
過去との対話、未来への道しるべ
歴史を知ることはなぜ必要なのだろうか。それは、歴史が私たちの現在を作るもの

だからだ。自分たちの先祖が過去になしとげた偉業や、彼らが作り出した素晴らしい
文化遺産を、現在の私たちが誇りに思う。当然のことだろう。しかし、そうだとした
ら、私たちは同様に過去に責任を持たなければならない。そして誇りにも、責任にも、
時効はない。あるポーランドの詩人がいみじくも言ったように、「記憶を失った国民
は良心も失う」のだから。

歴史を研究するのは、歴史学者の仕事かもしれないが、それを国民的記憶として共
有し、民族の財産とするためには文学的想像力が必要である。歴史とは単なる無味乾
燥な事実の集積ではないからだ。「日本の過去と未来—Imagining Japan’s tomorrow」
と題された“Worth Sharing”第5号に収められた小説や評論は、現代の日本の文学
者や評論家たちがはるかな古代から近代、そして現代に至るまでの日本の歴史とどの
ように向き合い、そこに表れる問題にどのように取り組んでいるかを示すものである。
それは過去の歴史を描いていると同時に、現在の日本人の雄弁な自画像にもなってい
るともいえるだろう。そのこと自体が、現代日本に興味を持つ海外の多くの読者への、
私たちからのメッセージでもある――いまの私たちを知るために、どうか、私たちが
これまでどのような道を進んできたのかを見てください。

しかし、歴史は私たちを単に後ろ向きにするだけではない。なるほど、歴史とはた
しかに現在と過去との終わることのない対話ではあるのだが、その対話は双面神ヤヌ
スのように、過去と未来の両方を見ながら、未来を切り拓いていくものでなければ意
味はない。私たちは忘れかけた過去の中に、現代の「クールジャパン」をはるかに先
取りするような素晴らしい文明を再発見することもできるし、また現在を掘り起こす
ことを通じて、逆説的な形で、実現してはならない恐ろしい未来の警告を読み取るこ
ともできる。過去と現在の対話の中には、来るべき未来の日本を彩ることになるかも
しれない夢と悪夢の、戦争と平和の、そして天国と地獄の両方が萌芽的な形で至ると
ころに秘められているのだ。

悪夢と戦争と地獄を退け、夢と平和と天国をめざす未来への旅のよき道しるべとし
て、このささやかな冊子をお届けする。
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Dialogues with History and 
Signposts Toward Tomorrow
Why should we learn from history? It is because our present is shaped by our past. 
It is quite natural that today we are proud of the deeds of our forebears and the 
precious cultural heritage they have created. But if so, we must be responsible for 
the past as well. There are no time limits for either pride in it or responsibility for 
it. As the Polish poet Zbigniew Herbert aptly put it, “The loss of memory by a 
nation is also the loss of its conscience.”

Researching history may be the work of historians, but literary imagination 
is required to pass it down as national memory and the heritage of a people. His-
tory is not just a pile of facts. The works selected for the fifth volume of Worth 
Sharing, “Imagining Japan’s tomorrow,” bring forth how Japanese contemporary 
writers are facing history from the ancient past to the present day, imagining the 
future, and how they engage with the issues they find there. As well as depicting 
the past, these works present eloquent self-portraits of contemporary Japanese 
people. This is our message for international readers interested in Japan today: We 
hope you will examine the road we have traveled so as to know what we are now.

History does more than turn us to face the past. It is true that history is an 
endless dialogue between present and past, but it must also be a dialogue that 
opens the way to the future while looking through time in both directions, like 
the two-faced god Janus. In the past that we have almost forgotten, we can redis-
cover an amazing culture from long before today’s “Cool Japan.” And by digging 
through our present, paradoxically we find warnings from terrifying futures that 
we cannot allow to come into being. The interplay between past and present sheds 
light on hidden seeds for the future, forecasting possibilities for both dreams and 
nightmares, war and peace, and heavens and hells that may await Japan.

We present this modest pamphlet as a trusty signpost on the journey to the 
future, steering readers away from nightmares, war, and hells and pointing the way 
to dreams, peace, and heavens.
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