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イーハトーブからの＜風＞ 
―画家ゴッホや心理学者ユングとともに宮沢賢治の世界を考察する― 

大阪国際大学名誉教授 

松田 司郎 

＜はじめに＞ 

 本日は｢風｣の話です。宮沢賢治は〈花の詩人〉とか〈雲の詩人〉

とかいわれていますように、花も雲も作品の中にたくさん登場

します。しかし、実際に調べてみると、｢風｣がもっとも多く登場

します。風は眼に見えませんし、手で捕らえることもできません

が、私たちの身近なところで絶えずくりかえし吹いております。

私たちの心の中にも吹いております。賢治はその「すきとほつ

た」風を、私たちの生命力にとって大切なものとして象徴的に描

いています。｢風とは一体何なのか？｣今日はそれをお話します。 

 第1部は、｢風｣を撮った写真を見ていただきます。脱サラして

賢治の作品舞台の風(自然)を撮り続けて 32 年、岩手を歩きなが

らイーハトーブの風景を撮った。気がついたら、風景の中に｢風｣

が結構流れています。その｢風｣を見ていただきます。 

 第 2 部は、賢治はなぜこんなにもたくさんの｢風｣を描いたのか？ 透き通った風や雨や霧や雪を運ぶ風、

そよ風や烈風や大循環の風、風はイーハトーブの隅々にまで吹き渡っています。賢治は自分が語った物語を

風から聞いたといいます。語り手は〈風〉なのです。このことの意味について、画家ゴッホや心理学者ユング

の物語とともに考えたい。 

 私は 18 歳のときに賢治(作品)と出会いました。私の人生を大きく変え、自分でも童話を書き始めました。

大学を卒業するとき、「自分も賢治のような作品を世に出したい」と思って出版社に入り、童話や絵本の編集

に携わりました。そのうちに自分の書いた童話が認められて本になり、印税が入り、講演会にも招かれまし

た。そのことで有頂天になり、書く原点を忘れ、売れる作品を模索し始め、宮沢賢治を全く忘れてしまいまし

た。8年くらい忘れていたでしょうか、気がついたら大病を患っていて、手術後の身動きできない長い日々の

中で、賢治をもう一度思い出しました。このことが私に退職してイーハトーブを歩こうと決心させたきっか

けでした。 

第 1部 イーハトーブの＜風＞を撮りつづけて （スライド鑑賞） 

① 岩手山・網張(2004年 11月) 

 脱サラして歩き始めて 30年を超えました。賢治とともに森や高原を散策するのは最大の幸福です。 

② 宮沢賢治・イーハトーブ図誌（平凡社） 

  イーハトーブとは、賢治も書いていますが一つのイマジネーションの、賢治の心を通して見た岩手県、客

観的な岩手県ではなく、「宮沢賢治の心というレンズ」を通して見た岩手県のことで、そこを舞台にして作

品を書いた。（以降スライドが続きます） 

③ 農場本部から北への道・小岩井農場・岩手郡滝沢村（1992年 5月 1日） 
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 30 年撮っている間に岩手県はず

っと変わりました。経済成長や賢治

ブームにのって高速道路や記念碑

やいろんなものができもう撮れな

い風景もあります。とりあえずは春

から春、1年の巡りを見てください。

今では小岩井農場の中に入ってい

けないですが、昔はずいぶん勝手に

行けましてね。 

④ 狼森へ行く道、落葉松の芽吹き・ 

     小岩井農場（2016年 5月） 

「狼森」と書いて「オイノ森」と読

みます。「狼森(ｵｲﾉﾓﾘ)と笊森(ｻﾞﾙﾓﾘ)、盗森(ﾇｽﾄﾓﾘ)」という作品がありまして、これは小岩井農場の中の

狼森へ行く道です。落葉松が 4 月の終わり頃から 5 月頃に芽を吹く。賢治は落葉松の芽をネクタイピン

やカフスボタンにたとえていますけどね。一斉に芽吹きます。その間を風が吹きます。 

⑤ 種まきが終わって・柳沢上郷・岩手郡滝沢村（2013年 5月） 

それから岩手県は広くて四国 4 県を束ねても、岩手の方が広いんです。その岩手を歩き回りながら写真

を撮っている。これは岩手山の麓、柳沢上郷というところ。たぶんこれはトウモロコシの芽が出たところで

す。 

⑥ 畑起こしの日々、八幡平市・松尾村（2010年 5月） 

これは岩手山の北側。畑起こしと草取りをしているお百姓さん（女性）。働く人たちの間にも風が流れて 

おります。 

⑦ 空を映す緑のカード・八幡平市・松尾村(2003年 5月) 

これも同じく松尾村というところの田植えしている水田ですね。水田が「美しい桃色と緑と灰色のカー 

ド」（グスコーブドリの伝記）でできているように見えます。 

⑧ 田植えの終わった水田とヤマザクラ・大迫町・折壁峠（2013年 5月） 

やがて初夏になります。折壁峠というところで、田植えが行われたところです。賢治は盛岡高等農林で 

地質学をやっていましたから、土壌調査をしました。その時、ここにも来たのです。 

⑨ 水田に映える夕日・花巻市・八重畑（2016年 5月） 

 これは花巻の八重畑というところですけれども、山の方と里の方とでずいぶんと季節が違いますので、 

桜の開花も八幡平の上の方とで一月くらい違います。これは 5月中頃だと思います。 

⑩ 透き通った風と青い空・八幡平市・田代高原・七時雨山（2016年 5月） 

  七時雨山（ななしぐれやま）は作品にも出てきますけれども、1日に 7回も時雨れるほど天気が変わり 

やすいところからついた名前。岩手県の広い農業、更にこういう広い牧草地があります。 

⑪ 桜花に見送られて・ＪＲ釜石線・花巻市・矢沢（1989年 5月） 

 いわゆるかつての岩手軽便鉄道、「銀河鉄道の夜」のモデルですね。左手の胡四王山の上に宮沢賢治記念 

③ 農場本部から北への道・小岩井農場・岩手郡滝沢村(1992年5月)
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館があります。この正面、川に沿って太平洋に至る高速道路ができて、今ではドカーンとここに巨大な建築 

物ができています。もう撮れない風景です。 

⑫ 威風堂々の一本桜・小岩井農場（2010年 5月） 

 これは小岩井農場、観光スポット 

の一つです。桜の開花が大体 5月連 

休明けころで、岩手山にはまだ雪が 

少し残っている。同じ風景を同じ時 

期に見ても瞬間瞬間に変わってく 

る。自然は片時も休んでいない。 

⑬ 山の田にも春の作業が・滝沢村・ 

       夜蚊平（2010年 5月） 

 同じ5月 10日ころの風景です。 

自然は自らの摂理に従って躍動を 

続ける。全く同情の余地ないのは自 

然の本質ですね。チャグチャグ馬っ 

子で有名な小岩井農場の麓、小岩井農場に近いところの春の農作業で共同で作業しています。 

⑭ 麦の穂も伸びて・大迫町・鳥長根（2009年 6月） 

 これは「麦の穂」、最近は栽培面積が少なくなっています。秋まきのほか春まきと播種時期が 2回あるん

ですね、麦は。初夏に近づき、陽射しも強烈になってきます。 

⑮ 道はもう消えてしまった・江刺市・種山ヶ原（2006年 6月） 

 これは標高500～800メートルくらいの高原。なだらかな高原がずーっと続くんですけれども。賢治の時 

代にはバスはなく、鉄道と30キロ歩いてここへ行った。ここも牧草地で馬とかも放しています。 

⑯ 春の流れに誘われて・稗貫郡大迫町・鍋屋敷（1997年 5月） 

 これは早池峰山の麓、岳川の支流、小又川です。水は誰が流すのか・・・。それに対して賢治は風が流す 

という。風とは自然を動かす目に見えないエネルギーのことです。では、風は誰が動かすのでしょうか・・・。 

5～6月は雪どけの水が加わり水量はずっと多くなります。 

⑰ 春の饗宴・八幡平市・八幡平温泉（2013年 5月） 

  それからこれは山の上の方、八幡平温泉。ここから八幡平の頂上(標高 1614ｍ)まで樹海ラインという道 

路が続いている。ですから、花巻で桜が咲いていても登山口ではまだまだなのです。 

⑱ クラムボンはぷかぷかわらったよ・遠野市・荒川（2006年 5月） 

  それから早池峰山の遠野側の麓です。荒川の滝付近。雪どけ水ですから、水の流れがとても強い。 

 水にも草木や花にも生命力が感じられます。 

⑲ 霧に洗われる菩提樹（マンダの木）・二戸郡一戸町・高森高原（2013年 6月） 

 賢治は菩提樹をマンダの木といいます。「なめとこ山の熊」で猟師・小十郎なんかもマダ皮（マンダの樹

皮）をまとって山道を闊歩していきます。岩手の北の方・二戸郡・高森高原の霧の流れている朝です。 

⑳ 一本木と岩手山と一番星・岩手郡玉山村・刈谷(1994年 6月) 

⑫ 威風堂々の一本桜・小岩井農場(2010年5月) 
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 それから一本木野というところを散歩しておったんですけれども、石川啄木の里、玉山村刈谷です。一番 

星が顔を出し、あたりは夜の風景に変わりつつあります。遠くから「銀河鉄道」の汽笛が聞こえてきそうで 

す。 

㉑ 夏の陽射しと上丸牛舎・小岩井農場・上丸（2001年 7月） 

 これは小岩井農場、まきば園という観光の広場があって、道を隔てて向かい側に観覧牛舎があります。 

 左が赤い屋根の牛舎、右が心地よい木製のフェンス、もう夏の風が吹いています。 

㉒ 川の流れも夏の踊りを・花巻市・岳川(1997年 7月) 

 これはあの「ドングリと山猫」の舞台の近く。一郎少年が山猫のハガキをもって登って行く早池峰山の麓 

の岳川です。 

㉓ 快活な滝の歌が流れる・大迫町・鳴想ノ滝(1998年 8月) 

鳴想ノ滝のちょっと上に笛貫ノ滝があって、これが「どんぐりと山猫」の「笛ふきの滝」のモデルです。 

この鳴想ノ滝はふだんは水がちょろちょろしか流れていないが、これは台風の翌日撮ったものです。 

㉔ 光のリズムを浴びて・八幡平市松川・五葉沼（2010年 8月） 

 そして夏・真っ盛りになって、水もゆらゆら、風が吹くと不思議な波紋が広がります。 

㉕ 光と雲のスぺクタクル・岩手郡雫石町・小岩井農場(2001年 9月) 

これは小岩井農場、日本の民間農場で一番大きな牧場で膨大な面積のところです。牧場の丘の真ん中に 

立つと 360度全体が見渡せます。 

㉖ 整列するコナラの戦士・小岩井農場・上丸牛舎（2009年 10月） 

これはコナラの木です。牧草地に行くとこういう巨大な木が多いです。何故かと思っていたら、牛（乳牛） 

のためにあるんですね。牛というのは年がら年中、冬に雪があっても外に出します。人間の都合ですね。外 

 に出して牛舎を掃除する。牛たちは日光浴のためにも出している。それで夏だったらどうか、外に出したら 

 暑いから木陰が必要。そのために大きな木があるわけです。コナラだけが紅葉してきてきれいな褐色です。 

小岩井農場は1981年設立、小野、岩崎、井上さんの 3人の頭文字からとっています。 

㉗ 空はいよいよ澄みわたり・八幡平 

 市・安比高原(2009年 10月) 

 安比高原での星の撮影です。 

空気も澄みきってロマンチックな 

夜ですが、このごろというか、10年 

ほど前から熊が出て恐いのです。一 

人で歩くとほんとうに心細い。 

㉘岩手山麓に広がる相ノ沢牧場・岩手 

 郡滝沢村・夜蚊平(1996年 11月) 

これは相ノ沢牧場という民間牧場 

です。馬が放牧されています。映画  

会社なんかが使う、賢治の動画に良

く登場します。11月初めの快晴の岩手 
㉘ 岩手山麓に広がる相ノ沢牧場・岩手郡滝沢村夜蚊平 
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 山です。 

㉙ 獲り入れも雨で一休み・遠野市・廻立(1889年 10月) 

獲り入れの時に、長雨になって中断している稲田です。廻立（かいたて）という地名なんですけど。人間と 

 自然の営みの絵ですね。 

㉚ そこここに秋の小さな贈り物が・八幡平市・松尾村（2013年 11月） 

カメラのマクロ・レンズで覗くと、私たちがふだん目にしない思いがけない小さな風景を見ることがで 

きます。賢治はイーハトーブを「人は一瞬にして氷雲の上に飛躍し大循環の風を従へて北に旅することも

あれば、赤い花杯の下を行く蟻と語ることもできる」「童話集広告ちらし」ともいっています。 

㉛ 秋色に変容する岩手山・小岩井農場(1999年 10月) 

10月の終わりですね。岩手山は賢治の童話にたびたび登場します。大体 10月中旬ごろに初冠雪があり、 

その後幾度か山上付近に雪が積もり、くり返すうちに純白のドレスをすっぽりかぶっていきます。左手 

（秋田県）の方から夕陽を浴びて美しい岩手山です。 

㉜ 私はイーハトーブの森のこひびと・八幡平市・安比高原（2014年 11月） 

安比高原ですね。朝、霧が流れて紅葉樹木を包み、やがて「桃色の美しい朝の日光」が顔を出します。

早朝の森を歩くと賢治が「わたくしは森やのはらのこひびと」（一本木野）といった意味が実感できます。 

㉝ 一瞬の輝きを楽しむ・八幡平市・松川渓谷（2002年 10月） 

何とはなしに、ただこういう景色がどんどん森を流れていきますけれども、なぜ私たちは忙しく、生活

することに精一杯で、毎日せわしく過ごしています。一瞬でもいいから自分のことを忘れて、自然に目を

向けて欲しいと願っています。 

㉞ 耳を澄ませば秋の調べが・花巻市大迫町・小呂別沢（2014年 10月） 

何もない。ただただ流れて、風は吹き時間は流れてゆく。しかし、耳を澄ませばそここに美しい調べが 

聞こえてきます。 

㉟ イーハトーブからの秋の贈り物・八幡平市・八幡平温泉（2009年 11月） 

  美しい風景を眺めていると、ふと私が眺めているのでなく、風景が私を眺めていると思うことがある。 

そんな時、私は風景の中にとけこ 

み、風景の美しさを共有している 

のだろう。 

㊱ 散りゆくもみじ葉・八幡平市 

松川・五葉沼（2014年 10月） 

   八幡平温泉からしばらく登ると 

  松川温泉がある。その手前にある 

五葉沼。水面一杯のもみじ葉です。 

㊲ 白樺と落葉松の行進・八幡平市・ 

 八幡平温泉（2014年 10月） 

向かって左側が白樺、右側が落

葉松（からまつ）。落葉松は黄色く紅 ㊲ 白樺と落葉松の行進・八幡平市・八幡平温泉(2014年10月) 
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葉するんです。人間が植えた並木ですが、自然はとても美しい。 

㊳ 早池峰に雪がきた・遠野市附馬牛町･大出（2014年 10月） 

いよいよ早池峰山、早池峰山は標高 1917ｍ。岩手山（標高 2038ｍ）と並び日本百名山に数えられる。土 

地がら結構雪の降るところ、春は 5月頃まで上の方に雪がある。秋は 10月末ごろに初冠雪となる。ここに

大出（おおいで）という牧場がある。 

㊴ お日さまの最後のひとしずく・岩手郡雫石町・栗木沢(2014年 10月) 

小岩井農場の栗木沢というところ。狼（ｵｲﾉ）森の近く。木はコナラです。葉は紅葉しています。シルエ 

ットは、葉を全部落とした冬の方がきれいです。 

㊵ 牛の時間と人間の時間はどう違うのだろう？ 岩手郡雫石町・小岩井農場（1991年 1月） 

乳牛たちは毎日毎日外に出されています、午前中ね。昼前に牛舎に入ります。どうして牛舎に入るかとい 

いますと、当然乳を搾られるためです。牧童に追われると、大体牛の 8 割くらいが誘導されるまま勝手に

入って勝手に自分の場所に行って、首を差し出してカタンとなるところに納まる。しかし、後の２割はでき

ないから牧童を煩わせることになる。 

㊶ 道はなお続く・遠野市・山口（1993年 2月） 

長い長い冬が、凍りついたような

冬があるわけですね。今は地球温暖

化によって少しはしのぎやすくな

ったようです。 

㊷ いちめん静寂の世界・雫石町・栗 

 木沢（2000年 2月） 

小岩井牧場も静寂の時間です。 

木々はすっかり葉を落としていま 

 す。ちょっと分かりにくいですが、 

 木の上の方にヤドリギの毬（まり） 

があるんですね。「水仙月の四日」で 

雪童子が村童にプレゼントする黄 

金色の毬です。  

㊸ 冬の山々はまるで水墨画のように・花巻市大迫町・早池峰ダム（2012年 3月） 

まさに水墨画のように静かに眠っているところですね。ちょっとした陽射しがあるんですね。私はいつ 

も一級の風景の観覧席をさがしています。賢治と同じく「風景観察官」に徹しています。 

㊹ 吹雪に襲われる白樺の並木・八幡平市・八幡平温泉（2012年 3月） 

これは吹雪に襲われる白樺の並木です。常緑樹と白樺の並木の県道で、「水仙月の四日」の雪婆んごのほ

え声が聞こえてきそうです。 

㊺ すべては雪の下で眠っている・滝沢村・夜蚊平（1993年 11月） 

岩手山南麓、夜蚊平の民間牧場です、本来は岩手山が真正面に見えるところです。 

㊻ 新雪で化粧直し・岩手郡雫石町・葛根田川（2012年 3月） 

㊷ いちめんの静寂の世界・雫石町・栗木沢(2000年2月) 
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新雪で化粧直しの葛根田川、この上流に地熱発電所があります。科学者の賢治は地熱発電や潮汐発電を 

予言していました。 

㊼ 雪原を彩る光と影の競演・八幡平市・松尾村（2012年 3月） 

やがて春を迎え雪が溶けはじめ、溶けた水は夜の急激な冷え込みによって凍る｡翌朝その上は子供たちが 

 雪靴をはいて遊ぶ「キックキック、トントン」の「雪渡り」の世界となる。 

㊽ もうすぐ新しい夜明けが・岩手郡滝沢村・夜蚊平（1999年 3月） 

そして、滝沢村夜蚊平の夜明け。駆け足でここまで来ました。この今映写した作品の中にさまざまな「風」

を見てきたわけです。 

本日の写真は以下の写真集に収録されています。「宮沢賢治・イーハトーヴへの切符（2000年 光村推古 

書院）」「宮沢賢治・イーハトーヴ図誌（1996年 平凡社）」「イーハトーブ 宮沢賢治の心象を求めて 

(2016年 光村推古書院) 兄弟による写真集」｝ 

第 2部 イーハトーブの＜風＞を聴く 

＜雲とは一体なんだろう。刻一刻と形を失う。自己喪失と自己形成の同時進行。これこそ宇宙の原理だ（ユ

ング）＞ 

賢治は｛わが雲に関心し風に関心ある

は、ただに観念の故のみにはあらず、そ

は新なる人への力、はてしなき力の源な

ればなり「無題」｝と書いていますね。観

念ではない、力の源だからと。雲はただ

流れたくて流れているのではない。風は

ただ吹きたくて吹いているのではない。

雲にも風にも、あらゆるものに根源的な

力（宇宙のエネルギー）が働いている。

その力は自らの存在の根源（身体）にも

作用している。私たち自身の心の働きに

も作用している、ということです。です

からそこには人間の存在システムに直接関わっているものがある。それを科学的に解明しようとしたのが心

理学者のユングです。 

僕は実は写真を撮ったのはまず雲からです。あまりにも雲の形状がすばらしいから雲を撮りだした。雲と

は一体何だろう、10秒間も同じ形はないんですよ、雲は。 

私たちが雲を雲として見ることをやめてしまったのは、いつごろからだろう。あらゆるものには名前が与

えられ、分類されて、それが見ることを妨げている。雲には『雲』という名前が与えられ、私たちが雲を見る

前に、その名前に付随した意味が想起される。私たちは通常、意識を介して対象と対峙している。意識は常に

取り込み、蓄積し、集めたものを計量し、比較考慮し、解釈を行う。雲は雲として見る前に、そうして蓄積し

た知識や名前から判断し、意味づけられていく。ときには、尋常でない雲の風景（すがた）に不思議な感慨が

よぎったとしても、次の瞬間には、＜空気中の水分が凝結してできた微細な水滴の群れ＞という科学的見識

そらの澄明 すべてのごみは洗はれて ひかりはすこしも止まらない 

遠野市 荒川高原 1990年12月 
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を思い浮かべて、片づけられていく。 

 雲とは不思議な存在だ。何故なら刻一刻と形を失うことが、そのまま形を成すことにほかならないからで

ある。自己喪失が自己形成と同時進行するようにしてしか、雲は一瞬たりとも空に浮かぶことはできない。こ

れこそが「宇宙の原理」だと心理学者ユングはいう。詩人賢治は言葉をかえて、「永久の未完成これ完成であ

る」（「農民芸術概論綱要」）といい、画家ゴッホは「形を作り、形を変える。／永遠の意味の永遠のたわむれ

です」「ファウスト」というゲーテの言葉に感動する。宇宙の原理とは、生成と発展の衝動（エネルギー）で

ある。宇宙に存在するあらゆる個体の中には、この原理がインプットされている。 

＜私たちの思考や行動は「私」でないものに支えられている＞ 

  さて、賢治の作品をちょっと読んでみましょう。･･･風が蛙をからかって、そんなにぎゅつぎゅつ云わせる 

 のか、蛙が風をよろこんで、そんなにぎゅつぎゅつ叫ぶのか･･･「温かく含んだ南の風が」。こんな文章は賢

治作品のあちこちに見える。人間とは自分だけで存在していると思っているが、自分だけでは存在しえない。 

「風と蛙」の関係を「風と雲」に置き換えると、＜風が雲をからかって、／そんなに変幻自在にさせるのか

／雲が風をよろこんで／そんなに変幻自在にするのか＞、こんな風に、宇宙に存在するあらゆるものは、宇

宙とそれ自身との相互関係において、自らの生を展開している。私が雲を撮影している時、同時に雲を変幻

させる＜風＞を写し取っている。宇宙に展開される相互関係の中で、一瞬の変幻の相を撮っているのだ。 

＜見えないが見えるもの、聞こえないが聞こえるもの＞ 

･･･「ふん。日の光がぷるぷるやってやがる。いや、日の光だけでもないぞ。風だ。いや、風だけでもない 

な。何かかう小さなすきとほる蜂（すがる）のやうなやつかな。ひばりの声のやうなもんかな。いや、さうで

もないぞ。おかしいな、おれの胸までどきどき云ひやがる。ふん。･･･「若い木霊」 

  これは、春の野原をうろつきまわっている賢治自身の言葉です。春の野を行く木霊(賢治)は「ぷるぷる」

と躍動を続ける不思議なものを感受する。透き通っていて見えないその不思議なものは、木霊を包む世界か

らだけでなく、木霊自身(賢治)の胸の奥からもやってくる。たしかに居るのに少しも見えない。たしかに鳴い

て居るのに少しも聞こえない。「若い木霊」の木霊のように、あるいは「インドラの網」の旅人（発掘者）の

ように、詩人賢治は見えないが見えるもの、聞こえないが聞こえるものをしっかりと捉えている。･･･そらや

愛やりんごや風、すべての勢力の楽しい根源―「青森挽歌」、それを体に感ずる、と賢治は言っているわけで

す。詩人の感じたものこそ、宇宙の風（エネルギー）です。 

＜それは風のように力強くやってくる＞ 

･･･ユング１：「意識的な心的生命の底にあるエネルギーは、それ以前から存在しており、従ってまず無意識

のものである。それが意識に近づいてくるとき、それは最初は、マナとか神とかデーモン等の像に投影されて

現れてくる。これら投影された像の図り難い力はエネルギーの重要なる源泉のように思われる。」－「ユング自

伝」 

ユングはこのように述べ、私たちの心の深い層からやってくる心的エネルギーを「図り難い力」と形容した。 

私達人間は、無意識(風)と意識(雲)の両方の相互作用によって生を営んでいる。無意識からは無限に「風」が 

吹いてくる。それは私たちの存在を変革させ、完全なものに近づけようとする生のエネルギーである。 

 ユングは,長年にわたる自らの内面世界の不思議な幻想を記録し続けた。『赤の書』は､200ページからなる手 

書き文字による大型のノートであり、70点に及ぶユング自身の絵が添えられている。 
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･･･ユング２： 「私の全生涯とは、この時期に無意識から突然現れて、わけのわからない大きな流れのように

私を圧倒し、今にも破壊してしまいそうだったことを、徹底的に検討し直すことであった」―「ユング自伝」 

･･･ユング３： 「それは人間の力と理解力ではとても捉えられず、圧倒されてしまうような原体験なのである。

それは永遠の深みから、よそよそしく冷たく現れるかと思えば、おごそかに重々しく立ち上ってくる」 

―「創造する無意識」 

･･･ユング４： 「実際のところ、われわれは毎日毎日、意識の限界をこえて生きている。つまり、それに気づ

いていないが、われわれの中で無意識の生命もまた続いている。批判的な理性が優勢となればなるほど、人生

は不毛なものとなる」－「ユング自伝」 

･･･ゴッホ： 「ぼくは自分の中に育てていかなければならない一つの力のあるのを感じる。それは消してはな 

 らず、燃え立たせておかねばいけない火だ」－「ゴッホ書簡 242」 

ゴッホは、自らの内に湧きあがる力を「火」に例えた。「火」というのは心的エネルギーです。そしてその 

「火」が宇宙の原理のままに、あらゆる存在と交わり合い、変幻するその壮大な景観（スペクタクル）を絵画

にして写しとろうとした。「オーヴェールの畑（スケッチ）1990 年オーヴェール」「アルピーユ山脈が見える

オリーヴの木 1889年サン・レミ」「養老院の後ろの山の風景 1889年サン・レミ」「星月夜 1889年アルル」

など。 

･･･賢治： かなしみよ わが小き詩にうつり行け なにか心に力おぼゆる―「賢治歌稿 A107」 

 賢治は、心の中に展開されるその変幻自在の「心もち（スペクタクル）」を＜心象＞と名づけ、「そのとほり

科学的に記載」「書簡 214a」することをめざした。自ら「ほんの粗硬な心象のスケッチ」「書簡 200」というよ

うに、それは体験した事実の断片に過ぎない。賢治はそれを手掛かりとして、ゆくゆくは作品に仕上げること

や「或る心理学的な仕事の仕度」「書簡 214」をめざした。 

＜「心」とはもともと「風」を意味した＞ 

 「心」とは、人間の体の中に宿り、意志や感情など精神活動のもとになるものである。古代ギリシャでは、 

「心」はプシュケ（psyche）とよばれていた。心理学（psychology→心psyche+言葉 logos）という語はここ 

に由来する。プシュケという語は、もともと「動く空気」を意味していた。つまり、「風」の意味であった。

風は、生命の呼吸によって、私たちの内部と外部を融合させる。 

＜ 心は私たちに働きかけてくる ＞ 

  心の根本的な働きは「表現すること」である。この「表現すること」は、＜私＞一人ではできない。＜私 

＞は、「心」が用意したパターン（設計図）に従って、現実を映像化して受け入れ、適切な行動をとる。パ 

ターンは宇宙の原理を現したものであり、心の動きを誘導するものである。心の動きは、「上昇・融合・円 

環運動」として＜私＞に伝えられる。それらは生命体に賦与された「自己を完成させたい」という本能的な 

動きである。 

  創造主は、生命体にとって必要なある経験がスムーズに達成できるように、その素地（パターン）を提供 

している。私たちは風が送ってくるパターンに従い、成長への歩みを進めるのだ。 

賢治のいう「心象」とは、このように＜私＞と＜心＞が協力し合って生み出される映像的なイメージのこ 

 とである。私たちは身体（物質）を持つが、同時に心（精神）を持つ。心の中で考え心の中に浮かぶ映像（ヴ 

ィジョン）を見つめ、心の中で想像を広げる。心とその内容（映像）だけが、私たちに直接与えられている 
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現実である。 

＜内界（風）を見ないで外界(雲)ばかり見ていると、心は働かなくなる＞ 

  意識は前方だけ、表面だけしか見ない。私たちの意識は、常に外界にあるものに向かっていき、それを対 

 象化し、何らかの意味を付与する。このように、ものを対象としてとらえることで意味を獲得し、それと引 

きかえにそのものの本質（実在）から切り離されてしまう。私たちは、外的環境の変化に刺激され、他者の 

目を気づかい、いつも何かに追い立てられるように、前へ前へ進もうとしている。そこに欲求不満が生ま

れ、ストレスを溜め込み、心の平安を失った精神構造が成長する。 

  私たちは一つの生命体として、世界の中に存在し、生を営んでいる。私たちの体の中には60兆ほどの細

胞がある。このとき、私たちの内部にもまた外部にも、宇宙生成の原理が働いている。この正体不明である

が、＜私＞という存在に強く働きかけてくるもの、すなわち無意識的なものも、＜私＞は、《心＝洞察力》

で感じとっている。何故なら、私たちが自らの生を納得のゆくものにしたいと思えば思うほど、その得体の

知れないものが＜私＞に強く働きかけてくるからである。生の充実感は、＜私＞と目に見えない《心》が協

力し合って生み出されるものである。それこそが雲と風の関係である。 

＜賢治は「心」が用意した「動き」を写しとろうとした＞ 

  皆さんにお配りした資料の一部を読んでみます。 

「これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや月あかりからもらってきたのです。本当に、かしは 

ばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかったり、十一月の山の風のなかに、ふるえながら立つたりします 

と、もうどうしてもこんな気がしてしかたがないのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるや 

うでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです」－「童話集・序」 

「これらはみんな到底詩ではありません。･･･ほんの粗硬な心象のスケッチでしかありません」－「書簡 200」 

「詩といふことは私も知らないわけではありませんでしたが、厳密に事実のとほりに記録したものを何だか

いままでのつぎはぎしたものと混ぜられたのは不満でした」－「書簡 214a」 

「この童話集の一列は、実に作者の心象スケッチの一部である」－「童話集広告ちらし」 

心の中に映される風景、 心的 

エネルギー、人間の感情、それを

「そのとほり」に映し出す。それを  

賢治は「心象スケッチだ」という 

ふうに言ってました。ちょっと賢 

治さんの作品にどんなものがあ 

ったか、その心の動きのパターン 

としては、例えば上昇は「よだか 

の星」、上昇・円環は「銀河鉄道の 

夜」「風の又三郎」、それから対立・ 

反発あるいは融合に「土神と狐」

「ガドルフの百合」といったものが 

あります。「心の中は絶えず揺れ動 
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 いている」ということを賢治はいっている。(宮沢賢治＜動き＞の基本形、前ページ参照) 

ゴッホは色彩の画家と言われる。

ゴッホは対立する色、つまり、補色

の関係にある色を使って心の中の情

景を表現しようとした。世界はすべ

てを包含して、それが常に反発して

いる、相克している。融合しながら

世界が変わっていく。(ゴッホ＜動き

＞の基本形、右図参照) 

  ユングの＜動き＞の基本形は中心

化です。ユングは死後半世紀を経て

世に出た「赤の書」という自分の心

の中を表現した本の中に、たくさん

の絵も描いています･･･マンダラを描き始めてからは、すべてのこと、私が従ってきたすべての道、私の踏

んできたすべての段階は、唯一の点―すなわち中心点―へと導かれていることが解った。マンダラは中心

であることがだんだんと明らかになってきた。それは中心、すなわち個性化（自己完成）への道である。 

 ―「ユング自伝」 

心は動的なパターンを内包している。これは動きを誘発する起動装置である。動きとは心の働かせ方で 

ある。そしてこの動きが神話的な物語を開いていく。例えば、上昇、下降の動きは、主人公の勝利や堕落の

物語を、対立・融合の動きは主人公と対立するものの激しい争いや友情や望ましい結婚の物語を、また、円

環運動は艱難辛苦の果ての目的成就の物語を紡ぎだす。 

＜賢治は心的エネルギーを「風」として描いている＞ 

さて、賢治の作品に出てくる「風」をみていきましょう。 

･･･どっどどどどうど どどうど どどう、青いくるみも吹きとばせ すっぱいくわりんもふきとばせ  

どっどどどどうど どどうど どどう ー「風の又三郎」 

これは作者の心の奥から吹いてくる「風」、すなわち心的エネルギーを象徴しています。 

＜風はダイナモ「発電機」である＞ 

･･･かぜがくれば ひとはダイナモになり････白い上着がぶりぶりふるふ 木はみな青いラムプをつるし 

雲は尾をひいてはせちがひ 山はひとつのカメレオンで 藍青やかなしみや いろいろの色素粒が そこ

にせはしく出没する ―「風が来れば」 

＜風は「汽車＝機関車＝ダイナモ」である＞ 

････ごとごとごとごと、その小さなきれいな汽車は、そらのすすきの風にひるがへる中を、天の川の水や、

三角点の青じろい微光の中を、どこまでもどこまでもと、走って行くのでした。―「銀河鉄道の夜」 

････こんやはもう標本をいっぱいもつて わたくしは宗谷海峡をわたる だから風の音が汽車のやうだ 

―「鈴谷平原」 

＜風は「未知＝妖しいもの」を連れてくる＞ 
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風は必ず妖しいものを連れてくる。「どんぐりと山猫」の、山猫の登場の前にも風が吹きます。 

･･･そのとき、風がどうと吹いてきて、草はいちめん波だち、別当は、急にていねいなおぢぎをしました。 

一郎はおかしいとおもって、ふりかえって見ますと、そこに山猫が、黄色な陣羽織のやうなものを着て、緑 

 いろの眼をまん円にして立っていました―「どんぐりと山猫」 

＜風がこのお話の「語り手」である＞ 

それから風は語り手でもあります。語り手とは不思議ですね。賢治は中学校の時に法華経に出会ってい 

ます。その時の様子を、弟の清六さんが「兄はこの感激をノートに『太陽昇る』とも書いている」―「兄の 

トランク」と記しています。                

･･･わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いてゐた風が、だんだん人のことばにきこえ、やがて 

それは、いま北上の山の方や、野原に行はれてゐた鹿踊りの、ほんたうの精神を語りました・・・。それか 

ら、さうさう、苔の野原の夕陽の中で、わたくしはこのはなしをすきとほつた秋の風から聞いたのです。 

―「鹿踊りのはじまり」 

賢治は目に見えないものを「風」として描いている。 

＜風はきれいな「たべもの」である＞ 

それから、風は食べ物である、と言っている。･･･わたしたちは、氷砂糖を欲しいくらゐもたないでも、 

きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。またわたくしは、は  

たけや森の中で、ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびらうどや羅紗や、宝石いりのきもの 

に、かはつてゐるのをたびたび見ました。わたくしは、さういふきれいなたべものやきものをすきです。

（略）けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまひ、あなたのすきとほつた 

ほんたうのたべものになることを、どんなにねがふかわかりません。―「童話集・序」 

＜心の上昇の動きは精神的に自己を高めること＞ 

駆け足でお話してきましたが、最後に、この心の上昇の動きは、賢治やゴッホにとって自分自身を高めた 

いという衝動です。糸杉（サイプレス）はゴッホや賢治の憧れを象徴している。Zypressenというドイツ語 

で書いている。あるいは、[ゴオホサイプレス]という作品。他人と共存して生きていくことはなかなかむつ 

かしい。思うようにならなくてイライラするけれども。これらは何かこう高まりがある。すべての障害を乗 

り越えて上昇しようという強い意志が感じられる。ですからこの運動は精神的なものといえる。 

ゴッホ：･･･ぼくの苦悶はただ一つ―どうしたら自分が何か善いことのできる人間になれるか、何かの役に立

つ人になれないものだろうか。－「ゴッホ書簡 133」 

人間は食べる、飲む、眠るだけで満足のできるものではない。何かもっと気高い、もっとすばらしいもの 

を希求する。そうなのだ、それなしでは実際に暮らして行けるものではない。―「ゴッホ書簡159」 

ゴッホは書簡133と 159に述べているように、「善いことのできる人間、役に立つ人」、あるいは「何かも 

っと気高い、素晴らしいもの」を希求した。 

賢 治：･･･火はあつく、乾かし、照らし騰る、水はつめたく、しめらせ、下る、鳥は飛び、またなく。(略) 

けれども一体どうだらう、小鳥が啼かないでゐられないやうに、人はどういふことがしないでゐられない 

だらう。―「学者アラムハラドの見た着物」 

賢治は「人は、鳥が鳴かないでいられないように、人としてすべきことをしないでいられないだろう」と 
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いう思いを貫いて生きた。 

ユング：･･･多くの人にとって、彼らの生

命が現在の存在を超えて無限の連続性

があるとすることは、大きい意味をもつ

ことを忘れてはならない。そうすること

によって、人々はより意味深く生き、よ

りよく感じ、より平穏である。―「ユン

グ自伝」 

ユングは「ユング自伝」に述べている。

人間は自分だけでは生きていけない。他者

との共存を果たせね 

ばならない。しかし、心の奥からのメッ

セージが来る。心の中で、私たちが何か

ある状況になった時、必 

ず行動を起こすべきというパターン

が、心の中に湧いてくる。人間はそれら

を無視するのではなく、それ 

らのパターンに自分を合わせるべく努

力すべきだ。自分の心的エネルギーとい

うものと宇宙のエネルギー（風）とが繋

がっているんだ。無限の連続性があると

いうことを忘れてはならない。もしこれ

を忘れなければ孤独に陥り、不幸になる

ことはない、そういっています。       

＜おわりに＞ 

「私はカメラを覗くことで本来の視覚を取り戻した」 

最後に、イーハトーブの撮影をつづけて 30 年を超えました。考えてみれば 42 才を超えた頃からです。嫁

さんは反対しなかったけれども大変迷惑をかけました。新しく家を買ってそのローンの払いもあるし、小学 1

年と 3年の息子たちの養育もある。賢治を想いながら、写真を撮りながら、現在に至っておりますけれども。 

私がカメラ越しに覗く風景の魅力に取りつかれるようになったのには、わけ（理由）がある。カメラのファ

インダーを通して見るとき、なぜか私は本来の視覚を取り戻しているように思われる。 

私たちは＜見えている＞のに見ていない。あるいは、＜見ている＞のに見えていないといわれる。それは、

あらゆるものは私の前方に私と対峙するものとしてあり、私たちは生活関心の観点からそれらを取捨選択し、

経験による意味を想起し、情報の一つとして処理していく―という視考（みて考えること）に慣れてしまって

いるからである。 

これに対して、本来の視覚は、ものごとを眼や感覚でとらえ、身体全体で認識する働きである。カメラの 

  延暦寺会館研修室 松田司郎先生の講演風景 

2017年宮沢賢治忌法要 献花・焼香 （延暦寺大講堂） 
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レンズは取捨選択もしないし、そこに映るものごとにどんな解釈もしない。ただひたすら、眺め、映し出す 

ことに専念する。 

賢治やゴッホやユングの眼も、おそらくそうだったろう。彼らが眼にしているものに、生活関心の観点か 

ら意味を与えたり、解釈したりはしなかっただろう。 

彼らの眼の中で、あらゆるものは多様性と流動性をもち、しなやかに伸びやかに変容しつづけていただ 

ろう。その動性は彼ら自身を自己変革させ、生の目標を完結させるものだっただろう。 

駆け足で参りましたが、これで終わります。本来は 2時間の内容です。何なりとご質問なりご意見をお 

願いします。 

＜質疑応答＞ 

１． カメラの使い方があるのかも知れません、とおっしゃっていま 

 したが、私、無垢の魂が写真機に乗り移っていた気がして、心が

洗われました。日本画家で池田遥邨をご存知ですか。あの人が描い

ている「種田山頭火」をモチーフにした絵の中に、良く「風」を感

じます。今日も写真を見ていて風があるなぁと感じました。質問で

すが、18歳の時に賢治作品に出合われた、とおっしゃいましたが、

その作品は？ 

 「鹿(しし)踊りのはじまり」という作品。なんということもない 

昨品なんですが･･･。一年の農作業が終わって農閑期に入って、もう 

じき冬がやってくる。ところが彼はちょっと前に足を怪我した。今 

のように病院に見てもらうことが出来ないから、当時は山の向うの 

誰でも勝手に入れる温泉に行った。その往きの時に出会った鹿たち 

の踊り、その中心には小さなウメバチソウの花、頭上には輝く太陽 

―なぜか不思議な喜びが湧き上りました。もう心が洗われました。 

初めてこんな世界があるんだ、と感激しました。 

２．賢治の作品の中に、エスペラント語や擬態語が出てくる。 

常識的ではない見えないもの等を表現したと思うが・・・。 

言葉は大きな問題で、きちんと答えようとするとたぶん 2時間ほどかかるが、簡単に申し上げますと、 

「聞こえないものが聞こえ、見えないものが見えた」ということは身体感覚でわかりますが、それを形に表 

す時に、私たち人間は言葉に置き換えねばならない。しかし、残念ながら人間の言葉では不可能なんです。

その感じ、感覚をそのまま伝えようとすると、言葉を意味から切り離し擬態語にならざるを得ない。つま

り、身体感覚を伝える楽器にならざるを得ない。・・・のんのんのんのん、どうどどどどうっど・・・のよ

うに。人間は言葉によって文化を作った､栄華を築いたけれども、その逆に、根源的悲しみを背負ってしま

った。言葉は世界の本質(実存)から常に遠ざかっていく。心の中のイメージを何かに表わしたい、言葉では

無理、ゴッホは絵に表わした、しかし絵でも無理なんです。近づけることはできるけれども、ゴッホも賢治

も。自分の中に湧いてくるイメージ、エネルギーの塊、それを伝えるために苦労した。賢治は独特の言いま

わし、擬態語を使ったということです。 

講演司会 和賀亮太郎 幹事 



関西岩手県人会報 イーハトーブ第 35 号 特別寄稿 2017 年 12 月 20 日 

 15 

３．賢治、ゴッホ、ユングは同時代の人ですね、3人とも。 

何故同じ時期にこのような人物が現れたのか、時代背景は？ 

 時代はちょっと違います、20 年ずつ、でも大体同じです。それは非常に簡単なんです、近代化です。近

代化がこのような人物を育んだ。時代背景はどうか、とおっしゃったが、確かにゴッホとユングは 20年ぐ

らい違います、その 20年後が賢治です、生まれたのがね。しかし、時代的背景はおっしゃった通り、日本

は近代化が始まった明治終わりから大正、ヨーロッパは早かったですから時代的には同じなんです。「近代

化」とは、「目に見えないものはどうでも良い」というふうに、理屈に合わないものはもう考えない。とこ

ろが、心の中は理屈では通らない、ということがやっと現在わかってきた。ユングは「目に見えないものが

ある」と言い続けてきた。オカルトだと言われたりもした。賢治やゴッホも「目に見えないもの」を心を通

して見た。でも賢治の死後50年くらい経ってからずいぶん変わってきましたね。そうなんです、科学も変

わってきました。科学も合理的なものが全てではない、非合理というものの合理が見直されてきた。その始

まりが近代化なんです。「近代化」というのは自己中心的な考えを増長させます。このことによって人間の

暮しが大きく変わりました。それまでは自然の中に生きていた。もちろん中世は奴隷制度、お百姓さんは小

作料を払ったり大変だったんですが、しかし自然の中に生きてきた。それに終止符を打ち始めたのが近代

という時代です。産業革命です。それによって人間は大量に工場に、労働はお金・賃金に変わる、商品に変

わっていった。はっきり言うと自由が奪われていった。その始まりが近代化からです。ここから、現在はど

うなっているかというと、その反省があるんです。特に科学は非合理なものに目を向けなかったけれども、

実はそうではなかったことが、あらゆる分野で分かってきて、非科学的なタイプといわれたものが科学と

してまな板にあげられつつある。他の分野もそうですが、間違ってきたものを元に戻すことができない考

えもある。賢治は「宗教は疲れて近代科学に置換され、しかも科学は冷たく暗い」「農民芸術概論綱要」と

言ったが、経済を優先させるために社会が変わっていった。でも、そうせざるを得なかった、という人もい

るし難しい問題です。講演会でこのような本質をついた質問が出たのは初めてです、ありがたいことです。 

４．ゴッホと賢治の時代経緯、検証はできるんでしょうか？ 

はい、できます。基本的には同じなんです。例えば、鉄道を取り上げますと、賢治の代表作品の「銀河鉄 

道の夜」、ゴッホでいうと「星月夜」です。彼は賢治と同じ発想です。「星月夜」には銀河を貫くように伸び  

上る糸杉が描かれています。ゴッホは星に憧れ、「汽車に乗ってとなりの町に行けるなら、死に乗ってど 

こかの星へ行けるはずだ」と手紙に書いています。死に乗って行くというのはまさに「銀河鉄道」です。鉄 

道というと近代化が始まり、物資が隅々まで行き渡っていって、例えば、大根がおいしいから大根を作る

が、作り過ぎてカビが生えるから今度は大根は不利として耕作調整をする。こうして、資本主義が台頭して

いくわけですね。ゴッホの時代は鉄道ができ、人々に便利さを訴えていく時代であった。しかし賢治もゴッ

ホも鉄道を商品を運ぶのではなく、人間をユートピアへ運ぶ乗り物としてとらえたと思います。花巻駅が

でき、岩手軽便鉄道ができていく。そういうわけで、時代的にも良く似た環境であるのは間違いない。 

５．ゴッホの絵の中に、「ジャガイモを食べる人々」があります。賢治さんとの共通点は？ 

おっしゃる通り、賢治もゴッホもお百姓さんに人一倍どころか百倍も想いを寄せておりまして、なぜか 

といいますと、お百姓さんは自然の恵みを受けて働く、しかし、自分は働かないで株の操作ひとつでお金を 

得る輩が出てきちゃった。こうした狡猾な人間を彼らは嫌った。いわゆる自然との交わりを経て、貧しいな 
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がら食べ物を得て、誠実に働く人々を好んだ。これがゴッホの「ジャガイモを食べる人々」の一つ。ゴッホ 

は父が牧師で自分も牧師や伝道師を目指して挫折していますが、ゴッホの宗教観として「わが手を汚して 

働く人々」への尊敬があり、絵の対象に農民や職工等を好んで取り上げています。 

賢治は自分の専門分野が農芸化学で、晩年は無料の肥料設計をしたりして走り回った。都会の奴ら好き 

放題やって、自分は働かないで金をとってずるい、いやな奴だ。そういうことに対する批判がありますけれ 

ども、これはもちろん近代化による貧富の差だとか、あるいは全く違った人間の差別化ができてきた、ま 

るっきり働かないとかね。だから、お百姓さんに対しても賢治とゴッホは似ている。ゴッホは自分のことを 

百姓画家と自ら名乗っていましたから。 

６．ユングとかゴッホは西洋思想、近代思想の中での解釈がとられている。 

宮沢賢治は法華経、仏典の中から魅力的な思想が出ているか？ 

また鋭い質問が出た。これも 2時間かかる。一つ言えることはゴッホのお父さんはプロテスタントの牧 

師さんです。その根底にあるのは西洋文明で、東洋、日本の文明と違いがあったと思いますが、実は風土の 

違いはあると思いますが、でも何故こんなに似ているか、と思うほどです。特にユングはいわゆるキリスト 

教の牧師の息子なのに、自分の生涯にわたってインド哲学、東洋哲学、仏教など様々な東洋の思想を研究し 

ました。これは有名です。何故そんなことをやるか、というと、心の奥底にはキリスト教の教理の欠点を補 

うものを求めていたからです。つまり､父性（理性）に重心をおくのではなく、母性（感性）によって見え 

てくるものを大切にしたいと考えたからです。彼は良く仏教を勉強しました。仏教徒もユングをずいぶん 

勉強しました。そこに共通点があるんです。ただ、ユング自身はどこまで行っても西洋文化の性格が抜けき 

らない。簡単に言えば、東洋の文化にあこがれ、仏教をずいぶん勉強しました。 

賢治は逆に法華経を出発点にしながら、法華教一辺倒ではありません。キリスト教をはじめその他の宗 

教、最終的にあらゆるものを混合した宗教を考えた。 

（本講演録は2017年9月21日の宮沢賢治85回忌記念講演会でお話されたものです） 
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