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は じ め に

私は今日まで必要に迫られて多くの文章を書

き，それを公表してきた。しかし奇妙なことに

は，その文章の多くは書く前に意図したとおりに

書き進んで完成したわけではない。執筆中に何か

が芽生え，それを頭の中で発展させていくうち

に，書く前には知らなかった一つの考えが形成さ

れてきて，それが文章となったのである。主張の

核心部分はしばしば執筆中に生まれたと言っても

よい。書くことが発見に繋がるとすれば，われわ

れにはまことに好都合なことであるが，自分の実

力以上の文章が書けてしまうのはまことに快感で

ある。本稿は本誌にそぐわない内容となろうが，

読者諸賢のお許しを得て，標記とその周辺につい

て私見を述べさせて頂きたい。

文章を書けばアイデアが生まれる

われわれ研究者は誰でも論文を書くが，書くと

きは何を書くか，あらかじめ凡その概要，粗筋を

決めてから書き始める。これが誰もが行う一般的

な書き方であろう。何を書きたいのか，それが最

初にあって，それを伝えるために文章を綴る。絵

に例えれば，どんな絵になるか，画家は描く前か

ら大体，見ている筈である。しかし，予想してい

なかった絵がどんどん描けてしまったらどうであ

ろうか。その画家は自分を誘う不思議な力を感じ

て興奮するに違いない。文章でも同じことが起き

る。自分の知らないことが，私のようなものでも

書けてしまう。何故こういうことが起きるのか。

われわれは自分が知っている以上に知っているの

かも知れない。脳の深いところに気づかれずに

眠っていた知識が，文章を書くという作業の中で

脳の浅いところに浮かび上がってくるのであろう

か。それとも，知っているいくつかの知識が整理

されてきて，別の知識が生まれるのであろうか。

理由が何であれ，これが起きると嬉しくなる。本

で読んだり，人から教わったりした知識は忘れる

ことがある。しかし，自分の中で生まれ知識は忘

れることはない。それは生きた知識として生涯，

消えることなく，いつでも使える形で脳の表層に

保存される。根も葉もないこんなことを言うと，

妄想だと笑われそうであるが，文章を書くという

ことには曰く言い難い格別の意味があるように私

には思われる。

表現することは認識すること

大江健三郎が書いていたことであるが，哲学者

のスピノザは，表現することは認識することだと

言ったそうである。もしそうであるなら，これま

での経験から私は彼の言葉がわかる。認識してい

るから表現できるのではない，表現することに

よって認識が生まれる……，スピノザはそう言っ

―――― 関連医学の進歩・現状 ――――

文章を書くということ，表現するということ。

―脳の玄妙，不可思議な機能―

瀧 野 善 夫

東京歯科大学市川総合病院麻酔科

Yoshio TAKINO : Significance of writing or expressing a subject ― Strange and mysterious function of the brain ―
（Department of Anesthesiology, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College）

別刷請求先：〒２７２‐８５１３ 市川市菅野５－１１－１３
東京歯科大学市川総合病院麻酔科 瀧野善夫

１６

― 16 ―



ているのであろう。しかし，この表現するという

行為は，一体，どういう行為であろうか。表現す

るという字は，おもてに現すと書くから，心の内

にあるものを外に出すことであろう。箱の中にあ

るものを外に出して見せても表現とは言わないか

ら，それは自分の心の内にあるものを人に見せる

ということである。あらためて言うほどのことで

はないが，英語ではもっと強く，express とな

る。Exは外，out という意味であり，press は「押

しつける」であるから，この語には心にあるもの

を外に押しつけるという意味になる。反対に心に

何かを押しつけられた状態，press された状態は

impression で ある。Pの前の nはｍになるか

ら，imは into の意となる。したがって impression

は自分の心に何かを押し込まれた状態，つまり印

象である。Express できない状態は depression

で，これに似た語に suppression という語もあ

る。Depression も suppression も press を修飾す

るワードであるから express と語源的には同族で

あろう。その depression と suppression……，心

が内にこもり，外に向かわない状態である。陰々

鬱々として心の晴れぬ状態から表現は生まれな

い。感動も生まれない。

読み手を特定して文章を書く

表現には外の何かを，というよりも他者を必要

とする。自分の心にあるものを是が非でも誰かに

伝えたい，その一念が express であり，表現する

という行為である。この一念があれば，書き手は

読み手を捉えることができる。私は作文するとき

はいつも尊敬するある方を心に描き，その人の心

に向かって書くことにしている。文字通り中心に
あた

向かって書く。中心という語は「心に中る」と読

めるから，中心は心にあたるという意味である。

同様に的に中れば的中であり，毒に中れば中毒，

命に中れば命中である。そのように見ると，何気

なく使う「中」という語も意味が深い。それはと

もかく，読み手を特定して文章を書くと発想が延

び，文章が充実してくるように私には思われる。

ラブレターがそうある。これが読み手に伝わるの

は，文章は仮につたなく書けていても相手を想う

書き手の情が文章にこもっているからであろう。

しかし頭の中の何かを相手に伝えようとするな

ら，相応の苦労がいる。私は，有名女優が何かの

講演会で，どこかの南国で見てきた夕陽の美し

かったことを，「それはホントに綺麗だった」

と，何度も連発するのに閉口したことがある。単

にそれだけでは，どのように綺麗なのか，聴き手

には伝わらない。綺麗という語には，無限の種類

の綺麗さがあるから，当人の感じた綺麗さを描写

することが必要となる。表現には苦労しなければ

ならないが，この苦労は勉強になる。漠然と考え

ているのではただそれだけのことであるが，人に

伝えようと文章にし始めると，そのぼんやりした

ことが段々はっきりしてきて，「自分の見てきた

夕陽の美しさ」を人に伝えることができるのであ

る。

対人意識が創造を生む

人に読んで貰うためには文章の隅々にまで気を

配らなければならない。主語と動詞が互いに適合

していなかったり，論旨が渋滞したり矛盾してい

たりすれば，読み手はイヤになって止めてしまう

から，それでは何のための文章なのか，そもそも

の意味がなくなる。読者が主旨に賛同するかどう

かは別として，ともかくも最後の一行まで呼んで

貰おうと懸命に努力するその過程で思わぬ発見が

生まれるように私には思われる。われわれは書く

前には気づかないでいた何かを，書くという行為

によって認識することができる。ならば，書く前

と，書いた後の自分は知的に異なることになる。

これが苦労したことへの最大の代償であり，苦労

しなければこの代償は得られない。

小説家は，登場人物は一人歩きしだすとペンが

走り出すと言う。自分で考え，自分で書いている

のに，自分でない何かがそれをしている気分にな

るそうである。現代の歴史小説家，塩野七生は，

歴史家は知っていることを書いているが，私は歴

史を知るために小説を書いていると言った。ま

た，ある女流随筆家は，文章は天から下りてくる
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ものだ，自分が作品を作るというより，どこから

か飛んでくるのを祈って待っている，そんな意味

のことを書いていた。しかし，彼女にしてもただ

待っていただけではなかった筈である。何とかい

い形にしたいと，来る日も来る日も熱い気持ちで

待っていたに違いない。アイデアは突然，降って

湧いたように現れるから，彼女はそれを待ってい

たのであろう。私は表現するという語，express

という単語の意味についてさも以前から知ってい

たように書いたが，実はそうではなかった。表現

するという日本語を考えているうちに次々に発想

が延び，ついには depression， suppression に

まで至ってこれらの語が有機的に繋がったので

あった。既に知っている方には何でもないことで

あろうが，気がつかないでいた私には喜びであっ

た。

表現するということ……音楽家では？

表現の他の分野，たとえば作曲ではどうであろ

うか。本学の校歌は北原白秋の作詞であるが，作

曲は山田耕筰による。彼は，曲は自分で作るもの

ではない，なにか神秘的に私の胸に宿ったものが

私に書かせると言ったそうである。本学の資料に

彼の言葉が残っているので，ご存じの方々も多い

であろうが，私はこれを知ったとき，山田耕筰も

そうだったのかと心が動いた。W. A.モーツアル

トの技法を知っていたからである。彼は，作曲の

核心を手紙の中に次のようなことを書いている。

彼の天才を示す極印として余りにも有名である

が，天才に生じるひらめきがどういうものか，如

実に示してあまりあるので引用する。

「……構想は奔流のように，次々に止めどもな

くわき起こります。しかし，それがどこから，ど

のようにしてやってくるのか，私にはわかりませ

んし，それをどうする手もありません。その中か

ら気に入ったものを一つ口ずさんでいると，別の

旋律がまた現れ，様々な楽器の音色にしたがって

私に迫ってくるのです。私の魂はインスピレー

ションで燃え上がります。すると，それは益々大

きくなり，ついには，たとえどんなに長いもので

あろうとも，私の頭の中でほとんど完成します。

私は丁度，一幅の絵や，あるいは美しい人でも見

るように，一目でそれを見渡すことができます。

後になればそれは無論，順を追って現れるもので

すが，想像のなかではそういう具合に現れず，ま

るで凡てのものが皆一様になって聞こえるので

す。大したご馳走です。夢でも見ているように凡

てが心のうちに生まれるのです。こうして出来上

がってしまうと，私はもう忘れません。周囲で何

事が起ころうとも書けますし，書きながら鶏の

話，アヒルの話，だれそれのうわさ話などなんで

もできます，云々」

モーツアルトは作曲していたのではなかった。

どこからか聞こえてくる楽音に聞き惚れ，それを

記録した人間であった。ならばこそ，３５歳という

生涯であれ程の曲を残すことができたのであろ

う。ウィーン古典派のもう一方の天才，ベートー

ベンの場合はどうか。彼は作曲に熱が入ってくる

と，彼自身ラプツスと呼んだ狂騒状態に陥り，怒

鳴ったり，わめいたりして周囲は迷惑したと伝え

られている。ピアノを据えた彼の部屋は譜面や食

器やらで乱雑をきわめていたそうであるが，その

中で大騒ぎしている彼から大音楽家の姿は見えな

い。しかし，彼の弦楽四重奏やシンフォニーのあ

るものを聴けば，彼のラプツスが単なる狂騒状態

とは次元を異にしていたことが分かる。それは高

度に精神的かつ知的作業から生じた狂騒であっ

た。作曲していて快活，上機嫌のモーツアルトと

狂った野獣のようなベートーベンとでは，両極端

の違いであるが，両人の心の内は外から見るほど

違っていなかったと私は勝手に想像する。両人と

も，わが心に沸騰する楽想に我を忘れていたので

あった。天才とは，凡人の及ばぬ努力ができる人

間を指すと，小林秀雄は言う。そのような人間－

－－，朝起きると寝るまで，どこにいようが，何

をしていようが，心ここにあらずの風情で作曲に

没入していたモーツアルトやベートーベンのよう

な人間には曰く言い難い計らいが彼らの天才に加

１８ 瀧野：文章を書くということ，表現するということ
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えられたのであろう。「天は自らを助くるものを

助く」である。

Synchronicity と serendipity

見慣れない単語だと思うが，synchronicity は

「意味のある同時生起（coincidence），意味をもつ

かのように結びあわされた偶然のパターン」を指

す。ある人のことを考えながら街角を曲がった

ら，偶然，その人にばったり出会うなど，われわ

れも経験することがあるが，同時に起こった事象

の間には因果関係がない。ここで synchronicity

を持ち出した理由は，夢中に原稿などを書いてい

るとこれがおこり，思わぬ拾いものをすることが

あるからである。タイミングよく幸運が向こうか

らやってくる……，そんな感じである。ロンドン

在住のピアニスト，内田光子はモーツアルトを弾

いてデビューしたが，その連続演奏会のための練

習中，自分のもっている楽譜ではどうしても納得

のいかないところがあり，ここは絶対にこうある

べきなのにと，悩んでいたそうである。丁度，そ

の頃，そんな彼女に合わせるかのようにモーツア

ルト自身が書いたピアノソナタの譜面が見つかっ

て，それが競売に出された。彼女はそれを関係者

に頼んで見せて貰ったところ，問題の箇所，２箇

所は彼女が考えていたとおりになっていたそうで

ある。モーツアルトの演奏はモーツアルトに教わ

るというくらいにモーツアルトに打ちこんでいた

彼女ほどの人間には synchronicity が生まれる。

因果関係に依らないこうした事象は偶然の一致な

のであろうか。作家の遠藤周作は，ある日，グレ

アム・グリーンの書いた小説の主人公の一日を追

体験するためにロンドンを訪れ，市内のあちこち

巡り歩いていたそうである。それも一通り終わっ

て，いざホテルに帰ろうという時，ある電話ボッ

クスで主人公が電話していたシーンがあったこと

を思い出し，そこにもわざわざ出向いてきたそう

である。そのようにしてホテルに帰り，エレベー

タに乗ると，そこには何と当のグラハム・グリー

ン自身がいたそうである。その夜，以前から文通

のあった二人は深更に至るまで地下のバーでウィ

スキーのグラスを重ねたという。

Serendipity とは「偶然がただの偶然でなく，

発見となるのはその偶然がちょうどよい人物に起

こるときである」と記載されている。木から落ち

るりんごを見て万有引力を思いついたのはアイ

ザック・ニュートンであるが，紀元前３世紀，金

の王冠にどれくらい不純物があるかを調べるよう

に王から頼まれ，問題の解決に困り果てていたア

ルキメデスは公衆浴場の湯船から湯があふれ出る

のを見た瞬間，その方法を思いつき，「わかっ

た，わかった」と叫びながら裸のまま家へ走って

帰ったそうである。必死に問題にとりくんでいれ

ば，われわれにも serendipity が生まれるに違い

ない。

“ひらめき”は私にも，チンパンジーにもある

私は創造する天才たちに生じたひらめきを紹介

してきた。それらは神経生理学的奇蹟としかいい

ようのない性質のものであるが，ひらめきは，わ

れわれ人間誰にでもあるし，類人猿にさえあるこ

とが証明されている。コンラート・ロレンツの観

察を紹介する。

「チンパンジーを部屋に入れ，彼の手がちょう

ど届かない高さに天井からバナナをつるしまし

た。さらに，箱を一つ入れておきました。このよ

うな事態に彼は落ち着かず，何度もトライしては

失敗していた。やがて，突然……，それまで陰気

だった彼の顔は突然，輝いた。彼の視線はバナナ

からバナナと床の空間に移り，次の瞬間，彼は歓

喜の叫び声を上げ，興奮して箱の上でとんぼ返り

を打ったのだった。成功をすっかり信じきった彼

は，箱をバナナの下に押していった。彼を観察し

た人は誰でも類人猿に正真正銘のインスピレー

ション体験があることを疑えないだろう。」

チンパンジーは箱を道具として使うことを突然

思いついた。彼にとっては breakthrough という

べき発見であり，バナナを得た以上に価値のある

生活上の知恵を学んだのであった。

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） １９

― 19 ―



果報は練って待つ

ひらめきが生まれる条件は何であろうか。Syn-

chronicity や serendipity に巡り会うためには何

をすればよいのであろうか。モーツアルトやベー

トーベンは朝から晩まで作曲に夢中になっていた

し，アルキメデスは王冠の体積を量ることに，チ

ンパンジーもバナナの取り方に頭を悩ませてい

た。遠藤周作はグレアム・グリーンの小説に没入

していた。彼らは皆，あることに懸命であった。

となれば，何かに没頭していること……，このこ

とが幸運をえるための必要条件だと思われる。果

報は寝て待てと諺にいうが，ただのんびりと待っ

ていただけでは幸運は訪れない。果報は練って待

つ。脳の長期間にわたる意識的活動が果報の前提

ではないか。

脳はコンピュータではない

昨今，脳とコンピュータとの類似が論じられて

いる。しかし，そうであろうか。コンピュータは

回路を流れる電流のパルスが有れば「１」，無け

れば「０」と判断して機能するから，all or noth-

ing で決まる神経伝達と確かに似ている。そこで

脳をアルゴリズムで完全にシミュレートすれば人

間のように感じたり，理解したりする人工知能

（artificial intelligence, AI）が作れるとコンピュー

タ研究者は考える。このアイデアで１９５０年代初期

にAI モデル，亀が作られた。この亀は自力で床

を這っているが，電池が切れてくると，自分で電

源にやってきてプラグを差し込み充電し，終われ

ばまた動き回る。コンピュータは，飢えれば摂食

する動物の行動パターンをコピーしたように見え

る。最近では感情があると思える程よくできた

AI 犬も作られたし，臨床の分野ではロボットと

の会話で診断がついたり，心理療法が可能となる

「エキスパート・システム」もある。ブラインド

なら，相談相手は人間だと騙される人もいるそう

であるから，アルゴリズムも侮れない。チェスの

世界チャンピオンを負かした IBMのAI「ディー

プブルー」も思い出される。チェスしか能がない

とはいえ，ともかくも名人を破ったことで思考機

械ディープブルーはその名を高めた。しかし，脳

はAI のようにすべてがアルゴリズムで動いてい

るのであろうか。私などの素人には，コンピュー

タと言っても所詮，on－off で作動するサーモス

タットの延長のようものだから，そんなところに

ひらめきはおろか意識が生まれるわけはないと，

勘で判断するが，勘でなく数学理論でそれを証明

した人がいる。イギリスの数学者ロジャー・ペン

ローズである。クルト・ゲーデルの不完全性定理

を反論の基礎にして，彼は凡そ次のようなことを

言う。「コンピュータの出来ることはアルゴリズ

ムの範囲に留まるが，数学の世界ではアルゴリズ

ムでは証明も反証もできないアルゴリズムで成立

した公理がある」と。つまり，コンピュータに真

偽が分からない公理があるが，脳では分かると言

うのである。この「分かること」，あるいは「理

解すること」は，問題を「意識している」，ある

いは問題に「気づいている」ことが前提である。

問題を意識しないで分かることは不可能だからで

ある。気づく能力のないロボットは数学的実体に

ついて正しい判断を下すことはできない。その際

の脳の働きが非アルゴリズム的なものであれば，

もっと一般的な，非数学的な判断においても非ア

ルゴリズムが働いているとペンローズは言う。詩

は単に言語の羅列。同様に音楽も音の羅列。しか

し，われわれはそれらに心をふるわせることがで

きる。それは脳の無味乾燥なアルゴリズムの結果

ではない。それは未だわれわれが知らない脳の作

用，弦妙・神秘な脳のはたらきによるものだと，

私はペンローズの背後で考える。

お わ り に

文章を書くにしろ，表現するにしろ，才能だけ

では何事も成らない。何かを生むためには持って

生まれた才能に努力を乗じる必要がある。創造は

才能と努力の和ではなく，才能と努力の積であろ

う。才能ゼロの人間などいない。ならばこそ，私

のような人間にも何かをなすチャンスが与えられ

る。そして，その努力は結局のところ自己を改造

している行為に他ならない。筋肉に負荷をかけ，

２０ 瀧野：文章を書くということ，表現するということ
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強い肉体に自己を改造するように，脳を鍛えて新

たな自己をつくる……，それはわれわれ全てが味

わうことのできる快感なのである。

本稿の主旨は第２７２回東京歯科大学学会総会（平成１３
年１０月２８日，千葉）において口述した。
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