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1. 東原紘道 
2021年1月24日 5:14:52


@創造性向と病理性向が、不安定
性を共有して似ていることに賛成
し、ご提案を了解。不安定性は、
安定性の減少だが、逆に言うと運
動性（軽快さ）の獲得でもある。
（cf. 現代の戦闘機は自主的に失速
することで従来にない急旋回性能
を獲得した！）

個人的には、それぞれの不安定性
の異同の情報をもっと知りたい。

引用された本を図書館で予約した
が、現在、居住地の感染急増につ
き、当分、受け取れない。それを
読んだら改めて考えてみたい。

2. 東原紘道 
2021年1月24日 5:20:41


@移行という遷移過程への注目に
共感する。「ほどけてしまった」
という独特の表現の伝えたいこと
は何だろうかと訝しい。時系列の
前、途中、後についての観察記録
などがあれば検討に役立つと思
う。

安定と不安定の相互移行は物理や
化学に扱い例が多い。ココロの動
きと似た現象であることを手掛か
りに考察はできないだろうか。

なお余談だが、小説執筆中に、著
者の中で登場人物が著者の意向に
反した行動を始めたり、登場人物
同士が勝手に争い始めるという著
者の回想がいくつかあり、ココロ
の統制の緩み（つまり軽い不安定
性の発現）のメカニズムとして個
人的には、興味を持っている。

3. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:22:16

つきなみなコメントですが、「言
うまでもなく、微分とは・・・で
あり、ある点における傾きを表す
るものである。傾きとは次に向か
う方向性であるため、微分とは未
来の予測と解釈される」といった
ような微分の説明みたいなものも
さらっと必要かもしれません。

4. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:25:03

宮野さんの微分についての解説が
必要では？というコメントと同様
ですが、さらに本論に関わる内容
であるため、分裂病親和者におけ
る局所性と、微分回路における局
所性の解説が必要ではと思いま
す。

5. 東原紘道 
2021年1月24日 5:25:11


@専門外だが、微分概念への言及
に興味がある。微分には多くの
implicationがあるので、ここでの
考え方をもっと知りたいと思う。
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6. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:28:55

「治す」べきものにかかるとする
と、「病理」というより「病変」
と書いた方がわかりやすいのでは
と思います。「分裂病親和者の病
理」とは、「分裂病親和者の何を
病変と見なすのか」ということだ
と思いますので。

以下の「病理」という言葉の使い
方も同様です。
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7. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 8:38:20

北海道浦河べてるの家にいる人々
の創造性に関して具体例はありま
すでしょうか。

8. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 8:36:12

「往還」という言葉の二つの部分
に関する質問です。「往」は自然
に起きるのでしょうか。また、
「還」も自然に起きるのでしょう
か。病理性の観点から言います
と、「往」より「還」を実現させ
ることの方が難しいと思います。
創造性が実際に発揮して具体化す
るために「還」の部分はどこまで
重要でしょうか。

9. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:31:57

往還という言葉の定義をした方が
良いと思います。冒頭は一般名詞
として受け止めましたが、ここで
は往還という言葉で特別に表そう
とされている状態がありそうだと
感じますので。

10. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:23:25

この「人々」とは、誰のこと？

11. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 8:51:46

積分回路は、出口を見つからず自
分を更新することが出来ない状態
に例える場合、「異界から還る」
ことより「異界から脱出できない
状態」に近いと思います。積分回
路の麻痺は「還」の実現を妨げる
のではないでしょうか。

12. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:35:39

「往還」という言葉に込めた意味
が示されているパラグラフと思い
ますが、こちらにあるような説明
を冒頭で行うと、より論旨がわか
りやすくなるのではと思います。

また、「異界」についても、本論
稿において込めた意味を解説して
おくと良いのではと思います。

13. 東原紘道 
2021年1月24日 5:24:03


@個人的には、微分＆積分は、差
＆和ではないかと感じる。意味合
いは似ているが、これだと両者の
関連の考察が楽になると思う。

14. 東原紘道 
2021年1月24日 5:30:56


@なるほどこの観点で見直してみ
たいものはたくさんありそうだ。

例えばPリクールの「物語神
学」。旧約聖書は、物語で語られ
るという珍しい聖典だが、言われ
てみると確かに癒しも具えてい
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いる。

沖縄のシャーマンであるユタの治
癒力の源泉は抱き締めによる安心
感の賦与、という人類学者の指摘
もあったし。私見では、人間には
予想外に多くの豊かな「安心でき
る世界」が内蔵されているよう
だ。
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15. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:32:48

このテーマの出現に唐突感があ
る。もうちょっと全体の文脈にそ
わせたらどうなるだろうか。

16. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:48:05

数学における創造性は、創造性一
般の議論よりもさらに奥深いと思
います。私は、数学基礎論を専門
とする学者としてのフッサールの
数学観に共感しているのですが、
その数学観に基づく創造性は、創
造性一般の議論とは一味違うもの
になります。創造性を考える変数
として、複数の世界が加わってい
ますので。

そうした複数の世界との往還とい
う観点で論じ合いたいな、という
希望的な謎コメントになってしま
いますが、そのまま残しておきま
すね。

17. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:41:47

創造性についての議論で、トーマ
ス・クーンによるものがありま
す。創造性はしばしばdivergentで
あることだとみなされているが、
少なくとも科学における創造性に
ついては、convergentな思考との
絶え間ない緊張関係（essential 
tention）の中で初めて生まれるも
のだ、という議論です。私もこの
考え方に賛同する者の一人です
（あまり多くないですが）。

divergentな思考とconvergentな
思考の「往還」という点で、議論
に共通点があると思いますので、
よろしければぜひご一読くださ
い。きっと、そうそう！と思われ
るのではと思います。

「本質的緊張」というタイトルで
す。

18. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:31:34

「創造的になるには」とかじゃな
く、「創造性を考えることは」と
いうのが素晴らしくいいです。

19. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:30:28

「作法」か・・・　僕ならここで
「形式」という言葉を持ち出すと
おもうな。作法はなんとなく人工
的、意図的な感じ。形式は、自ず
とそうなってしまっている有り様
のこと。

20. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 9:09:50

往還することは難しいと思いま
す。また、往還していることを把
握することも難しいです。べてる
の家のやり方が成功していること
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とに関して何か具体例があると良
いと思います。

21. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 9:10:52

この点に関しても具体例があると
良いと思います。

22. SHINTARO FURUYA 
2021年1月27日 4:43:30

本論稿における「創造性」の定義
と創造性の発露としての具体例
は、やはり必要だと思います。

23. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年1月24日 9:12:06

創造性の場をなくさないために今
から社会が一番やらないといけな
いことは何でしょうか。

24. 宮野公樹 
2021年1月20日 4:26:53

この項目の段落、とてもおもしろ
いです。それは、特別から普遍へ
と論を重ねているから。これを本
文の方に持ってきて強調してもい
いかもしれません。
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25. 東原紘道 
2021年1月24日 5:29:51


@研究を進める方向性は良いと思
う。

ただし、関連するテーマで多くの
取り組みがある。それらをある程
度整理して示さば読者に有効有益
だと思う。
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https://kiocot.tumblr.com/post/177506384104/from-%25E3%2581%25B9%25E3%2581%25A6%25E3%2582%258B%25E3%2581%25AE%25E5%25AE%25B6
https://kiocot.tumblr.com/post/177506384104/from-%25E3%2581%25B9%25E3%2581%25A6%25E3%2582%258B%25E3%2581%25AE%25E5%25AE%25B6


দӜ݈ೋ	ژେֶେֶӃ�ֶڀݚՊڭ�त
�

ɾओޠͱతޠΛ໌֬ʹͨ͠ํ͕͍͍ɻʮࢲୡʯͱ͍͏ओޠݥةɻʮ͋ͳͨʯ͕ͨ͑ߟͷ
Ͱ͔͢ʁɹஶऀਓͷ߹ҙͰ͔͢ʁɹͦΕͱੈքਓྨͰ͔͢ʁɹ͚͍͔ࡉͲɺ͜͜ຊ࣭
͕॓Δͱ͜ΖɻؾΛ͚ͭͯॻ͘ͱΑΓਂ͘ͳΔɻ�
ɾੑɺ୭ͷͨΊʹͳΜͷͨΊʹʁɻ୭ͷཱʹͱͬͯྑ͍ͷ͔ͬͯ໌֬ʹ͞Εͯͳ
͍ɻ�
ɾԟؐɻ͋ͪΒͷੈքɺͪ͜Βͷੈքɾɾɾɹࣗ༝ʹԟདྷͨ͠Β͍͍͜ͱ͡Όͳ͍ͷ͔ɻ୭
ʹͱͬͯʁɹͬͯ͘Δͷ͕ॏཁͱ͍͏લఏ͕҉ʹแ͞Ε͍ͯͳ͍͔ʁ�
ɾ྾පඍతɺɾɾපੵతɻͦΕͰ͓ΘͬͯΔɻͦͷϝλϑΝʔԿΛநग़͍ͨ͠
ͷ͔ɻͦͷϝλϑΝͰͱΒ͑ͨΒԿ͕৽ͨʹੜ·ΕΔͷ͔ʁɹ୯ʹ͔͍͍ͬ͜ݴ༿ʹ͍ݴ
͚͑ͨͩͰͩΊɻඍੵͰྫ͑ͨͳΒɺͦΕͰԿ͕͡ΒΕΔͷ͔ɺநग़͞ΕΔͷ͔ɻ
ͦΕ͕ʮԟؐʯͱͲ͏ͭͳ͕͍ͬͯΔͷ͔ɻͦ͏͍͏ड़Λ͠ͳ͍ͱਂΈ͕ग़ͳ͍ɻ�
ɾͪΖΜɺͦͷ݁Ռɺʮੑʯʹͭͳ͛Α͏ͱ͍ͯ͠ΔͷΘ͔Δɻ͕ɺ͕ൃੜ͢
Δϓϩηεͷ΄͏͕େࣄͳͷͰɺͦͷ͋ͨΓΛৄ͔͚͘͠ͳ͍͔ɻͦΕͦ͜ඍੵͷϝλ
ϑΝʔΛͯͬɻ�
ɾͳ͓ɺతͱ͍͏ݴ༿ʹඞͣɺଞऀ͕ଘ͢ࡏΔɻଞऀ͕ɺ͍͕҃ɺʮͦΕ
తʯͱΊͯ͡Ίͯతͱධ͞ΕΔɻͦͷٯ͕ͩؾڰɻ�
ɾͭ·ΓɺԿ͕త͔ʁɹͦͷͷΤϐεςʔϝʔͰଌΕͳ͍ͱ͍͏ఱ͕ੑ࠽
త͍ͬͯΘΕΔͷ͡Όͳ͍͔ɻͭ·Γɺత͍ͬͯ͏ͷɺʹΑͬͯଞऀʹͱͬͯ
ͱΒ͑ΒΕΔͷɻଞऀͱͷؔʹΑͬͯఆٛ͞ΕΔͷɻ�
ɾ͜ͷ͋ͨΓΛ࠷ऴߟͰ͖ͬͪΓ;·͑ͨΒͲ͏͔ɻ�

จ͜͠ىɾʰͱ͍ͱ͏ͱ͍ʱฤूҕһ�

ॏాᚸٛʢژେֶେֶӃɹΞδΞɾΞϑϦΧҬڀݚڀݚՊɹڭतʣ�

ɾԟؐͷ͕ํ͍Α͘Θ͔Βͳ͍ɻৗͱඇৗͰͩΊͳͷ͔ͳʁɹͬͱਂ͍ͷ͕͋Δ
Μ͡Όͳ͍ͷ͔ͳɻ�
ɾԟؐͱɺͯͬ͘ؼΔ͜ͱʹҙ͕ٛ͋Δ͔Βɺͯͬ͘ؼΔॴ͕Ͳ͜ͳͷ͔ͬͯલఏʹ͠
ͯΔ͔Βɺ͜ͷߟͷओுΛ܁Γ͛ΔͷɺʮԟؐʯͰɺͪΐͬͱෆརʹͳΔΜ͡Όͳ
͍͔ͳɻ�

จ͜͠ىɾʰͱ͍ͱ͏ͱ͍ʱฤूҕһ�



ʮʹΜ͛ΜͷյΕΔͱ͖ʯʹؔΘΔඍ��
ʔਓؒͷපཧੑͱੑͷؒڱΛ͏ʔ�

ླ�࡙ҥ�౦ۀژେֶ�।ڭतژ�େֶനඑηϯλʔ�ಛఆॿڭत�
๛ژ�ࢠڹ�ݪେֶڭҭֶڀݚՊതظޙ՝ఔ�
༄ᖒ�༑ཬѥژ��େֶڭҭֶڀݚՊଔۀੜ�

ɹਓେֶͷΩϟϯύεͰग़ձͬͨɻͳ͔ͥथͷԼͰɺͱ͍͏ҹ͕͋ΔɻֶऀͰ͋
ΓɺژେֶͷڭһͰ͋ͬͨླ࡙ҥ͞ΜɺҰճੜૅج͚ՊɾඍੵֶͷतۀͰɺΑ
ֶ͘ੜΛ֎ͱ࿈Εग़͍ͯͨ͠ɻΆͭΆͭͱา͖ͳ͕ΒɺֶੜΒ༩͑ΒΕͨ՝ʹ͍ͭ
ՊͷӃੜͰ͋ͬڀݚҭֶڭΛɺۀɺ͠߹͍ɺ࣭͢ΔɻͦΜͳ੨ۭ͘͠ӄत͑ߟͯ
ɺਓؒͷม༰Λʮԟؐͷ͍͓ͯʹ<��>ٛߨҭਓֶؒͷڭɻ͍ͨͯ͠ߨɺ༄ᖒ�༑ཬѥडࢲͨ
ޠʯͱͯ͠ଊ͑Δཧʹ৮ΕͯҎདྷɺͦͷԟ૬ɾؐ૬Λඍɾੵͱ͍͏֓೦ʹͯͯɺ
ਓؒͷม༰ɺͻ͍ͯਓؒͷੑʹ͍ͭͯͯ͑ߟΈ͍ͨͱ͍ͨͯͬࢥɻͦΜͳ͋Δɺਫ਼
ਆපཧֶʹ͓͍ͯɺதҪٱ͕ਓؒͷපཧʹؔΘΔ֓೦ͱͯ͠ඍճ࿏ɾੵճ࿏ͱ͍͏
ྟচ৺ཧࠓΘΓɺͳΒͱɺ৺ཧྟচֶΛֶͼɺڭΛ༻͍͍ͯΔΒ͍͜͠ͱΛਓ͔Βޠ༺
ͱͯ͠ݱʹཱͭɺڭҭֶ෦ೖֶҎདྷͷ༑ਓͰ͋Δ๛͞ࢠڹݪΜͷͱΛ๚Ͷͨɻͦ͠
ͯɺ������݄ʹ։͞࠵Εֶͨڀݚࡍணίϯςετ͚ͯɺֶʢ࡙ҥ͞Μʣɾྟচڭ
ҭֶʢࢲʣɾ৺ཧྟচֶʢ͞ࢠڹΜʣͷਓू͍ɺͦΕҎདྷɺਓؒͷපཧతػةͱత
ΘΔʮʯͷ͋Γํʹ͍ͭͯ͏͖ͯͨͷͰ͋ܞʹػண͠ɺͦͷʹͷදཪҰମͷؔػܖ
Δɻ�

ʮʹΜ͛ΜͷյΕΔͱ͖ʯͱ͍͏ٶݡͷݴ༿ʦʰय़ͱमཏʱ�ؔࠜॻళ������Q����ʧ
ɺʮࢲʯ͕΄Ͳ͚ͯ͠·͏Α͏ͳڥʹ͓͚Δ͞͏ةͱɺಉʹ·ͨͦͷັྗΛ͍͑ͯ
ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ�
���
ɹͪͨࢲɺޠݴΛ͡Ίͱ͢ΔɺҙຯɺՁɺ๏ଇɺنଇɺؔੑͳͲɺଞऀͱڞ༗͢Δ
༷ʑͳடংମܥͷͱɺৗੜ׆Λૹ͍ͬͯΔɻ͖ʹͬͯڞಉମ͕ഓ͍ɺ֤ਓʹ
͚ͨͱ͋Δͷʹ͓͍ͯɺੜΛӦΜͰ͍Δɻ͔͠͠·ͨɺͦ͏ͨ͠டংମܥΛอͯͳ͘ͳ
ΔΑ͏ͳɺෆҙʹͦΕ͕΄Ͳ͚ͯ͠·͏͋Δ่͍Εͯͬ͠ڈ·͏Α͏ͳग़དྷࣄʹɺͪͨࢲ
͠͠ݟΘΕΔɻͦΕ͕ݸਓతͳͷ͔ڞ͘ಉମʹٴͿͷ͔ɺ·ͨͦͷڧස
ͳͲͦΕͧΕʹΑͬͯ·ͬͨ͘ҟͳΔ͕ɺ͍ͣΕʹͯͦ͠Ε·ͰͷʮࢲʯյΕɺม
༰ΛഭΒΕΔɻ�



ਓؒɺطଘͷମܥʹԊͬͯͷΈੜ͖ΔͷͰͳ͍ɻͦͷղମɾഁյͱɺ͔ͦ͜Βͷߏ࠶ஙɾ
ͱΛɺԟ͖ؐΓͯͦ͜͠ੜΛ͙ɻͦͯ͠ɺͦ͏ͨ͠ࢹͰਓؒͷ༷ʑͳӦΈΛͭݟΊ
ͯ͠ΈΕɺͦΕΒ͕͍͔ʹతͳͷͰ͋Δ͔ɺ͋ΒͨΊͯؾ͔͞ΕΔɻ�

��͔͠͠ͳ͕ΒҰํͰɺͦ͏ͨ͠ʮԟؐʯΛతͳ๛͔͞ͱͯ͠ڗडͰ͖ͳ͍͜ͱ͋
Δɻମݧͷ࣭ڧΛड༰͖͠Εͣɺ͔ͭද͢ݱΔಓےΛࣦͨͬݟ··Ͱ͋Δͱ͖ɺͦ͜ʹ
ඇৗͳۤ͠Έ͕͏ɻͦͯ͠ɺͦΕ͕ʮපཧʯͱͯ͠දΕग़Δ͔͠ͳ͍Α͏ͳ߹͋Δ
ͩΖ͏ɻ�

ɹମݧΛड༰͢Δաఔɺࣗ༝Ͱ͋ΓͦΕ͚ͩݽಠͳಆ͍Ͱ͋Δɻ͔ͩΒͦ͜ɺԿͷॿ͚
ͳͯ͘͠ɺମݧͱදݱͱͷؒʹંΓ߹͍Λ͚ͭɺڮΛ͢ͱ͍͏͜ͱɺ͢ͳΘͪʮؐΔʯ
͜ͱҝ͞Εͳ͍ͷͰͳ͍͔ɻओମతͳ࿑ྗٕज़ʹՃ͑ɺͦͦͦΕΛ͑ࢧΔͱ
ॴɺͦͯ͠Կ͔͠Β୭͔͠ΒɺଞऀͳΔͷͷ͑ࢧಋ͖Λඞཁͱ͢ΔͷͰͳ͍͔ɻͳΒ
ɺͦ͏ͨ͠ॿ͚ͱɺ·ͨͦΕʹؔΘΔٕ๏ͱɺͲͷΑ͏ͳͷͩΖ͏͔ɻ�

ɹઌਓͷܙɺ·ͨಉͷ࣮ફ͔Β۩ମతʹֶͿ͖͜ͱɺ͜Ε·Ͱ͜Ε͔Βਚ͖
ͳ͍ͷ͕ͩɺ͜͜ͰࠓҰɺඍɾੵͱ͍͏ର֓೦Λ௨ͯ͡ɺੈքͷʮղମʯͱʮߏ࠶
ஙʯͱ͍͏ԟؐͷϓϩηεΛͭݟΊͯΈ͍ͨɻͦ͜ʹɺͲͷΑ͏ͳฏ͋Δ͍ݶք͕ݱ
ΕΔͷͩΖ͏͔ɻ·ͣɺඍʹ·ͭΘΔֶతͳٞʹొ͢Δʮแత౷Ұͱͯ͠ͷඍ
ʢҎԼɺแతඍʣʯΛΈ͍ͯ͘ɻ�

ɹඍੵֶ��ੈޙلɺχϡʔτϯͱϥΠϓχοπʹΑͬͯಠཱʹଧཱͪͯΒΕͨͱ͞Ε
Δ͕ɺඍʢແݶখʣΛԿʹఆٛ͢Δ͔ͱ͍͏͜ͱɺ͢ͳΘͪɺ෦ʢඍɾແݶখʣ
ͱશମʢ࿈ଓʣͷؔΛԿʹ͑ߟΔ͔ɺͱ͍͏ֶతʹଓ͍ͯ͠Δɻ�

ɹχϡʔτϯӡಈྗֶతൃ͔ΒɺඍΛʮมԽྔʯͷൺͷݶۃͱͯ͠ఆٛ͠ɺͦΕ
ֶͷܭʹͱͬͯѻ͍͏ΔʮʯͰ͋ͬͨɻଞํɺϥΠϓχοπͷղੳزԿֶతൃɺඍ
ΛʮྵͰͳ͍͕ແݶʹখ͍͞͞Λͭઢʯͱ͍͏࣭తͳҙຯΛؚΉʮྔʯʹ͓͍ͯ
ఆٛ͠ɺͦ͏ͨ͠ʮแྔʯͱͯ͠ͷඍɺֶͷܭʹ͓͍ͯൺֱతѻ͍ͮΒ͍֓೦
Ͱ͕͋ͬͨɺϔϧϚϯɾίʔΤϯֶతͳจ຺ʹ͓͍ͯͦΕΛʮੜʯͱಡΈ͑ɺେ
͍ͳΔҙٛΛΊͨɻͦͯ͠ɺژֶͷాزଟాลݩͷॳظͷࣝɺίʔΤϯ
ͷඍ͔ΒͷӨڹΛड͚͍ͯͨɻ�

ɹͦͷ࿈ଓ؍ʹ௨ఈ͍ͯ͠Δͷɺશମ෦ͷ૯ʹΑͬͯΓཱͭͷͰͳ͍ɺͱ͍͏
త౷ҰΛ༧Ίඋ͍͑ͯΔ෦ʹΑͬͯ͡Ίͯɺશମཱ͕͢Δɻ؍Ͱ͋Δɻશମͷ͑ߟ



ͭ·ΓɺඍશମΛແݶׂ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ૬ରతʹੜ͡ΔͷͰͳ͘ɺΉ͠Ζඍ
͕ͦ͜શମΛੜͤ͡͞ΔઈରతͳجʢแతඍɺੜʣͳͷͰ͋Δɻ�

ɹ͜ͷ࿈ଓ؍͍Θɺ෦ͷઈରੑΛΊΔཧͰ͋Δɻͦ͜Ͱͷඍɺશମͷͳ͔Ͱ
ܾͯ͠૬ରతʹղମ͞Εͯ͠·͏͜ͱͷͳ͍ɺͦͯ͠ʮ༧ΊఆΊΒΕͨ࿈ଓʹΑͬͯطఆ͞
ΕΔͷͰͳ͘ɺͦͷɺࣗͷแ͢ΔಈੑʹΑͬͯ࿈ଓΛ͢Δʯઈରతݪཧͳͷ
Ͱ͋Δɻ͜Εɺ༷ʑͳʮ෦ʯతཁૉʹର͢ΔۃΊͯॏཁͳࢹͰͳ͍ͩΖ͏͔ɻ෦
͕ʮओମʯͰ͋Δ͜ͱΛࠜఈ͔Β͑ࢧΔੈք؍Ͱ͋Δ<��>ɻͱಉʹɺͦͷཧͱݸਓͷੜ
ͱͷྨൺʹ͙͢͞·ݶք͕ΈΒΕΔɻྫ͑ɺओମಉͷରཱᷤ౻ʹ͍ͭͯɺ͋Δ͍·
ͨɺଞͷݩͷʮओମతͳʯ༂ಈײѹྗʹΑͬͯΉ͠Ζͦ͜Ͱͷओମ͕ղମͷػةʹമ͞
ΕΔঢ়گʹ͍ͭͯͳͲɺओମͷػةʹ͓͚Δ֨ಆͷ۩ମతͳྗֶɺ͜ͷඍݪཧͷඳ͘ઢ
ͷ্Ͱଊ͖͑Εͳ͍<��>ɻ�

ʮඍখͨΔ෦ʯ͕ඞͣ͠ઈରతͳओମੑΛอͯͳ͍Α͏ͳہ໘ʹ͍ͭͯɺแతඍͷ
ཧԿΛࣔ͠͏ΔͷͩΖ͏͔ɻʮඍෆՄʯͱ͞Ε͏Δඇ࿈ଓతہ໘Λද͢͜ͱͰ
͖ΔͷͩΖ͏͔ɻ͋Δ͍ɺͦ͜ʹଞͷֶཧͷొ͕ͨΕΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻ�

���������������������������������������
<��>�ஐઌੜʹΑΔɺ����ʮڭҭਓֶؒ֓ʯɻؔ࿈ॻ੶ɺஐʰࣗݾม
༰ͱ͍͏ޠʕʕੜɾଃ༩ɾڭҭʱʦۚࢠॻ�����ʧɺಉʰଃ༩ͱަͷڭҭֶʕʕ
ᕸੴɼݡͱ७ਮଃ༩ͷϨοεϯʱʦ౦ژେֶग़൛ձ�����ʧɺಉʮੜ͢ΔࣗݾͲͷ
Α͏ʹޠΔͷ͔ʕʕࣗͷڭҭਓֶؒংઆʯʦ·ͩΑ͏͜ฤஶʰਓੜΛޠΔʱ�ϛω
ϧϰΝॻ�����ʧͳͲɻ�
<��>�͜ͷʹؔͯ͠ɺத৽Ұͷ༻͍Δʮඍతਓؒʯͱ͍͏ݴ༿ڵຯਂ͍ɻதɺ
͏Ұਓͷඍੵֶͷऀͱ͞ΕΔύεΧϧͷɺʰύϯηʱʹ͋Δʮʜʜਓͷෆͱ͍͏
ͷɺΈͳͨͩҰͭͷ͜ͱɺ͢ͳΘͪɺ෦ͷதʹ੩͔ʹٳΜͰ͍ΒΕͳ͍͜ͱ͔Β͜ى
Δͷͩʜʜʯͱ͍͏ҰઅΛҾ͖ɺͦ͏͍ݴͯΔύεΧϧͦ͜ɺʮ෦ͷதͰͬ͡ͱͯ͠
͍Δ͜ͱͷ͖ͳख़ͨ͠ਓؒʯͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯͷʮਆΛΔਓʑʯɺ͢ͳΘͪʮඍ
తਓؒʯͰ͋Δͱड़͍ͯΔɻʮ෦ͷதʯʹͭ͘Ζ͍ͰډΒΕΔਓؒͷج൫ͱͯ͠ͷੈք
Λɺแతඍͱ͍͏֓೦ͷʹΈ͍ͯΔͷͰ͋Δɻʦத৽ҰʰϑΟϩιϑΟ؍ɾՁ؍
ΞɾϠϙχΧʱूӳࣾ������QQ������ʧ�
ͷֶɺͦݩֶୈҰੈͷֶऀɾాลژɺຊͷཧֶͷ͚Ͱʹࡍ࣮�<��>
Ε͕ࣾձଘࡏͷ໘ΛͭΑ͘͢Δաఔʹ͓͍ͯɺඍʹΑΔ࿈ଓ؍ͱͷੑΛஈʑͱബΊ



͍ͯ͘ͷͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷಠࣗͷหূ๏Ή͠Ζʮஅʯ֓೦ʹΑΔ࿈ଓ؍ͱޠʹڞ
ΒΕ͍ͯ͘Α͏ʹͳΔɻʢ͜͜·Ͱɺจɾ༄ᖒ�༑ཬѥʣ�

ɹ͋Δؔ�G	Y
�ʹରͯ͠ɼ͋Δ�Y�Ͱͷάϥϑͷ͖�G`	Y
�Λඍͱ͍͏ɽͦΕ��Y�Y�I
ͷؒͷͷࠩ�G	Y�I
�G	Y
�ΛͦͷڑIͰׂͬͨͷ�\G	Y�I
�G	Y
^�I�ʹ͓͍ͯɼI�Λແݶ
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問②

問②

「インクルージョン」や「ケア」といった
他者への視線が求められる現代においてメンタルヘルスと
クリエイティブの相関を語ることは不可避となりつつある。
理性と感性を行き来することで、ヒトは何を生み出すのか？
そしてその「微分係数」は、世界のアップデートといかに結びつくのか？
数学とアート、心理学に携わる 3名が描いた試論の軌跡。

柳澤友里亜 （書籍編集者）
2011年、京都大学教育学部入学。2019年、同大学院教育学研究
科臨床教育学講座修士課程修了。学生時代、人間の創造性と数理と
の関係に関心をもち、田辺元の哲学における「微分」や「切断」の
論理に触れる。また、建造物、自治空間、身体、肉声などの力に魅
せられた体験から、演劇活動に携わる。積年の関心は、日本の公教育。

豊原響子（京都大学 教育学研究科 特定助教）
2011年、京都大学教育学部入学。京都大学大学院教育学研究科教
育学環専攻臨床心理学コース博士後期課程単位認定退学。臨床心理
士・公認心理師。これまで適応指導教室、精神科グループホーム、
小児神経科、学生相談室などで心理臨床実践に取り組む。主な関心
は老いのプロセスと物語ることについて。

鈴木咲衣（東京工業大学 准教授）
1985年、愛知県岡崎市生まれ。名古屋大学理学部卒業。京都大学
数理解析研究所博士課程修了。日本学術振興会特別研究員（九州大
学）、京都大学白眉センター特定助教を経て現職。結び目と量子ト
ポロジーの研究に従事。日々の数学の傍らで「KIOCOT」「生きづ
らさ学」「テラコヤ」などの活動を行っている。

「にんげんの壊れるとき」と
微積分 ：
人間の病理性と
創造性の狭間を問う
鈴木咲衣／豊原響子／柳澤友里亜
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Q.2

三人は大学のキャンパスで出会った。なぜか樹
の下で、という印象がある。数学者であり、京
都大学の教員であった鈴木咲衣さんは、一回
生向け微積分学の授業で、よく学生を屋外へと
連れ出していた。彼女のそんな青空もしくは木
陰授業を、教育学研究科の院生であった私が
受講していたのは、教育人間学の講義 *1 におい
て、人間の変容を「往還の物語」として捉え
る理論に触れて以来、その往相・還相を微分・
積分という概念に当てて考えてみたいと思っ
ていたからだった。

そんなある日、精神病理学において中井久夫
が人間の病理に関わる概念として微分回路・
積分回路という用語を用いているらしいと聞
き、ならばと、心理臨床学を学び、今や臨床
心理士として現場にも立つ友人の豊原響子さ
んのもとを訪ねた。そうして、数学・臨床教
育学・心理臨床学の三人は集い、それ以来、
人間の病理的危機と創造的契機の表裏一体
の関係に着目し、その機に携わる「場」のあ
り方について問うてきた。

病理性と創造性

「にんげんの壊れるとき」 *2 という宮沢賢治の
言葉は、「私」がほどけてしまうような境地に
おける危うさと、同時にまたその魅力を伝え
ているように思われる。
  

私たちは、言語をはじめとする、意味、価値、
法則、規則、関係性など、他者と共有する様々
な秩序体系のもと、日常生活を送っている。
長きにわたって共同体が培い、各人も身に付
けたとある網の目において、生を営んでいる。
しかしまた、そうした秩序体系を保てなくな
るような、不意にそれがほどけてしまうある
いは崩れ去ってしまうような出来事に、私た
ちはしばしば見舞われる。それが個人的なも
のか広く共同体に及ぶものか、またその強度
や頻度などはそれぞれによってまったく異な
るが、いずれにしてもそれまでの「私」は壊れ、
変容を迫られる。人間は、既存の体系に沿っ
てのみ生きるのではない。その解体・破壊と、
そこからの再構築・創造とを、往き還りして
こそ生を紡ぐ。

しかしながら一方で、そうした「往還」を創
造的な豊かさとしては享受できないこともあ
る。体験の質や強度を受容しきれず、かつ表
現する道筋を見失ったままであるとき、そこ
には非常な苦しみが伴う。体験を受容する過
程は、自由でありそれだけ孤独な闘いである。
だからこそ、何の助けもなくしては、体験と
表現との間に折り合いをつけ、橋を渡すとい
うこと、すなわち「還る」ことは為されない
のではないか。ここでは今一度、微分・積分
という対概念を通じて、世界の「解体」と「再
構築」という往還のプロセスを見つめてみた
い。

1. 佛教大学 矢野智司による、2013年度「教育人間学概論」。関連書籍
に、矢野智司, 『自己変容という物語――生成・贈与・教育』, 金子書房, 
2000.、同『贈与と交換の教育学̶̶漱石、賢治と純粋贈与のレッス
ン』, 東京大学出版会, 2008.、同「生成する自己はどのように物語る
のか̶̶自伝の教育人間学序説」, やまだようこ編著, 『人生を物語
る』, ミネルヴァ書房, 2000.など。
2. 宮沢賢治, 『春と修羅』, 関根書店, 1924, p.108.
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微分、それは生産点

まずは、微分にまつわる哲学的な議論に登場
する「内包的統一としての微分（以下、内包
的微分）」をみていく。

微積分学は 17世紀後半、ニュートンとライ
プニッツによって独立に打ち立てられたとさ
れるが、微分（無限小）を如何に定義するか
ということは、すなわち、部分（微分・無限小）
と全体（連続）の関係を如何に考えるか、と
いう哲学的問題に接続している。

ニュートンは運動力学的発想から、微分を「変
化量」の比の極限として定義し、それは数学
の計算にとって扱いうる「数」であった。他方、
ライプニッツの解析幾何学的発想は、微分を
「零ではないが無限に小さい長さをもつ線分」
という質的な意味を含む「量」において定義
し、そうした「内包量」としての微分は、数
学の計算においては比較的扱いづらい概念で
あったが、ヘルマン・コーエンは哲学的な文
脈においてそれを「生産点」と読み換え、大
いなる意義を認めた。そして、西田幾多郎や
田辺元の初期の認識論は、コーエンの微分論
からの影響を受けていた。

その連続観に通底しているのは、全体は部分
の総和によって成り立つのではない、という
考えである。全体の直観的統一を予め備えて

いる部分によってはじめて、全体が成立する。
つまり、微分は全体を無限分割することに
よって相対的に生じるものではなく、むしろ
微分こそが全体を生じさせる絶対的な基（内
包的微分、生産点）なのである。

この連続観はいわば、部分の絶対性を認める
論理である。そこでの微分は、全体のなかで
決して相対的に解体されてしまうことのない、
そして「予め定められた連続によって既定さ
れるのではなく、その都度、自身の内包する
動性によって連続を創造する」絶対的原理な
のである。これは、様々な「部分」的要素に
対する極めて重要な視点ではないだろうか。
部分が「主体」であることを根底から支える
世界観である。と同時に、その論理と個人の
生との類比にはすぐさま限界がみられる。例
えば、主体同士の対立葛藤について、あるい
はまた、他の次元の「主体的な」躍動感や圧
力によってむしろそこでの主体が解体の危機
に曝される状況についてなど、主体の危機に
おける格闘の具体的な力学は、この微分原理
の描く線の上では捉えきれない。（ここまで、
文・柳澤友里亜）

微分回路 *3 を使うと、私たちはその点から少
し先の未来を予測することができる。 中井久
夫は『最終講義─分裂病私見』 *4 において、
微分回路を分裂病（統合失調症）親和者の
行動特性とを重ねた。

3. 「微分回路」は電子回路のひとつで、出力電圧が入力電圧の微分の
定数倍になるものである。ここでは抽象的な数字の操作のみを取り
出して「微分回路」と呼ぶ。
4. 『最終講義─分裂病私見』, みすず書房, 1998.
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「微分回路の先取り性、きめこまやかな変化
を認知するが、無理に増幅するとグロテスク
になる不安定性など、一つ一つが危機の時の
分裂病親和者その人の行動特性をみるような
思いである」中井［前掲書 p.138］

積分、それは物語

2点間の「差分」をとり傾きを求める微分回
路と対照的に、グラフの値の「足し合わせ」
から極限をとることで全体の面積を求めるの
が積分回路 *5 だ。微分と積分は互いに双対
的な概念であり、「差分」を「足し合わせる」
ともとの関数の形が復元できる。中井はまた、
積分回路をうつ病親和者の行動特性と重ね
た。

微分回路が局所的であるのに対し、積分回路
は大域的である。中井の考察によれば、微分
回路は局所的であるからこそ装置が小さくて
すむ。それは進化論的には先のほう、たとえ
ば過去のデータをもたない幼少年の予測や、
少ないニューロンを使って変化のみを認知す
るハエとかカエルとかの視覚が対応する。だ
とすれば、積分回路は進化論的には後のほう、
それは言語を使い物語を紡ぐ（エピソード記
憶の想起も含む）大脳のはたらきが対応する
のであろう。

そして、微分と積分の往還

私が上記のような脳の働きに関する中井の考
察に目を止めたのはごく最近のことで、それ
は小林毅氏が集中講義 *6 で論じていたことに
重なったからだ。彼と私は、「数学をする」と
いうことについて、「考える」ということにつ
いて、折に触れ語り合う仲で、それをひとつ
の形として集中講義にしたのが先秋のことで
ある。彼は数学における無意識的な思考と意
識的思考の往還について考察し、次のような
引用を挙げた。

「一体、数学上の発見とは何であろうか。（中
略）発見とは識別であり選択である。（中略）
有用な組み合わせとは正にもっとも優美な組
合せである」ポアンカレ『科学と方法』 *7 

「数学上の発見には、それがそうであること
の証拠のように、必ず鋭い喜びが伴うもので
ある」岡潔『春宵十話』 *8  

「結論は完全に認められるものであるのに、そ
の証明には算術の標準的形式的システムの元
来の規則と公理の外部にあるような洞察が必
要となる実例が、数学的文献に数多く見られ
る。こうしたことはすべて、真理の判断に到
達するための数学者の心的手続きは、単にあ
る特定の形式的システムの手続きに根ざして
いるのではないことを示している」ロジャー・

5. 「積分回路」も電子回路のひとつで、出力電圧が入力電圧の積分の
定数倍になるものである。

6. 東京工業大学 情報理工学院, 「数理計算科学特論A」
7. ポアンカレ, 『科学と方法』, 岩波文庫, 1953, p.64.
8. 岡潔,『春宵十話』, 毎日新聞社, 1963, p.37.
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ペンローズ『皇帝の新しい心』 *9  

数学をするとき、ひとは（少なくとも私と小
林さんは、そしてたぶんポアンカレたちも）
微分回路（原始脳）と積分回路（大脳）の狭
間を往ったり還ったりしている。無意識的な
思考は、感覚的な表現を呼ぶ。「美」「喜び」「外
部」がそれにあたる。意識的な思考はそこに
秩序を生む。規則や公理などの形式的システ
ムがそれにあたる。識別や選択は、無意識的
にも意識的にも行われる。

「数学をすることと絵を描くことは似ている、
きっと小説を書くことも、そして家を建てる
ことも」と、あるときなにかに書いた *10 。今
ならそれを説明できる。気がしている。

ひとびとが安心して往還できる場とはどんな
だろう。想像する。数学するひとたちの顔、「べ
てるの家」のひとたちの顔、あの子の顔。ど
うかわたしたちが往還することを許してくだ
さい、という切実な気持ちになる。（ここまで、
文・鈴木咲衣）

生産性と効率の向上によって成長と発展を遂
げてきた現代社会は、あたかも輝かしい光に
満ちているかのようであった。けれど光は強
く明るいほど、色濃い影を落とす。このこと
は物理的な現象に限らず、社会や集団のあり
ようや、あるいは個人の内面においても同様

であろう。よく知られるように、ユング心理
学の創生には、Jung,C.G.による自身の影と
の闘いが大きく関わっている。光には光の、
影には影の魅力があり、意味がある。その一
方を否定し、無視し、切り離すことは、二つ
の世界の往還を、そしてその過程から生まれ
る創造の芽を失うことを意味するのではない
だろうか。

心理臨床の現場では、今日も様々な苦悩や傷
つきや生きづらさが語られる。語りや沈黙の
なかで、あるいは時に夢や箱庭や描画や遊び
といった第三のものを通じて、クライエント
は思わぬ自分の一面に遭遇し、影の世界へと
足を踏み入れてゆく。一方で、臨床の場を離
れたクライエントはひとりの生活者でもある。
こころの課題や問題と向き合うこと、日々の
暮らしを保つこと、その両方に目を向けるこ
とが臨床実践においては不可欠である。

臨床と日常との往還について考えるうえで欠
かせない仕組みのひとつに、心理療法におけ
る「枠」がある。これはごく簡潔に言えば、
面接を行うにあたって一定の曜日や時間や場
所や料金を取り決め、面接内で語られた内容
を無断で他言しないという約束をすることで
ある。これにより面接室は日常とは異なる守
られた空間となり、枠のない場よりも安全に
こころの問題に取り組むことが可能となる。
枠とはある種の制限であるが、同時に、だか

9. ロジャー・ペンローズ, 『皇帝の新しい心』, みすず書房, 1994, 
p.127.
10. 「想いを紡ぐ作業」,  『数学セミナー』（2017年5月号）, 日本評論
社, 2017.
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らこそ、その中での自由と安全を守る装置と
なる。

一方で、苦境の渦中にありながら、様々な現
実的制約が壁となり、心理療法という枠組み
に繋がることが困難な場合も少なくない。心
理療法に限らず、医療や福祉や教育といった
既存のシステムからこぼれた人びとは、今も
どこかでひとりぼっちでいる。たしかに人は
みな誰しも孤独である。しかし、望んで得た
ひとりの時間は充実したものになり得るが、
ひとりぼっちに追い込まれた状況はしばしば
苦悩を増幅させ、人を病ませる。

そして、場の生成へ

中井久夫は、以下のような謙虚さが病人とと
もに生きる社会の人間の常識であると述べて
いる。

「だれもが病人でありうる、たまたま何かの恵
みによっていまは病気でないのだ」中井『看
護のための精神医学』 *11 

病いを抱える人びとが隔離も排除もされず安
心して生きられる地域社会は、非病人にとっ
ても生きやすいにちがいない。開かれた「場」
を作ることは、病人やひとりぼっちを置き去
りにするシステムへのささやかな抵抗とも言
えるだろう。誰かといることも、ひとりにな

ることもできるところ。何も出来なくても、
何も言えなくても、そばにいて話を聴くこと。
偶然の出来事とも遊ぶこと。実に素朴なよう
でいて、実は難しいこの営みは、何よりも人
と人との、そして人と場所との関係に基づい
て成り立つ。まずは目の前の人を知ることか
ら、「場」の生成は始まるのかもしれない。

病理と創造をめぐって、私たち三人はそれぞ
れの生活から問いと実感とを持ち寄り、微分
や積分といった概念を手がかりに、個人につ
いて、社会について、具体的に、抽象的に考
え続けてきた。三人での対話からはいつも、
解よりも圧倒的に多くの問いが生まれる。そ
もそも病理とは、正常とは、創造とは、破壊
とは何か。問うことは、往くことであり聴く
ことである。わからなくても、わからないから、
ひとりで、三人で考える。誰かにとっての自
明の理が、他の誰かには新たな気づきとなる。
そんな時間を過ごしたあとで還る日常は、ど
こか少し鮮やかである。（ここまで、文・豊原
響子）

11. 中井, 『看護のための精神医学』, 医学書院, 1994, p.6.
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危機の裏側にある自由

また鴨川には、語らう者、運動する者、楽器を奏でる者、水遊びする者、
川の音を楽しむ者らが思い思いに集う。大学のキャンパスのすぐ近く
で、多様な人のあり方に触れられる場だ。（撮影：豊原響子）

ある昼下がり、豊原が鴨川沿いを自転車で走っていると、ゆったりと
散歩する老夫婦と犬が見えてきたという。人それぞれに時間の流れが
違うことを実感する機会となった。（撮影：豊原響子）

京都大学のキャンパスからほどなく行ったところにある、下鴨神社の
参道には木々が生い茂る。植物の成長や個体数の変化は、微分を使っ
た数理モデルで解析されることもある。（撮影：柳澤友里亜）

鈴木が頭の中に散らばっている思考を書きだしたホワイトボード。数
学研究において、無意識的な思考を意識的な思考に還元するプロセス
であるという。（撮影：鈴木咲衣）

危機と創造の契機を同時に孕んでいるという認
識は、気候変動やパンデミックが「危機」とし
てしか語られない現代において、非常に重要な
視座を提示しています。とくに「体験を受容す
る過程は、自由でありそれだけ孤独な闘いであ
る」という一文には、創造と危機を同時に孕む
矛盾の豊かさが見事に表現されていました。た
だ、問いの深さに「微分・積分」という概念か
ら派生する思考が、まだ十分に届いていないと
感じます。とはいえ、切実な問いに根ざした生
成的でいきいきとした対話と思考から生まれた
言葉に、大いに触発されます。

森田真生
1985年、東京都生まれ。独立研究者。東京大学理学部数学科を卒業後、
独立。現在は京都に拠点を構え、在野で研究活動を続ける傍ら、全国
各地で「数学の演奏会」や「大人のための数学講座」などライブ活動
を実施。2016年単著『数学する身体』〈新潮社〉は第 15回小林秀雄
賞を受賞。近著は 2021年『計算する生命』〈新潮社〉。

森田真生
独立研究者

予測やコントロールができない事象を「危機」
として受け取ってしまう思考は、どう培われて
きたのだろう。「微分・積分」は切実な発明と
して人類史に現れた数理であり、その概念はパ
ラダイムとして、繰り返し、人びとに働きかけ
てきたはずだ。例えば「未来は予測できる」と
いう感覚。それは喜びと可能性と、しかし同時
に、苦しみももたらしたかもしれない。私たち
は「微分・積分」がもたらしたパラダイムを、
またその限界と更新の可能性を、知りたいと
思っている。

鈴木咲衣／豊原響子／柳澤友里亜
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本テキストに関するレ
ビューおよび対話の過
程は下記のレポジトリ
に公開されています。

ミーティングをしていると、いつの間にか日が陰っていることも。議
論を終えた 3人は、それぞれ新しい気持ちで論考の構想を持ち帰り、
思索を深めていったという。（撮影：柳澤友里亜）

3人は 2018年 3月、北海道浦河町にある「べてるの家」を訪れた。
当事者研究など、そこでの先駆的な取り組みに触れた体験は、本論考
に大きな影響を与えた。（撮影：鈴木咲衣）

「往」と「還」の比較

「メタ理性」という視点

「往」と「還」が対としてなされるように意識
的に場を整える必要があると考えている。「往」
と「還」それぞれに難しさがあるが、還ること
のできる場があれば、過剰に恐れることなく往
くことができる。還ってきたひとが優しく受容
され軟着陸できるような場があってこそ、体験
は創造的なものとして共有されるのではない
か。

鈴木咲衣／豊原響子／柳澤友里亜

本来その者を包んでいるはずのメタ理性を喪失
した状態において、その者が完全に感情に偏っ
た存在となるかというと、そうではないと考え
たい。病理や狂気の発露は、おそらくその者の
「則」と外部の則との間に生じる対立や葛藤に
起因し、それゆえ、自己の変容過程にはしばし
ば苦痛が伴うのだろう。ならばそのプロセスが、
単に理性を放棄した混沌に向かうのではなく、
その者の則が破壊されつつも、守られ活かされ
ながら更新される、そのための工夫を探りたい。

鈴木咲衣／豊原響子／柳澤友里亜

ケヴヘイッシュウィリ・ルースダン
京都大学 大学院経済学研究科 講師

「往還」という言葉について。「往」と「還」は
自然に起きるのでしょうか。病理性の観点から
言いますと、「往」より「還」を実現させること
の方が難しいと思います。創造性が実際に発露
して具体化するために「還」の部分はどこまで
重要でしょうか。

野原佳代子
東京工業大学 環境・社会理工学院 教授

カントを読むと、理性と感情の両方を言わば「メ
タ理性」が包んでいるように考えられる。そう
でなければ、完全に感情のみの人間という存在
が成立してしまうから。本論考における病理や
狂気は、両方とも理性を感じさせない。理性な
しの人間が存在するかも検討してみるとよいと
思う。
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「あいまいさ」を扱うこと

本論で少しだけ触れられた「べてるの家」。実は、この場所こそが、創造性
と病理性の関係を問う鈴木（数学）、柳澤（臨床教育学、演劇）、豊原（心
理臨床学）の実在点ではないだろうか。 

べてるの家とは、1984年に設立された北海道にある精神障害等をかかえ
た当事者の地域活動拠点。そこで暮らす当事者達にとっては、生活共同
体、働く場としての共同体、ケアの共同体という 3つの性格を有している。
2018年、鈴木らは実際にここを訪れ、ブログ「KIOCOT」にレポートを書
いている。以下、そのレポートから紹介する。

「改めて病理って何だろうと迷った。（中略）べてるの家を見てきた今は、そ
れらを病理と呼ぶことに違和感を覚えるようになっている。頭ではなく身体
感覚として」（鈴木）

「最も驚き感銘を受けたのは、べてるの人々のことばの豊かさでした。ひと
りひとりが自らの状態や思いについて語るための自分なりの（用意されたも
のではない）ことばを持っている」（豊原）

「最後までわからなかったのは、『メンバー』と『スタッフ』の区切りだった。（中
略）『正常』と『病理』の境界は紙一重である。そんなことは、私たちの学
際研究のスターティングポイントでもあるのだから、わかっていたはずだっ
た。けれども、そうした人間と病気の関係の曖昧さが、こんなにも自然なか
たちで、組織のなかに『生きている』、そのことにはやはり驚いた」（柳澤）

つまるところ、この論考の学問性は……と語るのが無意味に思えるのがこ
の論考の価値である。学際的だから該当する分野を規定できない、という
のは理由の一つであってすべてではない。論理をもって論理を問うことは究
極的にはできない。創造性と病理性、如何ともし難いその隙間を問うから
こそ、どうしても従来の形式、̶なぜだかわからないが研究者が頑なに
守ってきた、かつ、今、その形骸化も目立ってきた“お作法”と揶揄される
論理的整合性̶に収まらないのだ。

文・『といとうとい』編集委員




