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人の運命を知ること、不幸の原因を探ること、未来を予知すること。これらの言説は多々

あり、人間を魅了して止まない。いまの不幸は、過去や前世に原因を作ったからだと思う。

そもそも、社会や労働、資産、それらを誘引とした病気や貧困がある。それらが上手くいか

なかったりすると、霊界や因縁という宗教が立ち現われてくる。憎らしい人や出来事がある

と、あの人は地獄に落ちると言いたがる。或いは未来を予言する事で、単純に、自分は凄い

人だと示そうとする。商売は上手くいきますかとか、願い事が叶うかとかを見てもらおうと

する。未来を知る事が出来る人は、尊敬されたりもする。未来は予言出来るだろうか。災害

が来るという予言は定番なものだ。さらには、仕事や試験に成功するか。事業は順調にいく

か。恋愛は上手くいくか。好きな人と付き合えるか。恋人は浮気しているか。結婚出来るか。

病気は良くなるか。このあたりが予言者に求められる事柄でもある。そうするとどうだろう

か。なるべく、相談者の意思に沿った事を言うか、このままではまずいが、努力すれば可能

性があるなどと曖昧な表現にして確率を上げる事も出来る。そういった予言に適した、易や

タロットなども使用される。易などは、良く検討された細分化した結果を示すため、バーナ

ム効果や、当たった気がするという気分を醸し出す。人間は努力したり、善を志向するので、

それに沿った形か恒常的な不安要素を配置すれば当たる確率は上がる。概して、当たった時

は記憶に残り、当たったか外れたか分からない時は、記憶にあまり残らない。一度でも当た

ると信じ込んでしまう。また、占いは計算を使用するため、なんか当たったような気がする。

自分も、よく当たる占い師に鑑定してもらった事があるが、結果的には、当たったような、

外れたような感じではある。ただ、計算の論理に裏打ちされていたため、非常に面白い経験

が出来たように思う。相性診断などは、誕生日が分かれば計算出来るため、なんとなく当た

っている気がする。そういった統計や占いを使用せずに、霊感で当てるのはどうだろうか。

人間が自然に、宣託を受け、こう思う、とか、こうなるだろうとつぶやくのだ。その予言が

外れた時には、穴埋めとなるフォローを追加する事になるだろう。予言は、当たるか、外れ

るかという二項モデルでもあるし、そうなるかならないかという二項過程を辿っていく。な

ると言ってならない場合は、まだ時期ではない、延期された、努力が足りないなどと言って

おけばよろしい。問題は、ならないと言ってなった場合である。これは、外れたと受け止め

られる。ただ、ならないと言ってなる二項モデルは、確率的に四分の一であり、概して当た

ったと言われる確率の方が高い。外れた場合にも、天界の計画が外れたとか、お前の行いが

悪かったのだなどの、責任逃れの言説をあてがえばいい。更に、なる、ならないの論理にし



ても、部分的になった、少しはなった、なった所もあるし、ならなかった所もあるなどで逃

げを打つ事も可能だ。本人がどうしたいかに、なだめたり、励ますという充足感があれば、

外れてもいいのだ。視点を変えよう。自分の局所状況を直感で当てることにおいて、いかな

る直感と判断が遂行されるか。原因や未来を当てることはいかにして可能になるのか。こう

であるという判断を直感で遂行するわけである。原因は、過去の行為から選別する。いまの、

いい状態の対象、悪い状態の対象が、過去の類似した行為に原因を見て取る。問題は、人間

の行為やその結果は、類似性や反復を形成する事だ。類似がどこまで類似しているか。誰か

にした行為が、誰かにされる行為と類似している事をもって、業だとか因果応報だと思える。

人間の行為と環境は類似性を持つ。そういう事は、思い返せば、何度かあったような気もす

る。逆に、誰かにした行為が、誰かにされないと、業や因果応報は形成されない。どうやら、

誰かにした悪業が、誰かから返って来たというのは、昔からあったのだろう。何か災いが振

りかかって来たら、あの時の自分の行為が返って来たのだと思う。なぜ災いが起きるかとい

うと、いじわるをするなどは、人間に特有なものでもあり、だまして、ずるして奪い取る事

で利益を確保する事が出来るのである。或いは威張りたいとかいじめられるオーラを出し

て卑屈になっているなどがある。病気や自然災害以外の災いは、概してそういう所にあり、

その原因を、自分の過去に照合させるのだ。思い当たる原因がない場合は、前世で悪い事を

したと言って整合性を付けるのである。災いは、納得いかないし、損をしたと嫌な感じなり、

自分に原因があるとすれば、人格的にも良くまとまっていくのだ。また、人間関係で仲たが

いした時に、今に見ていろ、地獄に落ちるぞ、バチが当たるぞと思えば、恨みをいくらか解

消できる。また、因縁を信じれば、悪い行いは避け、善徳を積む事ができる。これは、真実

かどうかの如何に関わらず、一定の効果を得る事が可能となる。その人格形成から、霊を信

じる様になり、励みは更に神聖になる。未来を予知するようにもなる。透視主体のアストラ

ルバイアスは、対象を簡単に動かす。冷静に透視するのであれば、世界の惨事は低く見積も

る方が統計に叶っている。しかし、地震を当てた事によって預言者になった人は、次々に災

害を預言してしまう。また、預言者が気に入らない批判を受けた場合の定型句は、地獄に落

ちるであろう。そうなると推定される。究極のヒットワードが、地獄に落ちるである。預言

者が取り沙汰されるのは、災害か事件で、現象の超越レベルとして霊界から光や闇が降りて

来る事はないのだ。それに模したゴシップや災害があるので、その時に当てた人として預言

者は出現する。地震などは格好の手段で、日本には数十年に一度到来する上に、専門家が、

そろそろ来ると調査結果を出す。そうすると、専門家が来ると言ってから、数年祟りが来る

と言っておけば、当たる確率は高い。更に、日本のどこに来るかは罰の当たり次第だと言っ

ておけば良い。日本の預言と地震は大きな関連がある。逆を言えば、地震以外の天の罰を与

えるほどのカルマ落としはそうそうないし、被災者への配慮からすれば、霊能のバツの悪さ

も反証されてしまう。人助けの善徳を積んでいるうちにうらぶれていってしまう。自分も金

を貰わなければならない。そうこうしているうちに、無責任な相談者や、エゴに塗り固めら

れた相談者との均衡を図っていく。霊能者は難しい仕事ではある。ホラリー占星術やタロッ



トの様に、理論に裏打ちされたものを使うとしよう。アメリカの政治や会議では、月の運行

やボイドを避けたりするという。日本でも大安や仏滅を選んだり避けたりする。因縁や業を

考える場合、思うということは、主体を内部でだけ変形させるのではないか。その思考が、

愛する対象の良くない像を思い描くことが、その対象になんらかの変化を伝えるか。アスト

ラルクラッシュに関わるこれらの問いは、霊能というものに向かう。思うだけで、悪い像が

浮かび上がって来る。思うという事は、単純に、経験不可能なものも含んでいるものだ。或

いは、経験しない事を思い続ける事も出来る。霊能者が、判断した事は、その霊能者に決定

権がある。あいつは不幸になるとか、そいつは罰が下るというのは、恨まれている相手であ

るが故に、その通りに事が運ぶようになるかも知れない。更にはその情報を拡散し、皆んな

で不幸に導くという事も出来る。霊能者であるからに、人の人生の転落や救済を思考し続け

たという事実がある。あとは、当たるか、外れるか、博打みたいなものだ。霊能者を掲げる

からこそは、当てる外れるという問題にもなる。それに付随して、病気や不幸から脱する仏

教や神秘主義の呪文や儀式を与える事になる。そういった精進や信仰は、神に祈ったりして、

心持ちを良くするという事でもある。反省して縮こまったり、家族や周りへの接し方が謙虚

になれば、万事、良い方向へ進む事は期待して良い。結局、霊能者は、人生の不幸から脱す

る、様々な宗教に精通していて、それらや人生訓を分け与えてもらう事が出来る。宗教でも

あり、宗教に留まらない秘儀を修得していく。それは、神社や寺で訓練を積んだ場合や、牧

師などが行う場合がある。これらは全国でどこにでも居る人々ではある。宗教や儀式に裏打

ちされていない霊能者はほとんどいないだろうし、なんの知識も技能もない霊能者は霊能

者としては微妙であるが、霊能者であっても、その知識や技術が求められ、問題が解決すれ

ば感謝や尊敬を受けるのだ。人格が伴えば、それは賞賛に値するかも知れない。与えられた

情報だけで解決しようとするアストラルバイアスは、単純に人間と思考の習性でもある。そ

うやって結び付けられた因果の連鎖は幻想の霊能力である。単に外れたというだけの現実

の解決が成される。誤った判断をしないためには、最早、何も思ってはいけないのだろう。

何も思わない事は、安易な判断を挟まない事をも意味する。そこに立ち現われてくる単なる

人間がある。霊や神話、死後を消去した人間を生きる未来は訪れる。或いは訪れない。そう

して生きていて、見えてくるものがある。対象喪失も語られるべきものである。人間が、人

間として、家族と生き社会で生きた３６５日を共にした人達は、一人いなくなるたびに、そ

の後の毎日を、何年も何年も生きていく。亡くなった人を思い出し、語るたびに、何処かで

生きているような気がしてくる。或いはそういう物語が流布されるようになった。やがて、

死後や、善行悪行を測定し、天国、地獄による死者のみならぬ、現世の規律的評価へと語り

の役割りを担った。段々、それ自身の物語と善悪の教えとし、布教活動と組織化が行われた。

罰や裁き、災害などを見立てた選別や、先祖の苦しみを説く教祖や霊能力を求心力とする風

習が自然に蓄積されていった。これらは、人間が共に生きるという流れから、離脱する者と

残された者という、突き詰めていえば、生老病死のライフサイクルを人間が生きている自然

な感覚から来るのだ。人が死ぬということは、共に生きた残された者には、一つの衝撃や悲



しみへの解決を生み出すに過ぎない。いくら文明が発達しても、生老病死と、別れることか

らは逃れられないのだ。置いてく者と置いてかれる者として。その必ず訪れる一つの終わり

を迎える為に生きていくドラマを人間は抱えている。人間の生きる上でのドラマや社会や

政治は、生まれてから、何らかの死に方を経て幕を閉じ、各々の意識と死を持って閉じられ

る幻想の様なものだ。昨日経験していた事象の実際の意識は、今日の何処にもない。昨日遠

くの街を歩いていた自分と、今此処にいる自分は、身体的に同じだが、昨日遠くの街を歩い

ていた自分は、記憶のなかにあるのみである。昨日傷を負ったならば、今日その傷は現実に

刻まれている。しかし、概して思想や他者との交流や恋愛のやり取りは、身体に刻まれるよ

りは、意識に想起される幻想の様なものだ、と言えるのだろうか。恋人から貰ったリングや

ブレスレットは、君の身体に現実にあるかも知れない。物体として、身体に接触するものと

してそこにある。物体は、感知される事で、思考や記憶を呼び覚ます。行為や経験は、写真

や映像がなければ、記憶という形でしか接触出来ない。人間は、原初的な動物として、死ん

だら身体という物体になる。それを取り外して、動物ではなく、霊だとか、神だとか、死後

にまで思いを馳せる。確かに道徳としての宗教は、素晴らしいなぐさめや、自制心を与える。

人に優しく、人を傷つけずという生き方は、しかし、現実の労働や生産性、利害関係を放棄

しかかる。そうでなくても、美しい人間は、時代が求める理想でもある。自分やその周りだ

け平穏だとしても、全体が立派に成立するまでは、理想は受け入れられないかも知れない。

例えば、ニュースで報道される出来事の言説がある。それを選別する時に、一人の人間が評

価を下す場合、宗教は無益だ。それが、共通善を形成する場合はあり得て、その通り事が進

めば問題はない。上手くいかない問題が焦点になるのも報道ならではで、いずれそういった

問題も全て適切に処理できるのかも知れないが、良い悪いで出来ない問題を、全て良い行動

化を宗教家は志向するが、紛争に関しては時代が付いて行ってない事を意味する。恐らく日

本はアメリカを中心とする自由と民主主義による世界統一の夢を見ているように思う。そ

れにより、逆にアメリカ中心による統一を支持しないローカリズムが反対陣営としてある。

アメリカのマニフェストディスティニーとアメリカの正義をアメリカ国民であれば誇りた

いだろう。精神分析的に抵抗が散発するところだ。中途半端で引くに引けないと言ったとこ

ろであろう。人間は全て安全に衣食住を享受出来る事が、全てが善になるのに必要である様

に思える。さらに、支配されたりやり込められたり、屈伏されるならば、衣食住が足りたと

してもその対象を破壊したがるだろうか。対話で済まないほどの我のぶつかり合いがそこ

にはあるのかも知れない。人間関係でもそうだ。宗教であってもそういった不和な人間関係

の宥めや透かしを商売にしている。弱者の論理は宗教に散見されるし、それは賢い生き方と

して賞賛されてもいいが、宗教とは清く乏しくと言うものであり、集金がかさめば、弱者の

腐敗に堕落したあぶれ感が出てくる。大体そういう所が宗教の落ちぶれる所である。宗教家

だって立派な志しを持ち続けるのは自己顕示の方法である自己実現の場合もあれば、性格

の悪さが出たりするば、意地悪になったり、楽をしたくなるものだ。営利活動と違って、宗

教は楽をすると醜くなる事が多く、大体不幸な人に教訓を垂れて集金をすると言う倦怠が



生じる。人間の醜態や、見せ場の確保、ポジショニング、それらに付随する功績の存否、恋

愛による享楽、純愛、権力や弱みによる支配、いくつもの意志が快楽や恒常的習性に宿りな

がら現実の経験は離散する。その間断で意識やシミュレーションは活動する。現実や行為と

心的なプロジェクションやポテンシャルはどんどん食い違って行く。厳密には同じ方向性

を示しても、ポテンシャルと行為による経験は、意識と現実の差異を生じさせる。現実は意

識を伴うが、心的世界と現実は離散する。心的世界と現実世界の一致や不一致は、現実をシ

ミュレートしながら落とし込んでいく。そうしながら、人生を送って、老いて、死んでいく。

新しい人間は生まれて、成長して、シミュレートする現実を咲かせる。人間も動物も、口が

あり、食べることで、身体を維持、拡充して来た。そうして、眼があり、口から声を出し、

言葉を発して来た。それが生物であり、この地球や宇宙に生きている偶然性でもある。エジ

プトのピラミッドは、シリウスへ向かうように出来ていると聴いた事がある。しかし、おそ

らくは、死後は無に滅するのだ。生物と身体、それに付随する意識と思考。一つにはそれは

教育と歴史による言語理解によるし、生存と適応の過程で、人間のみが、地球上で営んでき

た奇跡でもある。百歩譲って、脳や肉体がなくなっても、無色透明な霊として意識が存在す

るとしよう。しかし、輪廻した時は前世の記憶は無いはずである。何か問題があるだろうか。

ワイズ博士の証言には前世を覚えていると言う記録がある。キリスト圏では天国、地獄はあ

るが輪廻転成は無いように思うが、仮に本当に前世があるとして、前世が動物だった人の証

言は無いのだろうか。また、現代の想像力で、前世はイタリアでレストランをやっていたと

言う前世療法がテレビで報道されていたが、年代的にレストランなどをやれるのは現代的

感覚からの想像力に違いない。二回の大戦中だったら、レストランなどと言う牧歌的な事態

で良いのか。それ以前はレストランなどと言う職業は一般的なのだろうか。どうしてイタリ

アから日本に来たのか。果ては、お前の前世はカエルだとか犬だとか虫だとか言う。霊は人

間から動物や虫に成れると言うのだ。思考や器官も異なる。記憶も異なる。本当にそうなの

か。確かに人間からすれば、動物や虫は下等生物だろう。見える世界も違う。ざまあ見ろ程

度の感覚だろう。しかし、霊は違う種になんでも成れるのだろうか。霊というのは再生利用

出来るのだろうか。新たな身体を手にして、霊はその大きさを一から始めるのだろうか。空

間と物質の論理に反する様だが、本当にそうなのか。興味深いことではある。下等生物に降

格するならば、全てを悔い改めるだろう。宗教家は、自分は神だという。慰さめがそこには

ある。神になったからなんだと言うのか。歴史上の神と仲間だと言う。それがなんだと言う

のか。昔の神はおかめ納豆みたいな顔をしている年増ではないか。それが真実ならば、その

宗教家は、死後に繁栄するだろう。地球はそんなに輪廻転生する余地があるのか。人間でも、

宗教の神でもなく、永遠に安らぐ方が良くないか。人間も神も、千年も繰り返せば不毛では

ないか。盛衰や老衰を超えて何万年も強く、静謐である気高い神のような人間であれば、宗

教家は神かも知れない。輪廻転生よりも、永遠に安らぎたい。死によって閉じたい。この身

体、脳にのみ、意識を宿らせたい。下等動物に閉じ込めないで欲しい。人間でも、神ですら

下等ではないか。そう思う程に、科学と教育は高度に普及している。論理的に輪廻転生で何



が言えるか。まず、前世の記憶はない。次いで死後の霊体の記憶も無い。そこから言える事

は、来世で虫やカエルにでも成った場合どう成るか。当然人間だった頃の記憶は無い。人間

が気持ち悪い下等生物に成る事は、牢獄に閉じ込められた人間の懲罰を意味する。しかし、

人間の霊体が複合されているとしたら、その現世を見る限りそう言う事は有り得ない。この

時点で、カント「純粋理性批判」最後の問い、「今世紀」中にカントが知りたがった死後に

霊体は存続するかと言うヘーゲルでも独断論的に失敗した問いの幾ばくかに答えた事にな

る。現世は現世の記憶しか無い、がその根拠である。輪廻転生を認めるか認めないかでこの

根拠は威力を異にする。霊体で永遠不滅だと言う論理はこの問いをカントの問いに引き戻

す。アンサーに戻ろう。下等生物に来世で成ったとしても、数年下等生物なりの世界を全う

する訳で、そこに人間だった頃の記憶は存在しない。そしてその次の来世でも、下等生物の

記憶は存在しない。最早それ以前に複数の人間だった記憶は無いだろう。宗教家は言うだろ

う。何度も地獄の様な苦しみを味わうだろうと。しかしそれが、そう言う宗教家に当てはま

らない保証は、そう言う軟弱な言葉を振りかざし掲げるか否かで、人生への真摯さ、徳の過

多は宗教家にはない。死後の支配者や法に委ねるべきで、軟弱な宗教を信奉して、無神論、

他信仰者への応戦する者が判断するには遠い。著者は腐敗した信仰ならない方が良い気が

する為、百歩譲って不可知論者か自然神論者である。かつて、インドのヨーガやブラフマニ

ズム思想に救われた感があることは隠さず明記しとこう。真摯な師に出会えた事も明記す

るが、今思えば、信仰に似たインド哲学と言う理神論者だったに過ぎない。そして、師が述

べていた、宗教は無意味だったとか、現実の生活をきちんと生きた方が良いと言った言葉が

宗教を終わらせてくれた。実際にはどうか。カントの様な態度をここで一度だけ見せよう。

本当のところは解らないのだ。ただ、カントへの挑戦を無効にし、カント以来の問いを哲学

思想的に幾ばくか進めた感がある。実際にはアラサーで不安定さを抱えた著者がいる。日本

では中国の言葉として、40 にして迷わずと語られる。人生長い。ネット上に埋もれた論文

に成るかもしれない。正直、カントの様に残らないかも知れない。いや、可なりの確率で日

本を制しないだろう。しかし、このパーツは、カントが問い続けた問いと同じなのだ。「霊

視者の夢」や、「純粋理性批判」。霊体は存続するのか、ベルクソンを経由しても良い。最早

霊体など有るのか。科学が進歩している現在、生物学は答えを出さないのか。神経や化学、

ニューロンは霊体の可能性を何処まで抉るか。倫理的な問題が付きまとうが、人工臨死実験、

臨死記録を取ってないのか。前者はないにしても、後者は克明に記録と分析を実施すれば、

サンプルの母集団も多い為、統計科学が可能である筈だ。著者の知り合いに、臨死体験が有

り。一カ月意識不明だったが、川の向こうでお姉ちゃん達が手招きしていたと言っている。

DNAの身体生物の記憶だろうか。余り考えたくない問題である。ただ、身体は、生物進化

の全ての過程の結晶であることは記憶の生成に影響を与えるのかも知れない。科学はそう

言う問いに答えや仮説を与えられる時代にある。脳以外の臓器や肉にも、進化の記憶は宿っ

ているだろうか。記憶というものは、脳にあるのだろう。身体は、全て、二つの配偶者から

引き継ぐものではある。時間軸を一本取って、全てが同一に流れていくと仮定する事も出来



る。意識は時間を変形する。眼を瞑っていれば、記憶を取りだす事も出来る。しかし、記憶

を再生している時間は、やはり現在の時間であるかも知れない。現在に記憶を併存させる。

その随伴からすれば、過去は複数回想起出来る。未来は未だない。未だ来ない、未来。運命

というものは、過去や未来を横断する、現在の戸惑いや希望でもある。運命のコードが存在

する様に感じられる。運命の言語、論理の部分空間が、集合論的に複合コードを形成してい

る。論理や言語は、経験を経験する際に、運命と感じられる過去がヒットする様に出来てい

る。経験のランダムシューティングは、人間のたった二千数百年の経験可能性に過ぎない。

運命を人間たらしめるものから引き出してくるのだ。人間は百年以上前には生きていない

のだから、循環していく。運命と宗教を下敷きに、記憶を引き出していく。経験が宗教に合

致するとすれば、それは二千年程度の間に、人間に残存したものだ。ここ数百年は、哲学や

科学も進化し続けた。それらを生み出した人も百年足らずで死んでいった。人間は未だない

存在可能性を生きている。エジプトのピラミッドとは違う存在可能性を示している。霊能は、

素朴に運命や死者の霊から不幸を脱する事を説く。願望成就もそうだ。未来の結果を現在に

於いて、決まっているものとして予言する事が霊能者のやる事だ。しかし、良く考えれば、

未来の出来事の結果は、現在には決まっていないのではないか。彼女と私は付き合えるでし

ょうか。私の病気は治るでしょうか。試験に受かるでしょうか。願望は叶うでしょうか。あ

の人はこの事についてどう思っているでしょうか。などは、霊能者が答える現在には、まだ

分からないのではないか。未来を予測するというのは、それでも霊能者が言えばその通りに

なるというのかも知れない。しかし、答える段階で分からない事もある。試して見ないと分

からない事もある。病気が治るかという予想に、治るといって、その病気の医学上の進行や

治癒率がある。その病気が治すのが困難なものであれば、治ると言われても、相応の対応を

しなければ、予測は外れる可能性が高まる。切符よく治るよと言って治らない場合、悪化は

しなくなったとか、進行が止まったなどでありがたがるのは、自分も２度ほど聴いたことが

ある。その時に、霊能者が治したと言い、病気にまでなったら霊能者には治せないと問い詰

めたら、進行は止まった程度だと判明した。医者にもかかっているのだから、霊能者の力か

は分からない。そうであっても、重い病気にかかれば、治せるという霊能者に頼るのは普通

の事だ。様々な呪文や祈願をしてもらい、お前の行いやカルマが悪かったと言われ、悔い改

める事は、意義のある事かも知れない。報酬の取り方や弱みに付け込むかなどが適切ならば、

それは価値があるのかも知れない。罪を犯し、病や不幸が訪れる度に、宗教が受け皿となる

事は、ある種のエコノミーであった。罪は、小さなものであっても、記憶と身体に刻み込ま

れていく。過去の経験を反復するために、罪を行なったら、神経や電流回路で潜在的に反復

され続ける。そうすると、類似した現象が起きた時に、事後的に整合性が付き、解決へと至

る。なにか、不幸やいやなことを被ったならば、過去に自分がしたからだと解決されれば、

諦めて受け入れていく。それは、人間の解法としては自然なものだ。カルマや業の法則は、

不合理の合理化の作用もあり、処世術や道徳として一定の価値がある。死んだ親族が見てく

れている、助けてくれているというのも、一定のレベルでは、人間を豊かにするかも知れな



い。しかし、なんでも業の法則で辻褄を合わせようとしたり、本分をそっちのけで、その意

味にがんじがらめになっては問題かも知れない。カルマなど、思い続けても、それが開示す

る出来事は、そんなに頻繁に巡って来ないのではないか。金を積めば、信仰の助言や導きを

得る事は出来るだろう。それらを職業にしている人は、一定数いる。信仰や宗教ではなく、

スピリチュアルなどとぼかして間口を広くしている人々もいる。確かにカルマの法則は、条

件的に解消を得られる方策と、一致による差分の解消が持たされる素晴らしいものだ。しか

し、生物的な事実を現実として受け入れた方がいい。何故人間は、ストーリーを欲しがるか。

あの世や、霊が干渉するように捉えるのか。人間には、何故意識があるのか。意識があるの

は、神秘の起源ではないか。結局生物の起源は、知覚力のあるものが残存したという事だ。

知覚力のないものも残存するが、人間を捉えるならば、その理由は、知覚力のあるものとし

て残存したから。暫定的にはそうだ。何故人間は創造されたのか。神が作ったのか。遠い昔

に、人間の起源の RNAが発生し、それだけの時間をかけて人間は形成されたのだ。現在人

間に生まれて来ると、文明や科学が既にある。全く不思議な世界だ。死後にも、この意識は

残存するように思える、人もいる。父母の遺伝子から生まれ、子供時代に急速に進化するの

が人間で、認識も、ある幼児期に急速に得られる。これらは人間の創造というよりも、生物

としての資質に根拠を持つ。そこに因果性の掛け違えが起こる。人間を創造したのではなく、

人間は、一気に肉を持つようにプログラムされている。やがて、形成された社会に待ち受け

られる。構成員が循環しながら、維持される人間の営みがある。それを文明と呼ぶ事も出来

る。そういったなかで、人間以前の進化の起源を無い上に身体と対話する。人間は不思議だ。

近現代の文明の上に迎えられる人間として完成されつつある生物がある。子供のうちから

三度の飯を食べたり、牛乳を飲み、ハイハイしたり、おまるでうんちをする。そうやって認

識能力が十歳前後で確立する。二十代半ばにでもなれば、因果性や死後の言説に興味が出て

もくる。そもそも人間の営みや反復が因果性を呼び寄せるし、不合理の類似性や解消を求め

るのが人間の自然と調和でもある。これだけ奉仕したら、見返りがあるとか、人間は業によ

って等しく計測されているという因果律は、現実ではない。傷つけられたから、相手は地獄

に落ちるとかでもない。現実を動かすのは難しい。未熟な人が、私やあなたを傷つけたとし

ても、そこに因果律は、必ずしも生じる訳ではない。まわりを見回せば、そういった、業を

逃れているケースはいくつもある。公務員が裏金を貰ったり、口利きしたり、誰かを冷遇し

ても、有名な政治家でもなければ、ほとんど表面化しないのは一つの例であり、一般人でも

そういう事はいくらでもあろう。二枚舌もそうだ。ちょっと相手に負担を被せたり、助けを

求めているのに見過ごす。どん詰まりな相手は、傷付いていく。しかし、だから見返りにそ

の傷の分だけ地獄に落ちるとかは論理の掛け違いでもある。測定しながら全て相手と同害

同罰を受けるように出来ていない。ちょっと見過ごして、その不作為が相手の傷を罰として

背負うようには出来ていない。もしそうならば、負の連鎖が雪だるまみたいになってしまう。

計測からすれば、占いは計測と関係性から出来ているとも言える。占いがなぜ外れるかにつ

いては、確かに統計の科学としての占いは、ある傾向性を示し得る。しかし、いくつもの流



派や占術の重複や差が、当てられない原因にもなる。更に、そういう差が、経験により増幅

され、外れるように、統計からずれていく事が予測される。良く当たる占い師はいる。人生

のどの時点かによって性格や人格は変わっていく。時間と共に部を弁える事もある。心を入

れ替える事も、失敗から学ぶ事もある。人が変わったようだ、などと評される事もある。性

質が変わってしまったり、蓄積された性質の強化などは、均一的な占いを外すかも知れない。

当たる部分はあるかも知れないが、質問や観察を欠くと、均一的な解答が実態に合わなくな

るかも知れない。本人と乖離した部分は、本人が外れた部分を強化した結果とも言い得る。

窮すれば通ずるとも言われ、度を越すと廃棄されたり、別の属性に変質したりもする可能性

がある。そういう意味では、外れる事を含めて、占いは意味があるのかも知れない。霊能や

占いは、いくらか当たるのである。それは現実的判断として、現実的経験を下敷きに出来る

のだ。成るか、成らないかという判断は、一見二分の一だが、二項モデルを連鎖させながら

断定をぼやかす事、外れても別の二つを当てればありがたがられる事もある。霊能者は当て

続ける事は出来ない。そうでなければ答えていないに過ぎない。もしあなたが、霊能者は当

たると信じ込んでいるならば、それが外れる事を断言出来る。まず、銀行に百万円預ける。

その後、預言が出来、霊視の出来るという霊能者にカードを渡す。暗証番号は教えてはなら

ない。その霊能者に中身をプレゼントすると言う。まず暗証番号は当てられないと断言しよ

う。要は、霊視が当たるのは、成るか、成らないかという人生相談だから、命中する確率が

上がる訳で、二つや三つ訪ねて、一つでも当たれば凄いと思われるだろう。暗証番号を当て

るなどは出来ないだろう。捏造は出来るかも知れない。宗教関係者が家相を当てた事がある。

自分の知り合いで、マンションの入り口と外観を当てられた。それはどういう事だろうか。

人づてに聞いたのだろうか。現在では、グーグルアースで調べるという方法もあるだろうか。

構成員が張り巡らされ、浦沢直樹のマンガ「二十世紀少年」のようになっているとしたら、

霊能や宗教は、鬱屈したスピリチュアリズムになるだろう。ただ、不幸に立ち向かったり、

心身の修練を実行する過程で、霊能力は真剣さと共通して励む達成感を生むだろう。それは、

不幸に立ち向かい、幸福ですら感じられるだろう。それがたとえ、誰某の情報を集める情報

戦であったとしてもだ。結局、呪文を唱える、霊界の書物を説く、仏陀の十二因縁説等の理

論を説く、人生相談をするなどが主軸になる。山や滝で修練をすれば、自然によって、動物

の本能や身体が鎮められ、野生に帰り、人生の些事に解決やカタルシスをもたらすかも知れ

ない。文明のなかで見失ったものを、宗教や霊力は基本や理論、相談に立ち戻り、解消する

のかも知れない。人海戦術のような霊能活動、宗教活動は、素晴らしい意義を持つだろうか。

ネット配信などで、様々なスピリチュアルに触れる事が出来る。かつては、大枚をはたいて

やっと少しずつ人海戦術で習えたものも、情報として散乱している状況ではある。これは望

ましい事ではある。結局、霊能や宗教は、人間に必要なものかも知れない。透視をしたり、

霊能者に決めて頂かなければ判断がつかない事もある。取り返しのつかない出来事や失敗

に遭遇した時に、その取り返しのつかない事象を解消しなければならない。それは、人間が

生きていく上で必要なものだ。霊能者が道を示してくれた。宗教家が指導してくれた。そう



いうのは、人間のある部分で重要なものだ。そういった事を自覚した上で宗教や霊能を行な

っているトップランカーには、優れた人がいるかも知れない。限界は二面性を示す。それ以

上進めない限界と、先端を切り開く限界がある。限界にいる霊能や宗教がある。優れた霊能

者や宗教家は、これらの議論を踏まえた上で、出来る事をするだろう。不幸な人に眼を開か

せ、平和のために政権にブレーキを発する。嘘や分からなさ、オーバーリアクションを含め

て救済をする限界で、出来る限りの救済をする。宗教や霊能は対価をも伴いながら、重要な

行為となる。単純に、霊などない、神などいないと言ってはつまらない。悪霊はいないとも

言えるが、考え方の偏りによって、どよーんとした人の状態がある。何をやっても上手くい

かない状態がある。それらを、霊が付いていると表現してもいい。たぬきっぽければたぬき

霊だ、鬼気迫っていれば狐霊だなどと類型化する。民族的な言論形成がそこにはある。雰囲

気や見た目がある動物の様相を呈した時に、危険のサインをみてとる。あの人怠けものだか

らたぬきの様な顔をしている、などと評価される。それでも、人間の原理を幾らか説明した

事にはなるだろう。そう言った規範的な原理しかなくても、言論形成は組織化される。それ

が人間という鈍臭い動物の条件でもある。人生において、どうすれば良いか、どっちにすれ

ば良いかなどを、霊能者や宗教家に決めてもらいたいと思う事がある。どっちに転べば正解

かというジレンマがある。そういうなかで、どうすれば失敗しないか、誰それはどう思って

いるか。これらが分からなくて困るのだ。明日の一手が、明暗を分けるのだという時に、人

生において運勢や運命の流れを考えてこれた専門家としての霊能者や宗教家に訪ねる事が

重要になってくる。そのどちらにするべきかを誰それに決めてもらいたいのだ。人間の遺伝

は、千体以上前の情報を格納している。三十歳で子孫を残したとして、千体続いて三万年で

ある。そのくらい前の人間の骨から形を復元したニュースが流れたが、ほとんど今の人間と

変わらない相貌をしていた。ジャワ原人やアウストラロピテクスであっても、教科書では骨

しか見えないが、肉や髪を付ければ、人間のような相貌をしているだろう。長い長い進化の

果てに、人間という身体を授かり、私はどこから来てどこへ行くのかと疑問を抱く。意識は

幼児、幼少期に急激に発達する。私が私であるという不思議がそこにある。動物、生物は、

この私という意識が、何故私が発生したかと問い。別の前世で既にこの意識が存在したと思

うようになる。転生により、前世の記憶が消去されたと思うようになる。また、この意識は、

死後の世界で存続すると思いたがる。その掛金として、霊としての複合的存在として人間を

捉えようとする。それを引き剥がした抽象的な霊としての進化や精進が遂行されるように

なった。死後はロマンでもある。生物的な事実から、霊や死後を否定出来るように思うが、

或いは宇宙科学がそうだろうか、しかし、人間と霊、死後は語る事をやめないかも知れない。

前世が在ったかを、その片鱗を、存在挙げて省察しても、多分何もない。それは、夢見るよ

うに、心の喜びを与えてくれるかも知れない。現実逃避に類する超越性をもたらしてもくれ

る。実際にあるかないかと言われれば、ないと推定している。しかし、霊や死後は、どれく

らいの間かは分からないが、有力な仮説であり続けたのだ。否定出来ない、あり得そうな仮

説であるからだ。死後を思えば頑張れる。死後を思えば上手くいかない現実に立ち向かえる。



現実は有限だが、霊や死後は、まだ有限ではない。どこまでも証明不可能性を武器に、否定

を許さない。死後はないと、どうして言えるのと詰め寄る。ないと言えないという二重否定

によって肯定するロジックである。霊がないと、どうして言えるの、という事態。ないと、

言え、ない、という二重否定がそこにある。成立している現実に条件付けられない、有限性

からの解放が、死後のロマンでもある。信仰はすばらしい。実にすばらしい。信仰はすばら

しい。すばらしい。禁断の否定不可能性がそこにある。絶対領域がそこに広がっている。現

代の科学によれば、倫理的な問題はあるが、なんらかの医療技術により、仮死状態を作り、

二日程度で意識を戻すとする。そうすると何を経験しているかが分かる。もちろんこのセオ

リーは、倫理に反する為に、成されてはならないが、著者が述べなくても、既に誰かが考え

ている可能性が高い。著者の知能レベルはそんなに高くない。ましてや、国家や国際組織の

知能は遥かに高く、組織力を有する。様々なテクノロジーを現実に落とし込んでいる。ただ、

著者の予想としては、死後はない。ないとは、言え、ない、という二重否定、否定不可能が

有るとしても、これは揺るぎない信念である。臨死体験をしても、身体の内部からは出られ

ないと断言出来る。そうだとして死後があればどうするだろうか。その時はその時だと言っ

たら、何も証明した事にならないだろうか。現実ではないもの、どこにもないものを探す旅

は、永遠に終わらないかも知れない。人間が続く限り、永遠の問いでもある。著者は既に、

この論考を書いてしまった。カントの問いを進めて、神という名で括らずに、ただ論理を詰

めて来た。最早、一つの解答を提出してしまった。カントとメンデルスゾーンの論争に、魂

は不滅であるというものがある。デカルト以来の実在的区別を踏襲するもので、カントは魂

は徐々に消滅する事もあると言ったが、私は、そもそも魂はないと言う立場である。精神も

ない。複数の混乱したタームが氾濫しているに過ぎない。それは文学としてはある。意識は

ある。身体はある。しかし、魂や精神はない。幻影肢の問題は問わないでおく。魂や精神は

辞書的、文学的に存在するだけだ。それが、神秘的な抒情として浸透し、ロマンを掻き立て

るのだ。精神、現象学などと言う概念は、抒情ではあっても、現実に存在しない。意識を精

神に移し替えるのは、理論的に、ドクサにしかならない。それに権力を映し出しただけだ。

カントは先に進められ、ヘーゲルは消えていくだろう。長い時間をかけて、実体にそぐわな

くなり、古びれ、人間の性質に合わない理論になるだろう。というか、神を立てたり、無限

定なものや、一者などを立てるのが実体にそぐわなくなってくる。そうした場合に、現実を

直視するのに耐えられなくなる人間がいるかも知れない。有限なまま留まるという自己責

任の現実。現実を現実として受け止め、現実に生きる。さるに認識は洗練されるだろう。そ

ういう時代に、神や宗教に変わり得るものは大体見えている。それは、善か、知か、愛、技

術のどれかだと当たり目を付けている。楽しさや幸福を現実に享受するならばそれが人間

の最後の砦になるかも知れない。幸福を外してしまえば、幸福のない唯の生があるだけ。そ

こには、ケアと配慮が必要とされる世界が待っている。人間とロボットは、同調する未来も

開けている。人間が神に頼らずに、悪意を消し去り、現実にないもの、どこにもないものを

最早必要とせずに、論理的に洗練され、感情的に完成し、そういう知性と感性の一致と調和



が与えられる。それは、機械の本性に類似している。現在、人間は、機械と共存する時代に

移行している。二千年以降の人間は、それを生きていくのだ。 


