光が届かない場所でも、バクテリアにより化学的に供給されることがある。 

⚫ 水域では、植物プランクトンが食物連鎖の基礎で、動物プランクトンが植物プランクトンを捕食

する。 

⚫ 生息地縮小の過程が、どのようなプロセスを持つのかで絶滅の過程は変わる。分断、パッチ上の

進入、波状等。この面的な縮小プロセスを評価することで予測する。 

⚫ 生息域の縮小で、食物連鎖の頂点にいる種は、別の生息域へ移動するため、瞬間的に生息が見ら

れなくなる。 

⚫ 種の予測は、「島理論」では、全体的な種の豊かさを重視するのみで、どの種が群集を構成するか

はわからない。 

⚫ パイオニア種、植物遷移の初期の先駆的な種 

⚫ ？林道等を開設すると生物の種類数は増加するか？里山的に。これまで生息パッチの中心に生息

していたものが、エッジに急変することにより、その環境は著しく変化する。この影響か、ある

いは単に調査がしやすくなったためか？ 

⚫ 「アリー効果」絶滅に向かう悪循環。個体群のサイズと個体の適応度との間に正の相関があった。 

 

3【啓示空間(ｱﾙｽﾃｱ･ﾚﾅﾙｽﾞ)】★★★？ 

1000 ページを超える大作。人類の前に極めて高度な文明と文化を持った種が存在し、何らかの理由で

消滅した。その原因が、考古学の研究により解き明かされる。ｻｼﾞｬｰｷ、ﾊﾟｽｶﾙ、ｼﾙﾍﾞｽﾃﾙ等の個性豊か

な人物は魅力的。だが、十分に理解したとはいえない。一様、最後まで読み上げたが。再読が必要か

も。2006.04.29 

 

4【複雑系】 

 

5【中国はなぜ反日となったか：清水美和】★★★☆ 
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中国が反日となった流れを事実と考察を含めしっかりとわかりやすく解説した良書。鄧小平時代の良

好な関係が、江沢民時代に一気に反日に振り子がゆれ、その勢いで日本も嫌中となった時代背景が理

解できる。ようするに、中国国内の事情で、親日にも反日にもなりうるし、歴史認識が精算されたと

いって日本を喜ばし、しばらくたつと精算が済んでないとぶりかえす。これらも基本的には中国の国

内事情。まあ、その国内事情に靖国訪問等のきっかけを与えているのは日本人そのものであるが、一

つ一つの事例の中身は変わらないのに解釈を変えてくる。まあ、付き合いにくいのは間違いない。か

つての親日は、ソ連への牽制であるし、親日が反日に変わったのもソ連の崩壊で中国への脅威が解消

して知ったからである。さて、そういう中でどう中国と付き合うのか。今(2008.4)の時点では、北京オ

リンピックにともなう聖火リレーで、チベットの人権問題を指摘され、中国は世界中から悪者扱いに

されている。それも、中国国民が、自らナショナリズムを掻き立ててしまったため、中国政府も中国

国民も異質な人たちと見られてしまうこととなった。その現実に、中国国民は気づいていない。その

気付きがどのように生まれるのか。そして、そのときに国はどのようにするのか。いまは、間違った

中国国内への報道で、日本は中国のよき理解者となっているが、日本国民の中国国民に対する嫌中意

識はきわめて高いところにある。そして、世界から非難を浴びていてわかっていないことを馬鹿なや

つらと思っている。そこで生じる意識の差が、今後の日中の関係の展開にどう係わってくるのか。

2008.04.27 

 

6【景観生態学】 

 

7【指導者】★★★ 

エドモンド・ハミルトンの「アンタレスの星のもとに」を読む。瞬間移動装置により別の世界に飛び

込み、指導者となったメリック。ただの青年が、指導者として成功を収めるのは、視点の取り方であ

ったろう。別の世界とは、視点の違う世界ということであり、現象としては同じでも、理解の仕方や

対処の仕方が異なる世界のことである。現象が異なる世界でも、視点が同じであれば同じ世界という

ことであろう。東京から、九州に瞬間移動で異動してきた自分の役割は、視点を変えた見方を行うこ

とで、現在の欠点を改善させるということにつながるか。東京と九州の見方の違いは何か。時代の先

端を進まなければいけないという意識そのものであろう。 

 

8【インストール】★★★ 

上戸彩の「インストール」をみる。女子高校生が自分の人生の目的を持てずに、アダルトチャットに

はまることで求めようとする。人生の目的を持てている人、あるいは持っていると勘違いをしている

人はうらやましいということであろうか。あるいは、人間は生まれてきたからには何らかの人生の目

的を持ち、それを達成するために人生があるという満足感をもとなければいけない宿命にあるのか、

そんなことの投げかけか？ 

確かに、時間はあるようでないし、ないようである。この気持ち、あるいは精神の不満足度とどう向

かい合うのか。基本的なスタンスは、「ないようである」がベースで、しかし、その持ち時間が死とい

う時間切れのステージが来ることを考えれば「あるようでない」とも考えなければいけない。特に、

51 歳になり、残り時間が半分以下になったとき、あるようでないの気持ちが優先し、あせりやあきら

めが先行する。しかし、時間は、結構たっぷりある。そのすごし方の問題で、目的が必要であると思

うか、そうでないか。あるいは目的とは必要というものでなく、はまった時間の積み重ねで出てくる

成果を受け入れるのであれば、目的はないが、何らかの成果は受けられる。一日一日をしっかり生き

るというスタンスは、この考えであろう。 

人生の目的という視点に戻ると、たとえば、宇宙飛行士になりたいだの金持ちになりたいだの、ある

いは悟りの境地を得たいだのさまざまであろう。つまりは、限定された限られた時間をどのように生

きるかという、時間はあるようでないとの発想で来ている考え方であろう。若者は、そのような気持

ちを持ち、本当はたっぷりある時間ではあるが（というものの、途中でタイムアップになる場合はあ

るが）、一日一日を充実して生きるなどという悟ったような人生を生き抜くほど賢くないために、目的

を設定してあげるということかもしれない。 

宇宙飛行士になりたいと思っても、一日一日が充実していなければ、到底、宇宙飛行士になれるよう

な実力もチャンスもやってこない。気持ちと行動の乖離の問題が起きるのであるが、しかし、行動が
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成立しなければ、いくら気持ちがあってもあきません。 

人生の目的とは、若者が自分を制約するためにあるということにしておきましょう。 

さて、もうひとつの問題は、自分に対し、甘く当たることと、厳しくあたることと、どちらが正解で

あるかということを考える。自分に対し甘いということは、ともかく、やりたいこと（たとえそれが

怠惰であっても）をやってみる人生と、そうでない試練を与える人生とどちらが満足するのであろう

か。試練を与える人生というのは、なにか、勘違いしているようでもあるし、また、悟りの境地では

ないが、何らかの成果を得るための必須条件かもしれないとも思える。 

 

9【ものの見方と考え方】 

アンタレス（BOOK）にしても、インストール（MOVIE）にしても、それそのものの文学的ある葉映

像的な面白さにあまり興味が向いていないようである。文体の面白さ、映像美の視点でみることで、

より、楽しめるのではないかと思われるが、自分の取り組み方の多くは、なんやら哲学的であるもの

を求めているというところに落ち着いている。真善美でいえば、真にもっとも興味があるということ

か。自分では、もっと美に興味を持ちたいのではあるが。善については、真を表現するための、ある

いは、美の捕らえ方としての善については、興味があるものの、善人、善行等のよいことは、道徳的

なにおいがして、あまり興味がわかない。 

少し、「美」に対して深いところでの興味を持ってもいいのかもしれない。美をしるために、美を対象

とした本を読んだりしているが、それは、美を求める解釈のフォローにはなるが、美の理解にはつな

がらない。 

 

10【妖怪大戦争】★★★ 

「妖怪大戦争」をみる。水木しげるということと、少しエロティックな PR に引かれ映画館へ足を運

ぶ。ストーリーや美的な映像というものとは程遠いものがあったが、確かに「川姫」のエロスには心

動かされるものがあった。女を売り物にしているものではないからこそ、また、色気というよりは健

康美としてのエロスであると思う。 

ところで、妖怪というものに対してはどのように考える？昔の漫画の懐かしさだけでは考えられない、

民俗や歴史性を感じるものであるが、幽霊との違いは、恨みによる霊のさまよえるものではなく、人

間界と自然化をつなぐものとしての世界、アニミズムの世界の接点としての妖怪の存在があげられる

と思う。自然への畏怖や恐れのようなものを具象化したものが、妖怪であろう。妖怪大戦争の中での

小学生に向かったせりふがある。「古くなった靴を捨てただろう」すべてのものに霊魂が宿っていると

の考えがそこにある。感謝する気持ちというだけではない、ものに対する恐れを抱くことが必要では

ないかとの提言。感謝しなさいとは言っていない。むしろ、感謝しないことにより恐れを抱くように

仕向けることが目的としてありそうである。大切にしなければ、その復讐を受ける。つまりは、もの

を大切にしない心が自分を苦しめたり、つらい境遇に陥らせることをここでは述べている。気がつか

なければ、いつまでも自分で自分を苦しめる。 

まあ、とはいうものの、「川姫」の健康美・肉体美にあふれるフトモモに乾杯。 

 

11【ニュースの天才（真実を伝えることのレベル）】★★ 

「ニュースの天才」をみる。ニュース雑誌の記者の話であるが、読み物としておもしろいものにする

ため、捏造した若手記者の行く末。真実を求めることで、一線を越えていはいけないラインがどこに

あるのか。テーマはそこにあったはずであるが、単なる甘ちゃん記者の顛末記のようなレベルになっ

てしまった。また、若手記者の空想とストリー内の実態が混乱しており（わざとかもしれないが、相

当にわかりにくくなっている）見るものに対しても親切ではない。単に混乱しただけで終わっている。

映像的に美しいとかそういう視点で見る以前の問題。 

 

12【TV 討論（真実を伝えることのレベル２）】 

TV 討論で、竹中大臣、菅直人の２大盟主？討論があったが、完全なる竹中大臣の勝ちで終わった。相

手の意見に対し、きちんと立ち向かい、わかりやすく論点を話すのは、圧倒的に竹中氏であった。管

氏は、ただの我儘な主義主張だけする人間に見えてしまった。自分の土俵で戦うことは作戦として重

要かもしれないが、そううまくいかなかったときには、きちんと、相手の土俵で戦うことができるよ
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うに常に勉強していなければいけない。 

 

13【若者はなぜ怒らなくなったか（荷宮和子著）】★★★ 

彼女は、最近の若者が怒らなくなった理由に、「決まったことはしょうがない」という受身的あるいは

態勢への反発心がなくなったことをあげる。 

確かに、電車への座り込み等のあきらかに体力的気力的な減退が背景にあるということは間違いがな

い。 

それでは、なぜ、そのような体力あるいは気力がない人間になってきたのか。子供のころの育てられ

方の問題か、ということに疑問が続く。 

環境として異なっているのは、物の豊かな時代ということであるが、物だけが豊かというより、なに

か刺激のあることがあふれているということが現在の特徴ではないか。これは、「脳内汚染」でゲーム

に関する罪悪を書いた本での受け売りだが、子供たちに、退屈な時間というのが消えたことが問題で

あるという指摘にあるよう、退屈な時間というのは、何かを考える時間であり、次への行動の準備期

間であるという指摘である。この準備期間あるいは次に何をするか考える時間がないと、精神的に成

長しないというのは同感である。ゲーム脳という問題ではなく、時間をもてあますことがなくなるこ

とでの問題である。気力を育てるということは、今度は、こういうことをやろうと自分で探し、自分

でやってみて、壁にぶつかるあるいは飽きてくることに対して、何らかの自分の行動に対し理由付け

をし、次の活動に移るということである。その活動が、自分の中で芽生えることがなくなり、ゲーム

をやることで、ともかく時間を楽しくつぶすことができる。かつてのテレビゲームは、デパートの屋

上のミニ遊園地での過ごす非日常的な喜びであり、時間的にかつ金銭的にタイムアウトが設けられて

いた。現在のゲームは時間無制限である。このことが行動パターンあるいは精神的な問題に何らかの

変化をきたしているのかもしれない。豊かな時代ということは、そういう退屈な時間がない時代だと

考えれば、豊かな時代の精神構造として、ある程度理解できる。豊かであり、そのため、体制に対し

ても特に意見を言う必要はない、精神的にも当事者的には満たされている時代なのである。怒らない

若者の時代は、結局は豊かな時代の産物として理屈はつく。では、それでいいのか、真の豊かさとは

何かについては、また別の問題であろう。 

また、この本で印象に残っている点は、「戦争はいやだ」「戦争は嫌いだ」ということでなく、「戦争は

だめだ」というフレーズも付け加えておこう。2006.01.08 

 

14【「愛国」問答】★★ 

パスポートを持っている議員が全体の三分の一であるとか、自分の国をモンスターと考え、それをよ

しとしているアメリカという国が本当にアホな国であるということは、十分にわかった。そして、ア

メリカの巨大さから来る問題の解決は、アメリカ自身の自覚の中からしか生じることができないとい

うこともそうだろう。 

また、石原都知事が、きわめて幼稚な精神構造を持っている人間であるということもわかった。 

それでは、この本題である「愛国」に対し、どう考えればよいのか、この本からはまったくわからな

い？？？？  香川リカが、なんども「ギャラクシークエスト」の話を持ちだしたのには、うれしい

気がしたが。 2006.01.08 

 

15【波の盆（実相寺昭雄監督）】★★★★★ 

なんというか、戦争時のハワイで生きる日系一世やその子供たちの生き様であり、重いテーマではあ

るが、なんとなく、すがすがしい感動を味わうことができた。それは、親は親で、見えに近いのかも

しれないがハワイ渡ってきたという信念をつら抜こうとする心、これはそう単純なものではないが（ハ

ワイへ渡らなければならない事情やその後の経緯等を考えれば）、また、一方で、アメリカで生まれア

メリカ人として育った二世や三世が国に殉じようとする気持ち、それぞれが、やさしさと、信念で生

きていこうと努力していることへの感動かもしれない。そして、その戦争という行為が引き起こす理

不尽さが、一生懸命に生きようとする人々を、一生懸命に生きようとすればするほど苦しめる。そん

な戦争批判的なモチーフがあるのかもしれないが、この映像から受けるのは、人生、生きている中で

出会うさまざまな喜怒哀楽、楽しいこと、苦しいことをきちんと味わってることへの賛美かもしれな

い。それにしても、石田エリの若い肉体（そう肉体としか表現できない）のもつ生物的なエロスは迫



 

9 

力満点であった。2006.01.08 

 

16【宵やみ迫れば（実相寺昭雄監督）】★★★ 

青春だねえ。まさしく、青春の馬鹿さ加減と真剣さを十分に表現した作品である。45 分間を一気に見

せてくれる。ガスホースが外れたことをきっかけに、ガス充満に対するチキンレースをやろうという

もの。これは、男三人では、絶対におきないシチュエーションであるが、たまたま女である女学生が

いたこと、あるいは女学生の部屋であったことが、一人のメスをめぐるオスの戦いに転じたと考えら

れるが、その結果、オスとメスの 1 対１の勝負になった。女学生が言う「遊びが遊びでなくなる瞬間

を期待している」といい、「遊びは遊びだ」と突き放す青年。青年は、将来に、あるいは未来にまった

く期待していないからというのがその理由である。この青年が言う未来に期待しないということは、

怠惰的な意味ではなく、むしろ、仏教で言うところの即非かもしれない。未来に期待して生きるので

はなく、現在の中で精一杯生きること、それ以外は考えられないあるいは必要ないというという考え

だ。自分が、この場の中にいたら、恐らくこの青年と同じような考え方をしたであろう。今を生きる

以外に何があるのだ。将来の出世や金持ちになることを考えて、あるいは想像して今をがんばるなん

てことは自分にはできない。 

この作品を見て、「なぜ若者は怒らなくなったか」で書いた退屈する時間があった時代と、ゲームによ

りそんな退屈すること自体が死後になりつつある現在との一番大きな差を見せ付けた作品ではなかっ

た。この 4 人の若者が、ゲーマーであったら、このようなシニカルな場面は絶対に起きなかったであ

ろう（「絶対に」という表現はこのようなときに使う言葉だ）2006.01.08 

 

17【冷や汗の向こう側（三谷幸喜著）】★★ 

いろいろな著名人との交流記を三谷節で記す。これで、4 作目かな。2006.01.08 

 

18【クオリア降臨（茂木健一郎著）】★★★★ 

これは、すごい本だ。茂木さんの「脳と仮想」が、その最初のインパクトであったが、それを追い討

ちする。後半は、文学界の作品で、クオリアについて追求するため、多少偏った書き方で、飛ばして

みているが、両方とも、座右の書にすべき本だ。いちど、きちんとした所管を書きたい。 

 

19【あの人と和解する（井上孝代著）】★ 

和解する際の考え方を伝授。といっても、共感力を持ちなさいという一言ですむことを、一冊の本に

まとめたもの。いくつかの事例を物語として読むのであればいいが、結果を期待して（著者の言いた

いことを理解するため努力の成果）読むなら、立ち読み程度でよかったか。 

つまり、共感力とは、相手の言い分をきちんと聞いてあげなさいということでそれ以上のことでもな

い。ただ、その時に、自分か相手かという二社選択ではなく、第三の道を選ぶ努力をしない際という

ものの、そりゃ無理というものだ。譲るか、譲られるかの選択肢がずっと楽だし、第三の道を選ぶた

めの話し合いを日々、顔を見合わせてまじめくさってやることもないだろう。そんな夫婦に出会って

みたい。仕事上の話であればまだ理解できるがね。2006.01.08 

 

20【ブラームス：シンフォニーＮＯ１．４】★★★ 

なんというか、ブラームスの男らしさ（いい意味の男らしさと、悪い意味での男らしさ）がぐんぐん

と伝わってくる。ＮＯ１はバーンスタインの演奏であり、ＮＯ４はｼｮﾙﾃｨの演奏である。 

2006.01.08 

 

21【あなたのなかのサル】★★★★ 

サルのなかのチンパンジーとボノボを比較し、戦闘的なチンパンジーと平和愛好家のボノボの対比で、

人間の本質を探ろうというもの。平和愛好家といっても、崇高なものでなく、ＳＥＸ好きなサルとい

うことで、そのためには、母系社会を構築し、お互いに戦うことをなくす仕組みを作り上げたという

こと。平和＝戦争がない（戦いがない）ということであれば、画期的なことかもしれないが、戦いあ

るいは競争がなく平等な社会というのも生ぬるくていやだし、競争は、刺激や情熱の受け皿として最

高の仕組みではなかろうか。ただ、競争があって、戦争がない社会というものも十分に可能だと考え
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るが、その際の問題点とはなんだろう。 

ともかく、これは、なかなかおもしろい。2006.01.08 

 

22【小泉純一郎と日本の病理（藤原肇）】★ 

何らかの意図を持って書かれたとしか思えないグロい本であった。小泉純一郎の過去を暴く、それに

基づいて現在の人格を否定し、あわせて日本の腐敗を断罪する。ありそうな話ではある。だが、誹謗

中傷にしか感じられないところが著者の人格によるものか。もう少し、読み解いてみるか？ 

2006.01.08 

 

23【ルーセルのシンフォニィ 3 番：ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ】★★★★ 

かっこいい！！ 2006.01.08 

 

24【愛国心（田原総一郎、西部進、他）】★★ 

「愛国心」物が続いたが、靖国問題、戦後処理の問題と、純粋に愛国心の問題に正面から向き合って

いないように思う。まあ、歴史的背景はあるが、真の愛国心なるものは概念的に存在しないのだろう

か。対談相手の羹さんというのが、また、ずれているというか、きちんとした認識ができていないの

ではないかと呼んでいて、しらけてしまう。韓国（あるいは朝鮮）敵に考えるということはこういう

ことなのかなあと感じる。つまり、話の論点あるいはテーマが同じ言葉であるがずれているという基

本的なスタートに乗れない問題があるのではと感じてしまう。2006.01.09 

 

25【ハイドン：ピアノソナタ 小島良子】★ 

とても表面的だ。やはりハイドンはだめかなあ。バッハ、モーツアルト、ベートゥベンらの音楽にあ

って、ハイドンの音楽にないもの。きれいさは、それなりにある。茂木氏がいうところのクオリアと

でもいうか、そこから感じられる心、あるいは魂への呼びかけがまったくない。まだ、ビバルディの

ほうがただ単に元気、あるいは明るいというだけのほうがましな気がする。なぜかなあ、音楽自体が

単なるこじ付けや切り張りなのかもしれない。あるいは、作者のメンタル的なものか。単調さから言

えば、モーツアルトもそうとうに単純だ。しかし、そこには、神聖にして侵すべからずのなにかがあ

る。 

 

26【赤目四十四滝心中未遂 荒戸源次郎監督】★★★★ 

一種独特の雰囲気の中で、こちらの世界と裏の世界の二つの世界にまたがる主人公が、長屋の人間た

ちを通して、うおうさおうする。裏の人間は、それぞれが、何らかの形で生を感じている。しかし、

表から進入してきた主人公の青年には、生を見出せないでいる。ここのながれの基本にあるメッセー

ジはなんなのか。なかなか言葉に言い表せられるものではない。自分たちのことで精一杯の裏の人間

が、人のことを、いわゆる共感力をもつことで人間らしさを取り戻すということか。ただ、主人公を

表の世界につ連れ戻しにきた同僚はいったいなになのか。単なるおせっかい焼きなのかあるいは、表

の人間の象徴として登場したのか、あるいは主人公の価値を高めるために演出上の必要で存在するの

か。存在が中途半端で、唯一、不要なキャラクターのような気がした。2006.01.09 

 

27【エドガー・ヴァレーズ：チュウニングアップアメリカ】★★ 

いま、後ろで、ヴァレーズが鳴っている。メシアンのように個性的ではないが、インパクトを持って

イメージに飛び込んでくる。2006.01.09 

 

28【ひきこもり文化論：斉藤環】★★★ 

再度、読み返す。引きこもりは無気力症とはまったく異なり、気持ちとしては、あせりの結果である

という考え方。基本的には、こちらかと思う。2006.01.10 

 

29【天皇問題：山本峯秋】★★★★ 

こんな本を探していたのかと思えるような本。すっきりしない、天皇問題、愛国心に対する考え方の

整理を提供してくれた。キーワードは、権威と権力。この二つを混同して考えるところからはっきり
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と見えなくなっているという指摘である。あくまでも天皇は権威の象徴であり、そのための権威の確

保のために万系一世という背景を必要としていること、単に、人間性あるいは人間を超えた品性を確

保しているだけではだめで、他の国々に対する比較と評価を用い整理している。彼の理屈で言えば、

中国等の共産国は国としての国体がないに等しく、権力だけで政権を維持しようとするゆがんだ国で

あり、長期間の政権の維持は困難で、内部から崩壊するという。 

途中の歴史や後半の実践的な記述に対しては、それほどでもなかったが、ともかく第 1 章の「天皇の

権威」は、多少くどいところはあるものの、文章としては私自身の評価では第 1 級であった。2006.01.14 

 

30【スーパーノバ】★★★ 

スーパーノバ（超新星）というタイトルで、太陽の爆発を描くパニックＳＦもの。ディープインパク

トのようなストーリーであり、こちらは未公開版であるが、内容はなかなか。後半の科学者のミスや

おかあちゃんを殺人者から守ること等のシーン導入、あるいはシーン設定については、文句も言いた

いところはあるが、全般的になかなか見ごたえがある作品でした。2006.01.14 

 

31【ＳＦ ＮＯ１：伊福部昭】★★★★ 

いいねえ！ ゴジラあり、モスラあり。ひとつのシンフォニィにまとめたオムニバス版。演奏が、ロ

シア・フィルというのもいい。 

 

32【事件：野村芳太郎監督】★★★ 

裁判ドラマ物。松坂慶子と大竹しのぶの姉妹の人間模様。美人で活発な姉、地味で静かな妹。その二

人に翻弄されながら、いいかげんに、あるいは、弱さに伴うやさしさのために、どろどろの世界には

まっていく。佐分利信や○の大御所俳優の演技に支えられ、あるいは渡瀬恒彦のやくざな演技に支え

られドラマとしては、きわめて見ごたえがある。2006.01.20 

 

33【優しい 12 人の日本人：三谷幸喜監督】★★★★ 

三谷幸喜の初期の監督作品であるが、きわめて三谷らしさにあふれる作品。陪審員ひとひとりの個性

をきちんと描く。アメリカの「怒れる 12 人」のパロディ版であるが、独立した作品としても当然すば

らしい。でも、どうしても「怒れる 12 人」と見比べたいという欲求はでるが。2006.01.20 

 

34【ホミニッド：R.J.ソーヤ】★★★★ 

量子コンピュータの実験中に、誤って平行宇宙のドアを開いたために、向こう側の世界「ネアンデル

タール人」が地球の支配者になっている世界から、こちら側に、科学者ポンターが飛び込んでくると

いう SF。ハード SF ではなく、違う世界に飛び込んだそれぞれの世界の人間？模様がサスペンス的に、

かつスピード感を持って進められる。一気に読んでしまった。現在、続編のヒューマン、そして、ハ

イブリッドへ読み進む予定。2006.01.20 

 

35【阿弥陀堂便り：】★★★ 

優秀な女医先生がパニック障害により、長野の田舎で生活するようになり、そこでの生活を通して、

生きていることの自然さを知っていく。阿弥陀堂のばあさんが、行き方を教えてくれる。宗教くさく

なく、長野の千曲川をとりまく映像もきれいで、しんみりとくる作品であった。2006.01.20 

 

36【フォアゴトン：】★★ 

HOHO のトンでも映画ベスト１０に入っているしろもの。確かに、なにか X ファイル的な様相を呈し

ていて、そのまま X ファイルになってしまう安易さがどうしょうもないのだと思われる。2006.01.26 

 

37【バースデイ・ストーリーズ：村上春樹編訳】★★★★ 

すべてがいいとは言わないが、ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾗｲｵﾝｽﾞの「ﾊﾞｰｽﾃﾞｨｹｰｷ」は、こんなに短い話の中に、悲しさが

猛烈に濃縮できるのかびっくりしてしまった。最後の数行にすべての真実が明かされるのだが、ケー

キにこだわる老婆の冷たく、しかも、あきらめていない、希望・期待だけが、人生のすべてのこのケ

ーキにこめられている。村上春樹の選択眼には、感謝しなければいけない。2006.01.28 
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38【ハウルの動く城】★★★★ 

結構、評判としてはよろしくなかった宮崎駿の最新作であるが、「千と千尋」と同じようなシチェエー

ションではあるが、これはこれで、独特の作品として楽しめる。魔法使いにおばあさんにされた少女

が、自分の変化に対してはびっくりしたものの、ばあさんになることで、それはそれで年寄りを楽し

むという設定は素敵であった。若さ＝善・良、年寄り＝悪・NOT GOOD の感覚ではないのがいい。

ハウル自身は、それほど魅力はないが、少女と魔女の掛け合いが、なかなか人間を暖かくしてくれる。

2006.01.30 

 

39【阿修羅城の瞳】★★★ 

哲が好きだった新感線の演劇を映像化した作品。阿修羅を宮沢りえが演じる。やはり、宮沢りえは、

スクリーンに生える女優さんだ。樋口可南子にしろ、宮沢りえにしろ、どちらかというと菩薩のよう

な顔をしているが。全体の筋がよく見えなかったが、それは、演劇のリライト作品ということで。

2006.01.30 

 

40【コード６４】★★ 

未来の遺伝子操作がある程度自由になった世界の恋物語。母親のクローンの子供という設定で、自分

の妹と恋する査察官？の話。ストーリーは、しょうがないが、全体のテンポや、映像については、結

構楽しめた。2006.01.31 

 

41【ローレライ】★ 

しょうがないなあ。潜水艦映画だし、福井晴敏の原作であるし、期待してしまうんだけど。見所は、

少しでもあればいいけど、まったくないというのも、どうしようもない。2006.02.04 

 

42【スリーキング】★★ 

湾岸戦争のさなか、財宝をめぐってのどたばた。ｼﾞｮｰｼﾞ･ｸﾙｰﾆｰ主演であり、それなりのよさは醸し出

していたが、期待はずれでした。2006.02.04 

 

43【パラレルワールド】★★★★ 

物理学者ミチオ・カクの最新宇宙学入門書だけど、内容が最新であり、また、SF じかけの語り口が一

気に途中まで読み込ませてしまう。ダークマターだの、ダークエネルギーだの、知らない知識が盛り

だくさんで、大変興味をそそられました。現在も読書中。2006.02.04 

 

44【感じる脳】 

心理学者ｱﾝﾄﾆ･ﾀﾞﾏｼｵの著作であるが、本そのものはまだ読んでいない。ただ、その内容より、テーマ

そのものに惹かれているため、ここで、感情の問題を整理しておこう。喜びや悲しみの感情とはいっ

たい何か。絶望感や、逆に躍動感とはいったい何か。生きているうえでの信号（サイン）であろうと

は思うし、生物としての生存のための知恵なのであろうとは思う。ただす、その意味するところを理

解したい。ﾀﾞﾏｼｵは、感情のコンテンツ（内容）はいったい何かと問う。彼の言葉は、現在意味不明で

あるが、感情の内容について考えると、喜びの場合、あるいは悲しみの場合、爽快感や快適感のよう

な気分と同じものかというと、でどころはもっと奥深そうだ。自分の日常的な心の動きの中で、快適

性は結構感じる。日の光、布団の中のぬくもり、日常的な会話。この快適性が基本となり落ち着いた

精神状況が保たれている。これは、心の安寧の基本的な条件であり、心が安定するための基本のよう

な感じがする。一方の喜びや悲しみ、あるいは怒りの感情は、より生きることへの執着のようなより

根源的なところから生まれる。最近は、このような喜びや悲しみ、あるいは怒りの感情から遠ざかっ

てしまっている。もっとも、そのような根源的な感情に包まれたのはいつであろうか。物語や映画を

見て、興奮したり、涙を流したりということはあるが、これらは基本的には共感感情から生まれたも

ので、自分自身の身に迫った感情の発露としての感情ではない。子供が怒る。それは、自分にとって

いつのことであったろうか。悔しくて泣き叫ぶというのはいつのことだったろうか。禅の教えで、よ

り悟りの境地に入れば、純粋感情が元気に動き、より喜びも悲しみも純粋に受け取ることができると
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いうが、その純粋にという事はどういうことなのか。自分の生態的な、根源的な不安や恐怖から開放

されることであるのか。つまりは、悲しみや喜びのような根源的な感情から開放され爽快感や快適感

で包まれることであるのか。憎しみのような感情、嫉妬や妬みのような低次元の感情については十分

に理解していると思うが、この悲しみと喜び、怒りの感情と、快適性や躍動感との違いがあるとは思

うが、どうなんだろう。非常に読みにくい本であるが、ヒントがあるかもしれない。また、「情動」「感

情」「身体」それと「クオリア（質感）」この関係性も明らかにしたい。 

ﾀﾞﾏｼｵは、身体行動が先で感情が後だという。それはそうだろう。怖い事象が起き、体が強張るあるい

は震える、そして、怖いという感情が励起される。身体的な反応が先ということだ。ただ、怖いとい

う状況を察知するのが何か。それは、脳であると思うが、感情の部分ではない。認知する原始的な部

分である。その点では、身体的である。しかし、その身体的な反応を反応付けるのは、環境であった

り経験であったりするが、その経験は、記憶として脳に格納される。脳から身体へそして、感情へ。

この U ターンが実際の動きであろう。したがって、感情の問題を理性でコントロールはできない。だ

めなものはだめなのだ。唯一、脳に訓練させておかなければ。ただ、情動は動物の持つ共通の心の動

きというが、怒りや喜びはそうかもしれないが、深い悲しみはどうであろう。怒りは、防衛本能であ

ろうし、喜びは受け入れることが望ましいことに対する相手に対する反応であろう。ここで、子供の

感情が親が、あるいは他人が見ている場合と一人ぼっちの場合は異なるということを言っていたのを

思い出す。人が見ていないと、怒っても、悲しんでも仕方がないと思うのか、そのように行動しない

のであるが、親が見つかったとたんに、悲しみや怒りの感情が表出する。これらは、人への信号であ

るということだ。ただし、喜びは、自分ひとりでも喜ぶか？ 

彼の言っている「ソマテッィク・マーカー」。身体的記憶については、なかなかいいね。自分自身が、

これまで、いろいろな経験や記憶を持っているはずであるが、イメージとしてあるいは知識として思

い浮かべることは極めて限られているし、読んだ本も、読み返しても記憶が読みがえらない。それで

はいったい、経験したことや、呼んできた本、あるいは、いろいろな映像はどうなってい来るのか。

単に忘れ去られているのか。いろいろな楽しみや、面白かったこと、怖かったことや、悲しかったこ

とは、どこへ行ったのか。それが、ソマティックマーカーとして記憶されているというのであれば、

すばらしいではないか。パラレルワールドででてきた、ダークマターやダークエネルギーのように、

存在が今まで認知されていなかったことが、実は、大きな力となって存在しているということ。脳み

そのほとんどは使っていないというものの、それらは、ダークナレッジとして、記憶されているとい

うことであれば、すばらしいと思うのだが。2006.02.05 

 

45【くせ】 

どうでもよさそうで、どうにもならないもの。癖。髭むしりの癖が始まって、15 年ぐらいたつのであ

ろうか。どこかの講習会で、まったく話が面白くなく、閑に任せて髭を抜き始めたのに始まる。やめ

ようという気持ちは常に出て、その決心をするのだが、むしらずにいられなくなる。必然性はないし、

中毒性があるという感じでもないが、なにかが、勝手に始めるという感じである。 

この感情の仕組みについても考えてみるか。 

 

46【交渉人 真壁○○】★ 

邦画の BEST10 に入っており、かつての大走査線と同様に評判にもなっているので見てみたが、これ

はひどい。地下鉄に爆弾を仕掛けたテロリストと交渉する真壁氏。展開は悪くはないのだが、犯人像

をちゃんと説明していないため、何がなんだかわからない。すでに死亡した人物を語り、鉄道関係者

というところまでで、後は何の説明もない。なんのこっちゃ。2006.02.19 

 

47【龍安寺石庭の謎：明石散人】★★★★ 

明石散人シリーズを読み返す。この龍安寺の石庭の謎は、題材としても興味あるところでもあり、そ

の発想や知識がきわめて豊富で大胆であるため、ひきこまれて読んでしまう。でも、どこまで本当な

のであろうか。秘宝の話や、石庭の意味を紐解く過程でのいろいろな話。ともかく、時代考察をおこ

なうことの難しさや、これまでのいろいろな解説本のいいかげんさみたいなところがよくわかる。さ

て、このシリーズ、少しまとめて読み返してみよう。2006.02.19 
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48【容疑者χの献身】★★★★★ 

ひさかたぶりに、一気読みをした。しがない数学教師の前に天使、というか観音様が現れて、その人

の罪をすべて人がかぶり愛？を貫こうとする。ストーリの展開も一気だし、非常なリアリティをもっ

て感情移入ができる。最後の咆哮にどのような感情が含まれるのか、それは、読んだ人の感情移入の

あり方によってその意味が異なるのだろうが、ともに生きるということに喜び、あるいは、一人ぼっ

ちではなかったという幸福感が含まれると解釈するのか、純粋に、自分の理論が崩れたことに対する

悔しさをすべてとするのか、あるいは、動物的な生きていることに対する意味不明な咆哮とするのか。

数学者と物理学者の見る視点の違いにより、見破られることになるのであろうが、きわめてストーリ

ーが精緻に組み立てられている。ほとんど、半日で読了した。2006.02.21 

 

49【脳と創造性：茂木健一郎】★ 

おい、いったいどうしたんだい茂木先生。今回の本といい、前回の新書といい、あまりにも幼稚でな

いかい。たんなる、文章の羅列で、読めたもんではない。これが実力で、最初のだけがまぐれ当たり

ということかい。そういえば、テレビのコメンテータで出ているのを見たが、ちゃんとした意見なぞ

言っていなかったが、あれが本当の茂木先生の姿なのかい？2006.02.21 

 

50【父と暮らせば：黒木和雄監督】★★★ 

宮沢りえと原田芳雄のコンビで、広島原爆から 3 年目の娘の生き様を描く。きわめて、演劇タッチで、

詩情たっぷりに見せる。原爆投下後に、なぜか生きている一人の娘が持つ不必要な罪悪感。 

幸せになってはいけないという気持ちと、若者に恋をする気持ちの葛藤。それを応援団として死んだ

親父が幽霊になって出てくる。圧巻は、ふたりでジャンケンをするシーンだと思う。子供に勝たせた

いために、グーしかださない、親父。原田芳雄の存在感と、宮沢りえの清楚なイメージがきちんとシ

ーンにおさまっていた。2006.02.24 

 

51【ひき逃げ家族：】★★★ 

中尾ミエが、奮闘するのが印象的。人を跳ねひき逃げしてきた親父。それをひたすら隠そうとする妻。

なかなかかいわいらしい長女。登校拒否の息子。そして、除きの隣の奥さん。家族ってすばらしいと

いうようなことだと思うが、なかなかよいと思う。俺は。2006.02.24 

 

52【蒲田行進曲】★★★★ 

20 年前の名作。昭和の時代の懐かしさもあるが、銀ちゃん、小糸さん？（松坂慶子）と、馬鹿正直の？？。

それぞれが勝手気ままに、生きていく青春像。2006.04.29 

 

53【ナルニア国物語】★★ 

久しぶりの映画館だし、大作映画ということで期待半分で見た。最初のシーンだけは、ジンと期待さ

せる雰囲気はあったものの、本編にはいれば、おとぎ話の巨大な映画化というだけかとがっかり。ス

トーリーが古いため仕方ないが、王様・お姫様になることが夢というのは、あまりにいただけない。

兄弟愛と個人の欲望の葛藤という構図は、やむをえないとしても、なんだか単純すぎてついていけな

い。ブッシュ大統領が国民に見せたいといったというが、頭の程度、理想の程度、価値観の程度が思

いやられます。2006.04.28 

 

54【テイクン：スピルバーグ】★★★★ 

スピルバーグがテレビドラマ用に製作した 20 時間にも及ぶ超大作。TV ものというものの、きわめて

映画並み、映画以上の作りこみ方には圧倒される。第 4 話が多少違和感があるものの、あとは、監督

が異なっているが、ほとんど同じ作品として連続的に見れる。話は、ローズウエル事件に発端をなす、

宇宙人目撃と宇宙人による拉致をあつかったもの。そこに、人間の出世欲や、親子愛、兄弟愛、人生

の生き方の問題等の人間劇場として展開する。スピルバーグらしい純粋な子供らしさの片鱗を見せな

がら、結構、リアルに、また感動的に描く。第 10 話の最後のシーンには、素直に泣かされる。2006.05.03 

 

55【デカルトの密室：瀬名秀明】★★★ 
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人間の心の問題を SF の設定で解説してくれているものの、機械が殺人者となりえるのかというストー

リーに対しては、いまひとつ。物語の主人公であろうフランシーヌのイメージがつかめなかったこと

もあるとも知れない。ただ、人間が、ひとつの体の中に閉じ込められているという感覚は、今まで考

えたことがなかった設定である。人間というものを、心と体の二元論的に考えるデカルトの発想であ

れば当然そのようにとられるのだろう。ただ、体と心が不可分と考えるのであれば、この密室に閉じ

込められたと考えることはない。ただ、心と体がいったいとはどういうことなのか？これは、きわめ

て困難なテーマであろうと思う。例えば、考えるということを心と考えればこれは区分されてしまう。

しかし、考えるという意識については、心の一部しか表現していないということは即非の理屈からは

明白にわかっている。であれば、無意識の心というものと体を区分できるかということだが、これは、

体から独立した存在では当然ない。むしろ、心という存在を、これは、表現される意識上の心という

視点で捉えるならば、この心というものは、無意識とセットになった体の付属物というレベルにまで

落ちてしまうのであろう。この狭義の心というものは、ツールにしか利用できないし、それ以上の役

割を持っているとは当然思われないからである。この狭義の心の過大評価が、悩みであるとか、いろ

いろなトラブルをひきおこしているそのものであり、むしろ邪魔なものとして、客観的に取り扱うべ

きものとして存在することを理解すればいい程度のしろものである。そこで、話をこの物語に移すと、

結局、ロボットに心を与えるということは、この表現的な、言語的な感情を与えるか否かの議論であ

り、また、表現できる感情を持つことがどのような意味を持つのかを問題にすればいい。また、感情

そのものは、コミュニケーションのツールでもあり、その意味でも自己防衛本能が生み出した機能で

あると捕らえれば、ロボットにそのようなタイプの自己防衛機能が必要なのかというテーマになるで

あろう。ともかく、このようにこの物語は、いろいろと気になっている問題を考えるのにとても役立

ったということはいえる。ただ、私的には、あまりおもしろくなかったが。2006.05.14 

 

56【キュア】★★★ 

役所孝司扮する刑事と、萩原何がしが扮する精神異常者の犯罪追求物。というものの、心理的な要素

が基調となっている。つまり、人間は自分の存在に対する懐疑的な印象を抱き、本当の自分がわたっ

ていないという設定で、催眠術をかけることにより簡単に殺人を犯す。その仕組みは、きわめて単純

で、自分の思いを達成することであるということを言わんとしている。ただ、世の中の多くは、その

ことさえも考えることなく、単なる無能者が多いことでもあり、選ばれた人として、その犯罪に催眠

術により犯罪を犯す。精神異常者である荻原は、最初は本当に異常者を扮していたが、最後には、な

にか頭のすっきりとした人間として表現される。これは、だめだろう。荻原は、最後まで異常者でな

ければ。その点を別にすれば、結構、おどろしく見ることができた。ただ、自分のかみさんが狂った

としても、あの刑事のように苦しみながら人生を生きるというのは、選ばれたる人間のすることでは

ないなあ。わしなら、さっと現実を直視し、受け入れ、生きていくのだが。2006.05.27 

 

57【アナン：飯田譲二、梓河人】★★★★ 

ホームレスの親父が、料亭のゴミ箱で赤ん坊を拾い、仲間と育てる。赤ん坊には特殊な能力があって、

人の心を解放させる力がある。結構楽しく読ませてもらいました。これも全体で 1000 ページはあるか。

アナン少年の父親探しみたいなところはあるが、共通して通っている筋は、人間は、進化しつつあり、

何らかの才能が開花し始めているという予感に答えたもの。この感覚はわからないではない。

2006.05.28 

 

58【フライトプラン：ジュディフォスター】★★ 

いったいどうなるのかという好奇心というか、収めどころのアイデアがいったい何なのかといったと

ころが気になったせいで、どきどきしたが、その他はあまり面白くはなかった。ｼﾞｭﾃﾞｨﾌｫｽﾀも口やか

ましいおばさんになっちまったし、事件の種明かしにも相当の無理があるし。2006.06.01 

 

59【ダビンチコード】★★★★ 

ダン･ブラウンの小説の映画化で、カトリックから批判が激しかった。それもそのはずで、キリスト教

の特にバチカンによる世紀の隠蔽工作があったというもので、その隠蔽工作とは、キリストには子供

がいたこと、キリストの後継者はマリアであり、女性に対する敬意がかつてはあったということ。こ
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れらを男性の権力者が我が物とするために、マリアを落としいれ、また、キリストの子孫を迫害し続

け、歴史から抹殺したこと等々。日本の聖徳太子の子孫に対する迫害にもまさる攻撃と、女性を陥れ

るための魔女狩り裁判。まさに、これらが事実であれば、歴史が覆るということであろう。一様、こ

れらは、うそであるということで落ち着いているが、何らかの真実も含まれていそうな気がする。な

お、世界中で、爆発的に見られているが、その評価は芳しくない。映画評論家の評価が当てにならな

いということもあろうが、駄作であるという印象を与えることで、バランスをとろうとしている、あ

るいは圧力を与えようとしていることもあるのではないか。ともかく、この映画、物語は、人間の歴

史への捉え方に対する大きな啓示になるのではないかと思う。2006.06.04 

 

60【自分で演奏することの意義】 

BACH のカンタータを聴いている。自分の心に、安らぎであるとか、躍動感を感じる。農民カンター

タの 19 曲目がはじまると、弦の動きに合わせて心もうきうき楽しくなってくる。音楽を聴く楽しみは、

知ることにより、感動につながるということか。土木遺産の仕事のキャッチフレーズでいえば、「理解

から感動へ、感動から感謝へ」というところか。生きていてよかったという感謝までは、なかなか達

しないが、それに近いことはあると思う。一方、自分で BACH を弾くことは、確かにすばらしいこと

である。曲の中にあっという間に埋没できる。曲と自分がひとつになる。このことが必要なのだろう。

ただ、そのために、相当な努力と時間的な投資（練習）が必要となる。聴くことで達成できる喜びを、

自分で演奏することによって求めると、すごく不効率なものを感じる。自分で感動するまでにはなか

なか時間がかかるし、ましてや、それを他人に聞かして感動してもらうということは、ちょっとやそ

っとではできない。では、自分で演奏することの意味は何なのだろう。若いころは、引きたいから引

くという情熱だけであった。そのような情熱には持続力がなくなった今、何らかのパワーが必要にな

る。それは、搾り出さなければいけないものなのか。どうだろう。また、搾り出したら出てくるのだ

ろうか。完成した音楽を CD で聴くことと、自分で苦労してひとつの曲が弾けるようになるのと、ど

んなに意義の違いがあるのだろうか。人に対して自慢をすること事態に意味があるとは思えない状況

の中で、自分で引くことに何の意味があるのだろう。例えば、音楽を建築にたとえると、そこに住む

ことだけを目的にしている人、つまりは普通の人にとっては、建物を立てる技術を取得することに時

間を使うことには価値を見出すことはできないだろう。建物を建てることに力を注ぐこと目的は、建

物を建てるそのプロセスと、自分の思う建物を建てることに意義を感じている人間だけである。同じ

ように考えれば、自分で弾くことは、その曲を作ることに、その作る工程と、作り上げる曲の姿に興

味がある場合にのみ意味があると思うのだ。だから、自分で、曲を弾くことが単に、弾けることにな

ることを目的としている間は、意味が抜け落ちて情熱だけの話になってしまう。曲を構築することに

興味を持つ必要がある、自分で弾きこむためには。 

それでは、単純な曲はどうだ。例えば、G 線上のアリア。単旋律であり、ここに曲の構成、建築の構

成美は存在しない。このような曲を自分の局として弾きこむためにはどんなパワーがいるのか。曲想

が追い求めている音そのもの、あるいは音のつながり。そういったことか。2006.06.04 

 

61【曲のなじみと愛着】 

不思議なもので、ある曲を最初に聞いたときの感覚と、何度も聴きなれていったときの後の感覚は、

まったく異なっている。慣れていくと、いい曲は、どんどんと印象に残るようになる。そのためには、

何度程度聞かなければいけないのか。おそらく一回ではだめで、2 回目からということではないか。そ

の一回目も、ある程度のしっかりした聞き方をしたうえでの話だ。いま、BACH の結婚カンタータを

聴いているが、前段のコメントで書いたが、あまり印象に残る曲ではないと書いた。しかし、解説書

には、相当なほめ言葉がある。2 回目に聞いたときはどうだろう。3 回目では・・・・。本にしろ、映

画にしろ、いいものは読み返し、見返し、聞き返さなければいけないのか。・・・・2006.06.04 

 

62【MR ＆ MRS スミス】★ 

本当にハリウッド映画というものは、どうしょうもないところにきてしまったのだなあ。いったい、

なんなんだこれは？ ブラッド・ピットもツームレイダーのお姉ちゃんも！！！ 

 

63【海猿】★★ 
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MR よりは数段ましではあったが、それでも、青春真っ盛りの人ならいざ知らず、見所はどこなのだ

ろうと思ってしまう。人命救助に対する使命感を表現というよりは、海上保安庁の就職 PR ビデオで

すかね、これは。2006.06.18 

 

64【恐竜グワンジ】★★ 

MR よりは数段ましである。ストーリーというよりは、恐竜の特撮が歴史的に見もの。 

 

65【ナナ】★★★★ 

そうとうひどい映画を立て続けに見たせいもあるのか、この「ナナ」は、とってもよかった。COOL

なナナは、当然、かっこいいが、おっとりナナも、だんだんとその人間味が良くなっていく。最後に

は、このまったく水と油のはずの二人が、強い絆で結ばれていく。青春映画というには、もったいな

いほど、感情の表現が、影と日なた、陰と陽の関係で、重なり合い、補い合い結び合っていく。いい

のではないでしょうか。COOL に生きているナナの生き方を「恋よりプライドを優先している」と指

摘したおっとりナナ。プライドではなく、自分の人生という生き方に対する価値観の違いなのだが、

おっとりナナからは、そう見える。結果も、そうなっている。ここが、人生の難しいところで、人間

と人間の関係の中でしか生きていけないのに、自分のアイデンティティをもとめる。どちらに重きを

置くかは、その人なりの考えなのだが、かっこいいのは、自立型。そして、さびしいのも自立型。た

だ、愛情注ぎ型でも、さびしいときはさびしい。この映画は、人間の寂しさの埋め合わせ方に関する

メッセージなのかもしれない。2006.06.19 

 

66【インサイドマン】★★ 

銀行強盗の話であり、工夫してはいるが、何だか銀行の頭取の関係と、銀行強盗の関係が良くわから

ないまま終わってしまった。ハリウッド映画にも困ったものだ。ジョディフォスターもなんか中途半

端な役だった。2006.06.24 

 

67【背景天皇陛下】★★★ 

渥美清、長門勇等、味のある役者により、戦争中の男たちの話をコミカルに描く。かつては、とても

好きな映画であったが、今回は、そこまで気持ちは振るわなかったか。 

 

68【三丁目の夕日】★★★★ 

西岸良平の漫画の映画化であるが、よかった。いくつもの真珠のようなシーン。昭和 30 年代の懐かし

き時代背景を舞台に、庶民の泣き笑い。今の日本とまったく違う日本がそこにはある。単なるノスタ

ルジーだけでなく、何かが失われた。その何かとは何か。人間関係をわずらわしいと感じない人々。

わずらわしいとは思っても、そのわずらわしさから自由になることができない。そのため、堅苦しく

人生を歩むのではなく、最初からさらけ出すことで、息苦しさを回避する。今は、自分というものを

さらけ出すことなく、それぞれのテリトリーの中でのんびりと時間をすごす。自分としても、今の時

代の中に快適さを感じるが、やはり、懐かしさのようなものはある。ともかく、小雪の料亭の女将の

表情が光っていた。2006.06.25 

 

69【ファルマーの最終定理】S．シン ★★★★ 

数学は、興味はありチャレンジはするものの、頭の悪さが災いし、なかなか着いていけない。このシ

ンの数学成功物語は、単に、数学に関するチャレンジの物語として書かれているだけでなく、物理は

もとより、生物学へも関連付けて興味深かった。生物学の話では、セミの地中にいる期間が 13 年や

17 年のように素数となっているのは、ほかの寄生虫等の生物の周期に会わないように自己防衛的な意

味があるというのも面白い。ただ、やはり、極めつけは、最終定理の証明を完成したと表明した後に、

欠点が見つかり苦悩するところか。あと、日本人の名前が所々に顔を出すのもある種の驚きがある。

さて、もう 20 年若ければ、少し数学でもやってみるかということになるのだが・・・・。2006.07.01 

 

70【バチスタチームの栄光】★★★★ 

天才的な心臓外科医の殺人事件に絡むミステリー。なかなかに、読ませてくれました。手術を担当す
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るチーム一人ひとりの個性もきちんと描かれて、医学的な観点からも面白かった。まあ、最後の殺人

犯御用のシーンは、もう一工夫があっても良かったかと思うが。2006.07.04 

 

71【メゾンド・ヒミコ】★★★ 

オカマたちが暮らす養護ハウス。メゾンドヒミコ。一人の娘が、かかわっていくことで、オカマたち

と、娘と、社会の人々との距離感がぐっとかわっていく。娘役の柴咲コウは、役者としてはあまりう

まくはなかったが、十分にその個性でがんばっていた。2006.07.04 

 

72【SINOBI】★ 

せっかく仲間由紀子が主演しているのに、ストーリーも演出も子供だまし。オダギリジョーも、メゾ

ンドヒミコのような個性はでていなく、単なるアイドルヒーロー的な役でした。2006.07.04 

 

73【プロモーション】★★★★ 

シリーズ物の AV ビデオですが、これがまたいい。かつての日活や大蔵映画のような人間の面白さや哀

愁がしっかり入っている。テーマはどれも、間抜けなものが多いのだが、間抜けなテーマをしっかり

と演出している。今回は、「ピーカン夫婦」「スマイル」であるが、かつて「脱皮妻？」や「缶詰夫婦？」

も見たことがある。もう一度、シリーズ物をしっかり見てみよう。2006.07.08 

 

74【芸術的人類学】中沢新一 ★★★★ 

多くの自分の中のぼんやりとしていたものをひとつにまとめてくれるきっかけになりそうな本。 

言語による論理的な思考の限界を、言語によらない（非言語）による論理を展開することで穂渇する

ようにする。科学の限界をもとめるのに、全体性と部分性が、ひとつのものであるという認識をとる。

いままでの自分の時間の使い方で幸福感をもたらしているのが、この感覚であろう。食事をしている

ときでも、散歩しているときでも、一人で行動しているときには、この視副官がおとづれる。やはり、

人と一緒の場合には、論理的な展開でなければ、だめだろうと思うので、このような感覚には落ち入

れない。お酒を飲み、料理に舌鼓を打ち、味覚と自分の意識が、お酒や食べのもを通して一体となる、

散歩していて、自分の視覚に入ってくる風景と歩きながら変化する視覚を、風景を通して一体となる。

この感覚である。中沢新一も、仏教との関係が強いと書いているが、鈴木大拙の禅の話をよみ、その

体験的経験をすることで、この一体感的な幸せな感覚を身につけることができた。音楽も、このよう

な要素が大きい。BACH のカンタータを聴いていると、そこには、言語論理的なものが際挟む余地は

なく、音を通して、自分とカンタータが一体的になる感覚をもつ。ポップス等の音楽（言語論理的な

音楽）では、頭で聞いている限り、このような感覚とはまた別の楽しみ方となっているのだろう。詩

でも、散文的な詩は、言語的であり、やはり頭で理解する。詩、いわゆるポエムであればあるほど、

そこには、非言語的な感覚がどしどし入ってくる。言語を使った非言語論理的な展開が可能になると

いうことだ。2006.07.30 

 

75【有頂天ホテル】三谷幸喜 ★★★ 

期待ほどはなかったというところか。役所コウジ扮するホテルマンが、不自然なほど面子にこだわる

人間にされているし、伊藤四郎扮するチーフもあまりにも伊藤四郎そのものであるし。それでも、三

谷幸喜の演劇的な視点でみることで、少しはそのあたりはカバーできるのだろう。松たか子のイメー

ジも余りいい印象ではない。・・・2006.08.04 

 

76【博士の愛した数式】 ★★★★ 

記憶がつづかない数学者と、家政婦親子の話。数学をベースに、生きていることの奥深さ、自然の不

思議さを垣間見せてくれる。テーマも寺尾聡扮する数学者の演技も、また家政婦の演技もしっくりい

く。設定が、家政婦の息子が教師になり、生徒に数学を教えることと、昔の思い出が時間の中でひと

つに入り混じっていることも、この映画のテーマの永遠性を表しているのかもしれない。数学の不思

議さには、その表面に触れた程度であるが、時間の流れそのものが永遠であることは、あるいは、そ

の心の問題として見極めるということはある程度可能になった今は、その上に、何が必要なのか、何

かかけているものがあるのか、それが愛というものであるのか、すこし、しっかり見なくてはいけな
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いだろう。2006.08.04 

 

77【対称性人類学】中沢新一 ★★★★★ 

「芸術的人類学」と内容は重複するが、こちらがもともとの出版物。2006.08.04 

 

78【ゲド戦記】宮崎吾郎 ★ 

悪評ばかりが目に付いた作品であるが、実際に見て確かめてきた。結構、時間を忘れて 2 時間見てし

まったので、ひどい映画というわけではない。これよりひどいのなんてざらにある。しかし、問題は、

見終わってからの虚無感というか、ほとんど印象に残らないということ。作品として、ともかく無難

に作り上げたということ意外になにも残らない。せりふの一つ一つについても唐突に出てくる。もっ

とインパクトのある言葉の使い方、あるいは使い場所があろうと思うのに、何も考えていないことの

もったいなさ。ともかく、こだわりなんてことがまったくなく、労働者としての仕事として作品を作

り上げたということに尽きるか。これでは、期待が大きかっただけに悪評がはびこるのも無理はない

か。2006.08.14 

 

79【チキンリトル】★★ 

ゲド戦記と比較するわけではないが、こちらは、ちょっと安易だけど、「宇宙戦争」のパロディのよう

に、父親と子供の関係を結びつけ、ハチャメチャやってしまう。チキンリトルというと弱虫の代名詞

のように感じるが、この主人公はすこぶるアクティブ。元気のいいちびっ子に、手を焼く親父や町の

人々の話。まあ、ゲド戦記よりは見たあとの印象は確かに残る。2006.08.13 

 

80【モンスター】★★★ 

きわめて殺伐とした物語だ。小さいころスターを憧れ、才能も努力もしてこなかった夢だけえがいた

女の子が、結局は、娼婦の道に身を崩し、愛を求め、殺人を繰り返す。一緒に旅をした世間知らずの

どうしようもない普通の女の子が、触媒となり、止まらなくなる。まあ、アメリカの中でのリアリテ

ィはあるのだろうが、日本の中ではどうだろう。心拍の演技に対する評価はある程度あっても、切な

さや悲しさの前に、恐ろしさ以外のなにものも内容に思うのだが。2006.08.14 

 

81【ビッグバン宇宙論】サイモン.シン★★★★ 

フェルマーの定理につづいて、星四つである。いや、すばらしい。宇宙とそれを解釈する科学者と社

会。そして、個人個人の才能や資質との科学への貢献のかかわり。フェルマーの定理のときのわくわ

く感は多少小さかったが、ホーキングの宇宙論のような科学者が解説する読み物とはまた違う、読者

をひきつける日からがサイモン･シンにはある。2006.08.18 

 

82【日本沈没】★★★ 

あまり期待せずに見に行ったが結構面白かった。草薙強君のヒロヒロした感じはいただけないが、豊

橋悦治演じる博士は、1970 年版の仮面ライダーが演じる博士より迫力があった。ただ、インディペン

デンスデイのような最後の女性大臣による演説は、少しさめてしまったが。焼き鳥屋の女将さんと飲

み仲間をストーリーにかませたのもいいのではないか。変に、家族愛だのを見せ付けるよりはよいと

思う。特撮も、アメリカの技術と比較するとつらいものはあるが、十分に目的は達成できていたので

はないか。合格点を挙げていい作品と思う。2006.08.19 

 

83【ザルドス】★★ 

ショーンコネリー主演の有名な SF。近未来、人類が、獣人とエリート集団にわかれ、エリート集団に

はもはや生殖能力がない代わりに不死が与えられている。そして、生殖は悪だといい、銃を与え殺人

を善となす。環境倫理の救命ボート理論による社会像を描いたものであろうと思われる。その結果は、

当然であるが非常に殺伐としたものとなる。さて、ここで、この作品が言いたいメッセージは何か。

救命ボート理論では、だめだということはわかるが、その代わりに必要な答えが見出せていない。そ

の答えのひとつは日本沈没でも言っていた心の問題である。どのような心を持って望むか。強く、か

つ美しい（利他）の心で望むのであれば、その結果はいとわないというものもあろう。つまり、良い
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結果というもののイメージが、単なる生き残りの数をイメージしたものであれば、きわめて合理的な

答えも簡単に見出せるのかもしれないが、望ましい結果というのは、そういうことではないのではな

いかとの疑問があるならば、基本となる功利主義的な考えが成立しなくなる。さて、ここで、結果と

いうものは、あるプロセスを経て生まれる答えであるが、答えを示す時系列の流れが常に途中、つま

りプロセスのみが会えるということであるのであれば、結果というものが存在しないということであ

る。答えは歴史が証明するというが、歴史は、つまり時間の流れは人間的には続くものであり、時間

の終わりは存在しない。つまり、答えは、結果にないということである。プロセス、その過程、現在

そのもの、一瞬の中に永遠がある、つまり答えがあるということだ。倫理の概念は、個々k ら導かなけ

ればいけないのかもしれない。 

さて、話は、変わるが、ザルドスのような作品をどのように見ればいいか。いろいろと考えさせてく

れる作品ではあるが、楽しめるものではない。なにを求めてみるか、その最初の設定と作品が与えて

くれる、メッセージがつながった場合に、初めていい作品に出会えたと思う。今回のザルドスについ

ては、面白くはないが、いいチャンスだったのだろう。その証拠に、見ていて、その意味を考えるこ

とができ、また、印象に残すことができる作品として存在した。2006.08.20 

 

84【電車男】★★★ 

単なる純情というか世間の経験知らず名男が勇気を奮って恋を勝ち取るというお話。だが、なぜか心

を打たれる。そのような純粋さが失われている現在だからこそ、いいのか？2006.08.20 

 

85【銀河ヒッチハイクガイド】★★★ 

さて、イギリスの SF 作品だけあって風刺だらけの作品であった。でも、なんとなく面白い。世間がい

う究極答えが 42 が面白いうというようなセンスはなかなか私自身にはないが。2006.08.20 

 

86【ミュンヘン】★★（私的には） 

確かに描き方、映像の作り出し方、緊迫感等きわめて高いレベルの作品なのであろう。しかし、いく

らスピルバーグがユダヤ人監督であるということを頭で理解していても、イスラエルの苦悩をこんな

感じで描くのはひいきの引き倒しではないか。一体、何が原因なのかの話は、この中東問題にいては

意味を成さない。すでに憎悪の連鎖に入ってしまい、原因を取り除いたからといって良好な状況にな

るとは思えない。そのような関係の中で、ユダヤ人サイドの良心として描いた作品であることはわか

るが、シンドラーのリストで描いた残虐さの描き方がえこひいき。まあ、平和を望む気持ちがあるの

はわかるが。（現在、レバノンとイスラエル問題で、徹底的にイスラエルがテロ国家としての牙をむき

出しにしている状況でのコメントであることを理解）2006.08.22 

 

87【スーパーマンリターンズ】★★★ 

前評判ほどはなかったかな。スーパーマンらしさは健全であるし、使っている CG は、きわめてすば

らしい。シャトルといっしょになった飛行機を救うところは、大迫力である。でも、すでに人妻とな

った恋人を追いかけるストーカーぶりは、自分の子供だったということはあっても、あまりいただけ

ないし、不自然な感じがする。まあ、不自然は、当然か。2006.08.28 

 

88【あぶない刑事 】★ 

くだらん。2006.08.28 

 

88-2【オルファトグラム】井上夢人 ★★★★ 

嗅覚が異常に発達し、そして共感覚のように視覚として知覚される。これは、依然読んだ「匂いの帝

王」の話や共感覚の話を総合した興味が集約された話であった。ストーリーは、比較的単純で連続殺

人事件であるけども、その犯人を捜す過程の匂いを追っかけるという設定がとてもおもしろかった。

再読はしないだろうが、一気に読んでしまった。2006.08.28 

 

89【揮発性の女】★★★(★) 

B 級の作品ではあるが、こんな映画は好きだね。亭主に死なれたガソリンスタンドの奥さんが、信用
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金庫に押し入ったちんけな強盗？を助けるうちに、寂しさを紛らわす慰め物として、その若者の存在

をいとおしく感じる。女優の名前は知らないが、冷たさと内面に潜むエロスを感じさせる存在として

なかなかいい線をいっている。風邪を引いてお漏らしをするシーンは、思わず目頭が熱くなるような

いい感じ。チンピラを演じた若者の演技もなかなかであった。2006.08.28 

 

90【ホテル・ルワンダ】★★★ 

作品としてはいいと思う。しかし、題材が、現実話であることを含め悲しすぎる。人間が、それも同

じ種族の人間同士が、他の国の影響の後遺症で徹底的に殺戮に走る。人間の悲しさがなさけなさがあ

る。恐らく、このような残酷性を楽しむ人間は数％の人間なのだろう。しかしその数％が集まると数

万人になり、それが正当化の仮面をかぶることができるとこんなことになるということだ。暴力的な

力が、民族浄化という正当性をもったときの恐ろしさがここにある。 

ホテル支配人の人情的な行為はいいのだが、それ以上に、残虐性が支配する社会の姿を垣間見た。な

お、ツチ族が、支配していたときのフツ族は、どのようであったか。相当に残虐行為をしたのではな

いか、その仕返し的な行為ではないか、そんな気がしたが。(2007.01.02) 

 

91【硫黄島からの手紙】★★★ 

同じ暴力(戦争)という行為の残虐性を描いたこの作品は、人間の姿、まっとうな姿を全うにあらわせて

いるという点で十分に心に響かせるものがある。パン屋の一等兵が語り部として存在するが、彼自身

が、主役でもある。見ているときは、相当に重たい気持ちであったが、見終わった時には、意外と爽

快感があるのはなぜか。（2007.01.02） 

追加：ここにあるメッセージ性は、戦中の日本人の特殊性は妄想で、アメリカ兵と同じように存在し

ていたということかもしれない。日本人にはあたりまえのことだが、外国人には新鮮な驚きかもしれ

ない（2007.01.04） 

 

92【かもめ食堂】★★★★ 

なんとなくいい感じではある。ともかく、食べ物がおいしそうに表現されていた。女性監督の作品で

あればこそかな。食堂主人役の小林聡美（？）のイメージは、恋愛小説家のウエイトレスの彼女に似

ている。心の開放、というか、自然の心の温かさという人間の描き方は、こんな感じなのだろう。気

張らずに、自然体で生きる人間を表現し、こんな生き方がいいんじゃないと思わせること、これは、「硫

黄島からの手紙」の栗林閣下にもいえる。（2007.01.04） 

 

93＊＊＊ のどのポリープ摘出手術 2007.05.22 

5 月 10 日の夕方の夕食でイサキを食べ、その後、喉のところに異物感を感じたためてっきり魚の骨が

刺さったと思っていた。数日しても異物感が取れないため、吉田耳鼻咽喉科に見てもらいにいくと、

なんと診断は「逆流性食道炎」でそれが原因で腫瘍ができているということであった。医院長は、す

ぐに摘出して病理検査をしなければいけないということだったので、5 月 14 日に事前の検査、5 月 22

日（検査時には 21 日であったが、麻酔医の都合で一日伸びた）に手術ということになった。見てもら

って以降は、やたら咳き込み始め、体が熱を持っているので意外とやばいのではないかと思い、ネッ

トで調べると、喉頭癌だの食道癌だのがヒットする。その可能性が大だと自分で思うが、もともと 50

までの命と思っていたのでそんなものか、あるいは、最近、特にやりたいことや興味のあることが急

激になくなっているのでそういう時期かとも思う。さすがに、そのように考えた夜は、いわゆる「死」

の恐怖が訪れてくるが、自分のことに考えいかないように、今案での自分の周りにいてくれた人々の

ことを考えるとその感謝の気持ちが恐怖感を打ち砕いてくれるということを知った。 

死んでしまうことは、それ自体は痛くもつらくもないと思うので、それこそ眠ってしまうことと同じ

だろうというイメージはあるが、自分の存在がなくなるということは一種独特の恐怖感がある。これ

は、怖いというよりも巨大な不安というものである。昔から、ＷＰＷのおかげで時々感じていたこの

巨大な不安感に今回は、一晩だけ見舞われた。その際に、いままでの人生を振り返ると、家族や職場

の仲間や、いろいろな人たちのことを考えると、なんと恵まれた人生だったのか、かわいい孫まで生

まれて、なんと素敵な人生だったのだろうかとおもうと、感謝の気持ちがその大きな不安感に勝って

しまう自分の気持ちを知った。おそらく、安らかに死を迎えることができる人々とは、こんな感謝の

yakateru
長方形

yakateru
長方形
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気持ちで死を迎えることができる人々のことだろう。 

手術当日は、熱が 37.3 度ぐらいの風邪の状態であることが病院で判明したが、特に、何も言われずに

手術は始まった。今回は、全身麻酔で口からの治療（検査のときは鼻からの治療）であるという。麻

酔医のおばちゃんが手術室に入ってきて、点滴の管から麻酔薬？をいれると、一瞬、効いてきたとい

う感覚が２～3 秒あったが、後は覚えていない。後から考えると、この感覚は、よく映画で銃に撃たれ

て死んでいく人間が、話していてカクッと行く瞬間に似たものがあるのだろうとおもう。そうであれ

ば、また、死そのものというのは意外とあっとくる楽なものではないかとも思ってしまう。死の恐怖

とは、やはり、死ぬ前の痛みや苦痛と、自分の存在が消えるという漠然とした巨大な不安感からくる

恐怖なのだろう。死そのものに対しては特に恐れることはないとおもう。また、存在感といっても、

生まれる前にはいなかった、存在していなかったわけでもあるし、元の状態に戻るというだけのよう

な気もするが、なかなか頭ではそう思っても、生物的なというか人間的な意識や体が、死をすんなり

と受け付けないようになっているのだろうと思う。 

さて、全身麻酔を受け、一瞬にして眠りに入ったが、また、自分としては一瞬で目が覚めた。この間、

1 時間程度であるか。目が覚めた瞬間は、口の中がどろどろした感覚があった性か、赤ん坊が生まれて

くる一瞬の気持ち、臓器のようなぐちゃぐちゃしたなかなか、這い出してきたような感覚がある。と

もかく、痰がつまっていたため、自分で吐き出して、また、この世界に舞い戻ってきたという感覚で

あった。普通の睡眠では、ぼやっといつの間にか寝て、スーと起きてくるという感覚であるが、この

全身麻酔による睡眠は、突然始まり、突然終わるというもので、初めての経験であった。当然である

が、その間の記憶はまったくなく、心臓カテーテルの際の部分麻酔で、医者と看護婦がやり取りする

会話を聞いている臨場感がないということは、自分に起きた経験であるのに、ちとさびしいような気

がした。 

後の驚きというほっとしたことは、喉を切開するという気持ちでいたため、手術後につばや水を飲み

込むと痛かったりしみたりするのではないかと思っていたことが、まったくその心配輪無用だった。

病室にもどって、お茶を飲んでもいいといわれ、飲んでもなんともなく、18:00 ごろ夕食がきて、食べ

てもなんともなかった。食事を抜いていたせいもあるのか、おかゆだったこともあるのか、食事がこ

とさらおいしく感じた。 

病室では、Ｉ－ＰＯＤでブルックナーを聞きながら、やはり 7 番はいいなあとか思いながらのんびり

とすごす。 

18:30 ごろ絹さんが来てくれて、少し話をし、看護婦に保険の申請の話を確認し、裏口から帰る。 

病院の印象は、医院長が相当のご年配なので、だいじょぶかいなという気持ちもあったが、人間味あ

ふれる看護婦さん（まったく、てきぱきという感じではなく、おっとりというか、少々ととろかった

りするのだが、暖かさは伝わった）でもあり、きわめて快適に過ごせた。 

帰ってきて、夜は、風邪気味でもあったので早めに、葛根湯をのんで横になり、特に、夜中に、昨晩

までのように咳き込んだりすることなく、快適に睡眠がとれた。朝起きてすぐは、すこしふらつく感

覚があったが、一日、横になっていたのでこれはしょうがないのかと思う。 

今日は、午後から JCCA の会議で委員長でもあるのだが、全員出席するというので休みにすることや

延期することもできず、とりあえず出席する予定。 

病理の結果は、来週の火曜日に出るというが、気持ち的には 90％は大丈夫じゃないかなあと思ってい

るが、こればっかりは、ふたを開けなければわからない。 

万一、悪性だということになっても、その場でころっと死ぬわけでもないため、そのときはその時で、

人生の意味を真剣に理解することができるチャンスかとも思い、残りを生きるしかない。今回の経験

の中で、死の恐怖・不安を拭い去るには、自分の周りの人々の感謝の気持ちを思い起こせば、打ち勝

てるのではないかとも思えたことが大きな収穫か。2007.05.23 

 

94＊＊＊＊ 身の回りの本屋や CD について ＊＊＊＊＊ 

時間には限りがあるということを改めて理解し、これまで、購入した本屋や CD は、いつか読む、い

つか聞くというスタンスで飾っていたが、これをきちんと片付けなければいけい時期にきたと感じる。 

さてではどうしましょう？ 

まず、読もうと思って買った本であるから、ひとつづつ読むということであろう。あと、読む本と、

見る本、つまり、きちんと読んでいくことに意味がある本と、時々拾い出しして眺める本というのの

yakateru
長方形
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区別をするということか。時々眺める本は、机の前や横の棚の上において、ひょいっともてるように

する。一方のきちんと読む本は、本棚にしまいこみ、一冊づつ読んでいく。その際、今、コンセント

レートしないが、そのうち読みたくなる本というものがあるが、これについては、分類しておいてお

く、なお、数学や経済の本もあるのだが、これらは、本当に読むかい？ 

というわけで、読む本と眺める本、そして要らない本を区分することにしよう。 

 

95【１６ブロック】 

ﾌﾞﾙｰｽｳｲﾙｽが引退前の刑事役で、かつてのダイーハードのような奮闘振りを見せる。ただし、ストーリ

ーはあまり、といかほとんど印象に残っていない。もう一度見てみよう。 

再度、途中まで再度見直す。ﾌﾞﾙｰｽｳｲﾙｽのくたびれぶりはなかなか堂に入ったものがある。が、？？ 

 

96【ブレードランナー】★★★★ 

「哲学の冒険：ﾏｰｸ・ﾛｰﾗﾝｽﾞ」の本に触発され、また、のどのポリープのせいで死について考えたりと

いうこともあって、再度、きちんと見直す。レプリカントといわれる人造人間の生きることに対する

反乱。ﾛｰﾗﾝﾝｽﾞがいうように、死の意味について、現在の時点で、何を奪うのが死であるのかという哲

学的な議論はよく理解できる。死自体は、特に何も奪うわけでない。あえて言えば、今だ所有してい

ない未来を奪うわけであるが、それは、時間の連続性の中での比較としてのみ理解されることで、単

発の時間の中では、特に、意味を成さない。しかし、人間も、そしてレプリカントも死に対しては否

定をし、「もっと生きたい」と望む。さて、レプリカントは、なぜ、もっといきたいと望んだのか？そ

の最大の理由は、生きていることになんらかの意味を見出したからであろう。楽しいことに限らず、

生きている価値というか、苦悩であっても苦労であっても、そこに意味を感じたのであろう。苦労も、

人間としての成長や発見、あるいは挑戦に対しての達成感等があれば、生きていたいと考えるであろ

う。そして、そのようなことを見出せない、あるいは、そのような先にあることが大体見通せてしま

えるようになると、死そのものを受け入れることに抵抗はなくなるのであろう。しょうもないことも

含め、次から次に、人間には生きていたいと思わせるものがおとづれる。死は、何かを奪っていくも

のではない。奪っていくと思うのは人間の勘違いで、未来をもらえると当然思っているところに問題

がある。今、生きているのであれば、今を死によって奪われることはないのである。2007.05.26 

 

97【カジノロワイヤル】★★★ 

００７の最初のころの物語で、やたらとカジノに強いヒーローである。アクションは、確かに面白か

ったし、テンポも良かった。００７シリーズとしては、十分に楽しめた。が、最後で、どたどたと崩

れてしまい、せっかくのテンポ感や００７の派手さがなくなったのは残念。2007.05.26 

 

98【美女濡れ酒場】★★★★ 

大蔵映画といえば、ポルノであるが、これは、2002 年のポルノ何とか新人賞を受賞した作品というこ

ともあり、期待？をしてみた。これは正直、ポルノでもなし、ましてやエロ映画でもない。エロのシ

ーンは、大蔵映画であるから、しかたなく挿入されている程度で、メッセージ性はきわめて高いし、

映像の作り方も美しい。何気ない、水割りの作り方、これがこの映画のすべてであったのだが、それ

は、後半まで明らかにされない。少しでも、ゆらすとその姿を失ってしまう微妙な関係の中で、生と

いうのは成立している。突然現れた歌手の存在、バーの前で倒れていた若者のこと等、この主人公の

二人がそれぞれ別の次元で存在していた（あるいは存在していない）ということがわかる。これは、

もしかして、ひとつの世界を構築しているから、芸術作品として位置づけていいのかもしれないが、

監督である樫原辰郎は、エロを生の代名詞として捉えたことにより、一般の人には目に触れない作品

として埋もれている。バーのカウンター、番傘、自転車、三面張りの川等、その小道具？も私自身の

感性と符合する。2007.06.02 

 

99【マトリックス：リローデット】★★ 

3 回目かな。最初の作品の哲学性は大きく失われ、ここに存在するのはストーリーとアクションのみと

いうことになった。舞台設定、状況等を理解させること自体が哲学的な意味を持っていたマトリック

スであったが、2 作目以降は、その設定の中のドラマ展開ということで、このようなことになった。
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SF の小説は、時代設定、社会背景等をどのように設定するかは、条件であり、その条件でどのような

関係性が生まれるのかが面白いところであったのだが、この作品にも、次の最終話にしてもそのよう

な関係性の面白さは出てこない。人間にとって利用できる機械が後退し、生活が産業革命時代の状況

に戻ったこと等の設定があるくらいか。これは、もったいない話だろう。マトリックスの世界と現実

の世界の間のさまざまな矛盾や創造がほとんどない考える必要のない映像というのは、マトリックス

を賛美した人間には、あまり今日二の対象にならないのではないか。確かに、アクションや映像は面

白く、引き込まれるが、だからなんだというのだということ。 

 

100【SAW】★★★ 

恐怖映画としてよく評判には載るが実際みてみた。ゲームとしての殺人、同様な作品で印象深かった

「セブン」と同質のものだろうと思う。ただし、インパクトは「セブン」に比べ格段と小さいし、最

後の犯人の種明かしは不自然というか、意表を抜くことだけを考えた安易な設定でがっくり。さて、2

作目を見るのだろうか？2007.06.02 

 

101【蝉しぐれ】★ 

この映画と、もう一本日本映画「花よりもハナ？」と 2 本見たが、がっくり。何なんだ、この無意味

な映像は。昔なじみが殿様のめかけになりその子を守るためにがんばる？山本周五郎の作品？原作を

読んでみるが。 

 

102【地下鉄に乗って(映画版)】★★ 

浅田次郎の原作はよかった。これは、とろかった。 

 

103＊＊＊＊どのように時間を料理していくか＊＊＊＊＊ 

さて、健康状態も元に戻ったようであるので、今日から、また、少し気合を入れてやっていこう。こ

こ最近、時間をどのように料理するかについて、何か後世に残すことや何か世のため人のためになる

ことを含めどうしようと考えてみたが、やはり、自分の理解を優先することがいいとの結論を得てい

る。つまり、自分自身が理解すること、これは「真善美」のうちの真と美についてであるが、これを

理解したいという欲求が最も強い。世のため人のためは、どうも自分には向いていないし、その気に

ならない自分勝手さがある。ということで、ともかく、理解する、発見することに力を注ぎたいが、

そのためにはだらだらやっていてもしょうがないので、今は、見ること、「美」であり、芸術の分野で

言えば「絵画」、仕事の分野で言えば「風景」を取り上げてみる。 

この分野であれば、仕事中でも OK だし、今月末には「景観」の講習もしなければいけない。 

それとは別に、極めるという分野では、やはりギターになるのだろう。これしかないとあきらめよう。

そして、このような時間をしっかり生み出すための強制力を自分の中で構築する工夫をしてみよう。

2007.06.02 

 

104＊＊＊＊＊ 今の時点で見ることを考える ＊＊＊＊＊＊ 

美の視点で見ることを考えると、まず、見えないものを見ることが美の出発であることがわかる。生

物的に見ることは、目を通して視覚的に脳で理解することであるが、このときには、きちんと見る作

業をやっているわけではなく、多くは「記号」として、あるいは「概念」として捉えるように勝手に

している。これは、人間が高等生物であるから行えることであり、情報処理能力としてはとても高度

で有効なことではあるのだが、いったん、ものを見るということになると、パソコンの文書ソフトの

ように勝手に箇条書きに置き換えるオートシェイドのようなもので、余計なお世話になっているもの

である。これを本来の見るということに戻り、さらに、そこから、見えているもの（外面性）をこえ

て、その見えていないもの【内面性】に理解の範囲を広げることが、ものを本当に見るということに

なるという理解をしている。つまり、内面性を見ない限りは見ええいるということにならないという

ことである。音楽は、音を聞いているだけでなく、その音の連なりが表現する内面性を見ようとして

いるし、そのように聞かない限り音楽は音楽になりえない。同様に絵画も、絵としての表面・外面性

だけを見ている限り、それは眺めているのであり、見ていることにならない。それでは、どのように

見るか、その見方を規定してるのが、前述したように記号としてみることの呪縛から自分を解放する

yakateru
長方形

yakateru
長方形
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ことがその出発にあると思う。 

ところで、内面性とは何か。これはあまり難しく考えることは必要ないと思うが、素直な心で受け取

ること、自然（じねん）の心で受け取ることをもって理解するしかないと思う。情念や感情というも

のももちろんくっついてくるであろうが、その先のことである。幸い、自己の本質ということに少し

理解をしているつもりであるので、そのような見え方は即非の感覚で捕らえることがイメージできる。

きちんと見るということは、そこにそのようなメッセージ性があるかどうかの判断を知ることができ

るかどうかということであろう。当然、しっかり見るということは、すべてのものがすばらしく見え

るということやすべてのものの内面が善であることを理解することではなく、そのには、あくまで表

層にとどまる空虚なものや、邪悪なものや、そこまでいかなくても単に存在としての中立なものもあ

るであろう。しかし、いいものを見るためには、その違いが理解できていない限り、理解できないと

いうことである。 

町に出る、あるいは部屋の中でも、そこにある見えているもののメッセージ性を理解するようにした

い。このメッセージ性は、人間が意図的に設けるものは絵画以外には少なく、恐らくは、無意識に、

あるいは無作為に構築されていったものであるし、それが、民芸のようにいい方向に向いているもの

もある一方、無意識に構築したばかりに邪悪なものになっているものもあろう。2007.06.03 

 

105【バタフライ・エフェクト】★★★ 

おもしろいといえば、おもしろい。不良少年仲間、とんでもない親父たちに囲まれ、青春のいたずら

というには度が過ぎるが、ダイナマイトで赤ん坊と母親を吹き飛ばした事件をもつことになるが、と

もかく、主人公の青年は、日記帳あるいは過去の記憶をよみがえらせるものがあると、その時点へ意

識が戻り、意識が戻るとともに時間も戻る。そして、何度でも人生をやり直す。しかし、なかなかう

まい人生は見つからない。さてそうして彼の取った行動は、最初の関係を切ることで、人生を無難に

クリアしたということで、結局、こだわった女の子が元凶であったということか？ツルーコーリング

のような感覚のもっと時間スパンが長い話であるが、さてこれは、異臭の SF であると考えると、いわ

ゆる人生にとっての if の世界を見せてくれたということか？2007.06.03 

 

106【ダレカガナカニ】★★★★ 井上夢斗 

久しぶりに、一気にはまって読んだ。警備会社の若いスタッフが、新興宗教の、いわばオームのよう

なサティアンのガードを頼まれ、ひょんな拍子に教祖の母親の魂が頭の中にはいりこむ。昔読んだハ

インラインの SF にあったようなストーリ展開である。その頭の中の人格と本人との掛け合い、そして、

このようなポア（体から魂が抜けること）の体験が、空飛ぶ夢と関連があるということが興味を引い

たこともある。最近は RD は、見ていないなあと思いつつ、はまった。2006.06.06 

 

107【紙屋悦子の青春】★★★★★ 

黒木和雄の遺作。鹿児島の兄夫婦とすむ娘悦子の青春のメモリアム。ともかく、淡々とした日常の中

に、といっても終戦間際の時代での日常であるが、家族と二人の青年だけの会話で、生きていくこと

の強さや繊細さ、反戦、愛情、なにもかもをぎっしりと詰め込んだ作品。詩情のなかに、強いメッセ

ージ性をみる。役者のうまさと、演出の絶妙な、あるいは計算されつくされた芸術的な作品。2007.07.08 

 

108【ブルークリスマス】岡本喜八 ★★★ 

UFO が地球に現れ、遭遇した地球人の血が青くなる。その青くなった地球人の人間狩りに関する物語。

ともかく、SF としてみると C 級作品であるのだが、政治的なメッセージ作品と考えれば B 級作品と

なる。ともかく、UFO の飛来目的も不明だし、どちらかといえば、血が青くなることで人間性が向上

する（いらいらしたり、嫉妬しなくなるというのは悟りに近い？）のであり、現在の地球人の人格を

変えさせて地球を守るためにやってきたようにも思える。血が赤い（鉄分）から、血気盛んで戦争を

するが、血が青い(銅分)とおとなしい人格となるということかもしれないが、それはそれで、長期将来

にわたりどちらが地球人にとってプラスかはわからないが。 

ともかく、SF 的な背景を用いて描いているのは、政府というか社会を動かしている組織の危険さを表

現している。現在もそうであるが、危機を伝えることは重要なことであるが、危機をあおるというこ

とは、そうすることによりメリットをこうむる人がいるという危険性があるということだ。第 2 のメ
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ッセージは、人間とそうでないものの違いは何かということだが、これはきわめて幼稚な理屈である。

ただ、この血が違うというシンボリックな題材は、ユダヤ人（ユダヤの場合は宗派の問題だが）のホ

ロコーストや現在も起きている血の違いによる迫害と同じで、幼稚な理屈のことをやっているじゃな

いかという批判が含まれているのだろう。第 3 のメッセージは、そのような社会の元でどのように生

きていけばいいのかということ。この作品の面白いところは、おそらく、この次の段階での社会的な

混乱を描くことになるのではないかと思う。つまり、危機は呷った。それによって、地球防衛のため

の予算なり、すべてのコンセンサスを得たという社会のなかで、冷静に物を見る人間は、どのように

苦悩しながら生きていくのか。現在読んでいる、イーガンの「ひとりぼっち」のように極めて人間で

はないほうに近い機械人間･コンピュータ人間を社会がどのように評価するか、そのときに、当事者（親

であったり友人であったり恋人であったり）は苦悩し決断するが、一般の他人は苦悩せずに決断する。

話はそれるかもしれないが、この苦悩して決断するというプロセスの価値がもっときちんと評価され

なければいけないのだろう。人間にとっての苦悩とはなにか。多くの選択をしなければいけない人生

において、苦悩するという場合は、自分を含め二つあるいはそれ以上の人にまたがる相反する場合の

自分としての選択であろう。特に、人間の間に利益が分かれるのでなく、自分の利益が微妙に違って

いそうな場合は、苦悩はあるかもしれないが、極めて淡白なものだろう。 

さて、そのような判断のときに、優先順位というものが大切になるのだろう。自分を優先するのか、

自分の愛する人を優先するのか。まあ、この問題については、また機会があれば書いてみよう。おま

けで、このころの竹下景子はほんとうにかわいいねえ。2007.07.15 

 

109【離愁（多島斗志之）】★★★★ 

彼の作品は、これまで「症例 A」1 冊しか読んでいない。「症例 A」のインパクトは大きかったため、

精神科医かと勘違いしていた。今回は、ゾルゲ事件をバックに、思想犯とその愛人の物語ということ

であるが、単純な恋愛物というより、錯綜した人間関係の物語ということが本筋であろう。観察者で

あった本人が、実は当事者でもあったという落ち。運命の巡り会わせというか、運命の導きによりお

こす行動が本質の理解を生む。人間は、ことの本質を理解しなくても生きていくことができる。むし

ろ、ことの本質を理解しないほうがスムーズに生きていくことができる。しかし、多くの事柄には本

質が隠されている。意図的に隠されているもの、そうではないが見ようとしなければ見えない本質。

生きていくことにおけるこの本質を見抜くのか、関係はないが、景観をすすめていて「場を読み解く」

あるいは「川を読み解く」ということが盛んに言われるが、自分たちの人生を読み解くということが

必然的な流れとなってきているのだろうか。2007.07.16 

 

110【美女と液体人間（円谷英二）】★★ 

タイトルからは、エロチックな雰囲気が流れ出るが、内容は、ウルトラ Q の劇場版のようなものだっ

た。原爆の影響で人間の細胞が溶けてしまう。それは、また意思も持っていて人間を襲う。殺人犯を

追う警察と、人間が溶けると騒ぐ学者。この対比はなかなか面白いものがあるが。タイトルも、おそ

らくウルトラ Q ののりでつけただけだろう。2007.07.16 

 

111【メンフィス･ベル】★★★ 

DVD 見直しで久しぶりに鑑賞。若い飛行機乗りたちの若さゆえの勇気・恐怖・人間関係の物語。オヤ

ジ的な配役では、調子の良さだけで生きているイベント屋と、そして戦死者の報告を書く司令官の対

比も見所か。戦争の緊迫感は十分に伝わっている。敵の民間人に被害がないよう心配りをするという

ごまかしの美化は不用だったように思うが。2007.07.16 

 

112＊＊＊＊＊「量子の絡み合う世界」「量子コンピューター」＊＊ 

これらの本を読んで、量子力学というもの、あるいは量子を用いたコンピュータというもの、あるい

は、まったく異なった場所での情報の連絡ができる？等の知識を自分に身につけようと読むが、すぐ

にギブアップしてしまう。もしかして、これらは自分の根気の問題ではなく、もともとがそのように

安易に理解できる代物でないのかもしれないと思い返す。わかりやすい文体で書いていれば読めば理

解できるだろうということが誤解であって、きちんと学ばない限りは無理なのではなかろうか。人生

は長いようで短いし、短いようで長い。いい加減に理解しようとしても中途半端に終わると思う。あ
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れもこれも式の限界がそろそろ見えてきたような気がする。そのようなときに、では本当にある程度

の専門的な知識を持って理解することにチャレンジできるものというのは何かあるだろうか？SF に

必要な物理学、音楽を理解するのに必要な音楽理論、あるいは絵画でもいいし、映画でもいい。結局、

そのような知識を持っていなくても理解できる、いわゆる大衆芸術のようなものにだけしか楽しめな

いというようなことになるのか。それもいささかさびしいなあ。植草甚一のようになることは困難で

も、少しはましな理解ができるようにならないものか。そのためには、少し勉強、知識の再入力、と

いうか、まともに勉強したことがないから、知識をしっかりと学ばないといけないのかもしれない。

雑学でもいいかと思っているが、雑学というのはある程度の記憶力が必要であるが、これには期待で

きないので、少し知恵を学んでみよう。必要な知恵は、「美学」「物理学」・・・・・2007.07.16 

 

113【月の扉（石持浅海）】★★ 

一様、最後まで読破したが、途中で危惧したように、最後はずっこけというか、予感どおりであった。

おちこぼれを復活させる組織の師匠がなにやら神通力を持っていて、その師匠を助けるためにハイジ

ャックをするのだが、緊張感がない。途中で飛行機のトイレで死亡した女を誰が殺したか推理的な話

が混入してきて、いっそうそのような状況になった。まあ、むしろこれがこの作家の作風なのかもし

れないが。2007.07.22 

 

114【ダイハード４】★★★ 

いやあ、相変わらずおもしろい。今回は、IT ハッカーによる国家崩壊で、昔のようにギャング的なや

つが悪者でなく、パソコン少年の成れの果てのような人間が悪人というところもリアリティがある。

ちなみに、悪役のスレンダーな女忍者？は、ターミネーター3 のメカのように迫力ありすぎ。2007.07.22 

 

115【毛皮の下（ﾀﾞｲｱﾝｱｰﾊﾞｽへのコラージュ）】★★★ 

最初っから性器丸出しの老夫婦がでてきて、面食らってしまったが、その後は、ﾀﾞｲｱﾝの生き様見たい

のはある程度理解できるストーリーとなった。フィーク（奇形）の人間をとり続けたﾀﾞｲｱﾝのその心の

中に、そのような不完全な中での安心感があるということ、ﾀﾞｲｱﾝ自身が、パニック症候群のようであ

ったし、これを自分自身が心の奇形と思っていたのかもしれない。他人にできて自分にできないこと、

他人では当然のことが自分ではなかなか難しいこと。あるいは、ﾀﾞｲｱﾝにとって大切なことを理解する

のはいわゆる普通の人々でなく、奇形に生まれ、人生に悩み苦しんだ人間だけが到達できる豊かな感

情。これをﾀﾞｲｱﾝは生まれつきあるいは大人なるにしたがって育てて行ったということのほうが近いの

かもしれない。ﾀﾞｲｱﾝの家族、旦那、そして、旦那の金持ちの両親。旦那の金持ちの両親はあきらかに

単なる底の浅い成金人間として描かれているが、旦那は、もう少し理解のある人間として描かれてい

る。ただし、ﾀﾞｲｱﾝの生き方には生理的に受けうけつけない、当然ではあるが、普通の人々においては、

なかなか受け付けられない環境に葛藤と努力をもって受け入れようとしている姿は、これはこれで悲

しいものがある。多毛症の男に負けないよう髭をぼうぼうに伸ばしてみるとか。2007.07.26 

 

116【オロロ畑でつかまえて（萩原浩）】★★★ 

ユーモア小説としてではなく、地域活性化小説として読もうとしたところが間違いであった。話は、

過疎地の青年たち、といってもすでに皆オヤジであるのだが、かれらが東京のコンサルタントに頼ん

で地域活性化のための企画を立てるということだが、アイデアは、神秘の湖に恐竜というあたりさわ

りのないもの。テーマとしては、遠野をテーマに宇宙人の来訪を作り上げた小説にはまったく及ばな

い。ただ、小さなしょうもないコンサルタントでも、依頼主に対し一生懸命に対応しようとする姿は

見習わなくてはと思った。2007.08.01 

 

117【ランドマーク（吉田修一）】★★ 

なにか、ユニークさはあったが、ほとんど記憶に残っていない不思議な物語。建築現場や建築家が出

てきるところは覚えているのだが。もう一度読むか。2007.08.01 

 

118【からくりアンモラル（森奈津子）】★★★★ 

かの有名な森奈津子女史のエロテッィク小説。なんというか、少女のマゾ的ないじめられ方の表現は、
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極めてエロイが、その少女たちの清純さを失わないようなきれいな描き方は、彼女独特のあるいは女

性作家ならでは表現か。内容は、そしてその解説は、同本の解説がきわめてしっかり書き込まれてい

るのでそちらを参照のこと。2007.08.01 

 

119＊＊＊＊＊オヤジ学 

何事もこだわりを持つのがオヤジ。さすがに 50 年近く生きているといろいろな薀蓄を持っているのだ

が、悲しいかな記憶力がぼけてきて、すっきりと出てこない。話のタイミングにうまく乗れない。だ

けれども、知っているのである。だからといって知っていることを自慢してもしょうがないので、知

らない振りをして話に加わっておくというのも手としてはあるが、それではそれでまたしょうがない。 

つまりは、薀蓄の自慢話をしてもしょうがないのだ。知っていそうでということでニコニコしていれ

ばいい。 

最近は特に、喉の手術をしたこともあってしゃべるのが億劫になっていることもあるが、また、しゃ

べることに対しての頭の回転をうまくまわせなくなってきていることもあるが、ともかく、人としゃ

べることは面倒であり、力が要る。 

かといってここが難しいところであるが、若い人と飲みに行って、喋りが好きな人間だといいのだが、

そうでなくれば、こちらからしゃべらなければいけない。これは、けっこう辛いし、恐らく相手はも

っと辛いのだろう。オヤジ相手に話さなければいけないのは、どのような話題を見つければいいのか、

若い人間にとっては闇の世界だ。 

だから、話題だけは、こちらからほおって上げなければいけないが、かといってそのような話題性に

長けたオヤジは、オヤジの風上にも置けないやつだ。 

さて、まず、オヤジはどのような行動原理をもっていなければいけないか、これについて、考える。 

オヤジも、年は取ったいうものの男であるからには、もてたいという気持ちがどこかにあるかもしれ

ないしあるであろう。なぜかと考えると当然 SEX（性的な）ことが根底にあるとは思うが、オヤジの

中途半端なところ、あるいはオヤジくさくて嫌われるところも、この中途半端にある。別に、好かれ

る嫌われることを考えて行動しているのではない（ん、そんなことない）のであるが、人と人のかか

わりを持って行動しているからには、好かれることはやはり善であり、嫌われることは悪といってい

い。それではどんな好かれ方をするか、やはりオヤジは父であり教師であり上司であるということか。

仲間でないし、男でないし、家族でもない。そうであれば、好かれるには、親父か、教師か、上司と

しての好かれ方に頼るしかない。いくら、男として、あるいは仲間として好かれることを期待しても

これは悪戦苦闘ということだろう。もっとも、チョイ悪オヤジと言われる様にいかしたオヤジになり

たいのであれば、がんばらなければいけないだろう。若者の仲間として、あるいは性的対象としての

男として、努力しなければいけない。ただ、それだけが、オヤジの生きる道ではない。 

このように考えれば、見栄の問題も同じこととして取り扱いできる。ハゲ、デブ、メガネ等のオヤジ

の代名詞についても、これが、仲間、あるいは異性としての男である限りは蔑称となるが、父親、教

師、上司であれば、当たり前のことである。 

ということで、オヤジ学はとりあえずここまで。2007.08.05 

 

120【ナイロビの蜂】★★★ 

アフリカケニアを舞台に製薬会社の陰謀に正義感で立ち向かう外交官の妻、そして、殺された外交官

の妻の旦那が、同じように正義に目覚める。アフリカの現実と先進国の豊かさのあまりに大きな乖離。

「子供を含め人間の命があまりに安く扱われている。」この言葉は、現実の日本の中ではまったく現実

味がない言葉にあるが、実態は、その言葉通りなのだ。ホテルルワンダと同様に開発途上国の深刻な

問題、貧しさの中の現実のすさまじさ。2007.08.05 

 

121【男はそれを我慢できない】★★★ 

いやあ、おもろいねん。笑ってしまう。男の心理、行動、考え方、包み隠さず映像にしたらこうなる

のであろう。話は、下北沢に、突然、ソープができるということで、それに反対する鈴木京香と、彼

女を取り巻く男たち。話は、天狗の仕業的に SF のようになるが、それはちょっとしたご愛嬌。さて、

こんな作品を誰と一緒に見るのだろう。これは一人で見るものなのか、それとも、ばかな男通しでみ

るのか。最近、年齢の性か、しょうもない話が一番いいのではないかと思うようになってきた。難し

yakateru
長方形
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い話は、そっちにおいといて、という感じ。前回の西日本連絡会の後、石丸氏と入江氏とバーニーち

ゃんに行ったとき、やたら入江氏が難しい話で議論を吹っかけてくることに少々うんざりしたが、昔

だったら、それに乗って議論したかも。2007.08.18 

 

122【カオス】★★★ 

意外と面白かったが、カオスは言いすぎだろう。二人の刑事が、銀行強盗を追っかけて、結局は、自

分でちょろくいただくという話。ﾌﾞﾙｰｽｳｲﾙｽばりの主役っぽい刑事が途中であっけなく死んでしまった

ので、なかなか面白い役者の使い方をするなあと思っていたら、最後にきっちりできてやがった。意

外性が、逆に普通のドラマ展開になったことが、カオス（複雑そうに見えてきちっと落ち着くところ

に収まるのがカオスと映画の中では話していたなあ）なのか？2007.08.16 

 

123【憑神】浅田次郎 ★★★ 

まあなんといいましょうか、浅田次郎風のタッチで時代劇を読むということなのだが、この登場人物

は、神様仏様ではなく、貧乏神、疫病神、そして死神の目面である。主人公の菊次郎？は、極めて律

儀で、その律儀さに疫病神たちも同情してしまうのであるが、最後に、人間は寿命があるから輝く、

神様たちには、寿命がないから神様は輝かないということを悟って死んでいく。まあそれも、ひとつ

であろうが、あまりに純情すぎてしまうのではないかなあと感じる。面白いので、それなりに読んで

しまい、ストーリーが明快なので、よく覚えてもいるのだが。まあ、ひとつの教訓話として読むのに

はいいかもしれない。2007.08.15 

 

124【トランスフォーマー】★ 

んー、けっこうひどいねえ。ここまでひどいと、年間のだめシネマ NO１になってしまうのでは。 

ともかく、おちゃらけとまじめといったいなんだんねんという感じ。2007.08.25 

 

125【キマイラの新しい城】★★★（★）殊能将之 

また、面白い作家を一人見つけた。自分自身がにがてなミステリー作家ではあるが、インテリジェン

スといい、作風といい、面白い。今回は、中世の騎士がのり移ったテーマパークの社長と、その謎を

解こうとする探偵さんの話である。どこが面白いのか、着想の奇想天外さと、なんといっても文学作

品のなかに、「ダウランドのリュート曲」が流れるのは初めてではないか。中世の騎士がみた、現在の

姿という表現は、なかなかさもありなんという風な感じで、車の表現なんか、現在という時間の中で

当然と思ってみていたものが、機械という存在がない時代に、動くものはすべて生き物と感じる気持

ちがちょっとのり移ったような感じを与える。2008.08.25 

 

126【ハサミ男】★★★殊能将之 

次の作品。なかなか面白い展開だったが、最後でだまされた。2007.09.02 

 

127【黒い仏】★★★殊能将之 

舞台が福岡で、中州やら平尾やら西のほうの地名やらが次々にでてくるため引き込まれたが、最後は、

SF 的などんでん返しというか、ありえねえといいましょうか、最後でだまされた。こんな展開は、ど

うなんだろう？2007.09.05 

 

128【ロードオブウォー】★★★★ 

ニコラスケイジの武器商人の話。これおは、夫婦愛や世界平和のようなイデオロギー的な作品でなく、

武器を売るという才能を持ってしまった人間の悲劇というか人生というか、そのような話。ともかく、

世界が認めようが認めまいが、何らかの才能に恵まれて、それを最大限に活かそうとする行為は、ど

う評価されるのだろう。倫理や正義の問題でないところの宿命的な問題である。やはり、そのことを

受け入れ、認め、やってしまうことで、その他人の評価や、あるいは神がいたとしてその神の評価も

受け入れるという覚悟でやってしまうのであろう。もう、悲劇だのうんぬんくんぬんの話でないレベ

ルまで昇化しているところがすごい。2007.09.08 

 



 

30 

129【黒澤明 封印された 10 年】西村健一郎 ★★★★★ 

自分が育った次代と黒澤明を中心とした映画界の動きをドキュメンタリーに描く。黒澤監督の天才な

らではの苦悩や映画人のこだわり。そして、みんなが黒澤監督に対する敬愛する気持ち。ともかく、

一冊の本として、しっかり表現できている。最後の言葉、「本にしなければ言葉は残らない」が印象的

であった。2007.09.15 

 

130【荒野の七人】★★★ 

黒澤明の七人の用心棒をまねして作ったマカロニウエスタン。ただ、俳優は、極めて贅沢で、ﾕﾙﾌﾞﾘﾝﾅ、

ｽﾃｨｰﾌﾞﾏｯｸｲﾝ、ﾁｬｰﾙｽﾞﾌﾞﾛﾝｿﾝ、・・・・。音楽も、黒澤作品をえらい意識したものになっている。ただ、

作品としては、やはり単なるまねっこ作品になっており、黒澤明の作品を越えるところは何一つない。

ともかく、見ていながら、黒澤明の七人の侍が見たくてしょうがないという気持ちにさせるものであ

る。こんなに、大勢の俳優が出ているのも、黒澤作品への敬愛があるのかと思ってしまう。この前読

んだ「黒澤明 封印された十年」をよんでいただけに、黒澤明に対する大いなる興味というか敬愛の

気持ちが自分中にも生まれている。2007.09.15 

 

131【レストストップ】★★ 

グラインドハウスという映画の分野があるという。つまり、昔あった場末の映画館で、B 旧映画を 2

本、あるいは 3 本ぶっ続けで見せる映画館のことである。学生、高校生のころはこの手の映画館に相

当通った気がする。3 本立てを 2 回見ることで、朝から行って夕方帰ってくるという映画の見方であ

る。このグラインドハウスということを教えてくれた本の影響で、その手の安っぽい作品を見ようと

思って手にしたのが、このレストストップである。アメリカのカリフォルニアの休息所での殺人事件

というか、誘拐事件というか。子供っぽい彼氏と家出をした娘。レストストップの汚いトイレに入っ

たことが事件とつながる。ただ、その前からトラックはいろいろと意地悪していたから、トイレがト

ワイライトゾーンになっていたわけではないのだ。彼氏はいなくなるは、トイレの掃除道具置き場で、

30 年前に誘拐された少女の幽霊、あるいは時間スリップしたために現れた現象か？、また、お巡りさ

んが来たもののあっけなく餌食になる。お巡りさんも、頭を娘に拳銃で撃たれ死んでしまうが、死体

は消えてなくなる。また、バスに沿ったおかしな家族もいた。残酷さと、SF とスリラーと、そして誘

拐ものとがごちゃ混ぜになって、結局は、すべてを説明できるわけでもなく、家出してゆく栄不明に

なった娘は、トイレの掃除道具置き場の亡霊となる。まさしく、グラインドハウスものである。 

さて、このような映画には何があるのか。何もない、というわけでもない。それなりに時間を楽しめ

た。しかし、楽しみを求めるだけであれば、こんなものは見ないだろう。おそらく、このばかばかし

さの中に、気取った映画、あるいは何か主義主張を持った映画にはない人生の姿をしっかりみるので

はないか。ただし、それもこじつけかも知れない。 

このグラインドハウスの作品というものを高校生に戻った気持ちで見てみよう。2007.10.27 

 

132【宇宙人の解剖】★★★★★ 

なんておもしろいのだ！！ロズウエルの空飛ぶ円盤と宇宙人の事件。本当かうそか、そのフィルムを

見つけ一躍大金持ちになった 2 人のイギリス人の話。キャラクターの面白さ、ストーリー展開の奇抜

さ、うそか本当か今でもわからないが、エンディングの最後に本人たちとおぼしき人物が出るが、ス

トーリーがストーリーだけに、うそっぽい。 

しゃれっ気と、クールさと、ひとつ筋の通ったところといい、グラインドハウスの傑作ではなかろう

か。人物の一人ひとりが本当に実にいい。2007.10.26 

 

133【ブラボー宇宙人】★★ 

うむむ。火星人と称する爺さんと宇宙服君が、地球人と繰り広げるどたばた喜劇。地球人は、いまい

ちくび間際のオヤジ記者。なにがいいたいのか、特に言いたいこともなく、どたばたのまま終わる。

イメージは、ﾊﾞｯｸ･ﾂｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬののりだが、あまりになにもないので・・・・。2007.11.05 

 

134【幸福の力】★★ 

ウイルスミスと本人の子供とで、アメリカ的な成功ストーリーを描く。確かにえらいと思うし、もっ
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て生まれた才能というものがあって成功したのであろう。この話をこのように読み解いても面白くな

いので、ここから何を読み解けるか考えてみる。 

第一に、家族の愛情や安定性のようなものを見てみる。このかみさんは、旦那の稼ぎが悪いと文句ば

かり言っているが、旦那自身は、それなりの努力をしている。ただし、それが間違った努力であった

ということが問題で、この話だけから見ると、この間違った方向に向かわせていたのは奥さんの仕業

のようなところがある。自分の考え方の範疇から逸脱しないようにコントロールしながら、かつ努力

が報われないことを旦那（他人）のせいにする。恐らくは、奥さんも悪い人ではないが、賢くない。

これは、実在の話というし、最後のシーンの成功したときに奥さんはでてこないので、成功するため

には、自由な環境が必要だし、おそらく、このような状況（幸福な）になったとしても賢くなければ、

旦那は金持ちになったのを幸いに浮気するだろうし、そうすると「ああなんて私は不幸なの」と、あ

の奥さんは言うに違いない。賢いこと。これは幸せになる唯一の力なのかもしれない。そうこの作品

は言っていると解釈すると本質が見えてくる。？？2007.11.11 

 

135【芸術の神様が降りてくる瞬間】茂木健一郎 ★★★ 

茂木健一郎は、最初の「クオリア降臨」以降、しょうもない本ばかり出しているとおもっていたら、

今回もしょうもない。この人は一体何なんだろう。考えが浅すぎ。ただ、今回取り上げたのは、対談

者の荒川修作の発想が面白いからである。人間というものの精神的な構造や可能性をそれこそ社会的

なしがらみから限定することなく、大きくとらえることでとんでもない世界がこの人の中で広がって

いる（ようである）。ただ、このような対談では十分にわからないので、今度、しっかりその著作物を

見てみよう。2007.11.11 

 

136【ホステル】★★ 

グロテスクさについては、正直たいしたことない。これより邦画の「殺し屋１」の人間カットシーン

や皮膚釣りシーンの法が相当にグロかった。グラインドハウスの作品をがんばってみようと思って、

数作目でこの作品にぶつかり、ホラーやグロ的映画をこれからも見なければいけない？と思っている

矢先の作品であったが、さて、どのように自分の中で料理するのだろう。話としては、エロ大好きな

アメリカ人が罠にはまったというような話である。また、いけにえが、アメリカ人と日本人というと

ころが、なにか世界的にいじめられ人種として描かれているところが納得してしまうのだが、アメリ

カ人の男と日本人の女というところに、その本質があるのか。世界中の嫌われ者が、アメリカ人の男、

これは馬鹿丸出しで暴力的でしょうがない人ということだろうし、日本人の女は、英語もろくに話せ

もしないのに、世界の危険な場所にずけずけ入っていく怖さしらずのお馬鹿さんということだろう。

さて、残酷シーンについては、人間を切り刻んだパーツがごろごろ転がっているシーンはあるものの、

痛めつけられるシーンは、きわめてノーマルに回避されており、そのもっともグロテスクなシーンは

基本的にはない。そういう意味でも、この作品は、ある特別な性癖を持った人への作品ではなく、一

般の感性を持った人間への作品であるということはある。そのなかで、この作品を見せられる、ある

いは、見てしまうことは一体何なのか。怖いもの見たさということとは違う。むしろ、メッセージと

して受け取るのだろう。ここでは、人間を切り刻むことに自分を投影する人が見ることは想定されて

いなく、切り刻まれることになる人間の側に自分を投影することの怖さを体験する体感することがで

きる作品ということか。さて、そう考えたときに、切り刻まれる側に立つと、そりゃいやだろう。し

かし、このような悪魔的なことは人間でなく、病気そのものが人間に及ぼすことは十分にある。エボ

ラであったり、身近なところでは通風であったり。あいてが、悪魔的人間か、自然界に存在する病原

菌か、その違いはあるが、本人にとってはその恐怖感はにたところがあるのではないか。かつて、破

傷風に罹った子供を描いた邦画があったが、そんなものだろう。人間は、痛いのはいやなのだ。

2007.11.14 

 

137【サバイバル・アイランド】★★ 

豪華クルージングで楽しんでいる最中に、差別的に見られたボーイ氏が頭に来て火事になり、無人島

に流されて、美人の人妻とおっさんの旦那と、ボーイ氏の 3 人の嫉妬合戦の話。これに、意味なくス

ペインの女のたたりが加わる。オヤジの嫉妬の醜さはわかったし、若者に対してこのような態度はし

ょうがないなあといいつつ、別嬪の奥さんを取られるのではないかとの嫉妬はよくわかる。結局、奥
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さんが旦那を見限るのだが、それもよくわかる。以上。2007.11.21 

 

138【ポイント４５】★★ 

これもサバイバルアイランドと一緒で、男の嫉妬の話。これに DV とレズがからみ展開する。DV の旦

那のあほな人間性はよく出ていたし、彼女の弱さと強さもよく出ていた。また、保護司の黒人の彼女

も、旦那が DV の過去を持ち、男に懲りてこの商売を選んだものの、この彼女のレズ的誘惑に戸惑い

つつのめりこみ、結局は殺人まで犯してしまうのもよく描かれている。ストリーやメッセージ性はい

かにもアメリカ的で薄いものの、演技と配役についてはたいしたものだと思う。これも、最後は、彼

女の一人勝ち。アメリカの女性は強い。ただ、あまりにも周りの環境のレベルが理性的でなさ過ぎる。

ただし、これはアメリカの姿なのかも。2007.11.21 

 

139【パフィーム】★★ 

なかなか途中まではよかった。スリリングであったし、香水師という独特性と、匂いを画面で表現す

る技術的な演出。しかし、途中から、現実味が薄れ、なぜ皮膚の香りを油で取り出すのに毎回殺人を

犯さなければいけなかったのか、美人のにおいがいいというのは何故なのか。匂いに最大の魅力を感

じるのであれば、美人もブスも関係ないだろうにと、映画として美人という設定にしなければという

エンタメ的な色が見えたり、最後にいたっては、匂いをかぐだけで、天子様となってしまう落しの軽

薄さ、さらに、最後は、自分にその究極の香水を身につけて、生まれた場所魚市場へ戻って、みんな

に食い尽くされる？かつて読んだ匂いの帝王は本当に面白かったが、もう一度読んでみるか。少なく

とも、匂いや香りに対する興味はもたらしてくれたか。なお、最後に殺されたお姫様のお父ちゃんが

「ギャラクシークエスト」のトカゲ頭の君であったのは、この映画を見た収穫のひとつである。独特

の声、独特の演技、おもしろい。2007.11.24 

 

140【ザ・シークレット】★ 

ベストセラーの本というから読んでみると、なんと一言「人々は引き寄せる」を言いたいだけだそう

な。むかしのカーネギーだったけ、「心は実現する」そのことみたい。望めば夢がかなうという声をた

くさんのせているが、それはそうだ。世の中、何億人いて、その中で、望んだことが叶ったって言う

人はいるだろう。そういう人の声をのせて、これは真実だはない。逆の声もしっかり載せろといいた

くなる。また、かりに、そのようなパワーがあるということを紹介したいのであれば（私自身は、そ

のようなパワーはあると思っているが）、心の持つ構造を紹介して、すえｂてのことを幸せに感じる能

力を身につければ幸せになるということをきちんと書きなさい。今の自分に不足するものは本当にな

くなってしまった。お金にしても、この前の夢アイデアコンテストであれ、RCCM 採点であれ、小金

は、きちんと飛んでくるようになっている。本当にお金に困ったことはない。また、労金にしろ、ピ

カソにしろ、きちんとしたタイミングできちんとしている。このタイミングなんか、人にしゃべれば

奇跡に等しい。自分の周りでは、この奇跡に等しいタイミングで、いろいろなことが自分自身を援護

してくれているという感覚がどうしても強く感じざるを得ない。そんなことは、ちゃんとあるという

ことを知っている人にとって、この本のような紹介の仕方は、きわめてまずいというか、へたくそ。

仏教の本のほうが数段まともである。少なくとも、仏教についてもう少し勉強して本を書けといいた

い。2007.11.24 

 

141【キングコング】★★★ 

再度見た。やはり、ジュラシックパークや変な昆虫やワームが次から次に登場するのは、単に、監督

の趣味にしか過ぎない。はやり、1954 年版？の内容には勝てないし、そのオマージュであることでみ

るということか。2007.11.25 

 

142＊＊＊＊＊＊＊わが四畳半の宇宙の旅 2007 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

この部屋の中にあふれる、CD、DVD、楽譜、本。この 4 つのカテゴリーからなるコンテンツには、相

当の知識やエンターテインメントがつまっている。外にばかり気が行ってしまうのは、欲求として仕

方ないにしても、自分のこの宇宙を探索しないのはあまりにももったいない。ということで、しばら

くは、この部屋の中の作品に時間を割いて制覇する事に努めてみよう！！！！ 
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（余談） 

さて、自分が求めているものを見つけることがこの旅の目的なのか。それとも、時間を楽しむこと自

体を目的として旅するのか。答えは、もうだしているはずである。手段と目的を考えたときに、手段

の時間を目的に添加することで時間が永遠化するということは理解しているつもりである。ただ、そ

れが理解の範囲を越えることがいまだできていないようなところはある。何かを探すために手段とし

ての時間を使っている。この理由は、その探す媒体となるコンテンツが、本であったり、DVD であっ

たり、他人のものを持って楽しもうというところにある。かつては、それは何でも面白かった。それ

はそうである。自分が白紙であったから。すでに 50 を越え、そのようなコンテンツを提供している人

より物が見えるときも多くある。そのため、楽しめない。こいつは馬鹿だなあ、なんて思いながらで

も読めるのであればまだいいが、梅原猛のような歴史解釈はいいが、それが仏教になったとたんに表

面的な解釈になると読むことができなくなる。人間の精神構造というものを実体験を通して理解した

経験がなければ、仏教というものを単に知識的に悟りや宗教体験等の話をされても、とんでもない解

釈になっていたり、あるいは、その議論のベースが違うステージに立っていることがあると、楽しめ

ない。ただし、自分が成長することが目的でない、人生の面白みを楽しむということに解釈を変える

ことで、これは、楽しむことができるかもしれない。今、目の前にある多くのコンテンツに、興味は

あるが、なかなか手が出ないのは、それを自分の成長のために役に立つかという判断が少し入ってい

るような気がする。その判断を拭い去り、素直に、そのときを楽しむことで、もっと自然にこの世界・

宇宙に飛び出すことができるかもしれない。今回、この 4 畳半の狭い自分の部屋の中の世界を旅しよ

うとやっと決心したのだが、このことの実践は、もしかしたら、部屋の外の膨大な世界における宇宙

と同じことがこの 4 畳半にあるのかもしれない。外に向かって新しいものを求めているが、その実、

その自分の姿勢そのものが制約を自分の中に課しているため、結局、コンテンツだけが積もりつつあ

るという自体になっているのかもしれない。ということで、素直に、作品と、そしてその作品を作っ

た人間と向かい合うことが必要というか、一番楽しいのではないか。それで、手段がはじめて目的に

変わるのではないか。そんな感じでやってみよう。ちなみに、これは対人間との感覚にあることと同

じかもしれない。年上であれば、自分を成長させてくれる人物と話すこと、年下であれば、その人に

とって役に立つ時間を提供することがその時間の意味というようなことを思うのが制約となり、人と

の会話や付き合いが手段化している。その人なりの人物とシチュエーションを楽しむことが、もっと

あってもいいのかもしれない。 

それにしても、このように表現しないときには特に考えていないが、このように文章にすることで、

なんと自分の考え方が整理されるのだろう。自分との対話が面白いのは今に始まったことではないが。

ただ、やはり、あまり成長はしていないな。しかし、この成長しないということがまんざら悪いこと

ではないのではないか思うのが、人生の後半に入ったという年のせいかもしれない。2007.11.11 

 

143【サンシャイン・・・・】★ 

真田？主演の SF。意味不明？2007.12.07 

 

144【コールドクロス】★★★ 

450 円 DVD なので、ほとんど期待しないで見ていたけども、意外と面白い。デニス･ホッパーのきち

がい芸術家もいいし、それを追求する神父の神を見捨てているところもいい。筋は単純であるし、特

に、わくわくするところもないのではあるが、なんとなくいい。音楽として宗教音楽が荘厳に流れる

のもいい。2007.12.08 

 

145【レインマン】★★★ 

ﾀﾞｽﾃｨﾝﾎﾌﾏﾝ主演のアカデミー賞作品。2 回目。ただし、依然見たところで記憶に残っているシーンは爪

楊枝を数えるシーン程度で、ほとんどは最初に見たときと代わらないかも。たしかに、ﾀﾞｽﾃｨﾝﾎﾌﾏﾝの

演技はすばらしいと思う。また、相当におぼっちゃマン的な自分本位の弟君が、人間としての心の持

ち方に近づいていくところは感動的でもある。しかし、「僕には数字が風景に見える」の本を読んだ後

なので、なにかもっと自閉症患者の才能のすごさに視点が当たっていてもいいのではないかと思う。

人間としては失格であるという前提での描き方には少し物足りない。2007.12.08 

 



 

34 

146＊＊＊＊＊マスコミの下品さを憂う＊＊＊＊＊ 

最近のマスコミの下品さはどうしたことだ。社会正義が信条であったはずののマスコミが、嫉妬にも

とづくいじめの巣窟になってしまい、目を覆うばかり。数ヶ月前の週刊現代の、朝青龍がうつ病的に

なってモンゴルに帰るときの見出し「ざまあみろ朝青龍！」には、あきれることや怒りを越え、悲し

くなった。もはや、成功体験を持つ人間をターゲットに次から次に生贄にしているのが今のマスコミ

である。自分たちはあくまで評論家でしか過ぎない。自分で成功体験など持つこともできない。たん

に頭がいいだけの人間の集団である。その人間たちが、個人という責任をおわず、マスコミというか

これみのに隠れつつ、極めて横暴に批判する。NHK も最近おかしい。 

マスコミを糾弾することはマスコミにしかできないから、自浄作用は起こるはずもなく、過剰さに過

剰さが上乗せされ、暴走状態にある。日本を破壊しつつある。天罰がおきないものか彼らに。2007.12.09 

 

147【マリーアントワネット】★★★ 

歴史上の人物であるマリーアントワネットを描くにしては、なかなかユニークな演出であった。テレ

ビ等では、その衣装や装身具、靴、ケーキ等の方に目が行くようなことをいっていたが、確かに、そ

れらは絢爛豪華な感じであったが、それよりは、実態的にリアルに描いたというところがおもしろい

のだろう。ドラマ性はむしろなく、日常の王妃という立場の大変さがよくでていた。なかなか偉い人

たちも大変だとはおもうし、どんなに偉くなろうが、心から尊敬されない限りは嫉妬の嵐の中で生き

ていかねばならず、それはそれで結構辛いもの、あるいはおもしろくないものであろう。2007.12.16 

 

148【ロボコップ】★★★☆ 

20 年以上も前の作品にしてはよくできていると思う。サイボーグのあり方は、現在のホンダ等のロボ

ットを見るとはるかに性能は上だとおもうが、そんなハード SF 的な視点からではなくて、人間のおろ

かさを、心をほとんど失ったロボット側から見ることで大きな風刺になっているという感じがした。

ただ、この二作目「ロボコップ２」は愚作。2007.12.16 

 

149【卒業白書】★★ 

なつかしのポップスで有名な「いちご白書」と間違えて見てしまったが、まったくの違う話でお恥ず

かしい限りです。トムクルーズ主演のこの作品は、どたばた青春物で、両親が留守の間に繰り広がれ

る女、泥棒 etc の喜劇。トムクルーズを惑わす大人びた小娘はリリマクレーンのように魅力的ではある。

さて、この話のメッセージは、子供は馬鹿じゃないということか？2007.12.20 

 

150【バーチカルリミット】★★★ 

数年前に見たが、雪山のイメージだけがあって内容についてはほとんど記憶していなかった。今回、

改めてみて結構面白いと思った。最初の登山家のオヤジと娘・息子と山に登り、オヤジさんは自分を

犠牲にして子供たちを救った。これが逆に息子のトラウマとなったし、娘の生きていく目標となった。

アクドイ資産家が、企業の宣伝のために登山家を危険にさらし、自分のわがままの性で危機的状況を

迎えたが、自分だけ助かりたく、他の人間を自分が生きるための犠牲にしてもかまわないという自分

勝手さが、観客の恨みを買い、結局は、犠牲になって死んでいくときにみんなは喝采を送る。親と子、

旦那と嫁さんという愛情の結ばれ方を見る一方で、このあくどい資産家は、このような愛情を受ける

ことなく自力でがんばって資産を得て、結局、愛情のなさで自滅していくというなんともさびしい話

であろう。愛情は与えなければいけないものとは、確かに美しく客観的にはすばらしいが、自分に置

き換えてどうか。子供へ、あるいは、妻への犠牲的愛情はあるが、この作品のように、自分が雇った

人間に対してどの程度愛情というか平等な犠牲的精神が生まれるのか。これは、その状況にならない

とわからないだろう。日常的精神では対応できない別の次元の気持ちのゆれが起きたときにどう人間

は動くのか。今読んでいる F.K.ディックの「流れよわが涙、と警官は言った」というのも同じテーマ

を、ずーーーーと深く掘り下げている。この作品の場合は、エンタメとしては、十分に楽しめたが。

2007.12.23 

 

151【リーサルウエポン 3】★★★ 

退職を決心した刑事とメルギブソン主演のいい加減な刑事のコンビが繰り広げるどたばた刑事サスペ
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ンス。シリーズ 3 作目であり、シーズン中の評判はなかなかよいし、依然見た記憶もしっかりと残っ

ていた。最初のビル爆発シーンや、子供がマシンガンで死んでいくシーン、ばりばりの女刑事が活躍

するシーン。結構楽しめた。2007.12.20 

 

152【ハード・ツー・キル】★★ 

セガールの旦那が主演のアクション物。嫁さんと息子を殺され、本人も 7 年間こん睡状態で目が覚め、

それからの復讐劇。痛快であるが、それだけか。2007.12.28 

 

153【今そこにある危機】★★★☆ 

ハリソンフォード主演の米国と麻薬マフィアの暗闘のアクションもの。ハリソンフォードのいつもの、

頼りなさげな学者先生が正義感あふれてアメリカの悪を裁いていくという話。アメリカが本当にもや

っているだろう外国に対する武力による秘密裏の介入に、巻き込まれていく学者先生や、海兵隊員の

姿と、それを指図する立場である大統領やその側近たちの自己保身的な行動が次々と泥沼状態になっ

ていく。最高権力者である大統領も、議会での承認人喚問で真実を暴けば大統領も正義の人であり続

けることはできないといいかにもアメリカン正義ぽいところがいやらしくはあるが、その仕組みの中

で翻弄されながら正義を貫こうとする姿は、ぼろぼろになりながら何とか悪を退治するブルースウイ

ルスのダイハード等に通じるところがある。役者としても、権謀術数で強引に進めるが小心者で何か

の担保をほしがる CIA 副長官もなかなかいやらしさが出ていた。2007.12.27 

 

154【流れよわが涙と、警官は言った】★★★☆ F.K.ディック著 

ブレードランナーのメイキング解説書を読んでいると F.K.ディックの SF が読みたくなり手にとって

見た。テレビスターが、へんな生物にかまれたおかげで、自分の存在が社会から消えてなくなり、孤

立無援のまま何とか生き延びようと努力をする。しかし、しばらくすると、その忘れられていた現象

が少しづつ解消され、また、著名なテレビスター（歌手）に戻るということだが、今ひとつ全貌が見

えていない。アリスという警官の妹の薬のせいでということが後半に触れられていたが、その薬がど

のように効けばこのようなシチュエーションになるのかがよくわからなかった。しかし、ある時点で、

自分の存在が理解されているシーンは、わくわくするものがあった。あと、このタイトルである警官

が流す涙は、そのアリスが死んでしまったこと、印象としては、本来は相思相愛であったはずの兄妹

が、実は、テレビスターに恋焦がれていて、そのために、おかしな事件にも巻き込まれまた、妹まで

も失うことによっての涙ということなのか、今ひとつ理解していない。いつかまた、もう一度読んで

みることで、そのあたりはつかめるようになるのか。しばらくは、また、ハヤカワ SF に使ってみよう

と思う今日この頃であった。2007.12.28 

 

155＊＊＊＊＊＊＊＊ものへのこだわり＊＊＊＊＊＊ 

昨日は、東海大学の長野先生や和泉氏たちと飲んだ際に、もののこだわりの話が中心となった。彼ら

のこだわりは、車であったり、そのとき着る革ジャンであったり、釣りの道具であったり、そのよう

なものなのだが、彼らの目は相当に輝いていた。それは、語ることの喜びのようなもので、長野先生

が話していた「特に、釣具にこるわけだけど、それでよい獲物をあげようとはいう気持ちはなくて、

単に、隣の人よりいいものをもっているということを自慢したいところにある」 

ということにしっかり語られている。これらの人々の目的は、いい物をもつことにより人と比べ自分

の中に喜びを感じるものであり、それは、病的な人の場合の人の不幸を見て自分が安心するというも

のに似ているようで非なるものであろう。ここにあるのは、不安であるから安心したいという気持ち

ではなく、もっと高度な優越感のようなものなのだろう。そのような気持ちを持つための要因とは、

ものへこだわることによるこだわり心の自慢であり、生活観ではなく、むしろ哲学的な人生観に近い。

さてそう考えるに、自分の中にそのような要素がないか確認してみると、まず、ものへのこだわりは、

ないというところではあるが共通点はある。それは、広がりよりも深みを探しているということであ

ろう。これは、コレクターとは違うところで、ものを見る目を養っていくことで、それが洗練され、

その洗練されていること自体がさらに興味を加速させるということである。自分の興味が、宇宙や物

理現象やマインド、あるいは美術や映像・映画や音楽を理解することに向かっているのは、これらを

コレクターとして集めることではなく、そこに眠っている何らかの真実を理解することに興味を持っ
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ているのであって、その意味ではものの見方を深めることにあると考えていることである。つまりは、

深みが深みを誘うのは、コレクターと一緒であるが、水平方向への興味か垂直方向への興味かとい 90

度異なった視点かもしれない。ものを集めること、集めること自体に興味を持つことはない。SF の本

なり集めいているが、それは、集めることではなく、自分の手元にいつでもその話を見ることができ

るように、コンセントレションした際には、すぐにそのことを結び付けたいという時間的なものとつ

ながっているからである。あと、ハヤカワ SF 文庫の本を集めたいような気持ちが出るのは、その先が

見えているからであって、その先が見えない一般的な本を集めるという気持ちにはならない。その意

味でも、困難な状況を克服してでも集めたいコレクターとは違うのだろう。 

さて、話を長野先生に戻し、彼らが楽しんでいる車やその衣装については、優越感に浸りたいという

楽しみを持つ気持ちが自分の中にあまりないというところに原因のひとつはあるかもしれない。男性

特有の優越感は、その強い場合は、男らしくなるのだろう。そういう意味では、彼らはすこぶる男性

的である。物理的な力、目に見える力を持ちたいという気持ちは理解できる。さて、その際に、自分

の中にあるのは、同じく男性的な視点ではあるが、物理的な目に見えるものではない、むしろ目に見

えない精神的な視点での力を持ちたいと思っているところがある。これは、学者や芸術家であること

での力なのかもしれないが、日常的なことではない、つまりは生きていくうえではほとんど必要がな

い無意味なものをしっかりと考えることで、自分の価値を高めようとする行動である。同じ男性的な

行動ではあるが、大きくは、この物理的な優越性と精神的な優越性の 2 つの思考があるということだ

ろう。では、この 2 つの思考は、どのような違いをもたらすのだろう、あるいはどのように評価され

るべきなのであろう。そのひとつは、外へのかかわりという点であろう。ものを優越性に感じるメン

バーは、少なくとも、それを評価しあう仲間を求める。長野先生も和泉氏も仲間としてお互いに自分

を自慢し、ほめあい、じゃれあうようなところがある。仲間を募る、一人ではさびしいような性格が

もとにあるのかも。一方で、目に見えないところに力を注いでしまう人間には、積極的に、それをぶ

つけ合うような仲間を求めることは必要ともしていないし、行動もとらない。自分の中で消化し、燃

焼する。そして、これらを芸術的な作品に昇華できる才能を持つ人間は芸術家となる。一方のグルー

プになることを求める人間たちは、恐らく企業家のような集団としての組織をつくり活動するのだろ

う。 

さて、ひとつ問題は見えてきたが、自分自身の中で、いろいろなことに興味を持つがそれを記憶して

いくことに興味がないことはどのように考えるべきなのか。 

長野先生との話の中で、記憶力は、それを必要とする場合にのみ発達し、人間が高度になるに従って、

記憶の蓄積より選別能力が勝り始め、その結果、記憶力は減退するということであった。自分の中に、

いろいろな本を読み、経験をし、蓄積されているのは、その知識ではなく、必要な判断の能力のみで

あるということなのか。その判断能力が磨かれていっていることはあっても、記憶力を磨くというこ

とではないということだ。ということは、それだけの多くの判断能力をしなければいけないシチュエ

ーションに自分が出会ってきたということでもある。本や映画を見て楽しめるが、それを記憶として

残すことはあまりない。したがって、何度でも最初から見たように楽しめる。あるいは、あまり楽し

くないものは、もとから記憶に入れるようなことをしないで、自分の中で切り捨てて行っているとい

う証拠なのか。記憶力については、また機会があれば考えていきたい。2007.12.29 

 

156【宇宙人の解剖】★★★★ 

また見てしまった。やはり面白い。ただ、実話というもののそのフィルムはどこにあるのだ？

2007.12.29 

 

157＊＊＊＊＊＊自分がほんとに怖いもの＊＊＊＊ 

緊張したり震えたりと、人知れずビビッてしまう状態は、昔からのことだが、もうそろそろ、その原

因を理解してしまいたいというこのごろではある。原因として考えられることをできるだけ出してみ

よう。 

人から馬鹿にされること。尊敬されたり、親しまれることを極端に求めているために、それを失い事

を恐れる。 

叱られることを怖がる。人からいつもいい子であるように思われたい意識が強く、叱られることを恐

れる。 
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完全主義者的で、自分はすばらしい能力を持っているということを人に表現したい、あるいは、そう

でないことを見抜かれたくないという気持ちがあること。逆に、こいつはたいしたことないとか、そ

ういう低く見られることを嫌うことで、虚勢を張る。 

単に、動物的に臆病であるということ。 

人からの評価は当然に気にはなるが、かといってそれを恐怖とは感じていないと思う。少なくとも意

識化においては。人からしかれることを恐れているということもあろう。この前の支社長の面前で異

様に緊張してしまったのは、しかられるかもしれないという恐怖が潜在的にあったのかもしれない。

前回の、この支社長面接での出来事を分析すれば、なにか見えてくるかもしれない。支社長の機嫌が

悪い姿というのをあまり見たことがないために、そのような姿が最初にあり緊張した。結局は、単に

風邪気味であったということがあるようだったが、その機嫌の悪さは、伝わってきていた。あまりに、

相手のことを考えてしまい、そのために、自分の意見や考えよりも、相手の感情のことを先に考えて

しまうことはあるかもしれない。上がってしまうことや、言いたいことがいえないことに、自分の主

義出張が確かなものになっていないということもあるかもしれないとも思っているが、それは、あく

まで部分的な問題で本質ではなさそうである。自分の主義主張を持っていない人間でも、私よりまし

にしゃべっている人間はごまんといる。それでは、何なのだろう。単に生物的に臆病者であるという

ことがあるが、まあ、これはどうしようもない。育ち方や環境、そしてもともとの資質的なことであ

り、それは経験でカバーするしかない。あと、大学時代のトラウマが残っているということもあろう。

手の震えは、そのとき以来であり、愛悪の状態のときは過ぎているものの、クリアされているという

ことはない。人といるよりは自分ひとりでいるほうが気が休まるというのは、これはどうやら資質的

なものである。いやあ、やはりわからないなあ。すくなくとも、自分の意識化においては、特に怖い

ものはそんなにないのだが、無意識化においては、頻繁に出てくる。そういえば、昨年の馬場さんの

家での GUITER を引いたときも異様に緊張したことが思い出される。人前で弾くことは相当の緊張を

伴うが、少しでも飲んでいるとその緊張は生じない。ということは、生態的に、少しでも緊張すると

過剰にアドレナリンが放出されてしまうということか。そうであれば、生態的な問題であり、薬物等

により緊張を緩和してやることも考えていいのではないかとも思う。 

そう、もうひとつ思い出したことがある。昨日のフィギアスケートの荒川静香の解説で、その場を支

配するか、その場に支配されるかという話があった。これは、相当に重い発言である。そのようなこ

とをあまり気にしたことがない。結果としてうまくいったとかそうでないとかいうことはあっても、

最初から、その場を支配することを意識においたことはない。ただ、いろいろの集まりの場で、自分

の支配下におきたい考えることはなかった。むしろ、そのような支配下の流れをいかに人に振るかと

いう無意識の流れを作ろうとすることはあった。席の中央には座らないとか、その場の中心人物にな

ることを極力避ける、そのようなことを面倒であり、また、わずらわしいものである思っている。人

を引き立てることは好きでも、人から引き立てられることは逃げ回る。基本的に群れをなすことが嫌

いということか。これは、もしかしたら、小心者のせいで緊張し、ビビルのではなく、そのような群

れる行為から逃避するための反応なのかもしれない。群れているときは、ただひたすら時間が過ぎる

のを待ち、自分ひとりになったときに、本領が発揮される。これはつまりはなんなのだろう。逃避行

動のようにも見えるが、そうではなさそうだ。むしろ、自分の興味がないことから身を隠す。中心人

物になればなるほど、余計な荷物が増えてくる。そのことを回避するための行為ではないのか。人に

教えることもまったく嫌いであるということも、つながっている。ということは、あくまで、消極的

な逃避行為ではあるが、その根底にあるのは、余計なことに係わりたくないという非常に自分の中心

的な世界に価値を見出していることから起きる現象とみなせる。さて、それでも、緊張しなくてすむ

ようにすることは、メンタリティを維持するためには必要と思うが、例えば、その場を、逆に意識的

に支配してやろうという気持ちを持つことで、緊張感から開放されるかもしれない。次のときに実践

して、自分の反応を見てみよう。2007.12.29 

 

158【コンタクト】★★★★ 

何度目になるだろうか。好きだねえ、この作品は。今はなきカールセーガンの原作に基づくものであ

り、天文学的なあるいは宇宙論的な視点でのストーリー展開になっているところがたまらないのかも

しれない。ジュディ・フォスターもそんなに女性的な魅力があるわけではないが、突っ張り姉ちゃん

的なイメージも捨てがたい良さがある。さて、本当にどこに惹かれるのか。そのひとつは、過激派の

yakateru
長方形
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リーダーに破壊された後、ジュディに二つ目の装置が実在し、「それに、乗ってみるかい？」と聞くシ

ーンかもしれない。ひたすら挑戦してやってきたのに、その手柄は横取りされ、それでもこだわりを

もって挑み続ける。「神は、努力したものを見捨てない」というシーンの中の言葉通りに、報いられる

一瞬がここにあると思うが、いかがなものだろう。2007.12.30 

 

159【ライズ民間警察機構】F.K.ﾃﾞｨｯｸ 評価保留？ 

ﾃﾞｨｯｸものを続けて読もうとするが、これは難物であった。ストーリーは、惑星間の輸送会社の後継者

である主人公が、スタートレックの瞬間移動装置が発明されたために、借金のかたに宇宙航行船を取

られそうになる一方で、その瞬間移動装置は一方通行で、行ったきり戻ってきた人がいないというこ

とに疑問を持ち、惑星用航行シップで、20 年近い宇宙旅行へ旅でて、戻ってこないユートピアの真実

を暴こうとするもの。ストーリーは理解しているが、彼の文体が、筋書きについていけないため、途

中で GIVE UP したもの。解説にあるように、LSD 等の麻薬を常習していたそののりで書いたもの

で、部分的な描写は確かに意味不明ではあるが、なにか恐ろしい世界をしっかりと描いているようで

もあり、引き込まれるところもある。しかし、ストーリーの展開が連続的でないため、読んでいてい

ても何がなんだかわからないところが数々あり、これは、再度、機会があったらまたチャレンジする

ということにした。2008.1.2 

 

159-2【未来の二つの顔：J.P.ﾎｰｶﾞﾝ】 

機械はどこまで賢いかのシミュレーション SF。自動修復を持った機械が日本人の手で開発され、

人間の能力を超える環境が次々に生まれたとき、その機械が、当然に敵意はなくても人間に対し

危害を与えるようなときに、その機械を人間の手で止めることができるのか。究極的には、人間

と機械とどちらが賢いのかということになるのだが、そのテーマに正面から取り組んだ作品。 

 

159-3【スキャナー・ダークリー：P.K.ﾃﾞｨｯｸ】 

どこかで読んだ様な気がすると思ったら、DVD でこの作品の映画化したものを見ていた。よくは

覚えていないし、劇画の実写版のような不思議な作品だったため最後まで見たのかどうか怪しい

が、ﾃﾞｨｯｸらしくサイケデリックな作品。 

 

160【のだめカンタービレ 海外編 SP】★★★☆ 

上野樹里主演の漫画の実写版である「のだめカンタービレ」。正月のヨーロッパ編として、なかなか音

楽の見所を面白楽しくそして、真剣に伝えてくれる。これをみて、音楽にもきちんと向かわなくては

と思ってしまう。ただ、おしいことにここに出てくる女性軍にまったく色気を感じない。2008.1.5 

 

161【X メン・ファイナル】★★☆ 

アメリカのコミックである X メンシリーズのファイナル。人間より高等ではあるが少数民族であるミ

ュータントが、どのように共存するのか。お互いに恐れを抱きながらにらみ合う以外に、対処する方

法というものはないのか。この作品では、問題は投げかけるものの、答えは出していない。その答え

が SF ファンとしては最も見てみたいものなのだが。自分なりに問題の解決方法を探すのであれば、他

よりも優位に立ちたいと考える限りはその戦いは消えないだろう。ということは、優位性に対するこ

だわりを双方が一気に捨てることだが、そのようにするアイデアは、競争心をなくす何らかの処方が

かのうになるということでもないと無理かなあ。2008.01.10 

 

162【パーフェクト・・・・】★★ 

政治家のスキャンダルを追っかける女性記者。スクープを決めたと思ったとたん、圧力で記事が没に

なる。あったまに来た記者は会社を辞めフリーになり、次の獲物を探す。そこで引っかかったのが、

友達の事故死。ある大手会社の社長が怪しいと思い、その会社に派遣社員として潜入し、その証拠を

つかむようにはらはらさせながらストーリーは進む。少しおたく的で変な仲間（相方）は、全面的に

協力するが、彼女の魅力に参っているものの相手にはしてくれない。そして、記者は、その相方が自

分に対し異常な興味を持っているという証拠を本人自宅の地下で発見する。そして、いさかいの果て
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殺してしまう。その際、相方は、すべてが記者が仕組んだ殺人事件だとすっぱぬく。証拠をつきつけ

られ、相方を殺し、その彼のせいにする。最後のどんでん返しというものは、え！！！と思わさなく

てはいけないが、それにも、必然性が必要。ともかく、闇雲にどんでん返しで奇をてらう。これは明

らかに失敗。ブルースウイルスがかわいそうというもの。2008.01.12 

 

163【ユーガットメール】★★★☆ 

10 数年前の作品ですが、すでに、メールやチャットが一般に広まっていたことで生まれた恋愛コメデ

ィ。メグ・ライアンのかわいさキュウトさは、なかなか作品の魅力を高めているが、やはりこの作品

が心を引くのは、外見と心の中の違いを知ることによりいっそうその人に惹かれるということなのだ

ろう。それも相手は、そのことを知らず、自分は相手の心の中を覗き見ることができるというシュチ

ュエーションがこの関係で生まれており、そこが魅力となっている。そのことはさておき、今回のこ

の作品をみて、大型店舗の進出により小売店がつぶれていくという現在の都市問題を背景に描いてい

るということは、ある意味面白く見た。別に、それを社会問題的に描いているわけではないが、作品

としては、ひとつの風刺にはなっていると思う。肯定はしていないがしかたないというスタンスか。

これを社会問題として取りあつかった場合の最後の描き方はどうなるか。ひとつには、共存する何か

アイデアを大型店と小売店の双方が知恵を絞り、相乗効果を持つような街づくりのアイデアを描くと

か。まあ、映画としては、これで十分か。2008.01.13 

 

164【トモーロウワールド】★★☆ 

ちょうど一年前に見た作品を TV でみる。印象は代わらず、新たな発見もない。ただ、赤ん坊の泣き

声の影響力については、改めて少し感動する。ただ、最後の「トモウロウ号」って一体なんだ？

2008.01.13 

 

165【エボリューション】★★☆ 

X ファイルのモルダー君主演の SF 作品。遠く宇宙から隕石が落下し、隕石が生物の元祖を運んできて

地球で進化（エボリューション）をはじめるというもの。すべて喜劇であり、お茶ら毛ではあるが、

憎めない面白さはある。その憎めない面白さとは、風刺でもなく、ブラックコメディでもなく、むし

ろのりの軽さかな。もう少しヒロインというか、女性化学者の色気があればよかったが、骸骨ぽい女

の人で色気は０というところは難点か。でも、色気でせまる女学生はどこかで見たぞ。2008.01.19 

 

166【ゴジラ対モスラ】★★★★ 

はい、ご存知のゴジラシリーズの傑作版です。オリジナルの「ゴジラ」もいいが、キングコング対ゴ

ジラもいいが、このモスラも OK。ところで、怪獣の創作手法が、アメリカと日本では異なっていると

いう説を HIHO で面白く見た。そこには、アメリカはキリスト教の信仰上、新たな生物を人間が生み

出してはいけないということで、すべて、現在、生息がわかっている生物の巨大化をしているが、日

本人は、そのような縛りがないから、かってに創作怪獣を作っているというもの。ただ、スターウオ

ーズでは、相当に創作怪獣は出ていたので、真実味は少ないが。 

さて、ついでに、怪獣総攻撃も途中まで見たが、これは宇宙人が出てきて、キングギドラとモスラや

ゴジラと戦わせるということで、少し雰囲気が違っている。円谷英二の傑作は、このゴジラ、モスラ、

そしてキングギドラだと思うが、脚本がいまいちかな？2008.01.30 

 

167【黒澤明とハリウッド：田草川宏著】★★★★ 

すさまじい記録である。黒澤明の常人とは思えないこだわりやわがままと、それに翻弄されるハリウ

ッドの人間たち。正直、ここまで黒澤明は変人だったのか、あるいはわがままな天皇だったのかと思

わせるところはあったが、やはり、これぐらいのキチガイじみたこだわりがないと、七人の侍のよう

な名作は生まれなかったのだろうとも思う。また、アメリカの方式、つまりは契約に基づくものとい

う、いまでは日本でも当たり前の姿になっているが、当時の日本のどんぶり勘定的なあるいはアット

ホーム的な方法との違いで、ここまでこじれるかということだ。間にはいった「テツ」なる日本人。

こいつが諸悪の根源みたいだが、そのような人間を信用し、すべてを任せてしまった黒澤明の人間を

見る甘さ、作品へのこだわりの両極端な彼の個性がある。ともかく、この記録は、映画界の記録であ
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るとともに、芸術、それも大勢の人間のかかわりの中で作り上げる映画という芸術を作りに当たって

の記録であり、人間の記録である。2008.01.31 

 

168＊＊＊＊＊＊尊敬と権力＊＊＊＊＊ 

かつて、日本は高度成長期であり、仕事は次から次に舞い込み、儲けは必ず生み出され、給料も上が

っていったとき、尊敬される人間と権力を持つ人間は、ある程度、両立させることが可能な時代であ

った。それは、細かいことや、人が嫌がるようなことをいったり、強制しなくても、世の中の許容能

力が著しく高く、そのようなものも含めてごくりと飲んでしまうところがあった。 

しかし、現在、経済は厳しくなり、勝ち残っていくためには、のんびりと善良なことを言っているだ

けではだめな時代となった現在、有能な人間は、大きな声で我を通し、無理を人に押し付け、いやな

ことをずばずば指摘し、人を性悪説に基づいてぐいぐいと引っ張っていく人が力を持つ。そのような

人が人に好かれる、あるいは尊敬されるということはないのだが、権力を持つことができ、経営者か

らは評価される。つまりは、尊敬と権力で、両方持てるような時代ではなくなったということだ。こ

のような時代になり、さて、どちらがいいかといえば、普通は、尊敬されるほうと当然答えるであろ

うが、尊敬されることも表立って尊敬はもらえない、そのような栄誉をもらえば、権力者からは疎ま

れるだけであろうから。しかし、それでも尊敬されるほうがまだましともいえる。どちらのほうが楽

なのだろうか。意外と尊敬されるほうが楽で、権力を持つほう、つまりは金と力を持つほうがいろい

ろとしんどいのかもしれない。それに、尊敬はいろいろな行動結果としての栄誉であるが、権力は、

目指した目的として勝ち得られるもので、権力がほしくない人間や、そんながんばりはいやな人間に

は回ってこない栄誉でもある。2008.02.03 

 

169【プラダの悪魔】★★★☆ 

ファッション雑誌業界のカリスマと、新人の仕事と人生を綴ったドラマ。仕事一筋の編集長。パート

ナーいわく「家族が崩壊したら出世の時期」。まさしく、これはすべてのことにいえる。人間が、本当

に何かを成し遂げようとすると、自分の周りの人の幸せは犠牲になる。かつて、仏陀が、家族を捨て

て、仏門に入ったこととつながるものがある。仕事と人生のバランスを考えると、たいしたことはで

きない。しかし、たいしたことをしようとも思わない人間には、それは、バランスが大切。中途半端

な人生こそが、望むべき人生。その意味では、人生とは短すぎるということか。何かを成し遂げよう

とすると 20 年近くはかかるだろう。そして、その時期に、家族というものとの大切な時間が重なって

くる。まず仕事成し遂げ、50 から家族を持つということになれば両方が両立するのか。それとも、そ

れはそれでまた上を目指すようになるのか。これは、人間としての人生 1 回こっきりのなかでの選択

の問題でもある。ただし、本当の才能ある人間であれば、そのような悩むというような時間的な余裕

はないはずなので、つまりは、没頭してしまうだろうと思うので、そのような悩みを持つこと自体が

凡人の証拠である。これが結論か。2008.02.08 

 

170【プレイ：ｱﾙｽﾝ･ﾌﾞﾚﾅﾝ】★★★ 

確かに面白い。FBI 捜査官をやめて作家になったローレンに対して、小説そのもののストーリーで事

件がおき、ローレンを追い詰めていく。かなり、しつこいところがあるが、それでも、最後まで一気

に読ませる力はある。しかし、これは、途中で食傷気味になる予感もする。何冊も読むような気にな

るか？2008.020.09 

 

171【火火】★★☆ 

田中裕子が信楽焼きの女性陶芸家を演じているというので、見てみた。田中裕子らしさはでていたが、

陶芸家としての人生を描いたものでなく、彼女の息子の白血病に対しての骨髄バンクづくりがメイン

であった。これは、作り手というか、いつもの何とか委員会のメンバーが骨髄バンクの関係者である

ところでしょうがないが、なにか普通のお涙頂戴ものになってしまった感がある。途中で陶芸家を目

指して参加した女性のスタッフもよくわからないうちに話に加わっていた。まあ、でもともかく、女

性は強し、男は弱しの物語であった。2008.02.11 

 

172【アニータ】★★★ 
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リュックベンソン監督のブルーとホワイトの映像美を生かしたフランス映画。はなしは、ごろつきの

付き合っていた少女が、事件を起こし、終身刑となるが、死んだということにして、いわゆるスパイ

として、あるいは殺し屋として政府に仕える話。反射神経や、格闘技への才能を見込まれるものの、

最初は性格の悪さからどうしてもちゃんとした使える人間になっていかない。しかし、その才能を信

じた教師？がしっかり育てることで、一人前になっていく。ただ、途中でお人よしの彼氏を見つけ結

婚まですることで、女としての幸せをつかみかけるが、もともとが、そんなことが望めるすべもない。

結局、使われて死んでいくというもの（だったかな？）このアニータと勘違いしていたのが、ジャン・

レノと少女が組んでスパイナーになっていくあの話。こちらはこちらなりに楽しんでみた。2008.02.13 

 

173【クレオパトラ】★★★★ 

1970 年代の最大級の娯楽作品であり、また、パラマウント？だったか、この映画会社を倒産の危機に

招いた映画としても有名な作品。主演のクレオパトラ役がｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾃｰﾗｰ。ともかく 4 時間以上もかか

る映画であり、途中で当然見飽きると思って見始めたが、なんのなんの。前半のシーザとクレオパト

ラのドラマも壮絶であるし、どちらも王、あるいは女王としての君臨の勝負でがっぷり四つに組んで

迫力ある演技を見せてもらった。数々ある台詞もなかなか物を言わせる。「信頼は酒と同じで飲みすぎ

ると次の日は頭が痛くなく」とか、いろいろ。後半は、アントニウスとクレオパトラの敗北の美学。

ともかく、アントニーは、なきシーザーの後を追うばかりであるし、ひとつもいいところがない。愛

に生きる男になってしまった。ここでもクレオパトラが言う台詞がいい。「愛にひれ伏すことはしない」。

さて、権力とは何なのか。もってももっても、なにも満足することなく、幻想の中で生きていくしか

なくなる。最後は、その幻想そのものになってしまう。自分の生き方をいかに満足するかは、やはり、

クレオパトラの言うように「あらゆるものに、ひれ伏して生きていってはいけない」。そのあらゆるも

のとは、愛であり、権力欲であり、あるいは怠け心であったり。自分としてきちんと律していくとい

うことなのだ。しかし、一方で、退廃的ではあるが、アントニーのように結局、愛の奴隷になっても

死んでいく際に満足できればよいというのもありかなとも思うし、そちらのほうが、自分に正直な生

き方かとも思う。さてさて、ここで大きな問題が突きつけられた。自分に素直にという自分と、自分

を律して生きるという自分と、そして、負けてしまうおろかで怠けもんの自分のなかで、本物の自分

はどれなのか。あるいは、どれもが本物であれば、その際にはどうするのか。あるいは、どれもが本

物でなければどうするのか。これらの疑問は恐らく禅の中にあるとおもう。禅での教え、即非の理論

がそれなのだろう。つまりは、考えるというよこしまを入れない自分だけが自分ということだが、考

えが熟してない人は、それは、自分勝手な自分というし、考えないということはおろかな自分と思っ

てしまう。そうではないのだよ。禅で言うところの自分とは、根源的な自分で、十二分に賢いし、ま

た、自愛的でもあるし、他愛的でもある。2008.02.17 

 

174【浪人街】★★★☆ 

黒木和雄作品。原田義雄、石橋正治？、勝新太郎が、バンバン出てくる。どいつもこいつもしょうが

ない男ばかり。一方の女性軍は、杉田かおるや、？？など、正義のために許しておくものかという気

概バンバンの女性たち。男たちも最後は奮起するが、なんともはや、いい加減な連中である。黒木和

雄の作品の基本は、いい加減で、か弱い男たちと、真面目でしっかり生きる強い女たちという構造が

ある。これは、基本的には正しいのだろう。それにしても煮え切らない男たちばかりで、さすがの私

もいらいらした。ここが狙い目だろうし、そのねらい目に図ぼっと入ってしまったような感じであり、

黒木和雄の世界を楽しませてもらった。2008.02.15 

 

175【もう頬杖はつかない】★★★★ 

桃井かおり主演の ATG 作品。1970 年代の学生の生き方、自分にとっても懐かしさがある。恐らく途

中で飽きるだろうと思っていたが、この独特の雰囲気の中で、しっかりはまって見た。桃井かおりを

取り巻く二人の男。一人はセクト崩れで、頭がいいエリートだが、自分勝手な人間。もう一人は、当

時はいわゆるノンポリといわれていた心やさしき無責任野郎。さてどちらに女として魅力を感じるか

は、当然に、前者(森本レオ)なんだろう。ただし、そのような人間についていっても女としては楽しい

人生は歩めない。そのジレンマなのだろう、この作品が描きたかったのは。そのようなジレンマの中

で、自分に正直にしようとすればするほど、深みに陥ってしまう。かといって、自分に正直にしない
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ように賢く生きようとしても同じく深みにはまってしまう。これは、青春としては仕方のない現象な

のでありましょう。それが、大人になればどうするのか。もう頬杖はつかないということは、ぼっと

考えないということでもあろう。しっかり前を向いて生きるということに加えて、ごちゃごちゃ悩ま

ない。ということであろうか。2008.02.16 

 

176【東京セピア少女（入れ替わり）】★★★ 

30 分のショートドラマ。主演が草刈正雄の娘で、草刈？？。なかなかスター性のある少女である。話

は、筒井康隆の作品にあったように、ぶつかった拍子に男と女が入れ替わるというものであり、面白

い設定ではない。ただ、この役の少女の演技に面白さがあるのだろう。続けて、｢マーボ娘｣「疾走少

女」も見たが、この入れ替わり少女の彼女が面白みがある。2008.02.14 

 

178【カッコーの巣の上で】★★★★ 

ジャックニコルソンの核心の演技でオスカー賞受賞した名作。確かにニコルソンの演技はすごいが、

看護婦長の無機的な演技もなかなかのものであった。メッセージ性を考えるとすれば、まともな人間

とそうでない人間とはどこが違うか、あるいはまともなことをやろうとしていることに対して人間は

いかに保守的かそんなところだろう。あるいはロボトミーに対する批判も入っているかもしれない。

しかし、最後のインディアン系の大男が水のみ場を持ち上げて柵を壊し、病院を抜け出して自由を勝

ち取るということが締めで流れるところを見れば、人間の自由さは、いかに勝ち得るか、病人も病院

のスタッフもみな自由を束縛されていること、わずかに、ニコルソンなる少し暴れん坊の青年が自由

な発想を持っていた、それを見て自由というものを理解した、そういう風に見ることができる。とも

かく、患者の、そして病院スタッフの演技のすばらしさが光った作品であった。2008.02.24 

 

179【ヒンデンブルグ】★★★☆ 

ドイツの誇る飛行船ヒンデンブルグ号がアメリカに到着したとたん爆発した事件をめぐってのドラマ。

ドイツの信奉者とレジスタンス、そして市民を巻き込んでストーリーは展開する。Ｊ．Ｃ 

スコット主演である。まずは映像のかっこよさがある。巨大で勝つ華麗なヒンデンブルグ。そのなか

の華麗さと脆弱さが、対極で表現されながら、アメリカとドイツの両極のドラマが進む。結局、その

両極のハザマで、ヒンデンブルグは崩れていく。ばかなゲシュタポが最終的には悲劇を回避すること

を妨げたということになっているが、そのあたりは時代の背景としてお決まりの筋書きということか。

2008.02.25 

 

180【血管魚雷】★★★☆ 

心臓カテーテルを材料として進むホラーＳＦ。自分のＷＰＷの心臓カテーテル、アブレーションの経

験があるため、特に、興味を持続させながら読んでしまった。医者とその妻、そしてレントゲン技師

の元恋人。この関係が、最後の結末、つまり、共通の精子を打ち込まれたということで落ちができる

が、話として読んでる中でも出てくるが「ミクロの決死圏」を近代版にしたものと思われる。確かに、

人間を小さくして血管の中に入るのは荒唐無稽の話ではあるが、マイクロロボットが血管の中に入り、

それを３Ｄ画面でコントロールするという世界はすでにあるだろうし、また、そのようにすることは

危険を伴わないミクロの決死圏と考えられる。2008.02.23 

 

181【ゴジラ】★★★★ 

昭和 29 年版の元祖ゴジラ。芹沢博士が黒眼帯ででてくるし、志村喬が生物学者で出てくるし、また、

ゴジラもゴジラらしく威厳があるし、伊福部昭のゴジラ音楽も最高！！！白黒の映像が、特に夜の東

京湾を襲うシーンでは美しい。2008.02.24 

 

182【ジャンパー】★★ 

瞬間移動能力を溺れかけたおかげでもつことになった青年のお馬鹿なお話。その能力を、もっぱら銀

行強盗に使い金をもうけ放題で成金のオヤジのような生活をしていたところに、そのようなお馬鹿な

集団を撃滅するグループが現れて戦いに巻き込まれるというお馬鹿なお話。2008.04.12 
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183【ブラッド】★★★ 

和田さん似のルーシー・リン？が主演のドラキュラ物語。お色気がしっかりあり、ドラキュラになっ

てしまった悲しみのようなものも演技力でがんばっていたが、ストーリーはほとんど覚えていない。

ルーシー・リン？が全裸で逆さづりをされているシーンがあり、ここまでやるかという意気込みは伝

わった。ホステル２の彼女たちにも見せてあげたい。2008.4.12 

 

184【ホステル２】★★★ 

前作のホステルの印象を持って怖いもの見たさに見た。タランティノ監督作品であり、映像美はある

のだが、前作のえげつなさがほとんど消え、勧善懲悪の説教話か、女は怖いよ式の展開になってしま

ったことは残念。性悪のオヤジと、善人そうなオヤジが、実は、殺人を実行するその場になると、性

悪オヤジは普通の人間にもどり、善人そうなオヤジが悪魔的心をしっかりと持っているというところ

は、まあそんなものか程度である。まあ、主役の彼女が最後には、男への恨みつらみで復讐を果たす

のだが、それもはいそんなものかという程度であった。この作品の問題提起は、人間の持つ本質的な

悪魔的な心の闇を思いっきり表に出し、そのことをもって、あんたはどうなのよと突きつける、そし

て、薄々は感じていたかもしれない自分の心の奥底の暗黒の世界を意識するようになることだと思う。

タランティーノが、そのような闇を直接見ることに対して恐れを持ったとしか思えないような作品と

なった。この作品を通して、そのような闇を見たのは監督自身なのかもしれない。2008.4.12 

 

185【スキヤキ・ウエスタン】★？ 

演出の仕方も含め、もっと面白いものかと思っていたら、どうもこういうものにはついていけない。

ということで、最初の数分でやめてしまった。評価もできず。2008.04.12 

 

186【エラゴン】★ 

かつてのドラゴンライダーを復活させ、悪の独裁の世界を取り戻すというファンタジーであり、その

ような子供じみたストーリはそれはそれでいいのだが、主人公の少年の馬鹿さかげんについていけな

い。これは脚本だけの問題であろう。いい本があってもそれだけでいい作品が生まれるとは限らない

が、悪い本からいい作品が生まれることは絶対にないという黒澤明の話を取り出すまでもなく、その

とおりのでき。少年のキャラクターはいいが、台詞が間抜けすぎる。また、ドラゴンのお母さん的な

設定は子供向けの作品でありそうしたのかもしれないが、もう少しエロスがあってもいいのではない

か。お姫様には相当のエロスを出しているの、のっかって空を飛ぶドラゴンにそれがないというのは

中途半端。いっそ、いかついオスのドラゴンのほうがまだましあとおもうが。ということで、これも

途中でやめてしまった。2008.04.12 

 

187【バタフライエフェクト２】★ 

シリーズ 1 作目は、面白かった。日記を読み返すと時間が逆行して過去に戻り、経験した未来を踏ま

えていろいろと人生を変えようとするが、なかなかうまくいかない。そんな話だったと思う。しかし、

今回の２は、まったく話にならない。単に、失敗した過去を取り戻すために、時間をさかのぼり成功

するようなシチェエーションを作るが、本当にそれで幸せになれるのか。なれるわけはなお。という

ことで途中でやめてしまった。2008.04.16 

 

188【バベル】★★★★ 

菊池凛子がアカデミーを取るかで話題となった作品。やっと見る機会になった。さすが、話題になる

べくして話題になっている。ストーリーの展開、メッセージ性、映像、俳優の演技力、どれをとって

もさすが。ぐいぐい引き込まれる作品であった。メッセージで言うと、人間のちょっとした心のブレ

ーキ、あるいは心のコントロールを少しだけ誤っただけで、泥沼に入っていくこと。また、他人が善

意と思ってやった行為が、その人を泥沼に陥れること、そして、銃の持つ怖さ。モロッコで起きた少

年による銃撃事件、その子供たちが巻き込まれるメキシコでのトラブル。そして、日本での係わり。

菊池凛子が聾唖者のさびしい少女を独特の雰囲気で演じる。撃たれて死にかけている奥さんが、おし

っこをするときに優しく抱いてあげるシーンと、菊池凛子が素っ裸で部屋のベランダにいるときにお

とっちゃんが帰ってきて優しく抱かれるシーン。そんな、人間と人間のやさしさの現れる瞬間をうま
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く捉えているし、それが、強く印象に残る。ブラッドピットのかっとなる性格、役所浩二と菊池凛子

のいかにも日本人の家族らしい雰囲気、また、モロッコのオヤジと息子。そういえば、それら三カ国

の親子の姿も表現しているのだ、この作品では。ということで、これはもう何度か見るだろう。

2008.04.16 

 

189【インフニティ】★★☆ 

スペースシャトルが、宇宙からの帰還中に爆発し、地球のものでないウイルスが地上にばら撒かれる。

このウイルスに罹ると、感情をなくし、たんたんと生きていくようになる。このウイルスに犯された

人間は、これによって人類は、平和になっただろうとのたまう。アメリカ人の感覚では、このように

感覚をなくしたロボットのようにならない限り、人間は暴力から脱却できないというイメージを持っ

ているのだということがよくわかる。もし暴力から脱却できるものをもとめるなら、もっと人間的に

すばらしい禅の教え、あるいは悟りという手段もあるのだが。ただ、ストーリーや展開は、結構面白

く、最後までしっかりと見た。2008.04.16 

 

190【レイヤー・ケーキ】★★★☆ 

麻薬の運び屋というかマネジメントやとセルビアマフィアとの生き残りゲーム？ストーリーが結構複

雑で、もう一度見直す必要あり。しかし、展開のテンポも、演技も、映像もＧＯＯＤ。2008.04.19 

 

191【それでも僕はやっていない】★★★ 

痴漢の冤罪の怖さをとことんと映像にした。自分に置き換えるわけではないが、どきどきもんである。

また、裁判官、検事、弁護士のそれぞれの現実を如実に表現している。たしかみ、裁判官も人間だし、

この日本の中で生きて行こうと思ったら、確かに、上がってきたものを次々に有罪にすることが出世

の秘密と言う言葉にもある程度の真実がありそう。難をつければ、母親役がコミカルすぎてリアリテ

ィを損なっているぐらいか。別づりで、なぜ、自分がこのようなドラマを見るとどきどきするか少し

解明しているので、そちらも参照のこと。2008.04.19 

 

192【月のかたち】★★★ 

98 年ごろのテレビドラマ。大竹しのぶ主演のサスペンスもの。15 年前のコンビに強盗で、殺人を犯し

た犯人が逃走中に若妻を人質に 5 日間拉致した。その間に何かが起こり、人質の大竹しのぶは開放さ

れたものの、犯人はわからずじまい。さてその真実はいかにということで、犯人と思しき男と健康診

断で出会い、時効までの数日間で、結局は全貌解明となる。見所はなんといっても、大竹しのぶの演

技であり、幼児性と女そのもの、そして、それらがもつ純粋性と矛盾性を演技そのもので作り出して

いたところであろう。巻き添えで死んだアルバイトの女の子の父親との出会い等、偶然の出会いとい

うか宿命ものを感じるように作り上げている。うそ臭さはほとんどなく。さもありなん、やはり、人

間には宿命というものがあり、偶然の出会いなんてなくて、すべてが、定めに動かされているのだと

いう気にさせる。2008.04.19 

 

193【脳整理法】茂木健一朗 ★★★☆ 

クオリアの茂木さんの本。少しパターンが見えてきたという印象を持っていた茂木さんの本で、久し

ぶりの納得であった。例えば、幸福と不幸は、不幸は客観的な尺度で評価できるし、また、不幸にな

る方法はいくらでもある。しかし、幸福というものは、主観的な尺度で評価するものであり、結局は

長く続かないし、また、不幸と必然の結果であるが幸福は偶然の結果であり、幸福は求めても求めら

れない、いわゆるカテゴリーが異なるということだ。あるいは、不幸というのはコントロールできな

いものをコントロールしようとすることから起こる一種の勘違いでも引き起こされる。これは、母親

が子育てを行っていて、ある時期から子供がコントロールできる対象でなくなったことを理解せず、

そのまま叱り続けることで、親も子供も不幸となる。あるいは、偶然の幸福を呼び寄せる方法として、

まず、「行動」がある、そして、「気づき」があり、「受容」があればいいということも紹介している。

これはまさしく引き寄せの法則の真実版ではなかろうか。さらに、占いの魅力についても紹介してい

る。なかなかいいアイデアをこれる本である。2008.04.22 
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194【にっぽん泥棒】★★★☆ 

「ヒミコ」というシミュレーションソフトを開発した青年たち、そして、そのソフトの鍵となったた

めに巻き込まれる定年を過ぎたおじさんのアクション的な読み物。最初は一気に読んだ。おじさんが

巻き込まれるというのもいいが、ソフトの鍵を二人の人間にするってどういうことという素朴な疑問

に対し興味が出て、最後まで結局読み通した。途中での、鍵となったアダム 4 号とイブ 2 号の人生に

対する会話や、団塊の世代の人の考えなどがあちらこちらに披露され、そのような啓発的なものも取

り混ぜてあったのもおもしろい。ただ、ＣＩＡだのＡＣＰＰだのアメリカの組織がややこしく絡み、

その関係を整理せずに読むと途中でごちゃごちゃとなってしまう。ただ、読み物としては十分に楽し

めた。2008.04.22 

 

195【ミス・ポター】★★★ 

ピーターラビットの作者であるポター嬢のものがたり。ｲｷﾞﾘｽの田舎を背景とした映像の美しさと作品

の品のよさで結構好きな作品であるが、残念かな、インパクトがほとんどなく淡々と終わる。唯一の

不幸が、最初の出版に出会った青年との恋に落ちるが、身分の違いで反対され、しばらくの冷却期間

を持たされる間にその彼が死んじまうと言うあっけない悲劇が襲うところぐらいか。これは、ひとつ

の詩、あるいは音楽で言うとアダージョ的なものと考えればいいのではないかと思う。2008.04.21 

 

196【スピーシーズ ？】★★☆ 

宇宙からの生命体が美女になりすまし地球で繁殖しようとする、名作スピーシーズの類似作品。こち

らは、おばかな学生が美女を落とす競争をする中で餌食になっていくのだが、相当のお馬鹿達なので

その難を逃れるというコメディ。まあ、男の持っている欲望とピッタシの美女・服装等に一瞬で変身

するのはすばらしい。というわけで、くだらないなりに楽しめたということで。後、文句を言わせて

もらえば、熱に弱い生命体という設定ではあるが、なんと弱いエイリアンだこと。学生ごときに次々

にやられていくふがいなさ。顔の怖さと弱さのアンバランスもおもろいこと。2008.04.27 

 

197【監督ばんざい：北野武】★ 

映画雑誌には、映画のアイデアがぎっしり詰まった印象深い作品という評価があったが、いったいな

んなのだろう。武一流のお茶らヶパフォーマンスとしか思えないし、お茶らけとしても、あまりセン

スはよくない。我慢して一様最後まで見たが。2008.04.27 

 

198【キャプティビティ】★☆ 

エログロ盛りだくさんで見てる人に恐怖を味わってもらうことを狙ったのかもしれないが、まったく

の興ざめ。気色悪さは少しは感じるが。話は、セレブを気取ったファッションモデルが拉致され、他

の生贄のおぞましい記録を見せられて恐怖を増してくというものだが、途中で同じく拉致されたとお

ぼしき男が出てきて、協力してこの恐怖から抜け出そうとするが実は共犯者だったということで・・・。

後は、ストリーがめちゃくちゃになって、結局、この凶悪犯は、このファッションモデルとたんにや

りたかっただけなのか、本当の猟奇的殺人魔なのか、わけわかめ状態になる。挙句の果て、今度は、

餌食となったモデルが、今度は、男を狙う猟奇的な殺人者になるという意味不明（一応は、強姦魔等

の悪を懲らしめるということはあるのだろうが）なエンディング。でも、最後まで見せる力だけはす

ばらしい。2008.04.27 

 

199【大統領暗殺】★★★ 

現ブッシュ大統領が暗殺されたらというフィクションをリアルに追及した作品。もっといい加減なも

のかと思っていたが、なかなか見ごたえがある作品であった。暗殺された際の動きや、犯人想定の実

態がよく理解できた。2008.04.27 

 

200【ボーンスプレマシー】★★★☆ 

ボーンアイデンティティの続編。正義ぶった裏の顔を持つ組織のお偉方にはめられて犯人にしたえあ

げられたボーン。その罠から逃げつつ、陥れた犯人を追い詰めていく。そして、少しづつ自分の素顔

を思い出していく。アップテンポの息をつかせない展開で一気に見てしまう。全体のブルーの薄暗い
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色調はこの作品のイメージとなっているのか。2008.04.29 

 

201【あなたの魂に安らぎあれ：神林長平】★★★★☆ 

自分の感性に良くぞここまでぴったり来る作品があったものだとうれしくなってくる。はなしは、火

星と思い込んでいる地球の地下に少ない人類が住んでおり、人間が住めないと思い込んでいる地表に

はアンドロイドが住んでいる。人間は、自分たちの創造物であるアンドロイドをさげすみ、アンドロ

イドは地下でちじこまってすることもなく生きている人間をさげすんでいる。その間を、アンドロイ

ドを動物に変える遺伝子を持つアンドロイド里志が人間の子供として育てられている。時は訪れ、火

星に非難していた人間たちが地球に戻ってくる。地下で生活していた人間たちは、アンドロイドの監

視役であり、アンドロイドは、動物の変身した姿であった。と、こんなに書くと以下に荒唐無稽な話

しかと思うが、なかなかの衝撃の作品である。人間は、何のために生きているのか、その価値観は何

なのか。あるいは、人間が存在することには何らかの目的があるのではないのか。この作品のアンド

ロイドのように、あるいは星新一のショウトショウトにあるように宇宙人の餌として繁殖させられて

いるような。そしてまた、夢と現実の区別というものはなにか。作品の途中途中では、全体の印象を

少し揺さぶる学校の話なども混じるが、それも進行の中で必要なものなのだろう。「創造とは、エント

ロピーを減少させるためエネルギーを投入すること」と作品の中で定義している。つまり、片付ける

こと、不要なものを始末することも創造であると理解し、そのためアンドロイドを抹殺しようとする

里志の親父がいる。楽しむことが生きている意味だとは到底思えない自分にとって、改めて考えさせ

てくれる物語である。というものの、どう考えるべきかの答えは当然ないが。2008.04.29 

 

202【ゆりかごを揺らす手】★★★☆ 

ホラーとして名高いと言う印象を持っていたため、最初の導入で名作風の映像と音楽が流れたさい、

内容を勘違いしていたかと思ったほど。最初の産婦人科の検診あたりからいわゆる上品な名作という

イメージからずれていき、執念・怨念の塊とも言うべき産婦人科医の未亡人（産婦人科の先生は、今

回の主人公に訴えられ自殺）が、巧妙な心理作戦ともいうべき罠で人を操りながら、子供たちを、そ

して旦那を、元旦那を訴えた奥さんから離していく。ただ、途中で自分の存在がばれて、殺人を起こ

してしまったところから急に展開が入れ替わり、追い詰められていく。最後は、もうゾンビ状態で殺

人・暴力に突っ走ってしまう。しかし、最後のピンチを救うのは、知恵遅れの黒人。見終わってみれ

ば、しっかりしたホラーであったということがわかる。なかなかの作品であった。この作品で、人を

陥れることの簡単さ、人を信じることの困難さ、地位の高い人間ほど、相手の実態が見えなくなると

いう恐ろしさ、そんなところを感じる。さて、筋はそんなところだが、悪女役をやったブロンドの美

人女優の役づくりはなかなかのもの。子供が死んでしまった悲しみ切なさを赤ちゃんにお乳をやるシ

ーンで見事に演じていたし、散歩のときによく似ているといわれたときのうれしさと悪意の表出とい

う複雑な心理をよく表現していたとおもう。恐らく、最初は幸せな家庭をめちゃくちゃにすることが

目的だったかもしれないが、この散歩でよく似ているといわれたとき、子供を自分のものにするとい

う戦略を固めたのかもしれない。あるいは、旦那を見て、自分の好みと思ったときなのかもしれない。

まあ、最後に一言言えば、最後のお母ちゃん同士の壮絶な戦いは、雌同士の根源的なシーンなのかも

しれない。2008.05.01 

 

203【永久帰還装置：神林長平】★★★★ 

素晴らしい！！ こんなＳＦを捜し求めていたといっても過言でない。感覚、センス、文句なしの作

品である、自分にとって。人間とは何か、現実とは何か、幻とは何か、存在している意味は何か、・・・・。

当然、答えを用意してくれてはいない。しかし、考えることによって、それらの問いがどういう意味

を持っているのかを理解することはできる。ともかく、これらの質問は答えを見つけ出すことが目的

ではなく、その質問が出ている根源を理解することが目的かもしれないから。話は、火星の世界に、

異なる次元からの人間が飛び込んできた。彼は、火星に送り込まれた悪（ボルター）を追跡し消去す

ることを目的としているという。そのために、情報操作官の精神に入り込み味方につけようとする。

しかし、思いがけなく人間の力が素晴らしく、その思いがいいほうへあるいは悪いほうへ振れること

で現実の対応を右往左往することにおちいる。そのあげく、二人は恋に落ちる。ただし、自分の記憶

と思考の関連を常に疑いながら。この作品はもう何回か読むことになると思う。2008.05.04 
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204【レマゲン鉄橋】★★ 

第二次大戦の末期、ドイツがフランス領から逃げる最後のライン川に架かる橋レマゲン鉄橋を破壊す

るあるいは守るという中で繰り広がれる物語。最初の戦車が全速力で走り抜けるというシーンには正

直すごいと思った。内容としては、部下を使って出世することしか考えない上官や、正しいと思った

ことをやり遂げたドイツ上官（ナポレオンソロの男優さん）が最後に銃殺される等の戦時における人

間性についても表現されている。2008.05.04 

 

205【かもめ食道】★★★☆ 

2 回目。フィンランドで日本食の食堂を開いたおばさんと、二人の日本人観光客、そして地元の人とが

繰り広げる日常的な物語。「いらっしゃい」という言葉ひとつに、あるいは言葉ひとつだからこそ表現

できるものがある。今回もおにぎりのおいしそうなシーンは印象に残った。2008.05.04 

 

206【魔笛】★★ 

モーツァルトの代表的作品を、音楽、台詞をそのままで、映像のみ第一次大戦の雰囲気に変換したも

の。作品としてどう見るか。現在のように、ある写真をもとにあっという間にスケッチ画やセピア色

に変換できる技術があるなか、このような変換作業が作品として受け入れられるのか。面白い面白く

ないという評価はこの場合はなく、このような作品が意味があるのかということだろう。きちんとし

たオペラのＤＶＤも数多く市販されているなかで。あまり意味なさそうというのが正直なところか。

2008.05.04 

 

207【トレマーズ】★★★☆ 

何度目だろう、これは好きですねえ。地中生物が人間に襲い掛かるというたわいもない話ではあるの

ですが、主人公の 2 人組のあんちゃんと村人と若い学生地質学者の掛け合いがなんともいえません。

2008.05.05 

 

208【魂の駆動体：神林長平】★★★★ 

神林作品 3 弾目。この作品も実にいい。大きくは 2 つに構成され、最初は、初老に技術者が林檎畑に

林檎を盗みを計画し実行する中で、昔、あこがれていた車を見つける。仲間と二人で、車というもの

の設計図をデザインから考えて作り上げる。そして、はるか未来。人間は滅び鳥人が支配する世界で、

人間に変身した鳥人と、アンドロイドが人間の研究をしていたとき、はるか昔の車の設計図が見つか

り、また、その設計図を見たアンドロイドに、かつての技術者の魂が移りこむというもの。機械と人

間のテーマの傑作かとも思う。前段では、やたらに車の専門用語が頻発し、少ししんどいところもあ

るが、そのことによって車の面白さが実に伝わってくる。車の免許は持たないものの、なにか物づく

りの根本を教えてもくれる。最近の若者の車離れは、この小説にある背景を実に踏まえている。

2008.05.10 

 

209【舞妓はん】★★ 

クドカンのサラリーマンが舞妓はんと遊びたい一身でがむしゃらにがんばるという荒唐無稽の馬鹿話。

ただし、馬鹿話としてみる分には十分に楽しめる。舞妓はんのシステムは少しわかった。2008.05.10 

 

210【幸福のレシピ】★★★ 

女性コック長のところに、姉が交通事故で死んでしまったためその子を預かるようになり、また、レ

ストランには、イタリアかぶれの副コック長が勝手に入ってくるなり、ぴりぴり、きりきりしていた

コック長が少しづつ母親的な存在になっていく、そして最後は、3 人でレストランをつくり幸せに暮ら

す。心温まるいい話。2008.05.10 

 

211【ネイキッド】★★☆ 

若い女性が誘拐され、草原に全裸で放置されハンターの餌食になるという極めて単純なストリーであ

り、ほとんど期待していないお馬鹿作品かと思ったが、結構ストーリーは犯罪サスペンスとしてしっ



 

48 

かりしており、演技も極めてまともであり、また、よくあるものの普通の顔をした極悪犯罪者と、い

かにも悪役風の現職警官のような設定も自然になじんでいた。残念なのは、最後に、被害者の女の子

が世の中のスケベ親父を殺していくという締めはいかがなものでしょうか。犯人をひき殺した際に、

人殺しの快感を知ってしまったという設定ならわかりますが。2008.05.11 

 

212【ボーン・アルティテイタム】★★★ 

ボーン・シリーズの第三弾で完結編である。前作 2 作と同様に映像の雰囲気やテンポは調子いい。今

回は、自分の過去の記憶が戻り、かつ、法に背いて勝手にやってきた連中が犯罪行為としてつかまる。

めでたしめでたし。このあとボーンはどうなるのでしょう？2008.05.11 

 

213【マルホランド・ドライブ】★★★ 

前回みたときよりも全体像はよく分かるようになったと思う。だが、突然、田舎から出てきた善良な

娘が娼婦のような女に変わるのか、ブルーの意味不明のボックスを開けたとたんということだが、そ

のブルーのボックスにいったいどのような意味が隠されているのだろうか？ 

確かに、うぶなだけ、そして好奇心が強いだけ、あっという間に悪の世界へ入ってしまうということ

はある。管理人のココ、あるいは近隣の占いばあさんが言っているように、「トラブルには絶対に巻き

込まれないように」こと教えは正しい。おせっかいで関わるなら仕方ないものの、善意でやったこと

が自分を滅ぼす、これは相当にしんどいと思う。「君子危うきに近づかず」？ 

ついでに書くと、ﾅｵﾐ･ﾜｯﾂの純情な姿と、やつれた姿の対比はすごい。あの退廃的なオナニーシーンも

よくやるものだと思う。2008.06.07 

 

214【人類が知っているすべての短い歴史：ﾋﾞﾙ･ﾌﾞﾗｲｿﾝ】★★★★ 

タイトルそのままの本で、これ迄のいろいろな発見や出来事をエピソードを中心に 20 いくつかまとめ

たもの。読んでる限りは、天才の努力のすごさや、人間としてのいやらしさ、あるいは、ほのぼのと

した感覚が伝わる。また、現在の科学的最新知見が一気にわかることも素晴らしい。 

自分の好きな領域というのはこんなところなのかなあと思ってしまうが、一気に読んだ。2008.06．07 

 

215【情婦】★★★★ 

情婦（じょうふ、原題:Witness for the Prosecution）は 1957年製作のアメリカ映画。アガサ・クリスティの戯

曲『検察側の証人』を原作とする法廷ミステリー。脚本・監督ビリー・ワイルダー。ラストの二重のどんでん返し

でも知られる、ミステリー映画史上屈指の偉大な傑作。 

ウキペディアではこのように評価されている作品。そうとも知らず、タイトルの情婦という付け方の

ダサさでもっと普通の作品かと思っていた。ウイットネスに富み、かつ法廷ドラマとしての緊張感も

あり、偉大な傑作と呼ばれる由縁はよくわかった。人生、このような生き方ができればと思うが、ど

うしても毎日毎日を繕って生きてしまう。なんとか一日をうまく乗りこなせば、それでいいという安

易な感情が常にあり、うまく乗りこなすものがなくなってしまうとボーとしてしまうという何とも情

けない環境となる。自分のやりたいことややるべきことを真剣に向かわなければとも思うが、さて、

その向うものとは何だろう？？？ 2008.06.08 

 

216＊＊＊＊＊＊＊さて今後の自分の役割と生き方＊＊＊＊＊＊＊ 

明日はボーナスの日でもあるし、やることもないし、会社を休むことにしよう。といっても、別にず

る休みというわけでなく普通の休暇だ。でも、明日一日を使って、これから自分の時間の使い方を少

し整理しておくのも悪くない。このまま、意味もなくずるずると時間がたっていくほうが問題だろう。

さて、考え方としてはいくつかのパターンがある。ひとつは、お任せ型で、何か役目が来ればそれに

対しては頑張るが自分からあえて仕事を作って動かない、しかし、このときには、動かない時間を何

に使うかということであるが、自分のやりたいことをやる、これに尽きるのだが、自分のやりたいこ

とというのも大体やってきたし、あえて何かを決めるというとなかなか難しい。結局、これは面白い

ものをその場その場の判断でやっていくという少し堕落的な生き方だろう。でも、このような時間を

使ってきたことがあまりない、いや、このような時間の使い方ばかりしてきたのではないか、このあ

http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E6%98%A0%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%AF%E6%9B%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%AF%E6%9B%B2
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%81%B4%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%93%E8%BF%94%E3%81%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%93%E8%BF%94%E3%81%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%98%A0%E7%94%BB
yakateru
長方形

yakateru
長方形
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たりは自分でもよくわからない。一生懸命にやって来たようで、結構、その場その場でやってきた。

前も書いたが、何か自分のやるべきことを見出してやっているわけでなく、その時その時に必要なこ

とを見出してやってきたということ。しかし、専門を一筋にやってきたという先生方も、何か結局、

よくわからない境地になっているような気もする。専門一筋にやってきて、何か一つのことを発見す

る、あるは社会に役立つことをする。しかし、そのあとはどうするのだ。もうひとつ、あるいは発展

型でやっていくのか。結構発展型はその場の流れであってあまりおもしろいものではないだろう。今、

自分に求められていることは、会社にしろ、社会にしろ、あまりない、というかほとんどない。丸っ

きりの自由なのである。それならその自由を楽しんでいいのではないか。何かをやらなければという

のは貧乏性のためなのではないか。時期が来れば出番がある。出番がなければそれはそれでよい。ま

た、何かをやらなければ稼げなくなったのなら、何かをやろう。しかし今は、不思議なことに、特に

なにをやるということでもないのにお金はやってくる。あまり力まずに、自由を楽しむのが人生なの

ではなかろうか。という軽い気持ちでいいのではないか！！2008.06.09 

 

217＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊なぜ有明海再生はうまくいかないか＊＊＊＊ 

昨日、有明海再生のミニシンポジウム「シミュレーションの現状」に参加した。 

そこで感じたものは、ストーリのない苦労のようなものであった。確かに有明海の問題は多くの事象

が複雑に絡まり一筋縄ではいかない。しかし、著名な先生たちを総動員しても、そのイメージづくり

さえできていないという印象は拭えない。大局的見地からものを見る荒牧先生でさえも状況は理解し

ているがかといってどうするのだという疑問符で頭はいっぱいなのだろう。ストーリー（筋書き）、あ

るいは落とし所を見出すことは、すべての基本である。いや、すべてのなかに学者の発見は含まない

（基礎実験を行いふとしたきっかけでとんでもない発見をすることがあるし、そのために基礎実験を

行っていることもある）。今回は、単に学者先生のやったことだからこうなるのかということか。行政

が主導していれば必ず落とし所を持って行う。むしろ、持っていきたい落とし所に落とすために作業

を行うといっても過言でない。今回の問題は、行政はあまりに利害関係者が絡んでいるため極力表に

出ないようにしている。また、結論に対し知らんぷりができるようにしている。そのような状況の中

で大きな事業費をかけて進められていること。話が大きく、実は至ってシンプルな状況にあること（漁

業者と環境の共存）であるため、結論はシンプルであろうしまた反応は大きい。そんなことはわかり

きっていることである。割り切ったものの見方をすれば、一方で、漁業者のための有明海を作ろうと

するならそれは方向性を見出すことは結構簡単であり、また、漁業者を無視し、単なる生態系の改善

を目的とするのであれば、それもまた単純であろう。問題は、この両者のトレードオフの関係につい

てどこまでお互いが歩み寄れるかという問題である。これは理屈ではない。理論で調整できるもので

はない。いわゆる合意形成である。さて、ここまで話が進んできて、今後、この問題に踏み込むか、

あるいは、その問題は棚上げし、小手先の再生方策を提言して終わるのか。どうも後者のような気が

してきた。 

結局は、「いであ」を儲けさせた事業であったということか。なさけな。2008.06.10 

 

218＊＊＊＊＊＊アンサンブルの練習をやって＊＊＊＊＊＊ 

今日は、会社を休み藤尾氏とアンサンブルの練習をした。藤尾氏の先生も同席し、それなりの練習時

間であった。ともかく、音楽をやる楽しみ、人とやる楽しみについて、いままで過緊症を理由に逃げ

回っていた自分としては、今回は本当にいい機会であった。一年前の西村さんに誘われたライブによ

る飲み会、それを契機に、少し表に出てみようかと思い立って、馬場さんのうちに行ったりもしたが、

結局は怖くて逃げだしたようなもんだった。しかし、もう、頭も薄くなってきたことだし、そんな人

前で緊張するような年でのないだろうと思いなおし、楽しければいいじゃないかということでお誘い

に乗った次第。気付けの一杯と、蕎麦屋でのビールで相当に緊張はほぐれてはいたが、それでも少し

は緊張した。しかし一瞬であった。藤尾氏も、先生も、そんな緊張症とは見えなかっただろう。別に

隠すことが目的ではないが、特に、そうだともいう必要もないかということで、それなりの人という

ことですんだかな。まあ、こんなことを気にしている限りはいつまでもダメなような気もするが、し

かし、今回の藤尾氏のノリで何か少し変わってきたような気がする。さすがに緊張はしっぱなしであ

ったが、それなりに楽しめた。まあ、相変わらずに、声が出ないのはつらいが、それも緊張と一緒か

と思う。つまりは、気が小さい等の心の問題ではなく、むしろホルモンの分泌が過剰であったり、そ

yakateru
長方形

yakateru
長方形

yakateru
長方形

yakateru
長方形

yakateru
長方形



 

50 

うでなかったりという問題ではないかということで、自分を責める話でもないということに気づく。

自分としては、そんなに気の小さな人間ではないのに緊張して手が震えるのはどうしてかとの悩みは

意外とそんな所のあるのだろうおと思う。まあ、やはり、自己顕示が強いということはあると思うが、

それよりも楽しもうぜという気持ちが強くなってきたのではないか。自分をかっこよく見せるのでは

なく、楽しみのなかに自分を置く、それが一番ではないかということである。2008.06.10 

 

219【ボードに乗って飛びまわる X メンのような映画】★ 

だめだねえ。この最高にくだらないところが癒される。今日のような一日中緊張してた日には最高の

映画だ。2008.06.10 

 

220【変身】★★ 

東野・・の原作で、玉木君、蒼井優が主演ということで見る。少女を助けるために撃たれ、右脳の一

部を殺人犯である犯人の脳を入れたばかりに性格が変わっていくという話。昭和時代であれば、少し

SF 的で受けるのかもしれないが、今の時代には少し、というか大いに無理がある。演技もいまいちの

ところもあり。2008.06.28 

 

221【みんなの家】三谷幸喜監督脚本★★★ 

三谷作品。最初はドタバタで最後はほろりという三谷ワールド。脚本家の新婚夫婦が家を建てること

になったのだが、頼んだデザイナーは家具のデザイナーだし、とおちゃんは大工だし、今風あるいは

過去風とことごとく意見が合わないのだが、結局、職人気質というか、物のこだわりということで意

気投合する。しかし、家主である若旦那は、その中の良さに嫉妬する。モノを作り仕事と、モノその

ものは何も生み出さないアイデアマンの仕事に対する虚業と実業の違いかもしれない。結構楽しめた。

2008.06.28 

 

222【海、そして川へ】★★★ 

三谷、倉元、そして野沢の 3 人の名演劇人が 6 作のオムニバスを連作で作る。倉元聰は、ダムに沈む

村とダム事業の所長を舞台に、子供たちのやりとり、いじめとミニ恋愛をモチーフに描き、三谷は、

旅館で奮闘するいい加減な夫婦を主人公に、また、野沢は、海の夫婦の娘を嫁さんに持つ新婚の夫婦

の別れ話で描く。共通することは何かといわれれば、人が人に対する気持ちというか、人間の関係性

の問題を描こうということろか。自分的に好きなのは野沢の脚本の 2 作か。2008.06.28 

 

223【繁殖】★★ 

本当に途中までは良かったんだけどなあ。幼稚園の先生である主人公が、いわれもない食中毒事件の

犯人になっていく緊張感。いかにも、最初にいい保母さんとして描かれて、それがどんどん崩れてい

く緊張感。なかなかのものだと思う。しかし、原因が、自分の将来旦那の軽薄な行為（外来種、遺伝

子操作をしたもの）が悲劇を引き起こしたとわかるとなると、急に愛に盲目の愚か者に変身し、警察

に届けないは、鳥小屋は燃やすわ、しっかり者という印象がめちゃくちゃに壊され、読んでいて突然

きょうざめしてしまった。あとは、怒涛の如く全体の構成が乱暴なまま、最後のシーンにまで進み、

めでたしめでたい。この作家もこれで終わりか？2008.06.28 

 

224【転生：仙川環】★★★ 

前作の繁殖に比べれば、まだ、ましかという感じ。こちらは、かつて卵子の提供を不法に行ったルポ

ライターが、突然、自分の子供であると赤ん坊を預けられたところから、次々に殺人事件が起こり、

巻き込まれていくというもの。最後まで、そのリアリティは残っている。しかし、クローンそのもの

を扱うにしては、あまりクローンを知らないように思う。確か、羊のドリーは数千回のなかの成功例

であり、その確率は極めて小さい。それを人間にということはまず無理である。仮に簡単にクローン

ができるというならばという前提つきではあるが、そうはならないのが自然の仕組み。単に、間違っ

て提供した卵子で子供を作ったというほうがよかったのではないか。2008.07.07 

 

225【マングラー】★★★：監督：トビー・フーパー／原作：スティーヴン・キング／脚本：トビー・
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フーパー、スティーヴン・ブルックス 

GYAO の無料シネマでありあまり期待していなかったが、結構見れる。ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｷﾝｸﾞのホラーというか、

グロイ話であり、その映像もグロイ。ともかく、近代 1950 年ごろかもっとまえの洗濯工場の機械が悪

魔に取り付かれ、処女のいけにえを必要とし、また、血に飢えており、次々に輪転機のような機械で

人間をつぶしていくという話。刑事役のおっさんもよく活躍したし、ホモ的な相棒（最後は化け物機

械に体を半分に割かれるが）もいい味を出していた。あと、洗濯女のような若くて別嬪さんが多く出

演し、十分に色気を出していた。2008.07.07 

 

226【ソードフィッシュ】★★★☆ 

何度見たか、4 回目ぐらいかな。黒人女優のヌード見たさというところがないではないが、見るたびに

きちんと楽しめるから不思議。ハッカー役の X メンでのハサミ男や、トラボルタ、黒人刑事やおませ

な少女役の子、・・・。話も、かつての不法金が利子を稼いでとんでもない大金になっていること等も。

ただし、なんで、途中で空中にひっぱりあげたバスがビルにぶつかるのか。あるいは最後にやっつけ

たと思った連中が実は生きているのか。よくつじつまが合っているとは思えないところが多分にある

が、まあ、許せる範囲か？ 2008.07.07 

 

227【ハプニング】★★ 

久しぶりに劇場映画で見た。ともかく理由は分からずに次々と人が死んでいく。それも自殺というこ

とで。最初はテロかと疑うがその気配はなく、言わんとしたいのはなにやら、植物の反乱のようなこ

と。植物が出す異常なフェロモンが人間の脳に悪さをしているというような理由である。まあ、とも

かく人間が次々と死んでいくということはこういうことなのかという不気味さはわかった。しかし、

死んでいく人間は殺されるわけでなく、自殺である以上は恐怖とかそういう怖れを全く抱いていない

ので死ぬことの恐怖のみが恐怖ということことだろう。映画秘宝にもコメントしてあったが、「だから

なんなんだ！」というコメントは当たっていると思う。さて女優の話では、高校教師の妻である一種

ノイローゼっぽいヒステリックな役を演じていたが、あまり魅力は感じないし役作りとしては面白み

に欠ける。ここでも「だからなんなんだ」といいたい。ついでに書けば、植物の反乱もあるかもしれ

ないが、メタンハイドレードが一気に噴出してしまうともっと一気に人間なんかコロッテ死んでしま

うだろう。ただ、そんなんじゃあ映画にはならないか。2008.07.27 

 

228【盗聴】★★★ 

ジーンハックマンおじさんが盗聴のプロとして渋く決める。ただ、追っかけている事件の真相がよく

見えなくて（会社の単なる内紛？）、人間がまた死んでしまうことに恐れを感じ、逆に自分がおかしく

なってしまうという話は、真面目な人物として描きすぎかもしれない。自分が盗聴されているという

ことで、あそこまで部屋をガタガタにするか？もともと他人と話すのが好きでない人物だし、部屋に

はだれも入れないのなら、盗聴しても何の意味があるのか？独り言を録音されるのがそんなに怖いの

かという突っ込みを入れたくなる。作品としては面白いのかもしれないが、最後がいまいちの映画で

した。2008.07.27 

 

229【ライフ・オブ・デビッド・ゲイル】★★★ 

やたらに覚えにくいタイトルであるが、内容は結構衝撃的ではある。死刑反対の主義の人間が、余命

わずかと知らされてどうせ死ぬなら自分の主義を主張しようと自殺を他殺に見せかけて冤罪で死刑に

し、どうだ冤罪はあるだろうという主張をするもの。死刑囚としてとらわれていた法学者先生にイン

タビューする女性記者。最初はレイプ殺人犯という罪名を通してみることで犯罪者扱いするが、単に

イデオロギーのために冤罪となろうとしていることを知り、しきりに真実を伝えようとする姿は健気。

リアリティはあると思う。ただ、死刑反対の主張映画としては、単に冤罪だけが問題というのは軽す

ぎるだろう。そのような主張をするものでなく、単なるサスペンスとしてみるのだといわれても、時々

出てくる犯人たちの主張はあまり納得できるものでなく、加害者側の人権だけを考えており、被害者

に立場に全く立っていないという片手落ちの描き方だろうと思う。死刑はやはり国が変わって仇をと

いうこともあると考える。もし、そうでないとすれば、仇打ち殺人事件というものがもっと頻繁に起

きていると思う。2008.07.27 
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230【宇宙旅行はエレベーターで】★★★☆ 

誰だったか SF 作品で、これは荒唐無稽だろうと思っていたが、なんのなんのもっとも実現可能で経済

的な手法ということを明らかにした解説本。前半部分は一気に読んでしまった。2025 年が完成予定年

であるそうであと 15 年後。わたしゃ 70 歳になるが、生きてればその現場に立ち会えるかもしれない。

2008.07.27 

 

231【ハーレイダビッドとマルボーロマン】★★★ 

ミッキーロークがちょい悪親父役で決める。最初は、ブルースウイルスの若い時かと思ってみていた

が、よく似ていないかい。話は、いわゆる仕事もせずにぷらぷらしている不良オヤジが、世話になっ

た飲み屋のおやじに恩返しで店を維持する権利金を奪うために銀行強盗をするものの、訳のわからな

い麻薬のようなプラスティック状の延べ棒を奪ってしまい、これもわけのわからないギャングのよう

な連中が取り返しに来て店のおやじも仲間も殺されてしまうという話。まあ、不良オヤジ的なかっこ

よさには少し憧れるところがあるが。2008.07.27 

 

232 ＊＊＊＊＊＊＊＊藤尾氏とのデュエット＊＊＊＊＊＊＊ 

松尾氏の結婚式のお披露目を最初に、今回は会社のビアガーデンのアトラクションでフルートとギタ

ーのデュエットをやった。人前で演奏することにはそうとの恐怖感を持っていたが、相方が藤尾氏と

いうことで、可能な限り力を抜いてやれた。とても、嬉しかった。特に今回は、いつもどおりに弾け

たということが、1 年前ぐらいか？西村嬢にたのまれて飲み屋で弾き語りをした時と同じようなリラッ

クスさで弾けたことについで 2 回目ということでほんとにうれしい。吉田秀和の「世界のピアニスト」

に書かれていた。あのホロビッツは、演奏する時の極度の緊張で演奏会活動を断念したのではないか

と。その証拠にリバイバル演奏で再登場した時も極度の緊張で音楽というものにすら該当しないよう

な演奏だったそうで、本人の精神的苦闘のすごさはいかばかりだったろうかと感想を述べている。同

じように、カザルスも相当緊張する癖があったとしているし、グールドの演奏家活動をやめちまった

のは、演奏会に対する崇高な批判がもとではなく、人前で演奏する緊張感に耐えられないのが真の理

由ではないかとも解説している。演奏家にとって人前で弾くと緊張し上がって思うように弾けないと

いうことは極めて致命的であろうし、ある程度の慣れというものはあったとしても消えることはない。

逆に、全く緊張しないという演奏家も何らかのきっかけで一度そのような状況を経験すると人間の悲

しい特性かなそれがトラウマとなってそこから先の演奏に大きな影響を与えることは明白だ。いまで

も人前でコーヒーカップを持てない状況は大きく改善されていないが、多少アルコールさえ入れてお

けば、人前で演奏することは何とかなるというのはうれしい限りである。特に、大酒飲まなくても、

わずかコップ一杯の酒で緊張が大きくほぐれる。今回の屋上の演奏は、少しアルコールを入れていた

ことに加えて、喧噪のなかでの演奏であったし、また、いすの座りを尻を前にづらしべろっとした座

り方をすることで大いに緊張がなくなるいうこともわかった。グールドの座り方は緊張を表に出さな

い座り方なのではないかとも思う。さて、その人前の緊張の件であるが、今は、人前での緊張という

より、日常的な緊張が体全体を支配しているような気がする。これは、以前から気が付いていること

だが、リラックスすることが身についていないというか、メンタル的にいえば、緊張することで自分

の活性化を維持しているような気がする。この精神状態を維持するためには、緊張がセットなのかも

しれない。ということで、藤尾氏との演奏は、音楽の楽しみを再認識させてもらったことと加え、自

分の精神状況への理解にもつながるし、これまで逃げてきた姿勢を見直すきっかけにもなるのではな

いかとも思っている。そういう意味でも藤尾氏には感謝感謝である。2008.07.27 

 

233【ゴーストワールド】★★★☆ 

今回で 3 回目になるか。高校卒業したての若い娘が、オジサンと遊んだり、若者をバカにしたりと勝

手気ままな生き方をするのであるが、生意気と言うよりはあまりに自分に正直すぎて世間と付き合う

ことがうまくできないということだろう。ただ、ユダヤの少女の生き方やモノの見方は極めて正常で

あるし、お姫様であれば何とご聡明なということになるのだろうが、ところがどっこい人間は感情を

持っており、その感情をうまく処理しながら不器用に生きている。周りがみんな馬鹿に見えるのは、

本当に馬鹿なというところもあるが、不器用に生きているためにそのように思ってしまうということ
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か。彼女にとって嫌いでないタイプの人間は、そのような不器用な人間であって賢さをきちんと持っ

ているという人間である。ここででてくるキモイおっちゃんは、たしかに繊細である。繊細さは、あ

る意味で言うと弱さであるが、決してダサいということではないということだ。モノの見方、その見

方に基づく発想の在り方、そして生きざま。まあしかし、特にアメリカということだろうが、なんと

バカな人間の多いこと。2008.07.27 

 

234【夜のピクニック】★★★ 

恩田陸の同名小説の映画化で、本のほうは読んでいない。絹さんが進めることもあってみる。いかに

も青春映画という感じで、懐かしい感性がよみがえる。話は、本当は腹違いの兄弟である高校生の同

級生が、不倫の子であるという後ろめたさや羨ましさで話さえもできないのだが、孤高生活最後の夜

行軍で、話のきっかけをつくり、お互いに心を通じ合わせるというもの。取り巻きの友達の友情とい

うか関わり合いが力になり、特に、アメリカへ行ってしまった友達の弟が来ていて、大きな役割を果

たす。高校生とはいえ、それぞれ個性が既にはっきりあり、個人の価値観のようなものや資質のよう

なものがうまく表現されていると思う。また、大学時代の夜行軍での思い出（？）が少しあり、夜の

ホタルの群れが美しかったこと等が記憶にあるが定かでない。2008.008.04 

 

235【放射線 X】★★★ 

1954 年の SF 作品。ゴジラとおなじ時に封切りされている。監督は、ビリーワイルダーだったっけ。

ゴジラに勝るとは言わないが、放射能で汚染された巨大なアリが現れて人を餌にしていくというもの

だ。砂漠を少女が放浪していて、アウトドアのキャンピングカーがやられる。SF 映画の定番であるが、

美人の学者先生が出てきて、結構活躍したりする。結構、細かいところまで気にして作っている作品

で大いに楽しませてもらった。ただ、アリの鳴き声は、あれはよく聞くカエルの鳴き声だったことは

ちょっと違うかと思ったが。2008.08.04 

 

236【ロレンツォのオイル】★★★ 

2 回目か。子供がホルモンか何かの疾患で病気になり、あと数年の命と宣告される。わが子を守らなけ

ればという父親と母親の信念で、医学の生態学を解明し、病気の治療法を確立する。子供は、命は救

われる。ともかく、すぐに行動するという姿勢は今でこそ迅速性として最も重要視されているが、こ

の当時は、なんでも手続きあるいは順番等が幅を利かせていた時代である。いまでは、ここまでのこ

とはないと思うが、それでも今の時代にも十分に警鐘を鳴らすものはあるのではないか。ともかく、

あきらめないという精神。それとやはり専門性といえども、この時代は、専門性のレベルが浅いとい

うこともあるのだろう。今の時代は、先端技術についていくためには、常にやっている専門家でさえ

も真剣に勉強しなければいけない時代になっており、到底素人では手も足も出ないのだろう。ただ、

生きていることに対する愛着というか同着というか、しがみつくパワーについては生命力そのものを

感じる。なにか、今の時代は、自分も含め生命力を感じない。もっと、人生というものを軽く感じて

いる。これは本当にまずいのだろう。生きていることへの執着が大きな原動力となる。2008.08.09 今

日でめでたく 54 歳！！！ 

 

237【ポリスアカデミー】★★☆ 

1980 年代のアメリカのお馬鹿映画の走りのようなものか。黒人や女性、そして金持ち夫人という、警

察官として不適合を言われていた人々を市長の判断で採用するようにしたために、混乱する警察学校

の話。ばかばかしい中に、人情や愛と勇気も描かれている。お色気はいまいちか。2008.08.10 

 

238【忘れられた日本人：宮本常一】★★★★ 

いままでこのような本を読むことはなかった。本というよりは記録である。明治から戦前までの特に

西日本の庶民の姿をインタビューで記録していったもの。昔の地方の人々のたくましさやおおらかさ

や元気さ、そしていい加減さ。女性も全国旅ができたということがあり、当時は、旅人はどこでも寝

泊まりはできたというすごさ。あるいは芸人は船賃や木賃宿の宿代はいらないという、いわゆる「芸

は身を助ける」ということわざそのものの世界。若い女性は、夜這いに常にかけられ、男衆は、それ

を人生の楽しみにしている。また、いわゆる大人になると、それこそ朝から晩まで働いたり、年寄り
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になると、村の秘密をいろいろと教えられ、人生の先導役となる等。これについては、どこかでしっ

かりとまた書いてみたい。2008.08.12 

 

239【軍閥】★★ 

終戦記念日でもあり、1970 年代の戦争映画をいくつか見てみようと思ってみた。前に一度、見たこと

があるが。印象に残るのは東条英機の立場変われば人変わるということだ。自分のポリシーは持って

いるようだが、天皇陛下の意見には逆らえないという信念を持っており、その意向に基づき努力はす

る、しかし、次第に、独裁者的な状況に陥っていく。これが事実なのかは知らないが、そのように表

現されているということだ。最高指導者としての苦悩はまた別にあるのかもしれない。2008.08.15 

 

240【RIKO：柴田よしき】★★★☆ 

刑事である緑子が活躍するバイオレンス小説。今回の事件は、若い男の子のレイプシーンをビデオに

撮り販売していたことから誘拐事件・殺人事件とのつながりを突き詰めていくもの。RIKO の人間的

な魅力がこの小説を大きく支えている。まわりの刑事たちはどこか哀れでかわいそうな存在である。

2008.08.16 

 

241【RIKO シリーズ：柴田よしき】★★★☆ 

若くてイケメンの刑事ばかりが、無残な殺し方で次々死んでいく。この問題解決に、芸能プロダクシ

ョンややくざがからみなかなか真相解明につながらない。RIKO はすでに結婚をし、子ども一人のな

かでの大活躍。はなしは、結局、冤罪で警察に人生をガタガタにされた男の娘が、友達や同じように

警察の取り調べ中に殴られでボクサー人生をだめにされた頭のおかしい若者がつるんで、警察への復

讐かと思いきや、娘が二重人格で好きな男を探し求めていた際の犯行ということになる。最も首班格

で疑われたヤクザの山内も元をただせば警察の誤捜査の結果ということもわかる。一つは、掲載の誤

捜査、冤罪がいかに人生を狂わせるかということ、そして、警察の仲間としてこちら側にいるか、向

こう側になってしまうかという立場で人生の宿命のようなものは決まるということ。そんなことをい

ろいろと感じさせながら、かつ、RIKO の自分に素直に、ということは肉体の欲求におぼれるときは

溺れるという自由さにものまれながら、一気に読んでしまった。2008.08.16 

 

242【ゾデアック】★？ 

若者が車の中であっけなく殺される。そしてその事件から次々に起こる連続殺人事件。犯人からは、

暗号文のようなメッセージがとどく。とぼけた新聞社付の漫画家と刑事が犯人像を追いかけるが、途

中から、もしかしたら、すべての事件はゾデアックのせいではなく、見せかけカという疑念がわく。・・・

というところで寝てしまった。いつか機会があったらまた見るか。2008.08.19 

 

243【反逆のメロディ】★★ 

原田良雄主演ということで見るが、やくざ映画であった。それもやくざのメロドラマ的なにおいぷん

ぷんの作品で、仕上げは青春映画そのもの。組に逆らうわけわからないグループが、社会的な存在悪

としてのやくざを馬鹿にし、墓穴掘っていく。やくざはやくざらしくというわけのわからない美学を

振りかざしながら。まあ、この手の作品はいいかな。唯一、梶芽衣子がういういしくてよかった。

2008.08.18 

 

244【ギルティ、罪つくりな罪】★★★☆ 

なかなかに見ごたえがった。裁判ドラマ・サスペンスもの。若く美人な弁護士。その弁護士に依頼を

するために近付く色男風の容疑者。窓から奥さんを投げ殺した罪で裁判にかけられる。最初は、冤罪

かということも思うような流れだが、途中から、容疑者の異常性が次々とでてくる。女にもてること

の幻想から弁護士と恋愛関係にあると信じて疑わない。次々と平気で殺していく。殺すこと、そして、

完全犯罪に仕立てることが生きがいのような男。さすがにキレ者の女弁護士も恐怖でおののき始める。

その心理描写そして容疑者の異様な雰囲気。演技派だなあと思う。ともかく、君子危うきに近寄らず

だ。2008.08.18 
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245【メテオ】★★★ 

隕石が地球にぶつかるという SF もので、ﾃﾞｨｰﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾄの原型のような作品。1970 年代の作品。主演

はｼｮﾝ･ｺﾈﾘｰ。アメリカとソ連の科学者の駆け引き、軍と科学者の駆け引き。それぞれが、当時の政治

バランスを面白く表現しながら、最終的には、アメリカ・ソ連が手を組んで地球の災難から身を守る

という話。最後は、ニューヨークが隕石の破片で壊滅し、ｼｮﾝｺﾈﾘｰは、地下に閉じ込められ、泥だらけ

になって、生き延びる。最後の最後は、007 風に、ソ連の学者アシスタントと恋仲になってめでたし

めでたし。この手のストリーのなかでは、なかなかいいのではないか。2008.08.18 

 

246【連合艦隊】★★ 

終戦記念日の特別番組で 2 時間半の大作。中身は、「軍閥」と同じようなものだが、少し親と子、恋人

の存在等私生活における悲劇を交えたヒューマンドラマ仕立てとなっている。財津一郎の大和乗り組

員と息子の海軍将校さん。森繁久弥演じる考古学者と戦争に出した二人の息子。印象的な配役はいく

つかあるが、全体的には大味な作品。2008.08.18 

 

247【戦艦大和】★★★ 

これも終戦記念日特集であるが、つくられたのは 1953 年とゴジラの一年前。白黒映画であるが、大和

の最後の姿に絞って、人間ドラマとして描き切っている。それも、親と子や、恋人との関係ではなく、

戦友、あるいは上官と部下の関係の中に生れる人間関係を、緻密にかつしっかりととらえている。た

しかに大和の模型は極めてちゃちではあるが、その分を補っても作品としては十分に見ごたえがある。

1970 年代以降のでれでれした人間関係を描くことなく、きわめてストレートに作品の流れをもってい

こうとしているレベルの高さ。アメリカの市民権をもった部下がいること、儀式（といっても別れの

飲み会のようなものだが）についても丁寧に描いている。2008.08.19 

 

248【あずみ 2】★ 

上戸彩のかわいさだけが印象に残る。あずみ１は最も白かったのに。2008.08.19 

 

249【クール・ランニング】★★★☆ 

2 度目だが、やっぱり面白い。話は、半分実話交りということで、常夏の国ジャマイカから小売りのス

ポーツボブスレーのオリンピック出場に挑んで大活躍する話。短距離のオリンピック候補の若者が予

選会でアクシデントで予選落ちしてしまう。しかし、なんとかしてオリンピックに出たい根性で、か

つて自分の父にボブスレーを進めたというコーチを見つけ出し、3 ヶ月間の特訓と、暑い国から寒い国

への珍道中を交えながら遂にはオリンピックの予選を通過。途中、東ドイツの選手とけんかしたり、

コーチのもと師匠との確執があったりと、なかなかごたごたしながら、でも一歩づつ話は進む。最後

はいいところまで行くものの練習用のボブスレーの整備不良？かなにかで転倒。しかし、ボブスレー

を抱えてゴールする。目標を掲げて努力すれば報いられるといういつものセリフであるが、こんなに

明るくやられてしまうとまた、何か心を燃えさせてくれる。いい映画でした。2008.08.19 

 

250【男と女】★★☆ 

ﾚｲﾓﾝﾄﾞﾙﾌｪｰﾌﾞﾙ作曲の「男と女」。いつもギターで弾く曲ではあるが、おそらく作品を観たのは初めて

か。子持ちの男と女の大人の愛の物語。男はカーレーサー。女は、映画界に努める絶世の美女。とい

うことで、美男美女のかつての恋愛映画の典型的な作品である。確かに映像や音楽は美しい。女優の

仕草の一つ一つを愛らしく描くそのテクニックも素晴らしい。最後に、ついに SEX してしまうが女の

ほうは昔の旦那を思い出してしまいさめてしまう。（ちゃちゃをいれると、今後の男は下手なのかとお

もってしまうが）それにもめげず、再度チャレンジでめでたしめでたし。でも、今の男の彼女はどう

するのでしょう？2008.08.19 

 

251【パニックフライト】★★★☆ 

あまり期待していなかったが、想定画に面白かった。ホテルのフロントレディが帰省中の飛行機の中

で、空港で知り合った一見優しそうな好男子に実はテロの手伝いをさせられるというパニックもの。

犯人役の不気味な男もなかなかの奇妙な演技をしていたし、主役の女の子もなかなか魅力的でいさま
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しかった。記憶に残るシーンは、喉にペンを突きたてられないがら追いかけるシーンかな。2008.08.26 

 

252【お嫁さんは宇宙人】★★★ 

なんといてもくだらない SF コメディものであるが、その間抜けさは結構面白い。2 流の科学者が何以

下の失敗で銀河系外の星へ電波を送ってしまい、その星が危機になる。なんとかすべえということで、

地球に送り込まれた美女と目玉蛇。地球のことはほとんどしらず、やれ KISS だの SEX だの集めた資

料の映像でまねるが、だんだんとりこになる。最後は、地球滅亡かというところまで行くが、弟くん

が宇宙人と一緒に行くということで、めでたしめでたし。科学者氏の娘が一番かわゆい。美人の宇宙

人の奥さんは、確かにエロいが、結構怖そうでもある。ただ、頑張ってエロいうこともやっていく努

力の姿にはかわいげと十分な色気もあった。2008.08.30 

 

253【勝手によみがえる記憶：吉村達也】★★★☆ 

記憶に関する研究とその薬の開発で若者が事件といういか、国家的な企てに巻き込まれていく。カス

ミちゃんは、中学の時に両親をなくし学費もなく悩んでいた時に、薬の実験台となることで収入を得

る。その結果、のちにわかるのだが恐怖を感じない人間となる。この薬をめぐって京都で中国の要人

暗殺事件が起こり、その首謀者が実は日本人であり、これからの日本の行く末を考えあぐねた結果の

事件だということで展開してく。現在、今の時点の話題をふんだんにもりこみつつ、日本の置かれた

立場と中国との関係という社会問題、それと人間の脳と行動に関する科学的な知識をふんだんに使い、

理的に話は進んでいく。人間というものは思考で考えて行動しているのではない、ロボットなのだと

いう考えが披露される。前段はその通りと思うが、だからロボットというのは極めて短絡的な発想で

ある。ここで仏教の即非ということが結びつく。人間の意識上の思考はかなりおまけ的なもの、びっ

今日では邪魔なものとして扱っている。しかしだからといって本能のまま動いているというわけでも

ない、無意識の自我という真人がいてそこに本来の自分がいるということを問う。そのことを見出し

た気に悟りが開かれるという。これが正解ではないかと自分も思う。しかし、物語としては、なかな

か知性的な進め方でありとても面白かった。あと、恐怖を失うことの意味というもの、これについて

はあまり明確にイメージ化されていなかった。ただ、動物のように、痛みと苦痛が切り離される精神

状態にもっていく薬ができたなら、とても楽になるのではないだろうか人類は。2008.08.29 

 

254【不許可写真：草森紳一】★ 

タイトルと写真に惹かれてみたがイマイチ。やたら、戦時中の写真が不許可になっているその理由が

書かれてはいるが？子供たちが死んでいる写真に美しさを感じる心も変。2008.08.29 

 

255【神々WEB3.0：小林雅一】★★★ 

今後の WEB の姿を精力的に取材しまとめた本。このような本は結構あるが、とてもよくまとまって

いる。話題も豊富であり、十分に考察に満ちている。特に、音楽配信の部分での CD として物で買う

人と、単に情報だけ買う人はもともと人種というか価値観が違うので WEB の発達と CD の売上とは

リンクしないとか、仮想現実のネット上の問題。そこでは、本当に暇なおたくたちが跋扈しており、

仏の人はアクセスしてもすることがないという現実。リアルとバーチャルの何らかの本質の違いが示

されていた。感覚的にわかってはいても納得という感じである。2008.08.30 

 

256【中国が予測する「北朝鮮崩壊の日」】★★★☆ 

こんな本は初めて見た。中国の軍事関係に携わっていた人が中国政府に提出し、その思想性の意味で

没になったレポートを入手し、約本として出したもの。ありのままの中国の姿が映しだされている。

北朝鮮に対する思考停止状況のことや、日本やアメリカに対する考え。北朝鮮の現実、横田めぐみさ

んは既に処刑されて死んでいること等の禁断の情報が盛りだくさんだ。これを読む限り、北朝鮮に対

する中国の苦心という格納が垣間見られているが、すでにコントロールできる状態ではないというこ

とだ。むしろそのことをアメリカは承知で、北朝鮮と中国の分断に利用しているという狡猾さ、そし

て、やはりというか当然というか、無能な日本外交の姿。これを読めば一気にわかってしまう。これ

は、その方面の世界ではある程度知られていたことなのか。このような本が巷に出回るということの

すごさというか、逆に、本当の実態を知らなければ、本当の判断はできないものだということもよく
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わかった。もっと、話題になっていい本だと思う。2008.08.30 

 

257【ボルサリーノ】★★★ 

1970 年代の名作で、言わずと知れたアランドロンとジャンポールベルモンテの 2 大スター競演。まあ

でも今見るとかっこよさより、かわいらしさに見えるのは時代のなせる業か。社会の二重構造がある

時代（今でもあるのかもしれないが）に、裏社会を力と知恵で取り仕切っていく。最後は、頂点まで

上り詰めるが、相棒の JP は殺される。富と権力のために頂点に登るのではなく、おもしろさと女のた

めに頂点に上り詰めたチンピラ二人の話。2008.08.31 

 

258【ララピポ：奥田英朗】★★★★ 

よく売れている書籍ベスト 2 に入っているため、好奇心で読んでみた。最初は、よくまあこんな退廃

的な本が売れるもんだと思って読んでいたが、一つ一つが、つながっていくストーリー展開と、裏の

社会であったと思われている出来事・事象が、いつのまにか表に出てきているのではという好奇心と

恐怖？で一気に読んでしまった。中身の中心は、退廃した世の中と、結局は SEX にしか興味がいかな

い人間の哀れさというか、なさけなさを今の時代の中での出来事で表現している。最初はデブ通しの

SEX 関係が、キャバクラのポン引き兄さんや、カラオケ店の店員、そして、女子高校生を含む、また、

家庭の主婦を含む女性たちが、いい加減な男と女の人間たちが跋扈する風景を描いている。かつての

筒井康隆的な位置にいるのではないかと思う。世の中の 99％はまともで、ここのような人種は 1％ぐ

らいかと思うが、実はすでに 10 数％に繁殖しており、自分の身の回りに大勢たむろしている、そんな

世界についに踏み込んでしまったのではないか、電車に乗って、亀田兄弟風のチンピラ兄さんたちを

見るとそう思ってしまう。ただ、そこにあるのは、優しさからほど遠い気の小ささと流れに流されて

しまう無気力さやどうでいいと考える人生の薄さ。成功体験を持ちない人間、あるいは成功体験を持

たなかったために生きていることの目的や意味を見いだせきれない、あるいは行動でもってそれを見

つけていく若さとパワーの不在、青春という言葉が消え去り、若者の間、あるいは中年のおじさんや

おばさんの間も含めて、人間としての腐臭の問題を表現している。そんな作品であろうと思う。

2008.09.05 

 

259【ツィス：広瀬正】★★★☆ 

すでに 30 年もたっているのであろうか、そうとうまえの SF であるが、何と新鮮に感じられることか。

言葉の中に国鉄やテープレコーダー、そしてつんぼ等の表現が出てくることで、時代をやっと感じる

ことができる。話は、音楽家が耳鳴りのような音が聞こえるという相談から始り、次第に音が大きく

なり、しまいには 100DB 以上の大騒音になる。そのような音のパニックの話である。コミカルな SF

として読むのかもしれないが、以外とシミュレーション的なストーリーでもあり面白かった。ツィス

とは、ド＃のことであるが、この音が引き起こし、最後は、都市の疎開にまで行きつく。原因は、地

震のようなものと考えられていたが、結局は、この主人公である博士が引き起こした集団催眠による

幻聴ではないかという落ちである。これまでのであった SF の中で、音をテーマにした唯一の作品では

なかろうか。2008.09.05 

 

260【セントオブウーマン】★★★ 

アルパシーノが、盲目の退役軍人を演じている。かつては将軍のポジションもおかしくない軍人が、

言葉の悪さとやることのキチガイさで、手りゅう弾を冗談で爆破させてしまいめくらとなった。 

それ以来、がんこでわがままで離れ家で酒浸りの生活を送っている。そこに成績は優秀であるが貧乏

で奨学金で高校に通っている青年が面倒みにアルバイトしにくる。家族が旅行に行ったすきに、軍人

のおじさんは、NY へ女を買いに出かけるが、さすがに不便なのでわがままいっぱいにくどき若者を道

連れに。豪華なレストランで食事し、女性とマンボを踊り、十分に楽しんだということで、銃で自殺

を図る。それを止める青年。その後、夏休み前のいたづら事件の目撃で学校長よりとがめを受けてい

たが、全校生徒の前で、軍人のおじさんが応援演説をすることで無罪放免となる。まあ、校長が目撃

者でしかすぎない生徒を厳罰に処して、いたづらした本人たちを見逃すこと自体が不自然であるが、

裁判ドラマのような最後の演説は確かに迫力はあった。普通の人間と、このような演説ができる人間

との違いはここいらかなと思う。ただ、この作品の面白いところは、やりたいことをちゃんとやって
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いるこの軍人の姿にあるのではないかと思う。いろいろなものに興味を持ち、また、行動力を持って

やってしまう。そんな彼からみると、普通の人ののんべんだらりとした人生に対してはいらだちと侮

蔑が入ってくるのは当然か。2008.09.05 

 

261【デッド・コースター】★★★ 

飛行機事故を予見した最初の作品。写真に写しこまれた人間が次々に死んでいくこの次の作品。この 2

作品の印象は残っていたし、最初は、遊園地から始まる作品と勘違いしていた。交通事故を予言し、

なんとか逃れたものの、次々にグロく死んでいく。火事にあい非常階段で目と脳天を突きぬけて死ん

でしまう青年、エレベーターに首をはさまれ頭がもげて死んでしまう女性。途中で、その呪いからと

かれるためのヒント「新しい生命」を手がかりに妊産婦を守ろうとしたりと、だんだんと話がコメデ

ィ的になってきたが、まあ許せる範囲か。不思議なのは、たしか、お巡りさんも事故で死んでしまう

運命にあると思うがいたって他人事の様で冷静。まあ、それがクールな感じが出ているのだが。なお、

主演女優は、なかなかかわいらしさのある子でした。2008.09.05  

 

262【見えない宇宙：ダン・フーパー】★★★☆ 

ダークマター、ダークエネルギーの存在を探すサイエンスノンフィクション。話は宇宙のことである

が、中身は素粒子論が中心。質量の話では、実態の重さとしては 10％以下で、後の重さは、原子の中

のクオークの振動エネルギーが加わったものだという。そういうことであれば、もともと人間、い彩

すべての存在がエネルギーの塊であるということか。いやあ、世の中奇妙なことばかりです。また、

ダークマターとは、恒星（太陽）でない星ぼしの質量の総和かもしれないともいう。2008.09.05 

 

263【ボディ・ダブル】★☆ 

何度目になるのだろう。この出だしの俳優が閉鎖恐怖症であったり、奥さんの浮気現場を見つけ友達

をたより豪華な私邸に借りづまいをすることになり、そこから双眼鏡でのぞいたことから事件のよう

なものに巻き込まれる。いつも、この辺りまでは見ている（ようである）。そして、その際から急にわ

けわかめの状態になり、見るのをあきらめる。なんというか、主人公の設定がとろすぎたり、閉鎖恐

怖症が変に強調されたり、興ざめしてしまうのだ。もう見ないと思う。2008.09.05 

 

264【レーニングラード】★★★☆ 

映画館で観たが、見た当時の印象が最初のパノラマ的な爆撃シーンしか覚えていなかった。今回、見

直してみて、二人の狙撃主の戦いであったことを確認した。ソ連側はﾌﾙﾁｼｮﾌの宣伝工作の一環として

英雄に仕立て上げられた戦士（ただし、狙撃の腕は大したもの）と、ドイツ側はロートルの少佐。こ

の二人と宣伝将校の恋敵、そして美人の戦士やスパイ行為で最後は殺される少年党が入り混じり、結

構密度の濃いストーリーを展開する。戦争シーンは、きわめてリアルであり、全体の色調が薄いグレ

ーがかかったような感じであるため、戦争映画であるという緊張感を醸し出している。最後の決闘前

夜の狙撃主と女性兵士のまぐわり合いはなかなかエロチックであった。きわめて接近した状態のドイ

ツとソ連軍の戦い。一つの街をめぐっての戦いであり、歴史的な史実に基づいているところも多いの

だろう。2008.09.06 

 

265【帝都物語】★ 

実相寺監督ということもあってみるが、なかなかのめり込めない。東京という街を人間がガタガタに

したことに対する平将門や東京という土地の怨霊が町を破壊するということであるが。・・2008.09.06 

 

266【日本以外全部沈没】★★ 

筒井康隆氏の原作で、もちろん小松左京氏の「日本沈没」のパロディ版。中国韓国に言いたい放題の

日本の総理。なかなか痛快とは思うが。また、外国人の迫害というか、そのあたりは日本人であれば

節操もなくやってしまうのかもとも思われる。2008.09.06 

 

267【ザ・スタント】★★ 

ショーンコネリー主演でプロデューサーというところでもしやと思ったらそのとおりでした。ｼｮﾝｺﾈﾘｰ
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のいいかっこしいのための映画。あいては 30 代のおばさん科学者ではあるが、30 は年が違うだろう。

癌の特効薬をみつける科学者であり、そのためにアマゾンの自然を守ろうとする環境保護を訴える映

画。でも、ストーリーはチンケであり、どうしょうもないし、女性科学者も全く色気ないし。アマゾ

ンの奥地に現代人が侵入するハイリスクを犯すなんてということも知らない科学者のようだし。ちな

みにわたしゃよおく知っている。2008.09.13 

 

268【押尾コータローの GUTER 譜】★★★★ 

いいねえ、この前アコースティック GUITER を買って、弾きまくっている。ジャズやロックよりはむ

しろこの系列が好きなのだろう。ただ、調弦が激しいのが玉に瑕。TAB 譜の意味がよくわかった。こ

の譜は、楽譜が読めない人用ではなくて、調弦にあわせて引き込めるための楽譜なのだと初めて理解

する。つまり、開放弦そのものをコードに合わせて調弦し、押さえる場所だけで弾けるようにする。

いくつかチャレンジしているが、確かにその感覚はよくわかる。形で覚えるということか。頭は使う

なということだ。しばらくは弾きこんでやろう。かっこよく。2008.09.15 

 

269【バトルスター・ギャラクティカ】★★★★ 

めっちゃおもしろい。スタートレックよりも面白い。話は、人類が進化した機械たちと戦う物語だが、

ギャラクティカのロートルの船長と副船長の関係、その部下たちの若者の個性と行動、そして機械側

から送り込まれている人間と待った見分けがつかないスパイ。東洋人の女性パイロットがなかなかか

わいいのであるが、彼女も機械側のスパイであるという。もと教育庁長官でがんに侵されているおば

ちゃん大統領、人間の情報を機械側に知らずに売ってしまった宇宙家族ロビンソンのドクタースミス

的な役で個性を出している科学者、腕は立つが素行が問題の女性パイロット等。いままだ途中だが、

一気に見てしまいそうである。このような番組を次から次に作り出していくアメリカという国のすご

さは恐ろしいとおもうし、なにごとも日本のレベルの低さを感じてしまう。2008.09.15 

 

270【ファイナル・ディスティニ】★★★ 

261 の「デッドコースター」の原点。高校生がパリへの修学旅行に行く出発する飛行機が爆発する予

知をしたため、死の順番がおかしくなってその後死神に追われるという有名？作品の出発点。続編が

好きなのだが、も一度見る。記憶していた印象よりも、ずっとゾンビ的なというか恐怖映画というよ

りお化け物の作品であった。もっと自然な感じで次々と死んでいくほうがより怖いのではと思うが、

直接的な死神君が存在し、偶然という名の恐怖ではなく、無理やりの必然にしてしまうことで怖さが

半減している。ただ、高校生を演じるそれぞれがなかなか魅力のある個性を持っている。同じ感性を

持つ少女、そして予知した本人。ばかだなあと思うことは多々あるが（女先生の自宅に心配で一人で

見に行くとか）、一気に見れる。さて、今度は好きな続編を早く見つけよう。2008.09.26 

 

271【墨東奇談】★★★☆ 

永井荷風をモデルにした風俗小説化の生きざまを描く。ともかく女性に惚れやすい、といってもメン

タルに惚れるというよりはその肉体や性そのものをこよなく愛するといったほうがいいのか。SEX 以

外の女性の存在はどちらかといえばお手伝いさんであり、そのため、結婚などはしない。吉原の女郎

を演じた墨田ユキの清楚な商売女という魅力をふんだんに出していた。ちっとも肉感的なエロスがな

いところは問題だが。282 の本でも言っていたが、ともかく、この作品の舞台である大正時代はもと

より、江戸やそれ以前のなんと日本という国における性のおおらかなこと。戦後の欧米のエロスが入

ってきていから日本人の心に女性をものとして見る心が急激に生まれてしまった。それまでも、確か

に女性を商品として見ることで人買いのような商売があったことは事実だが、そのようななかでもも

っと女性をモノと見る目はなかった。曽根崎心中のような女郎と旦那の心中事件がいくつもあったと

いうこともあるだろうし、馴染みの客というもののも、買われてはいるが、女性のほうがあくまで主

導権を得ている。このような時代の中で、まじめな人たちが（まじめな人というのは単純な人という

のと同義であると思っているが）、そのような不純な関係は汚らしいと騒ぎまくる。宮本常一の「忘れ

られた日本人」でも、江戸の時代も含め明治時代までは女性のひとり旅を珍しくはなかったこと、そ

して、一人旅のときは旅費などはほとんど持たず、行く先々の民家で一宿一飯できたこと、あるいは

夜の伽もその駄賃としておこなっていたこと。夜這いが日本国中当たり前のことになっていた時代が
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あり、結婚前の女性の処女性にはほとんど価値を見いだしてなく（そのような価値は女性をモノとし

て見るようになってからの弊害であろう）、性をおおらかに楽しんでいた時代。とてもうらやましい。

そのような環境もそうだし、そのような考え方の人々の集まりというのも。また、銭湯が混浴であり、

男も女も銭湯では、なんの欲情も持ち込まないというその感覚。おそらく、日常的に満たされている

のか、あるいは、習慣づけられればそのようになるのか。一人でもいやらしい目で見る輩がいればこ

のシステムは崩れてしまうが、そんな人間関係が成立していた日本。世界に誇れるのではないのか。

2008.09.25 

 

272【ジャーナリズム崩壊（上杉隆著）】★★★ 

書籍の題名を見て、やっとこういう本が出るようになったかと思い読み始めると視点は違っていた。

読みだす前は、ともかくこの品位なきジャーナリズムの地合いを嘆く本かと思っていたが、品位どこ

ろか、システム自体が日本の場合は崩壊しているという。記者クラブという存在がその諸悪の根源と

いう。そして、今の新聞記者は、新聞ではなく単なる通信だともいう。共同通信社という存在と新聞

社の存在がはじめてわかった。つまり、公的に発表される情報をそのまま伝えるの通信社で、これは

一刻も早く事件や出来事を伝えるということで時間を争う。しかし、新聞は、その背後の問題や分析

等の情報を提供する、あるいは公的な発表の信ぴょう性を確認する、そういうものが新聞だろうとい

う。そのとおり。そして、今まで自分は、NHK も新聞もともかく通信社のレベルのものしか期待して

いない。それ以上のことは週刊誌だろうと思っていた。こんなに週刊誌やバラエティ番組がいい加減

な情報を垂れ流し、きちんとした情報を提供していないのは、そんな通信社的な存在に甘んじている

新聞社のせいなのだということもわかった。そして、さらにこれは新聞記者だけの問題ではなく、日

本全体をつつんでおり、個人個人は優秀だが、組織になると途端に無能になる日本の姿の象徴的な仕

組みなのだろう。アメリカ人は個人レベルでは本当に能力の程度の低い馬鹿な民族だとおもう。しか

し、TV ドラマにしろ、なんにしろ組織でつくるものはとてつもなくレベルが高い。日本の TV ドラマ

のチープなこと。この既定の権益を守り、いったんその中に潜り込めたら周りに対し機会を徹底的に

奪い楽に仕事ができるようにしてしまう。個人レベルでは賢いことなのかもしれないが、国というレ

ベルで考えると、とてつもなく発展性を阻害している。ということは、日本人は賢いために、そのよ

うな組織や仕組みを作ることで自分を守ろうとするのだ。そして、それをみんながやっているから、

そのとがめもない。日本というのはいろいろな権益のファミリーの総合体ということなのだ。実感と

してそのしくみがわかった。これは談合も同じだ。土壌を変えないままで、談合は悪だといっても悪

いほうにしか動いていないのは、そのあたりに原因がある。つまり、日本人一人一人の賢さで繰り上

げてきた仕組みを、もっと馬鹿になり、フロンティア精神でチャレンジして競争しろと言っているの

だ。2008.09.25 

 

273【なぜ人を殺してはいけないのか（小浜逸郎）】★★★ 

書き出しの「人は何のために生きるのか」に対する答えはすごかった。ここまで論理的に筋道立てて

説明されていた例を知らない。彼はいう。その問い自体が意味がないと。「何のために」という問いそ

のものは今あるいは近く自分に降りかかる行為の正当性を判断するためのもので、その答えは、「自分

にとって良いと思う」ことをするということだという。そして、最初の問い自体は、「自分にとって良

いと思うことを、なぜするのか」という問いに還元されてしまい、それは単なる循環構造の中におち

いるだけであると立証する。また、長期的な目標自体に対する質問としてはふさわしいものではない

と説く。長期的に、自分がこうなりたいああなりたいという目標を定めるのは、それが自分にとって

いいということをその意識下に思っていることであり、その意識下の目標自体に対する疑問は呈して

も意味がないという。そうである。2008.09.26 

 

274【イルマーレ】★★ 

サンドラブロック、キヌアリーブスの主演のラブドラマ。父ちゃんが有名な建築家で、そのとおちゃ

んの最初の作品である湖畔の家の郵便受けがなんと 2 年前の時空とつながっていて、そこで文通する

うちに愛し合うようになるが 2 年の時空間を埋めるのに苦労する話。この二人は自分の恋のことばか

りにのぼせており、この時空間がつながっている不思議さにも感動しないし、この空間を利用して大

儲けしようとも思わないらしく、まったくの世間離れしたお馬鹿な二人。最後は、交通事故にあうと
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ころを知らせてあげることでめでたしめでたし。んーーーーー？？？ 印象に残ったシーンは？なん

かあったけ。あえていえば、2 年後にあう予約をレストランに入れているのに会えないシーンか。ここ

で死んじゃったのではないかとの暗示を入れていたということだ。2008.09.28 

 

275【僕らのアン・バナナ】★★★ 

カトリックの神父と、ユダヤ教のラビ？そしてその間のバリバリのキャリアウーマンの女の子。好き

なのにあかせられない関係と言いましょうか、よくある三角関係といいましょうか。なんでも、ラビ

は結婚しなければいけないのに対し、カトリックは SEX してはいけないとの厳しい定め。このなかで

規定の宗教の陰気くさいことをふっ飛ばし、元気のいい宗教にするように頑張る二人の奮闘記。特に

内容を知らずに見てみたが、意外と面白い。タイトルやジャンルで選らばないようにすることも大切

か。それにしてもユダヤのラビは北山氏にそっくりだ。ついでに言えば、」この彼女はユダヤ教に改宗

しようというような雰囲気があるが、この作品を作ったのはユダヤ系なのだろう。その点は、いやら

しい。2008.09.29 

 

276【 エロス（広瀬正）】★★★★ 

昭和 70 年代になるのだろうか広瀬正の SF の作品。背景は戦前のことではあるが、全く時代を感じさ

せない。岩手から上京してきた田舎の少女が、ヌードモデルになるか歌手になるか、その二つの人生

の IF の世界を描いたもの。特にタイムマシンとういうものはでてこないが、同時に二つの話が展開す

ることで、人生の面白さを感覚的に理解することができる。相手の帝大出の若者も、現実の世界では

めくらの落ちぶれた親父となってるが、もしもということがあれば、まったく異なった人生を歩んで

いる。2008.09.29 

 

277【栗原道子 シャンソンのひととき】★★★☆ 

藤尾氏のフルートの先生である深見さんより誘われていったミニリサイタル。シャンソンということ

をあまり気にせずにフルートとギターの二重奏があるということでいったが、メインは、栗原道子の

リサイタルのようなものだった。会場にはほとんど女性ばかりで、それもいわゆるおばさま方。男性

は私を入れて 5 名程度である。年をとった歌劇団を見に来たグループという印象。最初はピアノ演奏

であったが、マイクを通したものであったということもあり、聞きづらい。また、演奏していたおば

ちゃまも曲を忘れるし、こりゃだいじょうぶかいなという出だしであったが、しだいに、本格的な演

奏になっていった。ギターの鈴木氏もしっかりした音を出していてテクニックも確かであり、プロは

こんな感じなのかと感心しした。また、フルート先生の深見さんのフルートもなかなかに渋いそして

明瞭な音を出してうなってしまった。特に、ピアゾロの曲なんて何とも言えない爽快な気分になった。

とわいえ、シャンソンは、おしゃれな演歌、あるいはフランスの演歌のようなもので、恋の話ばかり

の歌詞がこれでもかと飛んでくる。ジャズのような気分の軽さはここにはなかった。だからこそ、夢

見る乙女を思い出しつつうっとりしているおばちゃまがたに受けるのだろう。2008.09.29 

 

278【ピサロ展：京都駅ステーション美術館】★★ 

京都国道の打ち合わせがすぐに終わったこともあり、京都駅のピサロ展にいく。シスレーとともに好

きな画家のひとりである。ただし、駅美術館ということもあり、大した作品はなかった。ピサロの明

るい作風の絵画はあるが、これぞピサロというものはなかった。むしろコローの絵にひかれた。あと、

ピサロの子供たちの絵画も展示されていたが、結構ひどいものが多い。2008.09.29 

 

279【神々の遺品：今野敏】★★★★ 

火星の人面の話、シュメールやピラミッド等の神々の遺品といわれていたもの。あらゆるといってい

いほど、今までのミステリーを一つに話としてまとめあげ、それを探偵という視点から一気に読ませ

る読み物にしたのはすごい。SF ミステリーの傑作という宣伝も嘘ではない。話は、アメリカにおける

軍がらみの展開と、日本におけるアイドルが探偵事務所に行方不明人の捜査を依頼するという待った

違った次元から話が展開する。話の底流には、1 万年以上もまえに地球そして火星に生息していた宇宙

人からのメッセージというのがあるのだが、話は、スパイや陰謀ものとして展開する。最大の魅力を

もった人物として描かれているのは探偵の石神である。名前もすこし神がかり的ではあるが、もと刑

yakateru
長方形

yakateru
長方形
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事ということで粘り強くかつ訳もわからない UFO 等の与太話から事件の展開にかけて、その知識を増

やしていく。実は、読者自身がその知識を増やしているということで十二分に知識小説でもある。ま

あでも、この影響で、少しはピラミッドや火星の顔というものが実はメッセージではないかというこ

とを信じてしまいそうになる。おもしろかった。2008.10.06 

 

280【オタクはすでに死んでいる：岡田トシオ】★★ 

オタクの定義から始り、モノにこだわり方がもうそうとういいかげんになっていること、レベルが下

がっていることを書き連ねる。「一方的な損を引き受ける覚悟があるものを大人」といい、「一方的な

得だけ要求する根性を子供」という定義は参考になる。2008.10.05 

 

281【生き物の記録】★★★ 

原爆・水爆の恐怖から逃れるためにブラジル行きを家族に強要する昔風の工場の親父と、わがままに

育った子供たち、何も自己主張をしない母親が織りなす家族ドラマ。黒沢明監督の個性はあるがいま

いちのでき。2008.10.06 

 

282【空中ブランコ：奥田英朗】★★★★ 

283【イン・ザ・プール：奥田英朗】★★★★ 

ララピポの作者である奥田英朗の出世作。手の震えに昔から悩まされてきた自分としては、ウーー

ン！！と唸ってしまう物語ばかり。心身症として、こだわりを持てば持つほど悪循環していく。そし

て、そのひとりひとりは、野球選手だあったり、サーカスのスターであったり、優秀なルポライター

であったりとひとかどの評価を受けている人間が陥っている心の病。そこに光を当て、おもしろくか

つ心ひかれる作品に仕上げているのは素晴らしい。最初に読んだイン・ザ・プールでの体調不良のサ

ラリーマンが体を動かすことによって心の疲れを取っていくものの今後は水泳依存症になっていく話、

ストーカーがいつも自分を狙っている思い被害妄想に陥るコンパニオン、ケータイ中毒になってしま

い友人への失望を味わい孤独に陥った青年、確認症候群というか火を消して家を出たことに不安を感

じるルポライター、勃起継続のはちょっとニアンスが違うかもしれないが、精神の純粋培養で生きて

いる精神科医の伊良部先生が、勝手に患者を治していくところの面白さ。そして、2 冊目の直木賞受賞

の空中ブランコ。こちらは、空中ブランコのスターがリーダーの孤独と自分をのけ者にしているので

はという被害妄想に陥って空中ブランコができなくなる話、とがったものを見ると体が震えるやくざ

さんの話、医者であり医院長の婿養子にはいり義父のかつらを取ってしまいたい症候群の話、まっす

ぐに投げられなくなった野球選手、これらの話をこちらは徹底的に心身症患者と伊良部先生のかかわ

りの中で描く。最近ちょっとまたひどくなった手の震えは、さてこの伊良部先生に相談するとどうな

るのか。飲んでしまえば大丈夫というなら毎日飲んでいればといわれそう。からだの緊張があるのは、

何かのシガラミがあるからだろうと思うし、それがなんだか探ってきてはいるわけだが、まあ、いい

人が生き残っている時代ではない今のこの世の中で、いい人がいい人と思って生きているとそういう

ことに陥るのかもしれない。いい人であるというレッテルが自分を拘束していること、あるいはいい

人であろうと思う自分で拘束するところががんじがらめになっているということもあろう。いい人で

あろうとしない人間は強いのだろう。自分の場合の焦点はここにあるのか、ということで、別のとこ

ろで詰めてみたい。さて最後の女流作家の話を読んでしまおう。2008.10.13 

 

284【プラネットテラー・IN グラインドハウス】★★★☆ 

ロドリゲス監督のグラインドハウス作品。タランティーノの作品に比較しエンターテイメントの要素

たっぷりで、ブルースウイルスも出てくる豪華版。片足のマシンが姉ちゃんもかっこいい！！2008.10．

13 

 

285【となりまち戦争】★★★ 

いつのまにか隣町と戦争を始めており、旅行会社のセールスマンの主人公のもとに町から視察任務の

事例が来る。町の担当者であるおねえちゃんは、影を秘めた美人であり、それとなく了解してしまう。

その後、潜入任務で、おねえちゃんと夫婦ということで敵の町で済むこととなる。しかし、戦争もは

げしくなり、多くの死者を出す。途中で説明会があるが、経過の説明はあってもなぜ戦争かという疑
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問には答えられない。そして戦争も終結し、次の戦いが始まる。・・・一切の戦争シーンはでてこない

が、その無情さは、無意味さがメッセージとなっているのか。町長が矢加部町長というのは笑える。

それと性欲処理任務担当がねえちゃんで補佐が彼。すべてを任務にすれば説明はいらないのかという

言葉は少しだけ奥深かったか。2008.10.26 

 

286【ゴジラ 1954】★★★☆ 

名作。そのシーンも、音楽も美しい。今日からの 28 作全作品のスタートである。2008.10.27 

 

287【サウスバンド：奥田英朗】★★★★ 

インザプール、空中ブランコに続いて読んでいるが面白い！主人公は、学生運動崩れの父を持つ小学 6

年生の次郎。おかあちゃんもかつての活動家であり、学校や国に対してきわめて批判的である。小学

校の仲間と中学生のやくざとの恐喝をはじめとするどたばた。理不尽な暴力に対してどうすればいい

のか、小学生でなくても悩む。途中から居候のアキラ氏が登場し、父や母のことがよくわかってくる。

そして、呉服問屋の金持ちのじいさんやばあさんが出てくることで、いわゆるプロレタリアートとブ

ルジョアの対立関係が話を支える。前半の後半では、アキラ氏がセクト争いで殺人を犯し、次郎君も

警察のお世話になり、ドタバタするうちに、西表島行きとなる。2008.10.26 

 

289【ゴジラの逆襲】★ 

同じ柳の下にドジョウはいないとはいうものの、もう少し真面目に作ればましだったものの。ともか

く、冒頭からのアンギラスとの戦いのシーンや大阪破壊のシーンは許せる。しかし、後半の氷閉じ込

めの話は一体何だ。単なる時間稼ぎとしか思えない。1 作目がメッセージ性や映像美、そして音楽の素

晴らしさに輝いているのに比べ、なんとくすんでいること。音楽もさえず、映像も全く駄目、そして

メッセージ性はまったくなし。愚作である。このおかげで 10 年近くゴジラの作品がつくられなくなっ

たのではないか。責任大である。2008.10.27 

 

290【虹の女神】★★★ 

映画監督希望の女の子（上野樹里）と、ストーカぽい男の子のほのぼのとした恋の物語。日常の淡々

とした会話、「地球最後の日」というタイトルで自主映画を作った女の子。目の見えない妹（蒼井空）

が、見えない人が一番見えているといメッセージを放ちながらストーリーは展開する。途中に、36 歳

のなのに 26 と言い張って押しかけ恋人になる変な女の子もでて、何か不思議な感覚でストーリーは進

む。2008.10.30 

 

291【無痛：久坂部洋】★★★ 

学校の先生の一家殺人事件と、精神病院にいるメールでしか話せない女の子、その看護師、そして、

外見だけで病気が治るあるいは治らないということが一目でわかる病院の先生。そして、刑事や、病

院の理事長党が入り混じり、どろどろになっていく。精神病の女の子が自分が犯人だという、白神先

生という新しく病院システムをつくっている先生の麻酔医。おかしな人たちが、おかしなことをやり

ながら生きている。ふむふむ。2008.10.30 

 

292【キングコング対ゴジラ】★★★☆ 

ゴジラ映画の名作である。北極海でのゴジラの登場と、製薬会社の宣伝部長ひきいる南方調査隊によ

って連れてこられたキングコング。この 2 つのストーリーがからみながらテンポ良く進んでいく。一

作目のゴジラのシニカルな雰囲気は影をひそめ、もっぱらエンタメとしての娯楽作品に徹している。

ただ、ゴジラのカッコよさは、群を抜いており、一種の美学的な領域にも達している。女優の浜美恵

もなかなかである。ゴジラが落とし穴に落ちる作品を探していたがこの作品であった。2008.11.03 

 

293【神童】★★ 

のだめカンタービレのような音楽家が主人公の話。13 歳の中学生の天才少女と、音大をめざすさえな

いピアニスト。八百屋の二階で猛烈に弾きまくるが、へたくそ。ただ、少女が乗り移ることで天才性

を発揮する。亡くなった親父をしのんで、もう自分の家でないところに忍んでピアノを弾いたりする
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ものの、なぜ、自分の家でない家に入れるのかや、自分のピアノでないピアノを売りに出したりでき

るのか、よく物語の設定がわからないまま、天才少女に耳の病気が襲いかかる。シュトレーゼマンの

ような海外のピアニストが病気だといい少女に代役をさせ、成功するも、倒れる。マンガのストリー

を端折ったためかもしれないが、この作品だけを見る限りしっちゃかめっちゃか。2008.11.04 

 

294【マドンナ：奥田英朗】★★☆ 

インザプールが面白かったので、奥田作品を買い続けている。マドンナは、中年の課長の心の中を描

いたというものの、ここまではないんじゃないというほど、ぐちゃぐちゃ。もっと、淡いのがオヤジ

の心なのにと思う。また、帰国子女のバリバリキャリアウーマンのボスも、最後は、野球選手の追っ

かけをしておりかわいいということでまとめられてしまった。もう少し、期待したが。20008.11.05 

 

295【カンナ 飛鳥の光臨：高田崇史】★★★★ 

売上ベスト 1 になっていたので買ってみて、一気に読んだ。はなしは、伊賀の神社の宮司、実は、忍

者の末依でいろいろと裏のネットワークを持っている主人公と東大中退の女学生とが、飛鳥の歴史を

紐解き、実は、壬申の乱の中大兄皇子と中臣鎌足は、クーデターを行ったこと、蘇我氏は実は当時は

天皇であり、藤原氏の策謀により歴史を変えられていること、そして、聖徳太子というのは実在して

いないこと等を解き明かしていく。神社の古くから納められている書物（日本書記の時代の別バージ

ョン）がその証拠であるということで、その本をめぐり殺人事件が起こる。話の流れもよく、かつ、

歴史に関する蘊蓄もたくさんあり、なかなかに知的好奇心を満足させてくれる。それと、蘇我氏の正

体を明かすことは目からうろこであった。日本書記と古事記に記載されていることがらが陰謀でどろ

どろになっていることは、神話、そして天皇家の流れに大きく影響することもあり、なかなか、学説

や研究などはできないのであろう。しかし、それこそ秘伝である。2008.11.20 

 

296【サウスバンド】★★ 

原作があんなに面白いのに映画になる途端に筋を追っているだけになってしまった。配役もある程度

はよかったのに。子役は不自然だったが。残念。2008.11.20 

 

297【椿三十朗】★★☆ 

黒沢明監督、三船敏郎主演の代表作のリメイク版。ストリー、セリフは当初のものをそのまま使うと

いうことで新旧の比較という見方をすることになる。時代のせいいか、主演の軽さが異常に目立つ。

三船敏郎演じていた浪人者の厚みが全くなく、取り巻きの若手武士と同じレベルにしか見えない。た

だ、これ以外の配役や演技は黒沢明の原作に近く、なかなかであった。最後のシーンは、圧倒的に黒

沢版が緊迫感と迫力をもっていた。2008.11.20 

 

298【犯人に告ぐ】★★★ 

幼児の誘拐事件で犯人を逃がした刑事。その責任を取らされ足柄警察署に飛ばされた。6 年たち、幼児

連続殺人事件の担当刑事として本庁へ戻る。そして無事解決。しかし、過去の取り逃がした幼児殺人

事件の被害者のお父さんから刺される。組織の中で、うまくやれない、しかし、優秀という刑事が、

TV を使って犯人をおびき出し、孤独の中で犯人を追い詰めていく。一方、親のコネのエリート刑事は、

脳なしとして葬り去られる。しかし、上司の失態（偽手紙）を知っているので、ニタリ。緊張感もあ

り、筋もすっきりしているので、それなりに楽しめた。2008.11.28 

 

299【寒川(SABUKAWA)】★★★☆ 

宮崎の限界集落であった寒川集落の記録映画。5 年ほど前の作品。ドキュメントなので、淡々と映像が

続くが、その話の中に詩のような形で朗読が入る。脚本家の堀氏（昨日、一緒に飲んだのだが）も、

なかなかの感性人であった。映像の中で、特に涙が出たのは、捨て去られた家に、いつもどおりの状

態で本や宿題ノート、布団、茶碗が置きっぱなしになっていること。すぐに、これはまたすぐに戻っ

てくると自分に嘘をついて出て行ったのだと気づくが、そのあとを詩がそのように朗読する。堀さん

がいってたが、かまどを泣きながら壊す老夫婦が印象的だったと。補償金をもらうためには、住み慣

れた家を壊さなければいけないという。感謝こそすれ、壊すというこということには大きな抵抗があ
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ったろうに。壊さなければ補償金はやらんぞという行政の残酷な仕打ち。なんてこった！！なにか日

本人がこの数十年犯してきた間違いをまざまざと見せつけられた感じがする。本当に、このような姿

の日本にしてしまった公共事業のばらまき。すべての原因ではないかと思う。2008.11.28 

 

300【オールウエイズ三丁目の夕日 2】★★☆ 

オリジナルをやはり上回ることはできなかった。1 作目は、いろいろなショウトストーリーを宝石のよ

うにちりばめ、西岸良平の漫画の世界をそれぽっく表現していたが、今回は、作家先生の芥川賞受賞

というメインの展開をつくって、踊り子になった小雪とのラブストーリーに仕立てたということであ

ろう。しばらく預かることになった生意気な女の子が素敵に変身していくことはなかなか見ごたえが

あった。あとよかったのは、最初のゴジラのシーンか。2008.12.05 

 

301【エデンの命題：島田荘司】★★ 

アスペルガー症候群の子供を舞台とした話で、症状の理解をしながら読み進めるということで興味が

わいたが、臓器移植という話が飛び込んできて、また、この子供たちが実は提供者がいるクローンで

あり、単なる臓器提供者として生きているということとなり、リアリティが限りなく消えていった。

最後は、実は、それまでの話はみんな出たらめで、殺人を誘導するための偽装事件ということでずっ

こけるが、この本の主人公を健常者が健常者としての意識で読むからであって、だまされた本人はア

スペルガー症候群であるから、もっと狭い視野で物を判断するために誘導殺人事件として成立するの

かもしれないが、しかし、読んでいるのは健常者であるから、最初から、そのような刷り込みをして

おかないと興ざめということになるのではと思う。2008.12.01 

 

302【七つの金印：明石散人】★★★ 

読み直しである。志賀島の金印が実は偽物であるという話である。玉璽（天子の印）にかかわる話、

政府印が玉璽より大きかったために不敬罪となり大ごとになった話や、神社の池を掃除するという名

目で盗掘を行うプロ集団の話。そんな蘊蓄をいっぱいにちりばめて、探偵先生と東大中退のお嬢様と

が歴史の謎を読み解いていく話。相当にレベルが高いため、並みの興味ではついていけないほど情報

満載である。今回も、後半の金印論争は相当に読み飛ばさるを得なかった。2008.12.03 

 

303【地球が静止する日】★★★ 

かつての SF の名作のリメークで、キヌアリーブスが宇宙人役をやる。地球に隕石らしい物体が衝突す

るということで宇宙細菌学者である主人公が秘密裏に集められ、対策を検討するが、その時を迎える。

しかし、飛んできたものは丸い不思議な物体で、そこから人間らしい生物がでてくるが恐れて撃って

しまう。病院に運ばれ一命は取り留めるが、アメリカの上層部は戦うことしか頭になく、常に好戦的

に物事を処理しようとし次々にドつぼにはまってしまう。でっかいロボットのようなものも出てくる

が、ミクロロボットのような金属を食い尽くす人工バクテリアのようなものが増殖し、地球は、人間

もろともダメかというところで、女性と子供の愛情を見て、とりあえずの地球から人類排除というこ

とをとめる。途中で、中国人になりすましていた先発隊からの情報を聞き、人類は好戦的でこのまま

では地球は破壊されると報告される。確かに、中国人もアメリカ人も戦争すること、好戦的な人種だ。

だからといって地球全体の人類を滅亡させるのは、高度な宇宙人らしくない。アメリカ人と中国人、

そして、アフリカ等の好戦的な人種はやむおえないが、日本人やイスラム人は、まったく好戦的では

ない。などとぼやきながら顛末を見る。アメリカ映画なので仕方ないが、地球上の人類全員が、自分

たちと同じように好戦的であると考えているということなのだろう。もっと大人になれってどなりた

くなる！！！2008.12.20 

 

304【七瀬ふたたび】★★★★ 

NHK の 10 回シリーズのドラマ。筒井康隆のそれこそ初期の作品であるが、おもしろいなあ。人類が

もともと持っていた能力がよみがえって、その苦悩の物語として描く。メッセージは、もっと人類は

お互いに知り合わなければいけないというような NHK 的で、筒井康隆的でないのは玉に傷だが、七

瀬役の女の子のイメージのよく、エスパーの一人一人も個性的な描き方で楽しめた。X メンのような

漫画的なドラマ展開でなく、もっと、人間ドラマになっていることもよかったか。筒井康隆風のどた
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ばたもあってもいいかとも思うが、今回はこれで OK.2008.12.20 

 

305【篤姫】★★★★ 

NHK 大河ドラマ。何年ぶりだろうすべて見た作品は。なにに、ここまで魅かれたのか分析してみなけ

ればいけないが、やはり脚本の面白さ、セリフの面白さは大きく影響している。2008.12.20 

 

306【地球が静止した日】★★☆ 

1951 年に制作されたロバートワイズ監督の名作的 SF。先日、リメイク版を見てきたところ。地球に

警告に来たのがリメイク版では、地球を破壊する人類という環境問題であったが、当時は、宇宙を破

壊する地球人という原爆・水爆への警告版になっているのが時代を感じさせる。宇宙へ飛び出すよう

な技術はおいそれとできそうにないことがわかってしまい、その点では、宇宙の破壊者に地球人がな

ることは当面なさそうであるが、地球の破壊者にはすぐにでもなりそうである。その意味では、リメ

イク版のメッセージは正しい。宇宙人的なイメージは、オリジナル版のマイケルレニーもキヌアリー

ブスもなかなかお互いに互角の戦いであるか。ただ、人類を破滅させることを躊躇する理由は、今ひ

とつよくわからないというか情にほだされたということなのか、あるいは不思議な思考の持ち主とい

うことが地球の他の生物の生存と比較して価値があるとリメイク版では考えたのか。その点は、きち

んと表現していなかったように思う、どちらの作品も。人類の生存の価値が、両者ともきちんと整理

されていないなかった、あるいはその理由をチキンと見出せなかったということになるのだろう。

2008.12.22 

 

307【椿山課長の 7 日間】★★★ 

浅田次郎原作。デパートの衣料品売り場に勤める課長（西田敏行）が、過労で死んでしまうが、3 日間

だけ厳正に戻りやり残したことをやってこいということで、うら若き女性に変身して、本当のことを

知る。ぼけていたと思っていた親父は、実はしゃっきりしていて子供に面戸をかけないように演技し

ていたということがわかるし、かみさんも浮気をしていて、さらに子供も自分の子でないということ

がわかるしと散々だが、同僚の女の子が自分を思っていたといういいことも知ることになり、家族は

家族として、また、ホームに預けられていた男の子は自分の両親に会え、安心して旅立つ。ストーリ

ーの展開の人と人のからめ方は、さすが浅田次郎さんと思う。浅田次郎の作品を映画化するとあまり

面白くなくなるのが常だが、この作品は、発想が奇抜なだけ映像化しても十分に魅力が残ったのでは

ないか。西田敏行の暑ぐるしさも、このキャラであれば許せるか。2008.12.22 

 

 

308【愛の流刑地】★★★ 

渡辺淳一原作。渡辺淳一という作家はまったく自分の感性とは合わない軽薄な思考の持ち主としか思

っていない。R15 ということや寺島しのぶ主演ということもあり見てみた。作家に対するこれまで本

当の愛を知らない 3 人の子持ちの女性が、愛のために、それも性の喜びを主とした愛のために人生に

区切りをつける。一時の激情に駆られて、3 人の子供を置いて勝手にあの世に行ってしまう。まあ、渡

辺淳一らしい単純思考の物語ではある。その葛藤の中で矛盾と自己嫌悪を感じながら生きていくとい

う普通の人間性を持って生きていくことのほうが小説の題材としては重いと思うのだが、話をシンプ

ルにしてしまうのはさすが渡辺淳一。ということで、ドラマとしては面白いしそれなりのエロティズ

ムをもっているので三ツ星としたが、内容はいまいち。最後に、作家先生が、愛のために 6 年間かの

刑務所入りを納得してしまうが、嘱託殺人であるが、本人が納得づくめの冤罪のはなし。最後の手紙

が公開されていれば嘱託殺人となり刑は軽くなるが、おかっちゃんも娘の犯行に加担して将校の提出

を行っていない。共犯である。2008.12.25 

 

309【プロバリティ・ムーン：ｻﾝｼｰ・ｸﾚｽ著】★★☆ 

共有感情をもつ世界人という人類の亜種が住んでいる星でおきる物語。意識・感情を共有することで

戦争や戦いという災難から逃れる知恵をもった種族を調査にきた地球人が、その星の月と地下に埋ま

っている物体の相互作用で脳に働く場を形成していることを見つける。最後は、月を移動させて、時

空間移動トンネルにもっていくが敵の攻撃もあり破壊する。その影響が世界人のすむ世界に及ぼされ



 

67 

るのかと危惧するが、地中に埋まっているの量子的な絡みで同時に破壊され、影響は中和され無事に。

世界人の花を基本とするマナー礼儀は特徴的か。ただ、今ひとつ、よくのれなかった。2008.12.28 

 

310【靖国問題：上坂冬子】★★★☆ 

再読。靖国問題に対する日本国民としてまっとうな意見をまとめたもの。これまでの A 級犯罪人の立

場や、中国や韓国のいわれなき中傷に対してきっちり意見を言う。その点は称賛。まず、東京裁判の

戦勝国の見せしめ裁判であり、本来の国際法違反である原爆投下に対する罪を担わなければいけない

アメリカこそ罪人であり、罪人が人を裁くなどと持ってのほか。その意味でも、日本における戦争犯

罪人は存在せず、A 級戦犯が合祀されっているから問題ありとの発言は間違っている。また、中国や

韓国は、少なくとも東京裁判の時の当事者ではないため、戦争犯罪人がどうのこうのという権利さえ

有していない。あとから出てきた共産党が、国内問題に対処するためにつくりだした言いがかりにし

かすぎないということ。あとは、中国や韓国の犯罪人に対する感覚が全く日本と異なり、あちらさん

では、犯罪人は処刑されたあとも犯罪人で墓は冒涜されても当たり前という世界である。日本は、む

しろ死んでしまえばどっちみち仏さんになり、霊安の対象となる。むしろ、今回のような戦争犯罪人

としての汚名をきせられてしまったことで祟りが生まれないように丁寧に霊安することになる。この

ような死生観も異なり、ついていけないところが多々ある国の言いがかりを真に受けないのが一番で

あろう。来年 2009 年は、今自分の部屋にある書籍をもう一度読み直すて行くことを目標に入れること

しよう。2008.12.30 

 

311【スタートレック＃４．４１７】★★★☆ 

新たに士官となったウオーフ（ｸﾘﾝｺﾞﾝ星人）と保安主任の液体生物ｵﾄﾞｰとの間でのおとり捜査にかか

わる関係と、捕らわれた敵から上官とともに抜け出す技術主任と敵側の見方を見つけかつ生存を可能

とする大局的な観点から動く医師の二つの物語が並行して動く傑作。正しいことをやっているつもり

でも、その立場で行動や判断が異なり、結局、間違った答えを出してしまう。そのために、上官や部

下を信頼していなければいけないのだが、その信頼が、自分の判断のほうを優先したいというおごり

により台無しにしてしまう。成熟してまっとうな組織であるからこそ生まれる問題である。答えは、

日常的に信頼すべき行動を上官も部下も行うことで、信頼関係をより高度に構築しておく必要があり、

また、そのような関係が構築されているのであれば、判断は上官あるいは担当の部下にゆだねること

ということか。特に、部下は上の位置から物が見えていないため、正しいと思って行動すること自体

が間違った方向にむかうことになる。(なかなかドラマシリーズの一つ一つにこのような解説を付ける

ことは難しいかな？ほかにも、BOON やバトルスターを見ている今の時点では)2008.12.30 

 

312【ファウンデーション：ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ】★★★ 

銀河百科事典を構築するファンデーションと銀河帝国の闘いの幕開け。再読。なんと 1950 年代の作品

ということだ。55 年前の SF が十分に現在の SF としても通じる。また、解説にあったように、ファ

ンデーション（技術財団）の立場が日本とダブって見える。技術しか力がないファウンデーションと、

それを取り巻く武力や資源大国の帝国とのやり取り。大いに学ぶことがあるか。膨大なシリーズを2009

年に読みとおすことしよう。第 1 巻は、心理経済学のｾﾙﾀﾞﾝ博士が残した未来の予測とその対処策。た

だし、予測結果に対する対処策であるとしたことがばれると一気に未来が変わるため、その取り扱い

には十分な注意が必要とされる。その技術力を用いて、ファウンデーションを乗っ取ろうとする国や、

宗教をカモフラージュして裁きを下そうとする隣国の国。技術しか力を持っていないファウンデーシ

ョンがその都度機智にとんだ解決策を見出していく。さて 2 巻目にも期待。2008.12.31 

 

313【プレステージ】★★ 

マジシャンのライバル通しの争いを描いたもので小説はナントカ賞を受賞した。映像としては相当に

説明不足で、人間瞬間移動のネタが双子というものか、機械でもう一人の自分をつくるという SF まが

いのものか不明なため結局よく理解できなかった。小説を読んで事前知識を入れたうえで見るのがい

いのかも。2009.1.3 

 

314【ニールンベルクの指輪】★★★★ 
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ワグナーの歌劇の原作の映像化作品。子供時代に敵の双子の国に攻められ父母を殺され、鍛冶屋に拾

われて剣づくりに励みながら剣の修業をする。隕石が落ちたことをきっかけに、アイスランドの王女

と結ばれ将来を誓うが、ニールンベルク一族の財宝を竜を退治したことから手にいれたところから人

生が狂っていく。最後は、王女もろとも死にいたる悲劇的な結末で我々にメッセージを残す。「鳥も死

ぬ。動物も死ぬ。人間も死ぬ」。欲望が、力を持ったことにより悲劇に突き進む。欲望も、嫉妬も、庶

民の中での些細なことで済んでいるうちはまだ何とかなっているが、力を持つと、それは幾倍もの破

壊力を持つ。スターウオーズでいうところのダースベイダーの世界へ引きづり込まれることをいう。

国王も、人は良いが、人並みの欲望を持っていたため、自制することはできず、また、人間の弱さで

ずるずると悲劇へ落ち込んでいった。悲劇の主人公は、アイスランドの王女であろうが、王女が求め

たものは強い男であるということも、悲劇の一翼を担うと解釈していいのか。あるいは一途な愛を求

めたヒロインなのか。ワグナーのオペラへの興味をグンと高めてくれた作品であった。2009.01.03 

 

315【日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか：内山節】★★☆ 

再読。1965 年、昭和 40 年を境に日本人からキツネにだまされたという話が途絶えたことを歴史哲学？

として追及する。アマテラスの神様とはまた違う次元の神として、山や老木に宿る神の存在を日本の

土着的な神としていることや、安部清明の陰陽道から派生した式神が降臨してキツネなどに宿ること

をベースにして、やれ、経済や科学、あるいはマスコミニケーション等を原因として分析する。話は

面白いし、かつての山上げという、破産状態になった村人が、父ちゃんは出稼ぎに行っている間、共

有財産である山で生活して再起する機会を待つという仕組みがあること等は、なかなか面白い。かつ

ての日本のシステムの光明さが理解できる。ただ、もっと突っ込みようがあったろうと思う。

2009.01.03 

 

316【バトルスター：ギャラクシークエスト シーズン 2】★★★★ 

シーズン 1 から引き込まれてみた。シーズン 1 ほどのいっきな展開がないものの、人間とサイロンの

戦いに微妙に違いが見えてくる。サイロンの中で英雄でもあるブーマーと副大統領バルター博士の恋

人 NO6 の 2 人のサイロンが人間化してきており、人間とサイロンの共存への道が生まれ始めている。

やられっぱなしの人間は、その変化を好意的に受け入れることはできず、サイロンの戦略の変化とし

か見ないだろう。どのようにして人類とサイロンが共存していくのか、それはシーズン 3 を待つこと

になる。ストーリーは、「新世紀アメリカドラマガイド」に詳細に記録されている。2009.01.08 

 

317【ルシフェリアン：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾌｯﾙﾎｰﾄﾞ】★★★★ 

なってこった！そんなことではないかと思っていたが、やはりかということだ。ユダヤ人の陰謀説は

巷に多くあるものの、世界そのものが、ロスチャイルド家、ロックフェラー家のたった 2 系統のメン

バーで動かされているとは。そこには経済学や政治学が入り込むすきはない。なにしろ、ナポレオン

のフランス軍とイギリス軍がワーテルローで戦った当時以前から、膨大な資金を投入して、戦争を仕

込み、イギリス軍が勝つとの情報を得たうえで、イギリスにイギリスが敗れるとデマを流させ、イギ

リス公債が暴落したものを買い集め、実はイギリスが勝っていたことで莫大な利益を出す。こんなこ

とを数百年前からやってきて、天文学的な資金と、世界中に張り巡らされた結婚による血縁関係をも

っていれば、何でも思うがまま。日本の勝利した戦争である日露戦争も、資金供与はここからだった。

ロスチャイルド家に逆らうロシアをたたくためにしこまれた戦争だったのだ。なんてこった。この世

の中、自由市場経済で成り立っているなんて、とんでもない勘違い、まやかし。金の相場も為替の相

場もみんな彼らが決めている。自分たちの力をより強力にするためにやっているだけ。中東のイスラ

エルとパレスチナの問題もまさにこの仕組まれた戦争である。なんてこった。日本でかつての財閥の

超巨大なしくみがすべてを動かしている。その中で振り回されながら、自分たちのわずかな利益をも

らうために、必死で頑張っている普通の地球人たち。なんてこった。今、その膨大な資料で書かれた

広瀬隆の「赤い楯」を読んでいる。次回は、この話を書こう。ただし、全 4 巻のため読了するのはい

つになるやら。2009.01.09 

 

318【永遠のマリアカラス】★★★☆ 

マリアカラスへのオマージュのような作品。音楽プロデューサーが、53 歳になり、声がでなくなった
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マリアのところへ最新の IT 技術で吹き替えを用い、リバイバルする相談に来る。オペラ歌手としての

過去の栄光と今の時点での芸術家としてのプライドの葛藤。カルメンを過去の声を吹き替えして作り

上げるが、吹き替えは、嘘だとのプライドで廃盤としてしまう。いっしょに制作に携わったメンバー

のことをは一言も考えないのはさすがマリアだが、結局、オナシスとの結婚で、贅沢三昧をし、歌を

忘れ、そのあげく落ちぶれてしまったのは自分の問題なのだから、いまさら嘘っぽいというプライド

で完成した成果を廃盤にするのはわがままなだけなのだろうとも思うが、芸術家は、それでいいのだ。

2009.01.10 

 

319【サベイランス（監視）】★★☆ 

楽しめる作品としては十分であった。大学生の IT おたくが、ビルゲーツをもじった IT のボスに見初

められ、一人はメンバーに加わるが、中国系の兄ちゃんは胡散臭さを感じて独立の道をすすむ。しか

し、IT の大企業が発売予定のシナプスというソフトの開発に必要な技術を、その中国の兄ちゃんが先

に作り上げ、技術を盗み、殺してしまう。そのことをひょんな社長の言い回しで気が付き、真実を突

き止めることで頑張っちゃうのだが、味方と思っていた彼女はもともと手先だということもばれ、代

わりにと思って頼みの綱にした女の子も敵の配下ということで八方塞がり。はらはらどきどきとまで

はいかないが、それなりに楽しめたことはいいが、まあそんなところか。2009.01.10 

 

320【100 年の難問はなぜ解けたか：春日正人】★★★ 

世紀の難問である「ポアンカレの予測」を解き明かし、その栄誉としてフィールズ賞に輝くが 100 万

ドルの賞金とともに受賞を断り、数学界から姿を消してしまったペレリマン博士を追っかけた NHK

記者のドキュメント。結局、ペレリマン博士には会うことはできなかったが、その周辺の出来事、数

学者の特異な世界を垣間見させてくれる。トポロジー問題に概要やその重要性についても少し理解す

ることができた。ちょっと、数学的な頭にもなってみたいという誘惑に駆られるが、毎度のように、

その参考書は買ってくるものの、すぐにめげるということになるのだろうな。ともかく数学者の頭は

わしでは無理そう。2009.01.11 

 

321【梅原猛の「歎異抄」入門】★★ 

星の数が少ないのは以前に理解して知っているからであって、内容自体はもう少し評価される。悪人

正機が印象的な親鸞和尚の教えは、若い時に読んでも衝撃的ではあったと思う。自力と他力の違いで、

他力を重視していない若いころは、他力のすごさをこの教えで少し理解したのではないだろうか。し

かし、今回、また流し読みをして感じたことは、悪人正機や善人（自力のひと）が救われるかという

ことよりも、即非の理論で生きるか否かということを問い詰めているということが理解できた。善人

とは、自分の頭の中で善悪を判断し、その範囲の中で生きているが、善悪とは自分の世界の中の善悪

でありそれが必ずしも善とは限らない、また、ニーチェが言うように、道徳的に生きようとしている

人ほど道徳的でない人間はいない（自分が天国に行きたいという最大のエゴのために人に善行を施す

こと等）という邪念も入りこむ。そんなんで悟ろうなどとは甘すぎということだ。歎異抄は、そんな

いいかげんな善人でも極楽に行けるのにと、それ以外の人がなぜ極楽に行けないのかそんなことはあ

りえないということだ。唯一、しっかり生きていくこと、それも頭を使わずに生きていくこと、それ

も深層心理のレベルではなく、そのもう一つ下のレベルで生きていくこと。意識下にあることを防げ

たとしても、手の震えのような深層心理的なレベルがあり、それでも当然だめなのだ。意識下の、深

層心理下の、その下の自分（これを仏教では本当の自分と呼んでいるが）。ここまで来ることができれ

ば、悟りなのだ。怖いものなしなのだ（純粋感情的には怖いものはたくさんあるが、腹が据わるとい

う意味で）。そう、腹を据えてやるということは、この頭の判断を棚上げし、活動するということでも

ある。本能的に生きるということでは全くない、この意識下の動きというのは、腹を据えるという感

覚に近いのかもしれない。2009.01.11 

 

322【ボーン：シーズン 3】★★★☆ 

アメリカの TV ドラマ。法人類学のブレナン博士（通称ボーン）と、FBI ブース捜査官が犯罪の現場

において死体から犯人を追及する。二人の掛け合い、個性豊かで、勝つ魅力あるチームメンバー。SF

的なツールが出ることもあるが、おおむね、リアリティもきちんとあり、かつ、二人の個性がおもろ
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い（解説書には、スカリー役をブースが、フォルダー役をブレナンがという評価もあるが）。残念なが

ら、シーズン 3 の最後は身内から犯人を出してしまい、後味の悪い最終回ではあったが。シーズン 4

を期待する。2009.01.11 

 

323【チームバチスタの栄光】★★★☆ 

原作本も面白かったが、こちらも負けずに面白かった。その点でいえば星 4 つではあるが、作品とし

ての重みからいえばやはりこんなところか。厚生省の役人白鳥を阿倍寛が演じる。主演の心療内科医

竹内嬢もとぼけたところはなかなかであった。配役も個性がでていた。サウスバンドでのいい加減さ

とは異なり、ストーリーが明確にあるということで映画化しやすかったこともあるか。2009.01.12 

 

324【超越意識の探求：ｺﾘﾝ･ｳｲﾙｿﾝ】★★ 

深層心理に関する話かと思い読む。内容は、神秘体験が中心ではあるが、内的意識と外的意識のよう

に意識が 2 面性があるということを記載している。ただし、私が言うところの、言語化されている意

識とそうでない意識と同じかというと違うような気がする。また、ロマン主義の人たちが、いかに絶

望感の中で生きていたか、時代を反映しているところもあるが、その中で幸福感を見出すことがいか

に困難だったかについては、よくわかった。2009.01.14 

 

325【天才と分裂病の進化論：ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾎﾛﾋﾞﾝ】★★ 

天才の周辺には分裂病患者が多いということを踏まえ、天才の領域がなぜ生まれるのかを、脂質の関

係から解き明かそうとしたもの。メインのところよりも人類の歴史が長々と語られているため、相当

に読み飛ばした。あまり文章がうまくないこともあって、よく読めない。2009.01.17 

 

326【暗黙知の領域：ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾏｰﾁﾝ】★ 

言葉との意識の関係は、ここで述べられるように哲学と感情の二つの側面があり、基本的には、哲学

において言葉がなくなれば哲学は存在せず、その意味では言葉というものの存在があるのだが、・・・

というような議論は、わかるが自分の興味の中にある意識の関係性ではないので途中でやめた。西洋

人の考える意識と無意識の関係は、きわめて形式的なもので実践的なものでない。2009.01.17 

 

327【007 女王陛下のダイヤモンド】★★☆ 

007 ジェームスボンドの 1975 年ごろの作品で、ショーンコネリーガ主演。007 映画らしく、テンポも

お色気もありという作品。話は、ダイヤモンドの密輸が、実は、衛星から核ミサイルや原子力潜水艦

を狙い地球を平和にしようという陰謀にからんだものだが、全体的にコミカルな感じがある。黒人の

グラマラスなボディガードとの戦いはいまいちか。2009.01.17 

 

328【ミスタービーン・カンヌは大迷惑】★★ 

まあ、中年オヤジになったビーンのどぎついギャグに付き合うことさえできれば、それなりに面白く

見れる。話は、景品でカンヌ行きの景品が当たるが、駅でのカキ・エビのどたばたから、一緒にカン

ヌへ行こうとしては子供を一人ぼっちにし、路上でパフォーマンスをするものの、結局、現状を理解

することができず、・・・・。結局は、カンヌ映画祭の監督の作品をユニークにし、いま一の女優を有

名にし、監督の子供は？・・・。めでたしめでたし。2009.01.18 

 

329【生命の意味論：多田富雄】★★★★ 

生命について考えが変わるといううたいこみであったが、本当にそう。雄と雌の話（ベラは、メスが

オス化する。クロダイは、若いときがオスで耽るとメスになる）や、生命そのものと社会の関係性や

言語の関係性を見つめなおす。この話を読みながら、会社とは生命のようなもので、存在そのものに

目的があるのではなく、存在そのものが目的で、自分自身で、その中の役割や生きがいを見つけなけ

ればいけないということも関連付けてイメージで来た。専門的な話が多々あるので、いつかまた読み

返さなければいけない時が来るかも。2009.01.18 

 

330【したたかな生命：北野宏明】★★★ 
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生命を含めあらゆるシステムの基本原理である「ロバストネス」についての解説本。ロバストネスは、

脆弱性を回避するためのシステムであるが、そのために別の脆弱性が生まれるというもの。ある状況

を生き抜くために特化し勝ち得た機能が、異なった環境に置かれたとたんに脆弱性を生み出すことと

なる。ロバストネスという概念を理解してシステムを構築しなければいけないということではあるが、

ロバストネスを求めて構築することはできないのだろうか。ん？？？？ロバストネスというのは何か

を勝ち得ようとして勝ち得た時に、別の脆弱性が生まれる宿命のようなものであるということを説明

しているのか？？？2009.01.23 

 

331【真夜中のマーチ：奥田英朗】★★☆ 

「空中ブランコ」の精神科医のようなデブでおっとりした青年、彼は三田商事の三田君ということで

創業者の息子と勘違いされるということを利用してちゃっかりやるのだが、と、チンピラやくざのあ

んちゃん、そしてやくざの父親を持つ千恵ちゃんの 3 人が、賭場での稼ぎ 10 億を強奪するはなし。中

国人の強奪グループが絡み、化かし合いということになるが、もともと記憶力をほとんど機能させな

いで本読んでいる自分としては、最後の最後でついていけなくなり放り投げた。人物像は、それなり

に面白いのであるが、サスペンスものが駄目なこともあり、こんな評価となった。2009.01.24 

 

332【オーロラの彼方で】★★☆ 

再見。すでに亡くなった消防士の父と、30 年たった息子がオーロラのおかげで、ハムを通してお互い

に会話ができるようになり、未来へ行っている息子から、火事現場での事故でなくなることを知らさ

れ、うまく回避するが、そのために歴史が変わり、あろうことか、連続殺人犯を生きながらえさせる

ことになり、自分のお母ちゃんが殺されることに、そのために過去の出来事に遭遇しているお父ちゃ

んが頑張るということで、最後は、たばこを注意したこともあって、肺がんにもならずに家族みんな

でめでたしめでたしということに。親父と息子の物語というところか。過去のいろいろな出来事を、

今の時点で過去の自分と話すことができて、何らかのアドバイスをするなら、さて、いったいどのよ

うなことを伝えるでしょうか。いろんなことが人生の中であったが、後悔しているようなことは基本

的にはないような気がする。それは、別の人生が生まれるかもしれないし、自分の行為で、人生が大

きく変わったり生まれたりしているのだが、自分自身への問いかけに答えるということであれば、「考

えている通りに行動しろ！」と励ましの言葉をかけるぐらいか、といっても、その言葉に勇気を持っ

て人生をすすんでもらうとまた困るのだが、というのも、やっぱりその時その時は、反省しながらあ

るいは自己矛盾に陥りながら生きていおり、そのことで今の自分があるともおもう。そう、基本的に

は現在の自分を肯定的にみているということだ。仮に、今、30 年前の自分や親父と話せるとしても、

親父は、酒飲みをやめなかったろうし、ましては母親が元気で明るく生きているということであれば、

そりゃよかったというぐらいではないか。その意味では、この作品の主人公の息子自身が、しっかり

生きてこなかったことが問題であって、幸せな人生を送っているのであれば、その歴史を変えること

になることは父親としてはしなかったのではないか。まあでも、30 代で明日死ぬといわれれば、それ

は回避するように行動するか。2009.01.24 

 

333【人は感情から老化する：和田秀樹】★★★ 

精神科医からみた老化と感情・行動の話を分かりやすく紹介。それぞれのまとめの言葉はなかなか本

質をついて面白い。ただ、自分としては、十分に理解していることがほとんどのような気がするが、

こういう言い方をすること自体が老化が進んでいるということなのだそうな。本も、その程度なら分

かっていると読み飛ばすことが理解力を減退させることだそうな。また、年を取るとやたら難しい本

を読みたがるというところも当り！というところか。ともかく、「理解力」はあるので、「注意」「関心」

「集中」に気をつけなさいということだ。自分なんか、特にこの「集中」に気をつけなければいけな

いだろう。また、「不安」そのものを楽しめと、森田療法を引用して解説する。2009.01.24 

 

334【羞恥心はどこへ消えた：菅原健介】★ 

今の若者の羞恥心はどこへ行ったというなかなか興味あるテーマを語るべきなのに、ともかく、当た

り前のことしか書いていない。若者の羞恥心は、自分の仲間間のものだけであるとか、・・・・困難で

あれば、ずっと斎藤環さんのほうが面白い。この程度の内容では買う価値なし。2009.01.25 
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335【ろくろ首の首はなぜ伸びるか：武村政春】★ 

これもテーマは面白いのだが、書きかためちゃへたくそ。蘊蓄を並べ立てるだけではだめ！2009.01.25 

 

336【慰めの報酬：007】★★★ 

最新作の 007 を品川の大スクリーンで前から三番目の席で見る。カメラアクションが激しくてブレブ

レに動き回り少々疲れる。確かにアクションシーン（カーチェイス、屋根の上の追っかけっこ等）は

迫力は出るが、近くから見るほうとしてはきつい。話としては、敵味方関係なしに片っ端から殺して

しまうジェームスボンドに対しイギリス諜報局は愛想を尽かし、親分の M からも見放される。しかし、

ルワンダの政権を崩壊させ新規政権を味方する NPO のエコグループのボスの悪巧みを見破り、それを

阻止する。まあ、なかなか見ごたえはありました。ボートや飛行機のチェイスも盛りだくさん。ただ、

最初のテーマが流れないことはがっくりだが。2009.01.31 

 

337【ブラック・サイト】★★★ 

ホテルの TV サービスで見る。あまり期待はしていなかったが、なかなかグロイ。話は、殺人サイト

で、視聴率が高いほど早く殺人が行われるということで、視聴者心理を利用し、悪いのは見たがるお

前たちだということで、偽善を暴くという勝手な理屈のオタクの犯人。最後は、FBI の捜査官の主役

自らがいけにえになるが、自力でやっつけてしまい、犯人が射殺さるところもサイトで公開されると

いうハッピーエンドのグロイ話。2009.01.30 

 

338【アンドロメダ・リフレイン】★★★ 

かつての SF の名作「アンドロメダ」のリメイン。話はほとんど同じような展開であるが、設定が現代

で、これまで見てきたような話がパッチ上で展開される。宇宙からの細菌をやっつけるために核攻撃

をするがそれ自体が細菌を増長させることが寸前でわかり急きょ中止するとか、細菌汚染されたため

自爆装置が起動し 7 秒前でクリアーするとか、等。でも楽しめたからいい。2009.02,01 

 

339【重力ピエロ】★★★★ 

レイプによりできた子供を弟にもつ泉水。レイプで生まれたことを知っている春。ハンサムな春を追

いかける夏子。淡々と生きるが癌になりダイナミックに生きるオヤジ。そして、なくなったが、きっ

ぷのいい美人のあ母ちゃん。そのような家族と取り巻きが、のうのうと生きているレイプ犯を探し出

し、ドストエフスキーの小説のように悩みながら殺人を犯していく。二人の兄弟が、落書きと放火を

追いかけ、また、兄貴の勤める会社が遺伝子のゲノムを扱うこともあり、遺伝子コードを暗号として

つかったり。小説自体は極めて暗い話を快活にそして爽快に展開していくのが気持ちいい。最後に春

が火葬場から落ちてきたのは、どのような意味があるのか？？2009.01.29 

 

340【知恵と慈悲（仏教の思想１）：増谷文雄】★★★★ 

もう一度しっかり仏教について勉強しなおしてみよう。なにか、もうそこに悟りの瞬間が近付いてい

るように思う。ブッダの教えということ。変化が苦だと割り切って考えたこと。ともかく、悟りの心

を得るためには、言葉（言語）を用いる意識という存在が大きな障害となっていること。この意識は、

いつも言うように、ツールとして使う分にはいいが、感情や不安を表現するために用いると途端にド

つぼにはまる。どうしても悪循環にもっていこうとし、望まない方向にもって行かれる。抵抗しても

無駄で、何ともならない。対策はひとつ。無我。意識の方向を変えたり避けるのではなく、その意識

自体をなくすことが欠かせない。しかし、言語による意識というのはツールとしてどうしても使うも

のであり、座禅を組んだ気持ちのまま日常生活を過ごすことはできない。どうしても、言語の意識に

よることがでてきる。ただし、そのことで自分の行動が決められているかというと怪しいもので、言

語化の意識では人間は動いていないこともどうやら理解できてきた。さて、最近、日常的に緊張感が

増し、社会不安障害が顕著に出つつこともあり、早くこのことを理解し悟りの心にもって行かねばな

らない。というよりか、なにか、悟りの境地に引き合わせてやろうという何かが働いて、そのために

この社会不安障害が激しくなっているのではないかとも思う。空港で起きたあの指先のスパーク減少。

緊張で手が、指先が極度に緊張し、コーヒーカップが震えだすと思った瞬間、指先がスパークし、緊
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張が一気に消え去った。すごい経験だ。メンタル的なあるいは霊的なことではなく、生理現象だが、

そのような生理現象を意図的に起こすことができれば、すごい。さてしかし、これは悟りとどのよう

な関係があるのか。もしかしたら、緊張という集約と意識の集約は同等で、スパークしたことで、悟

りの瞬間、一瞬の悟りというものを体験したのではないか。かつて熊本の夜中に経験した脳がスパー

クした時もこの現象と同じようなことだったのか。さて、がんばって、第 2 巻を読もう。ただ、1 巻

の相方の梅原猛は、仏教学をやっているくせにまったくそのあたりの悟りのことは分かっていないね

え。文章から一発で分かってしまう。増谷さんは、悟りそのものを体験しているかは別として、びっ

今日が求めている悟りの姿のイメージはきちんとわかっている。2009.01.31 

 

341【白夜行：東野圭吾】★★★☆ 

母親が小学生の娘をオヤジに売っていたため、その少女と買っていた男の息子である少年が、人間の

心を踏みにじることに対する感覚がマヒしてしまい、次から次に、自分の幸せのために殺人やレイプ

を平気で起こしてしまう。その人生に巻き込まれた恋人を中心に話は進む。悪いことだとは一応思っ

ているようではあるが、それを止めるストッパーのようなものが失われており、犯罪と知りながら特

に躊躇することなしに犯罪を犯してしまう。ありそうな話ではある。人間のもつ心もデリケートさは

そうとなもので、社会生活をまともにおけれるような人間に育つためには、やはり、普通の（これが

難しいのだが）少年少女時代を過ごさなければいけないのだろう。逆に、引きこもりになり社会への

ストレスで表に出てこれなくなってしまう。まあでも、800 ページ以上の大作。読むほうも一気に読

んだが、作者もすごいと思う。ちなみに、東京行きの飛行機の中で読んでいたら、ちょっと年増のス

チュアーデスのお姉ちゃんが、「私は２日で読みました」なんて声をかけてくれました。2009.02.06 

 

342【ハリーとトント】★★★★ 

懐かしい作品。それこそ大学時代に中原さんのお気に入りで見たのが最初で、そのあとビデオで一度

見た以来だ。はなしは、トントという名の猫と奥さんに先立たれた元教師の頑固じいさんのはなし。

NY のアパートを追い出され、息子や娘のうちに世話になるがどこもうまくいかず、車に乗って、途中

でヒッチハイクしてきた少女と昔の恋人探したり、孫がコミュニティーに行くのを応援したり、ラス

ベガスの見栄っ張りの息子に金貸して慰めてあげたり、立ちしょんべんで捕まって牢屋でインデアン

の祈祷師に病気を治してもらったりと、たんたんと特に事件が起きることもなくロードムービーは続

く。生きざまと、人間のかかわり、いい人間も悪い人間？もみんな一生懸命に生きているということ

かなあ。ポエムのような素敵な作品でした。もう一度は見たいかな。６０過ぎてから。2009.02.07 

 

343【若者論】★★★★ 

冒頭の論文は、相当のインパクトがある。若者の問題（ニートであるとか引きこもりとか社会的な落

ちこぼれになっているという）を若者のやる気のなさに求めているのは問題外の発言だということだ。

団塊の世代が、経済成長の勢いに乗って頑張ってきたのは確かだが、今、彼らは、築き上げた権利・

既得権にしがみつき、そのために、縮小していく世界の中で、若者が取りこぼされていっているとい

う現実があるという理解が正しい見方だと主張する。今現在、勝ち組の若者というのは、その既得権

をもつ壮年層の社会から評価された人間ということであって、競争原理という社会システムがきちん

と機能して社会全体で競争しているのではなく、都合のいい若者をふるいだすためのシステムになっ

ているのではないかという主張である。そのため、このがちがちの現実世界を若者も共存できる社会

にするには、戦争をぶっぱじめるしかないという。そういう本人も、過激な意見と承知ではあるが、

方法論としてそれしか思い浮かばないということなのだろう。本当に、悲惨な社会になってきたと思

う。人と人がつながりや信頼をなくし、自分さえよければ的な発想を持つ社会。・・・2009.02.11 

 

344【サムサッカー】★★★ 

精神的に依存的な高校生？が親や先生、そしてガールフレンドに冷たくされると親指をしゃぶる癖が

出ること、それに対して父親は精神訓話的に根性で直せと迫る。キヌアリーブス演じる歯医者からは、

催眠術をかけられ簡単にかかってしまうが、逆効果。そのような中、医者から薬で治すよう迫られ、

本人は病気なら仕方ないとすんなり受け入れる。ところが、その薬が思った以上に効果的に効き、人

格が変わったように活発・利発になり、ディベートでも次々に相手を言い負かす。しかし、その中に
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は人間の感情への配慮が欠け始め、非人格的な人間になりつつある。母親は、わけわからないスター

にあこがれているし、父親はふけることを極端に嫌う。最後は、薬をやめるが、NY 大学に合格してい

たり、母親は信頼に足る母親であることがわかったり、弟も苦労しているのがわかることで、自信を

持つ。人間にはみんなハリネズミのようにおびえて暮らしている、あるいは歯医者は、生きる意味を

求めなくてもたくましく生きる力をもつことと、教訓的に終わる。精神的な病に冒されている人が見

たら、薬への理解がいい加減であり、心の病がきわめてステレオタイプ的に描かれている等、問題の

個所も多い。母親役（エリザベスの主役の女優さん）の演技がよかったことで救われているか。主役

のサムサッカー君が、髪の長い中島君に似ているのが印象に残った。2009.02.11 

 

345【ボーン シーズン 1】★★★★ 

シーズン 1 は、22 話あり、テンペラスことボーンと、ブース捜査官、そして、研究所の仲間たちが事

件を解決していく。最終話はボーンの母親の骨が見つかり、ボーンの出生の秘密が明かされる。ここ

でも、トラウマが引き起こす人生の物語という設定。詳細は、ガイドブックで。2009.02.11 

 

346【東京オリンピックの身代金：奥田英朗】★★★★★ 

ここ数年の間に読んだ中の小説のなかで最高傑作ではなかろうか。秋田での東大生が、兄の死亡をき

っかけに半場に入り、もともと左翼的な発想を持っていたのが、いわゆる日本の最下層の人々と接す

ることで社会の体制そのものに批判的になっていく。結局、ダイナマイトを用いて、東京オリンピッ

クの開催式を人質に身代金 80,000 万円を要求する。半場での出稼ぎの仲間、半場の親方や元請け人、

そして発注者であるお役所の人間、同郷として最後は父親のような存在となっていくスリの松田。一

方、公安とぶつかりながら犯人を追い詰めていく刑事たち。また、セクト的な学生や肉感的な女学生

ユミ、御嬢さんの貸本屋の娘良子。いろいろな人間が、それぞれに個性をしっかり持ちながら、昭和

30 年代の時代を生きている姿をリアルに表現している。今のこの日本で失ったものの一つに、半場の

人間、つまりは、田舎の出稼ぎ人足あるいは紡績工場の女工哀史に見られる女工たち、そのような最

下層の人間が、経済成長の基盤を支えていた。生態系の食物連鎖のピラミッドでいえば、植物、ある

いはプランクトンのような底辺に生きる人々。今、そのような人の層がいなくなり、かつての蟹工船

の奴隷状況はなくなったが、その代りに生産性が極めて悪くなった。日本全体が、生産性に対しては

ロバストネスによる脆弱性を持つようになった。また、飯が食え、住むところがあり、少し豊かにな

ると、退屈してしまう。その退屈を紛らわせるために、犯罪や薬物やエセ目的に向かう。そのような

時間つぶしに走る人間。特に、社会的な役割を与えられていない学生。いろいろと考えさせられるこ

ともあるし、ストーリーとしてもテンポが良くて、一気に読んでしまう。同じようなイメージを持っ

た小説に「空飛ぶタイヤ」があるように、完璧な社会小説とでもいえるかも。2009.02.14 

 

347【スナイパー】★★★ 

傭兵上がりのグループのリーダーが、暗殺を企てるも、偶然に起きた交通事故で、警察につかまり、

移送中に逃げ出すものの、キャンプに来ていた元警官、今体育教師、そして少年とともに行動するこ

とになる。追っては、スナイパーの仲間たち。途中でアベックと合流し、つまらん男は殺される。ま

あ、そんな追っかけ劇ではある。2009.02.13 

 

348【海に消えた神々：今野敏】★★★☆ 

前作の「神々の遺品」ほどの面白さはなかったが、ムー大陸、あるいは邪馬台国は、実は沖縄のこと

だという説は、なるほどと説得性が高かった。話の中心の地質学者の考古学的発見と、それが、捏造

であるというスキャンダラスにつながるところ。そして、新聞社や大学副学長を一瞬、悪者と思いこ

まさせる話の持って行きようはやられたという感じか。最後は、スキューバの兄貴のちょっとした事

故的な結果で死んでしまったということだったが。そうか、邪馬台国は沖縄だったのか。2009.02.19 

 

349【ハチはなぜ大量死したのか： 】★★★ 

ハチの持つ役割。アリも同様だが生態系上における極めて重要な役割を持っている。貴重種、希少種

はそれなりは重要かもしれないが、それらを保全することよりもはるかに、これらのどこにでもいる

と考える種に対して、その重要性を認識することのほうが極めて重要である。種の多様性自体には重
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要なメッセージはあるのだが、生き物は、多様性だけが重要なのではなく、ハチやアリやその他、目

も前にこれまでは当たり前にいた種がいなくなること、あるいは生態が狂ってしまうことのダメージ

のほうが極めて大きくかつ瞬間的に起きるリスクだ。星三つというのは、最初の期待が生態系そのも

のになにか大きな変化が起きているのか、それを知ることができるのかと期待したが、このレポート

の結論としては、やはり農薬のせいだろうという結論だったためで、本の重要性はレイチェルカーソ

ンの「沈黙の春」と同様に重要視して読まれるべきであろう。ただ、以前のような散布する農薬でな

く、種子そのものに組み込まれたものであるということで、その点では目に見えない恐ろしさがある。

今後進められるであろう農業の工場化の持つ危険性、そのことにも大きく影響するこのをメッセージ

として訴えていたように感じる。2009.02.20 

 

350【ゴッドファザー】★★★☆ 

いつかしっかり見ようと思っていてやっと実現した。マフィアの親分とその息子たちに話であり、兄

弟のうち、まじめにやっていた下の息子が結局親父の後を継ぐこととなる。3 時間の大作であるが、永

井とは感じさせない。フランクシナトラのようなマフィアがらみの歌手もでてくる。まじめさという

のは、また、正義感というのは、結局、スーパーマンにもマフィアのドンにもなる要素を持っている

ということか。2009.02.22 

 

351【寝ながら学べる構造主義：内田樹】★★★★☆ 

5 つ星というのは初めてではないか。それほど、この本の内容は、今の自分に宝物のように輝いて見え

た。構造主義そのものの理解もあるが、それ以上の人間の心の問題をしっかりととらえてくれたとい

う印象である。まず、構造主義というものからの理解。現在の自分の考え方は自分が環境の中でつか

んでいって今の思考を勝ち取ったように考えているが、実はまったく違って、社会構造のなかで与え

られた思考であるということ。それは、今の人間の常識と思っている考えそのものは、時代や場所が

変わるとそうでなくなる。その相対的な考えそのものが今の社会構造からの必然のものであり、以前

は、相対的なものの見方があるということ自体に考えが言っていないという。世の中には、時代や場

所をこえて絶対的なものがあり、その価値は不変であるという考え方が世界を覆っていたという。古

い書物を読むときなどは、その時代の考え方を理解して読まなければ正確な解読にはならない。自分

たちの考えは、実は与えられたものであるということ。そして、当然、その帰着である行動もそうで

ある。そして、人間の心というものは言葉により支配されているが、しかし、それは表面の意識上の

ものであって、本当に人間が考えていることは意識下にあり、それは、体としての表現を伴っている。

いかに、意識上明るくふるまおうが、ポジティブなことを言おうが、意識下の心が行動そのものを支

配している。キイラという TV でも言っていたが、ネガティブ・プラシーボのもたらす効果の絶大な

こと。実際に、死に至らしめることができる意識の仕業。自分が、今、このようなドンつまりの状況

にいるのは、このマイナスプラシーボ効果で、常に自己暗示をかけてきているのではないかと疑う。

気にすること自体が、それ自体が問題を悪くしているということ。ともかく、自己暗示をかけるので

あれば、ポジティブシンキングでいかなければいけないこと。それと、やはり生きていることの意味

をもっと自由に考えるべきこと。なにか、他人のことばかりを考えているのはおかしいということ。

もっと、わがままに、そして楽しめということ。恐怖、つまりは独裁者は、権力を持っている人を指

すのでなく、予測不可能な問題を突き付ける場合、独裁者となるということも書いてある。人間を怖

がっているのではなく、予測不可能な問題を突きつけられるのではないかという恐怖が他人を恐れる

原動力となっているということ。知らない人と話のはそういうことだろう。まあ、いろいろと書いて

あったが、この本を読んだあとは、心が軽くなっている。今日の筑後のヒアリングも緊張せず、楽し

く？やることができた。そのおかげか、終わった後の体の温まり感というのが何ともこことよかった。

さて、もう一度、読み返してみよう。この本も言っているが、見る目線が変われば、読む物も変わる。

つまりは、その環境に支配されて読まされているということだそうだから。今度は、違う何かを読み

解くことができるだろうか。2009.03.04 

 

352【卒業】★★★ 

ダスティンホフマンとキャサリンロスの名作といわれる卒業をやっと見た。内田樹の構造主義を読ん

だあとだったかもしれないが、やたら時代の違いを感じてしまった。当日は、このようなひたむきの
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愛が賛同を得たのだろうが、今じゃ単なる変態かストーカーだ。明らかに犯罪者である。たしかに、

Mrs ロンビンソンの誘惑に負けたというハンディはあるのだが、それにしても今の時代では、気色わ

らがれるだけだ。Mrs ロビンソンの旦那が一番被害者で、その娘もおかしい。なんで、こんな変態に

惚れるのか。ということは、つまり時代が生み出した偶像にその時代の人間は感動させられる、そし

て時代が変わればまた変わるということで、絶対的な価値観などは存在しないということか。ただ、

サイモントガーファンクルの音楽は良かった。ということは、音楽は普遍なのか？2009.03.06 

 

353【象の背中】★★ 

役所浩二演じるサラリーマンが余命半年といわれ、不倫相手や昔の友人、恋人等に別れを言いつつ最

後の時を迎えるというもの。卒業と同じように今の時代は価値観が違うのじゃないの。こんな旦那に、

家族がここまで付いていくか？不倫相手をかみさんに認めさせようとする旦那なんて。そして、嫁は

んはここまで認めちゃうのか？まあ、お涙ちょうだい的なシーンをほしがる世の中の旦那方には受け

たのかもしれないが。2009.03.06 

 

354【青い空：海老沢泰久】★★★ 

期待は、帯にもあった日本が無信教になった理由がわかるというものだったが、確かにキリシタンの

弾圧のことには触れていたし、廃仏毀釈にもふれており、それなりの情報は得ることができたが、全

体には、幕末の歴史小説の域を出なかった。描き方は、よくある英雄たちの目線ではなく、百姓の目

線から描いていた。田舎で、娘をかどわかしたという庄屋の倅を殺し、村を棄て江戸に行くが、その

で剣の先生に出会い剣術がうまくなり、その後は、寺や神社、そして幕府軍や新政府軍、勝海舟の家

来となり、知らない間に騒動に飲み込まれたり手柄を立てたり・・・。2009.03.06 

 

355【金融危機の真実：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾙｼﾌｫｰﾙﾄﾞ】★★★ 

サブプライムローンに発端をもつこの金融危機の現状を分かりやすく解説する。といってもかなりや

やこしい状況であり理解するのはなかなか困難ではあるが。ただ、帯に示しているような今後の日本

が抱える危機についてはあまり記載していない。それとこの著者の主張であるルスチャイルドをはじ

めとする世界を牛耳るやつらの陰謀が示されているが、この点では目新しいものではない。ただ、中

国が毅然とした態度をアメリカに対しとることで、その後のポジションを確立したことには、日本の

やっていることの情けなさはより強く感じる。本当に主張することができないのだ日本人という人種

は。2009.03.15 

 

356【パズルパレス：ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ】★★ 

途中で投げ出す。暗号を解読することをテーマとした話で、なかなか知的な好奇心はわくのだが、デ

イビットが追っかける指輪と少女の追っかけっこには、次々に引き伸ばされイライラする。不必要に

話を混乱させると興ざめしてしまうという典型例か。この一冊目を反省にして代表作「ダビンチコー

ド」につながるのか。話は、絶対に解読できない暗号をわけのわからない名前の日本人（日本人の名

前の付け方ぐらいはきちんと勉強せい！！大した労力いらんだろうが！！これもイライラする）が発

明し、その技術がアメリカ優位の国家戦略を揺るがすということで必死で対処しようとするもの。ア

メリカの大国主義がほんとに身についているのだなあと思ってしまう。2009.03.15 

 

357【QED】★★★ 

これは、高田崇史の QED シリーズとは別物と思うが、超頭のいい高校生と、元気はつらつの剣道の天

才のきゃしゃな女の子が事件を解決していく NHK の 8 回シリーズのドラマ。まあ、設定には無理も

あるが、安心して見ていられるということで合格点の作品か。2009.03.15 

 

358【町長選挙：奥田英明】★★★☆ 

インザプールや空中ブランコに続く第三段で、精神科医のおぼっちゃまん伊良部先生と注射好きの看

護婦が繰り広げる診療治療。前作も面白かったが、今回の「ナベツネ」は面白かった。読売の渡辺恒

雄が完全にモデルとなっているが、いやみがなく本当に彼ならこうなるのかもというリアリティがあ

るところがいい。残りの話は、堀衛門、中年女性女優、そして村の町長選挙。残りの 3 話は、いまひ
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とつであった。2009.03.17  （バイオが調子悪いので、今日からレッツノートで打ち込んでいる。反

応がまったく違う） 

 

359【ジェネラルルージュの凱旋】★★★☆ 

チームバチスタから始まる第三段。外科部長の速水医師の医療に対する信念、それはドクターヘリと

いう形で具体化するのだが、これまでの医療の悪化していく状況の中で救急医療の現場を維持するた

めに贈収賄という形でまかない、それを自爆することで問題提起をする。自分で自分を告発すること

で問題を明確化し、次の布石とする。そして自分は、その踏み台となる。話としては面白いが、少し

かっこよすぎではないか。厚生省の白鳥さんもあまり活躍しなかったし。ただ、速水先生と自分を重

ねるのではないが、現場の引き際というものは、なにかこのようなひとつの成果、それが踏み台であ

っても残すことができれば安心するのだが。2009.03.18 

 

360【邪魔：奥田英朗】★★★☆ 

インザプールの伊良部先生は出てこないし，きわめてシビアなストーリー。ちょっとしたずるをやっ

てしまうサラリーマンが、小学生のごとく不正がばれるのを恐れて会社に火をつけ、それを契機に、

警察内部の不正や会社内部の不正、そしてヤクザ社会のからみまで巻き込んでしまって、さらにこの

物語の中心主人公である及川恭子（不正サラリーマンの妻）は、スーパーの処遇の件で、共産党もど

きの連中にはめられ闘争の仲間にされてしまい、その過程で、人生を放り投げてしまったというか、

違った自分を見つけて、自分の家庭を守るために戦うが、まじめさきわまって、自分も放火犯になっ

てしまう。刑事の久喜という嫁さんを無くし、亡霊のような存在の義母を心のよりどころにするシー

ンは、オカルト的な感じがする。奥田英朗という作家の持ち味は、「東京オリンピックの身代金」のよ

うなシニカルな話も強いし、「インザプール」「町長選挙」のようなコミカルなものも強い。いろいろ

読んでみたい作家である。2009.04.04 

 

361【それでは訴えさせていただきます】★ 

今話題のテーマである労働者の権利と言うものを整理したものではあるが、内容薄すぎ。読むのに 30

分もかからなかった。簡単なあんちょこで十分の内容。2009.04.04 

 

362【場所の現象学：ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞﾚﾙﾌ】★★★★ 

これについては、本ファイルの最後に簡単に論文を入れた。風景デザインのベースになる重要なポイ

ントを結構わかりやすく解説している。特に、没場所化（無法な開発による空間整備）、本物の場所と

偽者の場所（ﾃﾞﾌﾞﾆﾌｨｹｰｼｮﾝのような空想的な空間作り）に対するコメントは、目のうろこが取れるよ

うなストレートな解説であった。2009.04.03 

 

363【ムーン・パニック前編・後編】★★ 

前編は、なかなか快調で、興味が尽きなかった。月と赤色ワイ星のかけらが食い込んで地球の倍以上

の質量になったおかげで、体は浮き上がるし、車や挙句の果てにタンカーまで浮き上がる大変な事態

となってきたのだが、その先には、月と地球がぶつかるというイベントまで用意されている。さて、

このどうしようもない難局をいかに乗り越えるか。そのエンディングの描き方にものすごく興味があ

ったが、後編は、そのすべての期待を裏切るものであった。おとうちゃんと子供のなき分かれ、妊娠

した彼女との泣き別れ、典型的なワンパターンが次々と繰り広げられ、結末は、どっかで見た有人ロ

ケットで月まで行ってふっとばすという能天気なもの。月を人間の実力でどうやったら吹っ飛ばすこ

とができるのか、訳のわからない磁気発生器で反発力を使ったということだそうな。ふーん。しらけ

鳥飛んでいく南の空へ・・・・・・2009.04.11 

 

364【サーティーン前編・後編】★★ 

大統領暗殺。CIA.司法長官の裏切り。テロを偽装した国内勢力によるクーデター。２４といっしょや。

本当に、ワンパターン。主人公の顔まで、ジャックバウワーと似ておます。2009.04.11 

 

365【２４、シーズン 5】★★★★ 
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２４シリーズの最高傑作といわれるもので。本当にそうだった。24 時間。いわば、映画の 12 本分を

一気に見たということだ。相変わらず、バウワーはかっこいい。パーマーが殺され、副大統領がすべ

てに関わっていたことで、どうしようもない状況に追い込まれるが、わずかの協力者を得て、何とか

しのぐ。ハラハラドキドキは最高！！そのかわり、この手の筋のアクションドラマはもういいという

ことにも。これ以上の話に出会うことはないでしょう。2009.04.11 

 

366【隠し砦の三悪人】★ 

黒沢明監督、三船敏郎主演の名作のリバイバル。最初の 10 分ぐらいしか見なかったが、どうでもよさ

そうでやめた。姫の迫力と可憐さも、原作の足元にも及ばなかったし。2009.04.11 

 

367【カンナ(天草の神兵)：高田崇史】★☆ 

シリーズ 1 作目の「飛鳥の光臨」が，あまりに面白かったので、相当に期待したが、スカだった。天

草四郎という熊本を舞台としたこともあって、いろいろの知識や新説・奇説がでてくるかと思ってい

たら、結局は、知識としては天草四郎の四郎の意味ぐらいか？あと、紙面を稼ぐだけのだらだらした

会話が続き、緊迫感もなく、相当に読み飛ばした。話の筋は、協会の神父と行方不明の人物と殺人事

件が絡んでいるのだが、忘れた。カナンシリーズの第 3 作があるのだが、どうしようか？2009.04.12 

 

368【ガール：奥田英朗】★★★ 

相変わらず面白く呼んだ。会社ではじめて女性課長となったキャリアウーマン。会社のおじさんたち

や同期からの女性への偏見で戦う話。マンションを買うことに価値を見出す女性、一人で子供を育て

つつ現場でがんばる女性、イケメンの部下を持ち舞い上がるものの若作りすることに区切りをつけた

女性。ああ、女性というのも大変なんだと考えさえられるが、これを書いた奥田氏は男性。この醸成

の描き方に女性からのエールはあるの？2009.04.19 

 

369【合衆国の崩壊】★★☆ 

カナダの作品であることもあり、自虐的に最初はカナダがアメリカに併合されたところから始まる。

現在の合衆国大統領がブッシュ的で世界のためにならないということで、カナダ出身の立候補者が欧

州の黒幕の協力を得ながら、大統領となっていく。そのために、自ら暗殺を演じたり、金持ちの分か

れたかみさんと再婚するなり、いろいろな手を使う。究極は、選挙をコントロールするソフト。敵味

方入り乱れての演出合戦。結局は、選挙は真実ではなく物語を創作することとというせりふのように

進んでいく。しかし、それも、かみさんである副大統領により飛行機ごと爆破されてしまう。ここで

描かれているのは、大統領制のいいかげんさと、立候補者が個人的な怨恨でも大統領になってしまう

という門だの指摘だろう。これをみると、日本の議会制民主主義というものもなかなかいいのではな

いかと思うが、・・・2009.04.19 

 

370【感覚の世界：ｲｰﾌｧｰ・ﾄｱﾝ】★★★☆ 

景観、風景をきちんと理解しようとおもって、再読してみる。この本自体は、人間の持つ感覚と文化

の違いによる考察が中心となっている。特に、視覚という感覚が、客観的な性格の感覚であり、実態

的には、触覚や嗅覚とかの感覚が重要なポジションにいることを理解する。特に、いまやっている風

景デザインにおいて、視覚のみにこだわったデザイン論は危険で、河川のデザインのような自然を対

象としたものは、より、「くつろぎ」「安心」「人間的な温かみ」を感じるためには、触覚や嗅覚の感覚

を大事にすることが必要と考える。また、「風味」という感覚は「感覚的な満足の反芻」ということで、

このような感覚論のひとつのキーワードとなろう。さて、この話をベースに何か論文的なものでも書

いてみるとするか。そして、次に読むのはどれかいな。・・2009.04.19 

 

371【ライフオブデビットゲイル】★★☆ 

再見。哲学専攻の大学教授が、女学生のとの破廉恥行為で学校を首になり、子供と奥さんにさられ、

アルコール中毒になり、救ってくれた死刑廃止論者の女性と、冤罪をしくみ自ら死刑になるという話。

はなしは、新聞社の女性記者を中心に進んでいくが、最後は、稼いだ 5000 万ドルを子供に託すという

おちで終わる。前見たときも思ったが、この大学教授は弱すぎ。失業した時点で、もっと吹っ切れば
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いいものを大学教授というプライドなのか、ぼろぼろとなる。大学教授という仕事、子供の二つが、

このおじさんの人格を成り立たせていたということか。2009.04.19 

 

372【暗号解読（上巻）：ｻｲﾓﾝ･ｼﾝ】★★★☆ 

ビッグバン宇宙論等の科学史を書かせたら右にでるものがいないというほどの著者による暗号化技術

の歴史もの。ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝの「パズル・パレス」が今ひとつ暗号技術的に面白くなかったので、この本に

よって初めて暗号の仕組みがイメージ的にわかった。ともかく、アルファベットをいかに暗号化する

か、単に、文字を変えるだけだと頻度や順番でばれてしまうという。そのため、二重に三重にこの入

れ替えを仕掛けるが、それでも、何らかの糸口が見つかると（それはパターンとして見つけられる）、

次々にほころび始めて解読されるということになる。第二次大戦中に日本の暗号はすでに解読されて

いたということはおぼろげながら知ってはいたが、いかにその技術が重要か。今この時点でも、暗号

文が飛び交い、それを解読する技術が日常的に進歩している。パズルパレスではないが、究極の暗号

というものは生まれるのだろうか。それは、矛盾という語源そのものではないのか。2009.04.26 

 

373【カンナ－吉野の暗闘：高田崇史】★★ 

前回の天草四郎が駄作だったので、今回は、ちょっとはましか。でも、なんか薄いなあ。あの蘇我氏

を描いた第 1 作目の内容の濃さは取り戻せないのか。今回は、最も興味を持っていた役行者について

だったので相当に期待したのだが。結局、修験道というものも、また、吉野の桜の理由も中途半端な

もので終わった。特に、吉野の桜は、もともとが金鉱のありかを桜で示していたものを秀吉がわから

ないようにたくさん植えたというが、それなら切ってしまったほうがずっといいのではないかと疑う。

まあ、でも、吉野の山、空海の一面について、それもいやらしい権力者としての一面が少し理解でき

た点は、読んで良かったか。彼の本は、感動するとか言うものとは無縁で、結局歴史の勉強を楽しく

するという次元なので、もっと、知識的なところをしっかり調べて盛り込んでほしいと思う。さて、

カナンシリーズが続きそうだが、次はどうしようか。2009.04.26 

 

374【虚像の砦：真山仁】★★★ 

マスコミの中の動きや価値観、そして実態がよく理解できた。想像しているとおりのような気がする。

また、政府というか国がいかにマスコミをコントロールしようとしているのか、また、営業権の審査

という形で、いかに、自分たちの都合のいい放送だけを流させようとさせているのか、そして、メデ

ィアの連中の倫理観というかポリシイや責任感が、最近、いかに欠乏しているのか。このまえの、ア

フガニスタンでの拉致事件での「自己責任」という話を小説ではあるが、ほとんどドキュメント的に、

政府の情報操作で、国の責任をごまかし、世論を操作しようとしていたのか、そのことを批判してい

るなかで、いくつか触れている。ここででてくる記者魂を持って、逆らいつつがんばっている風見。

確かに、このような記者が必要なのだろう。でも、やはり、守ってもらえる環境がないのであれば、

冒険家、探検家と一緒で、危険を承知で個人として取り組むということになり、人材の育てるという

ことは、まったくできない。まあ、そんな世の中なのだということであきらめるという危険性につい

てもわかるが、その本人に誰が名乗りをあげるのか、単なる責任感、正義感だけの問題でなさそうな

木がする。探検家は、成功すればヒーローになるが、記者は、その手柄は新聞社やテレビ会社が受け

ることに成り、ハイリスク・ロウリターンの世界だ。結局、インターネットに個人でがんばることと

なり、そういうところから英雄（ヒーロー）が生まれるのだろうか。2009.04.26 

 

375【ﾁｬｰﾘｰｳｲﾙｿﾝｽﾞ･ｳｵｰ】★★ 

ソ連と戦うアフガンを支援するため、一議員が奮闘する実話をモデルにした作品。女好きだけど精力

的に物事を進める議員が、成り行きで、アフガニスタンの難民キャンプを視察し、玩具地雷のような

子供を標的にする武器をソ連兵が使っていることで、ソ連を悪魔＝悪と位置付け、自分たちは平和の

ための戦争を仕掛けるという偽善的なアメリカの姿を正当化するための PR 映画。まあ、アメリカが

これまでやってきたことを知っている世界の人間は、まあこんな単純な発想で、力を持っているので

のこのこどこにでも兵器を売るのだと思ってしまうのではないのか。確かに、ソ連の非道な行為は実

態かもしれないが、一般市民の頭に原爆を落とし、ベトナムでは女子供を片っ端から殺しまくったア

メリカ人にそんなことは言ってもらいたくないという気持ちだろう。ただ不思議に、アフガン兵が、
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ソ連のヘリコプターをアメリカのミサイルで打ち落とすところには爽快感が生まれる。これは、頭で

のことではく、体が反応するのだろう。その意味では、怖いことだと思う。2009.05.06 

 

376【ヒーローズ：シーズン 1】★★★☆ 

うーーん、この馬鹿くさいドラマのどこに惹かれるのだろうか。面白いのは間違いない。空を飛んだ

り，透明人間になったり、再生の能力があったり、また、日本人という日本語がへたくそなコンビ（ヒ

ロ）の時空間移動の能力があったり、また、未来を絵に描く漫画化であったり、奇想天外な設定では

ある。一人一人のきゃらの面白さなのか、ストーリーのテンポなのか。あるいは、そこにこめられて

いるメッセージなのか。人とは違うということの悩みなのか。人間は、他の人と同じであることで安

心をし、違うことがあると意識し、人間を恐れる。ここに出てくるヒーローたちは、人と違うことで

悩んでいるし、それが、使命ということで自分を納得させようと努力していく姿がある。人と違うと

いうことが一体どういうことなのか．そのように考えることとは何なのかを考えるにはいいかもしれ

ない。ちなみに、着ている服が同じだと嫌な気がするのは、同じという安心感よりは、見ず知らずの

他人との接点を作ってしまうことに恐れを抱くのではないだろうか。まあ、自己顕示欲が強い人であ

れば、自分が自分がということなんだろうが。もう少し、話を見ていくことにしよう。ただ、シーズ

ン 2 は不作との評価があるので、途中で止めてしまうかもしれないが。2009.05.06 

シーズン 1 のエンデイングを見たが、最後はきわめてあっさりと終わってしまった。下院議員の兄ち

ゃんと爆発する弟が、いっしょに宇宙空間に飛んでいって爆発するというもの。さて、なぜ爆破しな

ければいけないのかということがまったくわからずにエンドとなった。危機感をあおらなければいけ

ないのか、そういえば途中で、兄ちゃんはカエルと蛇の話で、「蛙を食べた蛇が、蛙についていた風船？

で逆に鳶に見つかり食べられる」というような話をしていたが、それは、全体とどう関わるのか。ち

ょっとマニュアル本を見てみよう。・・・あまり深く意は語っていない。一番人気者が「ヒロ」くんで

あるということぐらいか。さて、アメリカ物のドラマも数多く見てきた。「２４」「ボーン」「ギャラク

ティカ」「CSI」「ツルーコーリング」そして、「LOST」。ドラマの作り方は、エンタメの国アメリカと、

日本のドラマの比ではない。大人と子供の差はある。しかし、そこにあるのはヒーローの姿であり、

あまり生きていることの喜びや普通の幸福というものとは無縁の世界観がある。ヒーロー＝指導者と

いう図式があり、大統領制の国としては当然なのか。きちんとした指導者が出なければがたがたにな

る国アメリカ。それに対して、国を動かす仕組みはすでに構築されていて、だれが指導者に成っても

あまり代わらない、いや、指導者とは、うちに対しては調整役であり、外に対しては窓口担当。その

ような仕組みがある中でのドラマは、なかなかかっこいいものにはならない。そう、日本の仕組みは

かっこよくないのだ。しかし、人間は、かっこいいものにあこがれる。そこにある仕組みの不安定さ

を意識することはなく、単に、リーダーがかっこいいためには、逆に、社会組織は不安定でなければ

ならない。ここが、日本と違うところだ。ドラマとしての面白さはアメリカにはかなわない。そこに、

ある理由は、社会の安定さか、不安定さかということで、不安定さに関してはアメリカにかなわない

ということだろう。2009.05.10 

 

377【LOST】★★ 

飛行機が孤島に墜落し、何十人もの人間がそこで暮らすようになるのだが、いろんな人種の人間がい

る難しさに加え、島が何か怪しい。足が不自由で車椅子に乗っていた人が、歩けるようになる。巨大

な恐竜のような生き物がいそう（ただし、でてきたのは今のところいのしし）。どうなるかとわくわく

しながら見ていても、一向に話は進まない。一人一人の過去の話がでてきて、すでに 10 話近く見てい

るはずなのに、前触れのような状況になっている。こんな状況じゃと思い、昨日で見るのを中断した。

おかげで、見ているドラマものは、「ヒーローズ：シーズン 2」とイギリスドラマ「奇術探偵ジョナサ

ンクリーク」の 2 つになった。LOST について、あんちょこ見てもう一回確認しておこう。もしかし

たら、またチャンスがあれば見るかもしれないから。2009.05.10 

 

378【アインシュタン・セオリー】★★☆ 

アインシュタインが実は統一場理論を完成させており、その理論を使うと核兵器どころでない宇宙を

ぶっ潰す兵器が作れるということで、理論を公表しなかった。しかし、何者かの手によってそれが盗

み出されそうになる。このアインシュタインの理論を追っかけるチェイスドラマ。SF 的に面白いかと
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思ったら、警察もの的（FBI ドラマ的）なもので、あまり物理の話は出てこない。まあ、追っかけ物

は余り好きではないので、あともう少しでエンディングではあるがやめた。今、考えられる面白いシ

ーンは、・・・・出版社を見てもこれはハヤカワＳＦではなく、ハヤカワノベルであり、ＳＦのジャン

ルに入れていなかった。2009.05.10 

 

379【紀元前一万年】★★★ 

最初の 30 分でやめようと思っていたが、結局、最後まで見た。ナウマンゾウがでてくるし、巨大なピ

ラミッドのような神殿はでてくるし、相当のスペクタクルに仕上げている。話は、緑の目をもつ少女

と、英雄の証拠として白い杖を手に入れ緑の目の少女と結ばれたい青年の愛と冒険のものがたり。4

つ足の悪魔として、ナウマンゾウの大群の襲来と、別の部族の襲来。緑目の少女は連れ去られ、それ

を追って、仲間を募りつつ一大勢力の「神」をまつる国と戦う。途中、わなにはまり、トラを助け、

そのトラが恩返しのように若者を勇者に祭り上げてくれる。ドードーのような鳥に襲われたりしなが

ら、少女を救うものの、最後は、槍で一突き殺される。しかし、あれれという感じで、再生する。ま

あ、おかしな点は多々あるものの、最後まで見せたという点では、○ではないか。2009.05.11 

 

380【私たちの退屈な日々：多島斗志之】★★★☆ 

症例 A の作者であり、心理的な描写は得意とするところ。この作品は、女性の怖さを男の視点から見

て書き込んだ短編集。印象に残るのが、過去の同級生と偶然出会い、ちょっとできちゃうが、男が調

子に乗って絡む。そうとうに面倒なことに成り、殺してしまう話。あといくつか、あっさり、男を殺

す話、自分の過去を最大限に利用し、今の自分を守ろうとする、首になりそうな旦那をまもるため、

かつての男である理事長を説得するかあちゃん、不良少女時代を知っているおばさんに口止めする新

婦。それぞれ、なかなかおもしろかったし、開き直ると女は怖いということもよくわかった。2009.05.11 

 

381【スピーシーズ ４】☆ 

好きなシリーズなのだが、ここまでひどいと・・・。B 級映画の面白さは何だろう。かっこつけるこ

ともなく、えらぶることもなく、また、説教くさくないところだろう。馬鹿なストリーでもいいし、

まぬけな話でもいい。適当に手を抜いているところがあってもいい。客寄せのすこしエロっぽいとこ

ろがあればもっといい。でも、これじゃあなあ。すぐにエイリアンというのは。せめて、ついていけ

ないと見ることができない。・・・・・2009.05.11 

 

382【宇宙を織りなすもの：ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ】★★★★ 

前著「エレガントな宇宙」に続き、物理・宇宙に関する最新情報を理解しやすく教えてくれる、最高

の教科書。今回も時間と空間の関係が縦軸横軸の関係であり、光の速度というものは、原点に対して

傾きが代わるだけであるという理屈がよくわかったし、宇宙の大きさは、インフレーション理論で、

単に 140 光年の大きさがあるのではなく、その範囲の宇宙というものは全体から見たらほんのわずか

な大きさであること等を理解させてくれる。驚きである！！！何が驚きであるかといって、このよう

な 140 光年の外の宇宙のことまでを人間はこの数十年間で理解してしまったということ。人間の想像

力と頭のすごさは本当に奇跡である。人間の力というもののすごさ、そして、自分も人間であるとい

うこと。そのことで、何かやらなければいけないという思いが生まれる。かといって、何をしましょ

うか？まだ、後半に入ったところではあるが、最後まで読み通してみよう。2009.05.11 

 

383【天顕祭：白井弓子】★★☆ 

同人誌で初めて文化庁のメヂュア芸術祭マンガ部門受賞の作品。サクナダ姫とヤマタノオロチの神話

を題材に、大工見習の若い娘と、棟梁の恋物語。絵のタッチが、墨絵っぽいというか、素人ぽいとこ

ろが、同人誌出身ということなのか。話は、それなりに複雑である。2009.05.11 

 

384【イキガミ(1～6 巻)：間瀬元朗】★★★☆ 

若本を中心に数人に一人はある年齢になると死ぬことが運命付けられているということで、ちゃらん

ぽらんに生きていた若者が突然、命の限りがあることに目覚め、限られた時間をどのように使うか、

それをいろいろとドラマ化した話。多くは、生きていることの価値を見出そうと努力するが、生きて
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いることについて外部から価値が与えられているわけではないので、そのことを知らないままである

と、何をやっても満足できないことになる。いいものを食べようが、好き勝手なことをしようが。人

間の欲望というものは、生きている価値を達成することとはあまり関係なくて、欲望を満足させたか

らといって、生きていることの価値を見出すことはできない。というか、生きている価値そのものは、

生きていることそのものが価値なのであるから、その上に、どんなものを乗っけようが、それは価値

という時点での満足感にはならないのである。その生きているという価値をどのように活かすか。材

料だけあってもいい料理はできないように、工夫したり、哲学を入れたりしなければならない。例え

ば、より高度なものにするためには学者になり深く探求する、あるいは、生きていることそのものを

味わう風流人は、やはり刺身のうまさが理解できるようにならなければならない。若いうち、経験が

足りないうちは、与えられた人生に対しては、なにか生き様も与えられた使命があるように当然思う

だろう。しかし、そんなものはない。自分で、自分自身の理解と納得で、それを見つけ出さざるを得

ない。さてそういわれたときに、自分があと 24 時間で死ぬといわれたとき、どのように行動するか。

遣り残したことがあるかという問いに対しては、今の時点で、特にやりたいことがないので、それは

ないのだろう。ただ、本当にやりたいことはなかったのか。いや、この問い自体に意味がない。特に、

「本当に」ということが言わんとしていることには意味がないのだ。例えば、「本当に生きている意味

は何か」という問いがありえるのか。これは、生きていることに意味がある場合に限られるし、また、

その意味も絶対的な観点での意味があるというものではない。そのようなさまざまなことを考えさせ

られる。なお、このマンガ自体は、非常に暗く、悲壮感に満ちている。2009.05.11 

（あと 24 時間で死ぬといわれたら何をする）最後の 2～3 時間は、フォーレのレクイエムを聞きなが

らマッカランを飲み、いい気分になる。その前 5 時間ぐらいは、好きな邦画と洋画を見る。「竜馬暗殺」

か「祭りの準備」、洋画は「ハリーとトント」か「コンタクト」。その前 5 時間は、BACH のギター曲

をいくつか奏でる。途中の食事は、カツカレーと寿司。5 時間はぐっすり寝る。その前のいわゆる宣言

を受けてからの 6 時間ぐらいは、人と合う（さて誰に会おうか？）そんなところか。そんなもんだろ

う。2009.05.11 

 

385【レモンハート(1～20 巻)：古谷三敏】★★★★ 

このせいで、スコッチにはまってしまった。私にとっては最高のマンガ。薀蓄たっぷり。2009.05.11 

 

386【黄昏流星群(1～33 巻)：弘兼憲史】★★★★ 

「課長島耕作」の出世サラリーマンを描いたマンガは、いやらしさがあるが、こちらは、なかなか。

自分の性格から見ても、出世話というものに価値がみいだせなくて、普通の生き様の中に面白さがあ

ると思ってしまう。この作品は、中年の生き様をエピソードとして描き、その中に光るものを見出し

ていく。同様なものとして、「人間交差点」があるが、こちらを今度は集めよう。2009.05.11 

 

387【バツイチ(1～12 巻)：国友やすゆき】★★★☆ 

今の時点でも連載中であるが、相当にぶれながらふらついている。この 12 巻ぐらいまでがいいとおも

う。特に、分かれた奥さん秀子さんがなかなか。2009.05.11 

 

388【幸せの時間(1～12 巻)：国友やすゆき】★★★ 

こちらは、「バツイチ」と違いきわめてシニカルで暗い。一見幸せと思っていた家族が、ばらばらに崩

壊する。それも、家族のだれもが異性にもてるという悲劇的な環境のせいで。まあ、でもそれもいい

のじゃないの。誰にも相手にされず、さびしく犯罪を犯す秋葉原の青年のような陰惨さに比べれば、

ずっと生きているという面白さはある。でも暗いのはいただけないなあ。2009.05.11 

 

389【時間封鎖：RC ｳｲﾙｽﾝ】★★☆ 

金持ちの双子と一緒に生活していた少年。ある日、星が消え、地球が何らかの膜のようなもので封鎖

された。調べると、この膜の外側では時間が極めて緩慢に流れており、地球は、すごい速さで時間を

経過している。このような時間傾斜の現実で何が起きるか。きわめてハード SF の世界が展開する。火

星に生物の種を送り込み、進化を早めて移住する計画を立てたり、銀河系宇宙になにかそのものの種

をばら撒いたり。主人公と双子の妹のあいだの擬似恋愛を通して、また、進化した火星からの来訪者
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との未来技術を手に入れながら、地球最後の日を迎える。後半、4 分の 1 ぐらいのところで、これら

を操っている存在がでてくるが、なんのこっちゃかさっぱり。結局、わからずじまいでエンデイング

を迎える。きちんと読めばわかるのか、またいつか挑戦しよう。ああ疲れた。2009.05.11 

 

390【再発：仙川環】★★☆ 

東京の大学病院から地方の医院にもどってきた真澄さん。最初、男の医者かと思ってそのイメージで

やっていたら途中で女医さんであることがわかる。とても、まどろっこしい女医さんで、優柔不断。

おっちゃんが話し込んでも断ることができない。あるひ、子供たちが裏山で苦しんでいる浮浪者を発

見するが、そのまま県立病院送り。結局、ここが物語の始まりのはずなのだが、狂犬病の感染が広が

っていく中、最後までこのおじさんに戻ってくることはなかった。アライグマが感染者であったにも

かかわらず。この作者は、なにかリアリティのある描き方になっていないので、不自然だし、へん。

途中で、獣医さんとの三角関係が出たり、ストーリーが途切れる。最初の出だしも、この女医さんの

優柔不断さを描くのにだらだらと描く。あまり好きな作者ではないのだ。2009.05.21 

 

391【旭山動物園革命：小菅正夫】★★★ 

先週、旭山動物園に行った。規模の小さな地方の動物園であったが、見せ場が盛りだくさんというこ

とだ。また、解説版との手作り感が親しみやすさを醸成している。そして、飼育員を含めて職員の暖

かい態度、動物園に対する思いが伝わる態度、これらもまた楽しませてくれる大きな要因である。い

ろいろの工夫や努力が必要となったこの動物園が抱える問題は、本来は、ここだけの問題ではなくて

どこでも共通するものであろう。ただ、そこにいる当事者がどのような気持ちでいて実際に行動する

かということだ。この本では、その点を伝えてくれる。一つ一つは、今考えれば当然というか普通の

考えであるが、当時の当事者としては大変だったのでだと思い起こされる。2009.05.23 

 

392【向日葵の咲かない夏：道尾秀介】★★★☆ 

クラスでいじめられていた S 君に届けもとをもっていくと首をつって死んでいた。しかし、その後、

警察が来ると死体はなくなっていた。ごみにまみれて生活するお母さん、実は死んでトカゲになって

おる妹ミカ、死んだ S 君はクモになって戻ってくるし、占いのおばあちゃんは、ネコだった。等々、

輪廻の姿を織り交ぜて、子供の心の中の出来事を、しっかりとサイコホラー的に、独特のタッチで描

く。その不思議な世界に引き込まれた、印象に残るであろう一冊。2009.05.29 

 

393【はちまん：内田康夫】★☆？ 

まだ、上巻の半分程度であるが、これ以上は今回はむりかも。八幡神社にかかる話というので興味を

持って読んでみたが、政治家とその戦友の話でなにかあまり興味がでそうにない話題であった。まあ、

内田康夫を選んだ時点でわかってそうではあったが、かつての将棋のおじさんの話は結構面白かった

ので、ちょっと期待したが。2009.05.29 

 

394【背の目：道尾秀介】★★★☆ 

「向日葵の咲かない夏」につづいて 2 作目。こちらはデビュー作。向日葵ほどではないが、同じよう

な雰囲気がある。こちらは、心霊を追っかけている探求所の先生と作家そして、美人のお姉ちゃんの 3

人で殺人事件と子供誘拐事件を追っかける。事の発端は、背中に目が写り込まれる心霊写真をとった

人が自殺するということと、天狗の言い伝えがある白峠の村におきた少年連続行方不明事件。旅館の

気のいい大将が、結局、なくなった奥さんがのり移り、殺人を犯すということだったが、単に殺人事

件というよりは心霊事件ということも含ませる。一気に読んでしまったが、選考時の評論家の先生が

行っているように、前段がやたら冗長であるということはあたっているかも。事件の展開は、確かに

意外性を持っているが、向日葵ほどのインパクトはないか。最後に、奥さんの霊がいつもついている

といわれたところはちょっぴりジーンときた。TV で見ている「ゴーストフレンド」や朝の連ドラもそ

うだけど、死んだ人というのが活躍するドラマが最近多いのは気のせい？2009.05.31 

 

395【LOFT】☆ 

豊川悦治、中谷美紀という BEST 俳優陣をひいてなんだろうこの作品は。ミイラ研究かが、殺人に関
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わって、・・・。研究所のとなりに越してきた若い作家さんがこの幽霊に巻き込まれて・・・。これが

2 時間 10 分というながーい時間のなかで、だらだらと、そして暗く、そしてぼそぼそと続く。・・・・・

2009.06.06 

 

396【g@me】★★★☆ 

仲間由紀江がかわいい色気を少し振りまきながら、イベント屋の若い兄ちゃんと狂言誘拐という芝居

を仕組み、仲間扮する副社長の娘とやり手の副社長が、結局は筋書きを書いた・・と思ったら、負け

じと兄ちゃんもがんばる。親父と兄ちゃんの意地の張り合いみたいなところが、話をどんどんと展開

させていく。超有名作家東野氏の原作ではあるが、俳優陣もなかなか魅力を出している。ただ、これ、

この前みたよなあ。2009.06.06 

 

397【証拠：ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾗﾝｼｽ】★★★★ 

マンガ「レモンハート」に紹介されていたお酒の放したっぷりの小説。酒の話、そのもので、タンク

ローリーから原酒を盗む泥棒野郎を捕まえるために、ワイン商の主人公と、探偵さんとがタッグを組

んで突き詰めていく。最初の事件は、パーティ会場に馬車馬が突入し 8 名死亡するという事件がおき

るが、これは、単に子供の仕業ということになる。ただ、そこで亡くなった人物の中に、競馬の馬主

等がからみ、話が、競馬場とワイン詰め替え工場を舞台に進んでいく。ウイスキーやワインの味が見

分けられるワイン商が飲み比べをしながらパブを転々と調査していく。このワイン商の人物像も面白

いが、全体のタッチやストリー進展に引き込まれる。おしゃれな雰囲気が漂うイギリスのサスペンス

物であった。この作家のものを続けて読みたいが、この作家先生は競馬物しか書いていないようであ

る。競馬物はなあ、ちょっとついていけないかも。2009.06.07 

 

398【原子力戦争】★★★☆ 

黒木和夫監督の ATG 作品。東京から出戻った娘が原発技術者とい心中する。その心中を追っかけ、原

田芳雄扮するヒモと、新聞記者、市長をねらう死んだ娘の兄と妹。地方という狭い社会と、原発とい

う国策の世界の中で、翻弄され、命さえも奪われていく庶民の姿を社会的に描く。原田芳雄のいつも

のやつ枯れたアンちゃんの雰囲気はしっかりと出て面白い。佐藤慶の新聞記者も地方に流されてきた

反骨記者という役をしっかりと演じている。妹役の風吹じゅんもなかなかかわいげである。30 年近く

前の作品であり、レトロではあるが、なかなかしっかりと見ることもできた。2009.06.07 

 

399【霧の旗】★★☆ 

松本清張原作の 1970 年代のテレビドラマ 5 回連続。話は、兄が無実の罪で殺人犯とされたことを救い

に妹が東京の弁護士に相談し、金が足りないこと等で断られたのを逆恨みして復習するというもの。

最初は、この時代では、このような正義の意識があったかもと思っていたが、これはやはり単なる逆

恨みによる社会的殺人を松本清張さんも描こうとしたのだろう。いつの時代にも、このような人間、

それも虫も殺さないようなか弱い女の子が、恨みで見境がつかなくなり暴走し、人間をはめていく。

確かにこれは怖い。当時は衝撃だった身を捨てて仕返しするということも(女から誘惑して、土壇場で

寝返り、犯された被害者ぶりっ子をする)、今では日常的なことになりつつあり、それにのっかるオヤ

ジも悪いということになりつつあるかも。古いだけ刺激という面では少ないが、この手のサスペンス

を生み出した記念すべき作品ということだろう。2009.06.12 

 

400【レッド：今野敏】★★☆ 

環境省の外郭団体に刑事と自衛官が出向し、東北の山の中の沼に沈められた放射性廃棄物をめぐる争

奪劇。町長や国会議員、そしてアメリカの CIA を巻き込んだ国際的サスペンス？まあ、刑事と自衛官

の掛け合いは確かに面白いが、そんなに印象には残らないか。2009.06.12 

 

401【つれがウツになりまして】★★★ 

藤原紀香主演の同名マンガのテレビドラマ。美人の雛型のような紀香が、普段の顔はこんな感じ？と

思ってしまうようなノーメイクぽいいでたちで好演技をする。少し彼女を役者として見直した。話は、

外資系サラリーマンの旦那（つれ）が、まじめ・完全主義で、とうとう切れてウツになってしまう。

mailto:g@me
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それを支える？奥さんとの奮闘記。自分でコントロールできない心というものの怖さは、ある程度わ

かるのでそのやるせなさというかジレンマというか、旦那の苦しみの描き方はある程度理解する。ま

あ、実際はどうなのだろう。ウツの人と暮らすというのは。うちの会社に何人かいるが、かれらの家

庭での雰囲気は、やはり想像できない。まあ、このような明るいウツの対処方法のようなことが広が

ればいいのかも。それにしても、世の中にはまじめな人が多いのだなあ。逃げちゃえばいいのに、と

っとと。・・・・・2009.06.12 

 

402【熱帯楽園倶楽部】★★★ 

ツアーコンダクターのお姉ちゃん（清水美砂）が、パスポートをホテルが紛失したことをきっかけに

プッツンしていまし、後から出てきたパスポートを密売する仲間たちと組んで稼ごうとするが、支払

いが 1 ヵ月後ということでその間、日本のヤクザを相手に拳銃の密売を企て、失敗したり、すごんだ

りと珍道中。日本のヤクザ二人組が間抜けに描かれているように全般的にはコメディだろう。詐欺の

グループの引っ掛けがなかなか面白かった。三本のマッチをだし、3 回の質問に「三本のマッチ」とい

う引っ掛け。色気がなさそうであるようなないような清水美砂もがんばっていた。2009.6.12 

 

403【ブロブ（宇宙からの不明物体）】★★★☆ 

いやあ、くだらないホラー物と思ってみていたら、後半は、なかなか見ごたえが出てきて、最後は、

イングエイのエンディングで終わるという掘り出し物でした。いつものごとく、不良少年がバイクで

遊んでいる。ある時、宇宙から隕石のようなものが降ってきて浮浪者の手に絡まる。あわてて道路に

飛び出したところに車でぶつかり病院へ。そして、そのグミのような物体は人間を飲み込みつつ巨大

化する。途中、黒人の科学者がでてきてアメリカの細菌兵器の試験とわかるが、グミは巨大化する一

方である。冷凍庫に逃げ込んだんときに、こいつは寒さに弱いということがわかり、だいたい結末は

見えたが、そのとおり雪が降りカチンカチンに。神父さんはきちがいになり最後は世界を・・・・主

演の女の子が、最後にこのやろうといいつつ銃をぶっ放す。かっこいいです。2009.06.19 

 

404【日中韓はひとつになれない：小倉紀蔵】★★ 

韓国や中国は、儒教思想で性善説を唱えるから日本とはうまくやっていけないという、よくわからな

い理屈を持ち出す。確かに儒教思想であるから目上の人の不誠実は許せないだろうが、日本が韓国よ

りえらいということを韓国人が認識しているからより厳格に振舞うことをきたされているという理屈

は、まったくの事実誤認でないの。それから、性善説という理解の仕方も変。2009.06.19 

 

405【差別と日本人：野中広務＋辛淑玉】★★★★ 

部落民であった野中と在日の辛が、お互いの境地を心のそこから、でも明るい語り口で対談する。麻

生総理の人間性のなさのように現職の総理や政治家の名前がぽんぽんと出てくるが、なかなかリアリ

ティがあり興味深く呼んだ。差別の世界の実態のようなものを少し垣間見た気がする。2009.06.19 

 

406【ビバリーヒルズコップ】★★★ 

何度目になるだろうか、ｴﾃﾞｨﾏﾌｨ主演のｱｸｼｮﾝｺﾒﾃﾞｨの名作？ｳﾋﾋﾋﾋ･･･という、あの独特の笑い方とﾏｼﾝｶﾞ

ﾝのような早口のしゃべりが彼の特徴であるが、今見ると少しうっとうしいか。逆に、この特徴が彼の

イメージを作り出してしまいあとの作品にヒットが出なかった。彼といえばこの作品という縛り・呪

縛から自由になることができなかった。話の内容は、おとり捜査を行っている中で、有人が殺され、

その話を追いかけるためにビバリーヒルズ警察署管轄で事件を解決する。その際、おとぼけの青年刑

事と渋い中年刑事の二人に助けられる。豪邸に乗り込んで銃撃戦・・・。役者としては、中年の渋い

刑事役をやっていた彼が魅力的である。2009.06.25 

 

407【ビバリーヒルズコップ２】★★★ 

その２弾。話はほとんどいっしょで、今度は、背の高い銀髪の美人が出てくるところやプレーボーイ

会場でやたらお色気たっぷりというところはあるが、続けてみると 1 作目と話が混乱する。見ている

最中は面白く退屈はしない。ｴﾃﾞｨﾏﾌｨのいやらしい笑いとうるさい話っぷりは気になるけど。今回は、

武器密輸であり、最後にはバズーカをぶちかます。さて、3 作目を見るつもりだが、さらに混乱する？
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2009.06.25 

 

408【深夜食堂：安部夜朗】★★★★ 

週刊誌を見ていて気になるマンガであったが、単行本が 3 冊出ていたので買った。なんというか、底

辺の個性的な人種のおもしろさ。これはレモンハートにつながるが、普通の人たちや上流の人たちと

違う個性で生きている人間たちの魅力がたっぷりと現れている。いいかげんな人間たちが、また、熱

い情熱を持っているわけでない煮え切らない人間たちが、なんとなく人生を自然体で生きている。サ

ラリーマン世界を脱した面白さがここにある。また、出てくる庶民の料理（タコ型ウインナー・・・）

のなんとおいしそうに描いていることか。今回、最も印象に残ったのは第 3 巻のソース焼きそばかな。

子供のころにとおちゃんが作ったソース焼きそばの味が忘れられない少女。なけるねえ。2009.06.25 

 

409【きずは消毒してはだめ】★★★☆ 

目からうろこの人間の皮膚と細菌の関係の事実。あわせて、人間がどれだけ間違ったことを鵜呑みに

して、またそれに固執しているか、本当に理解できる本であった。医学界にひとつの革命を与えるの

ではないか。2009.06.25 

 

410【ウエブはバカと暇人の集まり：中川純一郎】★★★ 

ブログ炎上。ともかくネット上では、少しでも過剰な意見を書き連ねると、さも正義ぶった連中から

一斉攻撃を受ける。そして、ネットでは、あまり過激なことを描かないように注意し、ネット自体の

面白さが失われる。ネットが単なる暇人の遊び道義に成り下がる。そんな意見を申し立てる告発書で

あり、ネット敗北宣言である。ネットは誰のものか。本当は、いろいろな人たちによる知識の集約の

場という理想を掲げていたはずであるが、いつのまにか、暇人とばか者の暇つぶしの場と化している。

なってこった。一時期は、ガイアの思想というネットが結ばれることによって有機体を包み込む脳ブ

レインが生まれるのではと思っていたが、裕福な日本においては、暇人もばか者もネットをする資金

はあるため、遊び道具になってしまった。なってこった。本当の日本の姿を作ろうとするのであれば、

それでは、格差社会ではなく、暇人、ばか者の隔離社会を作らなくてはいけない。貧乏人に日本の姿

をがたがたにされてしまうことを防ぐために。・・・・なってこった。2009.06.26 

 

411【ビバリーヒルズコップ３】★★ 

やっぱりというか、こんな感じだったかということ。今回は、遊園地で偽札作りが行われており、警

備会社の社長という偽善的な悪党が、アクセルの上司のボスを殺して逃げるところから始まる。悪党

は悪党らしく、うらまれることばかりやり、最後は、しっかりと殺される。途中に、アクセルは観覧

車で転落寸前の子供たちを助けるヒーロ役をこなし、英雄となるが、犯人にされつづける。不思議な

のは、遊園地の創設者を撃った際に怪我だけさせて、撃ち仕留めなかったこと。これじゃ、いくらア

クセルを仕留めたとしてもばればれジャンと思うし、その通りになった。こぎれいなアクセル、かっ

こよすぎるアクセル。これじゃあ、だめだ。2009.06.28 

 

412【亡き女王のためのパバーヌ：辻井伸行】★★★☆ 

盲目のピアニストが、21 歳で国際コンクールに優勝し、大ブレイク。さっそく CD を買って聴いてみ

た。なんと自然なテクニック。そして透明感の高い音色。音がまったくにごらずに、そして一粒一粒

が真珠のようにころころとして輝いている。ショパンは、すごかった。リストのハンガリー狂詩曲に

くると、あまりのきれいさに民族舞踊的な魅力がうまく出せず、そして、亡き女王のパバーヌにくる

と、ほとんどパバーヌの呈をなしていない曲となっていた。音だけの世界に生きていること。純粋な

美の世界にしっかりと浸り、そしてそのことに喜びを感じている伸行氏。そこから繰り出される音は、

にごりのない純粋の美しさ。しかし、人間が聴きたい音楽は、単に美しいものではなく、感情という

汚れが音の世界を心の世界に変えることで引き出される世界であり、そこから聞こえてくる音楽であ

る。悲しさは、今からも体験していくだろう、恐らく美しい感情としての悲しさを。どろどろしたも

のとは、物が見えることで他人と比較し、いやらしい人間となることでのみ生まれるのだ。物が見え

ないということは他人という比較の存在が比較にならず、音という世界の中でのみ存在する。音楽の

世界での他人との比較はあるだろうが、よりうつしくありたい、かっこよくありたい、見栄えよくあ
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りたいという世界とは無縁の本当に美しい心の世界。そして、人々や両親からたくさんの愛情を受け

て育っただろうから、愛に満ちた音楽、世界を肯定した音楽。「へたうま」ということが存在するのだ

ろうか。いいものとよくないものがきちんと区別された世界から出てくる音楽。ヘルムートヴァルヒ

ャも盲目のオルガニストであったが、彼は、BACH しか弾かなかった。それは、このような世界がわ

かっていたからなのか、構成美という建築物のような音楽にのみ自分の世界があると理解したヴァル

ヒャ。美しい音楽。その一方にある「深夜食堂」のような世界。惹かれるのは後者なのだ。なぜなの

だろう。人間の存在そのものの美しさではなく、それを汚してしまう人の悲しさ、それがなぜ心を惹

かれるのか。・・・・・2009.06.28 

 

413【デトロイトメタルシティ】★★★ 

松山ケンイチ主演の悪魔のヘビメタバンドをテーマとした若者向けの作品。先日、大野川流域の共助

研関連で犬飼へ行ったときに、地元の渡辺さんに阿蘇神社がそのロケ地になったと教えてもらった。

自分自身に、ヘビメタの血があるため、なかなか面白かったが、主人公自身は完全な乙女系でありそ

のジレンマに苦しむが、本当の彼の才能としては悪魔系であるということでヒットする。悪魔系をや

っていること自体が苦痛になっているところが問題だが、どこかで快感を覚えているようであれば、

いや、おそらく覚えているのではないか、その目覚めの時がいつ来るのか。作品自体のいいたいこと

は今ひとつわからないが、いわゆるロックの反体制的な精神がすでに失われ、ひとつのファッション

のようなレベルに陥ってしまっている中で、ヘビメタの存在価値は何なんだろうという問いかけか。

つまり、潜在的な爆発するエネルギーをもっていて、そのエネルギーのもって行き場所が見えなくな

ったということか。・・犬飼の阿蘇神社に宮崎良子扮する母親が連れて行くシーンがあるが、このシー

ンのｲﾝﾊﾟｸﾄというか意味の今ひとつ見えない。もっとふるさとらしく取れるだろうにと思ってしまっ

たが。2009.07.05 

 

414【映画に仕組まれたカミの見えざる手：谷国大輔】★★ 

このタイトルは、つまりは映画の中の経済のことをしゃべるというだけの意味なんだ。なぜ、映画館

ではポップコーンか、友情出演とは、・・映画の経済的な薀蓄をだらだらと情報提供のように記載して

いる薀蓄物。こんなもんだろう、この手の本は。2009.07.05 

 

415【風に舞うビニールシート】★★☆ 

国連の難民支援の組織にいる背が高い目がグルグルになる女の子の話し。難民支援とは何かというこ

とと、フィールドを嫌がっているこの職員の独り立ちのシーンを描く NHK の 5 回連続ドラマ。キャ

ラとしての存在感は、小柄な外国人のエド氏であろう。金持ちに生まれ、親から愛された経験をもっ

ていない、そんな人生の中で性格付けられて、理不尽に死んでいく子供や女たちを難民キャンプで眼

にして、生きていくこと自体の重さが見えなくなってしまう。ぼろぼろと目の前で死んでいくのを見

せられることが、人生観にどのような影響を与えるのか。しっかり生きなければと思うのか、人間な

んてこんなものだとあきらめるのか。まあ、でもこの彼女のタイプから見るとフィールドに飛んでい

きそうであったが、違うんだ。2009.07.05 

 

416【ペトロパグ：高嶋哲夫】★★☆ 

微生物科学者が、石油を作り出すバクテリアを発見し、世界のオイルマネーに混乱を与え、また、石

油利権者たちが、そのバクテリアの存在を亡きものにするため暗殺団を送り込んでくる。結局は、バ

クテリアは研究室ごと爆破され、バクテリアに被爆した（感染した）ヒットマンが唯一のバクテリア

保持者となる、また、博士の彼女であった助手は、アメリカのスパイであったことがわかり死んでし

まい、また、多くの人々は死んでしまうが、科学者の山之内博士は生き残り、研究を進める。・・・確

かに、石油は生物の死骸であり、人間もその死骸としては石油になりえるが、一気にバクテリアの影

響で石油になってしまうというのはちょっとうそ臭いか。まあ、本当にこんなものができちゃったら、

確かに産油国や欧米、そして悪業の国々は目の色を変えて確保することに集中してくるだろう。日本

以外は。2009.07.06 

 

417【極北クレーマ：海道尊】★★★ 
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チームバチスタの光栄等で次々に面白い作品を出している海道氏の新作。北海道の片隅の町極北市の

市営病院に外科医として赴任した主人公。市には遊園地やスキーゲレンデに資金を投入しているもの

の病院はトイレも和式便所のまま。そんな中孤軍奮闘するが、姫宮の登場で、一気に雰囲気が変わる。

平行して、産婦人科の医療事故等の事件が絡み、面白そうな展開に行くものの、最後は、中途半端の

まま、ぶっちぎられる。産婦人科医を訴えた消防士と医療ミスルポライター、そして産婦人科医はそ

れぞれ一体どうなったのかわからずじまい。国民がすべて自分中心になり、公的な気持ちを失った今、

まじめに医療を続けている人ほどバッシングを受けるこの情けない社会。それを訴えたかったのだと

は思うが、もっと、爽快なエンディングを期待していただけに残念。2009.07.11 

 

418【任天堂：日経新聞社編】★★ 

任天堂の成功の秘訣をルポ的に取りまとめたもの。内容は、想定の範囲を超えていない。2009.07.11 

 

419【日本の聖と賎：野間宏】★★★☆ 

日本の差別がどこから生まれたのか、徹底的に討論により意見交換した 3 部作のひとつ。天皇制との

関連で考えるところは、少しイデオロギー的な考えが垣間見られるが、なかなか洞察に富む意見が展

開される。エタやヒニンのような区分ができたのは、単なる身分が卑しいということではなく、呪術

に関わっていたケースが多いということだ。その証拠に、晴れの舞台で疲労される春駒や獅子舞等の

縁起物は、彼ら被差別部落の人間が受け持っていた。晴れの舞台を演出する役目を持っているものの、

その施しで生きていく。これはやはり呪術、陰陽道の流れを汲んでいるもので、一時期は権力に取り

込まれていたが、仏教等の国家宗教の成立により排他されていった。当然かもしれない。呪術を握る

ものが真実を語るということであれば、政治をやるものから言わせれば、うっとし存在である。これ

らは、庭師にも見られる。寺院の庭にも猫や犬等の死骸があることもあり、これらを処理する人間が

必要であり、そして、その穢れのいやらしさは今の比でない。川原者、クグツ等の芸能関係も、アメ

ノウズメノミコトを元祖として、やはり、呪術的な存在として市民に影響を与えていたということだ。

だからこそ、追いやられた。・・・このような今まで隠されていた事実を面に出した柳田国男や折口等

が出てきて、社会的にも認められたのは 1970 年代というが、本当にごく最近までは差別社会が存在し

た。現在の社会の変なところはあるが、差別感ということでは明らかに進化している。さて、このシ

リーズはあと 2 巻ある。がんばって読みましょう。2009.07.11 

 

420【フロームデアース】★★★☆ 

アメリカの月を目指すシリーズの第 1 巻と 2 巻。最初の悲劇で、アポロ 1 号が試験中に火災炎上。3

名のパイロットを失う。そのために、諮問会が行われ、それぞれの立場から意見が言われ、NASA の

民間企業の責任がぶつけられる。しかし、最後のパイロットの証言により、月着陸事業は中止するこ

となく勧められる。そのパイロットの証言の真実の強さ、そして、アメリカの栄誉のためというパブ

リックの意識。これは、今のアメリカにはなくなったものであるが、日本の社会からは最初からない

ものではないか。確かに、戦前にはあったかもしれないが、このアメリカの愛国精神は、体制からの

押し付け出ない結構純粋な意識の発揚であったように思われる。このシリーズは、あと続く。人間は、

しっかりやっていることを気持ちのまま訴えることが本当に大切であるということだ。いや、それし

かないのかもしれない。2009.07.11 

 

421【フラッシュフォワード：ソーヤ】★★★ 

タキオン粒子を発見する予定が、2 分間、20 年後の未来に世界中がぶっ飛んでしまったことで起こる

世界のシミュレーション小説。ほんの一部の未来が見えた時、人はどのように行動するか。そのこと

にとらわれ、トラウマのようになり、生きていくことの大きな縛りになってしまう人。あるいは、な

るようになるさ的に楽天的に過ごす人。あるいは、そんな未来を変えてやるという気丈に振舞う人。

いろいろな性格がそこには浮かんでくることになるのだろう。主人公は、日本人の彼女と結婚するの

を未来の奥さんが違っていたということでしきりに躊躇するし、その相棒は、殺人事件の被害者にな

っていることで、20 年かけて犯人を探しまくる。結局は、同じような目にはあうが、世界は変えられ

ており、怪我することで助かる。ソーヤの SF は、非常に読みやすい。気持ち的にはイーガンのような

ハード SF が好きなのだが、なかなかついていけない。ソーヤはまずそういうことがない。さて、この
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部屋にある SF の作品を一気に再読することにするか。2009.07.18 

 

422【ターミナルエクスペリメント：ソーヤ】★★★ 

医者のホブスン君は、脳波を調べているときに魂と思われるパレスを見つける。これから、人間には、

魂が存在することが立証され、いろいろな事件が起きる。とはいかないで、自分の脳をスキャンして

もらい、その脳スキャンを３パターンつくり実験するが、彼女が浮気したところや彼女のお父さんが

変なやつだったということが記憶に残り、パソコン、ネットワークの中の自分の思考パターン１君が、

肉体がないということは永遠に生きていくという前提で考え、彼女の浮気相手を阿部定状態にして殺

したり、とおちゃんにはアレルギーがひき起こるようなピザを食べさせ殺すわ、しっちゃかめっちゃ

かになる。この発想は、「マトリックス」にも通じるものがあるが、ちょっと近未来という設定ではつ

いていけないところがある。2200 年ごろのはなしでないのかい？2009.07.18 

 

423【がっかり力：本田透】★★☆ 

みんなイライラカリカリしている状況は、いかん、ということで警鐘を鳴らす。もっと、がっかりし

なさいという。そう、カリカリ、イライラはいけません。2009.07.18 

 

424【トータルリコール】★★☆ 

シュワちゃんの SF 作品。一介の労働者が、実は、火星の反乱軍の重要人物であるということで、火星

の空気の独占を阻止するために戦うのだが、実は、すべて夢の世界ということ。その証拠に、出てく

るマドンナが、自分の憧れの想像上の人物である。ということであれば、最後に、空気のない世界へ

シュワちゃんと憧れのマドンナが放り出された時に、突然火星に空気が再生され、助かるという御伽

噺も理解できる。それだけに何でもありの世界ということであれば、おもしろさ（リアリティ）も半

減だ。あと、途中から寝てしまったのだが、ストーリーの展開やメッセージ性についても希薄であり、

面白さは中途半端。ただ、最初の妻役のシャロンストーンはいい女だなあとは思う。2009.07.22 

 

425【図像学入門：荒俣宏】★★★ 

TV の 3 回講座を新書版にしたもので、あっという間に読んでしまえるもの。絵の見方に、「バカの見

方」「ボケの見方」「パーの見方」の 3 つがあるという説で、絵を解説する。また、日本人は、絵を解

説することはなく寓意的な表現はしていないということも面白い話しではあるか。商標の話しでは、

グリコと森永のエンゼルについて薀蓄を話す。まあ、面白いものではあるが、印象には残りにくい。

図像学という切り口でのもっと面白い博学な知識を期待したのだが。2009.07.23 

 

426【私を幸せにする 27 のドレス】★★★ 

結婚コーディネーターの主人公が、妹に自分の憧れの上司を娶られるが、あまりないいか減でうそつ

きな妹であったため、婚約パーティの席で暴露し自己嫌悪におちいる。上司もそのことを理解し、主

人公に言い寄りキスするが、なぜかときめかない。もう、その時は、新聞記者を好きになっており、

この上司のことは普通のおじさんになっていた。ん？ それでは、婚約パーティを台無しにしたのは

どんなことになるのだ。彼を奪い取るためでなく、単に、婚約を壊しただけ。確かに、だまされそう

になった上司は助けたが、それは、本当に助けたことになるのかは不明。結婚後にうまく行くかもし

れない。そう思うと、ひどい女であった。2009.07.24 

 

427【芸者論：岩下尚史】★★★☆ 

よくここまで芸者の話しを学術的に書けるのか。そのすごさにまずは脱帽。「日本の聖と賎」とつなが

る話しであり、いわゆる芸人の過去の歴史の分析ということで、がんばって読もう。・・・ 

 

428【神々の捏造：ﾆﾅ・ﾊﾞｰﾘｰ】★★★☆ 

大嫌いなイスラエルの考古学の紛争の話し。ざくろの実、ヤコブの骨箱、ヨシュアの碑文。きわめて

聖書の記載を証明するための遺物として、重要なものが、すべて捏造であったという事件を追っかけ

たドキュメンタリー。ヤコブの骨箱は、ジオグラフィックでも読んでいたので記憶はあるはずだが、

捏造の話であったとは思わなかった。ここでは、イスラエルという国の成立と宗教上の熱望があいま
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って、国民の間に広がる聖書を真実であるという証拠に対して飢え、それが、このような捏造事件を

冒すことになったというような論調である。人様（パレスチナ人）が住んでいた土地に、聖書に書い

てあるからという理由で侵略し、また、現在は、ナチスのような大量虐殺さえも繰り広げるイスラエ

ル。高度な技術的を駆使して捏造するこの時代において、鑑定の難しさや、その確かさに対する信頼

性は大きく揺らいでいるのかもしれない。もはや、遺物を芸術品・美術品としてみる場合においては、

本物と偽物の区別に対する意味が薄くなっているのではないかとも思われる。歴史的事実を追求する

学識的な観点では当然本物でなければ新たな発見というものはありえないが、コレクターの持つもの

としては、どうでもいいのであろう。むしろ偽物のほうが本物ぽいという表現もあったように。この

事件を追及する刑事の母親がいった、「偽物を暴くなんて、宗教の話しであるから静かにしていなさい」

としかられたというところが、イスラエルの存在根拠をがむしゃらにもとめる国民心理を表している

と思う。2009.08.01 

 

429【キル・ポイント】★★★☆ 

かつてイラク戦争に従軍し、その見返りをもらえるどころか悲惨な生活を行っていた元軍人たちが、

銀行強盗を起こすが、予定通りに進まず、銀行員や客を人質に立てこもる。その救出に努力する交渉

人や SWAP たち、人質の家族、いろいろな人間像が絡み合い、話しは進む。TV ドラマの 8 回シリー

ズである。気持ちは、知的で、指導力があり、また、紳士でもある犯人側のリーダーであるウルフに

感情移入されるようなドラマ作りが行われている。脱出作戦を外部の仲間を募り実行するが、今一歩

のところで失敗し、また銀行に戻ってくる。8 回の間は、ほとんどだれた回はなく、テンポ良くドラマ

は展開していく。交渉人や、SWAP の黒人おばちゃん、そしてウルフ、人質たちが、それぞれの役者

の個性をしっかり発揮していた。この公証人のオヤジは、そのうちまた出てくるのかも。2009.08.01 

 

430【REC（レック）】★★☆ 

ちょっと田舎娘っぽいレポーターが、消防署の夜のレポートの加わり、途中で緊急出動した消防車に

乗り、おばあちゃんがわめいているという現場に到着して、その一部始終を録画したという時系列的

に進むドキュメント映像風のホラー。突然、おばあちゃんが警察官に噛み付き、出血多量になってい

くところから一気に緊張が加速する。上から、消防士が降ってくる。みんなが怒鳴りあう。わめきあ

う。そんなパニック状況をリアルに映像化している。さて、突然、ビルが封鎖され検疫体制が引かれ

るところから怪しくなってくる。いやあ、ここで少女と犬の話しに気がついていれば、B 級ホラーの

専門家として薀蓄が言えるようになるのだが、気が付かなかった。噛み付かれた人間は、次々の獰猛

になり、つまりはゾンビになってしまう。ありゃりゃ。そうなるか。結局、みんなゾンビにされまし

た。ジエンド。演出は、かつての・・・のようなもの。2009.08.01 

 

431【フール・トレジャ】★★☆ 

海底に眠る財宝を探しまくるとレジャーハンターと、離婚した奥さんとが、財宝をみつける。相棒は

おじさんたちのグループで彼らは善人のハンター。しかし、黒人のチンピラ金持ちが関わり、どんぱ

ちが始まる。ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ扮する大金持ちが船といっしょに現れ、また、能天気な娘も加わり、ど

たばた劇となる。最後は、鯨の潮吹き岩で財宝を見つけるが、インテリの奥さんが鯨穴に落とされピ

ンチになり、そして、水上飛行機で連れ去られようとするが、なんとか元旦那とクリアー。財宝は博

物館に寄贈して善人としてもめでたしめでたし。いくらで、博物館へ売ったのでしょう？2009.08.02 

 

432【グリーンリバー・キラー】★★ 

前編・後編と計 3 時間以上のテレビドラマ。1980 年代から始まる 71 人の娼婦殺しを追い詰める警察

官の話し。ストーリーは、16 歳の少女と、少し年上の姉さんタイプの二人の少女を中心に展開する。

最初は、この少女の再婚のとおちゃんが怪しいと思ったが、トラック修理工場の背の低いしょうもな

い親父であった。プロファイリングがおこなわれ、まったく別の人物像が捜査の中心となったことも

なかなか犯人が見つからなかった理由である。結局、2005 年になり、DNA 鑑定が決めてとなり犯人

がつかまる。しかし、未発見の少女が多いことから司法取引で死刑は免れる。これも感情的には許さ

れないと思うのだが、合理的ではある。しかし、結構、長い作品の割には、あまり見せ場もなく、た

んたんと進んでいった。2009.08.08 
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433【汝の名：明野照葉】★★★ 

陶子というバリバリのキャリウーマン。実は、偽物斡旋業のような人材派遣業を営む美人と、彼女の

妹という触れ込みで一緒に生活する薬マニア？の目立たない女の子。作品の半分ぐらいは、この二人

のまったく違う生き方が、事件性もなく語られるのだが、中半ぐらいから、この目立たない女の子が、

この陶子のストーカー的におかしくなり、名前を借りていた薬中の子を殺すし、彼氏ができたといっ

て捨てられるのが嫌で、陶子ちゃんを薬で動けなくしてしまう。結局、たくましく陶子は逃げ出すの

だが、まけじとおかしくなった子もがんばる。おいおい、警察沙汰にしろ！と思うが、そこは、お互

いにすねに傷ある身。こわいねえ、女の子というのは、・・・2009.08.08 

 

434【手紙】★★★★ 

東野さんの代表作。親なしの兄弟の兄が、弟の学費稼ぎのために強盗し殺人を犯す。そして、服役。

殺人犯の弟ということで、お笑い芸人としてがんばったり、金持ちの娘と知り合っていいとこまでい

っても、すべて誤和算となる。電気会社の会長が後半に出てきてのたまうのが、「差別から逃げてもだ

め、どこにでも差別はある、生きていくところはここなのだ」と。最初から追っかけていた女の子が、

献身的に、かつ、たくましく彼を追い求め、結局はゴウルインし、娘ができる。なんといっても、な

けたのは、服役中の兄貴に、絶縁状をつきつけたあと、慰問として刑務所を訪れ、兄貴の話しをする

ところで、兄貴が、拝むように泣きくづれるところ。なかなか、次から次に試練を与え、話しもどん

どんと奥深く入っていく。逃げたらアカン。ということでした。2009.08.08 

一日思い返してみての感想です。最後の犯罪を犯した兄が刑務所の慰問にきていた弟の話しを聞きな

がら手を合わせて拝んでいたこと、これこそが、拝むということなのだろう。取り払えない罪をしっ

かりと認識しているうえで、何らかの救いの手が見えるという状況。この段階がきて、はじめて人を

殺した兄は仏教でいうところの悟りの状態になったのではないか。つまりは、仏様に赦される状況が

生まれたということ。刑期に服す、あるいは、何らかの罪を償うために辛いことを味わう。心の奥底

から許しを請うとこなしに、体罰を受けることで罪が赦されるということになるのは、基本的にはお

かしいのだろう。犯罪の抑制効果はあっても、犯した罪に対する反省は、それでは生まれない。こん

なことを考えさせられるほど、この作品の心を描く重みはしっかりしたものがあるのだと思う。

2009.08.09 

 

435【僕たちと駐在さんの 700 日戦争】★★★ 

キッズ映画ということではあったが、軽く楽しく見た。悪がき 6 人組とクールで熱しやすい駐在さん

とのいたずら合戦。最初は、バイクでのスピード違反から、最後は、花火泥棒まで。青春時代にここ

まであっけらかんと自分を出して生きていくことができら、本当に楽しかろう。2009.08.13 

 

436【ダークナイト】★ 

バットマンとジョーカーの戦いの最終編？正義の味方バットマンの存在そのものが悪を引き寄せると

いうことでジレンマに陥っているバットマンクン。調子に乗って、悪さするピエロ顔のジョーカ。で

も、これって一体何。グダグダしたドラマ展開。だめでしょうこんなんじゃ。！！2009.08.19 

 

437【フェイク】★★★ 

チェーンソーで若い女の子を切り刻む。恐怖映画「ホステル」のような始まりにわくわくすると、突

然、胡散臭いウツ状態の刑事の長いシーンが始まる。奥さんが浮気で、また、ヤクチュウのヤクザに

殺されるという経歴を持つ中年のひげぼさぼさの刑事。その後は、北海道の片田舎の娼婦倶楽部のよ

うなものがばれるために、地元の刑事や飲み屋のママがぐるになって殺人を犯し続けると言う話しで

あるが、話しを語るウツ状態の刑事が、飲みすぎの影響で妄想とごちゃごちゃとなり、死んだ人が死

んでなかったり、でも結局は死んでいたり、最後は誰が、誰だかちんぷんかんぷんで終わる。相棒の

きざだが人間味にかける若手刑事が、結局悪の親玉のような気がするが、それもはっきりしない。そ

れにしても 2 時間半のこのけだるい中でのストーリー。惹かれてしまうのはなぜ？2009.08.21 

 

438【少年とグルメ：赤瀬川源平】★★★ 
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自分の幼少のころと重なる食べ物の話し。だが、ここまで貧しくはなかった。鼻くそを食べる話しに

はついていけないが、源平ちゃんと同様に、私自身もいわゆる B 級グルメ。おいしいものとそうでな

いものはわかるが、その上の超おいしいところの比較はわからないのが正直なところ。カツカレー、

オム焼きそばのようなおいしさはきちんとわかる。しかし、フランス料理のなにかれというものの評

価はなかなできないのだ。自分の好きな食べ物とは何か。メンタイご飯、・・・・？ 2009.08.21 

 

439【ノパルガース：ヴァンス】★★★☆ 

最近、SF を読み込むスピードが落ちていて、一日によくても 20 ページ程度とか言う状況も多い。興

味がなくなってきたのかという心配もあるのだが、久しぶりに、ほぼ半日で読み上げた、といっても

土曜の早朝に。話しは、人間の敵対感を心の問題ではなく、パラレルワールドからの寄生生物ノパル

の仕業であるということを宇宙人に拉致されて知り、そのノパル退治を宇宙人に命令されて地球に戻

ってきた。なんと、この寄生生物がはびこるのが宇宙のなかでも地球だそうで、地球人にできなけれ

ば自分たちで地球を破壊すると脅されてもいる。さて、自分は、その邪悪な精神を生み出すノパルか

ら開放されて地球へ戻ってくるが、待ち受ける地球人＋ノパルは、なかなか思うようにことははかど

らない、なんせ、ノパルに寄生されていない地球人を徹底的に嫌い排除するように動くためである。

しかし、結局は、ノパル退治をはじめると、また、物事がうまくいかなくなり、もう一方のところ、

つまり、ノパルがいない時は別の寄生生物ゲボー？かなにかが寄生するということで、あちらを立て

ればこちらはたたず。むしろ、ノパルと共生するほうがまだましということで、ノパル退治は延期と

なりましたということであった。本当に、この人間の心・意識に巣食う邪悪な心というものは、なに

か別次元の生物と思わざるを得ないようなところがある。仏教の教えで悟ることによりその邪悪な心

というか余分な心は拭い去ることができるし、私自身も、多くを拭い去ることができていると思う。

しかし、やる気や集中力を邪魔する怠惰な心というものは生まれては消え生まれては消えということ

で、なかなか自由にならない。本当は、もっとバリバリと精力的に活動したいのだが、今ひとつ元気

がなかったり、どうでもいいかと投げやりになったり、力に継続性がない。あせっているかもしれな

いが、それよりも、集中力の継続時間が短くなっているのが問題なのではないかとかんがる。そう思

いつつこの文を打っている先から眠気が押し寄せてきた。ああああ、だめだあああ。2009.08.22 

 

440【20 世紀少年(前編)】★★☆ 

原作は、手塚治虫のマンガでなかったか。1975 年ごろ少年・少女であった仲間が、その当時、叢で作

った秘密基地でつくった「予言の書」と「マーク」それが、2000 年に宗教法人として現実化がすすん

でいく。地球征服、都市破壊、・・・。前編は、その仲間が募り悪に立ち向かうというところまで。さ

て、手塚治虫は、何を訴えたかったのか。仲間の大切さ。いや、宗教というものの怖さ？ちょうど、

総選挙で大川総裁率いる幸福の科学が、幸福実現党という不気味な組織をあっち上げ、選挙戦を展開

している。日本国民の常識が問われている状態かと思うが、ここで、一人の当選者でも出してしまう

のであれば、精神の健全性が疑われても仕方がないとは思うが、いや、むしろ恐ろしいことだとは思

うが、社会実験としてみると結構面白いかもしれない。そのように捉えてモニタリングをしている学

者先生もいるのではないか。ともかく、候補者の一人が書いていた「宗教法人としての色眼鏡で見な

いで、・・・」ととんでもないことをぬかしていたが、このような正気を失った輩が、さも一般市民の

ようないでたちで社会の中に巣食っているというこの現実。これは、きわめて恐ろしい。また、日本

の制度としてこのような余地を許しているという怖さ、公明党＝創価学会というものを認めている日

本社会のもろさでもあろう。2009.08.23 

 

441【無限記憶：ｳｲﾙｽﾝ】★★？ 

時間封鎖の続編。地球全体を取り巻くドームのようなものが作られて、宇宙の時間との乖離が起きる。

地球の 1 年が宇宙の 100 万年。そして、進化を巧みに使いながら、生き延びる策を求めるのが前編。

この続編は、砂漠で年寄りと暮らす少年。それと同時進行で、第 4 世代といわれる人々を追う女性と

飛行機パイロットが事件に巻き込まれ、・・・・現在、3/4 ぐらいのところで、とりあえずダウン。前

編の時間封鎖をきちんと理解していなかったので、こちらもなんのこっちゃかという状況。さて、読

みつづけることができるでしょうか？2009.08.23 
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442【容疑者 X の献身】★★★★ 

東野氏の最高傑作とも言うべき原作を元にした映画化。原作のイメージを大切にしており、同じよう

な感動を覚える。生きていることの意味を見出すことの難しさ、そして、それを見つけた時の喜びと

いうか生きていることの実感を味わうことができる一瞬のすばらしさ。世の中に絶望した数学者が、

ヤクザ者の元旦那を殺したのを知り隣のアパートの母親と娘を助けるため、自らも殺人を行い、二つ

の殺人事件を一つの事件として混乱させる作戦が効を成す。しかし、人間だからこそ、見過ごすこと

ができない最後のシーンもなかなか感動させる。すべてが必然を伴っているところもさすがだなあと

感じてしまう。2009.08.23 

 

443【オルタードカーボン：ﾓｰｶﾞﾝ･ﾘﾁｬｰﾄﾞ】★★ 

前編の最後のあたりでダウン。話しは、人間の意識を保管し、他人の体や自分のクローンの体に簡単

に植え付けることができる世界の話し。金持ちのじいさんが殺された事件を解決するために地球以外

の星から飛んできた男が、殺されかけたり、女の体に移植されて拷問を受けたりと、なかなか時代設

定をうまく使って展開していると思って読んでいたが、話しの展開がスムーズに行かないこともあり、

また、どたばたについていけなくて、アウト。さて、いつか読むのか最後まで。2009.08.24 

 

444【サガン】★★★ 

ﾌﾗﾝｿﾜ･ｻｶﾞﾝの生涯を描いたオマージュ的な作品。18 歳にして自由な作風で世界中の女性の心をつかん

だサガン。自由気ままで、かつ繊細な彼女は、膨大なお金が入ってきたときに、「お金は嫌い」という

ことだけで、むちゃくちゃな浪費をし、そのことでまた世界の話題をさらって人気者になるという人

生を過ごしてきた。しかし、真の友人というものは、多くの取り巻きの中でわずかで、結局は、その

友人たちにも先をこされ、孤独な最期がまっている。麻薬にもギャンブルにも手を出し、それでも自

分の行きかたを変えなかった彼女は、本当は幸福なのか不幸なのか。・・さて、本でも買って読んで見

よう。2009.08.28 

 

445【悲しみよこんにちは：ﾌﾗﾝｿﾜ･ｻｶﾞﾝ】★★★★ 

何年前の作品なんだろうか。少なくとも 50 年以上前の作品である。この感覚や表現の現代的なこと。

18 歳の娘が、オヤジと同じように自由に生きていこうとしているが、親父の彼女がまたまじめな教師

タイプ。いろいろと説教するは、勉強せいと強制するは、挙句の果ては付き合っている彼氏との仲を

裂こうとする。これは、奔放な彼女でなくてもあたまにくる行き過ぎた行為だが、50 年以上前の女の

子に対する接し方としてはあたりまえの範疇なのだろう。しかし、彼女も黙っちゃいない。自分と愛

するパパのために、その彼女を追い出そうと、自分の彼氏や親父の元彼女を巻き込んで、親父が、浮

気をするように仕向け、まんまと成功する。しかし、根も葉もまじめな親父の彼女は、そのショック

で、自殺か事故かわからないような転落事故で死亡する。ともかく、感覚が新鮮であり、素晴らしい。

2009.08.30 

 

446【奇跡のシンフォニー】★★ 

小さいころから音だけには得意な才能をもっていて、そのおかげでギターを見たらその場でじゃかじ

ゃやか弾けるようになる、ジュリアード音楽院に入ったらバカバカ作曲できるようになる、もう信じ

られない世界の少年を中心に、おかあちゃんは世界的なチェリストで、一夜の恋がその子供を作るこ

とになるが流産したとだまされて、子供の存在を知らずに 12 年を過ごす。おとうちゃんのほうは、ロ

ッカーでこちらも一夜の娘を追いかける。そのあげく、セントラルパークに子供が指揮で、とおちゃ

ん、かあちゃんが一同に出会う。うーーーーーん。奇跡だア！！！！！2009.09.10 

 

447【読書する時】★★★ 

んんんー？この作品はなんと言うのか、結局は、50 男と女のこだわり純情愛の物語ということになる

のだが、そのような見方をすれば星二つがいいとこだろう。牛乳配達とスーパーのレジという特に夢

も希望もない時間を過ごしてきた田中裕子扮する女性と、末期の癌を見取りながら役所で働くただの

50 のおじさん。実は、高校の同級生であり、それぞれの父親と母親が不倫をし、自転車の二人乗りの

ところトラックに衝突され、さっさとあの世に行った親を持つ。それがもとで、もともと好き同士が、
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お互いに背中を向けるようになり、思いを抱きつつ 50 になった。そして、癌のおかあちゃんが最期を

むかえることで、めでたく合体。しかし、その次の朝、子供を助けようとおぼれて死んでしまう。そ

してまた一人。んんんん？そのようなストーリーでみてしまうと、なんとも、ありゃりゃな話しにな

ってしまうが、そこが田中裕子のすごいところ。しっかりした作品にしてしまう。ひたむきさと、50

のおばチャンとは絶対にいえない少女性をだしているし、女を捨てた女の美しさをみせる。スーパー

の同僚のおばちゃん、そして色気で勝負する子連れの若い女とは、比べるもののない女性の強さと魅

力をだしている。ちなみに、舞台が長崎で、西山ダムの下流公園が出てきたのにはちょっとびっくり。

巨大なコンクリートの塊である西山ダムと無機質な公園の印象がこの場の雰囲気にあったのか。まあ

でも、こうやって映像で見るとコンクリートで固めた公園のなんと味気のないこと。2009.09.22 

 

448【菊池伝説：内田康夫】★★☆ 

菊池の歴史も少しは知れるかと思い読んでみると、さすが売れっ子作家内田康夫の作品。あっという

まに読み通してしまった。いつもの探偵浅見氏が、新幹線、JR 九州、ホテルといつも隣になる菊地さ

んという女性との偶然の出会いで、殺人事件を解決することになる。はまって読んでしまったが、後

に残るものは何かほとんどなく、時間つぶしに読んだという感じ。これが、まさしく時間つぶしの本

なんだ。このような読み方は、初めてじゃないかな。はまって読んだが何も残らないなんて。この手

の本よりは、なかなか進まない作品のほうが印象に載っている。その意味で、内田康夫はすごいのだ

ろう。2009.09.22 

 

449【魔女の笑窪：大沢在昌】★★★ 

天草にある「島」とよばれる娼婦の島に囲われ、地獄を経験して抜け出したことで、男を見る目をも

ち、ヤクザの裏社会でも堂々と生きている水原。彼女の生い立ちを巡りながら、ハードボイルドタッ

チで描く、短編の組み合わせで全体のストーリーを展開させる。2009.09.22 

 

450【あかね空】★★ 

豆腐屋を営むために京都から江戸の深川にきた兄さんと、近くのちゃきちゃきの娘が、京都風の豆腐

でがんばって身上（店を持つ）を作り上げるが、長男坊は、昔、赤ん坊の時に負った火傷が画理由で

母親に甘やかされ結局賭博に進む。豆腐屋の旦那は、早馬に引かれ死んでしまうが、昔の借金の借用

書を理由に家財一切を取られてしまうことになりそうだったが、親分というヤクザさんに助けられ母

親と子供でがんばるという話し。最初から嫌なムードではあったが、やっぱしここにくるかという感

じ。親と子の家族愛の物語というところに収まってしまう。内田康夫の小説ではないが、見た後の印

象としてほとんど残らないし、結局なんだんねんという時間つぶし的に思えてしまう。見ている時に

は、流れで見てしまうし、ちょっと涙ぐむシーン？はなかったが、そのように表面的に心を揺さぶる

シーンはないとはいえないが、そこまでの底の浅さが露呈した作品。2009.09.23 

 

451【茫然とする技術：宮沢章夫】★★★ 

赤瀬川源平氏のような独特の語りで、特に、カタカナに対する独自の感性（例えば、ウルトラ、デラ

ックス、スタミナ、パレード等）は、おもしろい。自分のものにできればと思う。2009.09.23 

 

452【夏への扉：ハインライン】★★★☆ 

ハイラインの傑作 SF。再読。話しは、自動女中器なるものを発明する若き技術者と、経営担当の仲間、

そして途中から参画した若い女ベルが起こした会社で、その経営権をめぐって熾烈な争いとなり、わ

が主人公君は、技術者で行きたいと時代錯誤なことを言ったため、おん出される。その仕返しをしよ

うと人工冬眠で 30 年後へ向かうが予定通りになっておらず、また、かわいいいとこの女の子もすでに

結婚してしまっているので、その時たまたまめぐり合ったタイムマシンを使って 30 年前に逆戻りし、

すべてにおいてきちんとしかけて、再度、人工冬眠をおこなって、今回目覚めた時点では、すべて予

定通りでめでたしめでたしというストーリー。1970 年から 2000 年を予測するのは難しかろうが、結

構あたっているところもあり、ハイラインの想像力の確かさがよくわかる。しかし、さすがにコンピ

ューターまでは予想できないため、記憶装置やいろいろのパーソナルなデータ－処理が古いイメージ

のままなのはちと残念。でも、いさかいのところやおおくのところで、一気に読んでしまう面白さを
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もっており、さすが名作だと感心する。2009.09.26 

 

453【自民党崩壊の 300 日：読売新聞社】★★★ 

民主党政権になってほぼ 2 週間。めまぐるしくいろいろな動きを見せる一方で自民党はどんどんと埋

没、あるいは消滅しつつある。その過程として、選挙までの 300 日を記録したドキュメンタリーであ

るが、一介の首相である麻生氏が、ほんとうにボンボンで優柔不断で、自分の出した意見が変わるこ

とをきちんと説明できず、弱い人間の代名詞であるかのようにごまかそうとする。こんな人間が首相

をしばらくでもやっていたということは、何たることぞという感じである。2009.09.26 

 

454【歴史はべき乗で動く：ﾏｰｸ･ﾌﾞｷｬﾅﾝ】★★★★ 

これは依然読んだ「歴史の方程式」を改題し文庫判化したもの。一度は読んだのであるが、ここまで

感動しなかった。地震も、経済も、山火事も、大都市の成長も、すべてべき乗の法則にのっとりすす

んでいおり、これらは臨界事象であり、まったく予測できないということ。むむむ。そうなのか。知

らなかった。それじゃあどうなるノダこの世界は。結局は、起きた事象の履歴を追っかけるだけとい

うことか。・・・・・・2009.09.26 

 

455【ハッピーフライト】★★★ 

ANA のパイロット、スチュアーデスのドラマ。実際の職場がこんなにはちゃめちゃであったら大変で

はないかと思うが、実際の現場は相当に違うのかもしれない。だが、今までは本当の一面だけで見て

いたこの商売に、人間味のある姿が重ねることが今後できるのだろう。話しは、機長のテストを受け

る若手パイロットがホノルル便を負かされるものの、バードアタックで機体が不備になり引き返す、

しかしその先には台風が待ち受けるというアクション物のようだが、流れはコメディである。おどじ

なスチュワーデス、張り切り娘の地上係員、スパナを小学生に持っていかれ大慌ての若手整備士、・・・。

なぜか、飛行機や潜水艦にはおなじようなわくわく感が自分の中のある。この閉ざされた空間のもつ

独特の魅力に惹かれるのか、はたまた、何なのかは良くわからない。今日も本屋でゼロ戦のフギア本

を買ってきたところでもある。印象に残ったのは、冷静で茶目な指導教官、そして岸辺一徳演じる管

制官か。岸辺一徳は、本当にあっちこっちに顔を出す俳優さんになっちゃったなあ。2009.09.29 

 

456【サダム・フセイン】★★★ 

アメリカが製作したフセインのドキュメンタリードラマ 4 回。さすがに最初のころは、自分政権をも

つため、非道に政敵を排除してきた歴史が描かれているが、全体的には苦悩する独裁者としての描き

方。むしろ長男のバカさ加減がこの政権の根幹を揺るがしたというか仲間割れをあおったということ

も描かれている。いかに自分に忠実でも、少しでも自分の考えに不信的な気持ちを持つだけで簡単に

排除する。そのような恐怖政治を作ってきた最後の哀れさが描かれていた。2009.09.30 

 

457【それでもあなたを愛している】★★☆ 

宮崎あおいちゃんと、玉木君による青春ラブ物語。大学で知り合ったふたり。彼女は、実は成長する

に従って死期が早まるという難病を持っている。そのためあおいチャンは子供っぽい。そんなこと露

も知らない玉木君は、女っぽい同級生に一目ぼれ。でも、やさしい玉木君は子供っぽいあおいチャン

にもやさしくしてあげるが、いつか愛するようになっていた。写真を通して、二人が結ばれていくの

だが、誕生日プレゼントにお願いしたキスがかなうと、消えてしまう。実はアメリカに行ってカメラ

マンとして成功しそうになったものの死んでしまっていたのだ。ここでお涙か。あおいチャンの少女

っぽい中の美しさ、「かわいうつくし」とでもいうべき美が光った作品であった。一方の玉木君は見て

くれだけかっこよくて、中身はやさしいけれどだめ男。ということで、かみさんとの結婚記念日に見

ました。2009.10.01 

 

458【再生の街】★★★☆ 

NHK の 5 回連続ドラマ。関東の市役所で、ニュータウン開発か、街の再生かで議員や市長を巻き込ん

で、市役所職員が、奮起する物語。役所の人間というのは、本当に、一生懸命やってあたりまえ、少

し失敗してぼろくそにたたかれるという宿命を背負っている。そのためか、がんばっても損という風
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潮が蔓延し、なにかと風当たりは強い。しかし、やる気を出せばこんなにやりがいのある仕事はない

のだ。・・・・本当？ 2009.10.01 

 

459【官僚の夏】★★★☆ 

「再生の街」とつながるところがあるか、役人の話し。NHK の連続ドラマ。こちらは通産省の本省の

戦後復興期、行政主導で日本の産業を導いてきたトップ官僚の苦悩を描く。制度をつくり、補助の必

要なところにまわす、この根幹に関わる仕事を行うことの難しさ、それと政治とのかかわり。いわゆ

る信念を持っていなければ、自分の出世のみを考えているのであれば、日本を破滅に向かわせること

もできる。売国奴と結局はののしられる。こんな大変な仕事をやろうというのは、一体どのような人

間なのか。奉仕、人に尽くすことに喜びを感じる人間、あるいはまったく逆に権力欲のある人間。こ

の極端な人間像をもった人種が集まっている場所が官僚の世界ということだろう。自分には、どちら

も無理。2009.10.02 

 

460【派遣のオスカル】★★★ 

少女漫画「ベルサイユのバラ」のオタクの女の子が、化粧品会社で派遣社員で奮闘する NHK コメデ

ィ連続ドラマ。ともかく、ベルバラが人生の指針となっており、時々、その世界に入って、実際に行

動してしまう。「弾込め！！」がその掛け声。最初は、世間知らずの社長の息子との出会いで、どたば

たするが、最後は、外資系の企業にのっとられるのを防ぐために、突っ走る。ぱっとしない漫画家と

の交流も話しの中に色を添える。というか、この漫画化そのものは原作者の存在なのだろう。さて、

人間が行動する時にどういう基準に基づいて、あるいは後押しされて行動するのか。やらなければい

けないと思うことの思うきっかけは何なのか。いわゆる行動原理。彼女の場合は、「ベルバラ」である。

普通の人々は、これまでの経験則に基づいているのだが、その経験則とは一体何なのか。この物語を

心理的に分析すると面白いのかもしれないねえ。2009.10.02 

 

461【おくりびと】★★★★ 

納棺師という仕事を通して、人間の死をみつめるアカデミー候補となった作品。本木君のチェロを弾

く姿や、死者を清める姿には、確かに美学というべき何者かがある。先月の 11 日に突然、火山さんが

亡くなった。61 歳であり、なくなった次の月曜日には一緒に飲む約束までしていた。その亡くなった

姿が重なる。人間は、90 歳や 100 歳の元気な年寄りを見ると、なかなか死ぬそうにない生き物のよう

に思えるが、実は、あっけなく死んでいく生き物であるということに気づかされる。生きがいや、生

きていく目標のような立派なものを人間は持つことができるため、そのためにも人間は簡単に死んで

はいけないのだということを思い込んでしまうが、ちょっとしたことでころっと死んでしまうのだ、

人間は。そして、その死に向かい合った時に、残された人間のため、あるいはもしかしたら死んでし

まった人のために、死者に対する尊厳を維持して、次のステップに行く門をくぐってもらう。小学校

の入学式のようにきれいに着飾って送り出してやる。これが、納棺師の仕事であろう。以前、差別に

関する書籍を読んだ時に、このように死に関わる仕事は、同和、差別されてきた人間がやってきてい

たという話しの中で、忌み嫌われた仕事として、いまでも恐らく考えられている。死、そしてそれに

関わる仕事で生きていく人間。重たくも美しい作品であった。2009.10.3 

 

462【雪虫：堂場瞬一】★★★ 

29 歳の独身刑事鳴沢了と新人刑事大西ペアが、自分のじいさんが絡んだ、50 年前の宗教団体の殺人事

件の復讐のためにおきた連続殺人事件を解決する。新潟の湯沢で殺されたばあさんは、かつては、天

啓会という宗教団体の美しく若い党首であった。すべては、ここが原因で、まちがって人を殺してし

まったことをもみ消すために、知恵遅れの青年に罪をゆだね、挙句の果てに、殺してしまう。そして

じいさんの刑事もそれを見てみぬ振りをする、それも、戦争で死んでいった友人の未亡人であったた

めである。偶然という状況を設定しての、この事件であり、少しリアリティがないかなとは思うが、

事実は小説より奇異なものということもあるので、良しとしよう。2009.10.03 

 

463【デス・マシーン】★☆ 

オンデマンドで 500 円も払ってみたが、わからなかった。ごみためみたいな土地を将来高速道路が走
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るからと購入したが、そこには、気色悪いでぶでぶのオヤジが住んでいて、若い？夫婦を切り刻んで

遊ぶという話し。突然、奥さんらしき女が、手足を切断されサイボーグかされて、それを助けるため

に旦那も顔面を拳銃で撃たれたものの生きていてサイボーグにされ、心配した友達もやってくるが、

次から次に切り刻まれて、・・・・。最後はどうなったのかしら、覚えていない。2009.10.05 

 

464【初恋】★☆ 

ん・・・！ 今日という日はだめだ。宮崎あおいが高校生役で主演なのでちょいと期待したが。時は、

高度成長期。学生運動花盛りのころ、地下の JAZZ 喫茶に入り浸る大臣の息子が、仲間がデモに巻き

込まれ傷ついたのをきっかけに、高校生を巻き込んで、3 億円強奪事件を起こす。結局は、ばれてしま

うのだが、政府の面子の問題もあり闇に葬られる。その実行犯が、宮崎あおいちゃん。現金強奪の緊

張感もないし、オーシャンズのような爽快感もない。事件の共犯者としての、淡い恋心が残ったあお

いちゃん、いつまでも彼の帰りを待っているのでした。？？？？？？？2009.10.05 

 

465【マジックアワー】★★★☆ 

三谷幸喜の役者人間への応援歌。ギャングの親分の女に手を出したということでコンクリート詰され

そうになった青年(天地人の妻ブキ君)が、誰も見たことがないという殺し屋の名前を口にしたところ、

連れてくれば許すといわれ、その場を逃れるが、当然あったこともない。そこで、売れない役者に頼

んで、演技してもらうことにしたが、そのくさい演技が嵌ってしまい、ヤクザやサンたち全員が本物

と思い込む。そのとこで引き起こすドタバタ劇。役者の演技力のすごさと、好きでこそという役者家

業の宿命のようなものを歌い上げる。売れない役者役で主役の○○(官僚の夏の人)が面白がって仕事を

している姿が伝わる。2009.10.08 

 

466【心はどこにあるのか：ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾃﾞﾈｯﾄ】 

467【感じる脳：ｱﾝﾄﾆｵ･ﾀﾞﾏｼｵ】 

心の問題を２題。ちゃんと読んだわけではないが（といっても最後の章を読んだだけ）、心の問題につ

いて整理してみる。「感じる脳」では、スピノザの考え方が紹介されて、神というものは人間の外にい

て、人間に命令しそむけば罰を、従えば褒美を与える存在ではないというしごくあたりまえの理屈語

る。結局は、神という存在を自分の中に内部化し、自分自身がきちんと責任を神に押し付けるのでは

なく生きていかなければいけないと、これまた至極最もなことをいう。これって、結局、仏教、特に

禅宗の教えそのものに入っていくことになる。やはり、生き方の極意をマスターするためには、禅宗

の教えをきちんとマスターすることなのだということか。 

もうひとつの「心はどこにあるか」については、まず、心というものの定義をしなければ、雲をつか

むような話しで話しは先に進まないだろう。心は、意識と無意識、感情、情感の混合物のような存在

であろう。それぞれの出所が違うのであれば、それを混乱してはいけないし、心というひとつの言葉

でくくること自体が間違っているということになる。さて、まず、意識の問題だが、これは、強く言

葉とつながっている。言葉がなければ、意識的なことはできない。しかし、言葉がない場合も、記憶

にある音楽や風景を思い浮かべることで、それはしっかりと言葉なしに現れてくるし、それが、感情

や情感を伴う場合もある。これは、匂いや味覚あるいは感触には生じない感覚である。ということは、

現在の状況を解釈したり理解し対するさいに、聴覚と視覚により記憶されたことがよみがえり、その

際に言葉というものにより反省的に認識できる状況となることを、あるいは、その状況を認識した時

に、そのこと自体を「心」と呼ぶということでいいのかもしれない。さてさて、もう少し考えてみる

とするか。2009.10.10 

 

468【チームバチスタの栄光：ナイチンゲールの沈黙】★★★ 

チームバチスタシリーズの第 2 段。冒頭から、なにやら殺人事件のシーンで、これがバチスタかとい

う感じで始まる。脳の難しい手術で成功を収めたものの、次の日に目覚めない少年。何らかのミスが

あったのか、白鳥さんの登場。原因はわからないものの、もう一人の少年が気になる。この子のオヤ

ジはしょうがない人間で、金がないからと手術に同意しない。そのとおちゃんが殺される。ここで殺

人事件となるが、なかなかの展開であった。さすが。結局は、少年どおしの約束と、勘違いが生んだ

不幸な事件で、これに、説得に行った親父の殺人事件が別の話しとして絡んでいた。結局は、二人の
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少年ともに手術に成功してめでたしめでたし。TV ドラマとしてはなかなかの見ごたえがある作品でし

た。2009.10.12 

 

469【実存からの冒険：西研】★★★☆ 

ニーチェの哲学と、ハイデッガー、フッサールの哲学をわかりやすく紹介する。結局は、人間が、何

らかの与えられた規定や約束を守ろうとして生きることはニヒリストにつながるものであり、しっか

りと自分の意識の決定によって人生を行きなさいということか。実存というのは、存在するものをし

っかり信じて、元気に生きましょうということで今日見た白洲次郎の生き方と共通するものがある。

行動することが人生そのものであるということか。2009.10.12 

 

470【シュレディンガ－の哲学する猫：竹内薫】★★☆ 

再読。代表的な哲学の話しをシュレディンガーの猫（飼い猫）とともにわかりやすく解説。特に、サ

ルトルの実存主義、そして、ニーチェのところは、わかりやすい。ただ、あまり記憶に残っていない

し、哲学的な解説ではない余分なところ？がかったるくて飛ばして読んだ。2009.10.14 

 

471【日本のタブー：小林よしのり】★★★☆ 

よしりんのゴマニズム宣言 NEO２。朝早く 4 時ごろに目がさめ、その勢いで一気に読んでしまった。

アイヌの問題をエセ的に見通し、その活動そのものが差別につながるという至極あたり間の理屈をは

っきり示す。沖縄の問題でも同様で、左翼の全体主義的な風潮をしっかりと批判する。まあ、同じよ

うな論調の繰り返しではあるものの、言うべきことを言うことにはさすがと思う。また、佐藤なにが

し、新党大地の鈴木宗雄の二人のいいかげんさについても、また、偽の権力主義的なところも書き暴

いていて爽快。確かに、佐藤何がしは、本当におかしな感じとは思っていたが、あまりに多くの本を

書いているから人気なのかと勘違いしてしまった。2009.10.16 

 

472【モスラ対ゴジラ】★★★ 

昭和 39 年ごろの懐かしい作品。けっこガサツナつくりのところもあるが、今見ても十分に面白い。こ

のシリーズが月 2 回発行されるとのことであるが、回を重ねるごとに、つまり新しい作品になればな

るほど室が落ちていくのがわかると思う。この作品は、台風で流されてきたモスラの卵と、埋立地で

でてきたゴジラの戦いで、モスラは、親と卵から生まれた 2 匹の幼虫で糸を吐きながら戦うというも

の。見所のシーンは、やかは、名古屋城を襲うところと沿岸の石油コンビナートを襲うシーンかな。

ゴジラの顔がなかなかいかめしくて良い。2009.10.16 

 

473【クワイエットルームへようこそ】★★★☆ 

松尾スズキの作品で、官九朗と内田有紀が主人公の作品。とつぜん、5 点拘束で病院で目がさめた女の

子。実は、亭主と別れ、子供おろし、あげく、親父が死んだため送った仏壇がでかすぎて、頭にきて、

また、明日に 800 字の原稿締め切りがあって、酒は飲むは睡眠薬は飲むはで意識もうろう状況になっ

て病院行きになったというわけ。そこには、女子ばかり、一人は大竹しのぶ扮するやり手ばあさんで

あったが、ピアノが弾ける少女や、同じように事故という理由でいる女の子、そして、看護婦も、首

を鉛筆で指された経験のあるメタリックな看護婦たちが、娑婆ではない、病院内の特殊な世界での人

間的な世界を見せながらすごす。現実と病院内とどちらが人間的なのかということも考えさせられる

し、松尾スズキの演劇張りのテンポに載せられ一気に見る。2009.10.16 

 

474【東京ゴミ女】★★★ 

この手の映画は好きだなあ。アラーキー的な雰囲気があり、いい。話しは、喫茶店のウエイトレスを

している女の子のマンションに歌手のような男の子がいる。この男の子にぞっこんだが、当然、声は

掛けられない。そのかわり、彼が出すゴミをゴミ捨て場から回収してきて、ゴミをインテリアに使い、

また、彼の吸った吸殻を空き瓶に集める、そんなフェッチの窮境のようなことを楽しみに人生を送っ

ている。時々、まったく好きでないタイプのおやじ青年から言い寄られるが、完全無視、ただ、一度

だけやってしまう。でも、求めるのは彼のゴミばかり。途中で彼のもと女に嫌がらせをしたり、結構

積極的に動く。そしてついに、ライブハウスにいき、少し心が通じ、その勢いで、やってしまう。こ
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れは天国と思っていたら、突然、！！！ゴミを拾っていたことを知っているということを告白され、

どどど！！と落ち込む。そりゃそうだろう。そんな話し。中津のホテルの TV でみる。2009.10.18 

 

475【ヒデュン】★★★ 

再見。ツインピークスのパーカー捜査官が主演。これまで善人だった人間が急に性格が変わり人を殺

していく。実は、宇宙からの生命体が人間にのり移って好き勝手をしていくというもの。女になった

り、犬になったり、大統領候補にのりうつったりと、めまぐるしく移動するためなかなか捉えること

ができないア。また、地球の人間たちはそのことを信じそうもない。しかし、相棒の刑事は、結局そ

のことを信じたが撃たれてしまい、死んでしまう。しかし、しかしである、最後に宇宙の生命体がの

り移ることで幸せな家族が継続される。宇宙からの生命体の悪さとしては極めてかわいらしく、論区

が好きなのでラジカセを盗む、フェラーリがほしくなりかっぱらう、そんあ地球の不良の兄ちゃんが

することをやることで満足しているかわいいやつなのだ。話しは、結構ちんけなのだが、カーチェイ

スやいろいろなシーンは、結構楽しめる。好きな作品のひとつだ。2009.10.22 

 

476【ビロウ】★★★☆ 

潜水艦ものの英国作品。潜水艦に 3 人の英国人の遭難者が乗り込んでくる。そのうち一人は別嬪さん。

彼らが乗り込んできたことで、不吉な事件や事故が頻発する。かってにレコードが流れ出す、舵が効

かなくなる、挙句の果てには、水素濃度が高い区域で火をつけてしまい、多くに乗組員が死んでしま

う。最後に明かされるのだが、かつてドイツの船を攻撃し沈めたと思っていたのが実は味方の病院船

であり、それを知った前艦長が助けようとするが、まちがった攻撃をした事を隠すため幹部たちが艦

長を殺し海に葬ったことが原因で、その艦長や沈められた病院船の乗組員や患者たちの呪いであった

という話し。結構楽しめた。それに、やはり潜水艦ものはいい。2009.10.24 

 

477【ボーンコレクター：J.ﾃﾞｨｰﾊﾞｰ】★★☆ 

面白いんだけど、また、途中でくじけた。空港から降りた男女二人組みがタクシーに乗り込んだが、

そのタクシー運転手は殺人犯で、男性は手首だけ出して埋められる。いろいろなヒントは与えるのだ

が、女性のほうもスチームの熱で焼け殺される。事件を追っかけるのは、首から下は不髄状態のもと

捜査部長ライム氏。TV ドラマのボーンのような展開で面白いのだが、最初の事件から、次の事件へ移

ると展開がかったるくなり、放り投げてしまう。実は同じことを前回もやってしまって、今回は、勢

いで読めるだろうと思っていたが、やっぱりだめ。無念。2009.10.24 

 

478【永遠の 1/2】★★★ 

かつての 1970 年代の日本作品で、大竹しのぶと永井敏一が主演。とんでもない女と婚約してしまい市

役所づとめを辞めることでクリアしたが、職を失い競馬場通い。職場の女に手を出して逃げって行っ

たオヤジとであったりするが、そこのコーヒー屋のお姉ちゃん大竹しのぶと仲良くなるが、実は、近

くに自分に似た人物がもう一人おり、そいつがしでかした事件に巻き込まれていく。・・・大竹しのぶ

の若かりしころのセクシーシーンも見所だが、この作品のタッチが、ATG ぽっくていい。2009.10.24 

  

479【ウランバーナの森：奥田英朗】★★★☆ 

今は亡きジョンレノンが、奥方ケイコさんと軽井沢で過ごしたお盆のはなし。いろいろな強迫症で苦

しんでいるジョンが、さらに便秘という症状に悩まされ、奥さんの薦めで心療内科に通う。その途中

にある橋を渡ると、亡くなった人たちに出会う。自分の母親であったり、仲間であったり。お盆とい

う先祖が戻ってくる慣わしという純日本の風習に、ジョンという英国人が関わることで、ちょっぴり

オカルト的な話しとなっていく。学生時代に数十日という便秘を経験していることから、この気持ち

は結構わかるものがあるし、死の恐怖のようなものもわかる。ジョンの場合は、一種の燃え尽き症候

群のようなもので、結局は、創作活動を行わなくなって、それが、排泄物のようにたまっていったの

でしょうという心療内科の先生の言葉で解決する。ウンコと作曲は同じようなものだということだ。

斎藤環の本だったか、「人生にはやらなければいけないということは一つもない。何をやるかという選

択肢があるだけ」という言葉は、いろいろな意味で、人生の生き方を考えるポイントとなる。飯が食

えるのならだらだら生きて行くのもよし、わき目も振らずがんばるのも良し。でも、それは自分で選
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んだことであるから、他人への責任転化や言い訳はできない。子供たちが苦しんでいるのは、このこ

とがわかっていないからではないのだろうか。神様が与えた役割なんてものを、あるいは、生きてい

く価値や意味が何なのか探すなどというないものねだりの考え方。これらが間違いということだ。で

も、奥田英朗の作品は、どれも心に引っかかるものばかり。そうとう、自分自身も苦しんだのだろう。

2009.10.25 

 

480【地球最大の決戦】★★ 

ゴジラシリーズもこの時、1964 年にはすでにお子様向けに変化している。地球外からきた怪獣キング

ギドラに対抗するため、モスラの説得でゴジラとラドンと力を合わせ、敵をやっつける相談をする。

子供心の中には、怪獣といえども擬人化しているため、そのような行為を特に興ざめするなんて思わ

ないのだろうが、空想科学 SF としてみる大人？には、そのリアリティというか、シミュレーションの

やり方が興味を持つところでもあり、そこをこんな「怪獣同士力を合わせ仲良くやっつけましょうね」

というのは想像の範囲を超えて禁じ手である。ちなみに同じ年、「ゴジラ対モスラ」も製作されており、

こちらも少しその気はあるが、まだまだ楽しめる範囲にある作品である。ただ、キングギドラの造形

美はすばらしい。もっとも美しい怪獣であろう。2009.10.30 

 

481【ブラックスワン(上巻・下巻)：ﾆｺﾗｽ･ﾀﾚﾌﾞ】★★★★ 

予測不可能性、トレンドの無意味性、そんなことを思い知らせてくれる本。先月読んだ「歴史はべき

乗で動く」との流れで読んだことがまたよかった。臨界状態にある状況での予測がまったく意味がな

いことはわかったし、この本で言う「黒い白鳥」つまりは、起こってしまわなければわからないこと。

あるいは過去を予測することの難しさについてふれたところ等は、なるほど思う。世の中の多くは、

トレンド、あるいはガウスの法則に乗らない状況にあるにもかかわらず、そのラインに乗っていると

いうことで安心し、簡単に予測を出して、当然のごとく裏切られるというか予測はあたらない。それ

は当然のことであって、予測できることであれば、すでに現在に織り込まれており、織り込まれてい

ないことは予測することができないとこと。起きてしまってからは、結果論でそうなることは誰にで

も理解できるのに、なぜおきる前にそう思えないのか。それは、歴史を予測することと同じで、氷が

解けた水溜りからその氷の形が予測できないように、追っかけられない事象だからである。ビリアー

ドの玉も２、3 回の壁の跳ね返りぐらいは予測できるが、一つ一つの跳ね返りで誤差は拡大され、10

回、20 回の跳ね返りが絡むと、これはまったく予測できない。誤差程度の違いが、まったく異なった

結果を生むということだ。人間の行動の予測もこのことが原因で予測できないのだろう。玉突きの玉

と同じあるいはそれ以上に多くの跳ね返り（関係性の関わり）があり、ちょっとした誤差、つまりは

行動の違い（例えば、会話の途中でくしゃみをした程度のこと）が、まったく異なった結果を生むこ

とがあるのだ。逆にいえば、予測しようとするのであれば、この関係性の関係、ぶつかり合いを極力

減らし、というか基本的にはなくすことが求められるということだ。いろいろな予測も、外的な影響

を基本的に受けない範囲で成立するということであり、外的な関わりを少しでも含んでくるのであれ

ば、誤差が生み出す力が未来を予測不可能性に陥らせるということだ。つまり、未来はどうなるかわ

からない。著者は、そのような世界へのアドバイスとして、失敗した時のリスクと成功した時のリス

クを考えて、失敗せいた特のリスクが小さいものであれば逃がすな、といっている。そこにどんなプ

ラスの効果が生まれるか想像できないから。悪い黒い白鳥はつかんだらおしまいだが、いい黒い白鳥

をつかむ努力をすることが成功の秘訣という。まったくそのとおり。2009.10.30 

 

482【陰陽：今野敏】★★ 

好きな作家だが、今回の作品は薄い。話しは、女子高校生等の若い女の子の強姦殺人事件だが、そこ

には、鬼道にからむ淫卑な力があり、それが心を乗っ取ってしまうと淫乱な心になり平気で殺人を犯

す。実は霊能力があるという少年課の刑事と鬼道の二人組みが大元の悪を退治する。大元の悪は実は

警察内部に侵入した美人の心理捜査官であったというのが落ちなのだが、いやらしいことを書くこと

で読者をつかみ手軽に大儲けしてやろうというような魂胆丸見えの作品であった。2009.11.01 

 

483【摂氏零度の少女：新堂冬樹】★★ 

なんというか、おぞましいというのか、むごたらしいというか、人間の心を寒くする作品。確かにイ
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ンパクトはあるし、実話に基づいていることでそのリアリティというものはあるのだろう。事実は小

説よりも奇怪なり。小さな時にかわいがっていた犬を安楽死させた母親。それ以来、安楽死した犬の

霊か何かに取り付かれたように、安楽死や単なる殺戮を繰り返し、完全に心がイカレテシマッテイル

少女。体がだんだん崩れているのにいつまでも病院へ行かない出版社に勤める母親。怨念や仕返しで

はなく、昔の仕打ちをまったく勘違いしてしまっている哀れな少女。競馬にしか興味がないしょうが

ない親父。このような事実があるのか。確かにケースとしてはあったかもしれないが、小説として、

それがホラーであったとしても、この話しは、寒い。摂氏零度である。2009.11.01 

 

484【リンク：ｳｵﾙﾄ･ﾍﾞｯｶｰ】★★★ 

人間の進化を研究している研究者が、マヤの洞窟で、異星人らしい骨とミイラ、そして不思議な鏡の

ようなものを見つける。酋長が持っている王者のしるしのような首飾りも同じものであり合わせると、

あるポイントを指した。ということで、その場所に向かうが、パトロンとなっている強欲な実業家、

麻薬局の監視メンバー、CIA がからみ「ｲﾝﾃﾞｨｼﾞｮｰﾝｽﾞ」のような展開となる。宇宙人の話しで SF で

はあるものの、スペクタクル的な地球の物語である。宇宙人とそれまでの猿人を交配させ、現在の地

球人類を創生したということで、それは聖書の物語等を別の意味で裏付けるものだとする。結構おも

しろく一気読みができた。私も思うが、単なる進化論だけでここまで生物が進化するとは思えない。

やはり、自己組織化というものの力が相当に効いているのではないか。もしそうでないなら、やはり

何らかの意図があるとしか思えない。特に、昆虫の擬態とか。それと、最大のこの作品の問題点は、

人類については、仮に宇宙人という存在があって現在のように進化できたとしても、その宇宙人はど

のように進化したのか。これは問題の先送りになっているだけなのだ。2009.11.06 

 

485【ロストルーム】★★★ 

アメリカ TV6 回連続ドラマ。モーテルの 10 号室の会議は、どこのドアでも開けることができ、4 次

元空間のようなところへ侵入できる。実は、この 10 号室のいろいろなアイテム、櫛や眼鏡、義眼のよ

うなものすべてが何らかの力を持っている。この 4 次元空間に娘が入り込んでいなくなったのでさあ

たいへん。元警官の主人公は、このアイテム収集をやっているコレクターというような組織に近づき

つつ、かつ、アイテムの奪い合いをしつつ娘探しが繰り広げられる。なかなか、設定も面白く、展開

もいいのだが、6 回という短い会で終わってしまったのは残念。2009.11.07 

 

486【ヘンダーソン婦人の遺産】★★★★ 

イギリスの実話に基づくヌードを劇場の出し物にした話し。夫から莫大な遺産を受け継いだ００７の

ボス役の夫人。劇場を購入し、そこの支配人にユダヤ人のチビな親父を雇う。いろいろと出し物をヒ

ットさせるが回りも真似をし、結局ふりだしに。しかし、額縁ヌードであれば OK という政府のお役

人であるオヤジを説得し、ヌードを売り物にするステージを組む。スターには、地方で車にぶつかり

そうになり溝でおぼれかけた少女を見初める。第二次戦争も勃発し、イギリス兵を慰問する意味でも

ヌードのステージを空襲中でもつづける。まあ、なぜ四つ星にしたかは、夫人と支配人のロートルだ

がこだわりの生き方に面白みを見出したからだろう。ハリーとトントのような印象である。イギリス

映画のいいところが十分に出ていたのではないか。2009.11.11 

 

487【八甲田山】★★★☆ 

日露戦争勃発前、明治の有名な話しである。雪山でロシア戦略を経験するため、二つの部隊が雪中行

軍を行う。一方は、高倉健扮する少数精鋭部隊。地元の案内人の下、着実に進める。一方は、神田大

尉率いる 200 名以上の大部隊。かつ、総本部のお偉方も同行するということで、実質は、そのお偉方

の手に。こちらは、3 日間という期間が短いこともあり、完全に雪中行軍をなめきっていた。地元の案

内人も、案内料目当てだと追い払い、素人のみで雪の中に突っ込んでいく。自然を侮るな、大部隊で

はたいへんだ、専門家に任せろ等のメッセージはあるのだろうが、最も印象に残っているのが、雪の

中を先導してくれた年若い女性に、最後まで先導をさせ、最後は敬礼をし敬意を表したところか。感

謝の気持ちの問題か？いや、もっと何か根源的なものがあるような気がする。人間を信じること？い

やちがう。この感動はどこから来たものだろうか。2009.11.23 

 



 

102 

489【不毛地帯】★★★☆ 

かつてのロッキードとグラマンの汚職事件を、ロシアで 11 年間抑留して日本に帰国した元軍人と、そ

の仲間たちを巻き込んでぐずぐず状態になり、結局は、政治家の思うようにされてしまったというタ

イトルそのものの不毛な話し。仲代達也扮する元軍人は、人間性をほとんど持っていないような機械

的な人間であるが、過去の戦争体験やそのときの戦友を頼り、収賄工作に翻弄する。かつて、命を救

った防衛省のお偉いさんを巻き込み、政治家を使い、結局は、思惑どうりにロッキードに決まるもの

の、子供からは馬鹿にされ、戦友は自殺し、もうどうしようもない状態に。いっぱしの軍人かと思っ

てみていたら、かわいい嫁さんを罵倒する等、人間としてもできていないことが暴露される。どうし

ようもない結局はバカであったということだ。軍人を美化するつもりはないが、このような軍人であ

れば人間としての最低限の資質、成長した人間であった欲しい。この仲代達也にはガックリきた。最

初は、数段上の精神力を持った人間かと思っていたら、なんてことない自分より数段子供の人間であ

った。ありゃりゃ。2009.11.24 

 

490【辺境の日本：内田樹】★★★★ 

この人の語りは本当に面白い。今回は、日本人はすぐに回りの雰囲気に飲まれ自分を見失うというこ

とを、アメリカのような建国の歴史・目的をしっかりもった国ではなく、昔から存在してきた国に生

まれ育ったことで、そんなずるずるの国民性が生まれたのだという。そして、それは悪いことではな

く、日本人の利点であると説く。ふむふむ。もっといろいろなことが書いてあったようだが、忘れて

しまった。もう一度、そのうち読むことにしよう。2009.11.24 

 

491【ラスト・ネーション】★★★☆ 

日本が占領中の中国で、抗日運動家の若者が、日本になびく中国人を暗殺するため、裕福な家庭の婦

人を演じ近づく。色気で責めるために、人妻がばれないように仲間と SEX になれた風を装う訓練？を

する。ところが相手は、サディステックな趣味のオヤジであったが、迎え撃つ娘っ子もマゾ的な資質

を持った子であったからさあ大変。憎き日本人びいきの国賊と思っていた旦那さんに、段段と見も心

もとらわれてしまい、最後の最後で、「逃げてっ」と裏切ってしまう。結局、抗日家の若者は全員捕ら

えられ、死刑に処せられてしまう。ああ哀れ、中国の若者よ。・・・・2009.11.25 

 

492【点と線】★★☆ 

松本清張原作の超有名作品の現代版。博多の刑事役にビートたけしが扮する。今一つ、作品の重みが

ないような感じがするが、たけしの演技の限界かもしれない。話は、政治家ぐるみの官僚殺人事件で、

会社社長と病身の妻による時刻表をうまく用いた筋書き。当時は、飛行機というものがきわめて珍し

いため、このようなサスペンスものが生まれたのだろうが、今では、時間を調整するために当然飛行

機というものを利用する。さてさて、でも松本清張の作品のおもしろさは実感できた。2009.11.26 

 

493【トラトラトラ】★★★★ 

真珠湾攻撃までの１ヶ月感を描く戦争大作。アメリカと日本の共同製作というものの、視点としては、

日本びいきに作品を描いたといわれてもしかたないほど、アメリカを間抜けに描いている。内容はと

もかく、ＣＧを用いたものでなく、実写版でのこれほどまでの戦争映画で、零戦がここまでかっこよ

くでてくる作品は、今後もないであろう。いつみても、鹿児島湾での零戦の訓練シーンには胸がとき

めく。戦争映画というものをみて、戦争の悲惨さよりは、この戦うことの迫力・緊張感等に見入られ

るのはなぜであろうか。人間そのものが、やはり戦いを求めているのか。あるいは、特に、自分自身

にそのような傾向が強いのか。自分の性格からいって、穏やかなことが好きだと思ってはいるが、こ

れは勘違いなのかもしれない。このようなことですぐに緊張するのは、それに対する反応がより大き

いということで、好きか嫌いかそのどちらにもありある反応だ。もしかして、自分自身はこのような

闘争が本質的に好きなのかもしれない。2009.11.27 

 

494【行動原理：G.イーガン】 ★★★☆ 

ハード SF 作家であるが、この作品は人間の心の一面、いやもしかしてすべての面について疑念を抱か

せる作品である。銀行強盗に妻を殺された夫が、インプラントという一時的に内面性を変化させる薬
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を注入し、仕返しを実行する。しかし、そこで見つけたのは、妻への愛情からくる殺人者への憎しみ

ではなく、殺すことの解放された心であった。人の命を奪うことは、いらいらしてものを壊す衝動を

最高に解消することであり、いらいらの気持ちがある限り、この衝動殺人は最高の至福の時をもたら

してくれるものであるということだ。人間が、一応、理性的に振る舞っていることで社会が動いてい

るが、これは、機能的・効率的なものを求める社会の要請でこのシステムをとっているだけで、人間

の自然状態における欲求とは別なものかもしれないということである。ここまで、もしかして仏教な

り宗教は人間を見破っていて、そのために罪を背負って生きているなどというのかもしれない。酒井

法子が覚醒剤で捕まったが、単に元気になるだけという理由ではこのようなリスクは犯さないだろう。

やはり、薬をやったときの SEX が至福の時間を与えてくれ、これは犯罪者となるリスクを上回る快楽

だということなのだ。禁断の地へ足を踏み入れるということはこういうことなのだ。人間は、ごまか

しごまかし人間社会という中で生きている。そして、生きている価値というものを社会が与えてくれ

る基準のなかで設定し、幸せか不幸を感じながら平和に生きている。だが、じつは、ここにまやかし

があり、一端、この禁断の地に足を踏み入れたならば、そのような価値観、生きている意味や喜びは

消え去ってしまう。犯罪者のある程度の比率で、こんな世界に踏み入れた人間もいるということだ。

今も犯人を追いかけている鳥取のバラバラ事件の犯人もそうかもしれない。2009.11.28 

 

495【行列】 ★★★☆ 

NHK の６海連続ドラマ。おやじが娘と嫁さんに頼まれて三越の新春売り出しの福袋をめあてに、４８

時間の行列に並ぶが、隣には、娘を誘拐されたお父ちゃんが身代金を抱えて座っている。おやじは、

名前をホウフクといい、報復の意味に間違えられるところから、話はぐちゃぐちゃになる。奥さんの

ダンスの先生や、キリコという女社長のひき逃げ事件を絡めながら、もつれにもつれる。が、おやじ

がそんな誘拐の犯人になれる玉でもなく、警察はどんどんと訳わからない状況に。結構、おもしろか

った。おやじが、若い娘と恋愛ごっこをするのも、奥さんの森下愛子がちょっぴり浮気をしそうにな

るなど。でも、あの森下愛子は、おばさんになるとこんなになるんだ。イメージは残っているが、あ

まりいい年のとりかたはしていないかなあ。人生の重みというか味わいを感じない薄っぺらな印象を

持った。2009.11.27 

 

496【QED 竜馬暗殺：高田高志】★★ 

QED シリーズもの。場所は高知で竜馬暗殺に関わるうんちくを披露しながら、殺人事件の解決に挑む。

今回のも、ちょっと殺人事件の設定に無理があるというか、引き込まれることなく、単なる竜馬暗殺

のうんちくのみに心が引かれる。結局、西郷さん命じるところの薩摩藩の仕業ではないかとの結論で、

その理由は、1600 年の関ヶ原の戦い以来の徳川対反徳川の図式で説明できるとのこと。2009.11.28 

 

497【悪夢のエレベーター】★★☆ 

エレベーターの中に閉じこめられた 4 人。そのうちの 3 人は、不倫関係を突きとめるために派遣され

た探偵さんあちであり。オカマ、ギャル（実は、エレベーターないで殺した男の奥さんの妹）、そして

筋書きを書いたリーダーさん。途中、回想的に同じ文章で数十枚稼がれてしまうのが気にいらなかっ

たが、最後の結末の展開がちょっとおもしろかったので許すことにしよう。まあでも、この作家の作

品はこれ以上読まないだろうな。中身が薄すぎ。2009.11.29 

 

498【子供はわかってくれない：内田樹】 ★★★★ 

そのうち、この内田樹さんはブレークするのではないだろうか。この奥深い表現力はすごいと思う。

思っていることや考えていることで、なかなか的確な表現にならないことを大胆に言い当てていく。

今回のこのシリーズにおいてもそうである。「本が自分を読む」。今まで、なかなか頭にはいらない本

があっても、コンセントレーとしていないというのが関の山だったが、この本が自分を読むという感

覚が生まれたことで、もっとその表現が的確になった。本の中身はまともな本であれば、ちゃんとし

た内容はあるはず。それを呼んでいてもわからないのは、すくなくとも本の方が頭がさえているとい

うことなので、本から自分が評価されているということに違いないのだ。もっと勉強してからおいで、

と、いわれているのだ。がんばって読んで行き場少しづつでもわかるようになっていくのであれば、

本が自分を受け入れてくれ始めたということなのだ。そうなのだ、本は私より偉いのだ！！！！ もう
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一つが、セックスというお仕事。欲というものを享受するのは頭、つまり脳であり体ではない。いわ

ゆる売春としてのセックスというものは、頭が体を酷使している状態であるのでいけないという。こ

れは、確かに分かりやすいし、やっと納得できる答えのような気がする。2009.12.01 

 

499【蘇我氏の正体：関祐二】★★★☆ 

悪人の代表のように言われる蘇我氏が、実は、武内ｽｸﾈからつながる天皇の筋であり、中大兄皇子と藤

原鎌足がその天皇の筋を切ってしまい、それを装うために日本書紀と古事記を編纂したというもの。

詳細については、しっかり理解できてはいないが、以前読んだ QED カリンに同じような話しがあった

ため結構素直に理解できた。やはり、天智天皇というのは、昔から好きでなかったが、やはりという

感じか。もう一度きちんと人物関係を含めて理解してみたいと思う。2009.12.03 

 

500【ペリカン文書】★★☆ 

再見。１０年前以上に一度見たもので、その時の記録が残っていた。学生に扮するｼﾞｭﾘｱﾛﾊﾞｰﾂが、ﾃﾞｨ

ﾝｾﾞﾙ･ﾜｼﾝﾄﾝと最後はラブラブにならないのは黒人蔑視のせいかみたいなコメントを書いていた。が、

今回見て、そこまでの関係にはなっていないということはわかったし、結局、この記者とはつながっ

ているので、その後どうなるかはわからないということなのだろう。それにしても、このｼﾞｭﾘｱﾛﾊﾞｰﾂ

という女性は、学生の時から若くないというか、かわいげがあまりない女優さんだこと。アメリカで、

どこが人気の原因かはよくわからない。日本人の好みではないのだろう。さて、話は、ペリカン保全

を追っかけていた学生が、判事殺しの犯人を推理したレポート「ペリカン文書」をめぐって、そのか

かわりを知った人間が次々に消されていることからドラマは展開する。アメリカの怖さのようなもの

をつたえているのか、真実を知ったものは命をなくすという世界。2009.12.10 

 

ここで 500 テーマに達成しました！！！！！！ 

 

501【暴走老人：藤原智美】 ★★ 

テーマはおもしろいのに内容はほとんどわかりきったものばかり。ただ、近年の老人の暴力化、犯罪

化が高くなっているのは情報としておもしろい。また、昔の状況は今ほど紳士的でなくて、逆に、年

寄りほどがさつなこともあるというのもある。クラクションの鳴らし方もそうだ。今の若者は以外と

紳士的でおとなしいのかも。2009.12.08 

 

502【猫楠：水木しげる】 ★★★★ 

南方熊楠を描いた水木しげるのマンガであるが、相当に傑作の分類にあるのではないか。熊楠のイメ

ージがそのまま伝わる。天皇陛下にも拝謁し、講義する一方、チンポをいじりながら猥談をする。幽

霊をみる。中沢新一が解説で書いていたが、彼は、この世界の陰と陽のなかで陰に根元的な興味を持

ったものと解釈している。まさしくそうで、この世界に表出しているものに根元的なものはなく、そ

の裏にあるものが根元的なものである。そう、ではなぜこのように現れているものが根元的でないか。

それは、表層というのはあくまで仮面ということではないのか。まれに、表層に根元的なものが現れ

ている場合もある、例えば、清廉な少女の微笑み等。しかし、ほとんどのもの、現象は、表層として

でているものは、何かの原因があり、その結果がでているのであり、その原因というものが表層その

ものとは感じることが人間にはできないのではなかろうか。それでは、陽ではなく、陰はどうだ。陰

は、表にでない現象であり、これは、原因と結果からいうと、結果には違いなのだけれども、着飾る

必要がない、化粧して人前にでる必要がないということで、原因そのものが存在せず、つまり、いろ

いろと気を回すことの必要がなく、素のままで表出できるからであろう。このような怪しげなものの

本質は、実は根元的なものであるということで、密教にもつながる。表出しているものをみても理解

できないから密教になるということだ。さて、この文章は後で読み返して理解できるのか。それこそ

密教的な文章である。わからないときは、もう一度、「猫楠」を読むことにしよう。2009.12.13 

 

503【かなりへんだぞ「クラッシック通」：神沼遼太郎】 ★ 

音楽の本と思って購入したら、音楽とは関係なしにどうでもいいことのグチ本でした。こんな本に 830

円も払ってしまった。やはり、本は選ばないといかん。2009.12.13 
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504【日本沈没】 ★★ 

1960 年代の当方による小松左京原作のオリジナル映画。全前半は、竹内さんのウエゲナーの大陸移動

説の説明等幼稚な感じがしたが、後半の丹波扮する総理大臣の苦悩、いったい問題は何なのか、人間

が多いことだという単純なものの見方。為政者に必要なな感覚なのだろう。日本人が放浪するように

なる恐怖をユダヤのさまよえる人に映し変えながら考える。人間としてのドラマは、新しい草薙剛君

の作品の方がなかなかいい感じであったが、これにはこれの良さはある。2009.12.13 

 

505【パンデミックと戦う 瀬名秀明、押谷仁】 ★★★☆ 

新型インフルエンザに対する対策の話で、ＳＦ作家の瀬名との対談集。非常に読みやすい。対策に、

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞとﾘｱｸﾃｨﾌﾞがあり、状況によって使い分けないといけないこと、神の視点と無視の視点があ

ることで、現場と大本営の二つの視点がいることが示される。ちなみに日本は無視の視点が得意で、

美空ひばりの「川の流れのように」での終わりのない旅を生用心は、人間は必ず死ぬので終わりはあ

るのではということに対し、日本人は虫の視点でつまりは、現場の人間の感覚が優先していることを

話す。納得。また、素人は専門家の専門性と熱意で納得するが、セミプロは、自分と同じ考えの専門

家に対し同調する傾向があり、これを確証バイアスというなど、なかなか為になる蘊蓄を披露してく

れる。2009.12.19 

 

506【シスター】 ★★★ 

スランプに悩むカメラマンと、そのピンチから救おうと自分の写真を応募したことでとんでもない賞

を受賞してしまいさらに追いつめることによって自殺してしまう姉。その姉の秘密を追いかけする妹

と、その妹を守っていた少年。それぞれが自分の立場で話を展開させる。それなりに独特の雰囲気を

持っていておもしろかったが、最後の詰めが甘かった。実は自殺でなくて等。・・・2009.12.19 

 

507【裁判傍聴マニア】 ★★★ 

今回は、つい泣いてしまった。心中の事件で、旦那だけ助かってしまうため、殺人幇助の罪に問われ

た裁判。ともかく、字も読めなかったチンピラの旦那と、バーのホステスの縁でつながった二人。お

互いに支えあう存在となり、ほしかった子供にも恵まれず、庭の花壇の花を植えることで楽しみを見

つける。やはり子供に恵まれなかった夫婦というのはつらいのだろうな。よかったよかった。

2009.12.19 

 

508【大明国へ参りまする】 ★★★☆ 

土官（とかん）という役目の遅刻常習犯の武士が、明国への施設団のリーダーとなり、商人や坊主た

ちと一生に中国へ行く。その背景には、北山殿、足利義満の日本国王への野望がある。そんな政治的

なことに無頓着で、出世したいばかりに引き受けるが、なんと結局は名リーダー的にやりこなす。途

中三郎四郎という絹商人が、美しい中国人にだまされて、人から預かった銭も一切合切失う。人間の

弱さや、政治的でない人間の働きみたいなものを表現しようとしたか？それはよくわからないが、物

語としては結構おもしろかった。2009.12.22 

 

509【田中一村美術館】 ★★★★★ 

生まれてはじめ奄美へいく。焼酎以外にみるものはないかとパンフレットをみていると「田中一村美

術館」があるでないか。久しぶりに一村の絵でも見ようと開展すぐ 9：00 にバスでいきつく。南画が

最初に展示してあり、印象は特になかったが、奄美の作品に近づくにその才能のすごさに感じいって

くる。最後の奄美のコーナーでは、やはりすごいのひとこと。かつてみたイメージをひきづっていた

せいか、もっと大きな絵のような気がしたが。アカショウビン、チョウ、ドナンの印象的な絵がとこ

ろ狭しと飾られている。また、絵に添えて、一村の人柄や言葉が残っており、その人柄の良さと、自

分の真心に忠実に作品を残したいという強い心の両方を感じ取られてジインと感動する。この一村の

心の中の自分の真心とはいったいなになのか。千葉の時に結婚話があったというが、そこで結婚して

いれば、もっとふつうの絵描きになれていたのかもしれないが、姉の一言で独身で過ごすことを決意

する。その、一村の心の中にあるもの、姉の一言のために、姉のために結婚するのをやめたのではな
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いのであろう。自分の心を見極めることが、姉の言葉でできたのだと思う。その、一村の心の中にあ

る「自分の真心」。こいつはいったい何なのだ。絵を描きたいという欲求か。何かの啓示か。ともかく、

55 の自分と奄美で描き始めた一村の年齢がだぶることもあって、より感動した。2009.12.22 

 

510【電車のデザイン：水戸岡鋭治】 ★★★☆ 

ＪＲ九州の車両のデザインを一手に引き受けている水戸岡氏。彼のデザイン集のようなもの。内装の

いいが、それ以上に車両の外装がかっこいい。この評価は九州の人々の共通認識ではなかろうか。公

共デザインにここまで独占的にインパクトが与えられる仕事してきたことはやはりうらやましい。後

半のコメント部分は、あまりおもしろくはなかったが、「米仕事」「花仕事」のように仕事を二つの性

格に分けてやっているところ、フェアな談合があってもいいとの記載が記憶にのこる。2009.12.26 

 

511【南北朝の動乱：森茂暁】 ★★★ 

鎌倉時代の最後、北条氏が崩壊し、南北朝にはいる時代の戦いの歴史を読み説く。後醍醐天皇が、鎌

倉幕府に反旗を翻し、幕府から討伐に送られた足利尊氏も後醍醐側に寝返り、といっても北条氏が滅

亡、つまりは鎌倉幕府が滅亡するや尊氏は、後醍醐天皇を裏切り、もうぐちゃぐちゃじょうたい。つ

まりは、一気に既存の勢力が崩壊したことと、力にて奪うが勝ちのなかで、尊氏も天皇をたて、朝敵

ではなく、天皇家の内紛という形を取ることで、名目をいだく。そう、この名目なき戦いは、きわめ

て厳しいものであることが理解できる。九州の菊池の戦いや博多の鎮西府等、九州にもまつわる話が

多くでることでも興味を持った。半分程度読んで、疲れてきたので続きはまた今度かな。2009.12.26 

 

512【黙秘】 ★★★☆ 

悪たれをつくのがストレス発散のおばちゃん。とんでもない旦那と結婚した性で、本当は気のいい人

間であったのが、殺人犯へとしむけられる。弁解するような面倒くさいことはする気がなく、勝手に

思えばいいとつきはなす。しかし、娘だけには真実を知ってほしいと考えるが、その娘もおやじの幻

想を持っていたり、ＳＥＸ強要されたことを心に封じ込めているため、母親を疑う。そして、20 年間

つとめる金持ちのばあさんゴロシの嫌疑までかけられることに。娘は、おやじの性で 13 歳からマリフ

ァナをやり始め、メンタル的にくずれていく。結局は、ばあさんゴロシの嫌疑は晴れるし、遺産も入

ってくる？暗い物語ではあるが、女性蔑視の世界観への強烈なメッセージでもある。でも、まあ、娘

から、真実よりも世間体をいわれるとつらいと思う。ここでの魅力的な存在は、この悪たれつくおば

さん一人であった。2009.12.26 

 

513【蛇にピアス】 ★★ 

今時の若い子が、パンクの子にひかれ、べろにピアスをし、次は背中に入れ墨をということで、裏街

道まっしぐらなのだが、話はここまでは威勢が良かったが、途中から、生きていく気力がなくなり、

また、男がいなくなったと寂しがり、単なる子供であったということがばれる、一気に面白味がなく

なる。せっかく、裏街道いくのなら、しっかりといってくれと思うのだが。変態的なＳＥＸというも

のの、BACK のマンネリであるし。やっていることが、無鉄砲ではなく、単なる子供じみたお遊びな

のだ。つまらん。2009.12.27 

 

514【灰とダイヤモンド】 ★？？ 

かの名作でありがんばってみようとしたが、寝てしまった。はなしが、イデオロギー的でつまらなそ

うに見えたのだが、本当におもしろいのか。はたまた、おもしろいという定義を変えてみないといけ

ないのか。2009.12.27 

 

515【白いドレスの女】 ★★★ 

1980 年代のサスペンスであるが、なかなか新鮮。ドラマは、弁護士と金持ちの奥さんというよくある

パターンで、その奥さんが遺産を独り占めするのに弁護士の男心を利用し、巧妙に罠を仕掛けていく。

最後は、うまく自分が死んだように見せかけて、南の島で別の男との逢瀬を楽しむ。昨日みた「黙秘」

と全く反対の女の像が描かれているが、この白いドレスの女の喜びとはいったいなになのか。金で手

に入るものがすべての感覚がなければここまでドライにはなれないであろう。というよくあるメッセ
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ージでした。2009.12.28 

 

516【のだめカンタービレ パリ編最終編前編】 ★★★☆ 

映画版ののだめ。去年の正月に特別ドラマ編があり、盛り上がり、その続きを映画化したが、昨日は

あまりはいっていなかった。ドラマは、特に解説するまでないが、ちあきがウイーンで常任指揮者を

やることになるが、まるでライジングスターオケのヨーロッパ版でだめオケ。それを立て直すが、立

て直したのは、コンマスのおじさんの努力。最初は少しだれていたが、中半の音楽家たちの奮闘ぶり

に思わずジーンと来る。さて、4 月の最終編後半はいかに。2009.12.28 

 

517【鳩山政治を科学する】 ★★★ 

なかなか楽しく読めました。民主党にとって無駄を省くとは、民主党のためにならないことはしない

という意味であり、民主党の支持者が国民ということであり、・・・・。よおくわかりました。このま

までは、日教組がまた復活することも、組合が復活することも。だめじゃん。あとおもしろかったの

は、3 人の見合い候補から一人選ぶときの選び方、ランダムにやれば確率は 1/3 だけど、OR を用いる

と 1/2 となることは特に、へええという感じでした。2009.12.28 

 

518【ﾛｯｸｽﾄｯｸ＆ﾂｰｽﾓｰｷﾝｸﾞﾊﾟﾚｽ】 ★★★☆ 

このイギリス風のセンスある感覚は好きですね。話は、4 年組の若者のちんぴらの一人が、ギャング的

なボスがバーをほしがっため、バーの持ち主の息子をギャンブルでとんでもない借金を作らせ、取り

上げようとしくんだものの、何とか金を作ろうと、自分たちの部屋の隣にでやっている薬の売上金を

奪う計画をたてうまく盗んだものの、そのボスは、もともと借金を作ったボスであったところから、

話がややこしくなる。結局は、ギャング同士で殺しあい借金は返さなくてよくなったのだが、・・・。

そういえばこの作品に女の子は一人もでない、いや、ラリっている子でマシンガンを撃ちまくる娘が

一人でていた。ちょっとホモさん用の作品なのか？？？さてこれが、2009 年最後の作品でした。じゃ

んじゃん。2009.12.31 

 

519【X ファイル・ムービー】 ★☆ 

劇場版の 2 作目。さて、どういう意味がこの作品にあるのか。なぜ、X ファイルでこのような作品を

作る必要があるのか、わからない。話は、臓器移植の悪徳商売人が殺人を犯すのをくい止める話であ

り、ほとんど神秘性はない。唯一、犯人、犯罪現場をビジュアルできるという元性犯罪者の存在だけ

であるが、特に物珍しいわけではない。また、スカリーとモルダーができているのもちょいと興ざめ。

なにもかもが、この作品の意味をなしていない。さて、今年最初にみたのがこの作品であるというこ

とで、なにか、少しは考えてみよう。しょっちゅうでてくる神の存在？本当にアメリカ人というのは

こんな感じで神を信じているのか。確かに、最後の判断の拠り所を求める気持ちはあるがそれが神で

あるのはまずいだろう。判断が間違ったら、神のせいにするのか。神という存在は、善し悪しを導く

具体的な存在ではなく、存在そのものの拠り所であるべきであろう。いいとか悪いとか、ほとんどは

心の持ち方次第のところもあるし、自分に起こっているすべての事象は、いいとか悪いとか単体で決

めれるものではないだろう。最後まであきらめないというこの作品のメッセージは、神に限ったこと

ではない。というような、どうでもいいことをだらだら書かせてしまうこの作品の問題であろう。困

ったものだ。2010.01,04 そうか、あの 2010 年になったのだ！！！すごい。 

 

520【坂の上の雲】 ★★☆ 

NHK のＴＶドラマ、とりあえずは 5 回分だそうな。次は、今年の 12 月ということで 1 年間待たされ

ることになる。話は、司馬遼太郎の小説のドラマ化で、日清戦争、日露戦争時代の秋山兄弟と正岡子

規の話。多くの話があるはずだが時間の関係上はしょるはしょるで、結局、ダイジェスト編を見せら

れたような感じであり、あまり感動もしない。作家の明治の軍人美化意識がやはり感じられる。

2010.01.05 

 

521【ﾊｯﾋﾟｰ･ﾘﾀｲｱﾒﾝﾄ；浅田次郎】 ★★★ 

元自衛官と元財務官僚が 55 歳で肩たたきで、中小企業なんたらの金貸し組織に天下りをする話。基本
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的に何の仕事も与えられてはいないのだが、まじめなこの二人は、ダメもとで踏み倒された借金を追

っかけるが、以外や以外、ちゃんと金を返してくれる人が続出し、3 億以上の現金が集まる。ようは、

これを猫ばばしてやろうと、この二人と中年んのおねえさんの 3 人でたくらむものの、上手のおばあ

さんに一杯食わされるという話。天下りの痛烈な描写、アメリカ式＝軍隊式のピラミッド型年齢構成

では日本はうまくいかない、日本は、三角形でなく四角形であるという理屈はいいねえ。最近は、浅

田次郎の作品を避けてきたが、少し読み返してみてもいいかと思う。2010.01.05 

 

522【シャイン】 ★★★☆ 

ピアニストのヘルフゴッドの実話を元に作られる。経る府ごっと本人の天才性と小児性に匹敵するぐ

らい、彼の父親の描き型は異常である。時代的にはホロコースとが行われた時期におやじが生きてい

たためその影響かとも思われるが、それにしても自分のことだけで生きているこの小児性は異常であ

る。そのせいで彼の人生が完全に支配され、そこから抜けられない、大人になりきれない。この相互

依存的な関係がこの作品の主テーマなのだろうか。あと、加えるのであれば、音楽の持つ力というこ

とであろう。作品を弾いたために精神がぼろぼろになる。そんな力を持っているということがあるの

か。あるのだろう、今、WAISE のプレリュードの作品を弾いていてそう思う。いかに意識を集中する

か、その集中することで曲が答えてくれる。ぼっとしていればぼってした答えしか返ってこない。音

楽だけでなくすべてのことにいえることである。2010.01.10 

 

523【島の色 静かな声】 ★★★☆ 

佐大ギター部の新年会に時間があり飛び込んだ映画館。自分以外にはだれもいず専用の映画館となっ

た。そこで見た作品は、石垣島にすみ染色家のドキュメンタリー。色と声。姿形を形成する以前の根

元的な存在。色などというのは、マンセルの色標準でどんな色でも作り出せると思っているところか

ら間違いというのがわかる。色の元は、植物などの生物が作り出す色。その色を見いだすために、草

の葉や根を見つけだし、経験的な技術により思った色を作り出す。科学技術で作る色は、あくまでも

未熟な人間の想像の域をでるものではないが、自然との共生により作り出される色は人間の想像力を

遙かに越えた色が生み出せるし、それでなくては人間は育っていかない。恐らく、科学技術が発達し

て以降は、人間の想像力を越える物は生まれ切れていないのではないか。人間が科学という武器を手

に入れるとともに、同時に自然から教えてもらう技術を失ってしまい、それは人間を越えるものでは

ないため退化していっている、そんな気がする。ギターもその音づくりは単純である。弦を張って引

くという行為で音楽という世界が構成される。電子的に作り出す音はこういうことにはできないのだ

ろう。そう考えるともう一度身の回りを見直さなければいけない。根元的な物から離れてすぎていな

いのかどうかということを。そういう意味でも大切な作品だった。難点をいえば、監督が島のおやじ

に惹かれすぎてあまりにもこだわりすぎているという点である。2010.01.10 

 

524【２０１２】 ★★★☆ 

地球滅亡物のひとつ。これらの作品の味噌は、地球滅亡の理由、その解決方法にある。理由は、惑星

直列・太陽活動にみるニュートリノが地球内部で化学反応を起こし、地球の核が流動化するというこ

と。温暖化ではないところがまだいいか。その解決方法は、ノアの箱船である。巨大な船を中国で建

造するということで、ストーリーとしては、そんなに目新しくない。しかし、映像は新鮮だ。これま

での大地震や津波の映像に加え、地表が簡単にめくりあがる。実際、地殻に変動があればこの程度の

ことは起きるのだろうという印象は持つ。むしろ今までのカタストロフィ物はなんだか表面的なだっ

たが、ここまではなるだろうという意味で違ったリアリティがあった。ドキドキハラハラは、マンガ

チックであったが、内容が内容だけにあまり気にならない。最後のお父ちゃんが身を捨てて子供や妻

を救うために犠牲なるシーンは、いつものお涙ちょうだいだが、実際にその現場に遭遇したならそう

するだろうし、それで命を落としても本望だと思う。死に方としては最高だろう。ということで、な

かなかおもしろうございました。2010.01.14 

 

525【さよならドビッシー：中山七里】 ★★★☆ 

全身やけどを負った少女。その少女がピアニストとして、障害を克服しながらコンクールで優勝する。

しかし、その途中は遺産問題等で、殺人事件が起きる。さて、どのような結末に至るのか。実は、火
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事が起きたときに家にいたルシアという東南アジアの子が、冗談でパジャマや寝室を入れ替えていた

ため、そこで入れかっわっていたという話。殺人事件は、そのせいで、誤解が誤解を生み引き起こさ

れたものであったということ。そして、ピアノの教師岬先生は、そのことはある時点で気がついてい

たが、誰であろうがその本人であることには違いないということで、教え続けてきたということ。す

べてのことにつながるが実践をしているのは、名前を変えようが顔が変わろうが、本人そのものであ

るということだ。でも、この結末のあり方には気がつかなかった。これはすぐに映画か、ドラマにな

るだろう。2010.01.17 

 

526【ボヘミアン・ラプソディ】 ★★★★ 

NHK BＳの作品。クイーンのボヘミアン・ラプソディの歌詞をベースに、クイーンの歴史というか、

曲の謎というか、いろいろのことを解き明かそうとする。鳥肌がでるくらい好きな曲ボヘミアン・・

であるが、その歌詞からくるドラマ性も知らなかった。「お母さん、今、人を殺してきた。こめかみに

銃口を当て引き金を引いたら死んじまった。僕の人生は始まったばかりなのに、もう終わってしまっ

た。・・・・」こんな衝撃的な始まりだったそうな。ひとつの曲がもつ力。その大きさは、本当にまか

不思議なところがある。死にかけて、もう残された時間があと 5 分というときに聞きたい曲のひとつ

がこのラプソディだろう。ちなみにこの曲は実に 180 トラック以上の音が重ねてあるという。生ギタ

ー一本で奏でる音と全く違うのは、そのような音の厚みを生み出す工夫と努力がある。それをハイテ

クのない 1975 年に作ったというところもすごいというか、こんな技術がある時代では、そのような人

間の持つ工夫や想像する能力はなくなってしまっているのだろう。自分のことでも、30 年前はいろい

ろな工夫をしていた。今は、簡単に素人でもプロ的なことができる。しかし、これは、相当に悲しい

ことなのだ。ほとんど、生きて着る自由さや楽しみを奪われた時代なのだ。ああ、なんてこった。

2010.01.18 

 

527【ボトルネック：米澤穂信】 ★★★ 

中学 1 年生の僕が東尋坊に、彼女でもな女の子が崖から落ちて死んだのを気にしてお弔いにいったら

自分も落っこちてパラレルワールドというか別の世界にいってしまった。そこでは、自分はいなくて、

水子で死んだ自分の姉が存在し、世界は同じ用で微妙に違う世界がそこにある。さて、自分が存在し

ていない世界というのはどんな世界だったのか。この作品の場合は、すべてとはいわないが、いろい

ろなこと、両親の離婚や浮気や兄貴、死んだ彼女、すべてがいい方向に流れている。そんな現実を見

せられ、自分の存在に疑問を持つ。結局は、自分の存在を消してしまいたいと思いエンド。さて、な

かなか設定やメッセージはおもしろいものの、今一つの点は、主人公が少年であるという点だろう。

これが中年のおっさんであればもっとリアリティがでるのではなかろうか。さて、自分に問題を入れ

替えてみると、自分の存在がなければ、絹さんとの出会いもなく、子供たちも孫も存在しない。その

意味では、自分の存在意義はあると思う。しかし、いろいろと巻き散らかした影響は結構あるのだろ

う。そのために、本来違う人生を歩んだかもしれないのに、というケースもあるのだろう。だが、そ

れはお互い様だ。自分の知らないところで、もっと違った自分というものが存在していた可能性はあ

る。だからといってなんなのだろう。作者がいいたかったことは、結局は何なんだ？設定のアイデア

がおもしろいだけが作品を書いた理由であれば、ここが限界だろう。その奥にある人生観や人間感、

それはいったいなんだ。よく見えてこない。2010.01.20 

 

528【たまたま：ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾑﾛﾃﾞｨﾅｳ】 ★★☆ 

偶然のなすわざをテーマにした作品。成功も失敗も、本人の能力より偶然の支配が大きいということ

を事例や確率を元に紹介する。たしかに、失敗した人間からみれば、能力を否定されるよりは心地い

いかもしれないが、なにかすっきりしない。確率の話は、確かにおもしろかった。3 つのドアがあり、

そのうちのひとつに宝物があり、ひとつを選び、その後、3 つのうちひとつをあかし再度選べるとする

と、チェンジした方がいいのか等。2010.01.20 

 

529【神仏たちの秘密：松岡正剛】 ★★★★ 

「フラジャイル」の作者松岡氏の連塾の記録である。日本とは、日本の方法とは、ということをテー

マに 6 回の講義を行ったうちの前半の分である。知識の宝庫であり、その整理の仕方はさすが情報工



 

110 

学研究所の所長である。記録に残すよりこの本自体を読み返す方が手っとり早いほどの情報がしっか

り詰まっている。日本の考え方では、原子に還元する考え方ではなく、すべてが重なり写しあってい

る世界であること、貴族が感じた「あわれ」を武士は一発で「あっぱれ」に転換したこと、矛盾して

いるものが一緒にいる「そろえる」という概念。あわせるでなく、そろえるということ。また、生と

死はすぐとなり合わせであり、三途の川は決して大きな川でなく、そこにかかる橋もちょっとした橋

であり、しかし、渡ったら戻れない橋であること等、日本の持っている価値観を凝縮してしゃべって

いる。さすがにこのレベルになると、聞いている人たちもただ者ではない。鈴木清純やＩＴ社長、文

化人、芸能人等等。さて、その下巻も読んでしまおう。2010.01.24 

 

530【ラドン】 ★★ 

ゴジラシリーズの第 3 段。昭和 31 年の作である。わたしゃ、2 歳。話は、阿蘇の炭坑（阿蘇に炭坑が

あったのだ）で、おかしな巨大ヤゴが出現。坑員や警察官を次々と殺していく。そのあと、おまちか

ねラドン登場。西海橋を壊し、佐世保から福岡へ。新天町、岩田屋、西鉄福岡駅（高架でない時代）

を壊して、大活躍。でもあっけなく最後は死んでしまう。ストーリーは、きわめてシンプル、メッセ

ージ性も弱く、福岡の町が破壊されることと、怪獣映画のノスタルジアで見たようなものか。最初の

新聞社のシーンで、暑さを地球温暖化のせいだというところがおもしろい。なんと 50 年前にも地球温

暖化ということで騒いでいたのだ。2010.01.24 

 

531【土偶展】★★★★ 

東京国立博物館の特別展。行きあたりばったり見た展示館なので、期待はしていなかったし、土偶と

いうのもマイナーだなあと思っていたらとんでもハップン！そのデザイン・意匠、そして土偶という

存在そのものの迫力のすごさ、斬新さ。とても 2,000 年や 3,000 年前のものとは思えない。仮に、歴

史的な価値を取り除いたとしても、そのアートとしての魅力はしっかり存在する。いや、逆なのか。

歴史性を持っているというものが土偶の存在の中にしっかり入り込んで、その重みがすばらしさとし

て感じるのか。人間がある意識を持って作り上げたものが、時間の中で醸成され、その存在そのもの

を変化させる。そうして土偶の今のすばらしさが生まれているのかもしれない。形而上的な話かもし

れないが、存在に時間という媒体を通して霊的なものが投入されるということがあるのか。確かに、

人間の思いが込められていないものは時間がたっても価値は生まれてこない。そのようなものは時間

の流れとともに朽ち果てる。これは、人間そのものの存在にもいえるのではないか。思いを込めて生

きている時間が多ければ多いほど、その人間の輝きが増していく。気合いや努力というものもあるか

もしれないが、思いいれがもっとも効くのではないか。そんな気がする展示館でした。2010.01.29 

 

532【X ファイル・ムービー】★★☆ 

ネバダで少年が地面にあいた穴に落ち込み、そこに何万年前から住み着いてたエイリアン（黒いドロ

ドロ）が少年にとりつく。話はそこから始まる。あとはモルダーが・・。ハチがスカリーを刺して南

極のエイリアンの基地に閉じこめられる。当然、素っ裸のはずが、モルダーが助け出して逃げ出して

いる間に靴まで履いている。変なの。はい、中間は、忘れてしまいました。2010.02.02 

 

533【アバター】★★★ 

確かに映像はすばらしい。今回は２D であったが、十分い３D の映像というものも想像できる。さて

ストーリーというと、アメリカの新聞で反米反軍映画と批判されていたが、自分たちがやってきたこ

とを映像にすると突然目の前に現実の姿を突きつけられ、それに反応するのだという印象を持つ。「こ

れが人類だ」というせりふがあるが、「これがアメリカだ」といえといいたくなる。同じアメリカ人の

中でこれはだめだと自浄能力を持つものがでるという設定だが、これも違うだろう。いやアメリカ人

は自分でやらかした悪行を人から批判されても動じないため、自浄する事ができるまで待たなければ

いけないというが、それは本当だろう。本当に困った連中だ。それにしても、軍人の親分と事業の親

玉のアホ丸だしは、いかにもアメリカ人というもの。話は、汎神論であったり、白人優越主義であっ

たりと、そのことがベースにあり、自然と共生して生きていこうという種族を低俗と見て自分の欲求

を最優先させ、ぶっ殺していくというまさしくアメリカ的なストーリー。仏教国日本の感性や、自然

と生活していたインディアンの部族を、いつになったら見習うのだろうか。アバターのせりふでもあ
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ったが、「あなたたちはいつになれば目覚めるのですか」これが、最大のメッセージだろう。なお、本

日は、映画の日で 1,000 円でみれたのはラッキー。2010.02.01  追記：このアバターの国は、江戸末

期の日本かも。そこに黒船に乗って毛唐がやってくる。これまで、神神を進行して自然と共生して生

きていた日本国民を近代化の中に引き吊り込む。結局、アメリカ人、白人はとんでもない行為を繰り

返しやってきたし、今後もやっていくのだろう。2010.02.04 

 

534【インビクタス】★★★ 

いい映画だ。南アフリカの黒人大統領で、３０年間も牢獄に閉じこめられていたマンデラ大統領。大

統領に就任してから、白人と黒人の共存した国を作るために、白人の心の拠り所にしていた黄色とグ

リーンのユニフォームを着たラグビーに一役買ってもらった。許しの心で対処するのは一貫したマン

デラ大統領の方針。解放された黒人のための国を作るのでなく、人種にとらわれない国を作るのが大

統領の目標だという。ラグビーの主将である彼は、ちょっと堅すぎ。さて、このラグビーのワールド

カップの試合がこれまでへなチョコだった南アフリカのチームが、本当に優勝したのだろうか。その

史実関係は後でチェックしてみよう。2010.02.06 

 

535【ピアニストがみたピアニスト（青柳いずみこ）】★★★★ 

リヒテル、ミケランジェリ、アルゲリッチ、サンソン・フランソワのピアニストたちの演奏以外の姿

がしっかり描かれている。アルゲリッチの見かけによらず精神的なナイーブさ、サンソンフランソワ

の自由奔放さ、リヒテルの天才性。この本に触発されて、いま、アルゲリッチ・デビューアルバムを

聴いている。まさしくこの本で表現しているマルタがそこにいるのがわかる。この本は、側に置いて

いよう。2010.02.06 

 

536【波の上のポニョ】★★★ 

おなじみジブリ作品。原作は、人魚姫のようなもの。さて、いつものようなメッセージ性はほとんど

ないような気がするが、どうだろう。「千と千尋」では環境問題や少女の自立のようなものが歌われて

いたし、「ととろ」では、人工と自然のはなしがもりこまれていたか。そして、これらの物語には、よ

り神秘性が強く盛り込まれていた。ただ、今回のポニョは、かわいい歌でもりあがるものの、名作と

はいいがたい何かが不足している。2010.02.07 

 

537【竜馬暗殺】★★★★ 

黒木和夫と原田芳雄のベストコンビによる作品。映画という媒体を使って表現する作品として、この

迫力はすごいと思う。白黒のまた、すこしよれた感じの映像が、リアリティを醸し出す。江戸末期の

雰囲気により地核感じることができる。また、原田芳雄の坂本竜馬は、そのがさつさ等が竜馬そのも

ののような印象を与える。今回は、きちんと見たわけではないが、数年前に、見た印象を記載した。

2010.02.07 

 

538【グラントリノ】★★★☆ 

ｸﾘﾝﾄｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ主演のアジア系家族との交流を通じて、俺様は頭にきてんだ的な発想で、でも最後は自

滅してしまう哀れな作品。男は、かつて朝鮮戦争で勲章をもらい活躍したが、本人いわく楽しんで人

殺しをしたということが彼のトラウマ的になっており、幸せという感覚から自らを遠ざけている。隣

近所には、アジア系の家族バカリが越してきて、それも彼は気にくわない。しかし、アメリカ系のチ

ンピラのいい加減さに比べればまだかしか的な感じでつきあい始める。気に入ったのが大学に通う気

の強い女の子。それとどうしようもなくひ弱ガだ頭のいい男の子。この二人を守りたいと思うが、そ

うすればそうするだけ、うまくいかに。最後には、女の子はチンピラにボロボロにされる。そこで頭

にきたｸﾘﾝﾄｲｰｽﾄｳｯﾄﾞは、かつであれば、チンピラを一網打尽にやっつけ、すかっとさせてくれるはず

が、なんと丸腰で出かけ、一方的に打たれておっちぬ。その目撃者がいたのでチンピラは警察に捕ま

ってしまうという落ち。でも、ほんとに警察に捕まり、それ相応の償いをすることになるのか殺され

ている時点ではわかるはずがない。結果論的にはＯＫだが、そうでなければとんだ腰抜けだ。ガンジ

ーの無抵抗主義をＢＥＳＴと考えてのことなのか。いままで映画のなかで、殺しすぎたために、その

パターンに飽きたのか。一気に最後まで見て、見所もいっぱいだが、その点はわからない作品となっ
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た。2010.02.08 

 

539【カンナ（高田崇史）】★★☆ 

歴史ものの舞台で活躍する本来は好きなシリーズ。だが、最近は薄っぺらい。今回も、舞台は長野の

戸隠が舞台で、ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐが、おかくれになった古事記の記載を元に殺人事件がおこる。確か宮司が

殺されたと思っていたら、実は違っていたということなのだが、ほとんど記憶に残らないほど内容が

ない。でも最後まで読んだ。2010.02.09 

 

540【夢見る黄金地球儀（海堂尊）】★★★ 

ﾁｰﾑﾊﾞﾁｽﾀ等の医療小説で抜群のおもしろさを持つ作者の作品で、今回は、全く異なり、水族館におか

れた市町村のふるさと交付金１億円で作った黄金の地球儀を盗みにいこうとするもの。おやじが、海

底潜水艦を作るような技術者で、その工場にあるいろいろな工作機械を駆使して、黄金の地球儀の中

をくり貫いて奪おうというもの。結構は、その貧乏な町がすでにくり貫いて財政の埋め合わせに使っ

ていたという落ちがある。まあ、おもしろいのかもしれないが、読み終えるまでに半年ぐらいかかっ

たか。そんな作品。2010.02.10 

 

541【貪欲の冒険（神崎京介）】★★★ 

ポルノ作家神崎京介の作品。中年のおやじと２１歳の娘が不倫をしている最中に、体が入れ替わる。

その入れ替わった体で男と女、妻と夫、彼と彼女の関係を見直していくというきわめて内容のある話

である。また、ポルノ作家としての腕も見せ、細かい性描写は、きわめていやらしい。しかし、それ

もセーブを効かせて、作家がこの作品は単なるポルノ小説ではないという意識で望んでいる雰囲気が

見られる。ちょっと残念ではあるが。さて、男と女の SEX に対するからだの受け取り方が心に及ぼす

影響。そして、心というものは体という入れ物が変われば簡単に変化してしまうこと。このあたりは

本当だろう。体が変化しなくても、周辺の環境としてのある人間に対する見方やせっしかたが変われ

ば簡単に変化する。犯罪を犯していいわけに「環境が悪い、社会が悪い」という言葉が安易に使われ

ているが、この言葉の持つ意味は結構深いし、真実なのではなかろうか。2010.02.14 

 

542【音楽の聴き方：岡田暁生】★★★★☆ 

これまで 40 年近く音楽、特にｸﾗｼｯｸ音楽を聴いていて、その音楽の聴き方にこれまで「目に鱗」と感

じた本には出会わなかった。今頃、こんな本に出会うとは。ここでは、音楽の聴き方を 2 つのパター

ンに分けている。一つは、人間の感性に従って素直に聞くということ。これは自分がこれまでやって

きた音楽の聴き方で多くの人がやっているというか、特になにも考えなければ自然な聴き方としての

方法である。もう一つは、その方法はあることは前々から知ってはいたが、その本質な意味がわから

なかったためおざなりにしていた聴き方、つまりは音楽の読み説き方であり、音楽が持っている構成

美を理解するということだ。これまでﾊﾝｽﾘｭｯｸの音楽美学の構成美は、感情的に聞くことではなくて、

もっと無機的に聞くことであると思っていた。バッハの音楽がその頂点のようなもので、バッハの音

楽には、感情移入のような部分よりは、音楽そのものの美しさがあるという風に理解しているし、そ

れは間違っていないと思うが、それは構成美とは全く関係のない、いや、関係はあるが本質的なこと

ではないということが分かった。構成美とは、本当に「構成」されていおり、それは、間取りがあり、

柱があり、２階や 3 階の階層があり、その上には屋根があるということなのだ。ロンド形式にしろ、

交響曲でも、その箱となるものがあり、その箱の中にいかに納めるかが音楽を作る作曲家の仕事であ

るということだ。JAZZ の即興音楽を譜面に落として音楽を作るということではなく、まさしく設計図

を書きそこに音符を落としていく作業ということなのだ。当然のことで、薄々というのではないが知

っていたことではあるが、その意味が感覚と知識が一体となって理解したのは、この本を読んでから

だ。特に、交響曲の聴き方が変わった、変わるだろう・・・。2010.02.14 

 

543【トメハネ】★★★ 

NHK の６回連続ドラマ。高校の書道部にいる３人の女の子。そこに柔道の全国大会優勝者の女の子と

へなへなの海外子女の男の子が入部する。原作は、これも漫画からというが、書道というものが漫画

となり、ドラマとなり、そしてそれが青春もので若者に受けているという。これはすごい。のだめの
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音楽、クラッシック音楽が青春ドラマになった時もすごいと思ったが、今度は書道か！こんなマイナ

ーの原点のようなものが青春ドラマとなるとは。まあ、それにしても男の子のひ弱なこと。確かに、

書道の美しさというか、動作の美しさは少し理解したような気になったが。2010.02.15 

 

544【スパイ大作戦：シーズン２】★★★☆ 

この始まりの音楽の印象深さは天下逸品である。これ以上のドラマチックな音楽はないのではないか。

今回は、よくある月１回配布の分冊シリーズに、このスパイ大作戦シリーズが始まったということで

面白ければ続けるかという気楽な気持ちで買ったが、予想道理面白かった。１作目の「麻薬の販売で

香料に見せかけて売っぱらう」それと３作目の「科学者誘拐を地震をつくり連れ戻す」この２作は今

見てもきわめて新鮮である。さて、この調子であればこのシリーズは購入することになるか、X ファ

イルのように。2010.02.16 

 

545【フローズン・リバー】★★★ 

カナダとの国境付近にすむキャンピングカーで生活する貧しい母親と少年二人。おやじは、ギャンブ

ルでカジノへ行きっぱなし。近くにはインディアンの保留区があり、微妙な関係を築いている。ここ

が舞台。貧しいながらも一生懸命に生きている母親と気遣う息子。キャンピングカーも新しいものに

したいし、ＴＶのレンタル料も払わなければいけないし、クリスマスもくるしということで、保留区

のインディアンの女と密航者を運ぶ手伝いをする。カナダとの国境にあるハドソン川？が凍っている

のでその上をくるまで運ぶのだ。パキスタン人を運ぶときは鞄に赤ん坊を入れていたのを知らずに氷

の上に置いてくるし、なにか大きな事件に巻き込まれるのではと思うが、なんとか大問題にならずに

淡々と話は進む。最後の仕事で東洋人を運ぶ途中に、お約束どおり警察につかまる。なんていうのか、

アメリカの貧乏人の姿は日本ではあまり見受けられない。生活保護の手当がある程度しっかりしてる

からだろうか。2010.2.28 

 

546【検察の正義（郷原信朗）】★★★★ 

理工系出身の元検察官が、検察の実態を暴露する。思っていたように、もはや正義の万人ではなくな

っている。特に、経済訴訟、政治訴訟については、幅広い知見と判断力が必要であるが、検察のプラ

イドにこだわるあまりまともな判断ができなくなっている。西松問題もそうだ。だが、小沢問題等は

政治的配慮かとも思い国策捜査との批判もあったが、この本によれば、単なる能力不足による失敗だ

ろうという。それはそれで問題だ。2010.02.28 

 

547【アホの壁（筒井康隆）】★ 

「バカの壁」のパロディではなく、いわゆる空気が読めない連中のことを解く。が、なんかぜんぜん

おもしろくない。本には、この本はヒットすると自分で書いているのだが。2010.02.28 

 

548【ダーク（桐野夏代）】★★★ 

恋人を裏切り刑務所に送り込んだミロ。その母親の二人目の夫は、やくざ絡みの人間であった。母親

が死んで、その血のつながらない父親に会いに小樽へ行くが、そこで盲人の大柄の女といっしょうに

生活していた。恨み心がでて、父親が発作で苦しむがほったからし死んでしまう。そこから、めくら

の女や、やくざの関係者がミロを追いかけ始める。偽パスポートを韓国人に頼んだのが縁でその女に

なり、・・・やることがその都度過激で、だんだんと収拾がつかなくなっていく。きっかけを生んでい

るのはミロだが、そのあおりを受けて周りの人間は死んでいく。最後も、レイプされたやくざの子供

を産んで、おやじの遺産 4､000 万円をもらい、沖縄へ。2010.02.28 

 

549【君たちに明日はない】★★★★ 

リストラ会社をテーマにした NHK６回シリーズドラマ。建築会社、芸能プロダクション、おもちゃ会

社等のリストラを通し、若手リストラマンとリストラされる側の人間模様を描く。最終回の堺まちゃ

あき扮するリストラ会社社長が、「仕事には手段とするものと目的とするものがある」なんて言ってい

たが、これは２０年前に私が行っていた言葉そのものだ！ちなみに、このドラマを４つ星にしたのは、

最初にリストラされそうになり最後は事務局長になっちゃう、田中美佐子が主演だったことが大きい。
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かつての「ダイヤモンドは傷つかない」で体当たり演技をした彼女の４０歳半ばになった彼女の姿が、

本当にいい女になったなあと言う感じでうれしくなった。正月のの NHK ドラマで「遠雷」の森下が

少しケバい年のとりかたをしていてがっかりしたが田中美佐子はよかった。なんだか、青春が守られ

たようなうれしさがある。2010.02.28 

 

550【でっちあげ（福田ますみ）】★★★★ 

福岡市西区で起きた教師の暴力でっち上げ事件。話は、家庭訪問から始まる。この異様な母親は、先

生を捕まえしゃべくりまくる。そして数日後、訳も分からず、学校に抗議に来る。校長も教頭もとも

にクレーマーの母親のいうことを信じ、教諭は暴力教師にでっち上げられる。そして、本当は何にも

やっていないのに、マスコミが鬼のような教師だと一方的に書き立てる。つまりこういうことだ、マ

スコミというのは、たんなる頭のおかしい人間にも簡単にあやつられるということ。これから新聞や

TV は、誰に操られているかを見極めるメディアとして見ることにする。だが、本当にマスコミの連中

は、極悪非道な人間の集団のようだ。さんざん一人のちゃんとした教師をぼろぼろにし、じつはそれ

が間違った報道であったとしても、知らぬ顔のハンベイを決め込む。人間のくずである。検察にしろ、

マスコミにしろ、権力を持った人間がいかに堕落するか。それも、えせ権力を持ったものたちが。

2010.03.05 

 

551【小沢一郎はどのように自民党をぶっ壊したか（大下英治）】★★★ 

小沢一郎を少しヨイショしたような気はするが、現場でいろいろと見ているとそういうことなのだろ

う。新しい議員の面倒見といい、小泉前首相とは真逆の人間なのだろう。大下は、今後１０年間は民

主党政権が続くと言うが、小沢の存在が大きく、小沢がいない民主党は成立しないのではないか。

2010.03.07 

 

552【自然はそんなにやわじゃない（花里孝幸）】★☆ 

タイトルと解説に引かれて買ってみたものの、中身は薄い。自然の持っている仕組みや、きれいな水

にすんでいる魚は実は実力者である等の自分でも知っている話題をさもどうだおもしろいだろうと言

わんばかりに提示されても、そんなことは知っとるわい！と思ってしまう。でも、そのうち、ミジン

コの話などじっくり読んでみてもいいが、とりあえずは、期待はずれ。2020.03.08 

 

553【臨床心理（柚月裕子）】★★★☆ 

新人とは思えない読みごたえ感。話は、知恵遅れの学校で彩という１６歳の女の子が自殺を図る。そ

こに呆然として佇む青年の司。知恵遅れの学校の理事長がそこの女の子にいたずらしているのではな

いか、その性で彩チャンは自殺したのではないか。それを心療師の新米主人公が司君の治療のために

がんばる。そして、司君は、実は共感覚の持ち主で、気持ちが色になって現れる。ん？共感覚で、嘘

発見機のようなことができるのだっけ？という疑問はあるが、そのまま読み通す。一気に読んだ。久

方ぶりの読書感である。なかなか色ぽいシーン、といってもきわどく犯されるというものだが。さて、

今後の活躍に期待。2010.03.08 

 

554【太陽の汗（神林長平）】★★★ 

世界通信社の主人公と、アメリカ人の仲間、そしてペルーの陸軍将軍の３人の主人公が、インカ帝国

の廃墟を巡り財宝？の争奪を行う。話は、アドベンチャーなのだが、神林らしく、そこには人間の根

元に関する問題提起がある。この作品の場合は、日本人、アメリカ人、そしてペルー人はそれぞれの

会話を翻訳機械を通じて会話しているが、その翻訳機がある意志を持ち、お互いの話に干渉してくる。 

それは翻訳機だけでなく、録画機械も、録音機械もすべてが意志を持ち、意図を違えて通訳する。さ

て、ここでの問題は、人間は、今はまだ翻訳機などというものを使ってはいないが、人間の知覚等に

ついては、その情報を頭から信じて行動しているし、それが裏切ったという状況はｍだきかない。し

かし、今後は大いにあり得る。人間そのものが機械に頼りすぎると、いろいろなことを機械を介して

理解するようになる。そうすると、もし機械に総括的な利益を考える能力があるとすると、そのよう

な行動にでるかもしれない。・・・・ということで、少しまた神林にはまってみようかと思う。2010.03.10 
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555【スタートレック】★★ 

カーク船長とスポックの少年時代から、エンタープライズ号の最初の乗組員となる頃の話。んんん！

やんちゃな少年がでっかいエンタープライズ号を動かしているというのは、さまにならないぞう。子

供の遊びの感覚が抜けない。それに話もよく記憶に残らないようなものだったし。まあ、この作品を

見た大分の第一ホテルの環境は最悪だったということもあるが（冷え冷えした狭い部屋）。おかげで風

邪引いてしもうた。2010.03.11 

 

556【完璧な涙（神林長平）】★★★★ 

完璧な機械を描いた完璧な SF という書評のように、内容は濃いかった。話は、無感動症の１６歳の少

年が、毎晩、窓ガラスを割るという話から始まる。引きこもりの暴力少年かと思うが、実は、この世

界では変な妖精が現れ、壊れたガラス窓を修復してもらえるのだという。母親はこの弟君には愛情が

わかず、かといって自分も意味のない造花を作り続けている。ここで、本当に変なのは少年か母親か

という問題提起がある。無感動症の少年は、自分の存在を見つけるために旅にでる。がその最初の頃、

遺跡に眠っていた戦車をたたき起こしてしまい一生追われる立場となる。自分探しの少年と戦車はし

だいに時間の流れがぐちゃぐちゃになる中を旅する。魔湖？という少女と出会い、話は少し華やかに

なるが、その少女の正体は実は戦車だった！！こんなに書くとなんのこっちゃという感じだろうが、

もう一度読み返す価値は大いにあり。なんだか、わからないうちの読み終えたが、そのわからなさの

中でぼんやりと感じるすごさによつ星！！2010.03.15 

 

557【散歩する宇宙人】★★★ 

NHK-FM の FM シアター。FM ラジオの映像がなく、人の話と音楽が織りなすドラマ。結構、これが

聞き応えがあり、映像が浮かんでくるようである。話は、家庭内別居状態の若夫婦の旦那が、宇宙人

に乗っ取られ、人間の概念というものを収集するために、夜な夜な散歩している。概念を抜き取られ

ると、銀行マンからお金の概念を抜き取られると、商売はできなくなり、妹から家族の概念を抜き取

られると家族は崩壊する。結局は、嫁さんが旦那を改めて惚れなおし、愛という概念を与えてしまう。

これによって、おそらく宇宙人は地球侵略をあきらめるということなのだろうが。予想外にはまって

聞いていました、風邪引いて病身のみで。2010.03.17 

 

558【ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝﾊﾞﾄﾝの数奇な人生】★★ 

短編小説は読んで、それなりに面白かった記憶がある。この作品のスタートから３０分ぐらいは、老

人の子供として世間との触れ合いの描き方は、それなりに期待させるものはあったが、ﾋﾞﾗﾄﾞﾋﾟｯﾄに代

わって、青年ぽくなったところから、まさしく想像力の欠如状態に陥って、きわめてチープな話にな

った。俺らでも創作できるような安易な設定、つまりは年取っていく女性と若返っていく青年、若さ

に対する賛美と年を取ることに対する恐怖で苦悩する女性。これはわかる。一方の男性は、幼児化に

向かって過剰に心配する。これはどうかわからない。ちゃんと甘えることができれば、女性は愛する

男を子供として見れるような気がするが、それはしない。どうせお金は遺産としてたんまり貰ってい

るのだから、生活の心配はないのだから、そんな描き方のほうがまだましだと思うが、それにしても、

後半はどうしようもなくつまらない話になってしまった。奇想天外な設定なのだから、単なるラブラ

ブ話で終息してほしくなかった、いち、SF ファンとしては。2010.03.20 

 

559【竹島密約：ﾛｰ･ﾀﾞﾆｴﾙ】★★★☆ 

なかなかのドキュメンタリーだと思う。竹島問題の真実は、いくつかの本が出ており、すでに読んだ

ものもあるが、ほぼ 100％で、日本固有の領土だろう。しかし、韓国の国内事情と日本との関係がい

やらしくからみ、また、いい加減な韓国領土を示唆する出版物もあって、韓国としては、正当な判断

で評価することはできない状況にある。このことは日本も韓国も、それぞれの国を動かす連中はある

程度認識しており、その解決策として、「領土問題の決着をつけないという決着」がなされたという密

約の存在と、それに至る背景を生々しく伝えている。お互いの国益を優先するためになされた結論で、

「あんなもの爆破してなくしてしまえばいいのになあ」と両国の関係者がため息をつくなんて、なか

なかシビアな話を外国人として、第 3 者の目線で公平に記述している。韓国の民主主義や政治システ

ムの幼稚な状況も記載されており、韓国人は読んでいい気はしないかもしれないが。2010.03.29 
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560【世間体の構造：井上忠司】★★★ 

世間体を気にするということはどういうことなのか。世間体とは何なのか。それはいいことなのか、

脱却しなければいけないものなのか。その定義から歴史的な解釈から詳細に記載されているユニーク

な本。あまりに詳細すぎて、途中でくたびれてしまったが、もう一度読み返す価値はある。自分の中

にある世間体を気にする態度がどれくらいあるものか。世間体については、あまり気にしていないと

思うが、それでもしっかりこびりついているのだろう。昨日、NHK 大河ドラマ「竜馬が行く」のなか

で、桂小五郎が黒船に乗り込むとき、それを止めに入った坂本竜馬に対し、世間体を気にしてとめる

のか！と、怒鳴り返すシーンがあり、竜馬もふと目覚めるということがあったが、他人から指摘され

なければ見えないものも多いだろう。さて、そう思って、自分の世間体を考えると、・・・・服装や身

だしなみやマナーのようなものは気にするが、行動を規定している世間というものはあるのだろうか。

ないということは、逆に問題かも。さて、このように自分と世間の関係を考えるきっかけになりはし

たが、この本の内容についは、あまり記憶にない。今読んだばかりなのだが。読まれたし。2010.03.29 

 

561【カラバッジョ】★★★ 

ミケランジェロの生涯を描いた作品。なんと彼の激情家であること。女にしても、自分の名誉にして

も、食ってかかったら止まらない。これでは、あちこち問題を犯すことになるのだろう。最初は、た

んに才能を認められなくて腐っていたが、そのうち、公爵や偉い人たちからも才能を認められ、社会

に出ていくが、その都度、何らかのいさかいをすることで、彼を引っ張り上げた人間に対して迷惑千

万なこととなる。まあ、天才芸術家というのはそんなことなのだろう。才能のために、自分を制御で

きなくなる、いわば、自分の才能の奴隷となることであり、人生として見たときには幸福とは言えな

い人生を送ることとなる。彼のモデルになった娼婦も、神聖なものを冒とくしたとか、ライバルのや

っかみに会い、顔に傷をつけられる大けがをする。これにも当然彼は怒った。結局、名誉ある騎士に

なるものの、上官を傷つけたため、穴倉へ落とされ、結局助けに来たのか葬りに来たのかわからない

人物に船に乗せられ、海岸でのたれ死ぬ。女の首を落としたり、火あぶりにかけられた男、いずれも

魔女裁判や宗教裁判だろうが、公開処刑のシーンは、結構グロイものがある。彼はいう「死を描くた

めには死を直視しなければ」ミケランジェロの絵の見方が少しは変わるかも。2010.03.30 

 

562【００７/ 慰めの報酬】★★ 

TV で再度見る。当初は、見ていないと思っていたが、見てた。しかし、ついだらだらと見てしまった。

水戦争の話である。見たのは 1 週間ほど前だが。2010.03.30 

 

563【河童伝説：高田崇史】★★★★ 

ここ最近の QED シリーズは不作が続いたが、今回の話は、久しぶりにためになった。つまりは、歴史

の解釈の情報が結構ふんだんに盛り込まれているということで、殺人事件そのものはたいしたことは

ない。例えば、「担ぐ」ということが「担がれる」ということは、だまされたということと同じ意味を

持つが、一方で、神輿を担ぐという場合の担ぐと同じである。矛盾しそうな館 j がするが、実は、とい

うことで、神輿自体がだまされた地方の先住統一者で、侵略され、だまされ、神に祭り上げられ、あ

がめられる以外のすべてを失った者たちということであり、要するに、担がれたのである。河童も、

河津者たちであり、河原ものとして貶められた人々のことであるという。妖怪の多くは、このように

恐ろしい存在というよりは、やはり哀れな存在として描かれているのはそういうことなのかと納得。

この作品は、もっと多くの歴史情報が満載していたが、十分に理解できていないので、また、機会が

あったら読み返したいということで四つ星とした。2010.04.04 

 

564【スタートレック：メネシス】★★ 

ピカード艦長のエンタープライズ号。ある星でアンドロイドのバラバラの状況を見つける。集めてい

くとそれは、データに。データの前進 B4（ビフォー）モデルであった。さて、話は、突然に（突然で

もなくちゃんとした前置きはあったが忘れたので）ピカード艦長のクローンらしい青年が敵艦の司令

官として登場する。長期的な計画で、ピカード艦長の偽物を作るということで生まれた彼は、頭脳と

判断力で、リーダーとなっている。ピカード艦長はすごい？？この人の存在だけが連合艦隊を維持し
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ているという。超能力者のテアナも、目が見えない彼も、イメージが全然違っておしゃれになっての

登場。艦長と副長は変わらないが。話は、クローンと対峙した時にどう行動するのか。クローンと自

分とは何かやはり家族のようなあるいは家族以上のつながりがあるのか。なさそうな気がするが、こ

の問題でピカード艦長は悩む。・・・・・2010.04.04 

 

565【うわさの人物（加門七海）】★★★ 

内田樹の影響かもしれない、怨霊や幽霊のようなものに興味が行く。今回の作品は、彼女がいろいろ

な祈祷師、占い師、ユタ党にインタビューをして、予言や霊とのつながりをどのように感じているの

かを聞きだしたもの。けっこう皆さん平然と、その存在がものをみるという次元で見えるとおっしゃ

る。数人かは、夢や金縛りの状態について説明していた。何を隠そうこの私も、金縛りと、あわせて

「明晰夢」を見ることは自慢である。明晰夢のなかでは、意識ははっきりしていて、自分も現実と同

じように操れる。そして、物を持ったりする感覚はまったくリアルに存在する。そのため、一種の夢

であっても、すごく現実感があり、かつ経験として心に残ってしまうものである。最近は、少し見な

くなったような気がするが。ということは、この状態がもっと神への声掛けのようなものにつながっ

ていくのであれば、私も霊媒師になれる？安倍の清明のような妖術使いになれる？2010.04.05 

 

566【ネクスト：ﾏｲｹﾙ･ｸﾗｲﾄﾝ】★★☆ 

科学サスペンスの大御所で、つい最近亡くなったｸﾗｲﾄﾝの遺作ともいうべき作品。遺伝子操作、遺伝子

特許等にまつわる SF で、人間とチンパンジーのあいの子が暴れるは、人間とオウムの合いの子がべら

べらしゃべるは、変なガスを吸って麻薬中毒から解放されるものの一気に老けてしまうは、世界が遺

伝子的に大混乱になる世界を描く。テーマは共通だが、あまりにいくつものシーンが同時進行してお

り、ぶちぎり状況なことと、事件としての納めはあるが、テーマに対する決着がつけられていない。

それは補足として付いている提言がそうなのかもしれない。2010.04.10 

 

567【マーシャル・ロウ】★★★ 

ﾃﾞｨﾝｾﾞﾙ･ﾜｼﾝﾄﾝ、ﾌﾞﾙｰｽﾘｰの名役者が出て、ニューヨークでのテロ事件をきっかけに、FBI と軍、そし

て魅力的なおばちゃんが演じる CIA が三つ巴となって展開する。バスジャック、バス爆破事件で、ブ

ルックリンがベイルート並みの無法地域となり、軍が戒厳令を敷き、戦車等が町を走る。アラブ系の

市民が片っ端から拘束される。そんな、非常に現実味ある状況を描く。FBI の通訳役を演じた、ｷﾞｬﾗｸ

ｼｰｸｴｽﾄでもとぼけた役のちょっと中東風のおじさんも出て微妙な感覚を受ける。彼は、コメディの役

者のような気がするが。映画としては面白かったが、いつものアメリカ映画の不満で、テロは悪だと

設定して善悪の戦いにしているが、テロを引き起こした原因はアメリカそのもののうぬぼれた他国へ

の介入だろう。最後に一言、アメリカは世界の警察官などとうぬぼれるなというメッセージがチラリ

と出ていたが、まさしくそのとおり。2010.04.10 

 

568【市原千秋・コンサート】★★★ 

バックステージで、昨晩に引き続きライブを聴きに行く。前日は、博多なにがしという 16 名？のビッ

グバンドの演奏で、自分の感性になかなかビンビンと来た。今日のちあきちゃんのボーカルは、ピア

ノが大阪から来た清水さんで、なかなか繊細な音を出していた。ちあきちゃんも力まずによく歌いこ

んでいる感じはあるが、語りが固い。そのせいで、いま一つスイングできないところがあるが、ガ丘

の連中は、基本的にそんな感じか。心の構えが、一本スーッと抜けたところになかなかこない。前日

のビッグバンドのリーダーの語りは、人間性がよく出てよかった。さて、プロとアマの差が本当にな

くなってきたという感じはあるが、アマのレベルが上がったというよりは、プロのレベルが下がった

のか。あるいは、本当にプロといわれる人たちがいなくなってきたのか。クラッシック界は、その点

はまだまだ明白で、プロの音楽家と素人のグループの差が歴然としたものがあると思う。ジャズマン

という音楽家は、意外と農家と同じように、専業化が困難で、副業としての商売としてやっているよ

うな状況なのかもしれない。これは、クラッシックの人間でも同じようなところがあるかもしれない

が、ジャズの世界のほうが、より入りやすいところもありそんな雰囲気にあるのだろうか。あと、ジ

ャズには、悲しみの感情への作品がほとんどなく、いけいけのスイングものが中心になるところに自

分としては飽きてしまうところがあるのかも。また、ボーカルの魅力が今一つ理解できないところに
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も問題があるのかも。音楽は建築物のようなものと考えているので、JAZZ ボーカルを演歌と同じよう

に聞いているせいかもしれない。2010.04.10 

 

569【ラストエンペラー】★★★ 

4 時間近い大作でアカデミーを多くの部門で受賞したもの。中国清の最後の皇帝溥儀が 3 歳で皇帝に

つき、革命で追い払われ日本の傀儡としてふたたび皇帝の座に就き、家族、奥さんや国民からも離反

してしまい孤独に人生をおわる。最後は、庭師のような生活であった。ともかく、本人はそれなりの

しっかり者で頭もよかったのかもしれないが、歴史に翻弄された。皇帝として育ち、皇帝としての生

き方しかできない。洋服のボタンかけから、靴ひもを結ぶまで、すべてをお世話係が行う。彼が一番

楽しかったのは、結婚し、一人妾をもらい、3 人でベットで遊んだ時なのか。溥儀のイメージがよく出

ていたと思う。でも 4 時間は長いなあ。2010.04.11 

 

570【力道山】★★ 

ラストエンペラーを見た日の夕方に、また 2 時間半の作品であった。朝鮮からわたってきて相撲取り

になり、関取までには出世したものの、人種の壁で上への昇格は認められない。関取になったのも、

後援会の親分さんに見染められるように、いじわるした先輩を使って、泥棒の嫌疑をかけられるよう

に仕組んだ。これにはちょっと参った。その後も、韓国人の良い所か悪い所か知らないが激高しやす

く、自分を主張する。だが、日本が敗戦で意気消沈しているところへ、アメリカ人レスラーをぶん投

げるのはさぞ気持ちのすくことだったのだろう。奥さんの綾さんは、かつての日本人女性の鏡のよう

に、旦那さんのわがままをどこまでも聞いてくれる存在であったが、それでも付いていけなくて、実

質的に別れたことになったが、最後の自宅を力道山がのぞくシーンは少し意味不明であった。単にす

れ違ったのか、お手伝いが気を利かせて合わせなかったのか。まあ、でも結構疲れた。2010.04.11 

 

571【ステイ】★★★☆ 

意味不明の作品ではあるが私の好みではある。冒頭で、事故のスローモーション。そして燃える車を

背にヘンリーこと、神様のような青年がスタスタと去っていく。彼は、未来を予知できるといっても

雹が降るとか、こんなことをしゃべるとかたわいのないもの。また、めくらのおじさんの目が見える

ようにしてあげるとか、電車の中の喫煙をとがめられて自分の腕に押し付けて消すがちっとも痛がら

ないとか。そして、ここから、時間が、そしてこの世とあの世が交差した不思議な世界が繰り広げら

れる。この犠牲になったのは、一見、精神科医ならぬ精神科医。ブロンドのきれいな彼女が絡み始め

るが、ヘンリーの死んだばあさんと出会ったり、時間が同じところをぐるぐると回り始めたり。この

ブロンドのお姉さんは、昔、手首の血管を縦に何度も切り裂いたことのある自殺願望の経歴の持ち主。

ストーリーはぐちゃぐちゃであるが、映像のつなぎの面白さや、映像の印象深さはとても気に入って

いる。2010.04.14 

 

572【パコと魔法の家】★★★☆ 

わけわからない不思議な病院に、一代で企業をなした意地悪じいさん（役所孝司？）と、子役では売

れたが今はダメな俳優、サルに餌やるのが好きなヤクザ、オカマ、看護婦くずれ等にまじり、記憶が

一日しか持たない病気の女の子パコがいる。この限られた空間で、限られた面子で、頑固おやじとパ

コの物語が始まる。といっても、パコは一日たてば全ての記憶がなくなりまた、最初からとなってし

まうので、頑固おやじが本を読んであげるのも毎回同じことの繰り返し。でも実は、子供は記憶があ

ろうが同じことをせがむので、記憶のありなしはあんまり関係ないか。やさしさ、弱さ、そんなもの

がテーマになっているこの作品。ぽろぽろと泣いてしまいました。このへんな医者の言うことにゃ、「涙

を止めるのは簡単。たくさん泣けばいい」だそうで、悲しいときはいっぱい泣きましょう。2010.04.14 

 

573【テレビジョン：J.F.ﾄｰｻﾝ】★★★ 

仲のいい嫁さんと子供、一人はおなかの中にいる頭の薄い小説家。奥さん子供が旅行に行っている間、

ベルリンで採択された研究をすすめるべく頑張ろうとするが、誰でもいっしょなのかな、仕掛けるま

でに、原稿用紙にこだわり準備したり、部屋を片付けたり、いろいろなどうでもいい準備をする。そ

の中に、TV を見ないということがはいっている。それらどうでもいいことの筆頭が TV を見るという



 

119 

こと。確かにそれはそうで、番組の低俗さもそうだが、レベルの高い番組に巡り合ったとしても、そ

こに参加しているわけでなく、あくまでも傍観者から脱することはできない。今やっている事業仕分

けや裁判の傍聴人と一緒で、自分とは関係のない世界をのぞきたがるのぞき見根性があるだけ。そい

う言うことは分かっているのだが、でもだらだらと TV を見てしまう。その雰囲気はよくわかる。TV

を見なくなったから TV が増えたというのは、一つの洒落だが、そういえば我が家も、奥さん用のチ

ビ TV と映画用のデカ TV があるのとおなじかな。2010.04.23 

 

574【ゲゲゲの奇太郎（実写版）】★☆ 

今、世の中は水木しげるブーム。NHK の連ドラも彼の生涯を描くものが好評だし、あのご本人の持て

いる妖怪的な雰囲気も受けているし、・・・。昔からのファン、というか、この年代の男の子であれば

だれもがファンだったのではないか。ただ、ゲゲゲの奇太郎は、漫画とアニメの世界でよくて、実写

版は、なんといっても「悪魔君」だろう。エロエロエッサイム？だったか呪文を唱える悪魔君と、シ

ルクハットをかぶった奇術師のようなおじさん。そして百目。この実写版ゲゲゲは、延岡からの帰り

のバスの中で見たもの。ストーリーを完全に追えることもなく、また焼酎飲んでたので途中で寝てし

まったこともあり、その意味での評価だが、ウエンツ君の奇太郎や、ネズミ男、猫女、こなき爺等の

キャラクターは結構いいのだが、妖怪との戦い？が、日曜朝のおこちゃま向け TV ドラマゴレンジャ

ーのように陳腐なところが残念。ストーリーは、ラッパを吹いている女子高校生が「カゴメの歌」女

に魂を抜かれるという事件に遭遇しネズミ男と奇太郎が助けるということで始まる。結局は、寺内し

のぶ扮する元妖怪女が人間に苦しめられ殺され、その怨念だったということで、妖怪より人間のほう

が残酷で冷血であるというメッセージが入っている？あんまり一生懸命見ていないの？2010.04.23 

 

574【シュレック 2】★☆ 

これも延岡から帰りのバスの中で見たもの。緑の怪物シュレックが「遠い遠い国」の王様になるはめ

になり、あわてていとこのアーサーという青年を探しに行くというもの。ゲゲゲよりも、さらに底の

浅いいかにもアメリカ風な発想と哲学メッセージの話ではあるが、シュレックのデブっ著奥さんがか

わいらしく見えるのはさすがアメリカの技術。CG アニメの違和感はまだまだ残ってはいるが、この感

じが CG アニメのいいところなのだろう。2010.04.23 

 

575【大仏開眼】★★★ 

奈良の大仏を建立するため、吉備真備、藤原仲麻呂、行基、聖武天皇、光明皇后がでてくる NHK の

２回ドラマ。吉備真備は、命がけで遣唐使の役目を果たし戻ってくるが、国内は、旧勢力と藤原氏の

新勢力が争っており、まともな政治ができていない。これを正すべく吉備真備ががんばるものの、国

内はなかなか豊かにならない。そこに、とてつもなく大きな毘沙門天を作りたいとする愚僧が、話を

藤原にもっていくが、吉備真備は国内の力がないことを理由に反対する。だが、貧しい人々のリーダ

ー行基が、人々が力を合わせて作ろうとするのであれば、うまくいくのではという。権力をもったが、

亡霊に悩まされる仲麻呂、貧乏くじは引くが最後まで天寿を全うした吉備真備。そんな話。2010.04.28 

 

576【ワルキューレ】★★☆ 

トムクルーズ主演のヒットラー暗殺計画。すべてのドイツ国民が、ヒットラーではなかった。こんな

映画をアメリカ人のメンバーで作るってなんだ？これをドイツの人はどう見るのだろう。中国人が、

日本人になって戦争映画を作るようなもので、とても見る気は起きないのでは。話としては、反乱軍

のお話であるが、反ヒットラーであることが、民衆的なのか、これも疑問。当時のドイツ国民の多く

はヒットラーを支持していたのではないか。なんて、まじめにみると問題ばかりが目につくが、単な

る戦争アクションとして見るとそれなりのできか？といっても、深く何かを見るようなものはなく、

片腕、片目の主人公の独断的な行動が、目につくようなものか。2010.04.28 

 

577【地獄】★★ 

佐賀出身の監督神代辰巳の作品で、やたら原田三枝子のエロいシーンだけが記憶に残っていたのでい

つか見たいと思っていた。内容は、兄貴が弟の嫁さんを寝取る話で、そのため家族はボロボロになり、

みんな地獄に落ちるというもの。もともとの悪は、原田三枝子ふんする若奥さんの淫乱状態にあるの
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だが、それをもって地獄というのはちとかわいそうな気がする。さて問題の最後の３０分のチープな

地獄絵だが、確かにその通りだが、そんなには気にならない。原田三枝子の妖艶さはたしかにあると

おもう。清純そうで、女の色気むんむんという感じか。2010.04.29 

 

578【４分間のピアニスト】★★ 

何か暗いドイツ映画。義父に犯された天才ピアニストはボーイフレンドがらみで殺人犯人になった。

その暴力性や、やけのやんぱちぶりはひどく、手に負えない不良娘であった。刑務所の音楽教師の生

徒となり、昔の才能が再び開花するが、同室のねたみもあり、コンクールの最終選考会に参加できな

くなる。そこで、人生をかけて、音楽先生とともに脱獄を試みて成功し、コンサート会場へ。さて、

本番は、シューマンでなく、自分の音楽を爆発的表現で弾くが、大喝采を受ける。ここではじめて、

この主人公は解放されることになる。めでたしめでたし。2010.04.30 

 

579【のだめカンタービレ最終章後半】★★★ 

ヨーロッパのだめの最終編。2 月ごろに見た前篇の続き。全般的にのだめの楽天開放的なムードは姿を

消し、どちらかといえばシニカルな作品となった。千秋先輩と一緒にいるためにだけ頑張って来たの

だめであるが、その限界が来て、才能とその活かし方生き方のはざまで苦しむのだめ。作品としては、

せっかく才能があるなら、もっと前向きにやろうという風にも見えるし、結局、千秋先輩と一緒の人

生であれば頑張るのだというのだめ説得の妥協点を見つけてとりあえずこの場は納めたということか。

仮に、千秋先輩がのだめでなく、ソン・ルイを選んでいれば、のだめにとっては、大打撃で、人生そ

のもの特に最も関係のあるピアノからは遠ざかっただろう。ちなみに、千秋先輩は、ほんとうにのだ

めに惚れているのか。その点は、ちょっとあやしい。兄貴的な印象をもっているだろうし、今回、の

だめの天才性に改めて気付いたこともある。まあ、人はそれぞれというから、その点はどうでもいい

が、この作品を見て、天才的な才能を自分に投影できるピアニスト志望の女の子は、作品がエールに

なるとおもうが、普通の女の子はどうだ。いや、このような作品は、自分ではない他人に自分を感情

移入させて楽しむということでもあるのでそれは問題ない。？2010.05.01 

 

580【噛む女】★★ 

神代辰巳監督作品第 2 段。主演はいつもの桃井かおりと永島敏行。旦那がＡＶビデオの会社社長で、

金もあり、色男でもあるのでやりまくり放題。そんないい加減な旦那を冷ややかにでも、一応、妻ら

しく演技する奥さんを演じる桃井かおり。そこに同級生と名乗る女が現れて、ベッドへ誘うが、その

女が噛む。そのうち無言電話がかかるようになり、窓ガラスが割られ、車のタイヤがパンクされ、表

札がよごされる。とんでもない女に捕まったとノイローゼ気味になる旦那。そんな雨の日、仕事先へ

向かう車が事故を起こし死んでしまう。事故なのか殺人なのかは話のなかでは出てこなかったが、殺

人だろ。キチガイ女の、と思いきや、実は、奥さん桃井かおりと噛む女はぐるで、旦那をとっちめる

のだが、旦那を殺してしまえという嫁はんの思いがそこに加わり、旦那は事故死ということでなくな

る。ああああ。かよわきものは男なり。なんて、このような感覚は恐らく今の若者にはわからないだ

ろう。グダグダ生きている男とだまってついていく女。しかし、その内面では、男は奥さんに嫌われ

たくなくって、でも、すでに奥さんは旦那を嫌っている。そんなシチュエーション。よくありそうで、

いまどきはないのかも。2010.05.02 

 

581【九段坂の春：高田崇史】★★ 

ＱＥＤシリーズでえあるが、祟（たたり）君がまだ高校生のころの話で、かつ四季ごとに作品をまと

めたオムニバス形式。春では、万葉集等の歌の中の「袖」を濡らすという意味はもっと本質的でエロ

いものを表現しているだの、・・・。ちょぼちょぼ蘊蓄は出てくるが、本来のＱＥＤシリーズのような

面白さはない。前にも書いたが、この作者の作品にはむらがあるなあ。というより、最近は内容が薄

すぎ。殺人事件の内容は内田氏のように濃くないので、もっと蘊蓄をだしてほしい。しばらくはこの

手の作品は内田氏のを読んでみるか。といってもべらぼうにありそうだが。2010.05.02 

 

582【日本は世界第 5 位の農業大国：浅川芳裕】★★★ 

目から鱗の事実、日本の農業はすごいということをルポしたもの。確かに、スーパーに行けば目につ
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くのはほとんど国産品である。国内需給率という指標のいい加減さと、それを操ることで農水省の予

算獲得を目指しているという事実。民主党政権はガタガタではあるが、官僚が考えていることをなん

とかせんといかんと思うのは間違っていないような気がする。2010.05.03 

 

583【ごちそう探検隊（赤瀬川原平）】★★★ 

風景５に詳述。2010.05.03 

 

584【足利事件：小林篤】★★★★ 

冤罪事件として脚光を浴びた菅家さんのルポ。知能指数が低く、すぐ相手に同調してしまい、間違っ

たことでも相手に怒られるかもしれないと思いこむと本当のことが言えない小心者の菅家氏。犯行を

自白して、1 年半たった時点で自分が無罪ということをきちんと主張し始めたが、誰が見てもいまさら

何をという感じだったに違いない。やってもいないことを拷問や強制ではなく、語ってしまえば、そ

れは誰でもそう信じる。まさか、検察官のご機嫌を取ろうとして自分が犯人ですなどという人間が存

在するとは思わない。しかし、そのような人間がいたのだ。知能指数が低いこともあり、責められる

ものではないかもしれないが、その安易な自白が真犯人逮捕のチャンスを逃がし、実際、第 4 の犯行

が起こってしまった。大きな流れの中で、何かおかしいと思ってもそれを止め、別の新事実を解き明

かすのはドラマの中ではあり得ても、現実は、なかなかそうはいかないし、その勝手な思い込みがま

た捜査自体を非効率にするものとなる。そして、はっきりとそちらのほうが多いのだ。今回は、不幸

にも 100 の中の 1 つの事例がこの事件としてあたってしまったということだろう。それにしても、こ

の小林記者のアプローチには頭が下がる。また、話が、きわめて庶民感覚の中にリアルに伝わってく

る。人間が犯す思い込みという怖さがひしひしと伝わる快作である。2010.05.03 

 

585【路上のソリスト】★★ 

ロサンゼルス地震の後、路上生活者が多い中、新聞記者の主人公は、路上でバイオリンを弾く黒人に

気をとめる。ジュリアード音楽院に在籍したことがある彼は、精神的におかしくなっており、それが

原因で楽団も辞めざるをえなくなった。しかし記者の記事で不要のチェロが送られ、彼は再びチェロ

を奏でる。記者はなんとか演奏家に戻ってほしいと努力をするが、本人は路上の生活をやめない。実

話だそうだから、メッセージ性はあまりないのかもしれないが、押しつけの善意はダメという程度の

話か。自閉症のようでもあり、精神分裂症のようでもあり、なんともわからないが、このような病人

と付き合うのは大変だろうし、その音楽に感銘を受けたというが、そのレベルは低そうだし、・・・あ

まり文句ばかり言ってはいけないか。「4 分間のピアニスト」、「のだめ」等のクラッシック音楽関連の

作品を見たが、「のだめ」がダントツか。2010.05.03 

 

586【離婚しない女】★★☆ 

神代辰巳作品の第３弾。今回の主役は、倍賞千恵子・美津子姉妹。金持ち夫人で、お金には困らない

が旦那には惚れている訳でない千恵子と、芝居ができる店を持たしてくれる等、いい旦那ではあるが、

人間として認めていないのかいま一つしっくりしない美津子。この二人の奥さんたちが、ショウケン

扮する天気予報士をめぐり女の戦いを繰り広げる。まあでも、一番かわいそうなのは、誰からも惚れ

られていない千恵子の旦那、漁師からいっぱしの社長にまでのしあがったいわば頑張りもん。彼に比

べると、ショウケンのなんとだらだらした人生・性格であること。でも、女は、そんなだらだらした

ショウケンに惚れる。最後は、先妻の娘が船から飛び降り死んでしまうが、一人娘を死なせた千恵子

の旦那の哀れさよ。・・・でもいまどき、こんなどろどろした男女関係を繰り広げているところってい

ないのだろうな。いても同世代の 50、60 のおじんおばんの世界なのだろう。2010.05.05 

 

587【高千穂伝説殺人事件：内田康夫】★★★☆ 

ついに、サスペンスものに手を出してしまった自分であった。この手の作品は、ずっと、離れた所に

位置していると思っていたが、ついにということだ。読んで、おもしろかった。ついに、このような

サスペンスものを面白がる年になったのだと感慨深い。話は、宮崎の高千穂で起きた殺人事件。昨年

初めて高千穂に行ったこともああって、その蘊蓄もあり状況も面白く読んだ。戦争中の新田原の基地

から高千穂にアヘンを運んだことが事件の原因となっている。バイオリニストの美人の娘も登場し、
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なかなかテンポよく話が進む。あっという間に読んだ。おもしろかった。でも、2 度読みはしないのだ

ろうな。さて、少し内田康夫の作品にはまってみるか。そしてついに赤川次郎に行きつくのか。だい

ぶ、だらけた人生を送り始めそうである。まあいいか。2010.05.06 

 

588【アリスワンダーランド】★☆ 

はじめての３Ｄ作品であり、バートンの作品であるということでそれなりの期待を持ってみにいった

ものの、ほとんどいい印象は残らなかった。というより、３Ｄというものの寝てしまった。３Ｄは、

そんなに迫力あるものではなかったし、メガネは重くて、また、締め付けるような感じで気になるし、

話は、よく見えないというか、面白くないし。まあ、映像美はそれなりであるし、主人公の大人にな

ったアリスは、それなりにかっこよかったのだが。2010.05.07 

 

589【呪縛】★★★ 

バブル破たん初期の銀行による不正融資事件を、役所コウジ主人公はじめ中堅メンバーが頑張るとい

う経済作家高杉某氏の小説の映画化。相談役の孫娘婿である主人公は、いろいろと相談役の過去を知

っており、ポストにしがみつく相談役を引きづり落とすというか、犯罪者とすることに一役買う。自

分で、降りていれば犯罪者にはならなかったものの、いやらしくしがみつくばかりだったので、勢い

で、というか自分に知らされた事実を暴露することに。まあ、そんなポストに就くとしがみつきたく

なるものなのでしょうか？2010.05.08 

 

590【鞆の浦殺人事件：内田康夫】★★ 

最近は景観問題で有名になった鞆の浦を舞台にした殺人事件。この前段に後鳥羽伝説殺人事件がある

ということで順番は逆になったが、とりあえずこちらを読む。作者本人内田氏が、オータニのホテル

で元県知事と勘違いした老人と碁を打つ。鞆の浦のホテルの船頭さんと、そこを開発していた企業の

専務が殺されるという事件が起きる。話は、専務のかつての恋物語が絡み、結局は、船頭の娘は、そ

の企業の専務にたぶらかされたので怒っていることをうまく使い、企業バトルに利用されたというこ

と。あまりよくはもう記憶にないが、鞆の浦はいいところだということはわかった。2010.05.10 

 

591【キリスト教は邪教です：ニーチェ】★★★ 

哲学者ニーチェの「アンチクルスト」を超訳で訳したもの。ここまで口語調で書かれると、とても偉

い先生が書いたものとはおもわれず、ユダヤ教徒とすの末裔のキリスト教がぼろくそにたたかれてい

る。キリスト教の人間中心主義的なところが問題だと思っているが、ニーチェの感じる問題は、とて

つもなく生物的でなく弱者的であるところにあるという。また、とてつもなく退廃的、デカダント調

であるという。確かにそうだ。そして、罪というでたらめを作り上げ、そのために人々を不健康にし

たというところはそうだと感じる。2010.05.11 

 

592【後鳥羽上皇殺人事件：内田康夫】★★★ 

内田康夫の第 3 弾。スタイルは抜群であるが、ブスの女の人が三次駅の弧線橋で殺される。彼女は、

かつて土砂くづれの生き残りの少女で、記憶をなくしたために自分探しの旅に出たという。足取りを

追うと、彼女が持っていた古本がなくなっていたという。この古本の足取りを追いかけると、高校の

歴史の先生が自殺？したり、サラリーマン風のオヤジが殺されたりと、事件が続く。その真相は、と

いうことで、浅見孝太郎が登場する。じつは、この浅見氏最初の登場した作品がこれ。そして、土砂

崩れで死んだ女の子が浅見氏の妹で、じつは、その妹は強姦されたすぐ後に土砂崩れにあったという

何とも不幸な少女であった。この事件解決に、地元の警部と連携してあたるが、本部長に捜査を全く

評価されない。それもそのはず、この本部長こそが黒幕であった。・・・・という話。結構面白く読ん

だが、さすがみ、列車の時刻合わせの細かいところはついていけなかった。2010.05.12 

 

593【私はゲゲゲ：水木しげる】★★ 

水木しげるの小さいころから現在の 88 歳までの伝記漫画。まあ、それにしてもしっかりと書き込んで

ある。本当に、絵というものを描くのが好きなのだなあ。2010.05.14 
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594【にっぽん地図歩きの旅：堀淳一】★？ 

彼が、これまでぼちぼち歩いた街道・旧道を紹介するもの。私と同じようにＪＲの最寄駅から、帰り

の駅までを一つのルートとして描いているので、私としての実用は十分にあろう。九州のルートがな

いのは残念であるが。また、この本を購入したのは、本の帯に「私だけの名所」といううたい文句が

あり、今書いているデザインレターの関係で興味が出たということにある。2010.05.14 

 

595【バーミュウーダトライアングル】★★ 

ＴＶ長編ドラマ 3 回。金持ちが所有していた船がﾊﾞｰﾐｭｰﾀﾞﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙで行方不明になり、再度現れた時

は数百年前のコロンブス時代の人間がぐちゃぐちゃの死体として紛れ込むという奇怪な事件が起きる。

これを解明するために、4 人のスペシャリストがあつめられ、五百万ドルの報酬を餌に、原因を追求す

るたびに出る。しかし、異次元空間との出会いで、経験というものが、二つの世界を行ったり来たり、

子供が一人の世界と二人の世界、橋のある世界とない世界、母親と生活する世界と捨てられた世界。・・

この区別は、リアル世界でなかなか難しいのだろうが、明晰夢を知っている自分から言えば、結構二

つの世界は使い分けできると思う。最後は、海軍の秘密兵器とか何とか訳のわからないところへ連れ

ていかれて、ぐちゃぐちゃになるが途中までは面白かった。飛行機の墜落事故で、少女が突然ばあさ

まになるのも。2010.05.15 

 

596【ブランク・スレーター】★★★ 

延岡のホテルで見たが意外と面白かった。殺人犯と思わせられている若き女性が死刑執行直前で、放

免される代わりに他人の記憶を写し犯人を上げる仕事に協力させられる。うつされた記憶は 3 日ほど

しか持たないのでその間に犯人を探す。最初の仕事は、ビルの屋上より突き落とされた女性の事件。

だが、記憶は特に死ぬ直前だけでなく、いろいろの記憶、恋人との記憶や、親との記憶もまじるので

ごちゃごちゃになる。？そうか、ここでふと思ったが彼女が読みがえさせられるのは視覚の記憶だけ

なのか？考えている記憶がよみがえれば一発ではないか。といっても、証拠となるようなことは視覚

情報から手に入るのだろうか？・・・人の記憶が入ってくる場合は、視覚情報を別にするとどうなる

のだろう。自分と違う自分の思考が入り交ざる。なんかそうと混乱しそうであるが。2010.05.20 

 

597【残念な人の思考法：山崎将志】★ 

タイトルではなんのことかわからなく、帯で理解し面白そうなので読んだが、結局、大したことは書

いていなかった。単なるビジネス書であった。帯には、優秀な大学を出た困ったチャンの思考法とい

うことなので、そういう人の心理学的なものかとおもいきや、自分が困ったチャンなので（優秀な学

校を出たという自慢話？）、自分の体験記をそう呼んだいうだけのこと。2010.05.21 

 

598【世界のシェー：平沼正弘】★★★？ 

んんん・・・・・・？？？？？ 赤塚不二雄のおそ松君にでるイヤミの「シェー」を世界の人々にや

ってもらった写真集。なんてことないものだが、人と国柄、そして背景に風景が映しこまれており、

なんとなく不思議な感覚がある。ここに意味を求めてはいけないのだろう。見ているだけで楽しくな

る。そんな写真集。それにしても一つのテーマを持ちやり遂げることで、なんかそこにいわれもしな

い価値を創り出してきている。いつか、デザインレターに書こうとおもう。風景と人、そして、その

人に関しては行為と風景。同じポーズを取りながら、そこには共通のものと違いが当然生まれる。そ

の共通な点と違う点を明確にしていくと、風景の議論がまた整理されていくのではないだろうか。

2010.05.21 

 

599【日本の百年：橋川文三】★★★★ 

ここまで読ませる歴史物は初めて出会ったような気がする。世の中の雰囲気が、庶民の目線や有名人

の目線で読める。東北の厳しい生活、一方、都市のデカダンスの生活、２２６、５・１５の暴動を起

こした軍人連中と、それをあおったものの後は知らぬ存ぜぬの上官。そして、赤旗にまつわる共産主

義の連中。暴動を起こした連中の「日本を先導者として世界平和をめざす」という、幼稚なスローガ

ン、日本を先導ということでやるということは世界を征服するということで、そうでなければどこの

国も、自分たちが先導する意思を持っているはずで、そんなことは現実的にありえない。というか、
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明治維新前の武士連中が考えていた極めて狭い視野でしかものが見れていない状況がある。しかし、

もうこのころには世界の状況もおぼろげながらはわかってきているはずなのに。話としては、三島事

件の自衛隊の連中の反応、小林多喜二の凄惨な拷問。針のようなもので下半身を何十か所も刺され死

亡したこと。人間、そこまで残酷になれるのかという疑問が一般的なこととしてやはり出てしまう。

ここにかいてあることは、現実としてそれもすぐ直近の事実としてあるということだ。何ともいけな

いのに合わせて、その情熱というか気概のすごさというものも伝わる。シリーズものであるので、次

の話も読んでみたい。2010.05.21 

 

600【なぜコンピュータの画像はリアルに見れるのか：梅津信幸】★★★☆ 

600 号はなんと実用書だ。めったに読まない実用書、でもこの本は目からうろこの事実盛りだくさん

であった。影と陰。湯気で曇るメガネは白く見え、濡れた服は黒くなる。・・・おもしろい、でも結構

難しいところもあり、もう一度いつか読もう。2010.05.23 

 

601【タイムトラベラー】★★ 

ＳＦものかと思い気や、車で銀行号とに向かう兄ちゃんが出てきたと思ったら、突然に漫画が登場。

ｷﾞｬﾗｸｼｰ･ｸｴｽﾄののりかと期待したが、実は、コメディの銀行強盗もの。銀行強盗に配いた銀行は、社

内結構のびっくりパーティのスタート直前（このびっくりパーティの大勢の人たちは本当に出番がな

かったが、もっと使いようがあるのでは）。漫画タイムトラベラーの主人公たちにもじり、銀行員や客

（電気屋とか、別れ間際の夫婦とか、・・・）も扮し愉しむ。そのなかにテロリストが混じっていたこ

とから話はどんどん大げさになる。ただ、ハリウッド映画のアルパシーノ主演の「オオカミの賛歌？」

のような迫力やメッセージ性はほとんどなくお茶らけ。そのくせ、最後は無残に銀行犯は射殺される。

支店長とガッツ石松は金庫に閉じ込められ、酒飲んでおやじアジアをしっかり出していた。2010.05.22 

 

602【大魔神】★★★ 

名作といわれるだけあって、なかなか展開もいいし、勧善懲悪の雰囲気も丸出しで気持ちい。音楽は、

伊福部さんのため完全にゴジラの世界。殿の恩も忘れ、城を乗っ取った流れもんの侍。いわゆる悪人。

かたや律儀な家来と殿さまの息子と娘。そこにイタコ風のばあさまが加わり、また、とおちゃんが悪

代官に連れて行かれた汚れきった小僧。大魔神も、とくにごたごたは知らんぷりしていたが、石像を

打ち壊しに来るは杭は額に打ち込まれるはで、眠りを起こされたような感じで頭に来たような感じ。

成語のためというよりは、「俺様の眠りを邪魔しやがって」の怒り爆発。でっも、きれいな姉ちゃんが

身を捨ててお願い事をするのには、少し下ごころが出る？・・・2010.05.23 

 

603【生命のバカ力：村上和雄】★★ 

またかあ、タイトルに惹かれて読むと、結局本人の経験談。「残念な人の思考法」とほとんどいっしょ。

ビジネス親書でいいようなものをいかにも科学や心理学を装って本を売るのはやめてくれ。困ったも

んだ。2010.05.23 

 

604【植物の知られざる世界：西村幹夫】★★★ 

植物の美しい顕微鏡写真をもとに、植物の生態を紹介する。ＤＮＡが分裂するのって、自分で別れる

のでなくて、引っ張られてちぎれるように切れるのだ。すごい。2010.05.23 

 

605【崇徳伝説殺人事件：内田康夫】★★☆ 

老人介護施設の殺人事件に、崇徳天皇の呪を引っかけたもの。崇徳天皇は、父親鳥羽天皇の息子では

あるが実際は祖父の白河羽上皇？の子供であった。そのため、父親には疎んじられ、上皇が生きてい

る間に天皇になったものの、上皇がなくなれば鳥羽天皇は実際の自分の息子を天皇とし、崇徳天皇は

わかくして上皇となった。これだけであればまだいいのだが、謀反の濡れ衣？（保元・平治の乱）を

着せられ香川に島流しになったうえ、書き記した仏法書を罪人のものであり受け取れないなどと屈辱

をあたえられ、日本国に呪をかけて自殺した天皇として有名。この親子のどろどろを材料にえがいた

ものである。いつものごとく、読みやすさはあるが内容はないなあ。2010.05.29 
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606【西の魔女が死んだ】★★★ 

中学に入り登校拒否になった少女をおばあちゃんが迎え入れ、自立をめざすという今今の話。お母さ

んはハーフで、おばあちゃんはイギリス人女性。でもしっかり日本についてしまっていて、そのなか

でイギリスの生活スタイルそれも貴族的なスタイルを持ち込んでいる。一方、母親にしろ父親にしろ

日本人は、頑張って働くということに力を注ぎ、生活の豊かさなどはほとんど顧みない。そんななか

で、のんびりと生活する少女。魔女になることを仮の目的意識において。ここでの魔女とは、人間ら

しい生き方ができる人間になることを魔女と呼んでいるのだろう。おばあちゃんの隣には、ガサツな

中年のオヤジが住んでいて、少女の潔癖性から大嫌いになり、それが、人格否定まで行くこと怒った

おばあちゃん。わかれはさびしいものだが、最後は、少女にある程度の理解はできた。そんな話。

2010.05.29 

 

607【天使と悪魔】★★★ 

ﾄﾑ･ﾊﾝｸｽのダビンチコードに続く第２段。前回はキリスト教を暴くようなショッキングなテーマが中心

であったため、より面白かったが、今回は、殺人事件の謎ときのようなもので、次から次に殺人現場

を当てることに話の中心がある。まあ、一気にみてはしまうが、前回のような深い印象は持ち得なか

った。本で読んだときは、もっと、内容が濃かったような気がするが。2010.05.29 

 

608【コロンブス：永遠の海】★？ 

岩波ホールで見た。有名監督の作品だそうだ。爺さんと婆さんが出ていた。「愛している」とかいやら

しくささやき合っていた。そばに意味不明の女の子が時々立っていた。途中で寝た。１時間ちょっと

で終わってくれてよかった。見終わった近くのおばちゃんが、「これはポルトガルの観光紹介？」。有

名監督か何か知らんが、こんなので金取るな！！！（怒り）2010.06.04 

 

609【ハゲタカ】★★ 

中国の孤児３世と称して、中国の巨大な資金源をバックに、日本のトヨタ？を乗っ取りに来た話。す

でに、ハゲタカファンド等言われた話題は過ぎ去っていたが、日本が誇る企業を中国が買い占める動

きを警告しているような作品。トヨタ？と社長は保身ばかりで、結局会社に大きな損を与えることに

なり失脚。ホワイトナトという対抗ファンドの主人公を、「竜馬伝」の武市半平太役の俳優さんがやっ

ていた。まあでもこのような経済系の話はあまり得意ではないかな。2010.06.05 

 

610【人間の建設：小林秀雄＋岡潔】★★★ 

ここまで大家になるとになると、雑談でも哲学性を帯びる。今の社会、といっても４０年前だが、原

水爆の危機、技術の急激な進歩と人間の知性の低下。これらから、世界中がおかしくなっていると嘆

く。また、若い人が（ここでいう若い人とは、うちらのことか）難しいことに挑戦しなくなったとい

う。難しいことは面白いことなのにと嘆く。岡潔は、知性だけで世の中が分かることはないと数学的

に証明したことを紹介する。そのことを知性の代表である数学で証明したということろに矛盾がある

ような気はするが。ともかく、知性は情を補完するものにすぎないと。情が矛盾していると感じる知

は、基本的に怪しいという。ドフトエフスキーの「白痴」を絶賛する。今度読んでみよう。2010.06.04 

 

611【ファーゴ】★★★☆ 

本当は、4 星にすべき作品なんだろうなあ。金持ちのお嬢様（といっても、おばちゃんなのだが）と結

婚し、うだつの上がらない養父の会社の営業部長をやっている中年男。少し金に困って、というか、

自分で自由に使えるお金ほしくて、狂言で、嫁さんを誘拐してもらい養父から奪ったお金を山分けし

ようというこすい話、と思っていたのが、誘拐を頼んだ一人、マルボロマンがとてつもないあほで、

やばいと思うと、警官だろうが、駐車場の管理人だろうが、片っ端から殺してしまう。挙句の果て、

金を私に言った養父を殺すは、仲間を殺すはで、次々に死んでいった。なんとも、銃社会の怖さとい

うか、アメリカ人特有の怖さというか、・・・・印象としては、4 つ星なんだが、内容が、アメリカぽ

すぎるので少し減点した。ところで、顔が変な小男といわれっぱなしの俳優さん。二人の女の子が印

象深い「ゴーストワールド」にもバリバリで出ていましたね。2010.06.05 
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612【消えたヘッドライン】★★★ 

中年の少しでぶったワシントンポストの新聞記者と、ウェブ記者の若い女の子が、公聴会議長の議員

さんとの不倫で地下鉄飛び込み自殺をしたことでスキャンダラスな事件を、実は、軍事産業と、その

甘い汁に集まる政治家がたくらんだ事件であるとあばく。しかし、結局は、議員自身もかかわってし

まっており、友人である議員を足すようとしたのも無駄？になってしまったという話。2010.06.06 

 

613【月】★ 

黒木瞳がストリッパーという役で出るということも期待としてはあったが、なんと空振りの作品だっ

たろう。お母ちゃんが有名なストリッパーということを気にしていた娘が、母親同様に上京して、都

会で暮らすようになり、その母親の姿に同調したのか、母親が惚れた男（寿司屋の旦那）を追っかけ

て、急きょ東南アジアに行くこととなり、その代役を買って出るという話。何が言いたいんだろうこ

の監督は？ストリップというのは立派な商売だよということか。それにしては、ストリップを美化し

すぎているというか監督本人は見たことないんじゃないかと思ってしまう。本物は大股開きもあるん

だぞう！！！そんなこと上京してきたばかりの田舎娘にできるのか？2010.06.20 

 

614【ジェネラルルージュ】★★★ 

ＴＶドラマ。救急外来にいる神の腕と呼ばれる外科医、そしてそのチーム。厚生省の役人白鳥氏、そ

して心療内科医の先生。毎回、完結するドラマを盛り込み連続 10 回。2010.06.00 

 

615【新参者】★★★☆ 

人形町周辺の奥さん殺人事件を追っかける刑事たち。その殺人事件をとりまく人間像。毎回、こいつ

が犯人かと思わせぶりをするが、結局は犯人でなく、むしろ愛情のこもった行為だったりしてジーン

ときたりする。最後は、息子の借金と使い込みを隠すために、社長の経理係りのじい様が殺人を犯し

てしまったという、子供を思う気持ちが子供をだめにしたという話で終わる。2010.06.00 

 

616【許されざる者】★★☆ 

クリントイーストウッド監督・主演の一時期は話題になった作品。昔は悪で知られたあんちゃんが、

別嬪さんを嫁にもらってまじめに生活する人間に生まれ変わったものの、奥さんはあっけなく病気で

なくなる。子供二人を父親一人で育てるが、街で、顔をめちゃめちゃにされた娼婦と仲間が怒りにま

かせ懸賞金をかけ、賞金稼ぎが誘いに来る。街では、保安官が銃の所持を認めていないため、なんと

か平和を保つが、その賞金稼ぎの連中が来るようになっておかしくなってしまう。結局は、保安官も

宿の主人も仲間も死んでしまう。ううううううんん？話題になった理由は何だ。勧善懲悪の話でなく

なったことが話題性を呼んだのか。・・・？？？？2010.06.00 

 

617【閃光：永瀬隼介】★★★★ 

久しぶりに一気読みした。はなしは、34 年前の立川で起きた 3 億円事件の真相というものである。こ

こでは、犯人は、警察官僚を親に持つ青年と娘を中心とした若者の犯行とする。真相は、警察により

闇に葬られた。その理由は、警察の親族の犯罪ということもあるが、被害者がいないということでも

あった。しかし、被害者はいた。そこで現在になって、かつての犯行者に対する復讐が始まる。 

当時から担当していた刑事滝口と、若手刑事服部、そして、犯行側の冷淡な麗子、以前はびびりっこ

で今はヤクザの金子、外食チェーン店の社長になった服部、彼らの個性が話を盛り上げる。また、主

犯の青年の父親がホームレスとなり、その社会で生きていこうとすることも話に深みを与える。なに

か事件の真相はそういうことかと、ドキュメンタリーな印象を持ってしまう秀作である。2010.07.11 

 

618【ココ・シャネル】★★★☆ 

延岡のホテルの TV シアターでみた。以前見た「サガン」のように、実際の自由奔放に生きる人物を

描いたものであるが、ココは、金持ち社会にあこがれつつ、そのしょうもなさを理解した賢い女性で

ある。それまで、上流社会の女性の服装の常識だった華美なごたごたした飾りつけのファッションを

否定し、よりエレガントに見える美的なセンスをもっていた。かつての西洋の上流社会では、女性は

飾り物としてしか見なされていない。また、働くこと自体が、貧しさを表している社会。確かに、金
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があり、働く必要がないときに、人間は何をやるのか。くだらないことばかりやり続けることになる

のだろう。それはそれで、地獄の世界でなかろうか。2010.07.11 

 

619【排出権商人：黒木亮】★★☆ 

地球温暖化の削減を目指す排出権取取引をドラマ化したもの。少し排出権取引の現場が分かるかと思

い読んでみたが、やっていることは商社のように、プラントメーカーと、他国の企業家との交渉、許

可を得るための行政担当者との交渉等で、うちらがやっているものとは性格が異なる。国内での取引

ができるようになったとの話を聞いたので、そちら側の資料でも探して読んでみることにする。ちな

みに今回のドラマの主人公は 40 代の女性室長さんである。2010.07.18 

 

620【さらば友よ】★★ 

ｱﾗﾝ･ﾄﾞﾛﾝ、ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾞﾛﾝｿﾝの共演という 30 年前当時も話題を呼んだ作品。アルジェリア戦争帰りの軍

人二人、一人は軍医、もう一人は、傭兵のようなもの。軍医は、あやしげな女性に騙されて、債権を

金庫に戻す手伝いを引き受けるが、ﾌﾞﾛﾝｿﾝにおいしい仕事をやってるのでは絡まれ、金庫のある地下

に二人とも閉じ込められる。金庫の番号は 7 ケタのうち 3 つまでが分かっている。さて、どうなる

か。・・・まあ、それにしても、ﾌﾞﾛﾝｿﾝのひつこい性格にはいささかうんざりという感じだし、展開が

ぬるいし、結局、悪くなさそうな看護婦が、悪だったというどんでん返しもわざとっぽいし、まあ、

このころは、こんな作品（といっても今でも似たようなダサくは数多くあるが）を二人の超有名俳優

の抜擢で、企画してやってしまうところに時代を感じる。二人とも裸で、語り合うのが何ともエロい。

2010.07.18 

 

621【ツイスター】★★★ 

竜巻を追っかける竜巻ハンターの物語。映画館で見て 15 年ぶりに見返したが、なかなか物語のテンポ

と迫力は今でもあり、なかなか。主役の女性ハンターが、「恋愛小説家」のハントさんであったのには、

びっくり。なかなか魅力的でタフな役をこなしていた。2010.07.18 

 

622【マックス・ペイン】★★ 

未解決部署に配属されている刑事。実は、かつて愛する妻と子供を殺され、その犯人を追っかけてい

るのであるが、その犯人の手がかりをつかむ。しかし、話は、ドンドンと膨らみ、結局は、国と製薬

会社が、戦場に送り込む兵士のために勇気が出る薬を開発したものの、その副作用のほうがひどく、

幻覚、悪魔がやってくる幻覚に悩まされ、人殺しもやってしまうということを秘匿していたこととか

かわってしまう。まあ、話はわかった、なかなかドンパチも派手であった。でも、今一つ面白みに欠

け、途中で寝てしまった。2010.07.24 

 

623【ハンターズ・ラン：ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾏｰﾃｨﾝ他】★★ 

書評を見て最後のどんでん返しが画期的のようなことだったり、面白そうだったので読んでみたが、

拍子抜けである。話は、すでに宇宙は異星人たちでほとんどが植民地化されていたという前提で始ま

り、ラモンという鉱山技師が飲み屋で人を殺してしまって逃げるところから始まる。逃げて行った先

に、人間が生息する前から実は異星人が宇宙にいて、かれらもお尋ね者でひそかに暮らしていたが、

人間に見つかり、そのコピーを作り追っかけて証人を始末していしまおうとする。そのどんでん返し

とは、どうも、地球人とその逃げていた異星人が手を組んで植民地にしている別の異星人をやっつけ

ようということらしいのだが、面白みが欠けて読む力がなくなり、すっ飛ばして読んだので不明。

2010.07.31 

 

624【壊れた脳、生存する知：山田規敏子】★★★ 

高次脳障害を起こした医者が、その自分の行動を客観的に表現する。脳が壊れるということは、こん

なことになるのかという、通常の感覚では信じられないこと、つまりは、脳の働きのすごさを少し理

解することができる。時間の感覚はもとより、上り階段と下り階段の違いが視覚でわからなくなると

いうこと、これはようするに、生まれてずっとものが見えていなかった人間が突然見えるようになっ

ても基本的には何もわからないということだ。触覚と視覚の関係で映像というものが構築されている
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ということなのだろう。まあ、それにしてもこの女医さんのタフなこと。3 回も脳障害を起こしておき

ながら、まだまだ女医の仕事をしたいという目的意識が存在するのだから。2010.07.31 

 

625【亜玖夢博士の経済入門：橘玲】★★★ 

サラ金からふんだくる方法、いかにふんだくってトンずらするか等・・・・・。一般市民には経験や

想像もつかない出来事を極端な例示で理解させてくれる。チビで異様な博士と、モデルのような美人

の看護師、そしてその看護師の弟の何でもや。中国マフィアとのつながりもあったりと、とてつもな

い力を持っている集団でありながら、どうしようもない人間の人生相談に乗る。話が面白い。

2010.07.31 

 

626【インセレクト】★★★ 

渡辺兼とﾃﾞｶﾌﾟﾘｦの共演のＳＦ大作。夢の中に自由に入り込んでアイデアを盗むという商売をやってい

るが、今回は逆にアイデアを埋め込む仕事をやるという。大金持ちの息子の頭に、死んだ親父は、見

捨てていないかったというアイデアを。少し、物語の壮大さとかけ離れた設定ではないかとも思うが、

よくよく考えれば、頭の中に設定されているアイデアというかここでは思い込みというものは、なか

なかぬぐいがたく、かつ変更できない代物であることは確かである。自分の頭の中にも相当の思い込

みが埋まっており、今回は、このことを思い知らせてくれただけでも見た甲斐はある。自分の思い込

みとは何だろうか。もう会社人生は終えんに近いのだろうとか、もう人生に恋は必要ないのだろうと

か、・・・。仮に、そうではないと心から思いこませてくれるような要因、それは恐らく誰かのお墨付

きのような形でしか存在しないのだろうが、それを埋め込まれることで人生は変わるかもしれない。

ソフトバンクの孫さんは、最小に埋め込まれている思い込みがとてつもなく自己肯定型のもので、そ

のせいもあってあそこまで勇気と自信を持って取り組めるのではとも思う。今回の映画の中の話は結

構込っていて、また、途中で寝てしまったこともあり、あんまり理解はしていない。もう一度見るか、

原作本を読んでみるか。・・・・・それはそうと、今ＴＶドラマで始まった「フラッシュフォワード」

は、結構面白いぞ。2010.08.02 

 

627【鉄の骨】★★★ 

ＮＨＫの 5 回連続ドラマ。5 年前の土木ゼネコンを舞台に、談合から決別する過程の苦闘を描く。な

かなか、このような土木業界を肯定的に見た受け止め方はされてこなかった。ここでは、悪者は、政

治家になっている。土木業界の人間は、その習慣の中で一生懸命に生きてきたのだという姿を描いて

いた。さて、現実はどうだ。実は、この後の談合絶滅時代のゼネコンの苦悩の中身が、描き切れてい

ない。今は、ダンピング競争で、どうしようもない状況に陥っている。本当に、ドラマの世界の話で

はなく、現実の世界の話として、どうするのだろうか。・・・・2010.08.02 

 

628【永遠のゼロ】★★★★☆ 

終戦記念日を前に、戦争ものを読むというのは少しなまな気がするが、たまたま手に取った本がこの 1

冊であった。祖父が戦時中ゼロ戦乗りということで、現在生存している戦友たちに話を聞いていくに

したがい、戦争中の価値観の異なった世界の姿や、その世界の中で堂々と生きていた一人の人間とし

て、祖父が浮かび上がっていく。臆病な人間であったという評価や、腕の確かなパイロットであった

ということ、しかし、だんだんと、その祖父の考え方や生き方に同調する人々の証言も得られるよう

になる。今のこの時代の価値観からいえば、しごくまともで当然のような気がするが、当時の環境の

中で、愛する妻と子供のために戦争などで死ねませんという主張をすることができる、あるいは明言

することの難しさは、相当のものであったろうと思う。彼らやもっと下級の人間たちが精いっぱい生

きてきたことに比べ、当時も、いわゆるエリート層は、その考え方にしろ行動にしろ、自己中心的で、

どうしようもないということが分かる。その人間は、軍の上層部であり、外交官の上層部であり、そ

してその彼らに踊らされて、世間を操るマスコミの連中である。日本というのは、いや、日本という

国のリーダーたちのどうしようもない自分勝手な弱虫根性は、なんとかならないものだろうか。仕組

みを変えなければどうしようもない。それが民主党政権に変わったということなのだろうか。・・・・

2010.08.15 

 



 

129 

629【家日和：奥田英朗】★★★ 

「インザプール」「空中ブランコ」「町長選挙」等のコミカルな文体でつづる世界が今回も広がる。5

つぐらいの短編集であるが、ネットオークションにはまり、旦那のギターやプレーヤーを次々に競売

にかけた奥さんの話、宛名打ちのバイトの回収に来るずうずうしい若者に性的に弾かれていく奥さん

の話、健康志向にはまって旦那や家族にイデオロギーの押しつけをする奥さんの話、いい加減な旦那

のばくち的な商売につきあいやばそうな時に才能が開花するイラストレーターの奥さんの話。まあ、

どれもほのぼのとしている。先ほどの 3 部作に比べて印象は薄いものの、十分に楽しめる。2010.08.17 

 

≪みのりちゃん、はるきくん 福岡で 1 カ月≫ 

 

630【腐った翼：森 功】★☆ 

話のほとんどは、JAL 内部の人事抗争を語ったもの。そんな話はどうでもいいのだが。2010.09.? 

 

631【普天間密約：守屋元次官】★★★★ 

ここまですべてを書いてしまうということは、今の舞台を降りてしまおうと思っているからなのだろ

う。政治家や、沖縄県知事、名護市助役など、実名で、リアルにやり取りが出てくる。頭の悪い人物

や、人間的にいい加減な人物、社会的には正義を装いつつ自己中心な人間等、・・・。一番やり玉に挙

がっているのは名護市助役の斉藤氏？だろう。全く信用が置けない人物として描いている。まあ、そ

れにしても、沖縄の人物のしたたかというか、まったくルールを守らない人間たちであるということ

がよくわかった。そういう人間を相手にして、マスコミからはたたかれる。世の中の表と裏の関係。

マスコミの連中は当然わかってあのように描いているのだろう。全く信用に置けないのは、名護市の

助役よりもマスコミなのかもしれない。2010.09.? 

 

632【世界のエアライン１００】★★☆ 

世界中の航空会社の飛行機の機体のデザインを 100 集めた写真集。なかなか、面白いが、時代を超え

たデザインと、時代を感じるデザインというものが存在し、これらは、なぜか微妙な点での違いであ

るということだ。同じような機体の縦のラインでも、その差は歴然としている。美人とブスの差は恐

らく微妙なものだろうと思うが、人間にあらざる顔をしている人はブスとは呼ばないのと同じように、

このあたりの微妙な関係は、そう、以前、風景デザインの小林会長が行っていたプロとアマの差のよ

うなものかもしれない。このあたりの話については、いつかデザインレターに書いてみたい気がする。

2010.09.17 

 

633【粘膜人間：飴村行】★★★ 

すごく不思議な話である。戦中の話であるが、徴兵から逃げて特高に追いかけている兄さんを密告す

ること拒否したため、「髑髏」と呼ばれる死を体験する自白剤を飲まされる娘、とてつもなくでかく凶

暴な弟を殺してもらうために河童に相談する兄弟。河童の世界のいい加減なやり取りが人間性を感じ

て、いっぽうの人間界の拷問や村差別のような仕草が極めて悪魔的であったり、河童と人間の対比を

もちいつつ、そこに表れているドラマが一つにつながっていく。不思議な世界の話であった。エロさ

は話の内容から期待するほど高くなく、また、グロイ表現も次から次に出るが、生理的な剣を官を感

じるというものでもなく、むしろ、不思議な世界というものを味わう、何か別の世界に引きづり込ま

れたという感じであった。2010.09.17 

 

634【天保悪党伝：藤沢周平】★★ 

時代ものというのは少し苦手か。ばくち打ちや花魁の物語が短編でつながっている。一様、人情もの

ということだろうが、何となく同調も共感もそれほどしない。2010.09.22 

 

635【火の魚】★★★★ 

原田芳雄ふんする人付き合いの悪い年寄り作家先生と、若い編集者の物語。原田芳雄の作家先生は、

わがままだけどかわいい彼の個性をうまく出した演技でいいのだが、それ以上に、この若いこの演技

が淡々とクールで、でも芯の強さもあり、共感を持つ。続けて 2 回見た。一度は追い返させられてし
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まうが、砂浜に打ち上げられた海藻で描いた竜が目を引き、編集者として受け入れ、その後は影絵を

やらせたり、彼女のセンスの良さにひかれ始める。金魚女をはじめ自分の作品を酷評されたこともあ

り、それまでかわいがっていた金魚の魚拓を彼女に取らせることになる。ここで、若さに対する嫉妬

で、生命というものに対する残酷さを突き詰めさせてしまうが、実は、自分より死というものに立ち

向かっているということを知らされる。・・・・最後に、病院に大量のバラを持って見舞いに行くシー

ンがあり、その最後の最後の彼女が深々と頭を下げるシーンは、感動的であった。「人間は、いつもは

金魚のように殺されることがないと思っても、突然、魚拓にされるように死が訪れる」という言葉。

死ぬ間際というものはやはり理不尽さを感じるのだろうか。・・・・2010.09.25 

 

636【インスタント沼】★★★★ 

なんだかテンポよく、底抜けに明るく、ハチャメチャブリなのに、なぜか共感を打つ。適当に見てた

らはまってしまった作品である。雑誌の編集者をやっていたが、うまくいかずやめ、松坂慶子扮する

河童が見えるおっかさんが病に倒れ、一人ぼっちのようになるが、昔の母親の手紙を発見し、自分の

父親が実は別人であるということを見つけ探したおやじというのが胡散臭そうな骨董屋の主人。自由

奔放に生きていることの面白さをこの作品は振り向かせてくれる。最近、何につけ面白みがなくなっ

ていると感じているのは、この自由さが失われつつあるからかと反省し、もっと、自由に気楽に生き

ていこと奮起させてもらった。ドラマはハチャメチャに進行し、そのオヤジからもらった土蔵のカギ

で中から財宝ざくざくと思いきや大量の砂が。彼女は、その砂を沼の素と解明し、自分ちまで運び水

をまくとそこから竜が。この竜はおっかさんを死の淵から助け出した。まあ、最近はなかなか出会わ

なかったおもしろい作品であった。2010.09.25 

 

637【不法侵入】★★★ 

延岡のホテルで見た。ちょっといインテリで（恐らく金融マン）、とてつもなく美人をもらったビジネ

スマンのことろに、屋上から侵入者が。その時は難を逃れるが、その際駆けつけた警察の一人がとて

つもなく変質者であった。気さくな警察官を装いつつ、美人の奥さんが自分を必要としているとの妄

想にかられ、それに気がついた旦那を次々に陥れて、麻薬の犯罪者にまでしてしまう。そして、まん

まと美人の奥さんのところへ出向くが、彼女の友人が来ているため、邪魔な人間として殺してしまう。

恐ろしや権力をもつものに睨まれると。ということで、今の証拠偽造で捕まって社会問題が貸した検

察の話と少しダブルが、こちらは、精神的に破たんしている警察官の物語でり、・・・・。本当に違う

のか、検察の内部では、このような精神破たん者が大勢いるのでは。ああ恐ろしや恐ろしや。最後は、

拳銃をぶっ放してやっつけてしまう。景観に寝室を覗き見られるシーンの奥方のエロスはここだけで

も一見の価値ありのような気がするが。2010.10.12 

 

638【天才と発達障害：岡 南】★★★ 

発達障害といわれる人々の多くが聴覚障害であり、かつ、記憶の仕方を私たちが言葉で覚えているこ

とに対し、映像として視覚媒体で記憶が形成されているという。言葉ではなく、文字という映像で記

憶されている。そのため、時間軸で流れるような思考は苦手で、むしろ一括的に全体像を把握するこ

とが得意であるという。これは、ある程度すごいことではないか。いままでは、ものの表現の仕方に

共通性なものを土台としていたが、まったく異なるという。だからこそ、ガウディのような建築物が

生まれたし、かつての伊勢神宮の遷宮のようなことも映像記憶として継続されてきたのである。自分

はどちらだろうか。映像の記憶が残るわけではないし、言葉としての記憶もそんなにいいほうではな

い。が、他人と比較すれば、どちらかというと映像記憶に頼っているのではないかとも思う。もう一

人としてキャロル・ルイスをあげているが、彼は逆で、聴覚が発達していたという。しかし、どもり

でもあったため、そのハンディを常に意識していたそうだ。何らかをなした人には、何らかのハンデ

ィがつきものであるような気がする。2010.10.15 

 

639【二酸化炭素温暖化の崩壊：広瀬隆】★★★★ 

あの広瀬隆の地球温暖化への告発書である。まあ、内容は詳細にはしないが、ともかく、地球温暖化

をいかにでっちあげてきたかがよくわかる。最近のこの異常気象は、地球温暖化ではなく、ヒートア

イランド現象である。ただ、このヒートアイランド現象が全世界的規模で起こっているということに
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なると、地球温暖化といえるのかもしれない。しかし、その場合は CO2 の排出の問題ではなく、排熱

の問題あり、地表の舗装化の問題である。まだまだ、エコバックなどと言っているが、本当の理解が

できるというのはいつのことなのだろう。さすがに割り箸を使わないのがエコというのは言わなくな

ったようだが。2010.10.15 

 

〈永遠のゼロから、ペースがガクンと落ちている。2 時間のシネマを見ることや、2 時間以上の読書タ

イムがないことによる。ないというよりは、続かないのだ 2 時間という時間が。きちんと本を読むつ

もりであっても、読んでいるとなぜかくだらない本のように思えて中断してしまう。くだらない本で

ある場合もあるが、時間があるものの時間の焦りが出てきているのではないか。ちょっと自分の時間

への認識を見直さなくてはいけないかも。年を取った証拠かもしれないが、なんとか、この習慣は続

けたいものだ。・・・・・〉 

 

640【生物多様性 100 問：森山正仁】★☆ 

せっかくのテーマ性のある本なのに、中身はほとんどゼロである。浅い知識で埋め尽くされた 100 問

にどのような価値があるのか。福岡伸一の監修ということも信用してみたが、スカでした。2010.10.15 

 

641【万能鑑定士 Q の事件簿Ⅰ＆Ⅱ：松岡圭祐】★★★★ 

表紙のキャラ的なイラストはいただけないが、おもしろかった。かつては、勉強だめな女の子が、そ

の感性と抜群の記憶力を活かして鑑定士に変身する。まあ、そのあたりは少年少女向けの小説という

感は否めないが、その博学な知識を紹介するところは、私の好きな本のタイプ（蘊蓄が入っているこ

とが評価の対象になる）である。さて話は、相撲シールなるものが張り巡らされ社会問題化するが、

その 5 日後に日本経済が破たんし、主人公であるリンダリン子が活躍することで、すべてが元に戻る

というシッチャカメッチャカ的な話であるが、一応、納得。要するに、偽札で日本の経済を混乱させ

ていたと思っていたのが、実は、本物を使った偽札偽装事件であり、目的は、ハイパーインフレを起

こして自分借金をチャラにすることにあったというもの。松岡氏は、かつて「千里眼」シリーズを読

んだことがあるが、それほど高印象は持っていない方が、この蘊蓄混じりの鑑定士という主人公の設

定により、よくなったなあと個人的に感じるのです。2010.10.29 

 

642【万能鑑定士 Q の事件簿Ⅲ：松岡圭祐】★★★ 

続いて、音楽プロジューサーの借金を巡っての事件です。前回に引き続き、今度は音楽関係というこ

ともあって、さらに期待は膨らんだのですが、CD にウイルスをしみ込ませてチャート入りを狙うとい

う設定にチョイ無理があり、3 つ星とした。でも、面白く読ませていただきました。主人公の凛ちゃん

は、以前と同じで、相棒の角川出版の小野寺さんが相棒というのもいっしょ。さて、どのあたりまで

この面白さは続くのでしょうか。話は、ある有名ブティックに売り上げ減少の脅し TEL が入り、それ

は、無料 BGM の中にくしゃみ等の生理的に嫌がる音が入っているということであったが、ただ、そ

れで、4 割客が減るだの言えるのかチョイ不自然なところもあった。2010.10.30 

 

643【雪辱】★★★ 

息子の殺人事件の無罪を立証として、がんばる元弁護士の親父。彼には、かつて極悪人を弁護士の力

で無罪放免とし、再度殺人を犯してしまったという履歴を持っていた。その元弁護士の息子は素直な

子であるのだが、友人 2 名を殺してしまった。その罪で、死刑を宣告されていた。時効は来るは、息

子は死刑に処せられるとはで、何もかもが時間切れなのだが、あるとき、目撃者という人間からの電

話で真実が暴かれていく。それは、かつて子供のころに線路に置き石をし、そのせいで善良な浮浪者

を死なせてしまったことが現在によみがえり、復讐をしようとした彼の兄が絡んでいた事件というこ

とであった。・・・・まあ、ともかく検察の信用が地に落ちた現在、冤罪なんかいくつもあるのだろう

なと思いつつ、そのような事態にったら腹くくるしかないということ。そかし、この話のように、生

きることに罪の意識を持っているのであれば、そのような誘導に対しても抵抗なく乗ってしまうだろ

うとも思う。2010.10.26 

 

644【ストロベリーナイト】★★★ 
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民法の刑事ドラマとしては結構はまってみることができた。かつてレイプに会い、その担当刑事が殉

職したことを契機に刑事となり、頑張る！戦う！ということで女性ながら警部補になる。今回は、ネ

ットで会員を募る殺人クラブで、取り巻きの刑事は、武田鉄也、ルージュの先生等なかなかの俳優陣

がそろう。精神を病んだ少女がその殺人クラブのヒロインで、主犯は、東大出のぺいぺいの刑事補。

なかなか怖い演出をやっていた。2010.11.26 

 

645【ニューヨーク・ガッド】★★★☆ 

もと科学者のような浮浪者は、刑務所の中の主というか、神であるとのたまう。そこに、黒人・ヒス

パニック・ユダヤ・イギリス人、東洋人(韓国か？)、典型的な軽薄で暴力的なアメリカ人がぶち込まれ

る。最初は、ぶつぶつと身内で話していたが、だんだんと本音のぶつけ合いの世界へ。そのたびに、

神と称する浮浪者がいろいろとのたまわうのだが、それなりに蘊蓄はありそうな話をする。生きてい

る意味のようなことにもこたえるが、神にしては少々物足りない答えである。まあ、いろいろな性格

が典型的に描かれ、よくわかる。2010.11.? 

 

（1 月ぶりの書き込みである。なかなか、まともに読まない見ない。ちょっと、年寄り臭くなってきた

か。がんばって、読み続けよう、そして見続けよう！！！） 

 

646【ゆび：柴田よしき】★★ 

突然、人差し指が空中に出現し、階段でおばあちゃんの背中を押したり、警報器のボタンを押したり、

いたずら的にやっていたものが、集団指になって、殺戮を始める。実は、ゲームの仮想現実が、現実

世界に怨念のような形で表出したものであるという、なんか意味不明の理由であり、パソコンゲーム

を攻略することで無事に成仏した。そんな話。テンポもよく、一応、最後まで一気読みできたが、内

容はいまいち。まあ、彼女の作品は、こんな感じの作品が中心なので、特に、高度なものを期待して

いたわけではなかったが。2010.12.? 

 

647【ゴールデンスランバー：伊坂幸太郎】★★★☆ 

宅配のお兄さんが、金田首相暗殺の犯人にしたてあげられ、次々に追い詰められていく。最初に森田

という一番の親友が家族を人質に友人の青柳君を誘いこむことを命じられ、車ごと爆発して死んでし

まう。痴漢犯人にされたり、ラジコンヘリの操縦や花火の火薬を扱う仕事をやったりと、ありもしな

いことを次々にでっちあげられ、あげくのはては、そっくりさんを使って実行犯人にしたてあげられ

ていく。昔の彼女との関係や、ロックという宅配の先輩、轟花火の社長や、下水道のことを教えても

らった裏街道のおじさん方、そして、連続無差別殺人犯の少年まで巻き込んでい、次から次に追いつ

められる状況をなんとか逃げまくる。最後は、顔を変えて生きていくことになるが、「痴漢は死ね」と

いう書き初めで、元気なオヤジさんにメッセージを送る。なかなか一気読みができた。が、次の日、

この劇場版を見てしまったせいで、主人公を含め、全員の姿形がロックされてしまった。ありゃあと

は思ったが、意外とイメージとよく合っていたので、まあいいかということとする。「よくできました」

2010.12.16 

 

648【ゴールデンスランバー】★★★ 

相当に原作をはっしょてはいたが、イメージは、なかなかつかんでいたと思う。出演者の演技が良か

ったのではないか。2010.12.17 

 

649【舞い降りた天皇：加治将一】★★★ 

目からうろこの古代史の解釈であった。まず、倭国の位置を現在の日本列島に限定せず、朝鮮半島南

部、対馬、壱岐、そして九州北部と、対馬海峡をはさんだ両海岸の地域とするところから始まる。そ

の解釈であれば、いろいろな解釈がそこから生まれるという。また、その朝鮮半島の南部から、対馬・

壱岐をへて九州にくることを天下りとし、神の存在は、実は、弥生人と言われる朝鮮の人間が、未開

の縄文人たちを支配するための方便とみなす。確かにそうかもしれない。あとの邪馬台国は、邪馬一

国の間違いであり、対馬と壱岐のことであると大胆に仮設する。そのほかいろいろと解釈を行う面白

い展開であるが、いかんせん、作者の筆の下品さが、少し気に障るのが大きな欠点。天皇の話をする
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のであるから、週刊誌的な記者気取りではなく、一応、学者とは言わなくてもよいが、梅原猛程度の

節度はほしいところである。ともかく、もう一度読み返してみたい。2010.12.12? 

 

650【もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら：岩崎夏海】★★

★ 

ベストセラーとなったドラッカーのマネジメントを高校野球に当てはめた少女小説。主人公のみなみ

ちゃんは、病気療養中の夕子ちゃんと、だらけた高校野球の甲子園目指して、マネジメントを始める。

最初に、高校野球の顧客とはだれかという問いから始め、その答えが、「感動」から「親」「先生」「社

会」そして「部員」に戻り、次に、マーケティングと称して部員の心情を把握するためヒアリングを

始める。そして監督先生の通訳にもう一人の女子マネージャーを選び、引っ張っていく。努力だけじ

ゃだめだ、結果を出さなければという企業の方針も取り入れ、頑張る。そしてついに、甲子園の切符

を手に入れるというはなし。確かに、企業のマネジメントの本質を分かりやすく解説している。当然、

理解したからうまくいくという話でもないし、基本は「真摯」というが、それでも結果を出さなけれ

ば意味がないという企業の有り様と比べると緊迫感というのはなく、感動物語なのだろう。最後に夕

子ちゃんは死んじゃうし。でもまあ、一気に読みとおせたし、少しは感動もした。201012.23 

 

651【僕の彼女はサイボーグ】★★ 

綾瀬はるか主演の SF コメディ？ 突然、トロそうなお兄ちゃんの前に、サイボーグの彼女が出現する。

といっても、最初は、生身の人間だったことが後からわかるのだが。まあ、力はあるし、並みの移動

速度じゃないし、ボインだしということで、トラックにひかれそうになった子供を助けたり、女子高

に押し入った変質者を窓から放り投げる等の正義行為をすることで、かれの悲しみを取り除こうとす

る。でも、全体的に、というか SF 的には、なんかつじつまが合っていないし、・・・。東京地震の映

像はそれなりに迫力はあったが、なんか唐突だし、・・・・まあ、ターミネーターのパクリ版のような

感じで、それなりには愉しませてもらった。2010.12.25 

 

652【粘膜蜥蜴：飴村行】★★★ 

633 の粘膜人間のシリーズのような作品。今回は、この世界のようでそうでない戦中の出来事で、一

つは、反日ゲリラや半蜥蜴人がすむナムール島のケシ栽培地へ、民間人を連れていく任務を負った少

尉の位を持つ兄弟の兄貴の話。民間人間宮はとんでもないわがまま人間であるが、一方で頭脳明晰な

点を買われ特別待遇の人間でもある。しかし、そのわがままのため、部下 2 名を失う。間宮の目的は

ケシ栽培の確認であるが、裏の目的として蜥蜴人を連れ去ること。その際に、母親蜥蜴人を殺してし

まい、その子の蜥蜴人を兄は逃がす。その恩もあって、もうひとつの人で殺された半吉という少年を

生き返らせる。そのもう一つの事件であるが、こちらもわがままな金持ち坊ちゃんにさそわれ、仲間

が死んでしまうが、・・・・・いくつかの話が同時に流れ、グロイシーンが次々とでてくる。これは、

日本推理作家協会賞を取った作品ということで読んでみたが、これ今年最後のものとなった。

2010.12.29 

 

653【日本人の信仰心：前田秀樹】★★★★ 

2011 年最初の作品にふさわしいいい作品であった。柳田國男、柳宗義、宮本常一らと同様に、日本の

姿をしっかりと考察した一人保田興重朗（やすだよじゅうろう）の紹介を兼ねて、彼なりに解説した

もの。日本の美しさ、素晴らしさを水田耕作による農にあると見る。そして、その風景は水田風景を

唯一のものとし、また、人間の最も幸せな生き方を水田耕作による農業を営むことと見る。日本は、

そのような水田耕作が可能な、つまりは水と気候と土に恵まれた場所であるこの国を、唯一、争いご

とのない平和な世界の実現できる場所としている。そこで生まれた神々も当然、キリストやイスラム

のような一神教では当然なく、多神教であり、また、宗教ではなく信仰によって国が成り立ってきた

という。この信仰と宗教の違いは、その生きていくことの縛りを神への畏れとするか、神との契約と

するかの違いで、この違いそのものが、すべての人間の生業や生活にかかってくる。つめり、契約は、

あらゆる事例に対して対応するためには、とてつもなく複雑になり、また、契約そのものの解釈の仕

方で、判断が変わる。一方、神への畏れということは、人間の判断が入り込む余地はなく、また、人

間としての敬虔な立場がより単純化され、かつ、包括的なものとなる。このあたりは、読んでみれば
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わかるのだが、この本に出会ったことで、柳宗義の民芸の美を、人生に置き換えることもできるよう

になった。つまり、芸術美を狙った生き方、欲を前に出し、他人との競争に打ち勝つ生き方と、そう

でなく、たんたんと、しかし、真摯に生きていく生き方とは、本当はどちらがより美しい生き方なの

か。当然に、作為で生きていくことには、いやらしさが伴い、美しさは、まがいものとなる。出世す

る、人より偉くなる、あるいは金持ちになる。そんな目標自体が人間の美しさをそいでしまう。さあ、

今年は、民芸の美的な生き方に無心に努めてみようか、そんな気にさせる本であった。2011.01.03 

 

654【刑事定年】★★★★ 

BS 開局 10 周年の記念番組ということで、柴田恭平と浅田美代子の定年夫婦を一軒家の中だけを舞台

にドタバタ劇の 10 回シリーズ。話は、娘の結婚話であったり、仲間の離婚話であったりと、たわいな

い話であり、また、婚約相手が施設の子であるなど、すこし設定にしらけるところがあったりするも

のの、なかなか、人情噺としてはおもしろかった。特に、浅田美代子の本当にどこにでもいそうなお

ばさん役が、いたについていて、女優というシガラミを気にしないすっぴん勝負でいい味を出してい

た。2011.01.02 

 

655【万能鑑定士 Q Ⅶ：松岡圭祐】★★★★ 

このシリーズはこれで７冊目。今回は、また最初のⅠ、Ⅱと同じぐらいのテンポと緊張感で一気読み

した。場所は、ファッション雑誌界と脱税を追っかけるいわゆる。凛子ちゃんが、脱税の潜入捜査の

ため、その特異な知識と才能でもって社長大２秘書となり、大活躍するという話。話は、５億円のエ

メラルドの貴金属を GPS 付き金庫に入れていたものが紛失されるという泥棒事件と、金の延べ棒が、

時間とともにただの合金にかわる詐欺事件、それと脱税の３つの並行してすすむ。メインは、GPS 金

庫の行方不明のからくりを明かすところか。今回は、あまりいろいろな蘊蓄の披露はなかったが、凛

子ちゃんの才覚が面白く描かれている。ところで、この知識だけが豊富な才能というのは、どのよう

に生かす道があるのだろうか。今回は、雑誌のチェックというところで、例えばイギリスの郵便車は

ハンドルが反対（道路側）だとか、サンタクロースのトナカイは雌であるとか、そんな蘊蓄の話にな

る。知識の総合化、創造には、なかなか結びつかない。今回までのように、やはり知識を知っている

というのは、監査、チェックというもの程度のことかもしれない。2011.01.07 

 

656【ノスタラダムス封印された予言詩：ﾏﾘｵ･ﾚﾃﾞｨﾝｸﾞ】★★ 

下巻の最初でダウン。最初は、ノスタラダムスの預言書に関わるいろいろな話が出てくるのかと思い

読んでいたが、結局は、黒いマリア像を追っかけるチェイスものになってしまい、興味が失せた。ま

あ、ジプシーのいろいろな儀式的なところは興味があったが。また、いつか、暇な時に読むかもしれ

ない。2012 年が、また、予言に書かれている問題の年でもあるそうなので。2011.01.08 

 

657【えびす聖子：高橋克彦】★★ 

日本神話を題材に、出雲の国における神の呼び出しをうけ、地方から候補者がつのる。神とは、UFO

に乗った宇宙人だそうであり、その宇宙人である神のもとに宇宙人との合いの子である主人公と弁慶

のような相棒、そして、闊達な少女の 3 人組のはなし。こちらも、だんだんと決闘シーンばかりがだ

らだらと続くので、飽きてきて半分ぐらいでダウン。読み切ろうと努力はするものの、だらだらには

ついていけず。2011.01.08 

 

658【万能鑑定士 Q Ⅳ：松岡圭祐】★★★ 

今回は、希少な映画のポスターに絡む事件、盗難であり、火災でありするのだが、これらを、われら

が凛子ちゃんが解き明かす。映画ポスターのコレクターは、オタク少年として描かれていたが、映画

ポスターの蘊蓄は、それなりに出ていた（と思う。もう忘れた）2011.01.09 

 

659【万能鑑定士 Q Ⅴ：松岡圭祐】★★★ 

今回は、フランスの精肉業者におきた食中毒事件を契機に、その事件を解決する。結局は、毎日毎日、

牛が殺されていくことに我慢がならない娘の犯行であったということでした。2011.01.09 
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660【万能鑑定士 Q Ⅵ：松岡圭祐】★★★ 

今回は、鎌倉の豪邸に金持ちのおば様たちが集められ、鑑定士の腕を見学するつツアーのゲストとし

て登場。香水や食器はもとより、いろいろな家じゅうの高価なものの鑑定を競う。しかし、投げた音

でコインを鑑定するというところで鑑定ミスを犯す。同時に、二人の鑑定士も招待されており、同じ

ような鑑定依頼を受けていた。一体何の目的でとおもったが、結局は、そのうちの一人、もっとも力

のない鑑定士の箔をつけさせ、偽のブランド品を売りつけるためのものであったな。さてさて、いま

のところこのシリーズの BEST は、やはり、最初のⅠ＆Ⅱだろうなあ。2011.01.09 

 

661【竜馬伝】★★★☆ 

NHK の大河 TV ドラマ。司馬遼太郎の原作であるところが、少し、印象が良くない理由か。かつては、

ファンであった司馬遼太郎も、近代化ということを過剰に賛美することがいろいろと言われるように

なり、少し敬遠気味である。経済大国と呼ばれるまでにはなったが、今残っているのは、多少の贅沢

ができる環境と人間の品位の著しい低下。これだったら、多少ぜいたくはできなくてもと思ってしま

う。まあ、ここまで力をつけてなければ中国、あるいはアメリカの名実ともに属国になっていた可能

性はあるが。ということで、ドラマは、それなりに面白かったが、続きを見たいと思わせるパワーは

意外と低かった。その原因は、１話１話が、話は流れているが、独立していたことや、歴史上の流れ

を追うことの展開が中心になっていたこと等があるかもしれない。ことし、「江」は少し期待できるか。

篤姫の同じ脚本家ということで。2011.01.10 

 

662【熊野古道殺人事件：内田康夫】★☆ 

和歌山県の熊野古道に係るといっても、場所が、熊野というだけであまり歴史にはかかわりがない。

補陀落山への渡海実験を行う助手や学生を巻き込んだ地元の名士と不倫の話のような感じ。ほとんど、

面白みはなし。内田康夫の小説を読むのはこれ限りかなあ。2011.01.10 

 

663【赤い指】★★★ 

東野圭吾原作の TV ドラマ化で、TV ドラマ「新参者」のキャスティングである。話は、よくある裕福

な家庭（銀行の副頭取？）に家庭を顧みない、家族と正面から向き合おうとしない父親と、子供にべ

たべた甘甘の母親が、どうしようもない少年を作ってしまい、その少年が幼女を殺してしまうところ

から始まる。警察に届ければいいものの、なんとか息子の罪を他人になすりつけようとして、認知症

の母親の犯罪ということにしようとする。ところがどっこい、母親はぼけておらず、刑事に自分の無

実を訴えており、結局、そのことを見抜いた刑事に真相を明かされる。ということなのだが、まず、

なぜぼけた母親は、そこまで、ボケを演じたのか。そんな緊急事態になっていれば、ボケの演技など

せず、はっきりと意見をいえばいいもののということと、かわいい孫のためなら身代わりになってや

ればと思ってしまう。結局、婆さんは、孫をまったくかわいいと思っておらず、自分本位であり、な

ぜか、まともなのはこの正面と向き合わなかった旦那さんだけのような気がする。2011.01.15 

 

664【かくて冥王星は降格された：ﾆｰﾙ・ﾀｲｿﾝ】★★★ 

天文学者の間で議論があった冥王星は惑星かの終止符がうたれた現場での生々しい声の記録。結局、

冥王星は準惑星として、降格されてしまったが、特に、発見者がアメリカ人ということもあり、アメ

リカ国内での反響はすごかったようだ。この本からは、分類するということのむずかしさ、物の定義

のむずかしさがよく理解できた。特に、論理的な区分か、ある程度経験的感情的区分かの問題は、究

極のところ残るのかもしれないということだ。論理的と言っても論理的な線の引き方は、きわめて論

理的にはいかないからだ。2011.01.22 

 

665【男はつらいよ（寅二郎夕焼け小焼け）】★★★★ 

寅さんものの傑作と言われる作品で、前回より月2回出るDVDシリーズを購入してみたもの。場所は、

兵庫県の揖保川沿い龍野芸者や日本画壇の最高峰の画家とのかけあいが、最高に受ける。寅さんの幼

稚でまっすぐな発想は火を噴き、ちょろちょろっと絵を描けば何万円にもなるという画家のじいさん

相手に、人助けと思ってちょろちょろっと描いてくれと頼むが、それはプロの画家として当然断る。

さあ、プロの画家はなぜ断るか。安っぽくなる？これはまあ、希少価値がなくなるということで、自
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分の作品に自信がない証拠でもあるだろう。もう一つは、描く動機の問題だろう。描いてくれと頼ま

れて描くようなのはちょっと違うか。しかし、演奏家は、ちょっと弾いてくれと言われたら弾くだろ

う。それは、音楽の場合は形が残らないから、価値が減ることがないということか。それもへんだね。

まあ、結局は、ボタンちゃんへボタンの絵を描くのだが、その気持ちも理解できる。2011.01.22 

 

666【フラッシュフォワード】★★★★ 

SF 小説の 20 回 TV ドラマ版である。SF 小説も一気に読んだが、こちらもなかなかおもしろかった。

数ヵ月後の未来を地球上の人類みんなが見る。死んだとともっていた娘に会えた。ガンで絶望的にな

っていたが日本人の女の子との恋愛をしていることで未来を見つめなおした。あるいは、真っ暗闇、

つまりは、その時に死んでいるということで、絶望する人、逆らうべく行動する人。主人公の FBI の

お兄ちゃんは、病院勤めの嫁さんが、浮気しているということを知らされ、嫉妬深く、かつてのアル

中でもあり、自滅的に、しかし、生きていくことの執念を持ちながら生きていく。数年後の未来を見

ていしまったらどうなるのか。悪いパターンを見ると相当に落ち込むだろうし、逆だったらルンルン

な気持ちになるだろう。未来を見るということは、未来までの行動をある程度決めてしまうというこ

とでもあり、いや、むしろ大きな制約条件として課せられることになるということで、自由性は失わ

れるだろう。さて、自分は、そのような制約を受けた場合、どこまで強く生きれることができるだろ

うか。2011.01.22 

 

667【おかしな男 渥美清：小林信彦】★★★★ 

寅さんとして親しまれた渥美清の実像に迫る。学歴や品位のようなさまざまなコンプレックスをいだ

き、かつ、人と常に距離を持ち、慎重に人生を生きてきた渥美清。その寅さん像と一緒なのは、かつ

てはヤクザまがいのことをやっていた経歴ぐらいで、あとは正反対な性格である。あの人懐っこさも

なく、また、人からも愛される優しさも表に出さず。しかし、渥美清という俳優ではなく、本名で生

きている彼は、どの自分を気に言っているかと言えば当然演じている寅さんとしての自分ではないの

だろうか。自分の本来のところを演技として打ち出すことはできても、実生活では、多くの壁や幕が

自分の中にある。せっかく、あのような愛されるべき人物像のキャラクターをもらったのであれば、

そちらに自分の姿を写して一定のではないかと思うが。ただ、彼自身が、他人をめんどくさいと思っ

ていれば、それは演技と本名の彼とのギャップはあるだろう。著者の小林信彦は、渥美清という人物

を猜疑心の強い男として描いているようだが、猜疑心は 2 次的な人物像であり、その猜疑心の後ろに

控えている本当の渥美清の像にふれていたのだろうか。2011.02.28 

(「自耕録」を作ってしまったので、この書き込みも 1 カ月ほど止まってしまいましたが、再開します) 

 

668【霊柩車 NO4：松岡圭祐】★★☆ 

「万能鑑定士 Q」「千里眼」の作者によるもので、新しいキャラクターが生み出されているというもの

で読んでみた。奥さんを道路公団と建設コンサルタント、工事会社の陰謀で、交通事故で亡くしたう

え、裁判にも負けてしまう。その怨念で、テレビキャスターの若い子と一緒になり、真実を暴く。こ

の本自他は、新しいキャラクターの紹介本のような性格なこともあり、話がぶちぎれ状態である。や

はり、怨念や恨みを持っているキャラクターをシリーズものの主人公にするのは、なかなか厳しいの

ではないか。凛子ちゃんのように天真爛漫であればこそ、自由に話が展開できる自由性を持っている

だと思う。まあ、次のものを見つけたら読んでみようか。2011.02.28 

 

669【決算書はここだけを読め：前川修満】★★★☆ 

4 月から総務部長ということで、決算書でも読めなければと、簿記検定 3 級のテキスト等を見たがい

まいち。そこでこの本に出会った。著者は、これまでのこの系統の本のほとんどは帳簿を作成する人

が書いて着るために、ごちゃごちゃと枝葉末端まで書き、全体を分からないようにしているが、この

本は、決算書を見るという立場で書いたと。確かに。特に、簿記検定 3 級の本は、まさしく、自分で

簿記をつける人のテキストなので、特にその性格が強い。少しは、この本のおかげでわかったような

気がする。が、だいじょうぶかなあ 4 月から。2011.02.28 

 

670【中野シネマ：中野 翠】★★★  ＊演奏と緊張について 
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映画「シャイン」の主人公は、常に周りの人々を自分を監視、あるいは評価・審査される存在とみな

し、そのプレッシャーに打ち勝つべく向かい合い、そしてつぶれた。一方の、恵まれた家庭に育った

ピアニストは、周りの人々の存在を自分を支援してくれる存在、励まし応援してくれる存在とみなし、

人々の中にいることで安らぐ環境が確保され、そのリラックスした気持ちが聴衆に伝わる。さて、こ

の 2 つは全く正反対の音楽を生み出すが、少なくとも、前者は、対聴衆を意識しており、後者は、そ

れよりも自分自身を意識している。音楽の存在にとっては、どちらが好ましいのだろうか。リラック

スして生まれる音楽、自分におぼれる、自分自身の精神力にゆだねられる音楽、一方では、他人とい

うものを意識した音楽であるが、音楽そのものへの監視ではなく、当然演奏者への監視につながるの

だが、解釈や、レベルが低い話ではテクニックの問題への評価を意識したものとなる。JAZZ のような

聴衆と一緒になってスイングするものは、聴衆との対峙はあり得ないし、邪魔だろう。ちなみに、プ

ロ野球の世界はどうか。自分の力を発揮するためには、周りが自分の応援者であるという意識を持っ

ている方が委縮することなくプレイできるが、しかし、そこには、自分への甘えも生まれる。他人の

目を意識し、客に喜んでもらえるプレーを心掛けていると、そのプレッシャーがあるため、緊張し、

ひどい場合は委縮するだろう。ただ、自分の意識としては、周りは応援団ばかりと思い行動する気軽

さよりも、周りは批判者ばかりと考え緊張して行動する方が面白そうである。人前でギターを弾く場

合も、確かに、周りは自分の味方と考えるときは楽になる。まあ、その心持も必要だろう。その切り

替えが可能であれば、ずいぶんと楽しいことだろう。しかし、その切り替えスイッチは、あまり使え

ないようであれば、緊張し、乗り越えるほうが面白い。本当にそう思っているかはわからないし、恐

らく本当のところは、どちらか選択が可能であり、そのような行為を切り替えることができるのであ

れば、楽な方、楽しいほうを選びたいという気持ちはあろう。しかし、またそのさらに奥には、なに

か、もっと真の物を求める気持ちも存在し、それは、今の不利な、あるいは面倒くさい今の心持の方

を支援しているような気もする。評価を受け、伸びていく方を。ただ、それを乗り越えるのは緊張に

対してどのように打ち勝つかという問題はあり、いまは、若干、聞いてくれる人は味方であると思い

こみたいという強い気持ちがある、ような気がする。2011.02.28 

 

671【沈まぬ太陽】★★☆ 

日本航空のかつて組合委員長だった主人公が、いつまでも正論ばかり主張し、会社上層部に煙たがら

れる。いやがらせ、あるいは報復人事ということで海外勤務を命じられる。一度は、外部会長が受け

入れられ、会長室の室長ということで不正等を暴くことに力を注ぐが、外部会長も政府筋より外され、

また、海外勤務へ。山崎豊子が何を書きたかったのか。赤と言われながら筋を通した男を美化してい

るのか。腐りきった上層部であれば、描き方としてはそのように描かれているのだが、そのような会

社であれば、下っ端の身分で何を言っても駄目だろう。偉くなるか、あるいは組合専属の人間となる

か。同僚は、常務までのしあがるが、結局は、汚れ役をやらされお縄に。この浮かばれない主人公は、

東大の法学部だそうな。だから何なのだといいたいが、山崎豊子にとっては、そのように純粋なエリ

ートがいいのだろう。ストーリーをはずして、演技で見ると、誰が良かったか？加藤剛は、とてもじ

い様になっていた。2011.02.28 

 

672【万能鑑定士 Q Ⅷ：松岡圭祐】★★★ 

新作が出たので飛びついて読んだ。相変わらず凛子ちゃんは元気いっぱい。今回は、故郷波照間島の

海水淡水化の詐欺事件。議員さんのである友達のお父さんが、台湾の詐欺師（実は日本人だった）に

だまされ、12 億円もの町の金をだまし取られる。凛子ちゃんをはじめとする友達 3 人組と、大人たち

の世界という対立構図の中、最終的には、女の子たちグループが勝利する。面白みの魅力は、やはり、

凛子ちゃんのキャラクターによるところが大きいだろう。さて、これを実写版でやるときの女優さん

は誰だろう。深キョンか？ 2011.03.04 

 

673【男はつらいよ ふーテンの寅さん：花も嵐も寅次郎】★★★ 

舞台は九州、湯平温泉。お袋の遺骨を抱いたジュリーと、寅さん。遊びに来ていた女学生を田中裕子

が演じる。話は、あまり深みもなく、感動で涙が出ることもなく、また、寅さんらしい場面もなく、

また、観光地の紹介の仕方も、武骨で、観光 PR ビデオで面白くなく、つまりは、全体がいまいちな

のであるが、田中裕子のコケティッシュな女の子の魅力でこの作品も OK.2011.03.04 
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674【男はつらいよ ふーテンの寅さん：寅次郎相合傘】★★★★☆ 

傑作と言われる寅さん作品。よかったーーー。久しぶりに胸がジーンときましたね。たがいに好き同

士の寅さんと朝丘ルリ子。このころまでの朝丘ルリ子は、本当にいい女なんだねー。ぶっきらぼうの

裏街道の、そして、荒んでしまう環境にいながらたくましく生きる女の役も、さすが。寅さんも、変

にやくざっぽくなく、少し、子供っぽいが、それは、シリーズ中の大本命との恋物語なのでまあしょ

うがないかとも思う。話は、まじめなサラリーマン（船越英二）が生活に挫折し、北海道まで流れて

きたところに、寅さん、そしてリリーにであう。3 人の珍道中。宿に 3 人で泊まるは、駅のベンチで

寝るはの、青春まっさかりのような 3 人組だが、どうでもいいようなことで、寅さんとリリーが喧嘩

する。それでも、お互いに魅かれあったいるのだが、お互いに自分を知っているからこそ、うまくい

かない。今までの関係を維持しようとする。なんとなく、その気持ちもわかるか。ともかく、場面場

面が、自然体で笑わせてくれ、また、胸にじんとくる作品でした。傑作でした。2011.03.04 

 

675【フェイク】★★★ 

NHK の京都の骨董屋を舞台とするドラマ。それぞれに、殺人事件等が絡み、その解決に骨董の知恵が

役に立つというもの。漫画「フェイク」とはことなり、日本画、焼物等が話題のテーマとなる。主人

公の骨董店の娘と、南野洋子扮する刑事が中心人物。それなりに楽しめる。2011.03.05 

 

676【千里眼 The Start：松岡圭祐】★★★ 

以前読んでた千里眼シリーズが装い新たにスタートしたもの。ちなみに以前の１２回シリーズは千里

眼クラッシックと呼ばれる。最初の話は、主人公の元自衛官パイロットの岬由美子の上官ともども、

必要にかられた命令違反を診療医師にトラウマでかたずけられ、上官は役を降ろされ、本人は、自衛

官をやめることになったいきさつを語る。事件としては、航空機爆破のテロリストの事件を事前に察

知し、航空機爆破を妨害すること。結局は、元自衛官時代の因縁の診療医師が主犯だった？凛子シリ

ーズと異なり、全般的な蘊蓄や、コミカルな面白みは当然ないものの、それなりに読みとおしてしま

う力はある。2011.03.05 

 

677【千里眼 水晶体：松岡圭祐】★★★ 

シリーズ２作目は、かつての日本軍が開発した生物兵器、亜熱帯で繁殖するウイルスが、亜熱帯化し

た日本でばらまかれ、潔癖症の患者を中心に罹患して、パニックになるというもの。犯人は、潔癖症

の奥さんを持つ旦那が仕組んだことというが、設置にはちと無理があるか。ただ、共犯の妹であり、

自己陶酔虚言癖の夕子の存在が大きく、おそらく、顔を変えられて、某組織に雇われたみたいなので、

あとあと出てくるのだろう。2011.03.05 

 

678【江】★ 

NHK 大河ドラマで、のだめの上田樹里主演であり、あやしいと思いつつ今日まで見る。しかし、つい

にそのキャラクターの不自然なこと、演技に問題があること、時代設定を無視していることが不愉快

さをあたえること、ドラマがだらだら続くこと、緊迫感がないこと、・・・・・等々で疲れたので、こ

こで評価してしまいお終いにする。もしかして、再度みなをし始めるかもしれないが、１２月まで毎

週日曜日見続ける力はない。2011.03.06 

 

679【四十九日のレシピ】★★★ 

NHK４回シリーズのドラマ。昔オヤジ風の旦那（伊東四朗）が、後妻としてもらった施設ヘルパーの

奥さんに死なれ、前妻の娘とともに、生前の彼女の生き方を発見し、見直し、感謝するというもの。

娘も子供ができないからであることで夫とうまくいかず、あほな女に騙されて浮気をしてしまうこと

で、娘夫婦の家庭はぼろぼろになり、親父のところへ出戻りとなる。そこに、施設で人生を救っても

らった元気のいい女の子とブラジル人２世？の青年が加わり、ドタバタ劇が始まる。なかなか、お涙

ちょうだいというシーンも数多くあり、想像していたコメディではなかったものの十分に楽しめた。

2011.03.20 
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680【最上の医者？】★★★ 

民放ドラマで、アメリカ帰りの天才小児科医と、病院経営のため小児科を切り捨てようとする副医院

長とのバトル。本当かどうか知らないが、医者がびっくりするような離れ業で、難病の子供たちを助

ける。日本の医療ドラマとしては、なかなかリアリティがある手術シーンのこともあり、毎回、話に

ハマってしまった。最後は、天才小児科医の命先生は、ガンで余命いくばくもないという状況になる

が、最後まで望みを捨てずに頑張るというところで END。2011.03.20 

 

681【カンナ：天満の葬列 高田祟史】★ 

んんんん。カンナもだめかなあ。最初は面白く読んだのだが。今回も、菅原道真がテーマということ

で期待して読んだが、内容は極めて薄く、途中からは、菅原道真の蘊蓄の部分のみの拾い読みという

ざまに陥った。結局、道真公は、聖人君子のような人であったが、成果をねたんだ藤原勢が、彼を陥

れるために企んだことで、大宰府の左遷と、怨霊となることにちょこっと触れる。えっ！それだけか

い、あとは、忍者ごっこのシーンばかりだらだらと書かれても、ほとんど読む気はしない。もうだめ

かなあ、このシリーズも。ん？ カンナでなくカナンだったかも？？ 2011.03.20 

 

682【美の旅人（ダリ編）：伊集院静】★★★☆ 

スペインの絵画の旅の第２集。異色の画家ダリと彼がマリア様のごとくあがめるガラの関係を、彼が

描いた絵を通して紹介する。彼の画家としての天才的な技術と、ユニークすぎる生き方、あるいはパ

フォーマンス。そのほとんどが、ガラの指示であったというように解釈しているが、その彼は、そう

とうにマゾヒスティックな性格なようで、虐げられても虐げられても、頑張って絵を描いてしまう。

そんな彼の生きざまは、ある意味幸福なことだったのかもしれない。2011.03.20 

 

683【東京ソナタ】★★☆ 

長男を自由に育てたために、大学に行っているもののいい加減な人生を送っているため、二男には、

自分の価値観を押し付けることで、なんとか自分の父親としての威厳を保とうとするダメ親父。その

総務課長のダメ親父が、リストラにあい、浮浪者ともども配給の昼飯を食べ、内には、リストラされ

たことを話していない。同級生もリストラされ、同じ仲間になったが、もっとプライドが高く、つい

には自殺する。奥さん、小泉今日子は、そんなプライドに凝り固まった旦那を弁護するが、最後は、

きれる。役所浩司扮する物取りに襲われたりと奥さんの方も大変、次男も、学校の先生とはそりが合

わず、ピアノ教室に通い、結局はプロ並みの天才児ということになる。・・・・・そうとにハチャメチ

ャになるが、結局は、なにを言いたいのだろうか黒沢清監督は。2011.04.09 

 

684【フォアガトン】★★ 

飛行機事故で子供を亡くしたと思っていたのが、実は、最初から子供なっていなかったと、・・・。し

かし、これは、実は宇宙人が、親と子のきずなを調べる実験をするために子供を預かっていってしま

って、・・・・・。最初の緊迫感は何かを予感させたが、なんでありの宇宙人が出てきたところで、ど

っちらけ。2011.04.10 

 

685【バーテンダー】★★★ 

TV ドラマ。海外で優勝したバーテンダーが、バー「ラパン」で、腕を磨く。ホテルのオーナー、そし

てその娘が、しだいに彼の作ったカクテルに魅かれていく。この番組のおかげで、カクテル好きにな

りかけている。ゴッドファーザーとか、・・・・・おしくも、3 月末に終わってしまった。2011.04.10 

 

 

2011.04.11～2012.05.01 

（この間は、、なにか、あっという間に、時間が過ぎてしまった。）2012.05.3 再スタート 

 

686【ハッピー・フーネラル】★★★ 

ドナルド・サザーランド扮するハリウッド大監督が、紫禁城での撮影がうまくいかず、苦しんでいる

ところへ、カメラマン助手？のヨーヨーなる青年が現れ、大往生について語ることをヒントに自分の
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葬式を演出するヨーヨーを主人公とした映画を作ることとした。という、劇中劇のような作品。昨日

の「ホール」といい、期待しないまま見た映画が、結構、おもしろかったりする。この作品の魅力に

女性マネージャーの色気が結構効いているような気がするが、さて、この作品のどこがおもしろかっ

たのだろうか。作品のテンポか、あるいは、ストーリー性か。どちらでもないような気がするが、具

体的にはなんなのだろう。やはり、女性マネージャーの色気か？？2012.05.03 

 

687【ホール（穴）】★★★ 

空から降ってきたシューズを拾ったおかげで靴泥棒扱いされ、刑務所の代わりに砂漠のど真ん中のキ

ャンプに連れて行かれる。そこで待っていたのは、ひたすら掘る穴。キャンプ収容所の所長は、エイ

リアンのシガニー・リップス？ 穴を掘らせているのは、自分の先祖がそこに永輝馬車から盗んだお

宝が埋められているということを知っているため。結局は、靴泥棒の青年の先祖の持ち物だった鞄が、

砂漠のマン内で見つかるのだが。玉ねぎを作っていた黒人と女先生の恋が成就しなかったことが呪い

となり、・・・。しかし、その呪いのおかげで、巨万の富を手に入れることができるようになったとい

うことは、実はそれは呪いではなかったのではないかと思うし、あわせてみた「アンノウン」でもテ

ーマ？として扱っていた決定論的な話のような気もする。自分の未来は、どうなるのか。家族の未来

はどうなるのか。明日はどんな日になるのか。まあ、この作品でも、それはそれとして受け止め、日

常はきちんと楽しむということではないでしょうか。2012.05.02 

 

688【アンノウン】★ 

ニコラスケイジ主演のとてもいい加減な作品。彼の作品で、納得できるものはほとんどないのはなぜ

だろう。あえていえば、フェイスぐらいかもしれないが、あれも、トラボルタががんばっているから

で、彼の魅力というわけではない。というか、あまり魅力のない俳優なのかもしれない。話は、50 年

前に少女が残した数字の暗号が、なぜか、あっというまに解け、そこには、ここ最近の事件の死亡者

数と時間と場所を表しているということで、最後の EE は、地球の生物のおしまいの日付。結局は、

地球上の生物はあっさりといなくなり、宇宙人連れて行かれた人類の数人かが生き延びるということ

で、どうしようもなく意味のない作品。見どころはどこにあるのだろうか。・・キリスト教徒であれば、

これはハルマゲドンを描いているということになるのか。ニコラスケイジの持つ宗教観がこんな感じ

だから面白くないのか。わからないなあ―この作品は。そして、ニコラスケイジが、・・。2012.05.03 

 

689【チャイルド４４】★★★★ 

ソビエトロシアに努める保安警察の主人公が、共産国特有のおぞましい仕組みの中で、連続小児殺人

犯人を追いかけるもの。恐怖政治におかされている世界の持つ怖さは十二分に理解できる。この手の

話は、中国の作家による「ブラック・スワン」でよりいっそうあからさまに描かれていたが、こちら

は、その強者と弱者が入れ替わりながら、また、夫婦や兄弟、あるいは親子という関係を持ちながら、

その心理的な背景とそこから生み出される行動が、とてもよく理解できる。最後に、殺人犯が自分の

兄弟だったというところは少し苦しい展開とも思えるが、それ以上に、そこまでにいたる流れは、と

ても面白い？描き方をして、結構はまって読んだ。2012.05.03 

 

690【シャイニング】★★★★ 

ホラーサスペンスの金字塔、ジャックニコルソン主演のこの映画をきちんと見たのは、はじめてでは

ないか。コロラドの冬は雪で閉ざされる「展望ホテル」の管理人として、一冬、奥さんと息子で過ご

すことなったが、実はそのホテルは、かつて、なたで奥さんと娘 2 人を殺すという事件があった場所。

ぎょろめの奥さんと、ジャックニコルソンの三白眼の不気味な感じと、息子役の少年の無し気質な感

じが、全体の色調を決めている。ホテルのトイレや廊下の赤と白のデザイン上のコンストラクション。

この怖さは、「リング」のような映像的怖さや、音的な怖さのような生理的な怖さではなく、知的な怖

さということであろう。ただ、最後の舞踏会の写真に、ニコルソンの写真があるということは、実は

彼は、バンパイアであったということ？あと、最後に心配でホテルに雪上車でやってきた黒人コック

は、ホテルに来るなり殺されてしまい、雪上車を運んできた役にすぎなかったが、・・・。2012.05.04 

 




