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第一講	 １９２０年　３月２１日　　ドルナハ

　おそらくほとんどの皆さんが、医療生活の未来に関していろいろと期待しておられるでしょうが、この講座ではそ

のなかのほんのわずかな部分しか触れることができないのは当然のことかもしれません。と申しますのも、この点に

ついては皆さんにもご同意いただけると思いますが、医学の分野における、真の、将来確実な活動は、医学的研究そ

のものの改革に関わっていると言えるからです。一度の講座で伝えられることだけで、せいぜい何人かの人々にこの

ような医学的研究の改革に参画しようとする衝動を起こさせるぐらいでは、こういう改革を促進するにはほど遠いの

です。とはいえ、今日でも医学の分野で論義されていることは、そのもう一方の極、背景に、医学的活動が解剖学、

生理学、及び生理学全般によって準備されるという方法を有していて、こうした準備を通して医師たちの考え方は最

初から特定の方向に導かれております。何よりもまず、こうした方向から離れることこそが必要なのです。

　今回の連続講演でお話ししたいことに行き着くために、考察すべきことを以下のような一種のプログラムに分類し

たいと思います。まず第一に私が皆さんに、今日一般に行われている研究において、真に事実に即した病気の本質そ

のものを把握することを阻んでいる事柄をいくつか提示したいと思います。続いて私は、医学的活動の真の基盤とな

り得る人間の認識を、どのような方向に求め得るか、示したいと思います。第三に、人間とその他の世界の関係を認

識することによる、合理的な治療の可能性を指摘したいと思います。そしてこの時に、治療というのはそもそも可能

であるのか、考えられるのか、という問いに答えたいと思います。さらに四番目に、－－ひょっとするとこれが考察

の一番重要な部分かもしれませんが、これは他の三つの観点と組み合わされねばなりません－－参加者の皆さんひと

りひとりに、ご自分の希望、すなわち聞いてみたいこと、この講座で話してほしいことを、明日か明後日までに紙片

に書き込んでいただきたいのです。どのようなご希望でも結構です。私はプログラムのこの第四の部分によって、こ

れは先ほど申しましたように他の三つの部分にも取り入れられねばなりませんが、皆さんが、聞きたいことが全然聞

けなかった、と感じつつこの講習からお帰りにならなくてすむようにしたいのです。ですから、皆さんが質問、希望

として書かれたこと全てが消化されるようにこの講座を構成するつもりです。それで明日か、でなければ明後日のこ

の時間までに、皆さんのご希望を記入していただきたいのです。そうすれば、この講座を実施する枠内である種完璧

にするのに一番良いと思われます。

　今日のところは、前置き、方向づけのための考察にとどめておきたいと思います。出発点としたいのは、私は主と

して、いわば霊学＝精神科学的な考察から医師のかたがたに与えることのできる全てを結集するよう努めているとい

うことです。私がこれから試みますことが、そういうものであろう医学講座と混同されることは望みませんが、あら

ゆる点から医師にとって重要と言えることを主として考慮しようと思います。と申しますのも、真の医学あるいは医

術というものは、こう言ってよろしければ、やはり、暗示しました意味で考慮に値するあらゆる事柄が、そのような

医学あるいは医術の構築のために真に考慮されることによってのみ達成されるからです。

　今日はいくつかの方向づけのための考察から始めるだけにしておきましょう。医師としての皆さんに課題として提

示されているものについてお考えになったなら、おそらく皆さんは、「いったい病気とは、病人とはそもそも何なの

か？」という疑問に一度ならず遭遇されたことと思います。実際のところ、病気や病人について、あれこれの一見客

観的な挿入句で覆われていたとしても、次のような説明以外のものはめったに見いだせません、すなわち、病気のプ

ロセスは、正常な生命プロセスからの逸脱である、人間に作用し、正常な生命プロセスにある人間にはまずもって適

合しないある種の事実によって、正常な生命プロセスと生体組織に変化が引き起こされる、そして病気の本質は、肉

体部分の、これらの変化に結びついた機能的な侵害にある、といった説明です。けれどもこれは、病気の否定的な規

定以外の何物でもないということを認めざるをえないでしょう。病気と関わる時に何らかの助けになるようなことで

はありません。そして私がここで何にも増して目指したいのは、まさしくこの、病気と関わる時に助けとなり得る実

際的なことなのです。この分野で標準になるものに行き着くためにはやはり、時代の流れのなかで成立してきた病気

に関する見解に注目するのが良いと思われます。それは、これが現代において病気という現象を把握するのにぜひと

も必要だと思うからというよりも、病気についての古くからの見解、この見解はなおも現代のそれにまで通じている

のですが、この古い見解を考慮すれば、方向付けがより容易になるからです。

　皆さんがご存知のように、通常、医学の歴史が考察される際、5 世紀と 6 世紀の古代ギリシアにおける医学の成立

が指摘され、ヒポクラテス（編集者註　☆１）（訳註　＊１）が指摘されます。そして少なくともその際、ヒポクラ

テスにおいて見解として現れ、その後いわゆる体液病理学へと続き、根本的には１９世紀に入ってもなおある程度重
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視されていたものによって、あたかも西洋における本質的な医学が展開され始めたかのように感じさせられると言う

ことができます。しかしながら、このことがすでに、人々の犯す最初の根本的な誤謬であり、これは実際根本におい

てあとあとまで影響を残し、今日においてなお、病気の本質についてとらわれのない見解に至るのを妨げているので

す。この根本的な誤謬をまずは取り除かねばなりません。他ならぬこのヒポクラテスの見解をとらわれなく見る人に

とって、ーーこの見解はひょっとするとすでに皆さんお気づきかもしれませんが、ロキタンスキー（☆２）（＊２）に至っ

ても、つまり１９世紀に入ってもある程度重視されているのですが、このヒポクラテスの見解は単なる始まりではな

く、同時に、しかもたいへん重要な程度において、古くからの医学観の終わりなのです。いわばヒポクラテスから始

まるものにおいて、私たちは太古の医学観の、最後の濾過された残滓に出会うのです。これら太古の医学観は、今日

私たちが探究する方法、つまり解剖学的方法によっては獲得されず、古代から隔世遺伝的に継承されてきた観照法に

よって獲得されたものなのです。ヒポクラテスの医学の位置づけをまず抽象的に特徴づけようとすると、実際、ヒポ

クラテス医学をもって、古代から隔世遺伝的に継承されてきた観照法に基づく医学が終わりを遂げた、というのが一

番良いでしょう。外的に言って、もっとも外的にしか言われていないのですが、ヒポクラテス派は、人間の生体組織

において共に作用している体液の適正でない混合のなかに、あらゆる病気の本質を探究していたと言えるでしょう。

彼らが指摘したのは、正常な生体組織において体液はある一定の比率を保っていなければならず、病んだ肉体におい

ては、体液にこの混合比率からのずれが生じるということでした。適正な混合がクラーシス［Krasis］、不適正な混

合がディスクラーシス［Diskrasis］と呼ばれました。さて、それから当然、再び適正な混合にもどるように、不適

正な混合に働きかけようとする試みがなされました。外界において、あらゆる自然存在を構成しているとみなされた

四つの構成要素は、土、水、空気、火ーー火といっても、これは今日私たちがもっぱら熱とよんでいるものなのです

がーーです。人間の生体組織においては、ーー動物の生体組織においてもーーこれらの四要素は、黒胆汁、黄胆汁、

粘液、血液として特徴づけられていると見なされました。そして、適正に混合された血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁から、

人間の生体組織は機能しなければならないと考えられたのです。

　さて、今日の人間が、そうできる限り科学的に準備してこのようなことに近づくなら、まずは次のように考えるで

しょう、つまり、血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁が混ざり合うというのは、これらに特性として内在しているもの、多

かれ少なかれ、低次あるいは高次の化学により特性としての配列を確認できるものに従って混ざり合っているのだ、

と。実際こういう光に照らして、あたかもヒポクラテス派もこういう方法でのみ血液、粘液その他を見ていたかのよ

うに、体液病理学が端を発したと想定されているのです。しかし、そうではありません。そうではなく、ただ一つの

要素、今日の観察者にとって本来最もヒポクラテス的だと思われる黒胆汁についてのみ、通常の化学的特性が他のも

のに作用すると考えられたのです。他の全てのもの、白胆汁や黄胆汁、粘液、血液に関しては、単に化学的反応によっ

て確認できる特性のことが考えられていたわけではなく、人間の生体組織のこの液体的要素の場合ーー常に人間の生

体組織に限定し、動物の生体組織についてはさし当たり考慮しませんがーー、これらの液体は、私たち地上的な存在

の外部にある諸力の、それぞれの液体に内在する特性を有している、と考えられたのです。つまるところ、水、空気、

熱が地球外の宇宙の諸力に依存していると考えられたように、人間の生体組織のこれらの要素も地球の外部からやっ

て来る諸力に浸透されていると考えられたのです。

　このような地球の外部からやって来る諸力への視点は、西洋の科学の発展にともなって全く失われてしまいました。

ですから、今日の科学者が、水は単に化学的に検証できるものとして与えられた特性のみではなく、それが人間の生

体組織のなかに働きかけることによって、地球外の宇宙に属するものとしての特性も持っているのだと考えるよう要

求されるなら、彼らにとって、それは全く奇妙なことと思われるでしょう。つまり、人間の生体組織の中にある液体

要素を通じて、古代の人々の見解によれば、この生体組織の中へと、宇宙そのものに由来する諸力の作用がもたらさ

れるのです。この、宇宙そのものに由来する諸力の作用は、次第次第ににかえりみられなくなっていきました。とは

言え、１５世紀までは、医学的思考はまだ、私たちがヒポクラテスにおいて出会う濾過された見解の、いわば残滓の

部分に基づいていました。従って、今日の科学者にとって、そもそも１５世紀以前の医学的古文献を理解することは

困難なのです。なぜなら、当時それを書いた人々の大多数は、自分の書いたものを彼ら自身秩序立てて理解してなど

いなかったと言わねばならないからです。彼らは、人間の生体組織の四つの基本要素について語りましたが、彼らが

これらの基本要素をあれこれの方法で特徴づけた根拠は、本来ヒポクラテスとともに没落してしまった智慧へと遡る

ものなのです。こうした智慧がのちに及ぼした作用、人間の生体組織を構成する液体の特性についてはなおも語られ
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ていました。従って、ガレノス（☆３）（＊３）によって成立し、その後１５世紀に至るまで影響をおよぼしたもの

は、基本的に、次第次第に理解不能になっていった古代の遺産の組み合わせなのです。しかしながら、まさしくそこ

に在るものから認識することのできた人々が常に少数存在していました。つまり彼らは、化学的に確認しうるものや

物理的に確認しうるもの、すなわち純粋に地上的なものに汲み尽くされない何物かを指摘できることを知っていたの

です。人間の生体組織においては、化学的に合成するのとは別な仕方でその中の液体的な実質を作用させる何物かが

指摘されうる、ということを知っていた人々、つまり世に知られた体液病理学と闘った人々の中に、パラケルスス（☆

４）（＊４）とファン・ヘルモント（☆５）（＊５）ーーその他の名前を挙げることもできますがーーがいます。彼ら

はちょうど１５、１６世紀から１７世紀への変わり目に、言うならば他の人々がもはや明確に表現しなくなったこと

を、まさしく明確に表現しようと試みることで、医学的思考の中に新たな動向をもたらしたのです。この表現のなか

にはしかし、人々がいくらか霊視的であった時にのみ本来追求し得たものが含まれていました。実際のところパラケ

ルススとファン・ヘルモントが霊視的であったことは明らかです。私たちはこうした事柄すべてを明確にしておかね

ばなりません。さもなければ、今日なお医学用語に定着してはいるけれども、その起源についてはもはや全く知られ

ていないものについて、理解することはできないでしょう。こうして、パラケルススと後に彼の影響を受けた他の人々

は、生体組織における作用の基盤としてアルケウス［Archaeus］（＊６）というものを想定しました。私たちがおお

よそ人間のエーテル体について語るように、彼はこのアルケウスを想定したのです。

　パラケルススのようにアルケウスについて語る（☆６）なら、私たちがエーテル体について語るようにアルケウス

について語るなら、存在してはいるけれどもその本来の起源については追求されていないものが統一されます。なぜ

なら、その本来の起源を追求するとなれば、次のような方法をとらざるをえないからです。人間は、地上的なものか

ら作用する諸力から本質的に構成されている物質的な生体組織を有する、と言わねばなりません。私たちの物質的な

生体組織はいわば地球の組織全体の切り取られた一片です。そして私たちのエーテル体とパラケルススの言うアルケ

ウスは、地球には属さない、すなわち宇宙のあらゆる方向から地上的なものへと作用するものの一片です。つまると

ころパラケルススは、以前はもっぱら人間における宇宙的なものとみなされていてヒポクラテス医学とともに没落し

たものを、物質的な組織の根底にあるエーテル的組織という彼の見解において統合的に見たわけです。彼は、このア

ルケウスにおいて本来作用しているものがどのような地上を越えた諸力と関係しているのか、それ以上は研究しませ

んでしたーーなるほど個別的に暗示はしましたが、それ以上は研究しなかったのです。

　さて、当時もともと意味されていたことが、どんどん理解されなくなっていったと言うことができます。とりわけ

このことが明白になってくるのは、私たちが１７、１８世紀と進んで、シュタール（☆７）（＊７）医学に出会う時です。

ここにいたっては、この、宇宙の地球的なのものへの作用についてはもはやまったく理解されていません。スタール

医学は純粋に空気中に漂っているあらゆる可能な概念、生命力、生命霊についての概念を利用します。パラケルスス

とファン・ヘルモントは、人間の本来霊的ー魂的なものと物質的な生体組織との間にあるものについて、まだある程

度意識的に語っていましたが、一方、シュタールとその信奉者たちは、あたかも意識的ー魂的なものが別の形をとっ

てのみ人間の身体の構造付与に働きかけるかのように語りました。このことによって彼らはむろん強い反動を呼び起

こしました。なぜならこのような方法をとって、一種の仮説的な生気論［Vitalismus］を打ち立てると、結局は純粋

に恣意的な提示になってしまうからです。このような提示にとりわけ対抗したのは１９世紀です。例えば、エルンス

ト・ヘッケル（☆８）の師で１８５８年に亡くなったヨハネス・ミュラー（☆９）（＊８）のような偉大な精神のみが、

人間の生体組織に関するこういう不明確な言い方に由来するあらゆる害悪を克服してそれを越えて行ったのだと言う

ことができます。この不明確な言い方というのは、人間の生体組織において作用しているという生命力について、そ
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れがどのように作用しているのかはっきりと考えることなしに、もっぱら魂的な力について語るように語ってしまっ

たことなのです。

　さて、こうしたことすべてが起こっている間に、全く別の流れが現れてきました。私たちは今までいわば、流れ去っ

ていくものをその最後の余波まで追求してきたわけですが、近代とともに、とりわけ１９世紀の医学上の概念形成に

とって今度は別の仕方で決定的となったものが到来したのです。結局それは、１８世紀の、法外に強力な決定的影響

を与えた唯一の著作、パドゥアの医師モルガーニ（☆ 10）（＊９）の『解剖所見による病気の所在とその原因について』	

にさかのぼります。モルガーニとともに、根本において医学における唯物主義的な傾向を導いたものが到来したので

す。こういうことは、共感、反感をまじえずにまったく客観的に特徴づけられねばなりません。と申しますのも、こ

の著作とともに到来したものは、人間の生体組織が病んだ結果に目を向けさせるものだからです。決定的なものとなっ

たのは、死体鑑定でした。死体鑑定が決定的なものとなったと言えるのは、実際この時代からなのです。人々は死体

から、病名は何であれ、何らかの病気が作用すると、いずれかの器官が何らかの変化をこうむるにちがいないという

ことを知りました。今や、何らかの変化を他ならぬ死体鑑定から研究するということが始まったのです。実際ここで

はじめて病理学的解剖学が始まります。他方、医学のなかに以前からあったものはすべて、なおも作用し続けている

古代の霊視的な要素に依拠していました。　

　さて興味深いのは、言うなれば、大きな転換がそれから一挙に最終的に起こったことです。実際直接、２０世紀を

示すことができるのです。興味深いことに、２０世紀に大きな転換が成し遂げられ、それによって古くからの遺産と

してまだ存在していたものがすべて捨て去られ、さらに現代の医学制度における原子論的ー唯物論的な見解が基礎付

けられたのです。ちょっと努力して、１８４２年に出版されたロキタンスキー（☆ 11）の『病理学的解剖学』を調べ

てごらんになれば、ロキタンスキーにおいてはまだ、古代の体液病理学の名残り、つまり病気は体液の正常でない相

互作用に基づく、という見解の名残りが存在していることがおわかりになるでしょう。このような体液の混合に注目

せねばならないとする見解ーーこれができるのは、体液の地球外的な特性についての見解の遺産を有している時だけ

なのですがーーこの見解はロキタンスキーによって非常に機知に富んだやり方で器官の変化の観察と結びつけて処理

されました。つまり、ロキタンスキーの書物はもともと常に器官の変化の死体鑑定による観察を根拠としているので

すが、これが、このような特殊な器官変化は体液の異常な混合の影響によって生じてきたのだ、という指摘に結びつ

いているのです。ですから、古代の体液病理学の遺産から現れた最後のものは１８４２年にあったと言いたいのです。

この古代の体液病理学の没落の中に、例えばハーネマン（☆ 12）（＊ 10）の試みのような、包括的な病気の表象を考

慮に入れるという未来指向的な試みが、いかに投入されたか、これについては後日お話していこうとおもいます。こ

れは単に前置きで取りあげるにはあまりに重要なことですから。まずは同様な試みとの関連において、それから個々

の場合において議論されねばなりません。

　さて今度は、ロキタンスキーの『病理学的解剖学』出版後の２０年間が、医学の本質の原子論的ー唯物論的考察に

とっての本来の基礎をなす期間となったことに注目してみたいと思います。古くからのものは、奇妙なことになおも

１９世紀前半に形成された表象の中に入りこんでいるのです。ですから、例えば、植物細胞の発見者と言えるシュヴァ

ン（☆ 13）（＊ 11）はなお、細胞形成の根底には、ある種の形式化されてない液体形成、彼が胚胞とみなした液体形

成があるという見解を持っていますが、この液体形成から細胞核が硬化し、細胞原形質が周囲に分化するのを観察す

るのは興味深いことです。シュヴァンがなお、細分化していく方向に流れる特性を内在させている液体的要素に依拠

していること、そしてこの細分化を通して細胞的なものが発生することを観察するのが興味深いのです。さらに興味

をひくのは、人間の生体組織は細胞から構成されている、という言葉で総括し得る見解が、その後次第次第に形成さ

れていくのを追求することです。細胞は一種の基本的有機体であり、人間の生体組織は細胞から構成されている、と

いう見解は、実際今日あたりまえになっているものでしょう。

　さて、シュヴァンがなおもその行間に、いやその行間以上に、と申し上げたいのですが、有していたこの見解は、

つまるところ古代の医学の本質の最後の名残りなのです。なぜならこの見解は原子論的なものには向けられないから

です。この見解は、原子論的に現れてくるもの、細胞質を、きちんと観察すれば決して原子論的には観察できないもの、

つまり液体的な何かから生じてくるものとして観察します。この液体的なものが力を内在させていて、この力が自ら

のうちから原子論的なものを分化していくというのです。１９世紀の４０年代と５０年代のこの２０年間に、より普

遍的であった古代の見解は終焉に向かい、原子論的な医学的見解が黎明を迎えます。１８５８年にウィルヒョウ（☆
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14）（＊ 12）の『細胞病理学』が出版されたのがまさしくその時でした。実際この二つの著作、つまり１８４２年の

ロキタンスキーによる『病理学的解剖学』と、１８５８年のウィルヒョウの『細胞病理学』の間に、近代の医学的思

考における大きな飛躍的転回を見出さねばなりません。この細胞病理学により根本的に、人間に現れてくるものはす

べて細胞作用の変化から推論されるようになります。公的な見解にしたがって、すべてを細胞の変化に基づいて構築

することが理想とみなされます。ある器官組織の細胞の変化を研究し、この細胞の変化から病気を理解しようとする

ことにこそ理想が見出されるのです。こうした原子論的観察は実際容易なものです。つまるところそれは自明の理と

でも言うべきものなのですから。すべてをこのように容易に理解できるように作りあげることができます。こうして、

近代科学はあらゆる進歩をとげたとはいえ、この科学はあいもかわらずすべてを容易に理解することを目指し、自然

の本質と宇宙の本質はきわめて複雑なものなのだということを考えてもみないのです。

　さてこれは簡単に実験で確かめられるでしょうが、例えばアメーバは水中でその形を変化させ、腕のような突起を

伸ばしたり、また縮めたりします。それからアメーバが泳いでいる水を暖めたとします。すると、ある特定の温度に

なるまでは、突起を伸ばしたり縮めたりするのがだんだん活発になるのがわかります。その後、アメーバは収縮して

しまい、もはや周囲の媒体で起こっている変化について行けなくなります。また、この液体のなかに流れを作り出すと、

アメーバはその体を球状にし、流れをあまりに強くすると、最後には破裂してしまうのが観察されます。このように

個々の細胞が環境の影響によってどのように変化するかを研究し、そこから、いかに細胞の本質の変化により次第に

病気の本質が構築されるかという理論を形作ることができるわけです。

　２０年間に起こった転換によって到来したもの、これらすべての本質とは何なのでしょうか。この時ひき起こされ

たものは、今日公認された医学のすべてを貫いているものの中に実際生き続けています。この時ひき起こされたもの

の中に生きているのはやはり、まさしく唯物論的な時代に形成された、世界を原子論的に理解しようとする傾向に他

なりません。

　さて、次のようなことに注意してくださるようお願いいたします。私は、今日医学に携わっている人は必然的に、

そもそも病気とはいったいいかなるプロセスなのか、という疑問を提示せざるをえない、ということに皆さんの注意

を向けることから出発いたしました。病気は、人間の生体組織のいわゆる正常な状態からいったいどのように区別さ

れるのでしょうか。と申しますのも、このような逸脱に関するポジティブな観念をもってのみ活動もできるというも

のなのに、公認の科学において通常見出され、与えられる表現は結局ネガティブなものでしかないからです。もっぱ

らこのような逸脱があると指摘されるだけなのです。それから、この逸脱をいかにして取り除けるかが試されます。

けれども人間の本質に関する透徹した見解はそもそもそこにはないのです。人間の本性に関するこういう透徹した見

解が欠けているということにおいて、根本的に、私たちの医学的見解全体が病んでいるのです。いったい病気のプロ

セスとは何なのでしょうか。やはり皆さんは、それは自然のプロセスであると言わざるをえないでしょう。外部で進

行していてその結果を追求できる何らかの自然のプロセスと、病気のプロセスとの間に、すぐさま抽象的な区別を立

てることはできないのですから。自然のプロセス、皆さんはこれを正常と称し、病気のプロセスを異常と称します。

その際、人間の生体組織におけるこの病気のプロセスがなぜ異常なものなのかについては注意しておられません。少

なくともこのプロセスがなぜ異常なのか説明できなくては、実際のところ実践に移ることはできないのです。説明で

きてはじめて、このプロセスをいかにして終結させることができるかを探究していけるのです。そうすることによっ

てはじめて、このような病気のプロセスを取り除くことは、宇宙に存在するもののどの一隅から可能なのかという問

題に行き着くことができるからです。つまるところ異常とみなすこと自体が妨げになるのです。いったいなぜ、人間

における相当数のプロセスが異常とみなされねばならないのでしょうか。私が指を切ったとしても、それは人間にとっ

て単に相対的に異常であるだけなのです。私が自分の指を切るのではなく、一片の木材を何らかの形に切るとしたら、

これは正常なプロセスといえるからです。自分の指を切ると、これを異常なプロセスと呼ぶわけです。おわかりでしょ

うか、自分の指を切るのとは違うプロセスの方を追求するのに慣れているということによっては、実際何も語られは

しないのです。単なる言葉遊びが世に広まっているにすぎません。なぜなら、私が自分の指を切る時に起こっている

ことは、ある側面からすれば、その経過においては他の何らかの自然のプロセスと全く同様に正常なものと言えるか

らです。

　さて、次のようなことに行き着くのが課題です。つまり、私たちが病気のプロセスと呼んではいるけれども、根本

においては全く正常なプロセスであり、ただ、特定の原因によって引き起こされたにちがいないプロセスと、私たち
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が通常健康なプロセスとみなしている日常的なプロセス、人間の生体組織におけるこの二つのプロセスの間にどのよ

うな差異があるのかということです。この決定的な差異が見出されねばなりません。この差異は、真に人間の本質へ

と導く観察方法に立ち入ることができなければ、見出すことはできないでしょう。この導入部において私は皆さんに

そのための少なくとも最初の基礎を示しておきたいと思います。その後あらためて個別的に詳しくお話していくつも

りです。

　ご理解いただけるでしょうが、私はこのたびの回数のかぎられた講演において、主として皆さんが通常書物や講演

では見出せないことをお話しております。けれども、その前提としておりますのはまさに通常見出せるものなのです。

皆さんにも通常おなじみであるような理論を私が並べ立てることはさして価値があるとも思えません。ですからここ

で、人間の骨格と、いわゆる高等なサルであるゴリラの骨格を思い浮かべていただいて、見てとれることを単純に比

較すれば明らかになることを参照していただきます。両者の骨格を純粋に外的に比較してみると、本質的なこととし

て、ゴリラの場合にはもっぱら下顎組織全体が特に大きく発達していることに気づかれるでしょう。この下顎組織は

いわば頭骨全体の中で負荷としてあり、それでゴリラの頭部をその大きな下顎とともに見ると、この下顎組織は何ら

かの方法で負荷をかけられており、骨格全体が前に突き出ている、そしてゴリラは、言うなれば、とりわけ下顎で働

いているこの負荷に逆らって、幾分苦労して直立している、と感じられます。（図）

　手の部分を伴う前膊部の骨格に目を向けると、ゴリラと同じ負荷システムを人間の骨格にも見出すことができます。

これらは重力的に作用しますが、ゴリラの場合はすべてがかさばっているのに対し、人間の場合はすべてが精密繊細

に分化されています。

人間の場合は量が目立たないのです。下顎組織と、指の組織をともなう前膊組織というまさにこの部分において、人

間においては量的なものが目立たず、ゴリラの場合には量的なものが目立つのです。こういう関係に対して観察眼を

鋭くした人は、足および下肢の骨格にも同様のものを追求できます。ここにも、ある特定の方向に圧力をかけるいわ

ば負荷的なものがあるのです。これらの力ーーーこれらは下顎組織、腕の組織、脚および足の組織に見出せるのです

がーーーをこういう線によって図式的に描いてみたいと思います。（図）

　ゴリラの骨格と人間の骨格を純粋に観察することから差異として現れてくること、すなわち、人間においては下顎

は後退していてもはや負荷がかかっておらず、腕および指の骨格は精密に形成されていることに着目していただけれ

ば、人間の場合は至る所で上昇しようとする力がこれらの力に対抗している、と言わざるをえないでしょう。人間に

おいては一種の力の平行四辺形から形成されるものを設定しなければならないのです。これはこの上に向かう力から

生じるもので、この力をゴリラは外的にのみ習得していて、それはゴリラが直立し、直立しようとする努力のなかに

見出せます。こうして次のような線で描かれた平行四辺形が得られます。（図）
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　さてきわめて奇妙なことは、今日私たちは通常、高等動物の骨あるいは筋肉を人間のそれと比較することに限定し

ていて、その際、これらの形態の変化には重点を置かないということです。本質的で重要なことは、こういう形態

の変化を見るということの中に求められねばなりません。ごらんのように、ゴリラにおいてその形態を形成している

力、この力に逆らって作用するような力が存在せねばならないからです。実際こういう力が存在せねばならず、こう

いう力が働いていなければならないのです。私たちがこういう力を探すとすれば、古代の医学がヒポクラテス的な体

系によって濾過された際に捨て去られたものを再び見出すことになるでしょう。さらに、こういう力は地上的自然の

力の平行四辺形の中にあって、力の平行四辺形の中で地上的な力と合成され、その結果今や地上的な力を起源とせず、

地上を越えた、地球外的な力を起源とする合力が成立することがわかるでしょう。こういう力を私たちは地上的なも

のの外に求めなければなりません。私たちは人間に直立姿勢をもたらした牽引力を求めなければなりませんが、この

牽引力は単に、高等動物にも時おり見られるような直立姿勢をもたらすのみではなく、直立姿勢の中で作用している

力が同時に形成力でもあるようなありかたで直立姿勢をもたらすものなのです。サルは直立歩行しますが、量的にそ

れに逆らって働く力を有しているかどうか、あるいは人間はその骨組織の形成が地上的でない起源を持つ力の方向に

作用しているかどうか、これが相違点なのです。人間の骨格の形を正しく見れば、個々の骨を記述して動物の骨と比

較することに限定されることはありません。人間の骨格構造におけるダイナミズムを追求すれば、地球の他の領域に

これを見出すことはできない、私たちがここで出会う力は、他の力と合わせて力の平行四辺形を作らねばならないそ

ういう力なのだ、と言うことができるのです。私たちが単に人間の外部にある力に注目しているだけでは発見できな

い合力が成立しているのです。ですから動物から人間へのこの飛躍を一度きちんと追求してみることが重要となるで

しょう。そうすれば単に人間のみならず動物の場合にも、病気の本質の起源を見出すことができるでしょう。私は皆

さんにこういう要素を少しずつしか指摘できませんが、さらに進むうちに、これらから非常に多くのことを発見でき

るでしょう。

　さて今ご説明したことと関連して今度は次のようなことをお話したいと思います。骨組織から筋肉組織に移ると、

私たちは筋肉の本質におけるこの重要な差異を見出すわけですが、つまり、通常の化学的作用に留意するなら、静止

している筋肉はアルカリ性の反応を示す、ということです。ただし、静止している筋肉の場合、アルカリ反応はその

他の場合ほど絶対的に明確には現れないので、アルカリ性に似たと言えるだけなのですが。活動している筋肉の場合

もやはりあまり明確でない酸性反応が働いています。さて考えてみてください、当然のことながら、筋肉はまずもっ

て新陳代謝に応じて、人間が摂取したものから構成されています。つまり筋肉はいわば、地上的な物質の中に存在し

ている諸力の成果なのです。けれども人間が活動し始めるとともに、筋肉が単に通常の新陳代謝の支配下にあること

によって自らのうちに有しているものが、次第に明確に克服されます。筋肉に変化が現れるのです。この変化はつま

るところ、通常の新陳代謝に応じた変化に対して、人間の骨の形成に作用している力と比較する以外にないものです。

人間の場合こういう力が外から取り入れたものを越えていくように、またこういう力が地上的に貫かれて、それらと

合一して合力を形成するように、筋肉のなかで新陳代謝における作用として現れるものとならんで、地上的な化学の

中に化学的に作用するものにも目を向けなければならないのです。ここでは、もはや私たちが地上的なものの中には

見出せない何かが、地上的な力学、動力学の中へと作用を及ぼしていると言えるかもしれません。新陳代謝の場合、

地上的な化学の中に、地上的でない化学であるもの、地上的な化学の影響下においてのみ出現可能な作用とは別の作

用をもたらすものが作用を及ぼしているのです。

　私たちが本来人間の本質にあるものを見出そうとするならば、このような、一面においては形態観察であり、他面

においては質の観察であるような観察を出発点とせねばならないでしょう。ここで再び、失われてしまったものへの

帰路が、病気の本質を単に形式的に定義することにとどまりたくなければ、ぜひとも必要なものへの帰路が開けてく

ることでしょう。実際形式的な定義のみでは実践においてあまり多くをてがけられないのです。なぜなら、考えても

みてください、非常に重大な問題が発生するのです。私たちは根本的に、私たちの環境から、地上的な薬物のみを取

り入れてきました。その薬で変化をきたした人間の生体組織に働きかけることができるのです。けれども人間におい

ては、地上的でないプロセス、あるいは少なくともそのプロセスを地上的でないプロセスにする力が作用しています。

従って次のような問いが出てくるのです、つまり、私たちが病んだ生体組織とその物質的な地球環境との間に相互関

係として引き起こすもののなかに、いかにして、病気の状態から健康な状態へと導く相互作用を呼び起こすことがで

きるのか、という問いです。私たちがいかにしてこのような相互関係を引き起こすことができるのか、その結果、こ
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の相互関係を通じて実際に、人間の生体組織の中で活動している力に影響を及ぼすことができるのか、ということで

す。この力は、たとえそのプロセスが食餌療法のための指示などであったとしても、私たちがそこから薬物を選べる

ようなプロセスが現れているもののなかには現れてこない力なのです。

　最終的に特定の治療へと導かれ得るものが、人間の本質を正しく把握することといかに密接に関わり合っているか、

おわかりだと思います。そして私たちをこの問いの解決へと上昇させることができるはずの、まさに最初の要素を、

私は人間と動物の差異から全く意識的に取って参りました。勿論、動物だって病気になる、場合によっては植物も病

気になるではないかーー最近は鉱物の病気についてすら議論されていますーーだから病気になることについては動物

と人間を区別すべきではない、という非難は非常に容易なのではありますが。この非難は後で取り除かれるでしょう。

人間の医学において前進する目的で動物の本性を単に調べることからは、長い間には医師たちは得るところが少ない

ということがわかってくると、この差異が認められるでしょう。人間の治療のために動物実験から達成できることが

若干あるのは全く確かなのですがーーなぜそうなのかはいずれ判明するでしょうーー、それはやはり、動物と人間の

組織の間には極めて細部にいたるまでどんな根本的な差異があるかについて、徹底して明確に認識されている場合の

みなのです。従って問題なのは、医学の発達にとっての動物実験の意味をそれに応じた方法でますます明確にしてい

くことです。

　さらに引き続き皆さんに注意していただきたいのは、このような地上を越えた力を指摘せねばならない時は、いわ

ゆる客観的法則、客観的自然法則を常に指摘できる時よりもはるかに、人間の人格が要求されることが多いというこ

とです。むろん重要となるのは、医学の本質をずっとインテュイション的なもの［Das	Intuitive］へと調整すること、

何らかの関係で病気であったり、健康であったりする人間の生体組織、個々の生体組織の本質を、形態の現象から推

論する才能によって、形態観察のための直観が鍛えられているということが、医学の発展においてまた未来に向けて、

よりいっそう大きな役割を果たさねばならないということなのです。

　こういう事柄は、先に申しましたように、一種の前置き、方向付けのための前置きとしてのみ役立てようと思います。

と申しますのも、きょうはここで、化学や通常の比較解剖学によっては到達できないもの、精神科学的な事実の観察

に移行する時にのみ到達できるものに、医学は再び目を向けなければならないということを示すことが問題だったか

らです。このことに関して今日人々はまだ多くの錯誤に身を委ねています。

　医学の霊化のために物質的な薬に霊的な薬を置き換えることが重要であるはずだと考える人もいます。けれども、

特定の領域で正当なことは、全体としては正しくないのです。なぜなら、とりわけ重要なことは、物質的な薬剤にど

のような治療価値を置き得るのかを霊的なやり方で認識すること、すなわち物質的な薬剤の評価に精神科学を適用す

ることだからです。つまりこれが、私が先に挙げた、人間と他の世界との関係を認識することによる治療の可能性を

探すこと、という部分の課題となるでしょう。

　私は、これから特殊な治療プロセスについて語るべきことができるだけ基礎のしっかりしたものであるように、ま

た個別の病気において、これもひとつの自然のプロセスにちがいないいわゆる異常なプロセスと、これもまた自然の

プロセスに他ならないいわゆる正常なプロセスとの関連についてひとつの見解が得られることを、できるだけ全てが

目指すようにしたいと思います。病気のプロセスもやはり自然のプロセスであるということと、そもそもどうやって

折り合っていくのかという問い、この根本的な問いが生じてくる時はいつでも－－これはいわばちょっとした付け足

しとして触れておきたいことなのですが－－、人はいつもできる限り早くこの問題から逃げ出そうとするのです。例

えば、トロクスラー（☆ 15）はベルンで教鞭をとっていましたが、興味深いことにすでに１９世紀の前半に非常に熱

心に次のようなことを指摘していました。すなわち、いわば病気の正常さということが探究されねばならないこと、

それによって、ある方向へ、つまり私たちの世界と結びついていて、正当でない穴を通ってくるように私たちの世界

へすべり込んでくるある種の世界を、結局は認知することに行き着くような方向へと導かれること、そしてそのこと

によって病気の現象に関して何らかのものに到達しうることを指摘していたのです。考えてもみてくださいーーここ

ではざっと図式的に説明するだけにしておきますがーー、何らかの世界、つまりその世界の法則からすれば全く正当

な事柄が、私たちの世界では病気の現象を引き起こすようなそういう世界が背後に存在するとしたら、その世界が私

たちの世界に入り込んでくるある種の穴を通じて、別の世界においては全く正当な法則が、私たちのところでは災い

を引き起こすことも可能なのです。トロクスラーはこういうことを目指して努力していました。たとえ彼の述べたこ

とが、少なからぬ点において曖昧で不明確であったにせよ、彼が医学において、まさに医学という学問の健全化を目
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指す道の途上にあったことは注目に値します。

　私はかつて、かのトロクスラーがベルンで教えていた頃、ある友人と、トロクスラーが同僚たちの中でどのように

見られていたか、また彼の提案によって何がなされたかを調べてみたことがありました。しかし、大学の歴史につい

て多くの事柄が記されている事典の中でトロクスラーに関して発見できたことはただ、彼は大学で何度も騒動を巻き

起こした、ということだけでした。記載されていたのはそのことだけで、彼の学問上の意義については何ら特別なこ

とは発見できなかったのです。

　さて、先に述べましたように、きょうはこういうことだけを指摘しておくつもりでした。皆さんの希望されること

を取り入れつつ私の意図するところを述べることができるように、どうか明日か明後日までに皆さん全員が希望を書

いて提出してくださるようお願いいたします。そうして初めて、皆さんの希望から、この連続講演に必要な形式を与

えることができるのです。それが最も良いやりかただと思います。どうか実り多いものにしてくださるようお願いい

たします。

□編集者註

☆１　ヒポクラテス：Hippokrates　紀元前 460-377

☆２　ロキタンスキー：Karl	Freiherr	von	Rokitansky　1804-1878　病理解剖学教授。『病理解剖学教本』３巻、ウィーン、1842-1846

☆３　ガレノス：Claudius	Galenus	131 ー 200 頃　ガレノス著作全集 20 巻、ライプツィヒ、1821-1833

☆４　パラケルスス：Philippus	 Aureolus	 Paracelsus	 Theophratus	 von	 Hohenheim1493-1541　著作全集多数、たとえばズートホッフ

[Sudhoff] 版。

☆５　ファン・ヘルモント：Johann	Baptist	van	Helmont　1577-1644

☆６　パラケルススのようにアルケウスについて語る：『オープス・パラミールム』

☆７　シュタール：Georg	Ernst	Stahl　1577-1644　アニミズム（物活説）の代表者。

☆８　エルンスト・ヘッケル：Ernst	Haeckel　1834-1919

☆９　ヨハネス・ミュラー：Johannes	Mueller　1801-1858　　ベルリン大学生理学教授。

☆ 10　モルガーニ：Giovanni	Battista	Morgani	1682-1771　　主著『解剖所見による病気の所在と原因について』ヴェニス、1761、ドイ

ツ語版　アルテンブルク、1771-1776

☆ 11　ロキタンスキー：☆２参照。

☆ 12　ハーネマン：Christian	 Friedrich	 Samuel	 Hahnemann　1755-1843　ホメオパシー [Homoeopathie] の創始者。　主著『合理的治療

学のオルガノン』ドレスデン、1810

☆ 13　シュヴァン：Theodor	 Schwann　1810-1882 リエージュおよびレーヴェン大学解剖学ー生理学教授。　主著『動物と植物における構

造と成長の一致に関する顕微鏡研究』ベルリン、1839

☆ 14　ウィルヒョウ：Rudolf	 Virchow	 1821-1902　　ヴユルツブルクおよびベルリン大学病理解剖学教授。　「病理解剖学および生理学、

治療医学のためのアルヒーフ」をフロリープと共同で設立。『生理学および病理学的組織学に基づく細胞病理学に関する講義』（ベルリン、

1859）において細胞病理学を詳述。

☆ 15　トロクスラー：Ignaz	 Paul	 Vital	 Troxler　1821-1902　　著書『人間の本質へのまなざし』アアラウ、1812　『人間の認識の自然

科学または形而上学』アアラウ、1828　『哲学に関する講義、人生に関する内容・教育の限界・目的及び応用に関する講義』ベルン、1835

□訳註

＊１　ヒポクラテス：Hippokrates　紀元前 460-377

ヒポクラテスはＢＣ４６０年頃エーゲ海の一島コス Cos に生まれ、父はヘラクレイデスという医者であった。コスにはアスクレピオスの

大きい神殿があり、ギリシャ医学の中心地であった。若いヒポクラテスは初め父からコス派の医術を学び、それからギリシャ国内を巡歴

して遠くエジプトの北部まで足をのばし、いたる所で他の流儀をも学び、豊かな経験を身につけた。遊歴する医者 Periodeut として生涯

を送ったが、アテネやコスには比較的長く住んだと言う。晩年にはテッサリアに行き、ラリッサにおいて没した。

＊２　ロキタンスキー：Karl	Freiherr	von	Rokitansky　1804-1878

＊３　ガレノス：Claudius	Galenus	131 ー 200 頃

ガレヌスはヒポクラテスと並んで西洋の古代医学の二大巨匠とされる。古代の医学を集大成し自らも多くの価値ある実験を行い、著作の

量も膨大であり医学を系統だてた。彼は実験生理学の創始者ということができ、その学説は十数世紀にわたって欧州やアラビアで金科玉

条とされた。

＊４　パラケルスス：Philippus	Aureolus	Paracelsus	Theophratus	von	Hohenheim　1493-1541

スイスのチューリッヒ近郊アインジーデルンに１４９３年に生まれる。フェラーラで医学をおさめ、その後欧州各地を遍歴して実地医学

を身につけ、自然の観察と実験にもとづく独自の医学を確立する。１５２7 年、市医および大学教授としてバーゼルに招聘されたが、アカ

デミックな環境、伝統的な生活様式や職業的慣例に順応できず、結局市議会と衝突してバーゼルを去る。その後も各地を遍歴しつつ診療
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と著述をなし、１５４１年、ザルツブルグで没した。独特の文体を駆使したその著述は、生理学、病理学、衛生学、内科学、外科学といっ

た医学の全分野から、錬金術、一般博物学にまで及ぶ。　

＊５　ファン・ヘルモント：Johann	Baptist	van	Helmont　1577-1644　

ブリュッセルに生まれて、まずルーヴァンで哲学を学び、ついで法律に転じてその後に医学をおさめた。二十二歳でドクトルとなり、五

年間諸地をめぐって後に郷里で開業した。化学実験を多く行なったが、パラケルススと同様自然神秘思想的傾向を強く有している。

1624 年異端の疑いを受けてその裁判が二十年も続き、投獄されたこともある。酵素作用の重要性を認め、またガスという言葉を創始した

と言われる。

＊６　アルケウス

Ｋ．ゴルトアンマー『パラケルスス』（みすず書房）より；

植物にも、生命の精気 (Lebensgeist) は与えられており、「表徴者アルケウス」(ArchaeusSignator) がすでに植物の外形に、その本性と治

癒力との表徴を刻印している（たとえばアザミは内蔵の刺痛に効くとされている）。「アルケウス」は、世界の大いなる原理の一つなのだ。

やはりアルケウスも、宇宙的な生命力であり、原動力なのである。それは、自然における秩序原理、もしくはエンテレヒーと解すること

ができる。アルケウスは、「諸力を秩序だてる者」であり、「配置者」(dispensator) であり、アルケウス直属の「職工」が、水銀・硫黄・

塩なのである。アルケウスを配置したのは神であり、それはパン職人やブドウ栽培者と同じ働きをする。その仕事は、アタナール（化学炉）

内での錬金術的課程に模することができる。ついには大宇宙全体がアルケウスと同一視されることにもなる。とはいえ、アルケウスが一

個の個体原理であることに変わりはない。(P53)

＊７　シュタール：Georg	Ernst	Stahl　1660-1734

ホフマン、ブールハーヴェとともに、医学界の三巨匠とされた。彼らは体系学者と呼ばれる。物理派と化学派を統合し、ライプニッツの

思想を加えて、生命や病気の解釈を体系化しようとした。　　

＊８　ヨハネス・ミュラー：Johannes	Mueller　1801-1858

ライン河畔のコブレンツに靴屋の子として生まれた。ボン大学で医学をおさめるが、そのときの解剖学への深い傾倒が、その後実物に即

してのみ考える習慣をもつのに大いに役立ったという。ついでベルリンで生理学者のルドルフィに学び、またボンに帰り、1830 年正教授

となる。３年後にベルリン大学に転じて、解剖学、生理学、病理学を一人で兼ね教えた。生理学では神経系と感覚器に関する研究を多く

行い、解剖学ではとくに生殖器の発生などについて業績をあげた。動物学、発生学、比較解剖学、生理学、化学、心理学、病理学など、

あらゆる方面で活躍した。病理解剖学では顕微鏡を用いる方向に深く進んだ。その著書『人体生理学全書』は、この世紀の金字塔と言わ

れる。

＊９　モルガーニ：Giovanni	Battista	Morgani	1682-1771　

　フォルリに生まれ、ボローニャで医学をおさめ、１９歳のとき、解剖学者ヴァルサルヴァの助手になった。２９歳の時パドアの解剖学

教授となり、９０歳の高齢で没するまでその職にあった。多数の人体解剖を生前の病状と照らし合わせながら地道に行い、それをまとめ

た大著「解剖所見による病気の所在と原因について」を、1761 年８０歳のときに出して、一挙に病理解剖学を打ち立てた。

＊ 10　ハーネマン：Christian	Friedrich	Samuel	Hahnemann　1755-1843　

ホメオパシー（類似療法。健康な人に投与すると、ある病気の症状と類似した症状を引き起こす薬物を、実際に病気にかかっっているひ

とにごく少量希釈して投与することによって患者の体内の治癒力を呼び覚ます治療法）の創始者。ドイツのマイセンで生まれ、ライプツィ

ヒ大学で医学を学びウィーンで臨床医の研修をした後、エルランゲンで学位を得る。マラリアの治療薬であるキナ皮を健康な人間が服用

すると、マラリアと類似の症状を引き起こすという事実を確認し、それをもとに、ホメオパシーの考え方を発展させた。

＊ 11　シュヴァン：Theodor	Schwann　1810-1882

細胞説を樹立。1839 年の「動物と植物の構造と成長における一致について」という論文において、動物も植物と同じく細胞からできてい

ることが初めて述べられる。

＊ 12　ウィルヒョウ　Rudolf	Virchow　1821-1902

ポメラニア生まれで、ベルリンの軍医学校に学んだ。病理解剖学をめざしてすすみ、これと臨床医学との提携を生涯の仕事として大きな

成果をおさめた。1849 年にヴュルツブルグの教授となり、７年後ベルリン大学に転じた。そして 1858 年に『細胞病理学』を著した。ガレ

ヌスの液体病理学は遠く過去のものとなり、モルガーニは病気の座として器官を考え、ビシャーはそれを組織においた。ウィルヒョウは

さらに生活体の単位である細胞にその座を置いたのである。彼は「すべての細胞は細胞より生ず」という生物学の鉄則をつくった人である。

1863-68 年には『病的腫瘍論』を著わす。ウィルヒョウは長い間病理学の法王ともいえる最高の地位にあった。人類学にも造詣が深く、政

治的にも活躍して民間政党の率い、ビスマルクと渡りあったといわれる。

　■参考：『医学の歴史』（小川鼎三　中公新書）

　　『ドイツ「素人医師」団』（服部伸　講談社選書メチエ）

　　『パラケルスス』(K・ゴルトアンマー／柴田健策・榎木真吉訳　みすず書房）	
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第二講	 １９２０年　３月２２日　ドルナハ

　昨日選択しましたような出発点から先に進んで、人間の本質において支配的なある種の両極性［Polaritaet］に着目

することにより、さらに人間の本質へと徐々に迫っていきたいと思います。すでに昨日気づかれたように、私たちは、

動物においては未だ負荷のかかっている力を、ある種の垂直方向の力と結びつけて平行四辺形を成す必要があり、筋

肉の反応においてもそれに相応した類似が見られます。この人間の骨組織と筋肉組織の研究における考えかたをさら

に追求すると、その追求の際に今日経験がすでに与えることのできること全てを助けにすると、おそらくは骨学、筋

肉学からすぐさま、医学にとって従来なされていたよりも意味のあることを為すことが可能でしょう。けれどもとり

わけ困難なのは、人間の認識を、今日心臓学から出発する時に医学が必要としているものと結びつけることです。私

が申し上げたいのは、骨学、筋肉学において初めてその構想を示すものは、心臓学に関して培われてきた見解におい

て根本的に生じてきたということです。と言いますのも、そもそも一般に人間の心臓についてーーまずはこれに限定

しようと思いますーーどのような見解が持たれているのでしょうか。心臓は血液をさまざまな器官に送り出す一種の

ポンプである、というふうに見られています。そしてこの「心臓」というポンプ機構を説明すべく、あらゆる興味深

い力学的な構造が考案されているのです。さてこの力学的な構造は、胎生学に全く矛盾しているのですが、この力学

的心臓論を実際に疑ってみること、、この心臓論をもう一度点検してみることに留意されてはおりません。少なくと

も通常の科学においては点検されていないのです。心臓観においてとりわけ考慮せねばならないことはーーまずは概

略を述べましょう、後日お話することは、最初に観点として示す必要があったことを、少しずつ裏書きしていくかた

ちになると思いますのでーー、この心臓というものは全くもって、一種の活動している生体組織と呼ばれうるような

ものではないということです。なぜなら、心臓の活動は原因ではなく、結果だからです。この原則が理解できるのは、

皆さんが人間の生体組織におけるあらゆる活動の間に生ずる両極性に着目する時のみでしょう。すなわち、栄養分の

摂取に関係する活動、さらに栄養分の消化に関わる活動と、直接かあるいは血管を通じての、栄養分の血液中への移

動に関わる活動、これらの活動間に生じる両極性です。いわば生体組織内で下から上へと、栄養分を取り入れる血液

と空気を取り入れる呼吸との間にまず生じる相互作用まで栄養分消化を辿ることができるからです。その際観察され

る経過を正確に見るならーー実際正確に見さえすればよいのですがーー、呼吸プロセスに中にある全てのものと、最

大範囲の消化プロセスの中にあるものとの間に、ある種の対立があることがおわかりになるでしょう。ここでは何か

が互いに均衡を取ろうとします。いわば、お互いに渇望し合うものが、お互いに満たし合おうとするわけです。もち

ろんもっと他の表現を選ぶこともできるでしょうが、先に進むにつれて、もっと良く理解できると思います。液体状

になった栄養素と、呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間にまず生じる相互作用があります。

この相互作用が厳密に研究されねばなりません。この相互作用は、お互いに働きかけ合う力の中に生じます。そして

この互いに働きかけ合うもの、これがいわば、心臓においてその互いの働きかけを妨げ合うのです。心臓はひとつの

滞留器官［Stauorgan］、つまり、私がさらに生体組織の下部の活動と呼びたい栄養分の摂取、消化と、呼吸をその最

下部の活動に組み入れたい生体組織の上部の活動、この上下の活動の滞留器官として存在しているのです。ひとつの

滞留器官が組み込まれているわけで、その際本質的なことは、心臓の活動は、液体状になった栄養素、すなわち液体

養分と、外部から取り入れられた空気との間の相互作用の結果であるということです。心臓に表現されている全て、

心臓において観察されうる全ては、まずは力学的な意味で、ひとつの結果として考察されねばならないのです。

　唯一有望な発端は、少なくともこの心臓の活動の力学的な基礎に一度注目するーーもちろんそれ以上ではありませ

んーーことで、この口火を切ったのは、オーストリアの医師、カール・シュミット博士（☆）でした。彼は北部のシュ

タイアマルクの医師で、『ウィーン医学週報』の１８９２年１５号から１７号に彼の「心臓の動悸と脈拍の曲線」が

掲載されたのです。この論文にはまだそれほど多くのことが含まれてはいませんが、少なくともここにひとり、扱う

べきは通常のポンプとしての心臓ではなく、ひとつの滞留装置としての心臓なのだと、自らの医療実践から気づいた

人がいたことは言っておかなくてはなりません。シュミットは心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を、水流によっ

て動かされる水撃ポンプ［Der	hydraulische	Widder：水撃ポンプ、水圧ラム］として想定しています。カール・シュミッ

ト博士の論述に内在する真理はまさにこの点なのです。心臓の活動であるもの全てを、液体の流れと気体の流れーー

ここでは象徴的にこれらを流れと呼ぶことができますーー、これらの互いに入り込んでいく流れの結果として把握す

る時初めて、力学的なものに近づくのです。結局心臓とはいったい何なのでしょうか。つまるところ、心臓とはひと
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つの感覚器官なのです。たとえ私たちが心臓の感覚活動であるものを直接は意識しないとしても、つまり心臓で起き

ていることが、識閾下の感覚活動に属するものであるとしても、やはり心臓は、いわば人間の上部の活動が、人間の

下部の活動を知覚し、感受することを可能にするために存在しているのです。ちょうど皆さんが眼によって外的な色

彩現象を知覚するように、皆さんは、もちろん暗い下意識においてではありますが、皆さんの下半身で起きているこ

とを心臓を通じて知覚しているのです。結局のところ心臓とは、内的知覚のための感覚器官［Ein	Sinnesorgan	zum	

inneren	Wahrnehmen］なのです。心臓はそういうものとみなされねばなりません。

　人間における両極性そのものを理解できるのは、人間は本来、このように上部から下部を知覚する二重構造の存在

であるということを知る時のみなのです。しかしここで次のようなことを付け加えておかねばなりません。より広い

意味での栄養分の摂取、栄養分の消化を呼吸との同化に至るまで研究する時に、下位部分の活動、つまり人間の本性

全体の一方の極が与えられました。呼吸との同化はその時律動的活動と共に行われます。私たちの律動的活動の意味

についてはさらにお話すべきことがあるでしょう。しかし呼吸活動と組み合わさり、呼吸活動に所属していると見な

ければならないものは、感覚ー神経活動、すなわち外的な知覚とこの知覚の継続に関わる全てのもの、神経活動によ

る知覚の加工に関わる全てのものです。つまり皆さんが、一面において、呼吸活動、感覚ー神経活動という関連して

いる全てのものを思いうかべてくださるなら、いわば人間の生体構造の一方の極が得られるのです。他面において、

栄養分の摂取、栄養分の消化、言葉の通常の意味での新陳代謝である全てのものを総合的に見れば、人間の生体構造

におけるプロセスのもう一方の極が得られます。心臓は本質的に、その観察できる動きにおいてこの上部と下部の均

衡を表現している器官であり、心意的あるいはもっと良い言い方をするなら下意識的な知覚器官であって、人間の生

体構造の二極間を中継しているのです。解剖学、生理学、生物学が提供してくれる全てのものを、皆さんはこの原理

に向かって研究することができます。そうすれば、この原理によって初めて人間の生体構造の中に光が差し込むこと

がおわかりになるでしょう。心臓によって中継されているこの上部と下部を区別しない限り、皆さんは人間を理解す

ることはできないでしょう。なぜならこれは、人間の下部の生体活動において起こっている全てのものと、上部の生

体活動において起こっているものとの間の根本的な差異だからです。　　　　　　　　　

　この差異を単純に表現しようとすれば、下部で起こっていることはすべて、上部にそのネガ、つまり反対の対応物

を有している、と言うことができるでしょう。上部に関連するものはすべて、常に下部においてその対応物を見出す

ことができるというわけです。けれども重要なことは、こうした上部と下部は本来物質的に中継されているわけでは

なく、対応しているということなのです。下部におけるあるものを、常に正しく上部における別のものと関連づける

ということを理解しなくてはなりませんが、物質的な仲介物を見出すことを目指す必要はありません。単純な例とし

て、私たちの咳、これは上部と関係しているという意味で上部に属しているわけですが、下部において咳に対応する

ものは下痢のなかに見出せます。上部に対応するするものが常に下部において見出せるのです。こういう対応関係に

正しく着目することによってのみーー同様のものは観察していくうちにしばしば登場してくるでしょうーー、真の人

間理解に到達できるのです。

　しかしながら単にこのような抽象的な対応関係があるだけではなく、健康な生体組織においては同時に上部と下部

との緊密な補完関係が成立しているのです。健康な生体組織において成立している補完関係とは、上部のもの、つま

り呼吸と関係する活動であれ、神経ー感覚機構に関係する活動であれ、何らかの上部の活動は、下部のものを何らか

のかたちで抑制せねばならず、下部と完全に調和しなければならない、ということです。何らかのかたちで下部が優

勢になったり、支配的になったりすると、つまり下部がそれに対応する上部の活動にとって強くなりすぎると、ある

いは逆に、上部がそれに対応する下部の活動に対して強くなりすぎると、すぐさまーーこれは後ほど病気のプロセス

を正しく理解することにつながっていくでしょうーー生体組織に変則が生じます。上部の活動と下部の活動の関係は

常に、両者が何らかのしかたで相互に対応し、互いに制御し、両者がいわばお互いに方向づけられながら経過してい

くようなものでなければなりません。ここに確固たる方向づけが存在します。この方向づけは人によって異なります

が、下部のプロセス全体に対する上部のプロセスの確固たる方向づけが存在するのです。

　さて、この上部が下部に対応して健全な作用をする生体組織から病気の生体組織まで至る推移が見出せます。パラ

ケルススがアルケウスと呼び、私たちがエーテル体と呼ぶものにおける病気の前兆を出発点とすると、あるいは、皆

さんが外部から、つまりこういう事柄については何も知ろうとしない人々から悪く思われないように取り繕うとして

も、やはり皆さんは、機能的なもの、動的なもののなかの病気の前兆、いわば病気の最初のかすかな兆しについてま
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ずは語ろうとするでしょう。私たちがこれらを出発点とし、まずエーテル体あるいは機能的なもののなかに最初に予

告されるものについて語るなら、両極性についても語ることがでます。ただこの両極性はすでに自らのうちに、対応

しないもの、変則的なものを有しているのです。これは次のようにして生じます。

　下部において、つまり栄養分摂取とより広い意味での消化機構において、摂取された栄養分の内的、化学的な、あ

るいは有機的な力が優勢であると考えてみてください。健康な生体組織においては、私たちが実験室で食物を分析し

て得られる、食物そのものの中で作用している力、食物に内在している力はすべて、上部によって克服されており、

生体組織内部の効力にとっては全く問題にならず、外的な化学、外的な動力学その他のいかなるものも行われず、あ

らゆるものが完全に克服されています。けれども、下部を実際完全に掌握し、いわば完全に料理しつくし、こういう

言い方が可能ならエーテル化しつくすーーこう言えばいくらか厳密に語ったことになりますーーためには、それに対

応する上部が十分強くない、という事態も起こりうるのです。その場合、人間の生体組織においては、通常は外界で

起こっていて人間の生体組織のなかでは起こるべくもない、本来人間の生体組織には属さない優勢な経過が現れます。

物質的身体は、このような変則性に完全には捉えられないので、こういう経過は、まさに機能的なものと呼ばれうる、

エーテル体、アルケウスのなかにまず現れてくるのです。この変則性の特定の形式から取られたと思われる慣用表現

を選択するとすれば、ヒステリーという表現を選ばなければなりません。新陳代謝プロセスが多大な独立性を持つよ

うになることを表す用語として、ヒステリーを選択しようと思いますーー後ほどこの表現が悪くない選択であったこ

とがおわかりになると思いますーー。狭い意味での本来のヒステリー現象は、実際この不規則な新陳代謝が頂点にま

で達した状態にほかならないのです。事実、性的な症候にまでいたるヒステリーのプロセスにおいて本質的に存在し

ているのは、人間の生体組織のなかにあるべきではない、その本質において外的なプロセスであるような不規則な新

陳代謝にほかなりません。こういうプロセスに対して上部は、それを克服するにはあまりに弱すぎることがわかりま

す。これが一方の極です。

　ヒステリーの特徴とともにそのような現象が現れてくるときは、人間の生体組織の下位部分において、人間の外部

にある活動が強くなりすぎた状態なのです。しかし、上部のプロセスが正しく経過しないこと、つまり上部のプロセ

スが上部の組織を酷使しすぎることによっても、同様の不規則な相互作用が起こります。それは反対のプロセス、い

わば下部のプロセスのネガであって、上部のプロセスをあまりに激しく使いすぎるのです。このプロセスはいわば、

心臓によって下部の組織に中継される前に終わってしまいます。つまりこのプロセスは、あまりに強く霊的であり、

あまりにーーこう表現してよければーー器官的に知性的すぎるのです。こうして変則性のもう一方の極、神経衰弱が

現れてきます。まだ人間の生体構造の機能的なものに潜んでいるこれら二つの変則性に、何にも増して注目せねばな

らないと申し上げたいのです。それらはいわば上部で表現され、下部で表現される欠陥だからです。そして人間の生

体構造におけるこの両極性が何らかの欠陥のもとになっているということが、次第に理解されるようにならなければ

なりません。つまり、神経衰弱は、上部があまりに激しく上部の器官を使って機能することであり、その結果、本来

は上から心臓で中継されて下部で起こるべきことがすでに上部で起こり、上部で行われてしまうので、その活動が、

心臓での滞留を通じて下部の流れに入り込むということがなくなってしまうのです。おわかりでしょうか、欠陥を生

じた器官の実見よりもはるかに重要であると申し上げたいのは、病気の実像の外的形状［Physiognomie：骨相、人相、

形状、外観、外面的特徴。また、これらを観察する学問。観相学、骨相学。］を観察することです。なぜなら欠陥を

生じた器官が示すものは単に結果としての現象にすぎないからです。重要なことは、病気の全体像、形状に注目する

ことなのです。この病気の観相学は常にある種の仕方で皆さんに、一方かあるいはもう一方への傾向を持つ、つまり

神経衰弱的なものか、ヒステリー的なものへの傾向を持つ実像を提示してくれるでしょう。もちろん、こういう表現

を通常の言語使用に向けて拡大しなければなりません。

　さて、この上部と下部の相互作用について満足のいく実像が得られたなら、そこから出発して徐々に次のようなこ

とが認識されるでしょう。すなわち、最初は単に機能的に存在しているもの、つまり私たちが言うところのエーテル

的なもののなかで起こっているものが、いわばその力を凝集することで、器官的ー物質的なものをとらえていくこと、

そして最初はヒステリーの徴候としてのみ存在しているものが、さまざまな下腹部の疾患のなかにいわばその物質的

な形態を取り得ること、また他面において神経衰弱は、喉の病気、頭部の病気のなかに器質的な形態を取り得ること、

これらのことについて語ることができるのです。神経衰弱的なものとヒステリー的なものに、当初は機能的なものだっ

たこれらの物質的現象が刻印されるということ、これを研究することこそ未来の医学にとってはなはだ重要なことで
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しょう。器質的となったヒステリーの結果として、消化過程全体、下腹部のあらゆる経過に不規則が生ずるでしょう。

けれども、このようにひとつの組織で起こることは、さらに組織全体にも作用を及ぼします。不規則として生じてい

ることが、さらに組織全体にも作用を及ぼすということを見過ごしてはなりません。

　さて、その初期に機能的のもののなかに観察できるとしたら端的なヒステリー現象であるようなものが、そもそも

機能的には全く現れてこないという場合を考えてみてください。確かにこういうことが起こりうるのです。機能的に

表面に現れてくることなく、エーテル体が即座にそれを物質体に押しつけるのです。それは下腹部の器官においてど

んなかたちであれ明らかな疾患としては現れてきませんが、内部には存在しています。つまり下腹部の器官には、い

わばヒステリーの刻印を押されたものがあるのです。これは物質的なものに自らを押しつけたことにより、ヒステリー

現象として心的に前面に現れてくることはないのですが、かと言って、やっかいな病気、物質的な病気であるにはま

だ十分強くないのです。けれどもこれは、生体組織全体に働きかけるには十分な強さを持っています。その時、病気

と健康の間を漂っていると申しましょうか、そういうものが、下から上へと作用を及ぼし、上部に反作用し、上部に

いわば伝染してそのネガのなかに現れる、こういう特殊な現象が起こります。そこが一面的になったり、不規則になっ

たりするとふつうは神経衰弱を引き起こすもとになる領域に、ヒステリーのいわば最初の物質的な結果である状態が

作用してそこに現れる、こういう現象が結核への素質をもたらすのです。

　これは興味深い関係です。結核になりやすい素質は、皆さんにただ今お話した、下部の活動の上部への反作用なの

です。このように完全に終わりきらないプロセスが上部に反作用することによって生じる、この全く独特な相互作用

が結核への素質をもたらすのです。この人間の生体組織の原ー素質［Ur-Anlage］とも言うべきものにさかのぼらな

いと、合理的に結核を扱うすべを見出すことはできないでしょう。と申しますのも、寄生生物（＊１）が人間の生体

組織にはびこるということは、たった今皆さんにお話しました原ー素質の結果生じる現象にすぎないからです。この

ことは、必要な条件がそろえば結核のような病気は伝染する、という事実に矛盾するものではありません。もちろん

そのために必要な条件が整わなければなりません。しかし、この下部の器官活動の優勢は、残念ながら今日の人類の

極めて大多数に現れておりますので、結核になりやすい素質は、今日実際恐るべき範囲に広がっているのです。

　とはいえ、伝染というのはこの領域においてやはり有効な概念です。かなりな程度に結核を病んでいる人は、周囲

の人々に作用を及ぼすからです。内部で結核患者が生活しているものにさらされていると、通常は単なる作用にすぎ

ないものが、今度は原因になりうる、ということがまさに起こってくるのです。私はいつも、ひとつのたとえ、アナ

ロジーによって、この、病気の第一次発生と伝染との間の関係を明確に説明しようとしているのですが、たとえば次

のように言えるのです。私が道で、ふだんそれほど親しくつきあっていない友人と出会ったと考えてください。彼は

悲しそうにやってきます。彼の悲しみには理由があります。彼の友人が死んでしまったのです。私が彼に出会い、彼

が自分の悲しみを私に告げることにより、私も彼と一緒に悲しくなります。彼は直接の原因によって、私は伝染によっ

て悲しくなるわけです。この場合確かなことは、この伝染の条件は彼と私とのお互いの関係のみである、ということ

です。

　従って、第一次発生と伝染、という概念はどちらもまったく正当であり、とりわけ結核においては極めて正当なも

のなのです。ただ、合理的な意味においてこれらの概念を真に用いなければなりません。結核療養施設がほかならぬ

人工結核孵化場となっていることは少なくありません。結核患者を結核療養施設に詰めこむと、この施設をできる限

り何度も繰り返し取り壊して、別の施設に作り替えねばならないでしょう。一定期間ののちには、結核療養施設は結

局さらに遠ざけられねばならないでしょう。なぜなら奇妙なことに、結核患者自身がきわめて感染させられやすい素

質を有していて、彼らはもっと重い結核患者の近くにいると、そうでなければもっと良くなっているかもしれない病

気がおそらくいっそう悪くなってしまうからです。さて、まずはとりあえず、結核の本質を指摘しておくだけのつも

りでした。私たちはこの結核を一つの例として、人間の生体組織におけるさまざまなプロセスが、いかにお互い密接

に関連し合っていなければならないかを理解します。これらのプロセスは、皆さんにもご想像いただけると思います

が、お互いにポジの像とネガの像が相対しているように対応している、上部組織と下部組織があるのだという事実に

常に影響を受けざるをえないのです。ご説明しましたような生体組織の構造が存在することによって結核が準備され

るという、いわば極めて特異な現象を手がかりにして、その経過のなかでさらに、そもそも病気の本質をどのように

見るべきかを研究することができるのです。

　結核患者になりかかっている、つまり将来結核が現れてくる兆しがある人にきわめてしばしば見られる徴候を取り
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あげてみましょう。おそらく彼が咳をするのに気づかれると思います。また、彼が喉や胸の痛み、あるいは四肢の痛

みも感じていることに気づかれるでしょう。さらに、ある種の疲労状態、そしてとりわけ盗汗（寝汗）に気づかれる

でしょう。

　これらは何なのでしょうか。これらの徴候を目の前にするとき、これらすべてはいったい何なのでしょうか。私が

今挙げたものはすべて、何よりもまず、先ほどお話しました内部の不規則な相互作用の結果として生じているものな

のです。けれどもこれは同時に、もっと深い根拠として存在しているものに対する、生体組織の戦いでもあります。

おわかりでしょうか、咳をーーまずはこのような単純な事柄を観察し、それからもっと複雑な事柄に移っていきま

すーー咳を、いかなる場合でも常に克服することは、全く良くないことなのです。生体組織にとっては咳をわざと引

き起こすことが必要な場合さえあるのです。人間の下部組織が上部組織によって制御され得ない場合に咳の刺激とし

て現れるものは、さもなければ侵入してくるものを侵入させないための、人間の生体組織の健康な反応なのです。し

たがって、いかなる場合にも咳を直接止めてしまうことは、場合によっては害になることもあり得るのです。肉体が

有害なものを受け入れてしまうからです。その人のその時点での素質ではこうした有害なものに耐えられず、それを

取り除こうとするために、彼は咳をするのです。咳の刺激は、生体組織に何らかのものが欠けていて、そのために生

体内に侵入してくる可能性のある侵入者を侵入させない必要性がある、ということを示すものにほかなりません。

　私たちが挙げた別の徴候もまた、結核の素質があると近づいてくるものに対する、生体組織の防御、戦いなのです。

喉の痛み、四肢の痛みはまさしく、生体組織が、上部のプロセスに制御できないような下部のプロセスが起こらない

ようにしていることを示しているのです。例えば逆に、早めに結核の素質に気づいたら、適度に咳の刺激を引き起こ

したり、とりわけーーどういうふうにこれをすることができるかは、明日以降の講演で見ていきますーー、ある種の

食餌療法によって疲労の徴候を引き起こすことさえして、生体組織を支えるのが良いこともあるのです。さらに、例

えば痩せるということも、ひとつの防御手段にすぎないのです。なぜなら、痩せない場合におこってくるプロセスは、

下部における、上部に制御され得ないものに他ならないかもしれず、その場合生体組織は、制御され得ないものが一

時的に存在しないように、痩せることによって自らを守るからなのです。

　ですから、例えばある人が痩せていく場合、すぐさま太らせるための食餌療法をほどこすのではなく、こういう事

柄を個別的に研究することが非常に重要です。痩せるということが、まさにその時点で生体組織に現れてきているこ

とにとって、たいへん良い意味を持っている可能性もあるからです。

　そして、まだ結核患者ではないけれども、結核にかかる見込みのある人の場合、とりわけ有益なのは盗汗です。な

ぜなら、盗汗は、睡眠中に実行される生体組織の活動に他ならず、これは本来ならば目覚めている時に、完全な霊的ー

心的活動のもとに行われるはずのものであるからです。本来ならば昼間に完全に目覚めた状態で行われるべきことが

行われず、夜になって現れてきているのです。これは結果の現象であると同時に防御手段でもあります。生体組織が

霊的な活動から解放される一方で、生体組織は盗汗に表される活動を行うのです。

　もっともこうした事実を完全に評価することができるためには、あらゆる分泌現象は、汗の形成も含めて、普通は

魂的、霊的活動がその中に含んでいるものと密接に関係しているということについて、少しばかり知っておかなくて

はなりません。構築するプロセス、本来の生命的な構築プロセスというものは、すなわち無意識的な基盤をなすもの

にすぎません。目覚めた、意識的な魂的ー組織的活動に対応するもの、これはいたるところにおいて、分泌プロセス

なのです。私たちの思考というものも、脳の構成的プロセスには対応しておらず、脳の分泌プロセス、分解プロセス

に対応しています。盗汗という現象は、通常の生活において本来は霊的ー魂的活動と平行して進行していなければな

らないはずの分泌プロセスなのです。上部と下部が正しい相関関係にないので、そういう分泌プロセスは、生体組織

が霊的ー魂的活動から解放される夜まで持ち越されることになるのです。

　健全に病んでいる人間の生体組織の成長と生成全体と関係している、あらゆる出来事を注意深く研究すれば、病気

の諸症状の間にも相互作用が生じていると言えるところまで導かれることがおわかりになると思います。痩せること

はまずもってひとつの症状です。しかしながら、結核の素質との関係において、つまりいくらか活動し始めている結

核との関係において、この痩せるということは、諸々の症状の間の相互作用の一部なのです。すなわち、ひとつの組

織体、諸々の症状の観念上の組織体とでも言うべきものが成立しているのです。ひとつの症状はある意味でほかの症

状に属しているのです。従って、生体組織の他の条件によって何か反応のようなものが起こるときーー結核の例にと

どまりますがーー、生体組織自体にこの反応を引き起こす力がない場合は、これを助けて反応を起こしてやること、
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まさにひとつの病気に別の病気が続くようにしてやることは、全く理にかなったことになるのです。古代の医師たち

はこのことを、医師のためのいわば意味深い教育法則として語ってきました。医師であることによって危険なのは、

単に病気を取り除くことができねばならないというだけではなく、病気を引き起こすこともできなければならない、

ということだ、と古代の医師たちは語りました。ーー

つまり医師は病気を癒すことができるのと全く同じ程度に、病気を引き起こすことができる、というわけです。隔世

遺伝的な霊視力によってこういう関連についてもっと多くのことを知っていた古代人たちは、医師のなかに、彼が悪

意を持てば、人々を健康にするばかりでなく病気にすることもできる人物を同時に見ていたのです。けれどもこのこ

とは、他の発病状態との正しい関係をもたらすために、何らかの発病状態を引き起こさなければならない必然性と関

連しています。とはいえ、これらは病気の状態であることは確かです。咳、喉の痛み、胸の痛み、痩せる徴候、疲労

の徴候、盗汗、これらはすべて、病気の症状には違いないのですから。これらの症状は引き起こされねばならないと

はいえ、やはり病気の症状であることは間違いないのです。　　　　　

　このことから、半分治療した時すなわちこれらの症状を引き起こした時点で、病人をその運命に委ねてしまうこと

はできず、この時こそ治療プロセスの第二の部分が現れてこなければならない、ということがおのずと容易にご理解

いただけると思います。その時は、単にこれらの反応、つまり病気を防ぐために引き起こしたものが存在するように

配慮されねばならないだけではなく、今度はこの反応を癒し、生体組織全体を再び正しい道に導くものが生じてこな

ければならないのです。したがって例えば、結核の素質に対しての自然なあるいは場合によっては人為的に引き起こ

された防御として、咳の刺激が引き起こされたとき、また喉の痛みが起こったりあるいは引き起こされたときには、

その際常にいくぶん詰まった状態つまり便秘状態を呈しているであろう消化プロセスが秩序正しいものになるように

配慮されねばなりません。何らかの方法で気づかれることでしょうが、この消化プロセスが、ひとつの防御プロセス、

一種の下痢に移行させられねばならないのです。常に、咳の徴候や喉の痛みその他に続いてこのような下痢が起こる

ことが必要なのです。まさにこのことが、上部に現れていることをそれ自体として観察してはならず、たとえ物質的

な媒介物はなく、対応関係があるだけだとしても、上部に現れていることの治療を、下部における経過を通じて探究

せねばならないことが多々あるということを示唆しているのです。このことは何にもまして考慮されてしかるべきな

のです。

　疲労の徴候ーー私はこれを単に主観的な疲労徴候と呼ばずに、本来常に新陳代謝の優勢に基づいている、全く組織

的に引き起こされた疲労徴候と呼びたいのですがーー、新陳代謝が上部によって制御されない時に強く現れるような

疲労徴候は、結核の場合これが実際に引き起こされねばならないので、その後必要な時点で克服されねばなりません。

つまり、それに応じた食餌療法によってーーこうした食餌療法の詳細についてはさらにお話すべきことがあるでしょ

うがーー、消化が優勢になるように、すなわちその人の通常の状態よりも消化活動が活発になるように、いわばもっ

と簡単に消費されてしまうものが、消化プロセスを通じて消費されるように配慮することで、こういう疲労徴候は克

服されねばならないのです。痩せることも、今度は一種の脂肪形成 , つまり器官や器官組織のなかへの蓄積を起こさ

せるような食餌療法によって、後から克服すべきでしょう。盗汗もまず最初に引き起こされた後に、きわめて知的な

活動、つまり努めて熟考するなどして実際に汗を出すような活動を指示することを試みることによって、後から克服

されねばなりません。そうして再び健康な発汗が促されるのです。

　まず最初に心臓の活動を正しく把握することにより、人間において上部と下部がいかに対応しているかを理解する

なら、さらに、神経衰弱やヒステリーのような、機能的なもの、エーテル的なもののなかに病気の最初の発生、いわ

ばかすかな兆しが見られることを理解するなら、器官的なもの、物質的なものにそのとき刻印されているものを理解

することへも進んで行けるのだということがおわかりになると思います。こうして相関しあっている病気の像の外観

を研究することにより、ーー最初に引き起こすものも含めて

ーーいわば病気の経過を、場合によって病状を強めたり弱めたりさえしてある方向に導き、時期が到来すれば、プロ

セス全体を再び健康にすることができるでしょう。

　言うまでもなく、こうして少しばかり特徴をお話しました処置にとって、最大の障壁はまず第一に状況、社会的な

事情です。従って医学とはまったくもって社会的な問題でもあるのです。他面において、最も強力な障壁を築いてい

るのは患者自身であるともいえます。患者は当然のことながら、何はさておき、何かを、彼らが言うように「取り除いて」

ほしいと要求するからです。しかしながら、彼らが持っているものをそんなに直接取り除いてしまうと、すでにそう
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なっているよりももっと病気を悪くしてしまうという事態が容易に起こりうるのです。患者を今の状態よりももっと

悪くしてしまうことも考慮しておかなくてはなりませんが、彼らを再び健康にすることができる状態になるまでは待

たなくてはならないのです。けれども、大多数の皆さんにご同意いただけるでしょうが、その時にはたいてい患者さ

んは逃げ出してしまっているわけです。

　そもそも治療というもの全体に正しい価値を与えようとすれば、医師は後療法をも完全に掌握していなければなら

ないのですが、これこそ、健康な人間及び病気の人間の正しい観察の結果帰着することなのです。こういうことこそ、

まさに公然と目指されねばならないのです。現代のような権威信仰の時代にあっては、このような動きが導入されさ

えすれば、その必要性を指摘することが困難であったりしてはならないはずです。しかしながら、言うまでもなくーー

皆さんの前でこのようなことを申しあげるのをお許しいただきたいのですがーー、病気をほんとうにその支脈の末端

まで追求することを適切であるとみなさず、単に何かを取り除いたことで多かれ少なかれ満足しているのは、いつも

患者や社会状況であるのみならず、医師のかたがたであることもしばしばあるのです。

　とはいえ、このように人間の生体組織のなかでの心臓の位置づけを正しく追求することが、私たちを病気の本質へ

と徐々に導いていくということはご理解いただけると思います。ただ、皆さんに注目していただかねばならないのは、

下部の諸々の組織的活動は単に外的な化学的活動であるものをなるほどある意味で克服してはいるけれども、それと

全く反対の上部の活動にやはり何らかのしかたで類似しているというとき、これら（上下）の間に成立している徹底

的な差異なのです。人間の生体組織におけるこの二元性［Dualismus］に満足に足る定義を与えることは非常に困難

です。私たちの言語は、物質的、器官的なものに対立するものを暗示すための手段をほとんど有していないからです。

けれども、まず次のようなアナロジーによってーーこういう事柄について語るべきことはもっとたくさんあるでしょ

うけれどーー、本来この下部プロセスと上部プロセスの間の二元性がどんなものなのかを明確にするなら、もしかす

ると良くご理解いただけるかもしれませんーーもしかすると皆さんのどなたかの何らかの先入見にぶつかるかもしれ

ませんが、私はあえてそういたします。皆さんが何らかの物質の特性を考えるとき、つまりどういうかたちであれ私

たちの前にある物質が効力を生じる際の特性を考えるとき、まず第一に、消化の際に起こっているように生体組織に

よって克服されて人間の下部の活動に取り入れられるものが考えられます。さて、こう言ってよろしければ、ここで

ホメオパシー（同種療法）（＊２）を行うことができます。その物質の集合性、連関性を止揚することができるのです。

このことは、その物質を何らかのやりかたで希釈するとき、いわゆるホメオパシー的極小量を用いるときに生じます。

よろしいでしょうか、このとき、現代の私たちの自然科学全般においてまともに観察されていないことが明らかにな

るのですが、人々はすべてを抽象的に観察することに慣れっこになってしまっています。ですから、ここにひとつの

光源があるとすると、彼らは、光はあらゆる方面へ広がっていく、と言い、これがあらゆる方面へ広がっていって無

限のかなたで消滅する、と考えるのですーー彼らは太陽についてもそう考えます。けれどもこれは正しくありません。

このような活動はいかなる無限のかなたでも消え去ることはなく、ある範囲の限界まで達するのみで、その後弾力性

をもっているようにはね返ってきます。たとえその性質はしばしば往路の性質とは異なっているにしても、はね返っ

てくるのです（図）。自然のなかにはリズミカルな経過があるのみであって、無限のかなたに通じる経過は存在しな

いのです。リズミカルに再びそれ自身にはね返ってくるもののみが存在しているのです。

　　　　　　　

　これは単に量的な拡散にのみあてはまることではなく、質的な拡散にもあてはまることなのです。皆さんがある物

質を分割し始めるとき、その物質は最初の出発点において特性を持っています。これらの特性は、無限に減っていく

のではなく、ある点にいたると、はね返ってきて、それとは反対の特性になるのです。私たちの生体の上部組織と下

部組織の間の対比もこの内的なリズムに基づいています。私たちの上部組織はホメオパシー的なものです。それはあ
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る意味で通常の消化プロセスの正反対のもので、その反対物、ネガを形成するものです。したがって、ホメオパシー

の薬剤師は希釈 [Verduennung] をおこなうことで、普通は人間の下部の生体組織に関係していてこれと関係のある諸

特性を、今度は人間の上部の組織に関係のある特性へと、実際に導いているのだ、と言うことができるでしょう。こ

れはたいへん興味深い内的な連関です。この連関については明日以降さらにお話していきましょう。

□編註

☆カール・シュミット［Dr.Karl	Schmidt］　「心臓の動悸と脈拍の曲線について」１８９１年１０月２６日グラーツで開催されたシュタイ

アマルク医師協会の月例会における講演。「ウィーン医学週報」１８９２年１５号から１７号に掲載。

□訳註＊１　寄生生物：原文では Die	Parasiten（Der	Parasit：寄生動物、寄生植物の総称）の複数形で、ここでは広い意味での「細菌」

の意味あいも含まれていると思われます。

ちなみに、ローベルト・コッホによる結核菌の発見は１８８２年で、同時に発表された論文により、この菌が結核の第一次的要因になる

という説が認められました。２０世紀になると、ストレプトマイシンの効果が１９４４年に発表され、同時期にパラアミノサリチル酸、

その後イソニアジドの抗結核性も実証されるなど、新薬の発見が相次ぎました。なお、肺結核の死亡率は１７世紀半ばに非常に高くなり、

その後徐々に低下し、再びピークを迎えたのは、１８世紀の終わりから１９世紀前半ということで、この講演の時期（１９２０年）と一

致しています。また、興味深いことに、イギリス、フランス、ドイツなどでは、すでにストレプトマイシンの投与が始まる以前から死亡

率が下がり始めていたそうです。けれども、日本で肺結核による死亡率が激減した１９５０年代は、ちょうどストレプトマイシンと新し

い肺外科の技術が導入された時期と一致するそうです。（訳者）　　　

参考：山崎幹夫　「薬の話」中公新書

□訳註＊２　ホメオパシー［Homoeopathie］　同種（類似）療法。健康体に与えるとその病気に似た症状を起こす物質を、ごく低濃度に

希釈し、それを薬品としてその病気にかかった患者に投与して治療する方法。ハーネマン（第１講　編註＊ 12参照）によって創始された。

アロパシー［Allopathie］（逆症療法）はこれとは逆のやりかた。シュタイナーはホメオパシーとアロパシーについて、さらに第五講、第

十一講で述べています。第十一講の訳註＊２も参照。
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第三講	 １９２０年　３月２３日　　ドルナハ

　私に提出していただいた皆さんのご希望はすべて、この連続講演を進めていくなかで自然に消化していきたいと思

います。もちろんそのためには、重複することもあるでしょうから、少なくともある部分まで、全部の希望が集まっ

ていることが必要です。その際、ここで質問されたり、示唆されたりすることを、ある種の基礎を作りあげる前に語

るか、作りあげたあとに語るかはどうでもよいことではありません。従ってきょうは、皆さんのご希望を見て気づい

たことを考慮に入れながら、できるかぎり、明日以降の講演のための基礎を作りあげる試みをしてみたいと思います。

　もうおわかりのように、私は、最初の考察のために骨ー筋肉組織の形成とその内的効力を起点にしようとしました。

そして、わたしたちは昨日、少なくともとりあえずは、病気のプロセスの具体的な観察と治療の必要性へと押し進み、

ひとつの実例とそれに適した観察を結びつけるために、心臓組織における循環から出発しなければなりませんでした。

　さて、きょうは、治療全般の可能性とその本質についてのより深い人間観察から得られる見解について、原則的な

前置きをさらに二、三述べておきたいと思います。個々のものについては、引き続き考察のなかで立ち入っていくつ

もりですが、まずこの原則的な説明を優先したいと思います。

　そもそも今日の医学研究はどのような性質のものなのか想定すると、少なくとも大筋において見出せることは、治

療は病理学と並んで現れているけれども、両者の間に、明確に見通せる関係は成立していない、ということではない

でしょうか。とりわけ治療においては、今日往々にして、単なる経験的な方法の独壇場となっています。合理的なも

の [etwas	Rationelles]、つまりそれに基づいて実践的なことにおいて実際に原理を打ち立てることのできるような、

そういう合理的なものは、とりわけ治療においてはほとんど見出すことができないのです。周知のとおり、１９世紀

におけるこの医学上の思考方法の欠陥は、医学上のニヒリズム派にさえ通じてしまいました。このニヒリズム派は、

すべて診断に基づき、病気が識別できれば満足し、治療における何らかの理性（ラツィオ）［Ratio］に対しては全般

的にまさしく懐疑的な態度をとったのです。さて、医療制度に対して、いわば純粋に理にかなった要求をするとした

らやはり、そもそも診断と関連したところですでに治療を暗示するものが存在していなければならない、と言わねば

ならないでしょう。治療と病理学の間に単なる外的な関係が保たれているだけではいけないのです。私たちはいわば

病気の本質を、この病気の本質から治療プロセスについての見解を形作ることができるようなしかたで認識すること

ができなければなりません。

　このことは当然のことながら、治療法と治療プロセスは、そもそも自然のプロセス全体のなかにどの程度まで存在

しうるのか、という問いと関連しています。パラケルススの大変興味深い箴言、” 医者は自然を通じて試行していか

ねばならない ”（☆１）は非常にしばしば引用されますが、最近のパラケルスス文献は、まさにこういう箴言からと

りかかるということをじゅうぶん心得ているとは申せません、さもなければ、自然そのものから治療のプロセスをひ

そかに学びとることをどのみちもくろまざるを得ないからです。なるほど、自然が自らそれに対して策を講じるよう

な病気のプロセスがそこにあるときは、そういう試みもされるでしょう。けれどもこれは、すでに損傷があって自然

が自ら自衛策を講じる場合、その治療処置に関して、やはり自然というものを特例として観察することに通じます、

真の自然観察というのはやはり正常なプロセスを観察するものなのにです。すると、次のような疑問が起こってくる

にちがいありません。つまり、治療処置について何らかの見解を得るための手がかりとして、正常なプロセス、いわ

ば正常なプロセスと呼ばれているものを自然のなかに観察する可能性があるのか、という疑問です。ーー皆さんはす

ぐにお気づきでしょうが、このことはいくらか考慮を要する問題と関連しています。病気のプロセスが自然のなかに

正常なありかたで存在しているときには、当然のことながら、自然のなかに正常なしかたで治療プロセスを観察する

ことが可能です。すると、いったい自然そのもののなかに、自然を通じて試行し、自然を通じて癒すことができるよ

うな、病気のプロセスがすでに存在しているのか、という疑問が生じてきます。ーーこの疑問に対してはもちろん、

この連続講演が進むにつれてはじめて完全に答えが与えられるでしょうが、きょうのところはせめて少しだけこの答

えに近づくことを試みてみましょう。けれどもその際即座に言えることは、ここに呈示しましたような道は、今日通

用しているような自然科学に基づいた医学を注がれておおわれてしまっているということです。現在のような前提に

おいては、このような道を歩むことは非常に困難です。と申しますのも、たいへん奇妙なことに、ほかならぬ１９世

紀における唯物論的傾向が、ここで私が骨組織、筋肉組織、心臓組織に続いて付け加えねばならない組織、すなわち

神経組織をそもそもその機能において完全に誤解するという事態を招いてしまったからです。
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　いわば魂的なものをすべて神経組織に負わせ、人間において起こっているあらゆる霊的ー魂的なものを、その際神

経組織のなかに見出され得るはずの平行現象において解明するということが次第に一般的になってきました。ご存知

のように私は、こういった類の自然観察に対して、「魂の謎について」（☆２）という著書のなかで異議を申し立てざ

るを得ませんでした。この本において私がまず第一に示そうと試みたことはーーこの真実を実証するために経験の面

から加えられることは、ほかならぬこの通常の観察法によってこそ数多く得られるのですがーー、神経組織と関係し

ているのは、本来の表象プロセスのみであって、感情のプロセスは、間接的にではなく直接的に、生体組織の律動的

現象に関連しているということです。今日の自然科学者は通常、感情プロセスは律動組織とは直接関係はなく、この

律動プロセスが神経組織に中継されることによってのみ関係している、つまり、感情生活も、神経組織によって営ま

れるのだ、と考えます。さらに私は、意志生活全般もまったく同様に、間接的にではなく直接的に、新陳代謝組織と

関係していることを示そうとしました。つまり意志のプロセスに関しても、神経組織にとっては、この意志プロセ

ス自体を知覚すること以外の何物も残されていないわけです。神経組織を通じて何らかの意志が実行されるのではな

く、意志を通じて私たちのなかで起こっていることが知覚されるのです。私が主張いたしましたことはすべて、生物

学上のそれに応じた事実によって完璧に証明されうることですが、他方、これと反対の、魂生活を神経組織だけに組

み込む見解は、まったく証明することができないのです。いわゆる運動神経なるものを切断し、感覚神経なるものを

切断して、両者をつなぎ合わせることができ、そこからまた均一の神経が生じるという事実がありますが、感覚神経

[sensitive	Nerven] と運動神経 [motorische	Nerven] があるという見解とこの事実が、まったく健全な理性をもってす

ればどうやって関係づけられるべきなのか、ちょっと見ていきたいと思います。感覚神経と運動神経といったものは

実は存在せず、運動神経と呼ばれているものは、私たちの四肢の運動、すなわち、私たちが「意志する」ときに私た

ちの四肢の新陳代謝において起こっていることを知覚する感覚神経にほかならないのです。つまり、運動神経とは実

際のところ、私たち自身の内部においてのみ知覚する感覚神経なのです。それに対して、感覚神経と本来呼ばれてい

るものは、外界を知覚しているのです。

　医学にとって非常に重要な意味を持っているけれども、事実そのものをきちんと見据えることによってはじめて正

当に評価され得るものは、この方向にあるのです。なぜなら、昨日私が結核の例を得るために出発点とした病気の諸

症状に対しても、感覚神経と運動神経の区別で済ませてしまうことは実際困難だからです。従って、賢明な自然観察

者は、どの神経も単に周辺から内部へ、あるいはその逆へと伝わるだけでなく、周辺から中心へ、あるいは中心から

周辺へも伝わるということをすでに受け容れてきたのです。同様に、どの運動神経にも二つの回路があるということ

になります。すなわち、神経組織から、何かを、たとえばヒステリーを説明しようとすると、互いに反対に流れてい

る二つの回路を容認することが必要なのです。つまり、事実に立ち入るやいなや、神経組織についてのそもそもの仮

定に完全に矛盾する、こうした神経の特性を容認することがどうしても必要になるのです。たとえばヒステリーの場

合に起こっていることのように、生体組織のなかで通常神経組織に定められているものについて知るべきであったこ

とが、神経組織についてのこういう（通例の）考えかたを習ったことですべてふさがれてしまったのです。私たちは

昨日、たとえば結核の場合に起こって、神経によって単に知覚されているものを、新陳代謝における出来事によって

特徴づけました。こういうことにこそ留意せねばならなかったのに、そうするかわりに人々は、神経組織の振動可能

性や振動のなかにのみ、ヒステリーを探究し、すべてを神経組織のなかに置き換えてしまったのです。

　こうして、さらにまた別のものももたらされました。とは言え、ヒステリーの遠因のなかにはやはり心魂的な原因

もあることは否定できません。心痛、失望感、実現可能なものも不可能なものも含めて何らかの内的な興奮、これら

がヒステリーの徴候のなかに入り込んでいます。けれども、神経組織以外の生体組織全体をいわば魂生活から切り離

し、神経組織だけをまさに直接魂生活に関係づけたことによって、すべてを神経組織に負わせることを余儀なくされ

ている状況です。これにより生じてきた見解は、第一にもはやわずかなりとも事実には裏付けされず、また第二に、

魂的なものを人間の生体組織にさらに近づける手がかりを何ら与えないような見解です。魂的なものをもっぱら神経

組織にのみ近づけ、人間の生体組織全体に近づけることはしないのです。せいぜい、存在してもいない運動神経とい

うものを考え出して、運動神経の機能からさらに循環その他への影響を期待することによって、全体に近づけようと

するぐらいですが、この循環その他への影響というのもまったく仮説の域を出ないものです。

　私が説明いたしましたことは、暗示と催眠といったようなことが現れてきたときに、きわめて思慮深い人たちを結

局誤謬の道に導くことになってしまったことなのです。その際ーー少し以前のことになりますがーー、ヒステリーの
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ご婦人がたが、きわめて思慮深い医師たちを誤謬に導き、欺く、といったことが体験されました。こういう人たちが

医師の前で披露してみせる、ありとあらゆることに気をとられて、本来生体組織のなかで起こっていることには入っ

ていくことができなかったからです。けれどもこのことに関連してーーこの場合はヒステリーの婦人ではなく、ヒス

テリーの男性なのですがーー、もともとこういう事柄に関しては非常に思慮深いのが常であるシュライヒ（☆３）の

ような医師が、いかなる誤謬に陥ったか、陥らざるを得なかったかををお話しするのも、一興かもしれません。つま

りこの時、医師であるシュライヒのもとに、インクのペンで指を刺してしまった男性がやってきて、明日の夜にはきっ

と死んでしまうだろう、血液が毒されてしまうから、腕を切断してもらわなければならない、と言ったのです。当然

のことながら、外科医であるシュライヒは切断を敢行することはできませんでした。彼にできたのは、この男性を落

ち着かせ、傷口を消毒するなど必要な処置を施すことだけであって、明日の夜には血液が毒されてしまうからなどと

いう申し立てに応じて、この男性の腕を切断することなどむろんできませんでした。するとこの患者は、また別の権

威のところに行きましたが、当然ここでも彼の腕は切断してもらえませんでした。しかしシュライヒは事態にいささ

か不吉なものを感じました。朝になってすぐ問い合わせるとーー、その患者はほんとうにその夜死んでいたのです。

そこでシュライヒは、暗示による死、と診断をくだしました。

　暗示による死、と診断することは、容易に、はなはだ容易に推測できることです。しかしながら、人間の本質への

洞察があれば、このやうなやりかたで暗示による死を考えるということはあり得ません。ここでは、暗示による死が

診断されるやいなや、原因と結果との根本的な混同がされているのです。もちろん血液が毒されているということは

なくーーこれは解剖により確認されましたーー、当の患者は、医師たちには公表されない原因によって死亡したよう

に見えますが、事態を洞察することのできる人にとっては、彼の死はまぎれもなく、生体組織の深部に根ざした原因

によるものなのです。この生体組織の深部に根ざした原因が、その数日前からこの人物をぎごちなく不安定にさせて

いたので、彼はインクのペンで自分の指を突き刺すというような、通常はしないことをしてしまいました。これは彼

がぎごちなくなった結果起こったことなのです。そしてこの人が外的ー物質的な意味でぎごちなくなる一方で、内的

な透視能力はいくらか高められ、病気の影響で、夜になってやってくる自らの死を預言的に見通していたのです。彼

の死は、彼がインクのペンで指を突き刺したこととは全く関係なく、彼が自分のなかに有している死の原因によって

感じたことの原因となったのが、この（予見された）死だったのです。起こったことはすべて、死をもたらした本来

の内的プロセスに、もっぱら外的に関連していることにほかなりません。ですからここで ” 暗示による死 ” が登場し

てくるのは全く問題外です。なぜならこの男性が信じていたことや彼の有していたすべてのものは、死を招いたこと

とは何の関係もなく、もっと深い原因があったからなのです。ともあれ彼は死を予見し、起こったことをすべて、こ

の死の予見に引き込んで解釈したわけです。この例によって同時に、自然における複雑な事象について適切な判断を

得ようとするといかに慎重でなければならないか、おわかりいただけたと思います。その際はきわめて単純なことか

ら出発することはできないのです。

　とはいえ、つぎのような疑問を提出せざるを得ないでしょう。つまり、感覚による知覚 [Sinneswahrnehmung］と

それに類するすべてのものは、人間の生体組織に対して薬剤から発せられているはずの、いわば少々異なった種類の

影響のための手がかりを私たちに与えてくれるのか、という疑問です。

　さて、正常な状態において人間の生体組織に対する三種類の影響がありますね。第一に感覚による知覚を通しての

影響で、これは神経組織のなかでさらに継続されます。第二に、律動組織、すなわち呼吸と循環による影響、第三に

新陳代謝による影響、以上の三つです。これら三つの正常な関係は、何らかの方法で外的自然から取ってこなければ

ならない薬剤と、人間の生体組織の間に私たちが作り上げる異常な関係のなかに、何らかの相似物を有しているはず

です。しかしながら、外界と人間の生体組織との間に起こっていることがもっとも顕著に現れるのは、神経組織への

影響においてなのです。従って私たちは次のように問わなければなりません。人間自身と、人間の外部にある自然で

あるもの、つまり、その経過としてであれ、実質的に薬剤としてであれ、人間の治療のために私たちが利用しようと

する外的自然、この両者の間に、私たちはどうやって合理的な関係を考えることができるのか、と。私たちは、人間と、

私たちがそこから薬剤を取ってくる人間の外部の自然との相互関係がどのようなものであるかについて、ひとつの見

解を獲得せねばなりません。と申しますのも、水治療法を適用するときでさえ、私たちは何か人間の外部にあるもの

を用いているからです。適用されるものはすべて、人間の外部にあるものから人間のプロセスへと適用されているの

であり、私たちは、人間と人間の外部のプロセスとの間の関係がどういうものなのかについて、合理的な見解を手に
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入れなければならないのです。　

　ともかくここで、現在通用している医学という学問の組織的関係に代わって純粋な集合体としてまとまりのある

テーマにたどり着きます。医学生は通常まず準備段階として自然科学の講義を聴きます。それからこれを基礎にして、

一般病理学および個別病理学的なもの、一般治療学的なもの等が構成されるのですが、いざ本来の医学の講義が始ま

ると、この本来の医学講義で語られているプロセス、つまり治療処置というものが、外的自然の経過といかなる関係

にあるのかについては、もはや聞くべきことはあまりないということになります。私が思いますには、今日の医学教

育を受けてきた医師達は、このことを、単に外的知性的に欠陥であると感じるだけでなく、実際に病気のプロセスに

介入すべきときに沸き起こってくる感覚のなかで、ある感情として、何かを用いようとする際にある種の不確実さの

感情として、自らの心のうちに強く刻みつけることでしょう。使用すべき薬剤と、人間のなかで生じている、実際に

存在しているものとの関係が真に認識されることは何といってもまれなのです。ここでは、ことの本性そのものから

医学という学問の改革の必要性を指摘することが重要です。

　さて、きょうはまず、人間の外部の自然におけるある種のプロセスを手がかりに、これらのプロセスが、多くの点

において人間の（内部の）自然のプロセスといかに異なっているかを明確にすることから始めたいと思います。私は

まず、下等な動物や植物において観察できるプロセスから始めて、そこからさらに、人間の外部にあるもの一般つま

り植物界、動物界、とりわけ鉱物界から取り出されるものによって引き起こされるプロセスへの道を見出したいと思

います。けれども私たちが、純粋な鉱物実質のこういう特徴付けに接近することは、ごく基本的な自然科学的表象か

ら出発して、さらに、例えば砒素や鉛といった薬品ではないものを人間の生体組織のなかに取り入れる際に起こるこ

とへと上昇していくときに、はじめて可能になるのです。ここでまず指摘せねばならないことは、人間以外の存在に

おいては、成長における形態変化［Wachstumsmetamorphosen］が、人間の（内部の）自然そのものの場合とはまっ

たく異なっているということです。

　私たちは、人間のなかの本来の成長の原理、生きた成長の原理を何らかの方法で考えないわけにはいかないでしょ

うし、人間以外の存在の成長の原理も考えねばならないでしょう。けれども根本的な意味を持っているのは、そこで

生じてくる差異なのです。例えば何か非常に身近なもの、通称ニセアカシア、ロビニア・プセウドアカシア［Robinia	

pseudakasia］を観察してみてください。このニセアカシアの葉を葉柄のところで切り取ると、興味深いことに、葉

柄が形態変化によっていくらか変形され、さらにこの変形されてこぶ状になった葉柄が、葉の機能を受け継ぐという

ことが起こります。ここでは、私たちがとりあえず仮説的にひとつの力と呼びたい何かが強く働いています。この力

は、植物全体のなかに潜んでいて、私たちがその植物がその正常に形成された器官を特定の機能のために用いるのを

妨げるときに発現してくる力なのです。単純に成長する植物において非常にはっきりと現れているものの名残りと申

しましょうか、そういうものが存在している、ということは、人間の場合も、何らかの理由によって一方の腕あるい

は手を何らかの機能のために用いるのを妨げられた人は、もう一方の腕あるいは手がより力強く形成され、物理的に

も大きくなる、などといった事例によって証明されます。私たちはこういう事柄を互いに結びつけなければなりませ

ん。なぜなら、これが治療法の可能性を認識することに至る道なのですから。

　さて、人間の外部の自然においては事態は非常に広範囲にわたっています。例えば次のようなことが観察できるの

です。山の斜面にある植物が生えていると考えて下さい。こういう植物は、葉を形成させないようなかたちで特定の

葉柄を発達させる、ということが起こるのです。葉が生えてこないのです。これに対して葉柄は湾曲して、支持する

器官になります。葉は萎縮し（図）、葉柄は湾曲して支持器官となり、自らを支えます。これは変形した葉柄を備え、

葉の萎縮した植物なのです。植物というものが、その環境に限定された生存様式に広範囲に適応することができると

いうことは、植物において作用している内的な形成力の存在を示しています。さて、この内部で働いている諸力は、

とりわけ下等生物においてきわめて興味深いかたちで現れてきます。
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　たとえば、原腸胚段階まで進んだ胚を取りあげてみましょう。この原腸胚［Gastrula：原腸胚、嚢胚（卵発生にお

ける胞胚の次の段階）］を切断し、真ん中で切り離すと、切り離されたおのおのの断片は再び丸くなり、それぞれ前腸、

中腸、後腸の三つの部分を形成する能力を自らのうちに養成します。つまり私たちが原腸胚を切断すると、二つの断

片はそれぞれ、切断されていない全体がしたであろうことと同じことをするのがわかります。ご存知のように、この

試みは、下等動物、ミミズにまで広げることができます。何らかの下等動物の一部を切り取ると、その部分は新たに

補充されます。自らの内的な形成力から、切り取られたものと同じものが元通り得られるのです。こういう形成力は、

事実に即して指摘されねばなりません。何らかの生命力を想定することで仮説的に指摘するのではなく、事実に即し

てこういう形成力が指摘されねばならないのです。なぜならば、そのとき実際起こっていることをより正確に見て本

当に追求するならば、次のようなことがわかるからです。たとえば、非常に初期の段階のカエルの生体組織のどこか

を切り取ると、切り取られた組織、別の組織が新たに生じてきます。いくらか唯物論的な考えかたをする人は、次の

ように言うでしょう。傷口のところに弾力 [Spannkraefte] というものがあるではないか、この傷口の弾力によって、

ここに新たに成長してくるものが生えてくるのだ、と。けれどもそういうことはあり得ないのです。なぜなら、もし

私がある組織をここで切断して（図）この傷口のところに、ここにある弾力によって新しいものが生じてくるとする

なら、ここに生じてくるのは、このすぐ近くの部分、すなわち完全な組織のなかで直接隣り合っている部分であるは

ずだからです。けれども実際にはそういうことはなく、カエルの幼生の一部を切り取ると、末端器官、つまり尾や頭

部でも、他の動物の場合は触覚糸といったものでも実際に出現してきます。つまりそこに接しているものではなく、

その組織にとってとりもなおさず必要なものがそこから生じてくるのです。ですから、ここに直接内在している弾力

によって、自らを形成するものがここに生じてくるということは不可能なのです。この再生に際しては、弾力ではなく、

生体組織全体がなんらかの方法で参加していると考える必要があります。

　このように、下等生物において起こっていることを実際に追求していくことができます。私は、今日まで文献に記

載されたあらゆる経験までこのことを拡張していくときこれをどのように追求していくか、という道を皆さんに提示

したわけですが、この道を通ってしかこういう事柄についての見解には辿り着けないのだということを、いたるとこ

ろでご確認いただけると思います。皆さんは、人間の場合だったらこういうことはあり得ないのだ、という以外の思

いはほとんど抱かれないのではないでしょうか。ーー実際、指や腕が切断されてもそれを補充できるとしたら、とて

もすばらしいでしょう。でもそれは不可能なのです。そこでこういう問いが生じます。この、かつての成長形成力で

あり、ここに非常に顕著に現れている力、こういう力は、いったい人間の生体組織においてはどうなっているのか。

この力は人間においては失われてしまったのか、そもそも人間にはまったく存在していないのか、という問いです。

　事実に即して自然を観察することを心得ているひとは、人間における精神的なものと物質的なものとの関連につい

ての自然に即した見解に至ることができるためには、そもそもこの道を通って行くしかないということを知っていま

す。つまり、私たちがここで造形的な、と申しますか、そういうものとして始めて出会う力、ここで実質から直接形

態を創り出す力、こういう力は、人間の場合には諸器官からすっかり取り出され、人間の魂的ー霊的なもののなかに

のみ存在しているのです。つまり、魂的ー霊的なもののなかにあるわけです。この力が諸器官から取り出され、それ

がもう諸器官の形成力ではないことによって、人間はこの力を特別なかたちで所有しています。人間はそれを、自ら

の霊的ー魂的機能のなかに有しているのです。私が考えたり、感じたりするとき、私は、下等動物や植物界において

造形的に働いている諸力と同じ力によって考えたり、感じたりしているのです。私が、物質素材から引き出した力を
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使って思考し、感じ、意志することを行わないとしたら、私は考えることなどできないでしょう。従って下等生物を

眺めると、私はこう言わざるを得ません。この下等生物の内部にひそんでいるもの、造形的な力であるもの、これと

同じものを私も自らのうちに有している。けれども私は、これを私の器官から取り出し、自分自身のために所有して

いる、そして、外部の下等生物の世界では造形的に働いているこの同じ力を用いて、私は思考し、感じ、意志してい

るのだ、と。

　今日の心理学を構成しているような単なる言葉によってではなく、自らの心理学的組成における実質によって心理

学者になろうとする人は、そもそも思考、感情、意志のプロセスを次のように追求しなくてはならないでしょう。つ

まり、下方では造形的な形態化のなかに現れている出来事を、ここではまさに霊的ー魂的にのみ経過しているものと

して、思考、感情、意志のプロセスのなかに明確に示していかなければばならないのです。もはや生体組織において

はできないことを、私たちがいかに内部の魂的なプロセスにおいてはやってのけているか、ちょっと考えてみてくだ

さい。私たちは、忘れてしまった一連の思考を他のものから補完できます。このときの私たちのやり方は、先ほど私が、

（下等生物の再生について）直接隣り合ったものではなく、そこからずっと離れたものが現れる、と説明したことと

よく似ているではありませんか。

　私たちが内的ー魂的に体験しているものと、外的世界において形成する自然の諸力、形成する自然の原理であるも

のとの間には、完全な平行現象が成立しています。そこには完全な平行現象が成立しているのです。この平行現象に

注意を払わねばなりません。そして、人間にとって根本的に外界における形成原理としてあるものは、人間が魂的ー

霊的生活として自身の生体組織から取り出したものであり、その結果それは自身の生体組織においてはもはや物質素

材、実質の基礎とはなっていない、ということを示さなければなりません。とは言っても、私たちはそれを生体組織

のすべての部分から同じ度合いで取り出したというわけではなく、その取り出しかたはそれぞれ異なっています。た

だ今展開してまいりましたような予備知識をいわば身に備えている場合にのみ、人間の生体組織に、それにふさわし

い方法で近づくことができるのです。と申しますのも、私たちの神経系を構成しているすべてのものを観察してごら

んになれば、次のような特徴に気づかれるでしょう。つまり、通常神経細胞あるいは神経組織（Nervengewebe) など

と呼ばれるものはまさに本来的な形成物であり、比較的初期の発達段階にとどまっていて、それほど進化した細胞形

成物ではない、ということです。従って、こうしたいわゆる神経細胞は、初期の原始的な細胞形成の特徴を示してい

ることを期待せざるを得ない、と言わねばならないでしょう。けれども別の関連においてはまったくそうではありま

せん。なぜなら、神経細胞はたとえば増殖力を持たないからです。神経細胞は、血液細胞と同じく、形成されると分

割不可能で、増殖できないのです。つまり、人間以外のものの細胞に与えられた能力が、比較的初期の段階に神経細

胞から奪われているのです。この能力は取り去られているわけです。神経細胞は初期の進化段階にとどまり、いわば

この進化段階で麻痺させられています。この神経細胞のなかで麻痺させられたものが、魂的ー霊的なものとして、自

らを分離するのです。その結果私たちは実際に、自らの魂的ー霊的なプロセスによって、かつて器官的実質のなかで

自らを形成していたものに立ち返るのですが、これに到達するのは、私たちが比較的初期の段階で殺した、少なくと

も麻痺させた神経実質を自らのうちに有していることによってのみ可能なのです。

　このようにして神経実質の本質に近づくことができます。さらに、この神経細胞が、一面ではかなり原始的な形成

に似ているように見え、さらにそれが発達した段階においてさえ原始的な形成に似ているように見えるのにもかかわ

らず、それが通常人間において最高のものとされる精神活動に奉仕する、という特性を備えているのはなぜか、とい

うことがわかってきます。

　私が思いますにーーこれはちょっとした挿話で、考察の本筋ではないのですがーー、人間の頭部を表面的に観察す

るだけで、つまり人間は頭部のなかにさまざまな神経細胞を有していて、この細胞が固い装甲で覆われているわけで

すが、このことは、高度に進化した動物よりもむしろ下等な動物を思い起こさせます。私たちの頭部そのものが言う

なれば有史以前の動物を想起させるのです。こういう動物をちょっと変形させただけのように思われます。私たちが

下等動物について語るとき、通常私たちはこう言います、下等動物は外骨格を有し、高等動物と人間は内骨格を有す

る、と。けれども、私たちの最も高度に発達している頭部、この頭部だけは外骨格を有しているのです。このことは、

少なくともさきほど述べましたことの一種のライトモチーフとなりうると思います。

　さて、ちょっと考えてみてください、このように私たちの生体組織から奪われてしまったものを、私たちが病気と

称する何かあるものを通じてーーこのことはさらに詳しくお話するでしょうーー生体組織に補給するよう働きかける
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なら、つまり私たちが、この形成力、人間の外部の自然のなかには存在しているけれども、それを霊的ー魂的なもの

のために使うので私たちの生体組織からは奪われてしまっているこの形成力を、植物などのものを使うことによって

薬として再び生体組織に補給するなら、私たちは生体組織と、この生体組織に欠けているものとを結びつけるわけで

す。私たちは、私たちが人間になることによって生体組織から取り去られたものを、生体組織に付与することによって、

生体組織の助けにするのです。

　さしあたりここで、私たちが治療プロセスと呼びうるものの姿がほのかに見えてくることがおわかりになると思い

ます。つまり、治療プロセスとは、私たち人間が通常の状態では有していない外部の自然の諸力を、助けとして利用

することであり、私たちは何かを通常の状態よりも自身の内部で強めるためにそれを用いるのです。ここで、ちょっ

と具体的にお話しするために、とは言ってもただ例としてあげるだけですが、私たちの何らかの器官、例えば肺かな

にかを取りあげてみましょう。こういう器官の場合も、私たちは霊的ー魂的なもののために形成原理をこの器官から

取り除いた、ということが判明するでしょう。私たちが今度は植物界において、私たちが肺から取り除いたこの諸力

にたどり着き、肺組織に何らかの障害がある人間にこの諸力を付与すると、この人の肺の働きに助けをもたらすこと

ができます。そうすると、つぎのような問いが生じてくるでしょう。人間の諸器官の基礎を成しているけれども、霊

的ー魂的活動のために取り除かれてしまった諸力、人間の外部の自然においてこういう諸力に類似しているのはどの

ような力なのか、という問いです。皆さんはここで、単なる試行錯誤的な治療から、治療における一種の理性（ラツィ

オ［Ratio］）に至る道を見出すでしょう。

　しかしながらここには、神経組織つまり人間内部に関して人々が陥っている誤謬とならんで、人間の外部の自然に

関わるいささかならぬ誤謬が存在しているのです。きょうはこれを暗示するだけにとどめ、後日さらに詳しくご説明

しようと思います。唯物論的な時代において、人々は次第次第に、いわゆる最も単純なものから最も複雑なものへと、

外的な存在の一種の進化論を考えるようになりました。人々はまず最初に下等生物に観察範囲を広げた後で、最も複

雑な生物まで形態の変化を研究し、さらに生物でないもの、例えば鉱物界にも注目しました。人々は鉱物界に注目して、

鉱物界は植物界よりどう見ても単純である、と言ったのです。このことは結局、鉱物界からの生命の発生とか、単な

る無機的な集合体から有機的な集合体へと物質が集合するためにかつて存在した条件といったことについての、あら

ゆる奇妙な問題を生み出すことになりました。いわゆる「自然発生」［Generatio	aequivoca］（＊１）は多くの議論を

呼んだものです。

　けれども偏見なしに観察すれば、このような見解はまったく正しくないことが明らかになります。そして次のよう

に言わなければならないでしょう。そもそも何らかの方法で、植物から動物を経て人間に至るひとつの進化が考えら

れるのとまったく同様に、今度は生物から生命が取り去られることによって、生物すなわち植物から鉱物に至るひと

つの進化も考えられるのだ、と。ーー先に申しましたように、きょうはこのことを暗示するだけにしておきます。後

日の考察でもっと明らかになってくるでしょうーー。進化というものを、鉱物から始まって植物的なものを経て、さ

らに動物的なものを通って人間に至る、というふうに考えるのではなく、出発点を中間に取って、植物的なものから

始まって動物的なものを経て人間に至るひとつの進化を考え、今度は逆に鉱物的なものへと下っていくもうひとつ別

の進化を考えると、つまり出発点を鉱物に置かず、自然の真ん中に置いてみると、一方は上昇する進化を通じて、も

う一方は下降する進化を通じて現れてきます。このことから次のようなことが洞察できるようになります。つまり、

植物から鉱物へ、とりわけ私たちがこれから見ていくように、きわめて意味深い鉱物すなわち金属へと下降していく

ことによって、この下降する進化においては、その鏡像である上昇する進化に対してまったく特別の関係にある諸力

が現れうる、ということです。

　要するに、鉱物においてはどのような特別の力が存在しているのかという問いが私たちの魂の前に提示されるので

す。私たちがこの特別な力を研究できるのは、下等生物において研究してきた形成力を鉱物においても研究するとき

のみです。鉱物の場合、この力は結晶化のなかに現れてくるのが見られます。この結晶化が私たちに非常に明確に示

しているものというのは、私たちが下降する進化を観察するときに現れてきて、上昇する進化を観察するときに形成

力に現れてくるものと関係はしているけれども同じではないものなのです。したがって、鉱物のなかに力としてある

ものを生体組織に供給すると、新たな問いが生じます。私たちはよく似た問いに次のように答えることができました。

　つまり、私たちが霊的ー魂的なものによって私たちの生体組織から取り去った形成する諸力を、植物界、動物界か

ら取り出して人間の生体組織に供給すると、生体組織を助けることができる、と。けれども今度は、下降する進化す



28

なわち鉱物界のなかに存在する別の種類の力を人間の生体組織に供給すると、どんなことが起こるのでしょうか。きょ

うはこの問いを出しておいて、考察を進めつつ詳細にお答えしていこうと思います。

　しかしそれでもやはり、きょう考察の頂点で出された問い、つまり私たちは自分で自然から治療プロセスをひそか

に学びとることができるのか、という問いに正しい意味で何かを役立たせる、というところまでまだ到達していない

のです。こういう問いにおいて常に重要なのは、正しい洞察力をもってーー私たちはこういう事柄に関して少なくと

も概略的にはこのような洞察力が得られるよう試みてきたわけですがーー自然に近づくことです。そうしてはじめて

ある出来事の本質が顕現するのです。これが重要なのです。

　さて、よろしいでしょうか、人間の生体組織には二つのプロセスが存在していてーー

これは動物にも存在しているのですが、さしあたっては重要ではありませんーー、私たちが今までに得た理念を備え

て観察すると、これはある意味で対立するプロセスとして現れてきます。この両者は完全に対立しているわけではな

いのですがーーこの説明を誤解なさらぬよう注意してくださいと強調しておきたいと思いますーー、かなりな程度ま

で対極的なプロセスです。このプロセスとは、人間の生体組織に現れてきている、血液形成と乳汁形成のプロセスです。

血液形成と乳汁形成、この両者はすでに外面的な点で本質的に異なっています。血液形成は、いわば人間の生体組織

の隠された面へと強力に引き戻されています。乳汁形成は、最後にはむしろ表面の方へと向かう傾向を有するもので

す。けれども私たちが人間そのものを観察すると、血液形成と乳汁形成との間の本質的な差異というのはやはり、血

液形成は、形成力を自らつくり出す能力を自身のなかに非常に多く有しているという点です。血液は実際、俗っぽい

言い方をさせていただくなら、人間の生体組織の予算全体のなかで形成力を繰り込まねばならない部分なのです。つ

まり血液は、下等生物において認められる形成力をある意味でまだ有しています、この形成力を自らの内部に有して

いるのです。ところで近代科学が血液を観察するなら、ここで非常に重要なものに依拠することができるかもしれな

いのですが、結局真に合理的な意味において今日までそれはなされておりません。近代科学は、血液の主要成分は赤

血球であり、赤血球は増殖能力を持たない、つまり増殖力が無いという特性を持つ、ということを拠り所とすること

ができるでしょう。増殖力が無いという点は神経細胞と共通しています。けれどもこういう共通の特性を強調する際

に重要なことは、共通である理由が、両者とも同じなのかどうか、ということです。理由は同じではありません。な

ぜなら、神経細胞から取り去ったほどには、私たちは血液から形成能力を取り去ってはいないからです。

実際表象生活の基礎を成す神経実質は、かなりな程度内的な形成能力を欠いています。人間の場合、生後しばらくの

間は、神経実質はまだはるかに外的な印象に依存しつつ、それを模して形成されているのです。つまりここでは内的

な形成能力は、外的な影響にもっぱら適応する能力に対して後退しているわけです。血液の場合は事情は異なってい

ます。血液は内的な形成能力を高度に保存しています。この内的な形成能力は、生活上の事実からおわかりのように、

ある意味では乳汁にも存在しています。なぜなら、乳汁に形成能力がなかったら、健康に良い食品として母乳を乳児

に与えることなどできないでしょうから。乳児は母乳を必要としています。乳汁のなかには血液と似た形成能力があ

ります。ですから、形成能力という点においては、血液と乳汁のあいだにはある種の類似があるのです。

　けれども少なからぬ違いもあります。乳汁は形成能力を有しています。けれども、血液がその存続のために最高に

必要としているものを、乳汁は持っておらず、少なくとも少量、ほんのわずかしか持っておりません。それは鉄です。

鉄は基本的に人間の生体組織内で唯一の金属であり、人間、つまり人間の生体組織との結びつきにおいて、自ら整然

とした結晶化能力を示しています。従って乳汁がほかの金属を微量に有しているとしても、いずれにせよ、血液は自

らの存続のためにまぎれもない金属である鉄を必要としている、という点に違いがあるのです。乳汁も形成能力は有

しているのですが、鉄を必要としていません。ここで、なぜ血液は鉄を必要とするのか、という問いが生じます。

　これは結局医学という学問全体の根本問題なのです。血液はとりわけ鉄を必要とします。私がきょう触れた事実の

ための判断材料はもうここにあるでしょう。私がまず確認しておきたいのは、血液は人間の生体組織において、それ

自身の本性によりもっぱら病んでいて、鉄によって絶えず癒されなければならない実質である、ということです。乳

汁の場合にはこれは当てはまりません。乳汁が血液と同じ意味で病んでいるとしたら、それは人間自身のための、現

在そうであるような類の形成手段、人間に外から与えられた形成手段であることは不可能だからです。

　血液を観察すると、人間において人間の構成のゆえに、その組織構造のゆえに、常にいくらか病んでいるものが観

察されます。血液はもっぱらそれ自身の本性により病んでいて、鉄の付与によって絶えず治療され続けなければなら

ないのです。すなわち、私たちは、血液のなかで起こっているプロセスにおいて、私たちの内部に絶え間ない治療プ
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ロセスを有しているわけです。医師が自然を通じて試行しようとするなら、自然のなかのすでに異常なプロセスを何

よりもまず観察せねばならないというのではなく、正常なプロセスを観察せねばなりません。血液プロセスは確かに

正常なプロセスではありますが、同時に、自然自体が絶えず治療し続けねばならないプロセス、自然が、付与された

金属つまり鉄によって絶えず治療し続けねばならないようなプロセスなのです。そういうわけで、血液において起こっ

ていることを図で示そうとすると、次のように言わなければなりません。血液が鉄なしで自身の構造によってのみ有

しているものは、下に向かう曲線ないし直線で、これはとどのつまりは血液の完全な分解に至るでしょう（図、赤い線）。

一方、血液中で鉄が働きかけているものは、常に上に向かい、絶えず癒しています（黄色の線）。

　実際のところ私たちがここで有しているのは、正常なプロセスであって同時に、私たちがそもそも治療プロセスに

ついて考えようとすれば、それを模して形成されねばならないようなプロセスなのです。ここで私たちは真に自然を

通じて試行していくことができるのです。自然が、人間の外部にある金属の力を人間に付与することで、いかにプロ

セスを完了しているか、私たちはここで理解できるからです。そして同時に、あくまで生体組織のなかにとどまろう

とするものすなわち血液が癒されねばならず、生体組織から外へと向かうものすなわち乳汁が癒される必要がないこ

と、乳汁は、形成力を有しているとき、形成力をほかの生体組織へと健全に導くことができることも理解できます。

これは一種の両極性です。一種の、であって、血液と乳汁との完全な両極性とは申しませんが、この両極性に目を向

けなければなりません。このことを手がかりに、非常に多くのことが研究できるからです。これを明日さらに継続し

ていきましょう。

　以上のことをすべて前もってお話しせねばならなかったのは、質問を見て、返答のための概念、基礎があれば、まっ

たく違ったやりかたで質問に答えられることがわかったからです。

□編註

☆１　パラケルスス「オープス　パラミールム」参照。

☆２　「魂の謎」（１９１７）GA21

☆３　カール・ルートヴィヒ・シュライヒ　Carl	Ludwig	Schleich　１８５９ー１９２２　局所麻酔の考案者。「思考の切替装置について」

（エッセイ、ベルリン、１９１６）２６０頁以下。その他の著作：「魂について」（エッセイ、１９１０）；

「意識と不死」（講演、１９２０）；「幸福な過去」（回想録、１９２１）

□訳註

＊１Generatio	aequivoca：もとのラテン語の意味は「多義的な生殖、発生」で、一般には、神の創造行為によらない地球上の生命の発生

に関する仮説。

　

　

　

黄色

赤
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第四講	 １９２０年　３月２４日　　ドルナハ

　昨日の午後の議論はなるほど極めて興味深いものではありましたが、私が今しがた目にいたしました質問との関連

で、既にもう行ったことではありますが、やはりもう一度、次のようなことを強調しておく必要があります。すなわ

ち、個々の治療薬と個々の症状との関連を見出すために十分な方法は、ここでの考察のなかで前もってある種の基礎

的問題を処理してしまってからでないと得られないだろうということです。これらの基礎的問題によってようやく私

たちは、人間と人間の外部のもの、この人間の外部にあるものから薬が取り出されるのですが、この人間と人間外の

ものとの関連についての認識の有効範囲を推し量ることができるようになるのです。とりわけ、個々の治療薬と個々

の器官との関係について語ることは、これらの基礎的問題を処理することなしには不可能でなのです。その理由は明

白で、この薬と器官との関係というのは全く単純なものではなく、いささか複雑なものであって、私たちがきょう、

あるいはもしかすると一部は明日にも処理していくべき基礎的問題を処理してからでないと、この本来の意味を推し

量ることはできないからです。それに続いて、この治療薬とりわけ治療処置と、個々の器官疾病との具体的な関係を

実際に議論する可能性がでてくるでしょう。けれども、きょうさっそく前置きとして申し上げておきたい今一つのこ

とも、とりあえずは皆さんに取り入れていただきたいのです。そのことからある種の光が当てられることもあるでしょ

うから。と申しますのは、こういう事柄は当然のことながら最初はショックを与えるものですので、これらはいささ

かショッキングな事柄なのだ、ということを先に強調しておかなければなりません。昨日の午後ここで検討されたこ

ととの関連で申し上げたいのは、皆さんが物事の別の側面に留意してくださるようお願いしたい、ということです。

　昨日ここでまったく特定の治療について非常に啓発される事例が数多く紹介されたことは、私たちにとってきわめ

て満足のいくことでした。さて、私はこういう治療をおそらくどんどん稀少なものにしていくごく単純な手段を皆さ

んに示すことができます。けれども私は皆さんがこの手段を用いないようにするためにこそーーこれを用いることは

当然考えられることですーーこの手段をご紹介したいのです。この手段については、むろん人智学的な素養のある方々

のもとでしかお話しすることはできません。この手段というのは、皆さんがリッターの治療法（☆１）を普遍的なも

のにしようとあらゆる策を講じる、という点にあると言えるでしょう。皆さんは治療の成功に関しては、自分は個人

的としてひとりの医師である、ということを尊重するわけにはいきません。なるほど、個人としては次のようなこと

を意識しておられる方もいらっしゃるかもしれません。つまり、自分はひとりの医師として、大きな医師集団という

ものに対して戦わなければならない、けれどもリッターの治療法を大学の要件にしたとたんにそれに染まってしまう

だろう、もはや反対の立場には立たず、非常に多くのーーすべての、とは決して申しませんーー病気が癒されるので、

自分の治療の成果は著しく減少するという経験をするだろう、このように意識しておられる方ももしかするといらっ

しゃるかもしれません。現実の生活においてはこういうおかしなことがあるのです。つまり、ものごとは普通考えら

れているのとは異なっていることが多いのです。医師個人としてはひとりひとりの人間を治療することが最大の関心

事であるのは当然のことですが、現代の唯物論的な医学は、それどころか、ひとりひとりの人間を治療することに単

に挑みかかるしかない、ということの一種の法的根拠と申しますか、そういうものをこの方法で探し求めてきたわけ

です。

　実際、この法的根拠は、そもそも病気などというものは存在しない、存在しているのは病人だけだ、と言われてい

るところにあるのです。当然のことながら、人間が病気に関しても、今日外面的に見えているとおり切り離されてい

るのだとしたら、このような根拠も真の根拠となるでしょう。しかし実際に起こっていることは、人間はこのような

ことが大きな意味を持つほどには実際に切り離されてはおらず、ちょうど昨日 E. 博士が言及されたように、ある種の

病気のスパンは、かなり広範囲にわたっており、皆さんがある人を治したとしても、別の場合にはまた別の人たちに

病気を押しつけたこともあるかも知れない、といったことは決して確定できないのです。個々の病例をプロセス全体

のなかに置いてみないと、こういう事柄は個別的にははなはだ驚愕させられるものです。けれども、人類の治癒とい

うことを全体として見ようとする人は、やはり別の角度からも語らなくてはならないのです。

　このことから、一面的に単に臨床的な方向付けをするだけではなく、完全に病理学をもとにして治療というものを

引き出してくることがぜひとも必要となってくるのです。私たちがここで試みようとしていることはまさしく、通常

は単なる経験的ー統計的な思考であるものに一種の理性 [Ratio] をもたらすことなのです。

　さてきょうは誰もがよく知っている事実から始めようと思います。この事実は自然科学的、医学的思考との関連で
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はまったく正当に評価されておりませんが、人間の人間外部の自然に対する関係を判断するための基礎を提供してく

れるものなのです。これは、三つの部分から成る存在としての人間、すなわち、神経ー感覚存在としての、循環存在、

つまり律動的存在としての、そして新陳代謝存在としての人間は、新陳代謝存在であることによって、外部の自然、

植物界において起こっていることに対する陰画（ネガ）として関係づけられている、という事実です。次のような事

実を魂の前に描き出していただきたいのです。つまり外部の自然において、さしあたりこの自然のうちの植物界だけ

を観察すると、植物相においては、いわば炭素を集積し、この炭素を全植物相の基盤とする傾向が認められます。私

たちは植物に囲まれていることによって、炭素の集積に基づいた本質を持つ有機体、形成物に囲まれているわけです。

忘れないでいただきたいのは、この形成の基礎を成しているものは人間の生体組織にも現れているのですが、人間の

生体組織はその本質において、形成の過程でいわば発生期状態 [Status	nascendi] が進行していくうちに、この形成を

止揚し、破壊して、代わりにその反対の形成を取り入れねばならないということです。このプロセスの端緒は、私た

ちの内部の、私が先日来下部の人間と呼んできたもののなかに見出されます。私たちは炭素を沈殿させて、いわば私

たち自身の力から植物化のプロセスを始め、その後私たちの上部の組織に誘導されて、この植物化に抵抗しなければ

なりません。私たちは炭素に酸素を対抗させることで炭素を止揚し、炭素を炭酸に加工し、それによって私たちのな

かに植物化に対抗するプロセスを形成していかなければならないのです。

　いたるところでこの外的な自然とは反対のプロセスに注意していただきたいのです。と申しますのも、このことに

注意していただければ、皆さんは真実の人間をますます根本的に理解されるようになるからです。人間の重さを計っ

てもーー物理学的な研究方法にのっとった他の研究に対しては象徴的にこういう言いかたができますーー、人間その

ものを理解することはできないのですが、次のようなことを考慮すれば、人間のメカニズムについてすぐさま何らか

のことは理解できるのです。つまり、脳の重量は良く知られているように平均千三百グラムあるけれども、この重量

で頭蓋の下半分の面が圧迫されることはない、なぜなら脳の自前の重量で圧迫されたなら、繊細な血管が拡がってい

る部分はすべて押しつぶされてしまうから、といったことです。脳が自らの土台を圧迫している重さはせいぜい二十

グラムです。これは、脳が脳水のなかに浮かんでいるという事実のために、良く知られたアルキメデスの水圧の原理

に従って浮力を得ており、その結果脳の重量の大部分は作用せず、浮力によって止揚されているからです。ここにお

いて重さが克服され、私たちが自らの生体組織の重量のなかではなく、（重量の）破棄のなかに、物理的な重量とは

反対の力のなかに生きているということは、人間のその他のプロセスの場合も同様なのです。実際のところ私たちは

自然現象 [Physis] が私たちとともに作り出すものではなく、自然現象から止揚されたもののなかで生きているのです。

さらに私たちは実際のところ、外的自然のなかにも存在していて、植物界においてその最終部分を体験するプロセス

として知覚されるようなプロセスのなかで生きているのでもなく、私たちは植物化を止揚することによって生きてい

るのです。このことは、私たちが病気にかかっている人間の生体組織と植物薬との間に橋を架けようとすれば、当然

本質的に問題となってくることです。

　さて、こういうことは、いわばちょっとした短編小説風に叙述できるかもしれません。世界のすばらしい植物相

[Flora] として私たちを取り囲んでいるものすべてに眼差しを向けると、私たちは当然のことながら歓びを、とても大

きな歓びを感じると言えるのではないでしょうか。けれども、羊を解剖して、その解剖の直後に別の植物相 [Flora]

を目にするときはそうではありません。この（羊の体内の）別の植物相は、その発生原因という点でも、外部の植物

相の発生原因と決定的に類似しているのですが、羊を死後に解剖して、この羊の内部のまったき腐敗臭がこちらに漂っ

てくるのを感じるとき、この腸内の植物相、すなわち腸菌群落 [Darmflora] に対して私たちは歓びを感じるどころで

はありません。けれども、このことにこそ特に注目する必要があるのです。なぜならば、人間の外部の自然において

は植物相を軌道にのせる原因であっても、それは人間においては克服されねばならず、腸内の腸菌群落が発生させら

れてはならないことは明白だからです。ここにはきわめて広範な研究領域が拡がっており、比較的お若い、勉学中の

医学生の皆さんにお勧めしたいのですが、学位請求論文のためにこの領域から多くを役立てられるとよいのではない

かと思います。とりわけさまざまな動物の形態、哺乳動物を経て人間にいたる形態における、腸形成の比較研究とい

う領域からは得るところが多いと思います。この領域においては、きわめて重要なことがまだ数多く研究されないま

まなので、非常に実り豊かな分野が成立するでしょう。とりわけ、羊を解剖すると、その腸菌群落のためにひどい腐

敗臭が発散されるのに、鳥類の場合は腐肉を食する鳥の場合でも腐敗臭はなく、解剖しても比較的心地よいとさえ言

える匂いを発するのはなぜなのか、一度その隠れた事情を探究してみていただきたいのです。
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　こういう事柄においては、まだ非常に多くのことが今日まで十分学問的に研究されておりません。この領域におけ

る腸の形態の研究についてはなおさらです。ちょっと考えてみて下さい。鳥類全体が、哺乳類との、そして人類との

本質的な差異を示しているのです。鳥類の場合、ーー例えばパリの医師メチュニコフ（☆２）のような唯物論的な医

師たちは、まさにこういう事柄について最大の思い違いをしてきたわけですがーー膀胱と大腸は、きわめて未発達な

のです。鳥類が走禽類となるところでようやく、大腸の形態、および膀胱の形態におけるある種の膨隆[Ausbuchtungen]

が見出されます。こうして私たちに重要な事実が示されるのです。つまり、鳥においては、排泄物を蓄積したり、一

定期間生体組織内にとどめたりしてからその排泄物を随意に排出するなどということはなく、摂取と排泄との間に持

続的な平衡状態が成立しているということです。

　腸内、そして人間の生体組織全般に現れてくる植物相、さらには私たちがこれから見ていくように動物相のなかに、

病気であることの原因のようなものを見るとしたら、それは表面的な見方でしょう。実際これはもう恐るべきことな

のですが、今日病理学の文献を調べてみると各章ごとに新たに、この病気にはこの菌が、あの病気にはあの菌が発見

された云々にぶつかるのです。これらはすべて、人間の生体組織の腸内植物学、腸内動物学にとっては非常に興味深

い事実なのですが、病気にとっては、せいぜいひとつの指標という以上の意味を持ってはおりません。つまり何らか

の病気の型が根底にあると、人間の生体組織においては、何らかの興味深い微小な動物あるいは微小な植物の形状が

この基盤のうえに発達する機会が提供されるけれども、そうでない場合はそれ以上のことは何もないと言える限りに

おいての、指標にすぎないのです。この微小な動物相および植物相の発達が実際の病気に関与している程度は非常に

低く、せいぜい間接的に関わっているだけです。と申しますのも、おわかりでしょうか、この今日の医学の内部で展

開されている論理は、きわめて奇妙なものだからです。考えてもみて下さい、皆さんが、良く飼育されて見事な雌牛

がたくさんいる土地を発見するとします。皆さんはそのとき、これらの雌牛がどうにかして飛び込んできたから、こ

の土地が雌牛に感染されたから、私がここに見ているものはすべて見ての通りなのだ、などとおっしゃるでしょうか。

たぶんそのようなことはほとんどお考えにならないでしょう。そうではなくて、この土地に勤勉な人たちがいるのは

なぜか、何らかの動物の飼育に適した土壌がそこにあるのはなぜかを探究せざるをえないでしょう。要するに、皆さ

んはおそらく、良く飼育された雌牛がそこにいるということの原因となりうるすべてのことを、思考の拠り所とされ

ることでしょう。けれども、ここで起こっていることは、この土地が、良く飼育された雌牛がやってくることによっ

て感染されたからそうなったのだ、と言おうなどとはまさかお考えにならないでしょう。しかし、今日の医学が微生

物その他に関して展開している論理はそうではないのです。この興味深い生きものが実在しているということから見

て取れるのは、そこに肥沃な土壌がある、という以上のことではなく、この土壌の観察こそ当然留意されてしかるべ

きものなのです。ただ、たとえば、この地方には良く飼育された雌牛がいる、これを何頭か譲ってやろう、そうした

らもっと勤勉になろうと奮起するひともいるだろうと言うとき、間接的にあれこれのことが起こる可能性はあります。

これはむろん付随して起こりうることです。準備の行き届いた土壌が菌によって刺激され、土壌自体も何らかの病気

のプロセスに陥ってしまうということは当然起こりうるのです。けれども実際のところ、この菌という生物の観察は、

本来の病気というものの観察とはほとんど関係がないのです。健全な論理の養成ということに留意されているならば、

このように他ならぬ公認された科学から発して健全な思考の荒廃を招くようなことはそもそも起こり得ないはずなの

ですが。

　考慮すべきことは、先日来その特徴をお話ししてきました人間における上部と下部のある種の関係が誘因となって、

上部と下部との正しい相互関係が成立しない可能性もある、ということです。その結果、上部の人間の反作用が少な

すぎることにより、植物化していく傾向を阻止されるべき植物プロセスと申しますか、そういう植物化プロセスを阻

止することのできない力が、下部の人間において活性化する可能性があるのです。そうすると腸菌群落（腸内植物相）

がおびただしくはびこる機会も与えられ、そしてこの腸菌群落は、まさに人間の下腹部がしかるべきやりかたで働い

ていないということを示すものとなります。

　人間においては、下部の水準に従って起こるべき活動が下部で起こることができない場合は、せき止められて押し

戻されるという特殊な事態が起こります。つまり、下腹部において、この下腹部に組織されている特定のプロセスが

起こることができない場合、これらのプロセスは、押し戻されるのです。こういう言い方は素人臭いと思われるかた

もおられるかもしれませんが、これは今日通用している病理学に少なからず見出される表現よりは科学的なのです。

人間の下部において規定通りに起こるべきこれらのプロセスが上部へと押し戻されるわけですが、肺における排出や、
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肋膜その他のように上へ向かって置かれた部分における排出についても、その原因は、それが人間の下腹部の正常あ

るいは異常な排泄プロセスといかに関連しているかを調べることによって追求されねばなりません。生体のこういう

プロセスが下腹部を通じて上半身に向かって押し戻されることを正確に見ていくことがきわめて重要です。上半身で

起こりうることの多くは、下腹部から押し戻されたプロセスに他ならないのです。上部人間と下部人間との間に正し

い関係が成り立たないと、これらのプロセスは押し戻されるのです。

　さてこれに加えてもうひとつ注意していただきたいことがあります。おそらく皆さんも日常経験から、こういう事

実があるのを御存知と思いますが、この事実がまたしても十分に評価されていない事実であり、健全な科学において

はこういう事実の正しい評価こそ重要なことなのです。つまりこの事実というのは、皆さんがある特定の器官につい

て考える瞬間、もっと良い言い方をすれば、その特定の器官に関連する考えを抱く瞬間に、この器官にある種の活動

が起こる、ということです。人間においてわき起こってくるある種の考えと、唾液分泌、腸内の粘液分泌、母乳の分泌、

尿の分泌、精液の分泌などとの関連をーーここにもまた未来の学位請求論文のための豊かな領域があるのですがーー

一度研究してみてください。これらの生体組織の現象と並行して現れるある種の考えがどのようにして起こってくる

のか、研究してみてください。

　ここで目にしているのはどのような性質の事実なのでしょうか。皆さんの魂生活に特定の考えが生じると、それと

並行して生体組織の現象が起こってくるのではないでしょうか。これはどういうことなのでしょうか。皆さんの思考

のなかに生じてくるものは、まるごと器官のなかにあるのです。つまり皆さんがある考えを抱いてそれと並行して何

らかの腺分泌が起こる場合、その考えの基礎を成している、そう考える基礎となる活動を、皆さんは腺から取り出し

ているのです。皆さんがその活動を腺から分離させて実行し、腺をそれ自身の運命にゆだねると、腺は自身の活動に

没頭して分泌をおこなうわけです。この分泌が妨げられているということはつまり、そうでなければ腺から排除され

るものが、思考がそれを結びつけたことによって腺と結びついたままになっているということです。ここで、形成活

動が器官から思考のなかに入り込んで現れてくるということを、いわば明白にご理解いただけると思います。私がそ

のように考えなかったとしたら、私の腺は分泌しなかっただろう、と言うことは可能なのです。すなわち、私は腺か

ら力を奪い、これを、この力を私の魂生活に移行させる、だからこそ、腺は分泌をおこなう、ということです。ここ

で皆さんは人間の生体組織そのもののなかに、私が今までの考察で申しあげてきたことの証明を見出せるのです。つ

まり、私たちが霊的ー魂的生活において体験していることは、私たちの目の前にある他の自然秩序のために分泌され

た形成力に他ならない、ということの証明です。外的な植物相として外的自然のなかで私たちの腸菌群落（腸内植物相）

に並行して発達するものを通じて、外部の他の自然のなかで起こっていることのなかに、まさにこの内部にこそ、私

たちが自らの腸菌群落から引き出した形成力が潜んでいるのです。皆さんが戸外で山の植物相を、草原の植物相を眺

めるとき、本来は次のように言わなくてはなりません、このなかには、表象のなかに生き、感情のなかに生きている

ときに、皆さんが思考のなかに発達させる諸力が潜んでいるのだ、と。したがって、皆さんの腸菌群落は外部の植物

相とは異なっています。外部の植物相からは思考が取り去られる必要はないからです。外部の植物相において思考は、

茎、葉、花と同様に植物の内部に潜んだままなのです。ここで皆さんは、花や葉のなかで支配しているものと、皆

さんが腸菌群落を発達させるときに皆さん自身のなかで起こっていることとの親近性について理解を得られるでしょ

う。このとき皆さんは腸菌群落に形成力をゆだねず、腸菌群落から形成力を奪い去るのです。これを奪い取らないと

したら、皆さんは思考する人間ではあり得ないでしょう。皆さんは、外部の植物相が持っているものを、自らの腸菌

群落から取り去ったのです。

　動物相の場合においても事情は変わりません。こういうことを洞察することなくしては人間と植物薬との関係に行

き着くことが出来ないのと同様、外部の動物界において形態を与える諸力を、人間は自分の（内部の）腸内動物相か

らは取り去ったのだということについて意識しなければ、治療用血清の使用に関して正しい理解に至ることはできな

いのです。

　このことからおわかりだと思いますが、このように人間とその環境との関係を本当に見据えないことには、理性、

つまりこうした事柄の体系学は不可能なのです。さらに私はもうひとつ、非常に重要なことを皆さんに指摘したいと

思います。少し前に滑稽にも至る所で唾を吐くことが禁止されたとき、はなはだひどい状態になりましたが、あれを

共に体験された方がここに多数おられるかどうかは存じません。ご存じのように人々はこの唾吐き禁止によって結核

を撲滅しようとしたのです。さて、この唾吐き禁止が滑稽なのは、これは誰もが知っておくべきことでしょうが、病
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原菌、結核菌は、ごくありきたりの分散した太陽光によりきわめて短時間で殺されてしまうので、しばらくしてから

痰を調べてみると、少ししか時間がたっていなくても、痰のなかにはもう結核菌はいなくなっているからです。太陽

光は即座にこの病原菌を殺すのです。ですから、通常の医学上の前提が正しい場合でも、こういう唾吐き禁止はなお

もきわめて滑稽なことと言えるでしょう。このような禁止行為はせいぜいのところ、ごく一般的な衛生という面では

意味もあるでしょうが、最も広義の予防医学にとっては意味のないことなのです。

　けれどもここでも、事実を正しく評価し始めた人にとっては、このことは非常に大きな意味を持っています。なぜ

なら、このことは私たちに、結核の動物相ないし植物相に属するもの、つまり病原菌は太陽光のもとでは自らを維持

できない、ということを示しているからです。病原菌は太陽光のもとでは自らを維持できません。太陽光は病原菌に

は都合が悪いのです。病原菌が自らを維持できるのはどういうときでしょうか。人間の体内にいるときです。それで

はなぜ、人間の体内でなら自らを維持できるのでしょうか。病原菌を本来的に害をなすものであるかのように見るの

ではなく、体内で活動しているもの、これこそが探究されねばならないものなのです。けれどもこのとき注意を払わ

れていないものがあるのです。私たちは絶えず光に囲まれています。この光はーーおそらく皆さんが自然科学から記

憶しておられるようにーー人間の外部の生物の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。とりわけ人間の外

部の植物相全体の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。私たちはこの光に囲まれているのです。しかし、

私たちと外界との境目において、この光に、つまり純粋にエーテル的なものに、非常に重要なことが起こっています。

つまり光が変化させられているのです。光は変化させられねばならないのです。よろしいでしょうか、ちょうど植物

化プロセスが人間によって阻止されるように、この植物化プロセスがいわば中断され、炭酸の発生というプロセスに

よって植物化に抗する働きかけがなされるように、ちょうどそのように、光生命のなかにあるものも、人間によって

中断されるのです。したがって私たちが人間のなかの光を探究すると、それはなにか別のもの、つまり光が変容した

ものであるにちがいありません。私たちが人間の境界を内に向かって越える瞬間に、光の変容が見出せます。すなわ

ち、人間は自らのなかで、単に通常の外的な計測しうる自然現象を変化させているのみならず、計測できないもの、

つまり光をも変化させているのです。人間は光を別のものに変えるのです。太陽光のもとではすぐに死んでしまう結

核菌が、人間の内部ではよく生存するということは、次のような事実を、それが正しく評価されればですが、端的に

証明するものです。その事実とは、人間の内部に生じてくるこの光の変容の産物、すでにこのなかに結核菌の生命元

素があるということ、すなわち、結核菌が内部で増えすぎるときは、この変化した光の状態になんらかの異常がある

にちがいない、ということです。さらに皆さんはそこから出発して、結核の原因のなかには、人間のなかで、この変

化させられた光、この光の変容に関して、本来起こるべきでない何かが起こっている、ということもあるにちがいない、

何と言っても結核菌はいつも存在しているけれども、人間は通常、結核菌をたくさん取り込みすぎることはないのだ

から、という事実を理解されるでしょう。実際結核菌はいつもいるのです。ただ通常は十分な数ではないというだけで、

人間が結核に屈服するとおびただしく増えるのです。この変容させられた太陽光の発達に関連した何らかの異常がな

い限り、ふつう結核菌がどこにでも見つかるというわけではないのです。

　さてまたもや、この分野の学位論文や私講師論文の大多数から次のようなことを引き出すのはーー私がここで観点

としてしか与えることのできないもののための経験的な素材は、このようなやりかたでのみ皆さんのところに集まっ

てくるでしょうーー困難ではないでしょう。つまり、人間が結核菌に適した土壌となる場合に起こってくることとい

うのは、人間が太陽光を十分取り入れることができないか、あるいはその人の生活習慣のために十分太陽光を得てい

ないために、その人のなかに入ってきた太陽光と、太陽光を変容させて加工することとの間の均衡がくずれ、その人

はずっと自分のなかに備蓄していた変容させた光から、貯えを引き出さざるを得ない、ということです。

　皆さんにぜひとも考慮に入れておいていただきたいことは、人間はまさに人間であることによって、変容させた光

を絶えず自らのうちに貯えて持っているということです。これは人間の生体組織にとって必要なのです。人間と外界

の太陽光との間の相互プロセスが正しく実現されないと、このような影響下にあっては、ちょうど痩せていく場合に

自分のために必要な脂肪が肉体から取り去られるように、変容された光が肉体から奪われるのです。そしてこういう

場合人間は、上部を病ませるか、あるいは上部にとって必要なものを下部から引き出す、すなわち変容させた光を下

部から取り出して下部を病ませるか、というジレンマの前に立たされているわけです。

　このことからおわかりだと思いますが、人間はとりもなおさずその生体組織のために、外部から入ってきて変化さ

せられた計量可能な実質を必要としているだけではなく、人間を正しく観察すれば指摘できることですが、人間のな
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かには、変容したかたちではあっても、計量できない実質、エーテル的な実質も存在しているのです。しかしこのこ

とから看取していただきたいのは、このような原理を通じて、太陽光の治癒的な作用のための正しい見解を打ち立て

る可能性をいかに生み出していくか、ということです。たとえば、一面においては、周囲の太陽光との相互プロセス

が秩序を失っているのを再び秩序づけるために直接その人を太陽光にさらすことによって、あるいは他面においては、

変容させられた光を取り出す時に不規則になっているものを調整するような実質に、その人を内的にさらすことに

よって、治療を行うことができます。このように変容させられた光を取り出すことは、薬から作用しうるものによっ

て弱体化させられねばならないのです。ここで皆さんは人間の生体組織をのぞきこむことができます。

　ここで、世界全般を観察できる人にとって奇妙なことが起こってきます。そういう人はーーいささか外交的でない

言い方をお許しくださいーー、しばらくするとーー私がお話することは一見反駁される可能性もあるにもかかわらず、

これはそもそも共感も反感も無いという意味でまったく客観的なことなのですーー顕微鏡で観察することすべてに対

して、微小な世界の観察全般に対して、一種の激しい怒りをおぼえるのです。なぜなら、顕微鏡での観察はそもそも、

生命と生命を妨げるものとを健全に把握する可能性に導くやいなや、むしろそこから逸脱させるものだからです。と

申しますのも、健康であるにせよ病気であるにせよ人間において私たちに関わってくる真のプロセスはすべて、顕微

鏡的なものにおけるよりも、巨視的なもののにおいてはるかによりよく研究できるからです。私たちはマクロコスモ

スのなかにこそ、こういう事柄を研究する機会を探さなければならないのです。

　皆さんに注意していただきたいことは、鳥類は、膀胱と大腸の発達が不十分であるために、摂取と排泄との間に絶

えず持続的な平衡状態を保っていることです。鳥は飛翔しながら排泄することができます。鳥は食べたものの残りを

体内にとどめて蓄積するということはありません。鳥にはそうする機会がないのです。もし鳥が食べたものの残りを

体内に蓄積したとしたら、それは即座に病気であり、鳥の体をだめにしてしまうでしょう。私たちが人間である限り、

物質的な人間である限り、私たちはいわばーー今日的な見解に沿って言うならばーー鳥よりも進化したわけですが、

もっと正確な言いかたができるとすれば、鳥よりも下に降りてきたと言えるのです。鳥は実際のところ、腸菌群落に

対して激しい戦いを展開する必要はありません。高等動物や人間には必要なこの腸菌群落が鳥の体内には全く無いの

ですから。けれども私たちの、より高位に置かれた活動と申しますか、例えば先ほどお話しましたエーテル的なもの

を変化させる活動、光を変化させて変容に導く活動、こういう活動に関しましては、私たちは鳥と同じ位置に立って

いるのです。私たちは物質的な膀胱と物質的な大腸を有していますが、これらの器官に関わる私たちのエーテル体に

関しては、私たちは鳥なのです。実際こういう器官は宇宙において動的に存在してはいないのです。そこでは私たち

も光を受け取って直接これを加工し、排泄物としてまた排出するということに頼っているのです。ここに支障が起こ

ると、この支障に対応する器官がないために、私たちは健康を損なうことなしに難なくこの支障に耐えるということ

はでません。ですから、この小さな脳を備えた鳥というものを観察する際に明確にしておかなければならないことは、

鳥は、私たちのより精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像であるということです。したがって人間というも

のを、鳥よりも下に降った粗雑な組織に写し取られた、より精妙な組織ということに関連して研究しようとすれば、

皆さんはまさにマクロコスモス的に鳥の世界の出来事を研究しなければならないのです。

　ただここで申し上げておきたいことはーーこれは括弧付きで述べるのが望ましいことかましれませんがーー人間が

物質的組織において鳥類に比較して有している特性を、そのエーテル的組織においても持っているとしたら、実際人

間の生活は悲しむべきものになるでしょう。なぜならエーテル的組織は物質的組織のようには外界から遮断されるこ

とができないからです。そうなると変容させた光を貯蔵する時には、それを感じとる臭覚器官がもし存在するなら、

人間の共同生活はかなり悲惨な状態になるでしょう。もっとも先ほど申しましたとおり、これは括弧付きで述べるべ

きことです。私たちが羊を死後解剖して、その内部の匂いをかいだときに経験するのと同じことが起こってくるわけ

です。一方、エーテル体的なものに関しては、実際のところ私たちが人間としてお互い向き合っているやりかたは、

たとえば腐肉を食する鳥でさえそれを解剖する際に不快な匂いを発散しませんが、この全く不快でない匂いーーもち

ろんすべては比較的、相対的にそう言えるだけですがーーに比較されます。この不快ではないというのは、私たちが

とりわけ反芻動物、ようやく反芻動物への素質を持ち始めた、たとえば馬のような動物でもーー馬は正確には反芻動

物ではありませんが、その組織において反芻動物への素質が見られるのですーーこれを解剖する時に発散される匂い

に比較してそう言えるのですが、この不快ではない匂いに比較されるのです。

　つまり重要なことは、外部の植物相と動物相に起こっていることと、人間の生体組織のなかの腸内の動物相と植物
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相において起こっていて克服されねばならないこととの対応を調べていくことなのです。そして何らかの薬と器官と

の関係を確定しようとすると、私たちは、きょう展開してまいりました一般的な特徴付けから、明日以降の講演での

個別的な特徴付けへと進んでいかなければなりません。

　けれども、私たちが一面においては、植物化の出現に対抗する戦いを循環プロセスのなかに見出すことによって、

人間内部の、つまり腸内の動物相及び植物相の克服へと進んで行かなければならないように、皆さんはここから出発

して本来の神経ー感覚人間へと進んで行くわけです。この神経ー感覚人間は、人間の生活全体にとって、通常考えら

れているよりもずっと重要なのです。科学というものがこのような抽象に高められたために、次のようなことを適切

な方法で考慮する可能性はまったく失われてしまいました。つまり、この神経ー感覚人間を通じてたとえば光と光に

結びついた熱とがそもそも入り込んでくるわけですが、この神経ー感覚人間は内的な生活と密接に関係しています。

なぜなら光とともに入り込んでくる計測できないものは、諸器官において変容させられねばならず、そしてこの計測

できないものは、計測できる領域に存在しているものと同様、器官を形成するものだからですが、こういうことを考

慮する可能性は失われてしまったのです。神経ー感覚人間が人間の組織化にとって特別な意味を持っていることは、

まったく考慮に入れられておりません。しかし、私たちが下部人間のなかにより深く下降していく場合は、腸内植物

相を形成する力から、腸内動物相を形成する力へと下降していくのですが、他方、人間の上部へと昇っていく場合は、

私たちは内部の植物相が克服される領域から、人間の絶えざる鉱物化、いわば人間の硬化が克服されねばならない領

域へと上昇するのです。皆さんはここで、いわば外的に、頭部の骨化が他の部分より顕著であるということから見ても、

人間は上へ向かって進化するほど、その器官を通じてまさに鉱物的になる傾向が強まるということを研究することが

できます。

　この鉱物的になるということ、これは人間の生体組織全体にとって大きな意味をもっています。と申しますのも、

よろしいでしょうか、これは繰り返し留意されねばならないことなのですがーー私は公開講演においても指摘してき

たのですがーー人間を三つの部分、すなわち、頭人間、胴体人間、四肢人間という三つの部分に分けるとき、これら

の三つの部分が並列的にあって、外的空間的な境界を有していると考えていただいては困るのです。質的に区分する

とすれば、人間というものは当然まったくもって頭人間です。頭であるものは人間全体に拡がっていて、その主要な

部分が頭にあるというだけです。他の部分、つまり循環と、四肢及び新陳代謝についても同じで、これらも常に人間

全体に拡がっています。このため、当然のことながら、頭ないし頭部人間にとって存在しなければならないものが、

素質としては人間全体のなかに存在しているのですが、この人間全体における鉱物的になっていく素質は克服されね

ばならないのです。今日の人間が、まだ遺伝的な霊視能力から導き出されていた古代の著作をひもといても、もはや

何も理解できない分野というのは、まさしくここにあるのです。なぜなら結局のところ、パラケルススの言う塩プロ

セスについて読んでも（☆３）、今日ほんのわずかの人しか何かまっとうなことを読みとることはできないからです。

ところでこの塩プロセスというのは、私がちょうど今特徴をお話ししている領域にあたり、硫黄プロセスというのが、

その前にお話しした領域にあたります。

　さて重要なことは、人間は自らのうちに、鉱物化しようとする傾向を有しているということです。ちょうど、動物

相ー植物相プロセスの基礎を成しているものがいわば独立的になり得るのと同様に、人間全体にとってこの鉱物化の

傾向も独立性を持つ可能性があるのです。この鉱物化の傾向に対して、どのように対抗して働きかけねばならないの

でしょうか。これに対抗する働きかけは、この鉱物化傾向を粉砕し、いわばそのなかに絶えずくさびを打ち込む以外

にはありません。そしてこの領域こそ、皆さんが血清療法から植物療法を経て鉱物療法へと移行して踏み込んでいく

ところなのです。何しろ鉱物療法なしでやっていくわけにはいきません。なぜなら、皆さんが、鉱物化していく傾向、

普遍的に硬化していく傾向に対する人間の戦いにおいて、支えられねばならないものすべてを支えるための拠り所を

得られるのは、鉱物と、人間のなかで自ら鉱物になろうとするものとの関係においてのみだからです。その際皆さんは、

鉱物を単にその外的な状態のままで人間の生体組織に取り入れる方法でやっていくことはできません。ここで、何ら

かの形でのホメオパシー原理を示すもの、つまり、外的な鉱物界の活動性に対置されるような力が、ほかならぬ鉱物

界から探り出されねばならないことを示すもの、そういうものが登場してくるのです。

　これはよく指摘されてきたことで、実際正しいのですが、治癒作用のある泉のわずかなミネラル成分に注目しさえ

すれば、この泉ではめざましいホメオパシープロセスが起こっているのがわかります。このプロセスは、私たちが通

常見ている外的な諸力から鉱物の連関を解放する瞬間に、まったく別の諸力、つまりまさしくホメオパシーを行うこ
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とによってしか特別に解き放たれない別の諸力が本当に現れてくることを示しています。けれどのこのことは、申し

ましたように、別の章で述べようと思います。それでもなお、きょう皆さんがたにお話ししておきたいことは、次の

ようなことなのです。皆さんが実際にーー特に比較的若いかたがたに私は切にお勧めしたいのですがーー、腸組織全

体の形態変化、言うなれば、一面においては魚類から両生類、爬虫類を経て鳥類に至る変化ーーとりわけ両生類、爬

虫類と腸組織との関係はきわめて興味深いものですーー、他面においては、哺乳類そして人間にまで至る変化につい

て、比較研究されてみれば、次のようなことに気づかれるでしょう、つまり、器官の特殊な形態変化が起こり、たと

えば盲腸ができてくるのです。すなわち人間の場合には後に盲腸となるものが現れ、下等な哺乳動物の場合や、鳥類

の組織から何かが落ちて盲腸の原基が現れてくる場合には、魚には全く存在していない大腸からーー魚の場合大腸に

ついて語ることはできませんーー、いわゆるより完全な秩序による上昇を通じて大腸が、さらには複数の盲腸、人間

の場合はひとつの盲腸であるものがあらわれてくるのですがーー他の動物のなかには複数の盲腸を持つ種類もいるの

ですーー、こういう発生のしかた全体のなかに皆さんは独特の相互関係を見出されることでしょう。

　本来こういう相互関係こそ比較研究が非常に厳密に指摘せねばならないことなのです。皆さんは単に外面的にーー

ご存じの通り実際しょっちゅうこう問われるのですがーー、いったい何のために、人間の盲腸のようなこういう外に

向かって閉じたものが存在しているのか、と問うことができます。こういう事柄について問われることはしばしばあ

るのです。このような問いを投げかけるとき、通常は次のようなことに注目されることはありません。つまり、実際

のところ人間は二元性 [Dualitaet] として自己を開示しているということ、したがって、一方つまり下部において形成

されているものは、常に上部で形成されているものの平行器官 [das	Parallelorgan] であり、この平行器官、いわば対

極が、下部において発達することができないとしたら、上部において何らかの器官が発生できないということ、こう

いうことに注目されてはいないのです。そして、動物の系列において前脳が形態を取れば取るほど、人間の場合これ

を後に発達させるのですが、それだけいっそう腸は、まさに食べたものの残りを蓄積する方向へと形成されるのです。

腸形成と脳形成の間には密接な関係があり、動物の進化系列において大腸、盲腸が現れてこなかったら、結局は物質

的本性として思考する人間というものも発生できないでしょう、なぜなら、人間が脳すなわち思考器官を持つのは、

腸器官の負担、まったくもって腸器官のおかげだからです。腸器官は脳器官の忠実な裏面なのです。皆さんが一方に

おいて思考のために物質的活動を免除されるためには、他方において皆さんの器官に、形成された大腸と形成された

膀胱による負担のきっかけとなっているものを担わせなければならないのです。このように、人間の物質的世界に現

れているまさに最高の霊的ー魂的活動は、脳の完全な形成と結びついているのと同時に、その一部である腸の形成と

も結びついているのです。これはきわめて重要な関係であり、自然の創造全体に途方もなく多大な光を投げかけるも

のです。さてここで皆さんは、たとえいくぶん逆説的に聞こえるにしても、人間にはなぜ盲腸があるのか、と問いか

け、人間が相応なしかたで思考することができるためにあるのだ、と答えることができるのです。なぜなら、盲腸に

おいて形成されているものは、人間の脳のなかに、それに対置されるものを持つからです。一方にあるものはすべて、

他方にあるものに対応しているのです。

　これは新しい種類の認識方法で再び獲得されねばならないことです。むろん私たちは、いまだ遺伝的な霊視力に立

脚していた古代の医師たちを、今日そのまま模倣することはできません。それでは得るところはほとんどないからで

す。それでもこういう事柄を再び獲得しなくてはならないのです。こういう事柄の獲得にとってまさに最初の障壁に

なっているのが、このような関連をそもそも探究しない純粋に唯物論的な医学教育です。今日の自然科学と医学にとっ

て、脳はまったくもってひとつの内蔵であり、下腹部にあるものもひとつの内蔵です。ここでは、陽電気と陰電気はまっ

たく同じもので、両方とも電気だ、と言う場合と同じ誤謬が犯されているということに、人々はまったく気づいてお

りません。陽電気と陰電気の間には、互いに均衡を求める緊張が生じているのとまったく同じように、人間において

も上部と下部の間に絶えず緊張が存在しているからこそ、この誤謬に気づくことは、いっそう重要なのです。医学の

分野において優先的に探究されるべきことは、本来、この緊張の制御という点にあるのです。この緊張はーーきょう

はこのことを暗示しておきまして、以後の考察でさらに詳しく述べていきますーー、二つの器官に集中する力のなか

に、つまり、松果腺といわゆる粘液腺のなかに現れています。松果腺においては、上部の力であるすべての力が現れ

ており、下部の力である粘液腺の力、脳下垂体 [Hypophysis	cerebri] の力に対して緊張関係を成しているのです。こ

こには真の緊張関係が成立しています。この緊張関係に関して人間の状態全体から見解を打ち立てるならば、さらな

る治療プロセスのための非常に良い基本原理が得られるのですが。
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　これについては明日もう少しお話ししようと思います。皆さんのご質問にはすべて入っていくつもりです。けれど

もすでに申しましたように、そのための基礎を作り上げなければならないのです。

原注１　リッターの治療法：「M・リッターの光力学的治療の実践的応用のための手引き」（ミュンヘン、１９１３）　及び「神経ー力学

的治療法ーー蛍光素材及び発光（ルミネセンス）素材の細胞領域と神経死に対する作用に関する研究と経験との関連で」（ライプツィヒ、

１９０５）参照。

原注２　Elias	Metschnikoff	1845-1905	オデッサ大学で動物学教授、後にパリのパスツール研究所副所長。

原注３　パラケルスス「オープス　パラミールム」参照。
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第五講	 １９２０年　３月２５日　ドルナハ

　今回の考察において、病理学が治療のなかに浸透し、両者の間に橋が架けられるべきあの特殊な領域へと、私たち

がますます肉薄していくことにより、いわば治療処置にとっての一種の理想として示すことは可能でもそのままでは

至る所で活用することはできないありとあらゆる事柄に言及することが必要となってきます。とは言えやはり、患者

を治療するにあたって考慮されるべきあらゆることを概観しようとすれば、個々の場合からあれこれのことを引き出

すことができるでしょうし、少なくとも、断片的な診断結果からでも病気についていかに評価すればよいかを知るこ

とができるでしょう。

　とりわけ不可欠なのは、きわめて特殊な場合であっても、治療処置にとっては、目の前にいる人間の全体像を認識

するということがいかに重要であるかということに目を向けることです。この人間の全体像の認識は、本来常に生の

最も重要な契機にまで至るべきものなのです。医療関係のかたがたが私を信頼してくださって、あれこれお話しした

こともあるのですが、そういうときしばしば驚かされたのは、たとえば私がちょっと話した後すぐに、その患者さん

はいったい何歳ですか、とたずねると、その人はそれについて正しい情報を与えることができなかったこと、すなわち、

当の患者が何歳なのか説明できなかったことです。これは明日以降見ていくことですが、患者の年齢についてかなり

正確に知っておくということは、最も本質的なことのひとつなのです。なぜなら、治療はかなりの程度患者の年齢に

左右されるからです。そして一昨日ここである種の事柄について、それがある場合には非常に良く効き、別の場合に

は効き目がないという例が引合に出されましたが（☆１）、当の患者の年齢はこの効き目がないこととどう関係して

いるのか、という問いは、こういう発言にきわめて近いところにあります。ーー年齢というものの作用の仕方について、

これは治療するにあたって何にも増して厳密に取りあげられねばならないことなのです。　　　　　　　　

　さらに重要なのは次のようなことです。当の患者がそもそもどのような体格であるのか、つまり背が低くてずんぐ

りしているのか、それとも背が高くてひょろっとしているのか、ということを常に正確に見定めておく必要があるの

です。すでにこの、背が低くてずんぐりしていることと背が高くてひょろっとしていることから推定して、私たちが

人間におけるエーテル体と呼んでいるものがどのような力を持っているのかを見て取ることが大きな意味を持ってい

るのです。これはやむをえないことなのですがーーこれについては私もいろいろと考え込んだのですーー、皆さんは

おそらくこういう、人間の実在の一部をともかくも表している表現、エーテル体云々といった表現を用いることはまっ

たくお望みでないでしょう。こういう表現を人智学者ではない人々にとっても多少好もしい表現によって言い換える

ことも可能かと思いますが、それができるのは最後になってからかもしれません。今のところは、いっそう理解を深

めるために、やはりこういう表現を用いることが必要であるという立場を堅持しておこうと思います。さてこのエー

テル体の作用の強度と申しますか、そういうものは、当の人物がどのような体格であるかということから判定できる

のです。けれども、できる限り問い合わせて確認しておくべきはーー先に申しましたように、私としてはすべてを引

合に出したいのですが、端的にデータを得られないため、すべてを考慮することは常に可能であるとは限りません。

けれどもあらゆることについて知るということは良いことですーーとりわけ、当の患者が若いときにゆっくり成長し

たか、速く成長したか、すなわち、長い間小さいままだったか、比較的幼い時期にもう背丈が伸びてしまってその後

は成長が遅れたかどうか、ということです。こういう事柄はすべて、物質体に対する、エーテル体すなわち人間の機

能的な発現の関係と私たちが呼ぶことのできるものを示しています。そしてこれは、人間とその薬との関係を知ろう

とすれば、考慮されねばならないことなのです。

　さらに必要なのは、物質体とエーテル体の、人間の本性のより高次の構成要素との関係、すなわち私たちがアスト

ラル体と呼ぶ、本来魂的なものと、私たちが自我 [Ich] と呼ぶ本来霊的なものとの関係を認識することです。これを

患者から見て取ることが必要なのです。ですからたとえば、夢をよく見るかあまり見ないかといった質問をその患者

にすることもやむを得ません。ある患者が夢をよく見るのなら、それは彼の構成全体にとって非常に重要なことです。

なぜならそれは、アストラル体と自我が、それ自身の活動を展開する傾向を持っていること、つまり物質体にはそれ

ほど入り込まずそれほど密接に関わっていないこと、そのため本来の人間的ー魂的な形成力が人間の器官組織のなか

に流れ込んでいないことを明示するものだからです。

　さらに確認しておくべきことは、あまり愉快でないことかもしれませんが、当の人物が活動的で勤勉なのか、それ

とも怠惰な傾向があるのか、ということです。と申しますのも、怠惰な傾向のある人は、アストラル体と自我におい
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ては非常に内的な活動性を有しているからです。理屈に合わないように思われるかもしれませんが、この活動性は意

識されておらず、無意識のものなのです。この活動性が意識されていないために、当の人物は、意識においてはどう

しても勤勉ではなく、大体において怠惰なのです。なぜならば、私がここで怠惰の反対物と見なしているものは、そ

の人の高次の人間をもって低次の人間に介入していくことのできる有機的能力、つまり、その人のアストラル体と自

我から、物質体とエーテル体へと、活動力を実際に導いていく能力のことだからです。そして怠惰な人の場合、この

能力が非常に少ないのです。怠惰な人とは本来、精神科学的に見れば、眠っている人なのです。

　続いて確認しておくべきことは、当の患者が近視であるか遠視であるかということです。近視の人というのは、い

ずれにせよその自我とアストラル体が物質体に対してある種抑制されています。近視というのはまさしく、その人の

霊的ー魂的なものが、肉体的ー物質的なものに介入しようとしていない、ということの、最も重要な徴候のひとつな

のです。

　さらに、将来実施できる可能性があり、病気の治療処置にとってきわめて重要と思われることを指摘しておきたい

と思います。私が思いますに、これは社会的な感情がもっと個々の職分にも浸透していけば、何らかの実践的な意味

を獲得できることなのです。これはつまり、歯科医が、歯の組織や消化組織、およびそれに関連するすべてのことに

関する知識を、次のようなやりかたで利用しつくすとすれば、きわめて意味のあることだろうということですーー勿

論そのために当の患者を味方にしなければなりませんが、これは今申しましたように、いくらか社会的感情があれば

達成できるかもしれませんーー。すなわち歯科医が治療処置のたびに、いわば一種の概略図を患者にわたすことによっ

てその知識を活用できれば良いのです。その概略図には、歯の成長に関するすべての活動をどう診断したか、早い時

期に齲（う）歯 [Zahnkaries　齲触症、齲歯、虫歯 ] への傾向があるかどうか、比較的高年齢まで歯が良く維持され

ているかどうか、といったことを記録するわけです。これは、明日以降見ていきますように、人間の生体組織全体を

判定するのにきわめて意味のあることです。そして個々の病気の症例を治療処置していくべき医師が、こういう指標、

言うなれば人間の健康の指標を、歯の状態から見て取るようになれば、これは医師にとってきわめて重要な拠り所と

なるでしょう。

　さらには、患者の、こう言ってよろしければ身体的な共感と反感についても知っておくことがとても重要でしょう。

とりわけ重要なのは、治療されるべき人が、たとえば塩分をむやみに欲するかあるいは他のものを欲しがるかどうか、

確認しておくことです。当の人物がどのような食品を特に欲するか、聞き出しておかなければならないでしょう。そ

の人が塩性のもの全般を欲するならば、その人にあっては、自我とアストラル体が物質体、エーテル体と強く結びつ

いていること、いわば霊的ー魂的なものと物質的ー肉体的なものとがきわめて強い親和性を示していることがわかり

ます。同様に、このような強い親和性を裏書きするものは、外的な機械的経過、たとえば体を急速に回転させるといっ

たことによって引き起こされる、眩暈の発作です。つまりその人が、体を機械的に運動させるときに眩暈の発作を起

こしやすいかどうかを確認しておかねばならないのです。

　そしてさらに常に調べておくべきことは、たぶん一般的にかなりよく知られたことですが、分泌の障害、すなわち

人間の腺の活動全体についてです。なぜなら、分泌障害があるところには常に、自我およびアストラル体と、エーテ

ル体および物質体との結合にも障害があるからです。

　以上私は皆さんに、患者に対するときに根本的にまずもって知っておかなくてはならないことをひとつひとつ挙げ

て参りました。個別的に取り出されはしたのですが、当の事柄が身体の構成そのものに関わっている限り、これらの

ことがどういう方向に向かっているのか、皆さんにはおわかりだろうと思います。生活習慣、つまりは衛生的な空気

を呼吸しているのか、不衛生な空気を呼吸しているのかといった可能性等を、聞き出しておくべきであるといったこ

とについても、だんだんとお話ししていこうと思います。これは個々の問題を議論するときにもっと考察できるでしょ

う。さてこのようにして、治療すべき患者がどのような性質を有しているのかについて、まずは一種の洞察を得るこ

とができるでしょう。なぜなら、何らかの薬をどのように混合すべきかを個別的に確実にすることは、おそらくこう

いうことを知っているときにのみ可能だからです。

　さて、これはすでに先日来の個々の考察から出てくることではありますが、まずは一般的に、人間と人間の外部の

世界全体との間には内的な親和性があるということを指摘しておきたいと思います。さしあたり抽象的に述べられて

いるとは言え、精神科学的観点からしばしば言われることは、人間は進化していくうちにその他の世界を自らのうち

から外へ出していき、そのため人間の外部にあるものは、人間自身の本性とある種の親和性を持つということです。
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こういう関係をこのように抽象的に宣言することに対して、私たちは、この親和性をまったく個別的に器官の治療に

際して繰り返し指摘していくべきでしょう。けれどもさしあたって特に明確にしておきたいことは、そもそも人間と

人間の外部の自然との治療関係は何に基づいているのかということです。

　皆さんもご存知のように、この分野においては論争が絶えず、私たちがこれから先もっと厳密に語っていく治療法

も、激しい論争の渦中にあります。これらの論争のうちとりわけよく知られているのが、ホメオパシー志向の医師た

ちと、アロパシー志向の医師たちとの間の論争です。さて、精神科学としてはどのようにこの論争に介入しようとい

うのか、これが皆さんの興味を引くことかもしれません。けれども、この介入というのはーー今日はこのことについ

てさしあたり一般的なことをお話しし、個々のことがらを扱う際にもっと詳しく立ち入っていきたいと思いますーー、

本来かなり特殊なものです。と申しますのも、精神科学に判明しているものにとって、その根本において、本来アロ

パシー療法家というものは存在しないからです。実際のところ、アロパシー療法家というものは存在しないのです。

なぜなら、アロパシー的に薬として処方されたものであっても、生体組織にあっては、ホメオパシーのプロセスをた

どり、実際にこのホメオパシープロセスによってのみ癒していくからです。したがっていかなるアロパシー療法家と

いえども本来は、自身の生体組織がホメオパシーをすることによって、アロパシー的な処置の支えとしているわけで

す。生体組織は、アロパシー療法家が行わないこと、つまり薬の個々の部分の関係の止揚ということをそもそも実行

しているのです。ですからやはり、生体組織からこういった類のホメオパシーをすることを取り除くか否かというこ

とについてはかなりの差異があります。これは端的に、生体組織における治癒のプロセスは、薬がホメオパシー化さ

れるときに徐々に現れてくる状態とおそらく関係しているためです。生体組織にとってはしかし、外界の物体がふつ

う有しているものは自らと対立するものであり、生体組織と外界の物体とは治癒上の親和性がないために、生体組織

は外界の物体を異物として自分のなかに取り入れることになるので、アロパシー的な状態の薬を付与するときに発現

する力をすべて生体組織に負わせると、生体組織は結局おそろしく負担をかけられて支障をきたしてしまうのです。

物体からこのホメオパシー化を取り除くことが不可能な場合について、特にもう少しお話ししていくつもりです。

　さて、おわかりのようにホメオパシーとは根本的に言って、本来ある程度自然そのものから非常に注意深くひそか

に学びとられてきたものなのです。たとえその際、これについてもさらに見ていきますが、ファナティスムが意味あ

りげな飛躍をしてしまったことがあったにせよ、そうされてきたのです。しかしここで重要なのは、人間と人間の外

部の環境との個々の関係のためにいかに道を見出すことができるか、ということを認識していくことです。しかも私

たちはここで、すでに昨日別の場合に申しましたように、古代の医学的著作に思慮深く沈潜することが役立つことも

あるにせよ、むろん古代の医師たちが発言していたことを単にそのまま真似ることはできず、たとえば現代科学のあ

らゆる手段をもって、この人間と人間外部の環境との相互関係に入り込んでいくことに関わり合わねばならないので

す。ここでまず確認しておくべきことは、物質の化学的な調査、つまり個々の物質が実験室で開示するもののなかに

入り込んでいくようなことによっては、あまり多くのことは成し遂げられない、ということです。すでに示唆いたし

ましたように、本来こういう顕微鏡による観察をーーこれは実際一種の顕微鏡観察法なのですーー、巨視的な観察、

つまり宇宙そのものの観察から生ずるものに換えていかなければならないのです。

　きょうはまず、皆さんに意味深い配列をお目にかけましょう。この配列は、人間外部の自然は一種の三分節状態に

おいて、三分節化された人間とどのように対応しているのか、ということをいわば私たちに提示してくれるものです。

ここでとりわけ私たちが目を向けなければならないのは、可溶性を示すすべてのものです。おわかりでしょうか、可

溶性というのはすなわち、この地球という惑星の進化過程においてとりわけ大きな意味を有していた最後の特性なの

です。地球において固体として分離されたものは、実際その大部分が根本においては宇宙的な溶解プロセスに還元さ

れ得るのです。この宇宙的溶解プロセスは克服され、その生命を奪って固体の部分を沈殿させたのです。しかしながら、

単に沈殿物の機械的な堆積を想定したり、地学や地質学にこのことの基礎付けを求めたりするだけでは、それは皮相

的というものです。地球形成、つまりそもそも固体的部分の地球体への組み込みということがすでにもう、本質的に、

溶解（状態）から自らを結晶化させてくること、あるいは溶解（状態）から自らを沈殿させてくること、という特殊なケー

スなのです。ですから溶解プロセスのなかに生きているものというのは、それが外的自然、つまり人間の外部の自然

において実現される限り、人間が（かつて）自らのうちから外へと出したものでもある、と言うことができるのです。

つまり外部における溶解に際しては、人間が（かつて）自らから出した何かが起こっているわけです。そういうわけで、

人間外部の宇宙における溶解プロセスが人間の生体組織の内的な経過とどのような関係にあるのかを研究することが
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重要でしょう。

　私が言及いたしました基本的に重要なことは、霊的ー魂的なものと肉体的ーエーテル的なものがあまりに強く結び

ついているある種の人たちは、器官的に塩分に対して渇いているあるいは飢えているということ、つまりそういう人

たちは、その生体組織のなかで塩の沈殿プロセスを逆行させようとしている、すなわち、彼らはこの地球形成プロセ

スを破棄しようとしていて、根本において塩というものを、地球が固体化したとき以前の地球形成状態へと後退させ

ようとしている、ということです。こういう事柄に目を向けることがとりわけ大切なのです。そうすることによって

真に人間の生体組織と人間外部の自然との関係を洞察することができるのです。人間の本性そのもののなかに、外界

において実現されているある種のプロセスを逆行させ、それに抵抗しようとする一種の器官的な要求がある、と言う

ことができます。昨日申しましたように、人間の脳を支えるために浮力が生じて重力に抵抗するということすら起こっ

ているのですから。このように総じて抵抗する傾向が存在しているのです。

　さて、地球形成プロセスにまず抵抗するというのは、これはいったいどういうことなのでしょうか。それが意味し

ているのは根本的に、下部の人間を霊的ー魂的なものから自由にすること、霊的ー魂的なものを下部の人間からまず

はたとえば上部の人間のなかへと駆逐することにほかなりません。つまり、塩への渇望が存在している場合に必ず、

この塩への渇望が私たちに知らしめることは、下部人間が何らかのしかたで、下部における霊的ー魂的なものの強す

ぎる働きから自由になろうとしていること、下部人間はこの霊的ー魂的なものの働きをいわば上部人間に流出させよ

うとしている、ということなのです。

　下部人間に変調がある、それとわかるような変調がある、と想定してみてください。この変調を知るための手段と、

この変調に起因する個々の病気については後日見ていきます。（この変調に対して）何をすることができるのでしょ

うか。

　さて、ここでひとつ考察をさしはさみたいと思います。これは、薬の使い方においてある種一面的になりがちな人々

にとって有意義なことかもしれません。ある種の人々の場合は、鉱物薬に対する一種の嫌悪といったものも見られま

す。こういう嫌悪は正当なものではありません。なぜなら、これから見ていきますように、純粋な植物薬というもの

は、何と言ってもやはり、あるまったく特定の範囲内でのみその効力を発揮することができるのであって、もっと深

刻な場合となると、鉱物薬が大きな意味を持ってくるからです。そこで皆さんにお願いしたいのですが、私がこの原

則的な考察に際して鉱物薬から始めてもお気を悪くなさらないでほしいのです。鉱物薬とは言ってもこれはいわば、

この鉱物薬の効力を、生命に、つまり器官の生命に組み込むことなのです。とりわけ、人間の下腹部の、上体との関

係におけるある種の治療処置のしかたについて、非常に啓発を得ることができるのは、皆さんが牡蛎を研究されると

きでしょう。牡蛎というものはその殻の形成においてきわめて興味深いものです。と申しますのも、おわかりでしょ

うか、牡蛎というものは、その炭酸石灰の外殻を、まさに内から外へと追い出してくるわけですから。皆さんがーー

さてここで探究に際して精神科学が助けにならなければなりませんーー牡蛎を精神科学的に探究されるなら、この牡

蛎というものは、なるほど動物の系列のなかでは非常に下等な生き物であるけれども、宇宙全体においては比較的高

い位置を占めているのだ、ということを承認されるようになるでしょう。人間が自分の思考として自らのうちに担っ

ているものが牡蛎から分離される、ということによって、牡蛎はこのような位置を占めているのです。殻を形成して

内から外へと導いていく力が示しているのは、いわば、それが器官的な成長と結びつけられたとすれば、牡蛎を非常

に賢くしたであろうもの、牡蛎をまさしく非常に高等な動物にしたであろうものが、どのようにして牡蛎から他方へ

導かれたか、という道すじなのです。こうして皆さんは、この牡蛎の殻の発生をてがかりに、炭酸石灰 [kohlensaurer	

Kalk] すなわちカルカレア・カルボニカ [Calcarea	carbonica] の働き、つまりこの、強すぎる霊的ー魂的活動を生体

組織から引き出して導いていく働きを、まぎれもなく、いわば手に取るように見ることができるのです。

　さて、下腹部に過剰な霊的ー魂的活動があって、それが、この病気の形式についてもこれから見ていきますが、特

定の病気の形式をとって現れてくることもわかったときに、皆さんが手を伸ばさねばならない薬、この薬を皆さんは、

炭酸石灰の持つ内から外へ作用する物質という秘密に満ちた力と申しますか、この力を通じて、牡蛎の殻やそれに類

するもののおかげで得ることができるのです。つまり治療処置において本質的なことはおそらく、この内から外へ駆

逐すること [Von-innen-nach-aussen-Treiben] に何らかの治癒力があることを明確に知っておくことに基づいている

のです。よろしいでしょうか、カルカレア・カルボニカのような薬と結びついているものや、それに似た薬に関係す

るものがすべて合理的に研究され得るのは、以上のような関係においてこれを見るときのみなのです。
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　さて、炭酸石灰の力のなかにあるものに対して、その対極のように相対しているのはつまり、たとえば燐の力のな

かにあるすべてのものです。ーー私の用いる表現は事実その真の意味において、今日しばしば科学として通用してい

るものより非科学的であるなどということはないのですがーー塩性のものがすべていわばその環境に身をささげるよ

うにふるまうとき、その理由は、あらゆる塩的なもの（塩的性質を持つもの）は、計測できないもの、光やその他の

計測できないものの内的な作用から、対応する物質が露出させられ、解放されることによって生ずるから、というこ

となのです。いわば塩的であるものはすべて、その生成過程を通じて、計測できないものを、それを内的に所有しな

いように、自らから突き放したわけです。

　燐の場合は事情はまったく逆となります。ですから古代における先祖伝来の認識が、この燐を光の担い手とみなし

たのは、実際まったく正当なのです。なぜなら、燐が、計測できないもの、つまり光を実際に担っていることを、古

代の認識は正確に見抜いていたからです。塩が自分から遠ざけたものを、この燐は自らのなかに担っているのです。

つまり塩の対極として相対している物質は、いわば計測できないもの、とりわけ光、さらには他の計測できないもの、

つまり熱などを、内面化して、それを自らの内的特性にするような物質なのです。燐のなかに存在するもの、あるい

は治癒過程に関して燐に類似しているものはすべてこういう事情に基づいています。したがって、計測できないもの

を内面化する燐は、とりわけアストラル体と自我が正しく人間に接近できないとき、それらを人間に押しもどすのに

適しているのです。

　ですからある患者が病気でーー個々の病気についてはさらにあとでお話ししていきますーー、この患者がつまり、

頻繁な夢に悩まされていること、すなわち、アストラル体が物質体から離れて、独自の活動をする傾向にあることが

わかったなら、またさらに、その患者がたとえば、器官的に周辺部分において炎症傾向があること、これもまたアス

トラル体と自我がきちんと物質体のなかに位置していないことを示すものですが、そういうことがわかったなら、皆

さんは、この人間のアストラル体と自我をもっと物質体にかかわるようにさせるために、燐が計測できないものをと

どめておく力を使用することができるのです。穏やかでない睡眠生活をおくっている人の場合、きわめてさまざまな

病状に対して、この燐を用いることができるでしょう。なぜなら、燐は、自我とアストラル体とをしかるべきやりか

たで物質体とエーテル体のなかに引き戻すからです。

　このように、燐的なものと塩的なものは、ある意味で互いに対極的に相対しているのです。そして皆さんに気づい

ていただきたいことは、個々の名称、つまり現代の化学によって個々の物質に与えられているような名称よりはむし

ろ、これらの物質が宇宙全体のプロセスのなかにどのように入り込んでいるのか、ということに注意が向けられねば

ならないということです。つまりさらにこれから見ていきますが、燐に似た作用をする物質における燐であっても薬

として使用できるのです。

　よろしいでしょうか、以上のことによって皆さんは、外的な自然における二つの互いに相対する状態、すなわち、

塩的に作用するものと燐的に作用するものとを確定したわけです。この両者の中間に位置するのは水銀的に作用する

ものです。人間というものが、神経ー感覚存在、循環存在、新陳代謝存在という三分節化された存在であるように、

つまり、この循環存在が新陳代謝と神経ー感覚活動の間にあって両者を仲介しているように、外的自然においては、

塩的なものほど強く自らを放棄せず、かと言って計測できないものを強く自分のなかで内面化するわけでもなく、い

わばこの両方の働きの間で釣り合いを保っているものが存在するのですが、そういうものはすべて、自ら水滴形を形

成しようとすることによって、仲介しているのです。と申しますのも根本において、水銀的なもの[Merkuriale]は常に、

その内的な力の連関において水滴形になる傾向を持っているからです。この水銀的なものと言う場合に重要なのは、

今日水銀 [Quecksilber] とみなされている物質を水銀的なものと呼ぶことではなく、塩類の融解（してしまう傾向）と、

計測できないものを自らのうちに引き寄せること、とどめておくこととの間で釣り合いをとっている力の連関なので

す。つまり、水銀的なものすべてのなかにまさに明確に含まれている力の状態を研究することが肝要なのです。した

がってこれからおわかりになるでしょうが、この水銀的なものは、燐的なものが適している働きと、塩的なものが適

している働きとの間に、平衡をもたらすことを目指しているものに、本質的に関わっているのです。私がたった今申

しましたことと生体組織における作用が矛盾していないということは、梅毒やそれに類する疾病について特別にお話

しする時にさらに見ていくことになります。

　さて以上、燐的なもの、水銀的なもの、塩的なものについてお話しすることによって、私は皆さんに、鉱物的なも

ののなかからいわば特に明瞭な類型を提示いたしました。むろんもうおわかりでしょうが、塩的なものにおいてすで
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に、牡蛎の殻の形成のなかに存在し、その背後に潜んでいる器官プロセスについて語られねばならないのです。この

プロセスは、ある意味においては、計測できないものが燐のなかに濃縮されるときにも存在するのです。けれどもそ

の場合はすべてが内面化されるので、このプロセスは外に向かってはそれほど明瞭に顕現できないのです。さて今度

は、このように典型的に外界において形成されているものを見ることから、いわば別の時期に人間が自らから分離し

たもの、つまり植物へと進んでいくことになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　植物的なものは、すでに昨日別の観点から見てきましたように、人間の生体組織における働きとして存在している

ものと、いわば対照をなしています。けれども植物そのものにおいても明白に三つの部分を区別することができます。

この三つの部分の区別というのは、根として地中に向かって拡がっていくものを見る一方で、種、実、花のなかで伸

びていくもの、上方へ向かうものを見るときに、とりわけ明確に皆さんの心に浮かんでくると思います。すでに外的

な方向性と申しますか、そういうものにおいて、植物的なものと人間的なもののこのような違いをーーこの場合動物

的なものは含めませんーー見ることができるのです。実際ここにおいてすでに、きわめて重要で意味深いものが存在

しているのです。植物はその根を地中に沈め、その花を、すなわち生殖器官を上に伸ばしています。人間は宇宙のな

かでのその姿勢に関してもこれと完全に反対になっています。つまり、人間はその頭部をいわば上に向かって根付か

せ、その生殖器官を下方に向けていて、これは植物と全く逆です。したがって、皆さんが人間に関して、上に向かっ

て根を張り、下に向かって花を、生殖器官を開花させている植物を、一つのイメージとして眼前に描くことも、あな

がち無意味なことではないのです。植物的なものは特殊な形式において、まさにこのように人間のなかに組み込まれ

ているのです。さらに今度は人間と動物の違いを示す重要な指標となるのは、動物の場合、この（動物に）組み込ま

れた植物が、たいてい水平に横たわっていて、植物の方向と直角をなしているけれども、人間は、その宇宙のなかで

の姿勢を、植物に対して完全に転回、と申しますか、百八十度転回させたのだということです。これは、そもそも人

間と外界との関連を観察すれば見出すことのできる最も啓発的なことのひとつです。そして医学研究者の皆さんがこ

ういうマクロコスモス的な事柄にもっと立ち入ってくだされば、たとえば細胞において作用している諸力についても、

顕微鏡で観察するよりはもっと多くのことを見出せると思うのです。なぜなら、やはり細胞において作用している最

も重要な諸力はーーその存在が植物であるか、動物であるか、人間であるかによって違いはありますがーー、マクロ

コスモス的なもののなかに観察され得るので、顕微鏡で観察しても実際のところほとんど得るところはないからです。

人間の細胞をもっと良く研究できるのは、垂直に上昇したり下降したりするものと、釣り合いを保って横たわってい

るものとの間の相互作用を研究するときです。マクロコスモスにおいて研究するべきこういう諸力は、根本において、

このマクロコスモス的な作用の写像に他なりません。

　さて皆さんが地球の植物存在を観察されるときは、何よりもまして、通常そうされているようなやりかたでこの植

物存在を見る必要はありません。つまり、地球上を通って行って、次から次へと植物を観察して、それらを詳細に調

べ、これらの植物を一つの図式のなかに組み込むべく、二分化、あるいは三分化された名称を考え出す、というふう

に観察するのではなく、皆さんは、地球全体がひとつの存在であり、ちょうど皆さんの髪の毛が皆さんの生体組織の

一部であるようにーーなるほど髪の毛はどれも似たようなもので、植物の方は互いに異なっているので、少なくとも

ある意味ではあてはまらないのですがーー、植物界全体も、やはり地球の生体組織の一部である、ということを考慮

に入れておかなくてはならないのです。皆さんは、髪の毛一本一本をそれ自体ひとつの生体組織として観察できない

ように、個々の植物をそれ自体独立してあるものとしては観察できません。植物がさまざまに異なっているのは、地

球が他の宇宙と相互作用しつつ、さまざまな方向へ力を展開させ、それによって植物がさまざまに組織化されること

に基づいています。けれども、あらゆる植物成長の生命の根底には、統一的な地球有機体組織というものがあるので

す。したがってある種の事柄に注意を向けるのは特別重要なことです。皆さんが、そうですね、キノコを観察なさっ

て、最初におわかりになることは、このキノコにとって、地球そのものが一種の生息地、一種の母体である、という

ことでしょう。さらにそれより高度な、草のような植物に移ると、皆さんは、ここでもやはり地球は一種の母体であ

るけれども、地球外的なものがすでにこの草のような植物にある種の影響を与えているということ、つまり、光やそ

の他のものが、花や葉などの形成においても影響を与えていることがおわかりになるでしょう。けれどもとりわけ興

味深いことは、皆さんが、樹というものに注意を向けてごらんになればおわかりになることです。つまり、樹幹の形

成が樹を樹齢何十年もの植物にしているわけですが、この幹の形成のなかに、地面の上に直接生えている植物にとっ

てはふつう地球全体であるものが継続して存在している、ということです。なぜなら、よろしいでしょうか、これは
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次のように思い浮かべていただかなくてはなりません。つまり、ここに地球があると考えてください。この地球から

植物が生え出ています。そして私たちはこの地球そのもののなかに、この植物の成長の根底にあって、宇宙から流れ

込んでくるものと相互作用しつ現れてくる力を探究することができます。けれども樹が成長するとき、地球はこうい

うふうにーーこれから申しますことにあまりショックを受けないようお願いいたします、これは本当のことなのです

からーー、以前は地球から直接植物のなかに流れ込んでいたものの上にある意味でかぶさっていくのです。これが幹

のなかに入り込みます。つまるところ幹というものはすべて地球の瘤なのです。こういうふうに考察されないのは、

ひとえに今日の実に忌まわしい唯物主義的な想定に起因しています、人々は地球を単に鉱物の複合体だと考えていて、

こういう鉱物的地球などというのは不可能な想定なのだという方向に前進する気配もないのです。この地球は、鉱物

的なものを分離することのほかに、植物的なもののなかへ突き進んでいく力を、自らのうちに有しています。これが

まくりあげられて幹となるのです。幹においてさらに成長するもの、これは、幹というものに関して、草のような下

等な植物において地面に直接生えているものと、比較されねばなりません。私が申し上げたいのは、草のような下等

な植物にとっては地球それ自体が幹であり、花や種子の器官が幹に付いている植物は自ら特別の幹を作り出している

ということです。このことから、私が、樹から花を摘むか、草のような植物から花を摘むかでは、ある種の違いがあ

るということがおわかりになるでしょう。

　さらにこの観点から、植物における寄生植物形成、とくにヤドリギの形成にご注目ください。これは、ふつうはま

だ植物と組織的に結びついたままのものですが、花や種子を担う器官が、外的な分泌のように、ひとつの経過そのも

ののように、幹に付いているのです。したがって皆さんは、通常は花や種子の形成のなかにあるものが、地球の力の

ある種の分離と結びついて上昇していくようすを、ヤドリギのなかに見なければならないのです。いわば植物のなか

の地球的でないものが、まさにヤドリギの形成において解放されるわけです。ですから私たちは、地球から上昇しよ

うとしているもの、地球外的なものと相互作用しているものが、花と種子の形成において、徐々に地球から自らを分

離していくのを見、ヤドリギの形成において、とりわけ強力に自らを個性化する解放に至るのを見るのです。

　さてこれを、植物における形成として皆さんに知覚されているものと結びつけておくならば、皆さんはおそらく次

のようにおっしゃるでしょう。つまり植物界に関しては、植物がいっそう根の形成に向かう傾向に応じて、すなわち、

根の形成のなかに優先的にその植物の成長関係が現れていて、小さいか、未発達な花形成を示している、その度合い

に応じて、かなりの違いがあるにちがいない、と。そういう植物は、より地球的なものに向かう傾向があります。さ

らに、この地球的なものから自らを解放している植物は、まさに種子形成、花形成へと上昇する植物であり、とりわ

け、植物界において寄生植物として通用しているような植物です。けれども植物には、そのいずれの器官をも、いわ

ばもっとも突出したものにしようとする傾向がありーーパイナップルやその他の植物が幹をもっとも突出したものに

しようとするのを観察してごらんなさいーー、植物の主要な器官のどれもが、つまり、根、茎、葉、花、実のどれも

が、何らかの植物の形式から主要な器官になろうと努力している、と言うことができるのです。そうですね、トクサ

[Equisetum] のような植物を考えてみてください。トクサは茎の形成において上昇しようとしているのがおわかりに

なるでしょう。別の植物は、葉の形成において上昇しようとし、また別の植物は、茎の形成と葉の形成を萎縮させて

花の形成において上昇しようとするのです。

　ここで明かになってくることは、植物成長のこれらさまざまな傾向と、私がきょう人間の外部の自然における鉱物

の働きの三つの類型としてあげたものとが、ある意味で並行しているということです。とりわけ植物の自らを解放し

ようとする働きのなかにあって、さらに寄生植物の内的な活動において最高潮に達するものに目を向けるなら、計測

できないものを内面化する傾向を持っているものが得られます。計測できないものとして宇宙から地球へと流れ込む

ものは、これらの器官が優勢であれば、燐実質のなかに保存されるのと同じように、これらの器官のなかに保存され

るのです。ですからつまり、花、種子、それからヤドリギその他への傾向があるもののすべて、これらはある意味で

燐的であると言うことができるのです。そして逆に、根をおろすプロセスを研究すればわかることですが、植物が地

球を自分の母なる基盤とみなすことで展開するものは、塩形成と密接に関わっているのです。このように他ならぬ植

物において私たちはこれらの両極に直面するわけです。そして（両者を）仲介する植物の働き、この働きを皆さんは

常に、上方を目指す花や実のようなものと、下方に根を降ろすものとの間に見ているのですが、この仲介する働きの

なかに水銀プロセスがあって、これが平衡をもたらしているのです。したがって皆さんが今、植物の体勢が人間と逆

転していることを考慮されれば、次のように言われることでしょう。つまり、内的に花ー実形成の性質を持つものは
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すべて、人間の下腹部の器官および人間の下腹部から方向づけられるすべての器官に対して、非常に強い親和性を有

しているにちがいない、さらに燐的なものも、人間の下腹部の器官に対して非常に強い親和性を有しているにちがい

ない、と。これがまったくもって正しいということは、明日以降見ていきます。これに対して、植物において根のほ

うへ向かうもの、これはすべて、上に向かって組織されるものすべてに対して特殊な親和性を持つでしょう。けれど

もこのとき当然注意しておかねばならないことは、人間を単純に外的な図式にのっとって三つの部分に分けることは

できず、たとえば最も下の部分に属する消化システムにしても、上を目指して頭部までいわば継続しているのです。

脳の灰白質のなかに本質的に思考物質が与えられているというのは、まったくばかげた見解と言ってよろしいのでは

ないかと思います。これは正しくないからです。脳の灰白質は本質的に、脳に栄養を与えるためにそこにあるのであっ

て、本来脳に栄養を与えるための消化器官のコロニーなのです。一方、脳の白質であるもの、これこそが、思考物質

として大きな意味を持っているのです。したがって皆さんは、脳の灰白質の解剖学的な様相においてすでに、通常灰

白質に帰せられているものよりも、むしろ全体的な活動に関係しているものを見出されることでしょう。ですから、

消化について語るとき、単に下腹部についてのみ語ることはできないということがおわかりでしょう。まったくもっ

て肝要なのは、根のようなものの親和性に目を向けるとき、そこでは単に上部人間のみではなく人間の他の部分とも

関連するものと関わり合っているということです。植物において、花を咲かせるもの、実を結ぶものと、根のような

ものとの間を調停するもの、つまり、いわば葉やその他通常の草などに現れているもの、これは、抽出された状態で

あっても、循環障害や、さらには上部人間と下部人間の間の律動的調和に関係するすべてのものにとって、特別な意

味を持つでしょう。先ほど、計測できないものを内面かする鉱物と、計測できないものを自分から遠ざける鉱物、そ

してこの両者の間にある鉱物が示されましたが、これはごらんのように、いわば植物の構成全体と対比することがで

きるのです。そしてそうすることによって皆さんは、植物がいずれかの器官を発達させることに重きを置く度合いに

応じて、人間の生体組織との相互関係を確立するための最初の合理的な手段を、植物そのものから手に入れるのです。

これがさらにどのように特殊化されていくかは、いずれ見ていくつもりです。

　さて私たちがこれまでに指摘できたことは、植物的なもの、鉱物的なものと、人間的なものとに間にこのような相

互関係が成立しているということでした。近代においてはさらに、人間と動物的なものとの間の親近性、相互関係で

あるとされているものが、いわば何か非常に希望に満ちたことであるかのようにこれに付加されてきたわけです。と

は言え、血清療法の発生に際して奇妙なやりかたで行われていたことは度外視しても、まさにこの普通に行われてい

る血清療法に対して、原則的なことが通用するようににされなければなりません。よろしいでしょうか、血清療法の

発生に際して、実際まったく奇妙なやりかたで、ベーリング（☆２）によって行われていたことがあるのです。つま

り、行われた説明や、どちらかというと周辺部分を動いてばかりいて、血清が何の役に立つかということのみ語って

いた発表論文を追求すると、実際医学制度全体の革新に関わる話であるかのような印象が得られました。けれども、

その時行われた基礎となった作業を記述したものに立ち入っていくと、奇妙なことーーこれは誇張ではありません。

たぶん皆さんのなかにもこのことをご存知のかたがいらっしゃるでしょうーー、すなわち、人間に転用するためにイ

ルカの研究から推定しようとした療法において、「奇妙に多くの」数のイルカが不都合であることが判明したのです。

つまり、血清で処置した多数のイルカのうち、有望な成果を示したものはたった一頭だったのです。偽装された動物

治療プロセスにおけるたった一頭のイルカーーすでに血清療法のために大々的に宣伝太鼓を打ち鳴らし始めた時期に

こうなのです。このことは単に一つの事実として挙げておきたいのです。皆さんのなかにもおそらくこのことを理解

されていくかたがおられると思います。そしてこの、科学の場への登場における法外ないいかげんさ、と申しますか、

こういうことこそ、本来科学史において厳密に考慮されるべきことなのです。

　原則的にきょう最後に、そして明日あるいは明日以降挙げておきたいこと、これは何と行ってもやはり、皆さんが

見てこられたように、人間において直接効力のあるプロセスは、人間意外の存在の、直接表面に現れているようなプ

ロセスではなく、より深い本質から取り出してこなくてはならないようなプロセスである、ということです。

　さて、人間はまさにある意味において、自らが外に出したもの、つまり、燐プロセス、塩プロセス、花プロセス、

実プロセス、根を張るプロセス、葉を生やすプロセスと親和性を持っているのですが、それは、人間がこれらすべて

を実際まったく逆転させて生きている、人間は自らのなかに、これら人間外部の自然のなかに現れているものを止揚

し、反対のものに逆転させようとする傾向を有している、という意味においてそうなのです。

　動物に対してはこれは同じではありません。と申しますのは、動物はこのプロセスを途中まで経てきているからで
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す。人間は同じ意味で動物の反対に置かれているのではありません。人間はいわば動物に対しては九〇度の位置にい

て、植物に対しては一八〇度の位置にいるのです。そしてこれは、血清その他のような動物性の薬の使用について問

いが生ずるときに最も考慮されることなのです。

■原注

☆１　この講習の参加者の一人によって行われた講演でのこと。

☆２　Emil	Adolf	Behring,	1854	ー 1917	ベルリン大学衛生研究所および伝染病研究所勤務、ハレ大学教授、後にマールブルク大学衛生

研究所所長。　

　ベーリングに関する判断のために：1890 年 12 月４日の「ドイツ医学週報」第４９号においてベーリングと北里の論説「動物におけるジ

フテリア免疫と破傷風免疫の成立について」（＊）は、次のような言葉で始まる。「かなり以前から継続してきたジフテリア（ベーリング）

と破傷風（北里）に関する研究において、私たちは臨床上の問題、免疫性を与える問題にも接近した。これらの伝染病のいずれの場合に

も、感染した動物を治療し、また健康な動物ももはやその後ジフテリアにも破傷風にも感染しないように予備処置をすることに成功した。

治療と免疫性の付与がどのようにして達成され得るかについては、ここでは以下の文章の正当性を証明するために必要な程度のみ（脚注）

触れておくこととしたい。」云々。

　脚注には、「これについての詳細な報告は衛生学のための雑誌に掲載の予定。」とある。

　この論説においては続いて破傷風による実験が話題となっているのみである。同じく「ドイツ医学週報」第５０号においてベーリング

はジフテリア免疫の獲得のための実験を記述した。治療に関して彼は「ーー私が強調したいのは、私は人間のためのジフテリアの薬を有

しておらず、」最初の論説の先ほど引用した文に並べて置かれなければならないものを「探し求め始めたばかりである。」と書いた。この

二番目を論説の最後に彼は破傷風にかかった動物に血清注射が功を奏したことを報告している。この論文は「したがって急性の病気であっ

ても治療の可能性はもはや否定され得ない。」と結ばれている。

　衛生のための雑誌への公表という約束は、1892	年になってようやく果たされた。それ以前には見出せない。そこでは全部で６０頭の動

物による二つの実験群が共に記録されている。そのうち５９頭においては免疫性を与える実験がなされるか、またはジフテリアへの感染

と同時に、あるいはすでにその数日前に血清を与えられていた。人間に起こる経過、すなわち感染、病気の一日、三日後に血清注射とい

う経過が模倣されていたのは、一頭の動物においてのみであった。この動物は治癒した。

　その他の「治癒した」動物においては病気がまったく発生しなかったか（実験群 II

1891 年 12 月～ 1892 年１月）、あるいは感染前に血清が与えられたほとんどの場合死んでしまった（実験群 I	1891	年９月～１２月）。

　当時の医師サークルの公然性が悪くとられたのは、ジフテリア血清問題に対する批判的な論文を集めたある冊子に由来する（「ベーリン

グと彼の血清に関するあるいはそれに反対する医師たちの声」カール・ゲルスター博士編、1895）。

■訳注

＊「医学の歴史」（小川鼎三著　中公新書）によれば；

　北里柴三郎（1852-1931) は、明治十六年東京大学を卒えてドイツに留学し、コッホの下で研究して、まず破傷風菌の純培養に成功した

（1889)。この純培養から破傷風菌の毒素を取り、これをウサギに注射してこの動物の血清に抗毒素を生ぜしめて、その血清により、破傷

風の治療および予防ができる。それは北里とベーリングの共同研究として、一八九〇年十二月三日に発表された。その一週間のちに、ベー

リングがジフテリアの血清療法を単独に発表した。ジフテリアの死亡率は、それより前は四〇パーセントをこえたのが、以後、その十分

の一以下にまで減った。こうして北里は血清療法の開祖の一人として名声をあげ、ベルリン大学から名誉教授の称号がおくられた。
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第六講　　　１９２０年　３月２６日　　ドルナハ

　きょうお話しすべきことに関しましては、実際のところ私は少々気がかりなのです。と申しますのも、こういう事

柄をお話しするのに三カ月ほどかけることができましたら、そう簡単に、これらを単なる幻想であるとみなすことは

できないでしょうが、次のような、さらに治療の特殊な面にまで入っていくべきことを、いわば完全に理解できるよ

うにするためということで、これらの事柄をきょうのこの時間でざっと通過していくわけですから、単に並べ立てた

かのように思われることも若干あるかもしれません。それでもやはり、私はできるだけ、これらの事柄はすべて十分

根拠があり、それどころか今日の自然科学の基礎となっている事柄以上に根拠があることを、私なりの表現で示して

いきたいと思います。きょうはまず初めに、植物形成のプロセスそのものを、その宇宙的連関のなかに置いて皆さん

にお見せすることから始めたいと思います。私たちが見てまいりましたように、人間においては、植物生成プロセス

において開示されているのとは逆のプロセスが、いわば機能的に働いています。従いまして、人間に対する植物界の

直接の関係を見出すためには、この植物生成プロセスを少なくとも暗示的にここでご覧に入れておかなくてはなりま

せん。皆さんが植物をご覧になると、植物はその形成プロセスにおいて、明らかに対立する二つの傾向を持っている

ことがおわかりでしょう。一方は地球に向かいます。そして昨日すでに暗示しましたように、いわば樹のような植物

においては、その幹のなかに地球がいわばまくりあげられていて、そのため樹の場合、花は、ふつう草のような植物

や下等な植物が地球に根付くように、その葉とともに幹に根付いているのです。

　さて、一面においては、植物の地球へ向かう傾向へと私たちの注意が向けられます。けれども、他面において植物

は地球から離れようとしているのです。植物は、単に地球の引力に対抗する機械的な力によって地球から離れようと

しているのみではなく、その形成プロセス全体、それも内的な形成プロセスにおいて、地球から離れようとしている

のです。花において起こっている経過は、根において起こっている経過よりもずっと、地上を越えたもの、地球外の

ものに依存していることでしょう。そしてこのように、花の形成が、本来地上的でない諸力に依存しているというこ

とを、私たちはまず見ておかなければならないのです。なぜなら、花ー種子形成プロセスを花の外部に導いていくた

めに、植物によって用いられる諸力、他ならぬこのプロセスが、皆さんに先日の講演で暗示しました、人間における

機能的に逆転した植物プロセスのために必要になる、ということがおわかりにになるでしょうから。この、人間にお

ける逆転した植物プロセスは、人間の下腹部において、排泄、分泌、そして性（セクシュアリティ）の根本にも関係

するすべてのものにおいて、見出すことのできるものなのです。このように、私たちが人間と植物のこういう関係を

探し出すときこそ、植物の地球上のプロセスと同様地球外的なプロセスもまた、個別的に示されるのです。

　この講演でお話しすることは、古代の医学的文書から借用してきたことではなく、まったくもって現代の精神科学

的研究に基づいているのだ、ということを皆さんにおわかりいただけるように、私は努力を惜しまないつもりです。

ただ、時おり術語において、古代の文献に依拠する試みを余儀なくされることもあるでしょう。何と言っても近代の

文献は、この方面の術語をまだ開発していないからです。けれども、この講演で話されているのは古代の文書から引

用されたことだけだ考えるようなひとは、まったく思い違いをしているのです。

　地上から上へと伸びていく植物の成長を追求すると、皆さんはまず、葉と花の発生と形成プロセスにおける螺旋状

の進行に注意を向けなければならないでしょう。いわば植物の形成力は、茎をめぐる一種の螺旋状の進行に従ってい

るのです。この螺旋状の進行は、植物のたとえば内的な弾力から引き出さすことのできるものではなく、地球外の作用、

とりわけ主として、そうですね、見かけ上のーー太陽に対する地球の運動はやはり相対的に考えなければならないか

らですーー、つまり見かけ上の太陽の軌道の作用に帰せられねばならないものなのです。ある意味においては、ガリ

レオ的ー数学的なものよりも良い拠り所に従って、星々の運行を、植物における形成プロセスの進行から徹底的に研

究することができるのです。なぜなら、星々が行なっていることを、植物は忠実に模写しているからです。

　けれどもここで、地球から上へ向かう、太陽に依存しているこの形成の経過のみが、植物において働いていると考

えるとしたら、それはまったく誤っています。そうではなく、何はさておき星々が、太陽を通じて引き起こされたこ

の太陽系の運動とともに作用して、合力を形成しているのです。しかもこの太陽の作用というのは、この太陽の力に

対して、いわゆる外惑星の力が今度はその螺旋でもって対抗しなければ、いわば太陽の力が植物をまったく占有して、

絶え間なく無限に継続させてしまうような作用です（図参照）。と申しますのも、実際のところ諸惑星は、楕円運動
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しているのではなく、螺旋運動しているからなのです。そもそもコペルニクス的世界観全体が今日検討され、他のも

のによって補足されなければならないものなのです。いわゆる外惑星、これには火星、木星、および土星を含めばな

りませんがーー天王星と海王星は、天文学的にのみ、この太陽系に加えることができます。この両者は本当はこの太

陽系の一部ではなく、この系の外部にあった異物が、いわばこの系に接続したことによって、この系に入り込んでき

たのです。したがって、この太陽系によって招かれたこれらの物体、つまりこの時一緒にやってきた、本来お客様で

あるものは、度外視して語るのが正しいのですーー、これらの外惑星の力は、通常は単に葉の螺旋にのみ現われてい

るであろうものを押しとどめて、花ー種子形成に作用することによって、上へ向かう力を後退させる作用を及ぼすの

です。つまり植物生成を、葉の形成から上へと観察してごらんになれば、皆さんはその起源を、太陽的なものと、火

星的なもの、木星的なもの、土星的なものとの相互作用から成立した諸力に帰せざるを得ないでしょう。

　さてしかし、これら二つの要素は単に一緒に作用しているのではなく、この両者に対してさらにまた、とりわけ月

から発しているものと、いわゆる下位惑星、すなわち水星と金星から発しているものが作用を及ぼしているのです。

水星、金星、月は、植物のなかに、地球への、つまり下方への傾向を生み出すものであり、その最も顕著な現われは

根の形成のなかに見出されます。したがって、地上的に現われているものは、すべて実際には同時に、月と関連しつつ、

太陽の下位にある惑星に影響を受けているのです。つまり植物のなかには、私たちの一部であるこの太陽系全体が表

現されている、と申し上げたいのです。植物のなかには私たちの一部であるこの太陽系全体が表現されていて、他面

では人間のなかにもこの太陽系が表現されている、ということを知らないうちは、そもそも植物組織と人間の組織と

の間の関係を見通すことなどできません。

皆さんは実際次のような事実に目を向けてごらんになりさえすればよいのです。根的なものに傾いている植物、つま

り、花形成に傾いている植物ほどには、花ー種子形成のプロセスを成し遂げていない植物を燃やすと、あるいは全般

に植物の根を燃やすと、花を燃やすときよりも、あるいはヤドリギや樹の類の植物を燃やすときよりも、はるかに多

量の灰成分が出る、という事実です。この違いは端的に、太陽の下位にあるもの、つまり月的なもの、水星的なもの、

金星的なものは、根の形成に向かって強い傾向性を示すような植物に対してより強く作用している、ということに由

来しています。灰のなかには、鉄、マンガン、珪石 [Kiesel] といった、実際直接的な薬を析出し、植物から何かを

利用するときにも薬として現われてくる成分が見出されます。これに対して、これとは反対の種類の植物を燃やすと

きには、灰の成分は少ししかないでしょう。この燃焼プロセスのなかに現われているもの、これは何はさておき、植

物が単に地球上に見出されるものだけに属すのではなく、宇宙全体の一部であることを示す、正確な外的ドキュメン

トなのです。

　植物プロセスをもっと完全に観察してごらんなさい。一年生の植物の場合、植物プロセスはいわば、種子の形成と

ともにある特定の季節に中断されます。つまりこの種子形成を、私たちはおもに地球外のものに還元しなければなら

ないのです。けれどもこの種子形成は中断され、それは地上的なものにゆだねられて、古い年にはある意味でもっと

高い段階に達していたものが、新しい年には、いわばそれより低い段階で再び継続されていかねばなりません。です

から皆さんは植物の成長全体のなかに、独特な進行を観察することができるのです。ここが地球の表面だと考えて下

さい。さらに、植物全体が地上から生えて、地球外のものに向かっています（図参照）。けれども、地球外で形成さ

れたものは、再び地球へともどされ、循環が新たに始まるのです。したがって、皆さんが植物の成長全体を観察され

るなら、本来、天の諸力が毎年地球へと降下し、地球の諸力と結びついてこの循環が新たに完了するというわけです。

つまり天の諸力は毎年、花ー実的なものを根的なもののなかに沈降させ、それによって、植物の成長全体を支配して



50

いる円環を達成するのです。

　おわかりでしょうか、ここで皆さんに指摘されていることは、私たちは実際のところ、地球の植物相とみなしてい

るもののなかに、地球そのものと地球外のものとの相互作用を、完全なかたちで示しているものを有している、とい

うことなのです。これは、単に形態にまで及んでいるのみならず、内的な化学的現象 [Chemismus] と器官組織全体に

も及んでいます。なぜなら、ちょうど地球的なものが、形態の機構において、宇宙的なものに克服されるように、い

わば植物における地球的な化学現象も、地球外のものによって克服されるからです。そしてこれがある程度まで克服

されると、今度は地上的な化学現象を示すために、またもや地上的なもののなかにもどされるのです。さらに、地上

的な化学現象は、灰的なもののなかに現われているすべてのものに外的に示されていること、つまり地上的な化学現

象は、生命的なものから抜け落ちるものによって表わされる、ということが皆さんにほとんど明確になるでしょう。

この地上的化学現象は重力に屈服し、一方、植物の上へ向かう成長は、重力その他の地球に結びついた諸力を、絶え

ず克服しているのです。こうして私たちは、重力と光の両極的対立について語ることができます。光とは、絶えず重

力を克服しているものです。そしてこの、光と重力との闘い、灰へと押し寄せるものと、火へと押し寄せるものとの

闘いのなかに、このプロセスのなかに、植物はある意味で拘束されているのです。ここで私たちに示されるのは、灰

化していくものと、火のなかに開示されるものとの両極的対立、計測できるものと計測できないものとの対立です。

さてここで一面において、宇宙的連関のなかにある植物界が得られたわけです。

　皆さんが人間の観察をなさるなら、すでに先日来の議論により、ここで人間も両極的に方向づけて考えなければ、

うまくいかないことがおわかりになると思います。と申しますのも、一方で私が皆さんに示しましたのは、植物にお

いて下から上へと成長しているものが、人間の場合は上から下へと成長していて、そのため人間の場合、性的なもの

と排泄プロセスにおいて、花的なものと種子的なものは下へ向かい、根付くものは上に向かう、ということです。ただ、

これは人間の場合、機能的にそうなのであって、植物の場合はこれは物質的なプロセスなのです。

　このことからすでにおわかりでしょうが、人間のなかには、植物のなかに存在するものとは反対のものがあるので

す。けれども人間のなかに単に反対のものがあるというのではなくて、この反対のものを担うものがあるのです。従っ

て皆さんは次のように言わなければなりません。すなわち、人間のなかには一面において、機能的に、いわば上に向かっ

て根を張るもの、下へ向かって成長するもの、つまり植物的なものがあり、そしてその回りを取り巻いて、今度は下

から上への傾向を有する、物質的なものがあるのだ、と。そのため、本来植物の場合は、上の領域から取り出してく

ることと、下の領域に沈降することが、巧妙に行なわれているのに対し、人間の場合は継続的に行なわれているのです。

そして本来、人間の健康な生も病んだ生もこの相互変動のなかにあるのです。よろしいでしょうか、今示しましたよ

うに、一方で、地球から上に向かって作用する担い手が存在し、他方で、上から下へ作用するものがこの担い手のな

かに押し込まれているわけです。

　健康な状態も病気の状態も、人間の生はこれらの力の共同作用のなかにある、ということを容易に見て取れるのは、

いわばなかば絶望しつつ、ひとつの重要な事実の前に立つときです。つまり、人間の生体組織は、上に位置する部分

が考察されるときと、いわば心臓の下に位置する部分が考察されるときでは、まったく別様に扱われねばならない、

という事実です。この場合人間は別の原理に従って観察されねばならない、とすら言えます。このことはいくつかの

事実、たとえば、そうですね、頭蓋ろう [Kraniotabes] の通常のくる病 [Rachitis] に対する、多くのひとにとって

謎めいた事実のなかに現われているのです。この両者は、人間を統一体として観察するひとにとっては、互いに近接

している一方、人間の対極的に異なる領域から出ているために、まったく異なった原理によって観察されることもや

むを得ないのです。このことは重要な意味を持って治療プロセスにまで及んでいます。ですから、くる病において何
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らかのやりかたで、燐療法によってある種の成果を示した医師たちは、おそらく頭蓋ろうの場合この療法によっては

全く成果をあげられないでしょう。この場合は、炭酸石灰か何かによる治療によって反対の処置がとられなければな

らないのです。けれどもこれは、まったく一般的な事実を表わしているにすぎません。この事実はあまりここちよく

ないことを表明しなければなりませんが、これはまったくの真実なのです。つまりこれは、次のような事実なのです。

人間の治療の場合、つまり医学の領域に入っていく場合、何かが言われると、その反対のこともまた、常にある場合

においては正しいことがあるということですーーそしてこれは宿命というものなのです、皆さん。誰かが何らかのこ

とに対して、まったく正しい治療法を示し、生体組織における一見まったく同じ症状に対して適用されると、この治

療法はまったく治療法にはならず、反対の治療法が取られねばならないということも、十分起こりうるのです。その

ため、ひとつの治療法で処置することができるのは人間の一部のみで、人間の他の部分はまた別の治療法で処置せね

ばならないということを意識していなければ、医学においては常に、ある治療理論を別の治療理論によって撃退して

しまう可能性もあるわけです。

　けれども、ここで重要なのは、いわば植物においては分離されて現われてくるもの、人間においてはその組織化の

一面を決定するものを、私たちがきちんと見据えることです。昨日皆さんには、いわば人間外部の自然特有の三つの

形成衝動に目を向けていただきました。すなわち、塩的な形成衝動、水銀的形成衝動、そして、燐や硫黄といった特

定の物質が、計測できないものの力を自らのうちに保存すること、計測できないものの担い手であることによって成

立する形成衝動です。

　私が今日お話ししたことと関連して、人間外部の自然のこれら三つの異なる内的形成衝動の差異とは、いったいど

のようなものなのでしょうか。そのプロセスにおいて塩的であるもの、もっと良い言い方をすれば、そのプロセスに

おいて塩形成に通じるものはすべて、内的な経過を重力の領域に移行させるものです。古代の医学的著作を読むひと

は、古代の文書において物質の塩化について語られている箇所では常に、次のようなことに思いを馳せるとうまくい

くでしょう。つまり、ここではこのプロセス（塩化）によって、当の物質が重力の支配下にある、一方、その反対の

プロセス、光のプロセスによって、今度は計測できないものが、この重力から取り去られる、ということです。ーー

つまり私たちが、光をその他の計測できないものの代理、代表者とするなら、人間外部の自然においても常に一貫して、

光と重力との闘い、地球外のものを目指すものと、地上的な物質を中心へと向かわせようとするものとの間の闘いの

ことを考えておかなければならないのです。私たちがここで有しているのはまず、重力ー光の対立です。そして重力

と光との間を揺れ動きつつ、絶えず均衡を求めるもの、これは水銀的なもののなかに現われています。水銀的なもの

のなかに含まれているのは、光と重力の間でたえず均衡状態を求めているものにほかなりません。

　さてここで重要なのは、この塩的なもの、燐的なもの、水銀的なものの対立を、実際宇宙全体のなかに、つまり、

重力のなかに、光的なもののなかに、そしてこの両者の対立、すなわち両者の均衡を求めるもののなかにも置いてみ

ることです。さてよろしいでしょうか、この完全な対立のなかに独特なしかたで置かれているのが、人間の心臓の活

動全体です。現代の自然科学的見解においてーー心臓に対して適用されている、例のポンプシステム、これを支持で

きないことはすでに皆さんにお話ししましたが、これは除外するとしてもーー、あたかも心臓が、いわばそれ自身の

皮膚によって外部に対して閉鎖された活動に尽きているかのように想定されている、今日すべてがこのように想定さ

れているというのは、実際恐るべきことと申し上げたいのです。実際今日、心臓はその本体を通じて脈打っているも

のと何らかの関係がある、と想定されているのとほとんど変わりません。けれども、そうではなく、器官存在として

人間は、宇宙プロセス全体に編入されていて、人間の心臓というものは、単にその生体組織のなかにあるひとつの器

官というのみではなく、全宇宙プロセスの一部でもあるのです。そして植物において起こっていること、太陽の上位

にあるものと太陽の下位にあるものとの共同作用は、人間においても起こっていて、その現われが心臓の動きのなか

に見出されるのです。心臓の動きは単に人間において起こっていることが刻印されたものであるのみならず、人間の

外部にある関係が刻印されたものでもあるのです。皆さんが人間の心臓を考慮なさるなら、そのなかには根本におい

て宇宙のプロセス全体が反映していると申し上げたいのです。人間とは本来、霊的ー魂的な存在としてのみ、個別化

されているのです。人間は、宇宙のプロセス全体に編入されています。たとえばその心臓の鼓動が、人間において起こっ

ていることの現われではなく、光と重力の間で全宇宙において起こっているあの闘いの現われである、ということに

よって、宇宙全体のプロセスに編入されているのです。

　私はしばしば、一般のかたのために、人間がこのように宇宙のなかに置かれていることを、次のような計算をして、
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きわめて粗雑な具象性によって説明しようと試みました。

　人間が一分間におよそ１８回呼吸すると考えてみて下さい。すると、この呼吸数は、一日で、つまり２４時間で

一定の数になることがおわかりでしょう、すなわち、２５９２０回です。ひとりの人間の生きる一日をとってみて、

一年が３６５日あり、このひとが平均的な寿命、つまり７１歳までーーもちろんもっと長生きする可能性もありま

すーー生きると考えて下さい。すると、人間の寿命の日数は、一日２４時間の呼吸数とまったく同じ、２５１９５と

いう数になるのです。さらに、黄道十二宮を巡る太陽の運行全体、つまり一プラトン年、太陽が、そうですね、春分

点に牡羊座から昇るとして、再びそこに戻ってくるまでに要する時間を考えていただければ、２５９２０年となりま

す。ここで皆さんに、人間と全宇宙との関係を表わす、不思議な数の例証が与えられたわけです。なぜなら、これ

は、人間の寿命の日数と同じ数によって表わすことのできるものを、太陽の運行の年数、プラトン年で示しているか

らです。よろしいでしょうか、この数の例証は明白に示すことができるのですが、宇宙の存立の常ならぬ深みまでも

暗示しているものなのです。皆さんが実際、私たちが人智学においても強調しなければならないことを、目に留めて

下さりさえすればよろしいのです。つまり、人間が眠りにつくと、人間の自我とアストラル体は、物質体とエーテル

体から離れ出て、目覚めるときにまた入り込む、ということです。皆さんがこの事実を、一種の、物質体を通じて霊

的ー魂的なものを吸ったり吐いたりすること、として想定して下されば、このような吸ったり吐いたりによって、人

間の生存中に、これはあるものにとっては一日であるにちがいありませんが、生存中になされるこういう呼吸の数は、

２５９１５、あるいは２５９２０となるのですーー閏日というものがありますね、この５という差は閏日があるため

に生じているのです。さらにまた、宇宙のなかには、この同じ数にしたがって、太陽の運行、見かけ上の太陽の運行

と関係しているものもあるにちがいありません。この宇宙の進行のなかにはひとつのリズムがあります。このリズム

は大いなるもののなかに現われ、ひとりひとりの人間の寿命のなかにも、一日の呼吸プロセスのなかにも現われてい

るのです。有史以前の世界が、遺伝的な観照力から、ブラフマーの昼と夜について、宇宙の呼吸について語っていた

ことも、もはや皆さんには不思議とは思われないでしょう。なぜなら、この宇宙の呼吸が、人間の日々の生のプロセ

スのなかにそのミクロコスモス的な像を有していること、このことに有史以前の世界は気づいていたからです。

　実際何らかの共感や反感によってではなく、非常に具体的なものに基づくこういう事柄によってこそ、そもそも太

古の叡智を真に賛美することができるようになるのです。私は皆さんに保証できるのですが、数え切れないくらい多

くの場合に、次のようなことを確認しなかったら、私はけっして太古の叡智の賛美者ではないでしょう。つまり、太

古の叡智のなかに再び見出されるけれども、太古の叡智を有した人間が知っていたことと、私たちが今日再び獲得で

きるものの間でまったく消え去ってしまっていた事柄、今日、こういう事柄が発見されるようになったということで

す。真に認識を目指して努力するひとが、太古の叡智の賛美として育成するものは、太古の叡智を目指して全面的に

突進することから生じるのではなく、一定のまったく具体的な関係を洞察することから出てくるのです。

　さて、私たちが光的なものを探究しようとすれば、いわばこの太陽系において太陽の上位にあるもの、つまり、火

星的なもの、木星的なもの、土星的なもののなかにあるものすべてに、眼差しを向けなければなりません。そして地

球上で起こっていることはすべて、ある意味で、地球外に存在しているものの作用ですから、私たちは地上的なもの

のなかに、まさにこのような、宇宙で起こっていることの作用を見出さなければならないのです。このことは、今日

の分子物理学、あるいは分子ー原子ー化学が行なっているような抽象的、空想的なやりかたで、地上的な物質のなかに、

その物質の配置や凝集状態の根拠を探し求める方向には向かいません。この原子化学は、いわば見ることのできない

ものを、つまり物体の構成の内部をのぞき込み、原子や分子についてありとあらゆる好ましい予想を考え出し、さら

にはーー今日は減ったかもしれませんが、数十年前には非常に誇らしげに語られていたことですーー、物体の構成の

内部で生起しているものの、「天文学的認識」について語るわけです。少し以前にはこれについて語られていたのです。

一昨日の公開講演で申し上げましたように（☆１）、今日ではこういうものの写真を撮影するのです。心霊主義的な

グループにおいてすら写真を撮影しています。霊の写真をです。今日、自然研究者は、霊の写真を信用しない傾向が

ありますので、彼らは、こういう事柄を見通している他のひとたちが、原子の写真を信用しないことを承認しなけれ

ばなりません。なぜなら、こういう原子の写真も、霊の写真も同じ影響の下にあるからです。

　植物のなかに見られるものは、原子や分子に結びついている力ではなく、地球の外部で作用していて地上の物質に

影響を与えている力なのです。ですから、私たちが地上の物質を配置したなら、そのなかに存在しているのは、この

配置に作用している原子や分子といった小さなデーモンたちではなく、何らかの方法で作用している宇宙的な力なの
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です。つまり、地球外部のもののなかに、ある配置が成立すると、たとえばこの太陽系から土星が、地球のある一点

にとりわけ有利に作用するような配置が成立すると、土星が有利に作用することができるのは、土星の作用系統か

ら他の作用系統ができるだけ遠く離れていてーーつまりこれが地球で、土星が地球に作用しているとしますと（図参

照）ーー、すなわち、太陽の作用、火星の作用その他が、土星の軌道内や、土星の軌道のすぐ近くに無く、できるだ

け遠く離れていて、いわば土星だけが作用しているときなのですが、そういう配置が成立すると、この地球は他の原

因によって特殊化されているために、地球のこの箇所に、こういう土星の力にとって、この場合はその他の地球外的

な諸力には少ししか影響されていない土星の力にとって、有利な配置が存在すると、地上の物質のなかに、同じ関係

においてたとえば火星が作用するのとは異なった構造が引き起こされるのです。私たちが地上の物質のなかに見てい

るものは、まさしく星々の共同作用の産物に他なりません。したがって、今私が切り離してみた場合、つまり、土星

が地球のある特定の箇所にとりわけ有利に、そして長期間作用する場合、ここに鉛の出現をみることによって、この

産物のなかでの（土星の）作用が私たちに明らかになるのです。

　これが、ある種の地上の物質、とりわけ金属性の物質が、地球外の宇宙のある種の配置と関係づけられなければな

らない理由なのです。ここで可能なことは、今日の研究、今日の精神科学が提供することができるものを、以前太古

の叡智から提供されていたもの、本来再発見することによってしか理解できないものとの対比に導くことに他なりま

せん。と申しますのも、古代の文書というものは、今日の化学的、物理学的に思考する人々にとって、実際根本にお

いて読むことのできないものだからです。以下の例はこのことを教えてくれます。北欧のある非常に聡明な学者が、

ある錬金術の歴史に書き留めたことですが（☆２）、彼はここで、彼が言うには、今日の化学的概念からすればまっ

たく無意味なプロセスを挙げています。このプロセスからは何も見つけられないからです。これはまったく正当なこ

とです。それは鉛プロセスです（☆３）。しかし、この善良な人物は、このプロセスによって種子形成プロセスが説

明されていることを知らなかったのです。彼は、このプロセスによって、実験室内でのプロセスが説明されているの

だと考えました。そうなるとこれは当然無意味です。けれども、術語を完全に、いわば別の世界に適用しなければな

らないこと、表現によっては、まったく別のことを考えなくてはならない場合があること、こういうことをこの人物

は全く知らず、そのため彼にとってこのプロセスは無意味なのです。彼は正当であると同時にもちろん正当ではない

のです。

　つまり、地上の物質を、地球の周囲から地球に働きかけている諸力に関係づけることができるのです。とりわけ金

属の研究が、私はこれからの講演で皆さんにそのやりかたを暗示していくつもりですが、そういうやりかたで行なわ

れるなら、この研究はまさにまったく特定の関係を明らかにします。つまり、たとえば鉛はおもに、他のものに妨げ

られない土星作用に関係づけられねばなりませんし、錫は、他のものに妨げられない木星作用、鉄は、他のものに妨

げられない火星作用、銅は、他のものに妨げられない金星作用、今日私たちが化学において水銀 [Quecksilber] と

呼んでいるものは、他のものに妨げられない水星作用にーーですから古代の人々は水星 [der	 Merkur] と、水銀 [das	

Merkur] を同じ名で呼んだのですーー、関係づけられねばなりません。さらに私たちは、銀的なものすべてーー私は

ここではっきり銀的なものと申し上げますーーと妨げられない月作用との間の親和性を認識しなければなりません。

今日の文献を読みますと、古代に銀と月の親和性が確立されていたのは、月が銀色に輝いて見えることと、人々がこ

ういう外的な特性に従っていたためだ、とされていますが、実際これはとんでもないことです。その頃なされていた

個々の金属に関する研究の性質は、実際綿密なものであったことを知っているひとは、このような誤りに屈すること

はできません。とは言え、皆さんはこのことから、その他の物質についてもじゅうぶん機会が提供されていることが

鉛
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おわかりでしょう。なぜなら、皆さんに名前をあげました鉛、錫、鉄、銅、水銀、銀は、きわめて傑出した物質ばか

りだからです。他のあらゆる惑星的作用が、暗示しました作用とまさに競合し合うことで、つまりたとえば、土星作

用の系統に火星作用その他の系統が入り込んでいくことによって、他の物質に対して豊富な機会が与えられるのです。

これによって副次的な金属も生じてくるわけです。しかしいずれにせよ私たちは、地球の金属世界のなかに地球外的

な諸力の作用の結果を見なければなりません。これによって特定のやりかたで、私たちが金属の作用のなかに表わし

たものが、私たちが植物のなかに見ているものと結びつけられるのです。なぜなら、鉛、錫、鉄の試薬のなかにある

ものを考えていただければ、植物の花ー種子形成、地球の外部の地表より上方で起こっている限りでの、花ー種子形

成と関係するすべてのなかにもあるものが、ほぼすべて一緒に得られるからです。銅的、水銀的、銀的なものすべて

と関係づけられなければならないのは、植物の根形成と関係しているすべてのものです。

　一方において水星的なものが一種の調停として存在するのに対し、当然のことながら皆さんは、他方において別の

調停を探索せねばならないことになります。と申しますのも、水星的なものというのは、地球的なものと、いわば地

球を超越しているものとの間の調停であるということはおわかりですね。けれども、この宇宙全体が、そもそも現実

に霊に浸透されているのです。そしてもうひとつの両極性とでも申しますか、そういうものがここに成立しているわ

けです。ここに地上的なものを、さらに地上を越えたあるものを思い浮かべていただければ、地上的のものと、地上

を越えたもののなかに、光と重力との対立が見出されるでしょう。けれども、これだけでは、単に地上的なものと地

上を越えたものとの平衡状態を見上げる可能性があるだけです。

　けれども、また別の平衡状態、今や地上的なものと地上を越えたものをすべて一様に貫くものと、それら自体との

平衡状態、つまり、霊的なものと、計測できないものであれ、計測できるものであれ、物質的なものとの平衡状態と

いうものも存在するのです。物質的なもののどの一点においても、霊的なものと、この物質的なものとの均衡が保た

れているのです。これは宇宙においてもそうなのです。私たちにとって、宇宙において均衡が保たれている一番近い

所は、太陽自体です。太陽は、宇宙における霊的なものと、宇宙における物質的なものとの均衡を保っているのです。

したがって太陽は、いわば同時に、惑星系において秩序を保っている宇宙体に応じているのですが、この秩序もまた、

私たちの物質組織のなかに入り込んでくる諸力によって引き起こされるのです。先ほど特徴をお話ししましたように、

個々の惑星と金属との関係を確定できるのと同様、太陽と黄金との関係も確定できます。しかし、この点についても、

古代人たちは、そのアーリマン的な価値のゆえに金を尊重したわけではなく、金と太陽との関係のゆえに、霊と物質

との均衡に関係しているがために金を尊重したのです。

　さて常に注目しておくべき重要なことは、思考においても、地球上でつまるところ私たち自身が行なうことにおい

ても、私たちが切り離していることが、自然においては何らかのやりかたで常に結合されている、ということです。

私たちは思考において、重力に従うもの、つまり塩形成への傾向を持つものを、光の担い手となるもの、つまり光作

用への傾向を持つものから、さらには、この両者の均衡に従うものからも、切り離します。

　けれども、自然においてはこのように至る所で切り離されているのではなく、自然においては、このような作用の

しかたは、互いに結びつけられ、組み合わされていて、非常に精巧な組織構造を形成しています。この精巧な組織構

造は、すでに金の、その光輝のなかに含まれています。金を通じて、霊的なものがいわば純粋に、外界をのぞき込む

からです。ここで注意を向けていくことを、私はいわば括弧に入れて申し上げたいと思います。何と言っても皆さん

は、古代の文献から得られる示唆を、近代の文献に役立てようと夢中になられるかもしれないからです。昨日引用し

た学位請求論文を皆さんが作成されるなら、古代の文献を正しく理解することさえできれば、これらから示唆を得る

こともできるでしょう。その際きわめて重要なのは、本来古代の文献は、どの物質のなかにも、三つの原理がすべて、

つまり、塩的なもの、水星的なもの、燐的、あるいは硫黄的なものが、いろいろと組合わされていると見ていること、

そして古代においては、この三つの原理を何らかの物質から分離しようと苦心していたこと、を理解することです。

つまり次のような見解が持たれていたのです。鉛は、私たちが暗示したような方法で生じるけれども、黄金や銅と同様、

鉛も、三つの原理、つまり塩的なもの、水銀的なもの、燐的なもののすべてを含んでいる、という見解です。そして、

私たちが、塩的なもの、水銀的なもの、燐的なものによって人間を治療することができるためには、それを取り出す

こと、つまりそれを、それが結びついているものから、何らかの方法で切り離すことが肝要なのです。古代の化学に

おいては、このプロセスに対して、きわめて周到な注意が払われていました。このプロセスは、金の場合が最も困難

なものと見なされていました。ですから、「黄金を壊すより、黄金を作り出す方が易しい」というローマの箴言（＊）は、
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実際これもまた古きものの賛美に通ずるものです。なぜなら、金のなかで、塩的なもの、水銀的なもの、燐的なもの、

という三つの自然の原理が互いに結び付いていて、金からこれらの原理を取り出すのは、最も困難である、と考えら

れていたからです。

　さて、古代人が三つの自然原理を苦心して取り出そうとこういうプロセスで行なっていたとおりやろうとしても、

今日容易にはうまくいかないだろうということはまったく明らかです。けれども、この講演でもまさにそうするつも

りなのですが、ときおり古代の文献に光が投げかけられるだけで、古きものをまったく度外視して、今日なお研究で

きることにに入っていくだけでも、次のようなことに行き着くことができるのです。つまり、私が昨日ときょう、自

然の物質から皆さんに特徴をお話しした、これら三つの原理から、必要なものを取り出すためには、実際何らかの方

法で、自然の物質によって燃焼プロセスを起こさなければならず、それによってはじめてたとえば火を担うもの、光

を担うものが分離されること、さらに、ある目的のために自然の物質から水銀的なものを取り出すことも試みられな

ければならず、その結果、塩的なものに押し寄せるものだけが後に残されるということです。これはさらに、何らか

の酸の性質を持つものによっても、引き出すことができ、こうして、植物からであれ、鉱物からであれ、真の塩性の

薬を得ることができるのです。特殊な場合についてはこれから後さらに扱っていくことにします。このように私たち

は、地球外的なものを獲得するために、光を担うものを自然のなかに求めなければならないか、あるいは、地上的な

物質からこの地球外的なものを取り去り、地球的なものを保持することに努めなければならないかーーその結果本来

の真に塩的なものを得ることができるでしょうーー、あるいは、この両者の間に均衡状態を作り出すものを獲得する

ことを試みなければならないか、いずれかをやってみなければならないのです。

　けれどもここで、性質は異なるけれども、そのいずれもある程度目的に導いてくれる、二つの道をとって進むこと

ができます。本来は両方の道をとって進むことができるのです。よく知られた物質から、燐や塩あるいは水銀の性質

を持つものを摘出することを常に目指し、それを用いていた古代の医師たちの立場に立つことができます。そういう

医師たちにとって、薬のさまざまな特殊な作用は、彼らが当のものを、鉛から得たのか、銅から得たのかによってい

くらか異なる、ということによって生じていました。つまり彼らはその起源を考慮していたのです。つまり、彼らが

鉛から塩を作り出す場合、彼らにとってこの塩は、銅から作り出された塩とは少し異なっていたわけです。したがっ

て、塩について語った場合でも、彼らは本来次のようなことを語っていたのです。つまり、彼らは、さまざまな塩に

おけるこの塩のなかには何かが、つまり、塩であることによって地上的であるけれど、いわばさまざまな金属からつ

くりだされた塩であることによって、何か地球外的なものでもあり、人間におけるきわめてさまざまなものと関わっ

ているもの、これはすぐ明日にでも、より詳しく特徴をお話しできるでしょうが、そういうものがあるということを

語っていたのです。たとえば、治療学における塩的なものの調合のために、この方法をとることができます。さらに、

古代人たちの別の方法が忘れ去られたあとでとられた方法、これは、実際人間というものは単なるレトルトではなく、

レトルト以上のものであるという、なおも明確な感情から選ばれた方法なのですが、そういう方法をとることもでき

ます。そしてこれは、そこにあるものの受容を通じて、そしてそこにあるものを自乗することを通じて、すでに存在

している物質の根底にある力を利用できるようにすることを試みる方法です。これは、本質的に、ハーネマン的な方

向（☆４）に内在している方法であり、古代の方法がすでに忘れ去られ、何か地球外的な、あるいはそれ以外の関連

について、もはや何もわからなくなったあとに、人間の医学的な努力全体から、いわば一種の新たな興隆を示してい

るものです。

　そもそもこれは、現代の医師社会の絶望のなかにある、と申し上げたいことなのですが、現代の医学において、本

来地上的なものの根底をなすもの、つまり地上を越えたものが仰ぎ見られることはもはやなく、人々は、地上的なも

ののなかにのみあるものを常にうまく処理しようとしている、ということです。これを越えていこうとしているのが

ホメオパシー的なシステムです。もちろん、物理的な治療法もこれを越えていこうとしているのですが、これは、光

の担い手、つまり燐を正しく用いる方法、あるいは、空気の担い手、つまり水銀を正しく用いる方法をもはや有して

いないがゆえに、光と空気を直接用いるのです。もちろんこれが第三の可能性でもあります。

　けれども真の有効な道は、精神科学によって、鉱物的なものと地球外的なもの、植物的なものと地球外的なもの、

動物的なものと地球外的なものとの関係に迫るときにのみ、再び開かれるでしょう。動物的なものが問題になると

きーーすでに昨日暗示いたしましたようにーー、人間との近さは容易ならぬものです。ここで古代人たちはひとつの

境界を設けましたが、これもまた新たな研究から探究していくつもりです。古代人たちはこう言ったのです。植物、
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これは惑星系の範囲にあり、鉱物、これも惑星系の範囲にある。けれども動物界に至ると、惑星系から出ていく。つ

まり、地球外のもの、惑星的なものの内部にとどまっているときよりもはるかに、ものごとと戯れるなどということ

は許されなくなるのだ、と。動物形成、それからとりわけ人間形成を導く力は、鉱物や植物のなかの力よりもはるかに、

なおも宇宙に拡散した状態なのです。動物形成、人間形成を導く力は、獣帯（という境界線）を引きました。それによっ

て、植物的なものあるいは鉱物的なもののなかにあるものを越えて、治療力を探し求めないように、あるいは少なく

とも、そうすれば容易ならぬ領域に踏み込んでいくことになるということに気づくようにするためです。

　むろん今や、昨日すでに皆さんにその特徴を少しばかりお話しました方法によって、この領域にも踏み込まれてし

まいました。この方法については、病理学と血清療法の特殊なもののなかに立ち入っていくときに、さらに詳しく議

論しなければなりません。こういう方法というのは通常、この方法が個別的なものに通ずるために、まったく強固な

幻想を引き起こし、それによって、こういう事柄の背後にある危険性が、完全に隠蔽されてしまうということになる

わけです。

■原注

☆１　１９２０年３月２４日の「人智学と現代の諸科学」という講演のこと。「精神科　　　学と現代の生の要請」（小冊子５、１９５０年、

ドルナハ）所収。

☆２　Theodor	Svedberg、スウェーデンの化学者。おそらく、「物質 [Die	　Materie]」（１９１２）という著書のこと。１９１４年にドイ

ツ語に翻訳出版された。

☆３　草稿には単に「それはーーープロセスです」とあるのみ。適宜「鉛」とい語が補足された。「種子形成プロセス」を参照。

☆４　第一講の注参照。　

■訳注

＊　ラテン語の原文は　”Facilius	est	aurum	facere	quam	destruere.”
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第七講	 １９２０年　３月２７日　　　ドルナハ　　

　昨日皆さんの注意を向けていただいたいくつかのことは、地球的および宇宙的な状況への人間の適応ということに

関連して、私たちがまず第一に基礎としなければならないことなのですが、これはどちらかといえば空間的な性質の

ものでした。このどちらかといえば空間的な性質のものを、時間的なものと結びつけなくてはなりません。なぜなら、

私たちがけっして忘れてはならないのは、人間というものをその存在の全体において観察しなければならないという

こと、すなわち、全体としての人間はいわば、子どもであり成人であり老人であって、人間存在のこの三つの生成要

素がさらにそれぞれの個々の部分に入り込むというかたちで組織化されている、ということです。きょうこういうや

りかたで獲得していくことを、さらに超感覚的なものと連結させねばなりません。そうして初めて、個別の観察とい

うものに近づくことができるでしょう。とりわけ皆さんの注意を喚起しておきたいことは、ちょうど教育学が、若年

層に対して、年齢の差異、つまり誕生から歯の生え変わりまで、歯の生え変わりから性的成熟期まで、といった年齢

差を考慮せざるを得ないように、医学に帰するすべてのものも、本来全体としての人間、すなわち誕生から死までの

人間を考慮する必要がある、ということです。すでに申しましたように、人智学者としての私たちの慣用となってい

る表現をまずは用いたいと思います。その後最終的には、部外者のかたのためにそういう表現を翻訳できるかもしれ

ないというようなところまで行き着くでしょう。この翻訳は、私たちがしばらくこの考察を続けてさらに先に進んだ

ときにはもっと容易になるでしょう。とりわけ、たとえば私たちが幼児の年代を観察するときに、明確に知っておか

なくてはならないことは、私たちが言うところの本来の自我及びアストラル体のなかに機能的に存在しているものが、

人間のなかに加えられるのは、この幼児の年代になってからなのだということです。この機能的なものは幼児期になっ

てから器官的なもののなかに加えられ、その後、柔らかく弾力性のある器官実質とともに実際に活動していくのです。

したがってちょうどこの幼児期に、人間の高次のものが人間の低次のものに加わることに関係した障害が現われてく

るのも驚くにはあたりません。これは特に七歳から十四、十五、十六歳にかけての年代、性的成熟を目指してエーテ

ル体が物質体に対して立場を獲得する時期です。このとき、物質体とエーテル体の弾力性がかみ合わない可能性が、

さまざまなかたちで存在しています。実際本質的な意味で、アストラル体の課題は、この物質体とエーテル体両者の

弾力性に均衡をもたらすべく働きかけることなのです。物質体とエーテル体が共に働かないときは、しばしばアスト

ラル体がその力を強化する必要が生じます。その際アストラル体が十分な力を持っていないと、外的な手段によって

処置されねばならないような症状が現われてくるのです。ですから、幼児期には、たとえば舞踏病 [Chorea] の場合

のような、物質的な放出、と申しますか、まさにそういうものに示されるような症状が現われてくるのだということが、

皆さんにもおわかりいただけると思います。このような症候群に帰せられる病気はすべて、すなわち、器官そのもの

のなかで起こっていることのほかにこういう症候群つまり心的障害を示す病気、心的障害を伴うこうした病気はすべ

て、アストラル体の通常通りでない活動、つまり物質体とエーテル体の弾力性の調停に関してアストラル体が行なう

べき活動に関連しているのです。

　さらに、舞踏病と同様の症状が妊婦にも現われることをごらんになれば、このことは皆さんにきわめて自明のこと

となるでしょう。なぜなら、妊娠によって、この物質体とエーテル体の弾力性の調和が妨げられるのは当然であり、

皆さんは、幼児期においてアストラル体に要求すべきことと同じ事を、ここでもまたアストラル体に要求しなければ

ならないからです。したがって私たちは、幼児期に現われて、妊娠の際に妊娠の付随症状となることもある病気の場

合には、アストラル体のーーこの問題は明日以降提示していくつもりですーー効力全体を強めて、アストラル体の機

能が、物質体とエーテル体の弾力性に均衡をもたらす方向に落ち着くようにする薬、そういう薬を求めなければなら

ないのです。

　これに対して皆さんはーーこのために私は年齢を考慮に入れることが大切だと強調してきたわけですがーー、何ら

かのしかたで多発性関節炎 [Polyarthritis] やそれに類する何らかの症状に向かう傾向のある病気は、その本質的な

発病時期が、十四、十五、十六歳から二十歳の終わりになってからであることがおわかりになるでしょう。何しろこ

の時期にはアストラル体自身が、物質体とエーテル体に対して正しい関係に位置づけられなければならず、そのため

のアストラル体の準備が不十分であれば、たとえば幼児期に、アストラル体を正しいしかたで準備するために必要な

ことがなされなかったら、アストラル体は正しい関係を発生させることができず、その結果、この年齢でもう症状が

現われてくるか、もっと年齢が進んでからその結果として現われてくるか、いずれかでしょう。ですから重要なのは、
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いわば時間というものを病気の研究のなかに取り入れることです。そしてーーここで少々一面的な表現をお許しいた

だければーー人間の生体組織をいかに治療したらよいかを、できるだけ容易に楽に読み取れるように、自然は、人間

の生体組織を都合よくあつらえてくれた、などとという前提はないということです。人間の生体組織は、どのように

それを治療できるかを、できるだけ楽に読み取れるようにあつらえられてはいないのです。どのように治療できるか、

できるだけ楽に読み取れるはずだ、ということばかりが期待されすぎています。

　類似したものは類似したものによって治癒されるはずだ、という原則は、ある意味では正しいのです。けれども、

治療の症候群であるものに対して類似したものとみなされ、探し出される最も主要な症候群は、別の年齢においては

別の症候群としてあるのです。たとえば、二十歳以前に、私の考えでは外的な薬の影響で引き起こされ得る症候群が

存在し、その後、二十歳前に病気のプロセスを引き起こしたこの薬が、二十歳以降では、何らかの方法で治療薬とな

るということがあります。ですから、しばしば主張される「類似したものは類似したものによって治療され得る」と

いう所説においては、このことが考慮されなければならないのです。

　けれども、健康であれ、病気であれ、人間の状態全体に注目しようとするとき、何にも増して重要なのは、人間は

いわば、二つの互いに対極を成す年代に生きているということです。人間は若い頃には、別の影響にさらされています。

人間は若い頃には、昨日私たちがお話ししたことにしたがって表現すれば、太陽の上位の（惑星の）影響、つまり土星、

木星、火星の影響を多く受け、後の年代になると、太陽の下位の（惑星）の影響、つまり金星、水星、月の影響が大

きくなるのです。けれども月の影響は比較的、最も早く、最も明確に現われてきます。

　このことは、人間を考察するにあたって常に空間的なものを時間的なものに結びつけねばならないことを、私たち

に再び示しています。そうすることによってはじめて、人間の生に現われてくる諸現象を正しい光のなかで見ること

ができるようになるのです。そして、人間認識への関係を正しい光のなかで見るためにはそもそもどのようにすべき

かについても、個々の場合において、常に少しずつ触れていくことにしましょう。

　よろしいでしょうか、人間に作用しているものは、根本において、誕生前から、実際は受胎前からすでに始まって

いるのです。私はこういう事柄を研究する際に、「一般によく用いられている医学書のなかで、”原因不明の”とか、

その原因を正しく指摘できないようなものとみなされる病気プロセスがこんなにも多いのは、いったいなぜなのか」

と自問したことがしばしばありました。その原因は、次のようなことに全く注意が払われていないためです。つまり、

昨日私たちが地球外的なものとして示した諸力の複合体は、人間が誕生に近づいていくときのみならず、受胎に近づ

いていくときにすでにもう存在していて、このように人間に作用するものは、その後、逆転した反対の作用を生み出

すこと、すなわち、本来受胎前からすでに存在しているある種のプロセスは、受胎後、あるいはとりわけ誕生後に反

対の作用を生み出すということです。そして、人間の生において観察できるのは、誕生後に現われてくるもののみ、

受胎前に自然存在とのまったき関わりのなかですでに存在していたものに対する一種の反対の作用であるもののみと

いうこともあるのです。

　私が今申しましたことは、特に骨化 [Ossifikation] および硬化症 [Sklerose] と関連していることすべてと大いに

関わり合っています。硬化症、そして骨化も、本来、その反対のプロセスをすでに受胎前に有しているプロセスです。

これらは、受胎前に人間のなかで散乱プロセス、拡散プロセスとして作用しているものに対して、全く正常に器官的

な形成プロセスとして反対の作用を及ぼしているのです。このことに注目することはきわめて重要です。硬化症のプ

ロセスを、このように、地球外的なもの、誕生あるいは受胎以来人間そのもののなかに現われてくる限りでの地球外

的なものと関連づけることができなければ、さらに、受胎前に存在する、人間の外部の、地球外的なプロセスと関連

づけることができなければ、硬化症のプロセスを制することはできないでしょう。

　さてしかし、現われてこなければならないこれらすべてのプロセスは、ある限界を、いわばその振動の中心を越え

る可能性もあります。硬化あるいは骨化のようなプロセスは、いわば中央の位置に向かう振動であり、度を超す、つ

まり強くなりすぎる可能性もあるのです。これらのプロセスはさらにまったくちがった形でも現われます。最初これ

らは素質という形で現われます。そしてこの素質のなかに、人間存在の非常に本質的なものを探究しなければなりま

せん。骨化や硬化症において正常であるもの、あるいは人生の経過のうちにそれ自身の領域で異常になるものが、別

の側面へと揺れると、つまりこのプロセスがいわば自身の領域ではなく、人間の他の器官組織のなかで展開すると、

受胎前のものの病的な反対像であるものが、私たちがさまざまな種類の癌腫形成 [Karzinombildung] のなかに有して

いるものが現われてくるのです。



59

　こうした事柄に注目することができるのは、人間の生成および存在のプロセス全体を真に洞察しようと試みるとき

のみです。それがなければ、癌腫形成のようなことは、常に人間の生における比較的未知の要因となってしまうでしょ

う。この要因を、人間のなかで何らかのしかたで作用しなければならないもの、それが変成させられて、別の領域に

移行されたものと関連づけることができなければ、です。

　さらに別のことも、同様に観察できます。幼年期に、水頭症、脳水腫 [Hydrozphalus] のなかに現われてくるもの

も、また同様に観察することができるのです。本来私たちは皆、水頭症の素質を有していて、水頭症はなくてはなら

ないものなのです。もし水頭症というものが存在しなかったら、私たちの脳と神経組織の正常な形成ができなくなる

でしょう。と申しますのも、これは、人間のなかにある液体的な要素から引き出されねばならないからです。したがっ

て、幼年期には常に、水頭症と、水頭症を克服しようとするもの、水頭症を抑えるために人間の生体組織のなかに現

われるものとの間の闘いが見られます。実際単に水頭症のようなことについてのみ語るのではなく、その反対のもの、

つまり脳内の水が減少しすぎることについても語らなくてはなりません。これはもしかするとほとんど考慮されてい

ないかもしれませんが、実際考慮される必要のある、水頭症の対極にある病気なのです。幼児期の私たちは実際、水

頭症と、後に起こるその反対物というこの両極端の間を、常に一方から他方へと揺れ動いているわけです。

　さてしかしーー臨床上のことについては今後さらに詳しく入っていきますーー、こういうことに関して、何かを見

落とす、ということが起こる可能性もあります。つまり、水頭症がいわば完全に終わってよいおおよその時期、常に

存在する正しい時期を見落としてしまい、水頭症への傾向が、教育によってであれ、食餌療法によってであれ、幼児期、

とくに乳児期の治療行為全般によって、あまりに早く取り除かれてしまう、つまり水頭症をあまりに早く消滅させて

しまう、と申しますか、そういう事態も起こり得るのです。こういうとき特に、人間の生の経過全体を見ないことの

害悪が現われてきます。なぜなら、ここでまた指摘しておきたいのですが、こういう幼児期の水頭症の経過と、梅毒

[Syphilis] との関係を、後になって現われる梅毒になりやすい素質において探究することが試みられるとすれば、こ

こで医学の博士論文が多数提供されることも可能でしょうから。この場合微生物を追求することによっては、実際何

も得るところはありません。私がただいまお話ししましたような事柄が考慮されるときのみ、何かを実際に得ること

ができるのです。梅毒の予防のためにきわめて多くのことがなされる可能性があるのは、後になってさまざまな梅毒

の症状のなかにーー私たちがさらに耳にするようにさまざまな症状があるのですーー現われてくる可能性のあるもの

に対して、ほんの子どものころに、いわば機敏に対処することを試みる場合でしょう。

　少なくとも、診断の際に常に念頭に置いておく必要があるのは、こういう事柄は、常に診断の際に、まさに人間の

生成プロセスにおいて本来の原因を示すものへと立ち返っていかなければならないということです。さてこの点に関

してきわめて重要なことは、次のようなことです。すなわち、生体組織のプロセス全体が移動していて、上部人間に

おけるプロセスも心臓に向かい、下部人間におけるプロセスも下から下腹部を経てやはり心臓に向かうと言えること

です。本来の滞留器官としての心臓に向かって、人間の形成全体が、一方からももう一方からも押し寄せていくわけ

です。けれどもこの移動はさまざまな年齢に起こります。症状に肉薄すれば、つまり、とりわけ少年少女期に現われ

てくる症状、結局少年少女期における肺炎 [Pneumonie] あるいは胸膜炎 [Pleuritis] に通ずるものと何らかの関係が

あるすべてに現われてくる症状を見る目を習得し、ここでこういう出来事に関与してくるすべてのものを総合すれば、

これは前進させられたプロセスであること、まだ比較的早い時期に水頭症においてなされたプロセスと同じプロセス

であることがわかるでしょう。端的に言って、水頭症が人間の生体組織のなかを一段下へとずらされ、その際肺炎あ

るいは胸膜炎的症状になりやすい素質を形成するのです。これは幼児期においてこれらの症状と関連するものになり

やすい素質でもあります。

　けれども、幼児期におけるこうした症状の場合であっても、これらの症状が後の年齢になってその反対のプロセス

をたどる、つまりこれらの症状は実際後になってまた現われるけれども、今度はその対極のなかに現われるというこ

とになります。そして、次のように問いを立てる人は、たとえば急性の場合も含めた心内膜炎[Endokarditis]の場合に、

起こることすべてに対して、その見解でやっていけるでしょう。すなわちその人が、「何らかの意味で肺炎あるいは

胸膜炎と関連している病状が、以前の年齢にどのように現われたのか、私はひとつ知りたいものだ。」と言う場合で

す。ーーこれは結局、子どもの場合、肺炎や胸膜炎の症状が、早められたり、あまりに急速に追い出されたりするの

ではないということがわかるということに帰着します。当然のことですが、両親や教育者は、これらの症状をできる

だけ急いで後退させようと切に望みます。しかし、人間のこういう状態の場合こそ、これらの症状を、それ自身の運
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命にゆだねると申しますか、さもなければ有害な作用をする可能性のあるある種の事柄を避けるために医師としてそ

の場に居ること、病気を実際に経過させることが、きわめて重要なのです。ですから、こういう症状の場合ほどーー

他の症状の場合ももちろんそうですがーー、胸膜炎や肺炎と関係している、子どもの病気におけるこういう症状の場

合ほど、次のようなことが必要な時はありません。つまり、一種の自然的な療法、今日どのように呼ばれているにせよ、

自然療法を適用すること、すなわち、病気のプロセスにできるだけ正常な経過をたどらせようとすること、病気のプ

ロセスを早めたり、あまりに早く短縮させたりしないことが必要なのです。これが重要なのはつまり、病気のプロセ

スがあまり早く短縮されると、比較的すぐに、心臓疾患およびそれに関連するすべてにかかりやすい素質、とりわけ、

多発性関節炎その他にかかりやすい素質を招いてしまうからなのです。したがって、とりわけ注意を払わねばならな

いのは、こういう領域においては、病気のプロセスをいわば妨げない、ということです。いわば胸膜炎と肺炎が欲す

ることを妨げなかったら、あらゆる疾患、後で心臓の不規則性のなかに放出されるあらゆる疾患の素質が取り除かれ

てしまう人もいるでしょう。

　あらゆるもののなかに、人間の生成プロセス全体の内部に存在しているこの連関が見られます。このとき実際次の

ようなことも思い起こすことができるでしょう。つまり、単にその人の病気がほんとうに深刻な状態であるときの、

こういう極端な場合を見るだけでなく、その人の病気が比較的軽い場合、つまりその人の治療も比較的容易になって、

治療したのかしなかったのか、はっきり区別できないことさえあり、患者に向かって、「あなたがばかなことをしな

いで、癒されることを欲しないなら、事態はもっと良くなるのですよ」と言わなくてはならないとき、そういう場合

にも目を向ける必要があるということです。なぜなら、そもそも人はそうはなはだしく癒されるものではない、とい

うことも非常に重要なことでしょうから。治療すること自体はまったく結構なことなのですが、次のようなことを考

慮に入れておくのも治療のうちなのです。つまり、次のような人物も人生においてはそう珍しくない、ということ、

つまり、彼ら自身の言によれば実際ありとあらゆる可能な病気を体験し、あらゆる治療法も薬も体験してきたので、

自分たちが高齢に達したときにはもうーーいずれにせよこの人たちはいつも病気なのですーー、元気づけてくれるよ

うな何かをまた見出すことは困難であるというような、そういう人もめずらしくないということです。こういう人た

ちには、次のような意識を少々呼び起こしておくほうが良いでしょう。つまり、そもそもたいていの人は実際には、

その人がそう信じているほど病んではいないのだ、という意識をです。当然のことながら、このことは影の面も持っ

ています。しかしこの場合のこういう関連では言われても良いことではないでしょうか。

　さて皆さんはこれらの事柄をすべて光のなかで見なくてはなりません。つまり、人間はまず第一に物質的な生体組

織を有していて、さらにエーテル組織が七歳から十四歳まで強く働いて物質的組織に加わり、さらに妊娠のような事

態においてはエーテル組織はまた追い出される、こういうことによって、人間はまさに複雑な存在であるということ

です。さらにまた、考慮しておかねばならないことは、アストラル体が秩序だって加わるのは、十四歳以降になって

からであり、自我が加わるのはそれよりさらに後になってからであること、けれども自我というものを、たとえばあ

たかも外部にあるかのように想定してはならないということです。目覚めている状態のときには、自我はもちろん決

して生体組織の外部にあるのではなく、自我が加わって、共同作用が高まるのです。したがって、常に関係してくる

ことは、生体組織に障害があるときはいつも、自我が他の組織の内部で正しく機能することに何らかの困難があると

いうことです。そこで実際次のように言わねばなりません。すなわち、今日医学はそれと知ることなしに、すでにずっ

と以前から、この、自我が人間の他の三つの組織とともに完全になることの困難さについて、自我と他の三つの体と

のこの闘いについてきわめて教えるところの多い描写をするところまで来ていると言えるのです。もちろん私たちは

唯物論的な時代に生きておりますので、この闘いを内部に見るということはありません。しかし、熱曲線が正しく描

かれるときはいつも、この熱曲線のなかに今特徴をお話ししましたこの闘いが正確に写しとられているのです。です

から、こういう連関を洞察するためには、さまざまな病気の状態における熱曲線を追求することほど明らかなことは

ないのです。なるほどこれは、治療にとっては、病理学にとってよりもずっと重要でないことかもしれません。けれ

どもこういう事柄についていくらか理解しておかなくてはなりませんし、少なくとも一般的に、これについていくら

か理解しておかなくてはならないのです。と申しますのも、よろしいでしょうか、皆さんがたとえば、そうですね、

肺炎そのものや、あるいは腸チフス [Typhus	 abdominalis] のようなものを洞察することができるのは、皆さんが熱

曲線の経過について見解を得ているときのみだからです。ここで皆さんが肺炎における熱曲線の二つの主要なタイプ

を研究されるなら、つまり、たとえば危険な経過での熱曲線とそうでない場合の熱曲線を比較するなら、生体組織へ
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の介入を妨げられた自我は、反撃するとき、ある場合と別の場合ではまったく別のやりかたで行なっているはずだと

いうことがおわかりになるでしょう。よろしいですか、たとえば肺炎の場合、熱曲線は最初ーーここでは図式化して

描きますがーー皆さんにこの闘いを示し、それから平熱よりも危機的に降下する際に反撃を示しています（図参照）。

ここではまさに、その前になされた努力によって、後から反撃をする可能性が提示されているのです。別の、消散性

の経過の場合は、反撃する作用を自身の力のなかにつけ加える可能性は少なくなり、したがって別の、より不規則な（熱

の）降下も、より危険な経過だと言えます。

　

　けれどもとりわけ皆さんが他の三つの組織に対するこの自我の働き全体を見通せるのは、チフスの熱曲線を観察す

るときでしょう。この曲線のなかに、自我がそのとき実際どのように戦っているのかについての明白な像が得られま

す。このことは皆さんに、他ならぬ自然科学が医学に流入することが、いかに人間のこれらのさまざまな組織のこと

を考慮することを不可欠にするかということを示すことができるのです。医学における混乱は、まさに科学が唯物主

義的になり、物質体における出来事を観察することのみに自らを限定してしまったことによって起こったのです。し

かしこの物質体における出来事というものは、決して独立したものではなく、そして何よりも、これらの出来事の性

質は全く等価なものではないのです。なぜなら、おわかりでしょうか、物質体においてはとりわけ、エーテル体が物

質体の内部で働いていること、そして、アストラル体あるいは自我もその内部で働いているということによって、何

かが左右される可能性があるからです。それはつねに物質的な出来事ではあるのですが、これらの物質的な出来事は、

それを特徴づけ、その物質的な組織のなかで働いている高次の構成要素にしたがって、全く別の性質も持っているの

です。

　さて、地球外のものと地球的なものに人間が依存しているということに関連して、私が昨日お話ししたことと、そ

の時間的な生成プロセスに関してきょう補足しましたことを総括していただければ、次のように言うことができるで

しょうーーそしてこのことは、私が今お話したような調査をそもそもどのように行なうのかさらに追求する途上で、

少しは皆さんの助けになるでしょうーー。つまり、人間に対しては絶えず諸々の力が行使されているのだ、と言うこ

とができるのです。これらの力は、私たちが人間の物質的およびエーテル的組織を観察すると、まず第一に、地球外的、

あるいはそれらに対して反対の作用をする地球的な力であり、つまりは、土星、木星、火星から発する力と、実際す

でに地球的な影響に転化させられている、金星、水星、月から発する力（上図参照）です。よろしいでしょうか、つ

まり地球と月との関係においてはまたも、実際に起こっていることについて簡単に思い違いされてしまうということ

です。人間は容易に、「月はこの上の方にある。月はここから影響を及ぼしている。」と考えます。ーーけれどもこれ

で完全に考えられているわけではないのです。本来月は単に地球の回りを回転する地球の衛星であるだけでなく、月
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のなかにあって地球に作用している力、この同じ力が地球そのもののなかにも含まれているのです。地球は、地球の

なかから外へと作用する、地球（自身）の月的なものを持っているのです（下図参照）。

　

　物質的なものにおいては、潮の干満やその他の多くのこと、例えば月経周期に示されているようなできごとはすべ

て、実際は地球の作用ではなく、月の作用なのですが、これらは、最近の理論が主張するように、月の影響によって

起こっている、というのではなく、地球そのもののなかにある月的なものによって起こっているのです。したがって

これらのことは外的に対応してはいますけれども、少なくとも大抵は、直接時間的に関連しているわけではありませ

ん。ですから、私たちは、太陽の下位にある惑星について語るときには、地球におけるそれらの反対像も探究しなけ

ればなりませんし、さらにもっと物質的な反作用、地上的なものから発する物質的なものへの反作用のことも考えな

ければならないのです。地球外の諸惑星には、もっと魂的ー霊的に成立しているものを負わせなくてはなりません。

月の場合、これは次のような具合です。つまり、月は地球にむかって、ある種の形成力を投げかけているのです。こ

れは、ファンタジーを生み出すことにおいてなされる人間自身の活動を月が高めるということによって表わされます。

月は魂的なファンタジーを生み出すことに多大な影響を及ぼしているのです。このような事柄も一度研究されなくて

はなりません。唯物主義の時代にあってはもちろん、これらのことが考慮されることは非常にまれです。けれどもこ

ういうことはあきらかに存在しているのです。月は、人間のファンタジー創出のより霊的ー魂的な点に関連して、非

常に強い影響力を持っています。その反対像、つまり器官的なものへの月の作用は、反対に地球のなかの月的なもの

から発して、そこから人間の生体組織に作用しています。考慮されるべきことはこれなのです。このことは例えば、

月の外部にある、太陽下位の惑星にも当てはまります。

　このように、人間にはさまざまなしかたで、地球に局限された力、私の考えでは地球的な力、また地球の外部に局

限された力が働きかけていることがわかります。さて、これらの力を私たちが研究することができるのは、これらの

力の共同作用の結果を、全体としての人間のなかに見るときのみです。全体としての人間のなかに見るのであって、

決して人間のどこか一部に見るのではありません。この共同作用の結果がもっとも見られないのは細胞です。この、

細胞においてはもっとも見られない、ということにご注意ください。いったい細胞とは何なのでしょうか。細胞とは、

人間であるものに対して、本来独自の成長、独自の生命によってわがままを通用させているものです。そして皆さん

が一面において人間というものを、その形式全体において地球的な作用と地球外的な作用が複合したものと見て、そ

れから細胞を観察すれば、細胞とは、この最初の作用の企図にひそかに入り込み、まさにこれらの外的な作用を破壊

するものなのです。私たちは、実際生体組織のなかで、絶えずこの細胞の生命に対して戦っているのです。ですから、

まさに細胞病理学や細胞生理学によって成立した見解は、ナンセンスもはなはだしいことです。これらは、いたると

ころで細胞を根本に据え、いたるところで人間の生体組織を細胞の構築物と見ています。これに対して、人間はひと

つの全体、つまり宇宙と関わり、本来細胞のわがままに対して常に戦わねばならない全体なのです。細胞とは、根本

的に、私たちの生体組織を構築する代わりに、絶えず妨げるものです。もちろん、このような（細胞病理学や細胞生

理学的な）基本的見解が、通常の考え方全部に入り込むなら、人間や人間と関係するものに関して本末転倒した考察

に行き着くのも不思議ではありません。

　このように、いわば人間の形成プロセスと細胞プロセスにおいては、二つの対立する力の複合体が現われてきます。

諸器官はこの中間に位置し、どちらが優勢であるかによって、肝臓であったり、心臓であったりなどするのです。諸

器官は終始、私が皆さんにお話ししたこの二つの力の複合体の間で均衡をとっているのです。諸器官は、細胞的なも

のへの傾向をより多く有することもあり、その後この細胞的なものは宇宙的なものによって克服されます。あるいは
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またーー個々の器官についてはまた特徴をお話ししていくでしょうーー、宇宙的なもののほうが優勢で、細胞的なも

のが後退しているような器官もあります。とりわけ興味深いのは、器官組織において、本来の生殖ー排泄の通路と心

臓との間に位置するすべてを、このような観点から考察することです。こういう組織においては、たいてい、本来細

胞生命を目指しているものとの類似が存在します。人間の全身を通過しつつ、器官の構成要素をすべて観察すると、

たいていの場合、人間の今特色づけられた部分と、その部分の細胞生命との間には類似が見出されるのです。

　けれどもこの結果、私たちは次のようなことを認識するようになります。私たちは、それではいったい細胞の場合

はどのような状態なのか、と問うようになるのです。細胞はいわば、事態をいささか極端にするために、わがままな

生命を展開します。細胞はわがままな生命を展開するのです。細胞がいわば逐一展開するこのわがままな生命に対抗

して、絶えず別のもの、つまり外的なものが反対の作用を及ぼしています。そして、ここで反対の作用を及ぼしてい

るこの外的なもの、これが、細胞から、細胞の形成力から、生命を奪い、細胞に滴の形状を与えるのです。細胞から

いわば生命を吸い取って、細胞に滴の形状を与えるわけです。この地球上で滴形をしているものはすべて、それが人

間外部のものであろうと、人間内部のものであろうと、そのなかに、二つの力の合力が、つまり、生命を目指すものと、

そこから生命を吸い取るものとの合力が存在しているということ、このことを実際知っておかなくてはなりません。

　さて、興味深いことに、古代の医学はそもそも水銀的なものをどのように想定していたのかを追求していくと、水

銀的なものとは、生命を奪われて滴の形状を与えられているものである、ということに行き着きます。つまり、水銀

的なもののなかには、そのわがままによって生きた滴になろうとする、つまり細胞になろうとするけれども、水星の

惑星的作用によってそうすることを妨げられ、それによって単なる細胞の死骸、つまり水銀の小滴となってしまうも

の、そういうものを見なくてはならないのです。ここに見られるのは、塩的なものと燐的なものとの中間状態であり、

それと同時に、地球上で私たちに現われてきているもののなかで、諸惑星の作用がどのように生かされているかを見

通すために通らなければならない、実際非常に入り組んだ道の幾ばくかです。水星という惑星が存在しなければ、水

銀の滴はどれも生きているものであるはずなのです。そして私たちのうちでおおむね細胞的になろうとするもののす

べて、すなわち少し前にお話ししたばかりの、人間のなかの通路、これはしたがっておおむね、まさに水星という惑

星の作用にさらされることをあてにしています。つまり、これらは、本来の排泄器官と心臓との間に位置している、

下腹部の器官です。これらの器官はとりわけ、こう申してよろしければ、それが持っているある種の傾向、細胞的な

ものを保持する傾向が妨げられないこと、けれども、それが生命によって覆い尽くされるほどには至らないように、

つまり、麻痺させる水星状態に、生命を麻痺させ死滅させる水星状態に、さらされたままにしておくことをあてにし

ているのです。さもないとこういう器官の活動は、それらがこの中間状態に維持されない場合、すぐに増長してしま

うのです。

　こういうことをさらに引き続き追求していくと、これらの器官と水星状態を表わす金属である水銀との間に成立し

ている関係にまで到達します。このように試みられる方法はまったくもって合理的なものであることがおわかりだと

思います。現在と未来の人類のためには超感覚的観察によって発見され得ることも、外的な、感覚的に知覚できる事

実によってもっともっと証明されねばなりませんから、鉱物の作用であれ、金属の作用であれ、鉱物的、動物的作用、

植物にふくまれている鉱物と金属の作用であれ、個々の作用は、本来人間の生体組織に対してどのようであるのか、

ということが、臨床的にも文献上でも追求されれば、良い結果となるでしょう。

　こういう研究を、この点に関して、まったく特殊な性質の事柄から着手することができます。今日は皆さんに、あ

る種の受胎前の傾向に対して、骨化、硬化症が反対の働きかけをしているということをお話ししました。この骨化お

よび硬化症は完全な反対像を有しています。骨化、硬化症を増大させるためには、皆さんは人間に鉛毒を盛りさえす

ればよいのです。もちろん、この試みは、動脈硬化を研究するために本当に鉛中毒を引き起こすことまでに至っては

なりませんが、重要なことは、自然が自ら実験してくれる際に現われてくる諸現象をこういう意味において追求し、

それによって、鉛のなかで作用しているのと同じ力から人間自身のなかでも起こっていることと、鉛との間に内的親

和性が成立しているということに行き着くことです。鉛のなかで作用しているプロセスと、人間における骨化と硬化

症のプロセスは、徹底的に研究によって追求されねばならないのです。

　同様に、錫のなかに存在するプロセスと、私が先ほど水頭症とその反対物との相互作用として特徴づけたものすべ

てとの間の相互関係も研究できるでしょう。そしてその際、頭と腹部との正確な比例関係とでも申し上げたいものに

作用するようになっていくこの幼児期の年齢全体のなかに、錫のなかにあるのと同じ力が作用しているのが見出せる
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でしょう。

　さて私たちは、このプロセスが後の年齢になって肺のほうへ押し進められるということを見てまいりました。その

際私たちはーー実際そこまで行く必要もなく、数世紀来、医学的文献に記されているいくつかのことを、正しく読ん

で総合しさえすればよいのですがーー、肺炎と胸膜炎の付随症状のなかにあるすべてと関係しているこのプロセスと、

鉄のなかにある力に対するこのプロセスと関係するものとの、内的な親和性を見ることになります。この関係を、さ

らに今度は、いわば正常な状態であるときの血液のなかに鉄が存在することによって起こる通常のプロセスのなかま

で追求していけるでしょう。皆さんは、鉄と血が相互作用する際に起こるのと同じプロセスを、肺組織とそれに関連

するすべてのものまでもっと追求していくことができるでしょう。そうすれば、水頭症とその反対物との、肺まで押

し進められた相互作用、と申しますか、そうした相互作用における鉄の働きについて、見解を得ることができるでしょ

う。よろしいでしょうか、こういう事柄はこのように互いに入り組んでいます。このように入り交じった作用と、さ

らには人間外部のものとの関係を通じてのみ、薬の治癒作用に到達する可能性を得ることができるのです。

　ですから、人間存在をこのように見ることを本当に尊重するならば、観察者に一種の直観力（イントゥイション）

が生じるのは疑いのないことでしょう。このイントゥイションは本来どんな診断の際にも特に重要でしょうけれども。

その際真に重要なのは、多くのものを総合的に観ることだからです。いかなる診断の際にも、その人がどのように生

きているのか、今までどのように生きてきたのか、今後どのように生きていく見込みがあるのかということに目を向

けておかなくてはなりません。今後生きていく、と私は申しましたが、これはどういう意味でしょうか。そう、現在

の人間のなかには、すでにある意味で、彼が残りの人生においてとくに器官的に費やすものが、萌芽のかたちで素質

として存在しているわけです。

　さらに私が今申しましたすべて、鉛、錫、鉄の人間の生体組織に対する作用のしかたについて、なお金属という側

面から作用として発しうるものとの関係を探究するなら、これらにいわば対極的に相対しているのが、銅、水銀、銀

の作用であるということに行き着くでしょう。

　私が今申しましたことは、何らかの薬を特に奨励することには結びつきません。けれども、私がこれをお話ししな

ければならないのは、これらの金属のなかの力、この力は私たちが見てまいりましたように他の物質のなかにもふく

まれているのですが、これが有している構成と、人間の生体組織自体の形成力との間に、まったく特定の性質の相互

作用が成立していることを皆さんに指摘するためです。したがって、たとえば銅のなかにつなぎ止められている力は、

特定のしかたで、鉄のなかにつなぎ止められている力に対抗して反対の作用を及ぼしています。この反対の作用から、

ある種の力、そうたとえば鉄の力が強すぎるとき、鉄の作用が強すぎるときに、他の力から用いねばならないものを、

取り出すことができるでしょう。たとえば、人間の生体組織のまったく特定の病状の場合、その内部で鉄の力が明ら

かに強すぎるにちがいないということがわかるでしょう。そういう場合は、銅あるいは銅に似たものを、植物界から

得られるものであっても、これから見ていきますように、この症状に対して適用することが重要です。

　さてきょうは、幾つかの方面にわたってこのように見てきて、皆さんがたに多くを要求しすぎたかもしれません。

とはいえ、、まさにきょうお話ししましたことを皆さんが見ていってくださるなら、そのことから、こういう事柄が

さらにどういうふうに研究されていかねばならないか、そしてこの研究から、医学的な研究制度と医学上の制度全体

を改革するために効果あるものをいかにして引き出せるか、理解していかれるだろうと期待しております。
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第八講	 １９２０年　３月２８日　　　　　ドルナハ　

　私たちが「エーテル体」、「アストラル体」などと言う場合、私たちの理念のを短縮し、簡潔にするとでも申し上げ

ますか、そのためにはこういう用語法を、もっと適用せざるを得ないのですが、「エーテル体」、「アストラル体」な

どによっていわば物質界の出来事に刻印されているものに、この用語法をそっくり還元することができます。ただ今

日においては、物質的な出来事のなかに現われているものを、真に正しく存在の霊的な基盤に関係づける方向にある

とは言えません。けれども、医学的な思考と直観 [Anschauen] の霊化のためには、ぜひともそれがなされねばならな

いのです。たとえば、私たちがエーテル体と呼んでいるものと、物質体と呼んでいるものとの相互作用はそもそもど

のように起こっているのか、といったことにぜひとも立ち入って行かなければなりません。ご存じのように、この相

互作用は人間において起こっており、昨日は、この相互作用のある一面、つまり、アストラル体の作用に対してこの

相互作用が一種の混乱状態になる場合についてお話ししました。この相互作用は、人間の外部にある自然においても

起こっているのです。

　さて、よく考えてみてください、この考えをきちんと最後まで押し進めていくと、皆さんは、人間と人間外部の自

然との関係を実際根本的に見通すことになるのです。皆さんが人間の外部の自然を眺めるとします。皆さんの回りに

はーーさしあたりきょうのところはこの点にこだわっておきましょうーーありとあらゆる種類の全植物相が広がり、

皆さんは、さまざまな感覚を通じてこの植物相を知覚します。こうして眺めると、皆さんはさまざまな感覚によって

植物相を知覚することができ、この植物相と、まずは地球の大気のなかにあるものすべてとの、次いでこの地球の大

気の外部の、惑星的なもの、アストラル的なもののなかにあるものとの関係を、少なくとも予感することができます。

私たちが地球の植物相を観察するとき、ここが（図参照）地表面であるとすると、この植物相は私たちに、大気的なもの、

アストラル的なものを示している、このアストラル的なものというのはこの場合、これが星々を、地球外のものを目

指して行くという意味ですが、このアストラル的なものを示している、と言えます。そして神秘学的なもの [Okkultes]

に入り込まなくても、さしあたりこう予感することができるのです、この外界においては、植物相に現われているもの、

開花や結実に現われているものと、はるかな全宇宙から作用してくるものとの活発な相互作用が見られるのだ、と。

　さらに、これらすべてから目を転じ、思考を私たちの内部に導くとーーこのように見ていく際に皆さんはいくらか

イントゥイションを助けにすることを試みて下さらなくてはなりません。すでに申しましたように、医学においては

イントゥイションなしでは絶対にすまされないのですーー、つまりこの思考を外界から転じ、私たち自身の内部に目

を向けると、私たちは、この外部にあるものとのある種の親和性を見出せるのです。このとき私たちはこう言わなけ

ればなりません。植物相においては、エーテル的なものと、物質的なものは密接に結びついている、そこで私たちは、

植物相における、エーテル的なものと物質的なものの結びつきと、人間自身における、エーテル的なものと物質的な

ものの結びつき、この両者の結びつき方にある種の親和性があることも予感せざるを得ない、と。

　さて問題は、このエーテル的なものと物質的なものの親和性について、私たちは何によって外的、具体的に語るの

かということに対して、答弁することです。私たちはまずさしあたっては抽象的にこのように言うことができます。

つまり、エーテル的なものは、上方にむかって開いているという限りでは、物質的なものよりもアストラル的なもの

に近い、と。けれども私たちは、エーテル的なものは、物質的なものに対して何らかの関係がある、とも言わなけれ

ばならないでしょう。すなわち私たちは、こうした二重の親和性、エーテル的なものが一方では物質的なものに、他

アストラル

大気
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方ではアストラル的なものに対して有する二重の親和性に目を向けねばならず、さらに私たちをいわばこの二重の親

和性へと導いていくものを、探究していかねばならないでしょう。ここで皆さんがどのようにしてこの二重の親和性

へと導かれうるか、ということを、まずできるだけ具体的に述べておきたいと思います。

　そうですね、ひとつ花盛りの菩提樹の並木道を歩いてごらんになって、この並木道で花盛りの菩提樹 [Linde；西洋

ボダイジュ、シナノキ科 ] の芳香のなかを皆さんがどんな具合に通り抜けていくか、明確にしてみてください。この

とき、皆さんの臭覚器官のなかにいわば神経状に拡がっていくものすべてと、この菩提樹の花の芳香との間にひとつ

のプロセスが生じていることを明確にしてください。さらにこの菩提樹の花の芳香を知覚するプロセスに注意を向け

ると、これは、いわば内部の発露 [Aufschiessen]、菩提樹の花の芳香、菩提樹の花の匂いに対する臭覚力の発露であ

るとおわかりになるでしょう。そして皆さんはこう言わなければなりません。ここでは内部を外部にもたらすような

プロセスが生じている、この内部と外部は、内的な親和性によって、何らかのしかたで共に何かを行なっているのだ、

と。さらにこう言わなければなりません。菩提樹の花の芳香によって外界に発散されているもの、植物相、つまり地

球外の環境に向かって開いている植物相と、地球外の環境全体との相互作用に基づいているにちがいないもの、こう

いったものがいわば、臭覚という知覚そのもののなかに内面化されているのだ、と。知覚ということをするがゆえに、

皆さんはここで内的に、エーテル体からアストラル体へと作用する何かを与えたわけです。これは疑う余地のないこ

とです。さもないと皆さんは知覚することができないでしょうし、これは単なる生命プロセスにすぎないことになっ

てしまうからです。臭覚器官そのものが、そこにアストラル体が関与していることを証明しています。けれども、皆

さんに外界との親和性を見せているものが同時に皆さんに示していることは、菩提樹の花が発散させているあの甘い

香りの発生は、皆さんの臭覚器官のなかで起こっていることにある意味で親和性を有しているけれども、その対極に

あるということです。実際のところ、菩提樹の花の、拡がっていくこの甘い香りのなかには、植物的ーエーテル的な

ものと、その周囲にあるものとの、あまねく宇宙空間を充たしているアストラル的なものとの相互作用が見られるの

です。したがって、私たちは、匂いを嗅ぐということのなかににひとつのプロセスを有しており、私たちはこのプロ

セスを通じて、植物相において地球外のアストラル的なものに親和性のあるものに関与しているのです。

　今度は、何らかの味、そうですね、今お話ししましたことに親和性のあるものを例とするなら、甘草の味、あるい

は甘いぶどうの房の味を例にとってみますと、同様のことがわかります。この場合は、私たちの臭覚器官において起

こっている経過とは反対に、私たちの味覚器官において起こっている経過なのです。ご存知のように、味覚器官は臭

覚器官にたいへん親和性を持っています。ですから皆さんがすぐさま思い浮かべなくてはならないのは、自然の出来

事全体に関しても、味わうということにおいて起こっていることと、匂いを嗅ぐということにおいて起こっているこ

とが、互いに親和性を持っているということです。けれども、味わうということは、匂いを嗅ぐことよりもずっと器

官的ー内的なプロセスであるということは明確にしておかなければなりません。匂いを嗅ぐことはむしろ表面におい

て行なわれます。匂いを嗅ぐことは、人間外部のものの、いわば自らを拡張するプロセス、空間に拡張されているプ

ロセスに関与しているのです。味わうという場合はそうではありません。味わうということを通しては、皆さんはむ

しろ、物質のなかに内的に存在しているはずの特性、つまり実質的なものそのものと結びついているはずのある種の

特性に到達します。皆さんは、匂いを嗅ぐことを通してよりも、味わうことを通して、そのものが、つまりこの場合

は植物が、内部において何であるかがわかるようになるのです。皆さんは少々イントゥイションを助けにしさえすれ

ばよいのです。そうすれば、このように言えるでしょう、植物の硬化に関係するもの、植物において硬化していく器

官的なプロセスと関係するものはすべて、植物のなかにあるすべてのものを味わうということを通して、姿を現わし、

自らを開示するのだ、と。けれども今度はこの植物的なものは、硬化していくことに抵抗します。このことは、植物

が芳香を発するように誘うもののなかに現われてきます。ですから皆さんはそもそも疑うことはできないでしょう、

味覚というのは、エーテル的なものと物質的なものとの関係に関わる経過なのです。

　さて今度は、匂いを嗅ぐことと味わうことを一緒に考えてみてください。植物相に対して、匂いを嗅ぎ、味わいつ

つ生きることによって、皆さんは実際、エーテル的なものがアストラル的なものと物質的なものという両方向に対し

て持っている関係のなかで生きているわけです。匂いを嗅ぐことと味わうことに注意を払えば、エーテル的なもの、

すなわちエーテル的なものが刻印されたもののなかに正しく入っていくことができます。人間が匂いを嗅ぎ、味わう

ところにおいては、根本において、エーテル的なものがアストラル的なものおよび物質的なものと関わりつつ、物質

界に顕現しているのです。私たちがこのように、匂いを嗅ぐことと味わうことにおいて起こっていることを調べるな
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ら、いわばそうすることで私たち自身が人間の表面にいるということです。けれどもよろしいですか、実際のところ

今日重要なことは、私たちはついに、精神科学の側からの真の科学の結実に向けて、抽象神秘主義的なものを抜けだ

し、具体的な霊の理解へと実際に突き進んでいるということです。人々があいもかわらず、人間における神的なもの

を理解せねばならない、と語っているばかりでは、本当にいったい何の役に立つというのでしょう。このときこの人

たちが、この「神的な」という言葉で理解しているのは、せいぜいのところ、何かまったく抽象的な神的なものにす

ぎないのです。こういう考察法が実りをもたらすのは、私たちが具体的な現象に入っていくことができ、こういう具

体的な意味で、外的な経過が内的になっていくことを観察するとき、つまりたとえば、匂いを嗅ぐことと味わうこと

のなかに、人間と親和しつつ外的に生きているもの、エーテル的なものを実際に観察することによって、いかにこの

エーテル的なものが内面化されていくか、このもしかするともっとも粗雑な上方の感覚プロセスのなかに、いかに直

接、外的な経過が内面化していくのが見られるか、ということを観察するときでしょう。現代においてきわめて大切

なことは、単なる抽象的なもの、神秘主義的なものを抜け出していくことなのです。

　さてこれから皆さんにも明らかになっていくでしょうが、自然においては、すべてが何か別のものへと絶えず移行

しているということ、自然においてはすべてが次のように、ひとつのできごとが別の出来事へと移行する傾向、別の

出来事へと自らを変容さる傾向にあるということです。それでは私たちがたった今お話したことを考えてみてくださ

い。匂いを嗅ぐことは表面の方に置かれていて（図参照）、人間の内部の方に引き入れられているのはーーこの場合

はすべて、植物相、植物に関連していますーー、味わうこと、味覚です。そして、これら（匂いを嗅ぐことと味わう

こと）は、エーテル的なものがアストラル的なものに向かって拡がっていったり、あるいは物質的なものへと硬化し

たりするという意味で、エーテル的なもののなかを経過している、と申しますか、つまり、外部に向かって、すなわち、

植物相の場合、揮発的させること、芳香を発することにおいて起こっているすべてのことに向かって進んだり、ある

いはまた、味わうことにおいて芳香から遠ざかり、外部において硬化に至るものすべてを内面化したりしているので

す。匂いを嗅ぐことと味わうことに注意をとどめると、いわば、外的なものと内的なものが共に流れているのです。

　けれども、自然においては常に、ひとつのプロセスが別のプロセスへと移行しています。ひとたび私たちが、植物

相におけるこの芳香を発するもの、植物がそれによっていわば硬化していくのを免れるすべてのもの、この場合植物

はいわばまだーー素人じみた言い方をお許しくださいーーその霊性を大気中に発しているのですが、こういうものに

感覚を向けてみますと、大気中の芳香物質にはまだいくらか植物である状態が含まれていることがわかります。いわ

ば、外界で香っているもののなかには、なおも植物の幻影 [Schemen] が存在しているのです。植物がその香りの幻影

を送り出すとき、植物がそれを硬化した植物状態に至らせないようにするとき、植物がその花から何かを、なるほど

花になろうとはしているけれども、この花になるということから遠ざかり、揮発的な状態にとどまろうとする何かを

送り出すとき、こういうとき、いったい外界ではそもそも何が起こっているのでしょうか。これはつまり、押しとど

排泄プロセス

視覚／見ること
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められた燃焼プロセスに他ならないのです。この芳香発生の変容を連続的に考えていくと、皆さんはこういう考えに

行き着くでしょう。この芳香発生というものは、本来押しとどめられた燃焼プロセスなのだ、と。一方においては燃

焼が、他方において植物の芳香発生が見出せます、そうするとそのなかに、両者に共通する統一体の、二つの変容形

態（メタモルフォーゼ）が認識されるでしょう。言うなれば、まさに芳香発生のなかには別の段階での燃焼が存在し

ていたということです。

　さて今度は、植物において、味覚を刺激するものを見てみましょう。これは植物のもっと深い部分にあるもので、

植物において、その植物形成力を幻影のように自らのうちから周囲へと追い出すような事態にはさせず、植物がその

形成力を自らのうちで統合するように、それを内的な形成力のために使用するように導くものです。味わうというこ

とにおいて皆さんもこの内的な形成に加わっていますので、ここで皆さんは、植物的なものの硬化の下方にあるプロ

セス、塩化の、この別の段階での変容であるプロセスに行き着きます。もちろん、ここでは植物相についてのお話し

ているのですから（図参照）、これは植物の塩化のことです。

　考えてみてください、皆さんは植物のなかに独特な変容をもたらしたわけです。植物のなかに上に向かっては芳香

発生プロセスがもたらされました。これはいわば押しとどめられた燃焼プロセスであって、すでにここから燃焼プロ

セスが始まることも可能です。なぜなら、花となっていくプロセスはまさしく、そこに組み込まれている燃焼プロセ

スだからです。下に向かっては、硬化、塩化が見出されます。そして、皆さんが植物において味わうものは、まだ押

しとどめられた塩化なのです。けれども、塩が組み込まれて、塩が植物そのもののなかに見出される、すなわち植物

塩が得られるとき、これらの植物塩は、植物において自身が植物化していく道を越えて踏みこんでいった何かなので

す。この場合、植物は、自分自身の本質のなかに自分自身の幻影を押し込めたわけです。

　ここで治療薬のための理性 [Ratio] が認識されます。ここで、ある意味で植物相に光が当たり始めると申し上げた

いのです。そこで起こっていることに目が向けられるからです。繰り返し強調しておかなければなりませんが、この

具体的に見るというとことそが肝要なのです。

　さて、さらに進んで行くために、皆さんは以下のようなことを思い出してくださりさえすればよいのです。つまり

私は、そのような場合はやはり、高度に臨機応変主義的な、と申しますか、そういう理由から、議論すべきことを今

日行なわれ、行なわれているであろうことと結びつけたいということです。それによって皆さんも、精神科学が与え

ることのできるものと、外的な科学であるものに橋を架けることができるようになっていただきたいのです。当然の

ことながら、以下の文において議論していくことを、今現在もっと精神科学的に特徴づけることもできるでしょう。

けれども私は、現にもう存在している今日の科学に通用する考え方に関連づけていきたいと思います。今日生理学者

は、彼の眼前にあるものについて語りますが、この眼前にあるものは、精神科学者にとっては、眼前にある必要はあ

りません。これと同じ意味で、精神科学者は解剖をする必要がないからです。けれども私たちは、通用している考え

方に関連づけていきます。実際私たちは、他人を解剖するなどという暴挙を受け容れる必要はないのですが、それら

がすでにもう存在してしまっていて、その成果を提供している、という事実はやはり顧慮しておかなければなりませ

ん。自然科学が精神科学によっていくらか豊かにされる場合のみ、こういう暴挙は止むことでしょう。それではひと

つ試してみましょう。そうすれば、目のなかで起こっているプロセスと、匂いそしてとくに味において起こっている

プロセスとの間に、他の器官実質での味覚神経の拡がりと目のなかでの目の神経の拡がりという点で、いかに密接な

親和性、密接な関係が成立しているか、ということが精神科学からまったく明らかになるでしょう。ここでは非常に

密接な親和性が成立していて、見るという経過の内的なものの特徴を示そうとすれば、実際ほとんど、味わうことの

経過との類似（アナロジー）を探さざるを得ないほどです。むろん、器官実質に味覚神経が拡がっている場合、目の

精緻な形成であるもの、器官的な実質に拡がっている視神経の前に置かれている、目の精緻な形成であるものは結び

ついていないので、見ることというのはまったく別の何かです。しかし、物質的な目の精緻な構造の背後で、いわば

見るという経過として始まるもの、これは、非常に内的に、味覚の経過と親和性があるのです。私が申し上げたいのは、

私たちは見ることにおいて、変容させられた味覚 [ein	metamorphosiertes	Schmecken] というものを実現している（味

わうということを変容させている）ということです。この変容は、私たちがまさに、味わうときに起こっている器官

の経過の前に、目の精緻な構造によって生み出されるすべてのものを置いたことによってなされているのです。

　さて当然のことながら、私たちはいかなる意味でも、私たちの生体組織が外界にもたらすものと、外界が私たちの

生体組織にもたらすものを区別しなければなりません。つまり、血液が目に流れ込むことによって、すなわち生体組
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織が目に働きかけることによって、内部から経過として起こってくるものに、私たちは注目しなければならないので

す。これは、私たちと同様な器官に加えて目のなかに房室や剣状突起、つまり血液器官を持っている動物の場合に、

より強力に起こっています。この血液器官を通じて自我（エゴ）が眼球のなかにより多く送りこまれるのです。一方、

私たちの場合この自我（エゴ）は後退して、眼球を内的に自由にしています。けれどもここでは、血液という回り道

を通って、組織全体が、目を通じて感覚現象全体に作用を及ぼしているのです。そして、この見るという経過の内部

で、味覚の経過が変容させられていて、それで私たちは、視覚（見ること）を、変容させられた味覚（味わうこと）、

と呼ぶことができるわけです。そうなると私たちは、変容させられた味覚（味わうこと）として、いわば味覚（味わ

うこと）と嗅覚（匂いを嗅ぐこと）の上部に、視覚（見ること）を位置づけたことでしょう（図参照）。

　つまり、味覚の経過全体であるものにも、見るという経過であるものにも、内部とともに作用する、何か外的なも

のが対応しています。つまりこの経過はいわば上に向かって、変容させられねばならないのです。見るという経過は、

味覚の経過が変容させられたものなのです。けれども、さらに今度は体の下方へ向かっても、味覚の変容が起こらな

ければなりません。私たちは見るという経過においてより外界の方へと上昇していく一方ーー目は骨のくぼみにはめ

込まれているだけで、私たちはそこから外へ向かい、目は非常に外的な器官なので、見るという経過はより外部に向

かって組織されていますーー、今度は反対の方向へと、生体組織の下方に向かって、味覚の経過の変容を考えていか

なければならないのです。こうして私たちはいわば、視覚のもう一方の極に、生体組織において見るという経過に対

応しているものに、たどり着くわけです。これは以下の考察で私たちに夥しい光を投げかけることでしょう。と申し

ますのも、私たちが味覚の経過の変容を下へ向かって追求していくときに得られるものは、何なのでしょうか。つま

りその場合は消化というものが前提になっています。そして皆さんが真に内的に消化というものを理解できるように

なるのは、皆さんが一方において、視覚を、変容させられた味覚（味わうこと）の継続と考え、他方で消化を、変容

させられた味覚の継続と考えるときのみです。しかもこれは、消化を、外面化された視覚に対して、完全に対極にあ

るものとして理解することができるということです。外面化された視覚は皆さんを、外界においてこの消化に対応し

ているもの、器官的に内面化されて消化となるもの、これを認識することに導いてくれるからです。他方において皆

さんは、消化の経過が味覚の経過に親和性を持っていると考えなければならないと気づかれるでしょう。消化プロセ

ス全体を次のように考えない限り、人間の生体組織における内密な効力、消化プロセスに局所的に見られるこの効力

を理解することはできません。つまり、良い消化とは、いわば消化管全体で味わうすべを心得ている能力に基づいて

いて、悪い消化とは、いわば消化器官全体で味わう能力の欠如に基づいていると考えなければならないのです。

　さて私たちが考察してまいりました経過は、味わうことと匂いを嗅ぐことに分かれます。こうしていわばひとつの

経過が分かれて、一方では、味わうことにおいて、エーテル的なものと物質的なものとの相互作用の方が活発なプロ

セスと、他方では、私たちが匂いを嗅ぐ場合にそうであるような、エーテル的なものとアストラル的なものの関係の

方が強い経過が扱われるのです。生体組織のなかでの、味覚（味わうこと）の継続としてあるものに対しても、私た

ちは同様の分割を行ないました。つまり、一方で、腸による排泄、糞便の排泄への傾向を持つ消化があり、他方では、

腎臓による排泄、排尿による排泄があるということによって分けたのです。ここで確実に、人間の上部と下部におけ

る対応が得られます。まったく確実に、二つの対極的に相対して存在しているものが得られるのです。味わうことと

匂いを嗅ぐことを分け、通常の消化と、より内密な腎臓の働きに基づくすべてのもの、より内密な腎臓の働きに組み

込まれるすべてのものとして、通常の消化から区別されるものとを分けることによって、これが得られるのです。

　こうしていわば、生体組織の皮膚によって隔てられた内部で起こっていることを、外的なものが内面化されたも

のとして観察する可能性が出てきます。なぜなら、私たちは、上に向かって継続させるものすべてとともに、より

いっそう外的なものへと入り込んでいくからです。ここで人間は外的なものに向かって開くのです。さて、こうい

うことをさらに追求して、いわば私たちのうちに魂的に生きているもののなかに、生体組織と結びついて、これは

唯物論的な意味でではなく、皆さんもいくつかの講演からご存じでしょうが、別の意味で結びついているのです

が、こういう意味で生体組織と結びついて魂的に生きているもののなかに、私たちは、変容させられた視覚 [ein	

metamorphosiertes	Sehen] を有している、これはまた内部のある方面に向かって、思考のなかに、表象のなかに（図

参照）置かれている、というところまで追求すると、私たちは、表象の根底にある器官、つまり人間の頭の内部の器官を、

ある一定の方向に向かって変容させられた見る器官として考えなければなりません。どうか、調べてみてください、

思考のなかに生きている皆さんの表象の大部分は、視覚表象の単純な継続なのです。生まれつき盲目のひと、生まれ
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つき耳の聞こえないひとの魂的生活を比較してごらんになりさえすれば良いのです。私たちは思考のなかに、内部に

向かって継続された視覚を有しているのです。こうして私たちは、頭部や脳の解剖学的構造と思考の経過そのものと

の間に生じている独特な相互関係に、さらに一条の光なりとも投げかけられる、と言えるようになります。たとえば

実際奇妙なことに、私たちの思考の経過にきちんと迫っていってーーこれも医学の学位請求論文の結構な一章となる

でしょうーー、脳の組織と、統合的思考がどのように関連しているか調べてみようとするなら、不思議なことに、臭

覚神経が変形させられたように見える構造に行き当たります。したがってこう言えるでしょう。私たちの散漫な、分

析的思考は、内的に見て、そのもう一方の対であるものにおいて、見るということに似ている、けれども、ものごと

を統合すること、観念の連合、これは本来、内的、器官的に見て、匂いを嗅ぐことに非常に似ている、と。つまりこ

のことは、非常に注目すべきしかたで、脳の解剖学的な構造にも現われているのです。こうして私たちは、いずれに

せよ表象、思考の一面にたどり着くわけです。

　私たちがさらに内的なプロセスを探究していくと、どこに行くのでしょうか。視覚から発して私たちが表象のなか

に有しているものは、視覚において外面化されているもので、これは思考においていわばまた内部へと反射するもの

です。見るというプロセスをいわば反対向きにしようと、再び生体組織の方に導こうと努めているわけです。その反

対の極に置かれたプロセスは、したがって、そこにあるプロセスを、内部に向かってではなく、外部に向かって導こ

うと努めているということになるでしょう。つまりこれは、消化プロセスは、排泄プロセスのなかに継続され（図参照）、

排泄プロセスはそれによって表象のもう一方の対となる、ということです。こうして皆さんは、私が数日前に比較解

剖学によって皆さんに示したことを、別の、より内密な見地から見たわけです。数日前に私が示したことには、いわ

ゆる人間の精神的な能力と、調整された排泄プロセスあるいは調整されない排泄プロセスとの間に、いかに内的な親

和性が生じているかを、まさに人間の構成と、とくに腸菌群落の発生が、何らかのしかたで示唆している、というこ

ともありました。皆さんはここでは別の面からこのことをとらえるのです。つまりここで皆さんに示されるのは、私

たちの内に向かっては、思考プロセスのなかに、見るプロセスが継続されていて、外に向かっては、排泄プロセスの

なかに、消化プロセスが継続されているということです。さて、私たちが少し前に観察したこと、つまり、芳香発生

は押しとどめられた燃焼プロセスであり、植物の硬化は押しとどめられた塩化である、ということにもどるなら、私

たちはまたも、今度は内部で起こっていることに光を投げかけたことになります。ただし、反転も起こりうる、とい

うことを明確にしておかなければなりません。ここ（上）では、見ることが、内面化に向けて反転し、ここ（下）では、

外面化に向かって反転しています。したがって私たちは、ここ（上）では、その経過の塩化との親和性を認めること

になり、ここ（下）では、その経過の火化 [Feuerwerden] あるいは燃焼、火との親和性（図参照）を認めることにな

るのです。つまり、植物における芳香発生と押しとどめられた燃焼プロセスに作用する（☆１）のに適しているものを、

下腹部に導けば、皆さんは下腹部（の働き）を助けることができるでしょう。植物において塩プロセスを押しとどめる、

あるいは塩プロセスを植物のなかで内面化する使命を持つものを、上部人間に導けば、皆さんは上部人間の経過を助

けることができるでしょう。このことはさらに個別的に実施していかなければなりません。

　こうして、外部全体がいわば再び内部全体のなかに現われうるのだということがおわかりだと思います。ですから、

人間の内部へと入り込んでいくほど、それだけいっそう私たちは人間の内部に外的なものを探究しなければならない

のです。私たちは、消化器官、とりわけ腎臓において起こっていることのなかに、芳香発生プロセス、燃焼プロセス

に非常に親和性のある、ただしこれはもう一方の極なのですが、そういう何かを探究しなければなりません。さらに

私たちは、肺から始まって喉頭と頭部を経て上に向かう人間の組織のなかに、植物において塩化となるもの、人間内

部の自然全般において塩化の傾向を持つものすべてと内的に親和性のある何かを探究しなければなりません。つまり

こう言えるかもしれませんーー単にこう言えるかもしれないのではなく、こう言うことができるのですがーー、植物

が自らのうちに塩を集積するさまざまなやり方がわかったならば、人間の生体組織のなかの対応するものを探しさえ

すればよい、ということです。きょうはこれを概観的に探究しましたが、個別的には明日以降の講演で追求していき

ましょう。

　これでおわかりのように、いわば植物療法全体がとりあえずは原理として特徴づけられたわけです。植物療法は何

に依拠しているのかがおわかりになったと思います。私が申し上げたいのは、皆さんは、内部と外部との相互作用に

おいておこっている実際のプロセス全体を見通しているのだということです。けれどもまったく特殊なものにもすで

に目を向けているのです。たとえば、すでに香りというよりはむしろ味覚的なものへの傾向を持っている、と申しま
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すか、その当の植物を噛むことによってはじめて、正しい香りにたどり着き、実際香りと味との統合を知覚するよう

な、メリッサ [Melisse、メリッサ、レモンバーム、西洋ヤマハッカ ] やカキドオシ [Gundelrebe] のような、そうい

う香りを考えてみてください。すると私たちには、すでにその内部にはいくぶんかの塩化が存在していること、すで

にその内部では、塩化と芳香発生の共同作用が見られることがわかるのです。このことが私たちに示してくれるのは、

メリッサその他のような植物に親和性を持っているにちがいない器官は、より外部に向かう、胸に向かう位置にあり、

一方、非常に芳香を放つ、そうですね、ボダイジュやバラのようなものに親和性を持っているにちがいない器官は、

下腹部により入り込んでいるか、より下腹部に向かう位置にあるものに親和性があるにちがいない、ということです。

　さて、上部人間において、嗅覚や味覚の領域に位置しているものすべての間に、器官的に観察して、ある別のプロ

セス、これはいくらかもっと深い意味で、人間にとって重要な生のプロセスなのですが、そういう別のプロセスが組

み込まれている、ということに気づかれるでしょう。ここに組み込まれているのは呼吸プロセスです（図参照）。私

たちはこの呼吸プロセスに対しても対極的に組織されているプロセスを探すことができます。この（呼吸プロセスの

対極の）プロセスは、消化プロセスが排泄プロセスに通じ、器官上の表象プロセスに対して対極のものである限り、

消化プロセスからいわば区別されるプロセスでなければなりません。ちょうど呼吸が、器官的に見て、嗅覚ー味覚プ

ロセスの近くに限定されているように、器官的に消化プロセスのもっと近くにあるもの、そういうものが、区別され

なければならないのです。これは、リンパー血液プロセス、血液形成プロセスにおいて起こっているすべてのもの、

あるいは、消化から内部へ向かって押し込まれたもの、つまりリンパ腺その他のような器官、血液形成に関与するす

べての器官にあるもの、こういったすべてのものです。こうしてここに二つの対極的なプロセスが見られます。ひと

つは消化から分離されたプロセス、もうひとつはもっと外に向かって置かれた感覚の経過から分離されたプロセスで

す。すなわち、いわば感覚の経過の背後にある（☆２）呼吸と、消化がさらに排泄に通じる限り消化の前に置かれて

いる血液形成ーリンパ形成プロセスです。奇妙なことに、私たちはこうしてプロセスから人間全体のなかに入ってい

くのに対し、今日では通常、目の前にある器官からしか人間の観察はなされていません。私たちはここで、プロセス

から、人間と人間の外部の世界との関係全体から、人間を認識し、洞察しようと試みています。そして実際に、私た

ちにとって真に直接、人間におけるエーテル活動全体を写す像である諸関係を見出すのです。なぜなら、結局私たち

がきょうのこの時間で研究してきましたことは、人間におけるエーテル作用に他ならないからです。そしてこの二つ

のプロセス、呼吸プロセスと血液形成プロセスは、再び出会います。この出会いというのは人間の心臓で起こるのです。

おわかりですね、人間の外部をも含んでいるという意味において外界全体が、二重性として、つまり人間の心臓でせ

き止められ、人間の心臓において一種の均衡状態を目指す二重性として、私たちに現われてくるのです。

　このようにして私たちは、ある独特のイメージ、人間の心臓のイメージに到達することができます。この心臓の内

面においては、体の全面にわたって私たちに外的に作用してくるものの統合 [Synthetisieren] がなされ、外界にお

いては、分散 [Analysieren] がなされている、つまり心臓のなかでいわば膨らまされたものがいたるところで拡散さ

せられているのです（図参照）。ここで皆さんは、重要な考えに到達します。これはたとえば次のように言い表わせ

るかもしれません。皆さんは宇宙を見渡してこの円周を目にし、こう自問するのです、この円周のなかには何がある

分散

統合
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のだろう、この円周から働きかけてくるものは何なのだろう。この円周に親和性のある、同じような何かを、私のな

かのどこに見出せるのか、と。ーー私が私自身の心臓をのぞいてみるとしたら！そこにはいわば、反転した天が、対

極に置かれたものがあるのだーー。こちらに周辺部分が、いわば無限のかなたへと拡張された点があり、一方で人間

の心臓に集中された円があるのです。宇宙全体がこのなかに存在しています。おおざっぱな比喩を使うなら、簡単に

こう言えるかもしれません。人間が山の上に立ってはるかかなたを見渡し、宇宙の広大な円周を見ると考えて下さい。

それからごく小さなこびとを人間の心臓に置いて、このこびとがそのなかに何を見ているか、思い浮かべてみてくだ

さい。このこびとは、その内部の回転に宇宙の完全な像が縮小され、統合されているのを見るのです。これは単なる

具象的な表象、一種のイマジネーションにすぎないかもしれませんが、同時に、正しく受け容れれば、正規の、調整

的なイメージ、調整原理として作用することができるものであり、まさに私たちが個別的に認識するものを、正しく

総括する手引きとなってくれるものなのです。

　これで私は、個別の観察のためのだいたいの基礎を作りました。これはまた、提出されたさまざまなご質問に個々

に答えるための土台にもなるでしょう。

■原注

　☆１　「に作用する」という語句は筆記録にはないが、後続文に応じて編者により補足された。　

　☆２　「感覚の経過の背後にある」のあとに、ある筆記録では「表象は魂的なものの栄養であり、その中間に呼吸プロセスが組み込まれ

ます。」という文が見られる。
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第九講	 １９２０年　３月２９日　　　ドルナハ

　私たちが昨日議論いたしましたことは、人間の生体組織の、人間外部の自然へのいわば一種の接近ということでし

た。そして、匂いを嗅ぐ、味わう、という二つの感覚が働く場合に存在している相互作用、まさにその作用において、

人間の生体組織が、人間外部の自然で起こっていることとより密接な関係を持つようになる、ということがわかるの

です。このように人間と人間外部の自然との関係を探る研究をしていくわけは、精神科学にとって、治療処置と人間

生体の組織化プロセスが密接に関連しているということが重要だからです。治療に際して本来常に重要なことは、人

間が、化学的にであれ、生理学的、物質的にであれ、身体に供給するもののなかには、また、いわば生体組織が健康

な状態であれば成し遂げることができ、病気の状態では役に立てないもののなかには、いかなる要因があるのかを見

通すことです。外的に起こっているプロセスと、人間の生体組織のなかで起こっているプロセスとを一緒に考えるこ

とができなくてはならないのです。

　さてこの両プロセスが最も接近するのは、匂いを嗅ぐという知覚と味わうという知覚が問題になるときです。他の

感覚に関連するすべてのものにおいては、この両プロセスは互いに遠く隔たっています。たとえば、見ることと消化

においても、両プロセスはかなり隔たっているのです。この場合、消化という点で、より狭い意味で私が現在理解

しているのは、いわば口のなかで食物を噛むことと腸腺によるその加工との間で起こっていることです。つまり本来

私はこの領域だけを消化とみなしたいのです。一方、他のものは、排出（空にすること [Entleerung]）の領域とみ

なさなければなりません。それが、栄養素を取り入れるための、生体組織のなかでの排出であるにせよ、私が排泄

[Ausscheidung] と呼びたいものに向かう、外部への排出であるにせよです。つまり、腺の向こう側にあるものなら、

これを私は排泄と呼びたいのです。

　さて、見るということに目を向けるなら、私たちの前にある外界の物体は、臭覚プロセスと味覚プロセスにおいて

はもっと表面にあるものを、いわば自らのうちに閉じこめています。臭覚プロセスにおいては、私たち人間に知覚で

きるように、人間外部の自然からより多く取り出されたものがあるのです。これは、その他の場合には、人間外部の

自然の物質の内部に閉じこめられていて、このように閉じこめられている場合にそれが私たちの目に見えるのです。

その形式等において可視的なものを見ることによって、私たちの外部にある形成原理、臭覚プロセスにおいては素材

的にのみ開示されている形成原理を、私たちは実際眼前に見ているわけです。私が申し上げたいのは、匂いを嗅ぐと

きに開示される本質は、植物界、鉱物界まで追求されなければならず、そうすれば匂いを嗅ぐときに前面に出てくる

原理が、外部の形成原理にも開示されていることがわかるだろう、ということです。

　そして、この反対のプロセスは、他ならぬ消化プロセスです。消化プロセスはいわば、味わうときに開示されるも

のを自らのものにするのです。消化プロセスは、味わうときに開示されるものを、逆に生体組織のなかに隠している

のです。、私たちが人間外部の自然を、それがより無意識的なもののなかにあるように今まで記述せざるを得なかっ

たということを指摘するのは、きわめて重要なことです。と申しますのも、よろしいでしょうか、私たちが宇宙全体

から構成することのできたこの連関は、人間のなかに存在しているからなのです。人間は、土星的なもの、木星的な

もの等に組み込まれています。けれどもこの帰属関係は人間の生体組織のきわめて深いところに隠されていて、あま

り今日の思考方法の不興を買わないとすればこう言って良いほどです。天文学的なものは、人間において最も無意識

的なものとなる、これは人間において、多くの場合生体組織の背後にあるプロセスとなる、と。

　さて私たちは、この人間の生体組織をある種のしかたでいわば再び内部で開く諸器官を持っています。そしてこの、

人間の生体組織をあるしかたで再び開く諸器官、これらは生体組織を、この地球の近くで展開しているものにより関

連づけます。生体組織を、ーー今度はもっとも広い意味で考えられたーー気象学上のもの [das	 Meteorologische] に

より関連づけるのです。

　ですから、治療プロセスにおいて単に薬物にのみ目を向けるのではなく、治療経過そのものを追求していくなら、

人間と、まさに最も広い意味での気象学上のプロセスとの間に成立している関係にも目を向けていかなくてはならな

いのです。

　私たちはここですでに、人間の生体組織において、天文学的なものにより深く組み込まれているものと、気象学的

なものにより深く組み込まれているものとを区分することができます。とはいえここでもっと精確な観察方法が出て

こなければなりません。こういう区分が行なわれなければならないというのは、最初のうちは皆さんにはいくらか
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ショッキングなことかもしれませんが、この区分こそが治療のための最良の基礎であることは、次第に皆さんにもお

わかりいただけるでしょう。気象学的なものに開いているーーもっと内部に向かって置かれているものが、天文学的

なものに傾いているのと同様ーー諸器官に目を向けるなら、私たちが人間の生体組織においてこういう器官とみなす

ものは、とりわけ肝臓であり、小嚢状になるもの、つまりまさに膀胱に代表されるようなーーしかも病理学上の関連

でも膀胱はきわめて重要なものですーーすべてのものです。最初は奇異に思えようとも、病理学上の観察にとっては、

膀胱は最も重要なもののひとつなのです。さらに私たちは肺に目を向けなければなりません。肺は呼吸を中継するこ

とによって、何と言っても外部に向かって開いています。さらに、ある意味で私たちが、生体組織全体を外部に、気

象学にむかって開いている諸器官のひとつに数えなければならないのはーー私が今までの観察で申しましたことを正

しく受け取っていただければ、すぐさまこのこともご理解いただけるでしょうーー、心臓です。しかもこれらの器官は、

事実全く特定の気象学上の衝動に組み込まれているのです。ここで意味されていることを研究できるのは、人間と周

囲の世界との関係全体、とりわけ、人間の活動と周囲の世界との関係のなかに分け入っていくときのみです。

　ここで特に皆さんにちょっと指摘しておきたいことは、皆さんが、心臓の障害として現われてくるものすべての原

因を、人間の妨げられた活動に帰する試みを、徹底的になさることです。皆さんが一度調査してごらんになると良い

のは、そうですね、農夫として畑を耕し、この畑を耕すという活動からそれほど遠ざからない人の場合と、例えば職

業上、頻繁に自動車に乗らなければならなかったり、頻繁に鉄道旅行しなければならない人の場合とでは、心臓の働

きがいかに異なって形成されるか、といったことについてです。こういうことについて一度徹底的な調査を行なうこ

とは、極めて興味深いことでしょう。なぜなら、心臓疾患への傾向は、要するに、その人が、外的な手段によって動

かされている間、自分ではじっとしている、つまり、汽車の車室や車のなかに座ったまま移動させられるということに、

依拠している、ということが皆さんにもおわかりになるでしょうから。このように、人間が受動的に運動に身を委ね

ることは、心臓において滞留しているあらゆるプロセスを変形させてしまうものなのです。

　さてこのように、人間の世界で起こっていることはすべて、人間が自らを暖めるやり方と関連しています。ここで

皆さんは、心臓の働きと、人間が関係している世界における熱の衝動との親和性に気づかれると思います。このこと

から皆さんは、人間が自分自身の活動によって、十分に熱を発生させると、この、自分の活動による十分な熱の発生

のある一定の度合いが、同時に人間の心臓の健康の度合いであることがおわかりになるでしょう。したがって、心臓

疾患について常に注目しておかなければならないことは、まさに自分自身で運動を体験し、引き起こすことなのです。

私は確信しているのですが、いつか十五年くらいたったら、こういう事柄について、現在よりもっと冷静に考えられ

るようになり、人々はこう言うでしょう、それにしても不思議だ、オイリュトミーで心臓の働きが良くなるなんて、と。

オイリュトミーはまさに、本質的に、魂に貫かれた自身の運動を調整し、しかも規則的に調整されているからです。

したがって、こう言っても悪くはないでしょう、心臓の機能の不規則性といった問題においては、他ならぬオイリュ

トミー的なものから得られる、健康にしてくれる運動について、こういった観点からこそ言及せねばならない、と。

　さて続いて、膀胱の働きが不十分なことによって人間の生体組織に現われてくるすべてのものに移ります。私がこ

の点について申しますことは、もしかすると皆さんにはいくらか素人じみていると思われるかもしれません。けれど

も、私がどういう言い方をいたしましょうとも、これは、今日科学的と称されているもの以上に科学的なのです。膀

胱というものはそもそも、その本質においてひとつの吸引手段なのです。膀胱はいわば、人間の生体組織における空

洞化 [Aushoehlung] するものとして作用し、引き寄せるものなのです。膀胱は根本的に、人間の生体組織がその場所

において空洞化されるということに依拠しているのです。膀胱の他の生体組織に対する作用は、ちょうど、水中のガ

ス球の作用のようなものです。ここにガス球があるとしますと、これは希薄化された物質から成るもので、全面を水、

つまりより濃密な物質に取り囲まれています。そして、この希薄化された球から起こる作用は、人間の生体組織に膀

胱全体が及ぼしている作用に似ているのです。その結果、人間が、膀胱がもたらすべきものすべてに関して煩わされ

ることになるのは次のような場合です。正しく内的な運動をする機会があまりなかったり、つまり私が申し上げたい

のは、噛まずに飲み込んだりして、食べること自体に正しく注意を払わなかったり、消化している間、休息と運動の

節度を守らなかったりして消化の経過全体を妨げたりなどする場合です。内的な運動性を内的に妨げるものはすべて、

膀胱生活とでも呼ぶことのできるものをも妨げるのです。さて、人間というものは、皆さんがその人の心臓に不規則

さを予想したら、たぶん何らかの活気のある運動を処方することはできるけれども、皆さんが彼の内的な運動を調整

しようとしても、彼の習慣がそうなってしまっているので、彼は受け容れたがらない、そういうものではないでしょ
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うか。とはいえ、次のような場合はすぐさまうまくいくでしょう、つまり、そうですね、飲み込んだり、その他消化

を妨げることによって、身体に必要な休息を与える傾向を持っていないような人物を、気象学的に治療すると申しま

すか、つまりもっと酸素の多い空気のなかに連れていくという試みを皆さんがなさる場合です。こういう空気のなか

では、その人はもっと呼吸せざるを得ない、つまり呼吸プロセスに対して無意識にもっと慎重にならざるを得ないの

です。そうすると、この呼吸プロセスの調整が他の器官プロセスの調整へと移行するわけです。ですから、このよう

に不規則な膀胱機能に悩んでいるひとを、皆さんが人工的にか、望むらくは自然に、異なった空気、もっと酸素の多

い空気のなかに連れていけば、この生活様式の変化によって端的に、ある種の均衡がもたらされることがおわかりに

なるでしょう。

　とりわけ重要なのは、最も広い意味での外的な気象学に関連している第三の器官に注意を払うことです。それは肝

臓です。人間の生体組織のなかで一見遮断されているように見えるとしても、肝臓は高度に外界に組み込まれていま

す。しかも、この外界に組み込まれているということが確かめられるのは、肝臓の状態はいわば常に、ある場所の水

の状態に左右されるということが皆さんにおわかりになることによってなのです。そもそも、ある場所に住んでいる

ひとの肝臓の状態を正しく見ることができるためには、その場所の水の状態が常に研究されねばならないでしょう。

味わうことは肝臓の発達を促進させますが（☆１）、これが過度に起こると、肝臓を退縮させるのと同じことになる

でしょう。つまり、人間における多すぎる飲食、過度の飲食は肝臓を退縮させるのと同じなのです。内的な飲食、と

申しますか、口蓋と舌に限定されるべきものが継続されたもの、楽しく、共感的に食事を取るにせよ、あるいは反感

を持って不愉快に食事を取るにせよ、食事をすることが、より内面へと継続されたもの、これが肝臓の退縮をもたら

すものなのです。したがって、ぜひとも必要なことは、このことに目を向け、これを確かめるのは実際しばしば非常

に困難なのですが、肝臓生活に何らかの支障がある人々に、味覚を研究し、味覚それ自体のなかに何かを見出す習慣

をつける試みをしてみることです。肝臓生活と、いずれかの場所そのものの水の状態との内的な関係を徹底的に研究

することは、きわめて困難でしょう。なぜなら、その依存関係はきわめて精妙なもので、たとえば、そうですね、そ

この水が非常に石灰を含む場所では、水が石灰をあまり含まない場所とは異なった肝臓疾患が発生する、といったこ

とも考慮しなければならないからです。何と言っても、できるだけ水から石灰を遠ざけておくことによって、肝臓生

活が促進される、ということに注意し、常に注目すると良いでしょう。もちろん、それを実現するための手段と方法

を見つけださなければなりませんが。

　また肺生活と密接に関連しているのは、その場所がその土地の組成によって端的に提供するものすべて、例えばこ

の地域のように非常に石灰質に富む土壌であるか、あるいは石英質に富む土壌（珪質土壌）、つまり始原岩層であるか、

といったことです。これに応じて常に、しかもかなりな程度まで、人間の肺生活は異なっているのです。肺は本質的に、

その土地の固体的な土壌の性質に左右されるからです。実際ある地域で開業しようとする医師の最初の課題のひとつ

は、その地域の地質学を徹底的に研究することでしょう。その地域の地質を研究することはそもそも、当の地域の肺

を研究することに他ならないのです。ですから、肺が環境にまったく適応することができないのは、かなり不都合な

ことだということを明確に知っておかなくてはならないでしょう。

　さて、私がこういう関連で申し上げましたことを、誤解なさらないでほしいのです。肺と環境とのこの依存関係を

確認するにあたって、私が言っているのは、肺の内的な構造のことであって、呼吸のことを言っているのではありま

せん。当然のことながら、呼吸もまた、内的な構造に起因する良いあるいは良くない機能というものに左右されます。

しかし今私が言っているのは肺の内的な構造のことです。肺がかさぶたになる傾向があるか、あるいは粘液化その他

の傾向にあるか、これは本質的に、環境がいかなるものであるかということに依拠しています。けれども、それに加

えて、肺というものは、肉体的な作業に非常に左右されるので、人間が過労になるまで肉体労働をしなければならな

い場合は、間違いなく肺が損なわれるのです。

　以上の諸関連が、肺、肝臓、膀胱、心臓のように、内的な器官から、外部に向かって、気象学的なものに向かって

開かれている諸器官の依存関係へと、最も広い意味で私たちを導いていくのです。従って、これらの器官に発病があっ

たら、物質的な方法で治療のために何かを獲得する試みが常になされねばならないでしょう。と申しますのも、これ

らの器官に発病があったとき、物質的な方法で獲得されるものは、何らかのしかたで持続する、と申しますか、そう

いうものだからです。ですから、誰かが、肺が弱い傾向にあって、特定の土地にまったく合わないということが確認

された場合、別のもっと合った土地に住所を定めるよう指示したなら、実際彼にとって最良のことをしたことになり
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ます。同様に、肺より上に位置している器官のためには、住む場所や生活様式をまったく変えることによってしばし

ばすばらしい成果があげられるのです。心臓より下に位置しているものに対しては、住む場所や生活様式の変化によっ

てはそれほど成果をあげることはできませんが、肺および肺より上に位置しているものすべてに対しては、このよう

に住む場所や生活様式を変えることがすばらしい成果をあげることができるのです。ただ、生体組織においてはすべ

てが相互作用しており、何らかのものが存在していたら、秘密の相互作用が存在していないかどうか、ちょっと考え

てみなければならないということを、ここでもはっきり理解しておかなくてはならないのは言うまでもありません。

例えば、心臓の血管に退縮が見られたら、こういう疑問を提示しなければならないのです、肺の退縮傾向も存在して

いるにではないか、この肺の退縮傾向からこの病気を把握しなければならないのではないか、と。

　これによって少なくとも、人間と気象学上のものとの関係を示すすべてのものが暗示されているのです。外界にお

いて、天文学的なものは、気象学的なものの背後に、いわば私たちにとっては気象学的なものに覆われたかたちでは

じめて存在し、人間の内部にも天文学的なものが存在しています。さて、人間の内部と外部において、皆さんが気象

学的なものにおいて確かめることのできるすべてのものの背後に存在しているものーーと申しますのも、人間の内部

における気象学的なものは、肺のようなもの、肝臓のようなもの、膀胱のようなもの、心臓のようなものに汲み尽く

され、外界においては気象的なものは、固体としての土壌、空気状のもの、水のようなもの、熱的なものに汲み尽く

されるからですーー、これは、植物的なものと鉱物的なものにおける形成プロセスであり、そしてこの植物的なもの

と鉱物的なものにおける形成プロセス、このように地球外的なもの、天文学的なものに近いこの形成プロセスに、常

にいわば対極的に置かれているのが、人間においてこの気象学的なプロセスの背後に存在しているもの、つまり、先

に挙げた四つの器官組織よりももっと内に向かって置かれているものです。植物や石のなかに外的に存在しているも

のと、人間の肺、肝臓等の背後にあるものとの関係はそれほど密接ではないので、この領域に由来する治療プロセス

の研究は、実際のところ当然困難なものです。けれども、人間は、何らかのしかたで常に、外的に起こっていること

の反対のことをどこかで成し遂げるという傾向、器官的な傾向を内部に有している、ということをはっきり理解する

ことによって、合理的な道が見出せるのです。

　具体的な例をあげてみましょう。珪酸プロセス [Kieselsaeureprozesse] の例です。珪酸プロセスは、まず第一に、

他ならぬ珪酸塩[Silikate]が形成されるところ、石英やそれと同類の岩石が形成されるいたるところに、非常に目立っ

て現われます。そこで起こっているプロセスに対応するものが、人間の生体組織のなかにあるのです。しかし、この

プロセスは、さらにある種の経過の基礎を成していて、この経過については残念ながら今日ほとんど考慮されており

ませんが、これは、畑地での経過、畑地、つまり珪質土壌一般と、植物から地中に入り込んでいる器官、根状の器官

との間で起こっているすべてのことにおける経過です。ですから、私たちが灰を取り出すことによって植物的なもの

から得るものはすべて、外部におけるこの珪質プロセスとより密接な親和関係にあるのです。

　さて、この外部における珪質プロセスは、人間の内部にそのもう一方の対を持っています。しかも、このもう一対は、

このように表現してよければ、心臓の活動より上部で肺の活動に向かって位置している器官にあります。しかしこれ

は、内的器官の形成活動、すなわち肺を形成してから頭部に向かって位置している活動でもあります。つまり、こう言っ

てよろしければ、心臓の活動より上部で起こっているすべてのことのなかに、外界における珪化プロセス全体の対極

に位置するものがあるというわけです。この内的に器官的なプロセスの本質は、すでに今までの講演でも示唆いたし

ましたが、外界の珪化プロセスが大いにーーこの表現をまた使ってよろしければーーホメオパシー化されているとい

う点にあるのです。したがって、何らかの病気の像が、その発病箇所が心臓活動より上部にあることを示しているこ

とがわかったらーー例えば肺の分泌が非常に強いということによってその大まかな場所は明らかにされますが、これ

は髄膜炎や仮性髄膜炎の場合においても少なからず現われてきますーー、当然、そこにあるものは、生体組織にあら

ゆる別の障害をもたらす可能性があるのです。なぜなら、肺におけるこういう障害は、生体組織においてはすべてが

相互に関連しているために、心臓血管の障害にも作用を及ぼすからです。一方においては、脳の炎症状態に現われる

傾向にある障害が、炎症状態として起こらずに、消化器官あるいは消化器官に関係するものにおける炎症状態として

現われてくる可能性もあるのです。このとき肝要なのは、そもそも出発点はどこにあるのかを知ることです。これに

ついては、さらにお話しすることができるでしょう。けれどもこれらすべての場合に重要なのは、外的な珪質作用を

非常に希釈するような何かを、生体組織に供給することです。皆さんがこの関係を正しく眼前に置くことができれば、

これはきわめて特徴のある、きわめて重要な関係なのです。またこの関係は同時に、身体の上部に観察できるような
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何かが直接存在している場合は、自然においてこれほど重要な珪質プロセスを、粉砕、分割、粉末状にすることによっ

て変形することが不可欠である、ということを皆さんに示しています。相互作用によって発生した障害が身体の下部

にあるとき、例えば心臓そのものに障害があるときは、状況によっては、すでに珪酸を非常に多く含む植物によって

導かれたプロセスを用いて、このような植物を変形するか、直接用いるかして、治療プロセスを引き起こすこともで

きます。珪質のものを含むすべての植物において、その植物が、人間の生体組織に対して、心臓より下で起こってい

るすべての経過に対して、どの程度作用を及ぼすのか、そしてもちろん他の組織に対してどの程度逆の作用をするの

かも、綿密に調査するべきでしょう。

　珪化の正反対のものは、私たちが人間外部の自然において炭酸形成 [Kohlensaeurebildung] と呼ぼうとしているす

べてのもののなかに含まれています。炭酸形成というプロセスはいわば、珪酸形成 [Kieselsaeurebildung] の対極に

位置しているものなのです。したがって、治療にあたって炭酸形成プロセスを追求していくことは、今度は生体組織

において私がたった今特徴をお話ししたものの反対にあるものすべてのために、最も広範囲に消化と関わっているけ

れども、その出発点、その起源は消化システムそのもののなかにあるようなすべてのもののために、不可欠なのです。

ですから、何らかの炭酸結合というものは、とりわけ、それを自然そのものが形成しているようなやりかたで用いる

なら、つまり他ならぬ植物によってそれを獲得するなら、このような病気の形式の場合きわめてうまく使いこなせる

のです。

　さてここである種の関連に注意しておくことが非常に重要です。皆さんがまず物質を、匂いをかぐときと味わうと

きに物質が提示しているものに従って追求するならーー匂うことはもっぱら私たちを他の可視的世界に出て行かせ、

味わうことは生体組織のなかに隠されているものに引き入れるのですがーー、そして消化をそれに従って考慮するな

ら、次のように言えるでしょう。消化プロセスの開始時に起こっていることに関しては、諸物質はこれほど溶け合い、

混ざり合っている。けれども、器官のプロセスが進むにつれて、人間は、混合しているものの再分離に関わるように

なり、物質的なものよりむしろプロセス的なものの再分割がなされる、と。そしてこの、栄養摂取において一緒になっ

たものの分割、再分離こそが、生体組織の非常に大きな課題の一つなのです。生体組織がまずとりかかるのは、一緒

になったものの、主要な分離であり、つまりそれは、一方では腸を通じて排出されるべきものすべての排泄に向かい、

さらに尿を通じて排出されるべきものすべての排泄に向かうのです。

　これですでに私たちはある器官組織に接近しているのですが、この器官組織に対しては、治療の際に医師のイントゥ

イションが非常に問題になってくるでしょう。私たちが接近するのは、人間の生体組織において非常にすばらしい作

用をしている腎臓組織で、これはそのプロセスにおいても、まったく奇妙な分岐を成しています。しかしこれについ

てはまた後ほどということにしましょう。さて問題は、以前の講演でも示しましたように、腸を通じての排泄である

すべてのものは、頭部における経過と関連していて、これら二つは互いに関連しあっているということです。同様に、

尿における経過はすべて、心臓の回りで、つまり心臓組織において起こっている経過と関連しています。根本的に、

腸を通じての排泄であるものすべてにおいては、人間が珪化プロセスを模造すること、尿形成において起こっている

すべてのことにおいては、炭酸プロセスを模造することが関わっているのです。これらの関係はさらに、健康な人間

において起こっていることと、病気の人間において起こっているはずのことを結びつけるものです。これによって私

たちはむしろプロセス上の関係を指摘したのですが、これらは一面的に観察されてはならないでしょう。こういう事

柄すべてに精通してはじめて、昨日きわめて納得のいくやりかたで、シャイデッガー博士によって類似性の法則とし

て言及されたこと（☆２）を正しく評価することができるようになる、ということがわかってくるでしょう。

　この類似性の法則はきわめて重要なことを含んでいます。けれども、不可欠なのは、たった今私たちが確認したよ

うな関係を考察することによって得られたすべての要素に基づいて、この類似性の法則を打ち立てることです。なぜ

なら、私がたった今皆さんと議論いたしましたあらゆることの背後にあるのは、実際またも人間と鉱物的なものとの

関係だからです。私たちが一方で、いわば珪質のものについて、人間を形成するものとして語り、人間を再び解体す

る炭酸的なものについて語るなら、生のプロセスとは、この絶え間なく形成し解体する傾向のなかにあるのです。私

たちが一方で、人間を形成するもの、珪質的なものを見るなら、忘れてはならないことがあります。それは、先日の

講演ですでにその理由は部分的に暗示しておいたのですが、人間生体組織におけるこの珪質のものに似た部位には、

鉱物的なものすべてとの親和性があること、つまり鉛的なもの、錫的なもの、鉄的なものにに汲み尽くされる鉱物的

なものとの親和性があるということです。つまりこのように言うことができるのです。心臓より上にある部位に目を
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向けるなら、私たちは、人間においてそこで一方では珪酸的なものから作用し、他方では鉛的なもの、錫的なもの、

鉄的なものから作用するものに目を向けなければならない、と。鉄的なものは、肺の形成プロセスにより強く関わり、

錫的なものは、頭部全般の形成原理と、そして鉛的なものは、骨に局所化されている形成原理と非常に強く関わって

います。なぜなら、骨の構造と骨の成長は、実際本質的に、上部人間から発するもので、下部人間からではないから

です。

　さて重要なのは、これらの事柄がどのように相互作用しているのか、つまり例えば珪酸塩をどのように使うのか、

この場合、常にその金属がこれら三つの代表的金属と類似しているかどうかを調べなくてはなりませんが、こういう

ことをいわば慎重に吟味するすべを学ぶことです。さらに他方においてはっきり理解しておかなくてはならないこと

は、下部人間は、銅、水銀、銀と親和性があり、すべての炭酸プロセスにおいて、これらの金属に親和性のある金属、

あるいはこれらの金属そのものを、どの程度用いるのか、それらを炭酸形成プロセスと何らかの方法で結びつけるの

か、ということを考慮しなくてはならないということです。

　そうすることによって、地上において地球外的なものに起因している金属的なものと、普通は岩石状であるもの、

つまり炭酸形成原理の影響下に形成されたものと、珪酸形成原理の影響下に形成されたものとが、統合されるのです。

こうして私たちは、何らかの場合に人間の生体組織が治癒されるように、私たちが生体組織に供給せねばならない外

界のものを、徐々に具体化していく可能性に近づいていくのです。

　その際常に注意していなければならないことは、あまり下位の感覚には作用しないもの、つまり匂いや味にはあま

り作用しないもの、すなわち、その本質が外部に向かってそれほど一目瞭然ではないと申しますか、そういうものは、

非常に希釈した状態でも作用することができ、それに対して、その本質がまさに匂いや味のなかに一目瞭然であるも

のの場合は、それほど希釈しないで用いることができる、ということです。匂いや味の強い物質は、治療するものが

どこにあるかはっきりわかっている場合には、基本的にそれ自体としてきわめて良い薬なのです。特に、その治癒作

用が通常の食餌療法によって相殺されない場合には、そうなのです。

　とはいえ、こういう事柄にさらに立ち入っていくこと、少なくとも、次のようなことを考慮しておくことが必要です。

つまり、人間の感覚はどれも、このように細分化されていて、この場合に言われなくてはならないことは、反応を見

いだすための最良の試薬、最良の薬というのはやはり根本的に言って人間そのものである、ということです。匂いも

味も無いような物質の場合これが困難になるのは言うまでもありません。けれども皆さんに注意していただきたいこ

とは、とりわけ医師にとって重要な、一種の自己教育というものが存在しているということなのです。この自己教育

というのは、養成することのできる精妙な感受能力、そうですね、外的な自然界の珪質形成プロセスのようなものに

おいて何かを感じ取るというところまで導いてくれるような感受能力を養成することにあります。ひとつ考えてみて

ください、なるほど石英は非常に規則的な形態を見せていますが、この、一方でこれほど規則的な形態を見せている

岩石、鉱物が、それに親和性のある形成（珪酸形成）においては、今度はあらゆる可能な結晶形態をとる傾向にあり、

珪酸塩の場合、結晶化する際の多様性は途方もないものである、ということ、これには実際何か意味があるはずです。

こういうことを感じ取ることができる人は、さらに、きわめてさまざまな形態形成の可能性があるなかで、いかにし

て分散させる要素が優勢になっているのか、感じ取ることもできるのです。外的自然において、珪酸塩の場合ほど多

くの形成物を生じさせる可能性があるという場合は、もちろん、分散させる要素が模範とされなければなりません。

これは、珪酸塩を粉末状にして用いなければならないことを示しているのです。このためには感受能力というものが

身についていなければならないのです。これから見ていきますように、この感受能力がさらに薬を評価することにも

通じていくからです。他方においてまた不可欠なのは、人間が自分自身を、良い反応板として、とりわけ、例えば匂

いというものも、色彩感覚と同様、本来七つに区分できる、というところまで感受能力を修得することです。私たちが、

甘い匂い、刺すような匂い等に対して識別力を身につけたら、実際に臭覚も、味覚と同様に七つのニュアンスに細分

化されることがわかるでしょう。さらに興味深いことは、臭覚における階梯、こう言ってよろしければ匂いのスペク

トルを修得すると、同時に、可燃性の物質に現われているすべてのものにおいても勝手が分かるための教育手段を獲

得することになるのです。いわば可燃性の物質の本質に迫っていくわけですが、そのやりかたについては明日見てい

くことにします。味覚に対してある種の感受力を身につけるなら、例えば、甘い味を、塩辛い味、つまり塩からきち

んと区別できて、両者の間になお五つのニュアンスを区別できるなら、まさしく自然において塩形成しているものと

の、一種の内的な親和性を身につけることになります。そしてこの内的な親和性を身につけたなら、いわば自然から
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得る印象をもとに、そこから次のように感じ取ることができるようになるのです、これは人間の生体組織のこの面に

役に立つ、これは人間の生体組織の別の面に役に立つ、というように。さまざまな物質の作用については慎重で厳密

な科学的調査が基礎にならなくてはなりませんが、それでもやはり大きな意味を持っているのは、こういう科学的な

調査の成果にも、主観的な感受能力を添えることを決して無視してはならないこと、すなわち自然に対するある種の

内的な親和感情を自らのものとするということです。

　以上の議論は明日さらに引き継いで、さらにもっと個別的なことに入っていきたいと思います。

□原注

☆１　遺稿には「味わうこと」という語は欠けていて、以下の叙述の意味に従って補足された。

☆２　この講演の参加者のひとりによって行なわれた研究発表。
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第 10 講	１９２０年　３月 30 日　　　ドルナハ

　本質的なことは、私たちがここで医学研究を実り豊かなものにすることのできる方法を見つけだすことを試みてい

るということなのではないでしょうか。さもないと、あまりに分割しすぎて個別的なもののなかで自らを見失ってし

まいかねません。個別的なものが持っている意味は、いつも結局相対的なものにすぎないのですから。けれどもこの、

人間と人間の外部にある自然との関係の方法論的研究こそが、人間ひとりひとりを、いわば自然そのもののなかで観

察を行なうことができるように準備させるのに適しているのかもしれません。したがって今日は前置きとして、ある

種の分野にとっていわば一種の道となる可能性のあることを二、三述べさせて下さい。その道の途上で見出せること

もあるでしょう。

　当然のことではありますが、そもそも精神科学的探究というものは、規定を提示することによって、まさに昨日の

シュタイン博士（☆１）の講演の意味で検証され得ることを発見することができるのです。他方、一度この分野に入っ

て行くと、この分野はいくつかのことに方向付けを与えてくれます。そこで私は今日皆さんに、まさに注目に値する

と思われる例をいくつか指摘したいと思います。たとえば皆さんはーーさしあたってしばらくは植物の領域にとど

まっておくことにしましょうーー、アニス [Anisum	Vulgare]（＊１）が通常人間の生体組織にどのような作用をするか、

ご存じでだと思います。アニスの最も特色ある作用というのは、分泌（排泄）を促進する [absonderungsfoerdernd]、

すなわち、利尿、乳汁分泌促進、さらに汗の形成であるということが私たちにはわかるでしょう。それから私たちは、

これが何と関係しているのか自問します。この植物に関して私たちにわかってくることは、アニスの働きは、そのな

かに含まれている微細に分割された鉄分 [Eisenbestandteile] あるいは鉄塩分 [Eisensalzbestandteile] と関係して

いるということであり、したがって私たちにもはっきりと知覚できるのですが、アニスの作用の基楚となっているの

は、ふつうは血液中で鉄によって行なわれていることが、いわば血液から取り去られて、血液より下の領域にしばら

くの間押しやられているということなのです。実際ある種の植物の場合、中間部に、すなわち外と内の中間、身体の

表面と心臓との中間に、非常に強くその作用が及ぶので、私たちはこういう植物がいかにさまざまな領域まで作用を

及ぼしているか、良く研究することができます。さらには、私たちが薬学において合理的に見つけだすことのできる

もののためのライトモティーフを、そこから得ることもできるのです。

　例えばこの点において正真正銘の自然の教師、とでも申しあげたい植物、チコリ [Cichorium	 intybus]　（＊

２）を観察してみましょう。チコリを手がかりに、そうしようとしさえすれば、いわば人間の生体組織に関して

あらゆる可能なことが研究できるのです。チコリの場合、私たちにわかることは、チコリは一方で、消化不良

[Verdauungsschwaeche] に対抗する薬、つまり直接人間の外界そのものに向かって置かれている器官を通じて現われ

ているものに対抗する薬であり、他方でチコリはまた血液そのものにも作用すること、つまり、自らに必要なプロセ

スを血液が実行しないということのないように、血液が、血液の液体性そのものに停滞プロセスが現われるままにし

ておくことがないように、血液に作用するということです。つまるところ、チコリにおいてとても重要なことは、何

と言ってもチコリの治癒作用は、非常に末端部のプロセスにまで及んでいるということ、状況によっては、頭部器官

まで、とりわけ喉と胸の器官、肺器官にまで作用を発現させている、ということです。チコリは人間のあらゆる可能

な部分にこのように強く作用しているので、だからこそ、チコリを研究することはこんなにも興味深いのです。これ

らの作用がいわば扇形に拡がっているのが見られます。私たちはこう自問します、消化不良への対抗作用というのは

何によるものだろうか、と。これは、チコリのなかに存在している、強い作用をする味によって表わされている苦味

エキス [Extrakutivstoff] によるものだということがわかります。この苦味エキス、つまりまだ強力に、植物的、物

質的 [substanzlich] 性質を有しているこのエキスは、人間のなかの、まだそんなに人間によって加工されていない

もの、いわば外界にあったときの外観にいまだに似ているものに強い親和性を有しているのです。

　私たちがはっきりと理解しておかなくてはならないのは、私たちは外界の物質素材を初めはほとんど加工せずに、

胃の領域まで取り込み、その後それがさらに加工され、腸を通じて根本的に改造されて血液中に現われ、そして末端部、

つまり骨組織、神経組織、筋肉組織において、それがもっとも改造された状態で現われるということです。そしてこ

のエキスというものは、まだ加工されていない外的な物質と非常に強い親和性を有しているのです。

　ところでチコリはアルカリ塩 [alkalische	Salze]、カリウムも含んでいます。私たちはとりわけこのなかに、血液

に作用するものを探究しなければなりません。そうすると、チコリのなかでどのように諸力が分離しているかという
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ことも同時にわかるでしょう。エキスのなかにある力は、その親和性により消化器官へと伸びていきます。アルカリ

塩のなかにある力は、その親和性により、血液に親和性のある器官あるいは血液そのものへと伸びていきます。さら

にまた本質的に、（チコリのなかには）珪酸も多量に存在しています。珪酸は血液を越えて末端の器官にまで作用し、

神経組織、筋肉組織を経て骨組織のなかまで達します。したがって、チコリとはそもそも私たちに、実際こういうこ

とを示しているものなのです、私（チコリ）はここにいて、三つに分けられている、だから私は人間の生体組織の三

つの構成要素すべてに対して作用を与える、と。これらは、自然自体が私たちの目の前で行なってくれる実験であり、

私たち自身が行なう実験よりも実際常にはるかに意義深いものなのです。なぜなら、自然というものは、実験によっ

て自然に対して問いかけをする際の私たち自身よりも、その意図においてはるかに豊かだからです。

　これに関連してスギナ [Equisetum	 arvense]（＊３）もまた非常に興味深いものです。スギナにもやはり、消化不

良に強く対抗する作用と、そしてやはり末端部まで達する強い作用が見られます。私たちはこう問いさえすればよい

のです、スギナにおけるこの末端部まで達する強い作用は何によるのだろうか、と。するとまたしても、珪酸成分に

よるのだ、という答えが得られます。ですから比較研究によってーー私がここで皆さんにお話ししたことは、皆さん

が本当に医学的植物学を研究なさるなら、非常に多様化することができるのですーーいたるところですぐに見出せる

ことは、まだ植物的なものに似ているもの、エキスとして現われているもの、これらはすべて、まだ消化管に対して

親和性を有しており、すでに鉱物界、珪酸への傾向を持っているものは、いわば人間の中心から末端部を絶対的に目

指しており、しかもそこで治癒的な作用もする、ということです。

　けれども、私は申し上げたいのですが、その働きにおいてはまったく単純なものだけれども、教示してくれること

の極めて多い実にすばらしい植物があります。それは野イチゴ [Fragaria	 vesca	／	Walderdbeere]　（＊４）です。

この野イチゴの作用がめったに観察されないのは、ひとえに、いわばこの作用を自分たちの生体組織で覆い隠してし

まう人たちに食べられるからなのです。実際このように作用がほとんど覆い隠されてしまう場合には、いわばまだ感

じやすい、敏感な人たち、つまり通常野イチゴを食べていない人たちに対して試みてみることもできるでしょう。そ

うすればたちまちこの野イチゴのすばらしい意味が明らかになることでしょう。つまりこの野イチゴというものは、

一方において、とりわけ血液形成を正常化させることができるのです。野イチゴは、実際血液形成をいくらか促進す

るあらゆることをするので、通常これを好んで食することによって野イチゴに対して免疫のある人でない場合は、そ

の人に対して、下痢の場合にもこの野イチゴを用いることができます。なぜなら、下痢が起こる際に下腹部に間違っ

て現われてくる諸力が、（野イチゴの作用によって）その正しい場所に撤退させられる、つまりもっと血液組織その

もののなかに撤退させられるからです。

　さて野イチゴのなかには一方において、本質的に血液を形成する力があり、他方でやはり珪酸があって、（それによっ

て）生体組織のなかにあるものが末端部を目指しています。そもそも、この野イチゴというのはどんなに素晴らしい

ものか、よく考えてみてください。野イチゴは、珪酸によってある種の力の展開を生体組織の末端部まで進めていく

傾向を有しています。生体組織の末端部にある力の展開が起こるときは、ある種の危険があります、つまり、珪酸を

あまりに多く末端部に導いてしまうと、力がいわばおかしくなり、この末端部に同時に十分多くの栄養分が転送でき

ない、珪酸によっていわば仕上げられたものに何らかのしかたで栄養分を供給するための、十分豊富な血液が同時に

得られない、という危険です。さてこの野イチゴは、そこに転送されなければならない血液を自分で準備するという、

すばらしいサンプルなのです。つまり野イチゴは、珪酸によって生体組織の末端部に引き起こされるプロセスを助け

るためにしなければならないことを、驚くべきしかたで表現しているのです。自然はいくつかのサンプルによってーー

このサンプルの数はさらにずっと増えていく可能性もあるでしょうがーー私たちに実に驚くべき洞察を与えてくれて

います。ただし私たちに、自然を正しい観点で探究するイントゥイションさえ備わっていればですが。

　さらにこの観点から、もうひとつ別のことに注意を向けていただきます。例えばラヴェンダー [Lavandula]（＊５）

のような植物が持っている、かなり包括的な作用を研究してごらんなさい。そうすると、一方において、ラヴェンダー

のなかにあるものは、魂のネガティヴな衰弱 [negative	Seelenschwaeche]、とでも申しますか、失神、神経衰弱、麻

痺、といったものすべてに対して、強い治癒力を有していること、つまり、ラヴェンダーは人間の生体組織の末端部

に作用して、それがアストラル体を追い出すように、アストラル体が物質体に及ぼす力を失うように働きかける、と

いうことがわかるでしょう。

　さてこのような植物、つまり、こう呼んでよければ、ネガティヴな神経衰弱に対抗する作用が見られるこのような
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物質全般においては、常に、また別のこれとは逆のネガティヴな神経状態についても問うことができるのです、例え

ば月経不順があるかどうか、といったことです。　　　　　　すると、このような物質は一方にも、また他方にも作

用することがわかるでしょう。このように両方にとりわけ強く作用する植物は、例えばこれもまたメリッサ（＊６）

であり、これは眩暈、失神の場合にも強く作用しますし、またかなりな程度月経を促進するように作用することもで

きるのです。

　以上の例に言及いたしましたのは、外的な植物プロセスを、人間自身のなかで起こっているプロセスとの類似とい

う点においていかに追求できるか、皆さんにお見せするためでした。ただ、はっきり理解しておかなくてはならない

のは、植物が実際に親和性を持っているのは、人間存在の一部分に対してだけである、ということです。例えば現在

存在しているものをファナティックに植物療法だけに切替えたいと思っているようなひとたちは、このことをよく考

えて下さるようお願いしたいのです。人間というものは実際、自然界全部を自らのうちに含んでいて、自分自身がま

だそれである人間界以外に、形成される経過において、つまり発達の諸段階において、他のすべての自然界と親和性

を有していたのであり、しかもある種のしかたで、他のすべての自然界を自らのうちから外に出したのです。そして

場合によっては、自分が外に出したものを、この自然界から再び自分のなかに取り戻すこともあるのです。そう、そ

れはこのように自分のなかに取り戻すこと [In-sich-Zuruecknehmen] なのです。それがこのように自分のなかに取り

戻すことである、ということは大変重要なことです。

　比較的最後になってから外に出されたものは、逆に治療プロセスにおいては、最も早く私たちのなかに取り戻さな

くてはなりません。動物界を考慮に入れないならーーこの問題にももっと光を当てていくつもりなのですが、さしあ

たっては除外しておきましょうーー、私たちは、植物界より後に、本来の鉱物界を私たちのなかから外に出したわけ

です。そして明確に理解しておかなくてはならないことは、単に人間と植物界の関係のみを探究することはそれゆえ

一面的だということです。とはいえやはり、植物界は依然として有益なものです、なぜなら、結局のところ、植物と

いえども、何かを癒すときには、単に植物であることによって癒すのではなく、内部において鉱物界にも属している

ことによって癒しているからです。ですから植物は依然として有益なのです。さらにはっきり理解しておくべきこと

は、植物はまた、鉱物界に存在しているものの一部を新たに加工しているので、この植物によってすでに加工された

ものは、まだ加工されていないものと同程度の薬ではない、ということです。つまり、すでに植物によって克服され、

植物プロセスのなかに取り入れられている珪酸は、鉱物において私たちに現われてくる珪酸ほど強力な薬ではないと

いうことです。この鉱物中の珪酸の場合、それを同化吸収し、一体化するためには、単に植物界のなかの珪酸を扱う

ときよりもずっと生体組織に負担がかかるのです。

　これは常に強調さねばならないことですが、人間はより強い力に対すると、より強い力を発達させなければならな

いものなのだということです。人間は、自らの内部で鉱物的なものを同化吸収し、克服せねばならないとき、単に植

物的なものを同化するときよりも、もっとポジティヴに強い力に相対しているのです。よろしいでしょうか、違いと

いうのはまさにここにありますーーどうか皆さん、私は強調しておきたいのですが、私はいわば括弧付きでこのこと

をお話ししているのであって、この場で何らかの食物のとりかたについてプロパガンダするつもりなどありませんし、

何かを支持するつもりも毛頭ありません。ただありのままの事実をお話ししたいだけなのですーー。菜食と動物食と

の違いはまさにこの点にあるのです。単に植物性の食物だけを取るとき、私たち自身は人間ですから、全プロセスを

引き受けなければなりませんが、動物は植物的なものを少しばかり先へと継続することによって、私たちからこのプ

ロセスを取り除いてくれるのです。私たちはいわばこのように言うことができます、つまり、植物がすでにある地点

まで成し遂げたプロセスは、動物によって継続されるのです。したがって、考慮される動物形成プロセスはここで止

まり（図参照）、植物におけるそれはここで止まります（赤、白）。さて肉を食べる人は、このプロセスをここでは成

し遂げないのです。このプロセスを成し遂げるのは動物です。このプロセスを動物に取り除いてもらうわけです。つ

まり肉を食べる人は、植物的なもののみを摂取する場合には発生させられなければならない力を、自らの内部に、まっ

たく発生させなくてすむのです。植物だけを食べる場合は、その人が自らこの部分を継続しなければならないからで

す。すなわち、生体組織は、菜食者の場合、肉食者の場合とはまったく異なる力を、自らの内奥から引き出してこな

ければならないのです。植物的なものを克服するために動物的なものにまで用いられるこういう力があるのです。こ

ういう力はいわば逆転によって再び生体組織に戻ってきて、そのなかで活動します。その力が活動するとき、根本的

に人間をひどく疲労させたり、妨げるように作用するということになります。ともかくも、強調しておかなければな
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らないこと、はっきりと強調しておかなければならないことは、菜食療法による疲労に関しては、それでもやはり本

質的には負担が軽くなるいうこと、人間は、力を内部から取り出すことに慣れているので、それによって活動可能に

なるということです。この力を人間は肉を食べるときには取り出さず、まさに生体組織の妨害する力として用いてし

まうのです。しかし先に申しましたように私はアジテーションをしているわけではありません。ホメオパシーの医師

たちでさえ繰り返し私にこう言い返したものです、それでもやはり、肉食をやめさせると、人々に癆（[Schwindsuche]	

癆 [ ろう ]、結核）を植え付けてしまう、云々と。なるほどどれも起こり得ることではありますが、私がここで純然

たる事実として申し上げたことは、まったく揺らぎません。申すまでもなく現にあることです。しかし当然のことな

がら、私としても、現代においては単に植物性の食品のみでは耐えられず、どうしても肉類を食さなければならない

生体も存在していることを否定するつもりはまったくありません。これは個別的なケースの問題です。

　さて、治療プロセスにおいて鉱物界とその諸力との関係も作り出される必要があると強調するのを認めるならば、

このときこそ、私たちはこの治療プロセスのために何か別のものに導かれるのです。この問題は実際取り組まれては

いたのですが、やはりその解決はこのようにしてのみ見出されると私は思います。それはつまり、これを精神科学的

に観察すればある種の関係を見出すことができるということです。

　治療プロセスにおいてはまた、準備された、調理された食物となまの食物に対する問いがきわめて重要だと思われ

ます。ここでもまた、何らかのことに賛成しようとかいうことではなくてーーこの分野においてはますますもって私

をアジテーターなどとごらんにならないようにお願いいたしますーーそもそもここにあるのが何なのかを客観的に調

べなければならないのです。人間がいつもの調理された食物をとり、その力を同化する場合は、なまの食物を食べる

生体であれば何らかのしかたで自分でやらなければならないことを、外的に行なうことになります。人間は、なまの

食物を食べるときには自分でやらねばならないことを、調理その他によって取り去ってもらうのです。さて重要なこ

とは、私たち人間は、むろん末端部においていわば自然全体と関わっているけれども、中心部、とりわけ消化もその

一部である、中心部においては、自然から私たちを分離し、個別化させるように構築されている、ということです。

私たちがこの人間と自然との関係をありありと思い浮かべようとするならば、例えばこのように言えるかもしれませ

ん。人間はその末端部を通じて（図参照、緑）全宇宙に組み込まれており、そして消化においては血液形成に向かっ

て自らを個別化していく（赤）、したがってここ（後者）は、もはや外的なプロセスに完全には対応しないプロセス

を遂行し、少なくとも外的なプロセスのなかに完全に固定されている場所よりは外的なプロセスに対抗して独自性を

打ち出している地帯なのだ、と。さらに次のようなことをお話しすればもっとわかりやすくなるかもしれません。

　

赤

緑

白

（緑）

珪酸

（黄）

アルカリ

炭酸塩

（赤）



84

　ここ数日間お話ししてまいりましたことは、人間は実際全宇宙に組み込まれていること、人間においては、とりわ

けこの緑色で描いた部分においては、鉛、錫、鉄の形成力が作用しているということです。赤で描いた部分では、銅、

水銀、銀の形成力が作用しています（図参照）。この調停作用をしているのが金であり、とりわけ心臓にその場所を

定めている力です。けれども人間についてこのように語るなら、ちょうど、一本の指について、それを生体組織全体

の一部とみなして語るのと同じなのです。人間についてこのように語ることは、人間を本来全宇宙の一部とみなすこ

と、本来全宇宙に組み込まれているものとみなすことです。しかしここのこの地帯には矛盾があって、人間は消化と

それに関連するすべてのものにおいて自らを分離する一方、思考し、見るときの相互プロセスのなかにも、やはり自

らを普遍的な宇宙プロセスから個別化させていくものが存在しています。したがって人間は、消化プロセスと関係す

るすべてのもののために、いわばわがままに何かを必要としているということなのです。そしてこのわがままなもの

が、自然から直接与えられているものをまたもや取り入れるという調理の本能に顕現したのです。なぜなら、自然か

ら与えられるものをそんなに直接取り入れるとしたら、人間というものは、少なくとも平均的には、それを直接加工

するにはあまりにも弱すぎるでしょうから。逆説的な表現をしてよろしければ、もし私たちが食物を調理しなければ、

食べることは絶え間ない治療プロセスにちがいないでしょう。つまり、もし私たちが食物を調理しなければ、環境と

のより強力な親和性によって、食べることは絶え間ない治療プロセスであるにちがいないだろうということです。し

たがって、なまの食物をとることは、調理された食物をとるよりはるかに治療プロセスなのです。調理された食物を

とることはむしろ単なる栄養摂取プロセスですから。なまの食物をとることは、調理された食物をとるよりはるかに

強い意味において治療プロセスである、ということは、私が思いますに、非常に重要な原則です。なまの食物をとる

食餌療法は、調理された食事よりはるかに本来の治療に近いのです。さらに言及しておきたいことは、調理されたも

のはすべて、その作用がいわば切り詰められていて、その作用は赤く図示された部分（図参照）にとどまっているの

に対し、なまのまま生体組織に取り入れられたものーーつまり果物などーーは、この地帯を越えて末端部まで入り込

み、むしろ末端部に現われて、例えば血液がその養う力を末端部まで送り届ける誘因となったりするのです。

　皆さんが珪素 [Silicea] を用いて治療しようと試みる場合、患者にしばらくの間、なまの食物を与えることを試み

ればーーこういう試みこそなされるべきなのですがーー、皆さんもこのことを確かめられるでしょう。そうすれば、

皆さんは珪酸の作用を本質的に高めるのだということがわかるでしょう。なぜなら、その際皆さんは、珪酸が末端的

に行なおうとすること、つまり形成的に働きかける、変形 [Deformationen] を完全に直すーーもちろんこれは無骨な

変形のことを申し上げているのではなく、解剖学的には直接現われてこないもの、生理学的にのみ現われてくるもの

のことなのですがーー、ということですが、珪酸がこれを直接行なおうとするとき、皆さんはこのとき、治療プロセ

スの期間中もふさわしい栄養分を珪酸に供給することによって、珪酸を支えるわけです。これらはまさに、方法論上

指摘しておきたいことなのです。なぜなら、これらを追求することはきわめて意味深いことですし、私が思いますに、

これらの事柄はあまりにも研究されていないからです。研究されるにしても、おおむね経験的にのみであって、その

なかにラツィオ（合理性）は探究されず、したがって、この分野において確認できることについて満足のいく見通し

をたてる可能性は余り見出せない状況です。

　こういう事柄すべてにおいて個人というものに注意をはらうことが重要になってくることは言うまでもありませ

ん。ですから私は今までの講演でこう申し上げてきたのです、この分野で何か語るやいなや、今度はある種の関連に

おいてはそあてはまらないことになる、と。けれどもこれらのことは方針として知っておかなくてはなりません、例

えば個々のケースにおいて、次のように言わなければならない場合でもです。この患者の場合はなまの食物を与えて

はいけない、そんなことをすれば彼の体質全体からあれやこれやのことを誘発してしまうからーーつまり、このとき

はそうしてよい、このときはそうしてはいけないーーなどと言わなければならない場合でもそうなのです。そういう

場合でもやはり、今ここで特徴をお話ししたことは正しいのです。こういう事柄によってはじめて、人間の体質全体

を本当に見通すことができるのです。と申しますのも、よろしいでしょうか、私たちが明確に区別しなければなりま

せん、つまり、末端部のもの、つまりそこでは人間が現実に全宇宙に組み入れられていて、私たちが人間からあれほ

ど離れている鉱物的なものを生体組織に組み込むときにのみ扱うことのできる末端部のものと、私がここで赤く図示

した部分、この両者を明確に区別しなければならないのです。私たちがこれ（後者）を扱えるのは、たしかに植物

的なものを通じてですが、まずもって現在の塩的な特徴によって作用しているもの、すなわち炭酸塩 [kohlensaure	

Salz] であるすべてのものを生体組織に取り入れるときにも扱うことができます。一方、アルカリ性のものはすべて、
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両者の均衡を取ることに関係しています。つまり（順に）、炭酸塩、アルカリ、珪酸塩あるいは珪酸そのもの、とな

ります（図参照、黄色）。

　つまりこれは、人間と周囲の自然との親和性を示唆するものなのです。よろしいですか、私たちは人間というものを、

二つに分かれたものとして見るわけです、その中間のものが、この二つに分かたれたものの間を行ったり来たり振り

子運動しているのです。そしてこのように言わなければなりません、末端部の人間と、より中心部の、個別化された

人間とをこのように見ることは、私たちを全自然の内奥の本性まで真に導いてくれるのだ、と。つまり末端部の人間

は、地上を越えたあらゆるものと親和性を持ちーーこのことを如実に示しているのは、自身鉱物的なものとして実際

に諸惑星や星座に依拠している、人間のなかの鉱物的なものの働きなのですーー、さらに中心においては個体として、

あらゆる地上的なものに親和性を持っているのです。しかしこの、消化組織に表現されているあらゆる地上的なもの

との親和性によって、人間は同時にまた、思考することのできる、そもそも人間として進化することのできる、人間

本性そのものでもあるのです。

　さて私たちは、人間における二元性を、人間のなかに現われている地上を越えたもの、宇宙的なものと、本来の地

上的なものとの二元性として見ることができます。人間の生体組織のなかにまずもって明確な素質として現われてく

るのは、地上を越えたものと地上的なものでしょう。そして人間が精神機構 [Geistorganisation] というものを備え、

さらにそれと対極的な親和関係にある消化機構も持っていることによって、末端部のもの、地上を越えたものがいか

に人間にいわば反映しているか、昨日私はすでに示唆いたしましたが、これは実際繰り返し指摘してまいりましたこ

とです。つまり、消化に向かう分泌と関係するものと、精神の働きの基盤である、脳における分泌と関係するもの、

これらはすべて、根本的に、末端部の、天的な [himmlisch] 人間を私たちに示しているのです。いかに奇妙に、逆説

的に思われようと、そうなのです。これに対して、人間において、液体的プロセスであれ、気体の形状でのプロセス

であれ、尿形成および汗形成と関係するもの、これらすべてが私たちに示しているのは、自己を個別化する人間とし

ての地上的人間です。私たちは、人間の本性の、この互いに離れようとする両極のなかに非常に重要なものを見なけ

ればなりません。

　さて、近代においては残念ながら、この二元性、私がまさに人間の本性のなかに指摘したばかりの二元性を、治療

のためにいくらか役に立つように指摘するようなきっかけはーー少なくとも私の知る限りではーー、一度もありませ

んでした。と申しますのも、皆さんもおわかりのように、私たちがここで考察しておりますような事柄はすべて、治

療的なものと病理学的なものをひとつにまとめようというものだからです。病理学と治療法は、二つの互いに分離し

た分野であってはなりません。このことはまた、私がここで提示することをすべて、いわば治療法へと方向づけるよ

う導きます。そうすれば、病理学的に理解することが、さらに治療的に考えることを可能にするようになるのです。

ですから私はまさにお聞きの通りの言い方でこういうことをお話ししているわけです。こういう治療法的なものへの

方向付けということをほとんど考慮しないなら、非難するのはきわめて容易でしょう。

　よろしいでしょうか、このように、そうですね、例えば梅毒の外的な発生を知ろうとする人にとって問題なのは、

実際確かにそうなのですが、本当に梅毒が現われるには、その都度どのくらい感染がなければならないのか、少なく

ともだいたいどのくらい感染していなければならないのか、ということなのです。これを単に確かめるだけであれば、

まさにこういう確認が進んでいくうちに、病理学をいわば自立させて [emanzipieren　解放する、自由にする ] しま

うことになるでしょう。なぜならばーーいささかおおざっぱな比喩を用いるのをお許しくださいーー、こういう感染

というのは、そもそも、実際梅毒の場合においてさえ、だれかが頭にこぶをこしらえたと聞けば、石か何かがぶつかっ

たにちがいない、つまり何か打撃を受けたにちがいない、ということ以上に重要であるとは言えないのですから。打

撃をこうむることがないなら、あるいは、れんがが頭に飛んできたりしないなら、こぶができるようなことはない、

ということが正しいのは申すまでもありません。しかしこれをことさらに特徴づけてしまうと、治療プロセスを実り

多いものにするような特徴付けに行き着くことはできません。なぜなら、結局のところ、頭に石か何かが飛んでくる

ということがどのように起こるのか、というのは社会的には非常に意味のあることかもしれませんが、治療に行き着

くための生体組織の探究ということにとっては、このことがきわめて普遍的な意味を持っているとは言えないのでは

ないでしょうか。人間の生体組織は、引き続き治療学においても役割を果たしてくれるような事柄を見つけだすよう

に探究されねばならないのです。さて、梅毒の治療においても、私がお話しした事柄は大きな役割を果たします。治

療プロセスはまさにこのことによって解明されるのです。ここでお話したことは、病理学的な重要性よりも、まさに
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この両者（病理学と治療学）の間に橋を架けるためにお話ししたのです。

　私がこのことをお話しするのは、それによって、これらの議論はここである種の精神からーーこれは日毎に際だっ

てくるでしょうがーー、育成されているということを特徴づけたいと思うからです。しかも今日においては病理学を

ますますいっそう自立させ、治療学の方へ導かないという傾向が出てきていますので、思考の方も、正しいしかたで

追求されれば治療プロセスの探究にとってきわめて意味深い実り多い事柄から排除されているのです。するとこのよ

うな問いが出てきます、いわば宇宙的に末端的である人間と、地上的、地球的に中心的である人間との間にこういう

二重性が成立していることは、人間の生体組織一般にとっていかなる意味があるのか、という問いです。人間のこの

両方の部分は、力の組織が異なった現われかたをしているのです。末端的なものはすべて、形成するものとして現わ

れてきます。そして末端的なもののいわば究極の行為は、人間のまさしく末端部に発現して、それに他ならぬ人間の

形態を与えることなのです。

　ほとんど次のように言うことができるでしょう、人間の末端部において、人間そのもののなかの形成するものが、

いかに珪素のなかの形成するものと共に作用しているかを、髪の毛の珪酸に対するふるまいという点でひとつ研究し

てみるとよい、と。皆さんは、人間が自らに介入させる度合い、あるいはこの介入に抵抗する度合いを、珪酸が人間

の頭部形成に対していかなる力を保持しているか、いないか、というまさにこの点において研究することができるの

です。ただ、人間を常に他の体格とともに一括して見なければならないのはもちろんですが。今日通りを横断して、

はげ頭の人を総覧できれば、その人たちがどれほど珪酸ー形成プロセスを受け容れているか、それに抵抗しているか、

その傾向がわかります。ここで与えられるのは直接的な直観 [Anschauung] なのですが、これは本当の霊視ができな

くても獲得できるとはいえ、自然そのものの働きにまで深く入り込んでいかなければ獲得できないものなのです。こ

こに現われてくるのは主に形成力なのですが、これは細胞形成力ではなく、人間の形態そのものがその究極の現われ

である総体的な形成力 [Totalgestaltungskraefte] なのです。毛がたくさん生えているかどうか、などの皮膚の構成

全体も、もちろんこの形態とみなします。これに対して、もっと中心に置かれているもの、炭素及び炭酸とより関係

しているもののなかにあるのは、形態を解体するものであり、そこでは破壊、解体が作用しています。私たちは実際、

私たちの内部で絶えず形態を破壊、解体しようとし、そして再び絶えず宇宙から形態を作り出そうとする、というこ

とによって、生きています。私たちは人間として、絶えず形態に関して自分で自らを変形させようとし、そしてこの

変形が繰り返し宇宙から調停される、ということによって生きているのです。人間のなかに存在しているのはこの二

重性、形成 [Gestalten] と変形 [Deformieren] というこの二重性なのです。これらは人間の生体機構において共に作

用しています。ここで想像してみてください、一方では、末端部の宇宙的な形成力（図参照、上からの矢印）があって、

人間のなかへと作用しています。この力は心臓で地上的な力と出会います。ここで心臓によって均衡が作り出される

ことは皆さんにお話しいたしました。今度はこう仮定してみてください、人間のなかで作用しているこの末端部の力、

本来心臓まで到達しようとする傾向を持っているこの力が、心臓そのものの機構において心臓のせき止め作用を受け

る前に（図参照、右からの矢印）、先に膨張してしまい、滞留してしまう、と。この力が、心臓での大きなせき止め

に至る前に、いわばせき止めの予行 [Vorstauung] のように、膨張し、滞留する、と仮定しますと、人間のなかに低

い度合いではあってもやはり、宇宙的、地球外的な形成力が人間に現われていることを示すものがある、と言えるの

です。さて、対抗するこちらの力、消化と消化プロセスの変遷を通じてやはり心臓にまで作用する力、この力もまた、

心臓に到達する前に、先に膨張してしまう、すなわち、地球的なものがここで膨張してしまう（図参照、右側）と仮

定してみましょう。そうすると、ここで膨張し、凝縮しているのは、人間において霊的、物質的に形成するもの、頭

部及び腸でのすべての分泌に関係しているけれども、心臓の活動には直接対抗しておらず、前もって一種の副次的活

動をしているもの、そういったすべてのものということになるでしょう。するとここで得られるのは、一種の副次的

消化といったものであって、これは、地球とその中心から発するものが、人間のなかの変形させるものとして、人間

のなかの形態を解体するものとして、先に膨張することによって成立するのです。ここで私たちは人間のなかのこの

二重性を器官的に固定させたわけです、つまり、一方の場合には女性の生殖器官、女性の性的なものが、後者では男

性の性的なものが与えられたのです（図参照）。

女性的なもの

男性的・性的なもの
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　女性の性的なものを研究することができるのは、私たちがそれを、その宇宙的ー末端的な、形成する力への依存性

という点で観察する場合です。そして、男性の性的なものを、その個々の形状に至るまで観察することができるのは、

私たちがそれを、その地球的な解体力への従属という点で観察する場合です。

　人間の生体機構を真に科学的にこの点に至るまで深く探究する道がここにあるのです。この道においてはまた、そ

うですね、自らのうちに形成力を担っている植物的なものは、どのようにして形成力の麻痺している子宮であっても

再び形成するように作用するのか、ということもわかるのです。人間の生体組織のなかの形成力をこのように研究す

れば、皆さんは、植物界、鉱物界の形成力をも真に見出すようになるでしょう。このことは個別に観察していくつも

りですが、もちろんまず最初に、ここで大きな関連全体に触れておかなくてはなりません。よろしいでしょうか、ひ

とたびこのような事柄が見通されれば、私たちもようやく真の胎生学というものを手にすることができるでしょう。

今日いまだそれは得られておりません、なぜならば、胎生学上の発達の当初において宇宙的なものが強力に作用を及

ぼしていること、宇宙は男性の精子と同様、女性の生体組織を受胎させるものであること、こういうことはそもそも

まったく顧慮されていないからです。人間の胎生学上の発達の初期段階というのは、ぜひとも人間と宇宙との関係か

ら観察されねばなりません。男性の精子によって植え付けられるものは、時間の経過とともに現われてきます。それ

によって、このとき宇宙が女性の生体組織のなかに移し入れようとしている形成力が変形される、つまり、宇宙が全

体の形態に作りあげようとするものが、男性の精子によって個々の器官へと特殊化されるように変形されるのです。

女性の生体機構の持ち分は、人間の生体全体の組織化にあり、男性の生体機構、男性の精子の力の持ち分は、個々の

器官への特殊化、差異化、つまり個々の器官を分離させること、統一的な全体形態を変形させることにあります。こ

のように言えるかもしれません、すなわち、女性的な力によって、人間の生体機構は、球体を形成することを目指し、

男性の精子によって、人間の生体機構は、この球体を心臓、腎臓、胃などに特殊化していくことを目指す、と。女性

的なものと男性的なものなかで、地球と宇宙というこの両極性が私たちに直接現われてくるのです。これはまたして

も、人間の太古の叡智を前にして私たちが大きな敬意を抱き始める一点であり、ウラヌスがガイアを身ごもらせる、

あるいはクロノスがレアを身ごもらせる、云々と語られるとき、私たちはまったく別の感情をもって耳を傾け始める

のです。この古代の意味深いイントゥイションに大きな敬意を示すにしても、それが単に神秘的な朦朧とした感情で

ある必要はまったくありません。このような事柄を洞察し始めた人々が、私がしばしば耳にしたような、神話は現代

の自然科学より以上に生理学を含んでいる、という箴言に同意するのは、最初は意外なことです。最初はひとにショッ

クを与えるのです。それは理解できますが、そのなかには途方もなく多くの真実が含まれているのです。

　そもそも前進すればするほど、ますます次のように告白するようになる、ということです。つまり、このような関

連についてもはや何も見ていない今日の方法は、人間の生体機構のなかに真に入っていくのにいかに適していないか、

ますますいっそう告白せざるを得なくなるのです。

　この機会を逃さず再度申し上げておきたいことは、ここで私がお話ししていることには、例えば古代のものを研究

することによって得られたものはひとつとしてない、ということです。ここでお話ししていることは、まったくもっ

て事実そのものから実際に取って来られたものなのです。ただ、太古の叡智と一致していることを指摘することもあ

ります。かと言って、私がここで皆さんに講義していることが、太古の叡智から取って来たものであるというのでは

ないのです。ですから、ここで皆さんに特徴をお話ししてきました経過を追求して行けば、まず直観というものが現

われてきて、それからそれが太古の叡智のいくつかに私たちを導いてくれるのです。例えば私自身は決して、そうで

すね、パラケルススの研究によって何かあるものに到達することを使命として表わすことはないでしょう。そうでは

なくて、私自身が発見したことが、どのように見えるか、パラケルススをひもといて調べてみたいという欲求にから

れることがあるということです。ですから、私が提示しようするものを、このような意味で理解してくださるようお

願いいたします。とはいえ、私たちが人間の生体機構の奥深くまで見つめると、精神科学的な見地から、太古の叡智

に対して大きな畏敬の念を抱くようになるということも、ひとつの事実として認めなくてはなりません。けれども、

これは、むろんこことは別の知の領域で扱われねばならない問題です。

　このことについては、さらに明日お話ししましょう、その前に、二つの二重性からの、女性的なものと男性的なも

のの出現について、ここで皆さんにお話ししたことを消化していただいていたわけです。これは明日見ていきますよ

うに、さらに深い関連を示唆するものなのです。
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■原注

☆１　Walter	Johannes	Stein	1891-1957　　シュトゥットガルトの自由ヴァルドルフ学校の歴史教師（1919-1932）。後にイギリスで活動。

■訳注

＊１　アニス　　セリ科の香草。一般的には種子をスパイスとして用いることが多く、甘い芳香に特徴がある。焼菓子に入れたり、リキュー

ル類の原料にも用いられる。多くの図鑑では、アニスの学名は、Pimpinella	 anisum	となっている。ヨーロッパでは民間で催乳薬として

用いられる。

＊２　チコリ　　キク科、和名キクニガナ。明るい空色の花をつける。若葉は野菜として食される。根をコーヒーの代用品とすることで

も有名。一般の薬草学においても、葉、花、種子、干した根、いずれも、利尿、健胃緩下等の薬効があるとされている。中国では全草が

肝炎や黄疸の薬として用いられる。

＊３　スギナ　　トクサ科の多年生植物。これの胞子茎がツクシ。スギナの全草は利尿薬とされる。いわゆるトクサ（木賊、砥草）は　

Equisetum	 hyemale。　地上茎は円筒形で分枝しない。茎は珪酸を多く含み、固いので、１８世紀まで、鍋類、特に白銅製品などを磨くの

に用いられた。第五講（小冊子１５ページ）参照。

＊４　野イチゴ　ワイルドストロベリー。ヤマイチゴ、エゾヘビイチゴ、シロバナヘビイチゴ　とも。葉、根、実いずれも用いられ、冷却、

収斂、強壮性のハーブとされる。

＊５　ラヴェンダー　シソ科の多年草。ハーブとしては最も有名なもののひとつ。花から取れる精油は香料、薬用に広く用いられる。

＊６　メリッサ　レモンバーム。香水ハッカの異名も持つ。シソ科の多年草。全草にレモンのような芳香がある。ディオスコリデスの「薬

物誌」（紀元前一世紀）にも記され、古代から薬草として用いられた。ハーブティーとしても用いられ、リキュールの原料でもある。パラ

ケルススはこれを「不老不死の霊薬」と呼んだと言われる。第八講（小冊子１３ぺージ）参照。

ー参考ー

「ハーブ大百科」誠文堂新光社

「花の王国　第二巻　薬用植物」平凡社

「ハーブ　新来の香草たち」朝日新聞社　
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第 11 講	１９２０年　３月 31 日　　　ドルナハ

　昨日出発点とはまったく別のものに行き着いたように、今日も私たちは、まったく特定の具体的な物質を出発点と

して、それからさらに問題全体を拡張する試みをしていきます。おわかりのように、私たちの課題には、ーー一部は

問題そのものの性質のため、一部は私たちに割り当てられている時間が短いためにーーいわば円を描きつつ接近する

ことがどうしても必要だからです。私たちは、いわば公理に始まって、次第に複雑なものに上昇していくという、例

の科学的な道をとることはできないのです。

　今日の私の課題として、植物炭 [Carbo	 vegetabilis] を出発点とすることで、私たちの道をもう少し先に進むよう

な観察範囲を皆さんに示したいと思います。昨日チコリ、野イチゴその他を研究いたしましたように、今日もこの奇

妙なもの、実際どこにでもあるのですが、世界でも最も奇妙なもののひとつであるこの物質に関わるものを研究して

いこうと思います。そうすることで、実際の自然観察に入っていこうとするだけの場合でも、今日の科学性というも

のが導いてくれる以外のことにただちに目を向ける必要があるということが、いわば最もよくわかるのです。

　昨晩の講演でコリスコ博士（☆１）が未来の科学はそもそも何かまったく別のものでなければならない、と指摘さ

れたこと、そしてその際、繰り返し「生理学」という語が好まれていたのは非常に興味深いことでした。このことは、

化学的なものと生理学的なものに橋が架けられなくてはならないということを表明するものだからです。こういうと

き私はいつも、理解するための条件が全く欠けているために、現在のところ公開講演ではまだ完全にお話しできない

ようなありとあらゆる事柄について考えざるを得ませんでした。私たちは炭素というものを人間の外部にある（人間

以外の）自然のなかにも、ここではこう申し上げたいのですが、一見人間の外なるものであるように見える自然のな

かにも見出します。そもそも大いなる自然のなかには人間以外にいったい何があるのでしょうか。本当は何もないの

です。と申しますのも、とりもなおさず私たちの前の、人間の外なるもののなかにあって、まさに人間の外部にある

もの、これはすべて、人間の進化につれて人間から外に出され、人間から遠ざけられたものだからです。人間はある

進化段階に入って行かなくてはならなかったのですが、その段階に入って行くことができたのは、人間に相対する外

界である種のプロセスが進行し、それによって、ある種の別のプロセスをそれ自体人間の内部に取り入れる可能性が

与えられたことによってなのです。したがって、ある種の外的なプロセスと、ある種の内的なプロセスの間には、実

際常に対立と親和性とが存在しているのです。

　さて、これは、そうですね、化学の生理学化について昨日言われたことーーこれは厳密な表現ではないかもしれま

せんが、特に昨日のコリスコ博士の講演をお聴きになれば、私の意味するところは理解されるでしょうーー、また日

曜日にシャイデッガー博士（☆２）によって非常に好ましく述べられたこと、その興味深い議論においては、ホメオ

パシーの際に行なおうとすることは、本来精神科学的に把握されねばならないということが指摘されましたが、その

ことと、不思議に共鳴し合っていたということをお話ししておかなくてはなりません。そしてこの共鳴の響きは、あ

る場所で奇妙な言葉となって消えるのです。私はこの言葉と、もう数十年来取り組んできたと言ますが、それはしば

しばこう表明される言葉なのです、ホメオパシーの医師であっても、神秘主義的になることをいくらか恐れている、

すなわち、神秘主義という評判を立てられることを恐れている、と。

　さて、私がこれと取り組んできた根拠というのは、まったく特定の、しかしあくまで現実へと回帰していく見解の

なかにありました。よろしいでしょうか、ホメオパシー的治療のプロセスにおいて切に求められる本質的なものは、

実際のところ結局ーー誤解なさらないようお願いいたします、物事の性質をきちんと描写しようとすると、いささか

ラディカルな言い方にならざるを得ないのが常なのですからーー、その物質（そのもの）のなかにあるではなく、そ

れよりははるかに、その物質を調合する際に行なわれること、つまり、私たちの前に珪酸としてあるもの、あるいは

そうですね、植物炭素としてあるものを調合するということにあるのです。それは、調合すること、つまりその時に

なされることのなかにあるのです。ホメオパシーの薬を調合することが求められるとき、そもそも何が起こっている

のかについて私はずいぶん取り組んでまいりましたが、この場合私はぜひとも、ラッシャー博士（☆３）も認められ

ますように、例えばリッターの調合（☆４）もこのホメオパシーの薬に含めたいと思います、リッター嬢自身がこれ

をお認めにならないとしてもです。問題はまさに、ホメオパシーの薬が調合される際、そもそも何が起こっているの

か、ということなのです。求められるものは結局調合することのなかにあります。そのとき作り出すものを調合する、

という出来事全体のなかにあるのです。例えば皆さんが珪酸を用いて、珪酸を希釈度を高く調合する場合、皆さんは
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そもそも何をしているのでしょうか。皆さんはある一点を目指しているのです。自然においてはすべてが根本におい

てリズミカルなプロセスに基づいています。皆さんは、当の物質の本来の、最初に現われている作用が前面に出てい

るしばらくの間は、ある種のゼロ地点を目指します。さてよろしいですか、私が財産を持っていてどんどん使い果た

し、ゼロになってさらにゼロ点を越えていくと、今度は単に財産が無いということではなく、財産という性質を越え

て借金に移行するものがやってくることになりますが、私が外的な物質の物質的性質に向かい合うときにも、ちょう

どこれと同じようなことが当てはまるのです。いわばこの物質の作用にとどまることにより、私はこの物質の作用が

もはや計測できる状態では発現しないゼロ地点に到達します。私がさらに先に進むと、単にこの出来事全体が消え去

るというだけではなく、反対のものが現われてきて、この反対のものがさらに周囲の媒質にまで混入されるという事

態になるのです。私にしてみればしたがって常に、媒質のなかに、つまり、粉薬その他の、微細にされたホメオパシー

的な物質を混入するために用いられるもののなかにも、当の物質の反対の作用を見ていたということです。この媒質

は別の構成を獲得します。ちょうど、財産から借金をこしらえることに移行すると、外的社会生活において私が別な

者になるように、物質もその反対の状態に移行して、以前は自らの内に有していたこの反対の状態を周囲に付与する

のです。すなわち、その物質の量を私がどんどん減らしていくことによってある物質がある特性を持つ、と私が言う

とすると、その物質は、私がいわば一定のゼロ点に近づくことによって、別の特性を獲得する、つまり以前の特性を

周囲に放射し、私がその物質を扱う手段を適切なしかたで促進するという特性を獲得するのです。この促進というの

は、ここで描写された反対の作用が直接引き起こされるということにあるのですが、これが可能なのはやはり、当の

物質にある状態をもたらして、その後で、あるいは光の影響のもとで、たとえば蛍光を発したり、燐光を発したりす

るようにする、そういう状態がこの物質にもたらされるようにこの反対の作用を引き起こすことによってのみである、

とさえ言えます。こうして周囲に放射される反対の作用が引き起こされたのです。これらは考慮されなければならな

い事柄です。実際重要なことは、神秘主義的なものに陥ってしまうということではなくて、結局自然をその真の活動

[Aktion] において観察してみるということ、私たちが物質の特性に関しても実際にそのリズミカルな進行に入ってい

けるように自然を観察することなのです。これが、そもそも諸々の作用がどこにあるのかを認識するためのライトモ

ティーフとでも申し上げたいものなのです。皆さんが希釈していくとき、まずゼロ点に達します。このゼロ点の向こ

うには反対の作用があるのです。けれどもこれで全部ではなく、皆さんは今度は、このゼロ点の向こうにある道の内

部で、今度はこの反対の作用にとってまたゼロ点であるようなゼロ点に達します。この点を越えていくことで、皆さ

んはさらにもっと高度の作用、なるほどその方向性においては最初の線にあるけれども、まったく別の性質を持った、

もっと高度の作用に行き着くことができるのです。ですから、希釈において明らかになる諸作用をある種の曲線で描

くことは実際すばらしいことでしょう。ただ、この曲線は独特のしかたで構成されなければならないことに気づかれ

るでしょう。つまり最初はこのような曲線を形成し、次に、低いけれども作用はしている、そういう低い希釈度が作

用をやめて、今度はより高い希釈度が作用を始める一点、つまり第二のゼロ点であるところにに来ると、ここで直角

に転回して空間へと曲線を引いてこなければならないだろうということです。これらのことは、この講演のなかでさ

らに述べていきますが、これは人間と人間外部の全自然との親和性全体と密接に関わっていることです。

　さて、私たちが植物炭のようなものを観察するとき、まっさきに目につくことに注意を向ける人はまずこう言うで

しょう、多量に服用されると、植物炭は、まったく特定の病像を引き起こすけれども、これは、ホメオパシー療法の

医師の見解に従ってこの同じ物質を希釈することによって克服される、と。

　そもそも、植物炭に目を向けるとき、精神科学者にとって何が存在しているのでしょうか。精神科学者にとっては

何よりもまず、すぐさま人間の外部にある自然のなかに出かけていって、もう鉱物化をし始めた外界の炭 [Kohle] や、

地中の炭一般がどういう状態であるのか調べるように誘うものが存在しているのです。そうして見出せることは、炭

とは本質的に、酸素を用いて地球プロセス全体に関与しているのだということです。地球プロセスにおいては、地中

の炭の含有量が地球の周囲の酸素の含有量を調整するものとなっています。ここですぐにわかってくることは、地球

そのものを、そうとらえることがぜひとも必要なのですが、地球そのものを有機体としてとらえると、地球そのもの

がひとつの呼吸プロセスの影響下にあって、地中の炭の含有量がこの地球の呼吸プロセスに関与しているということ

です。昨日要請されたような化学は、こう申してよろしければ、炭の存在が人間の呼吸プロセスあるいは動物の呼吸

プロセスとの関わりにおいて観察されるときにはじめて成立するでしょう。なぜなら、よろしいでしょうか、土の炭

化と、地球の周囲における酸素プロセス、すなわち空気との間で起こっているプロセスの根底をなしているものは、
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精神科学的な観察にとって、動物化の傾向、実際の動物化傾向として明らかになる何かだからです。この動物化の傾向、

これは実際のところ結局ショックを与えるようなしかたでしか特徴をお話しできないのです。なぜならこう言わざる

を得ないからです、土の炭化プロセスと、地球の周囲の酸素をめぐって起こっているプロセスとの間で起こっている

プロセス、外部で起こっているこのプロセスのなかには、ほんものの存在たち、エーテル的な存在ではあるけれども、

動物性とは反対に絶えず地球から遠ざかり、絶えず地球から立ち去り、離れていこうとする存在たち、こういう存在

たちを出現させるものがいくらか存在している、と。動物性というものは、地球のこの脱動物化に対抗するプロセス

において地球によって集められたもの、動物的プロセスのまさにそのさなかに前面に出てくるものとして把握しなけ

れば理解できないものなのです。したがって、私たちが植物炭を人間の生体組織のなかに取り入れる場合に起こって

いることは、動物的なものに引きつけられるものを人間の生体組織に取り入れるということに他なりません。発生し

てくる症状はすべて、げっぷから腸内ガスに至るまで、腐敗性の下痢その他、一方では痔疾形成、他方ではありとあ

らゆる焼けるような痛みに至るまで、これらはすべてーーその全体像を見ればーー、人間が人間たりうるために、そ

の進化の過程で人間から押し出された動物性、この動物性のプロセスが、人間のなかにふたたび取り入れられるとい

うことに起因しているのです。このことは、よろしいでしょうか、このことは私たちにまさにこう言わせるものです、

人間に多量の植物炭が与えられると、押し入ってくる動物化プロセスから身を守るように促されるのだ、と。身を守

ることは、人間が環境に負っていることを自らのうちで通用させること、つまり人間が進化しつつ動物性を自分の外

に出すことによってなされるのです。

　さて、私たちが進化の過程で動物性を外に出したということは、私たちが実際に自らの生体組織のなかでーーびっ

くりなさるでしょうけれども、そうなのですーー固有の [originaer] 光を発生させる能力と関係しています。私たち

は実際に、下部人間とは反対に、上部人間においては光の生産者なのです。私たちは、固有の光を生産するというこ

の能力を身につけるために、上部人間のなかに、完全に動物化するのを防ぐために必要な器官を備えているのです。

これが、人間を動物から区別する根本的な差異のひとつです。動物性は、人間と同じく他の高次の霊的プロセスを備

えてはいますが、内部で十分な光を作り出す能力は動物にはないのです。

　ここで私は、近代の自然科学の、まさしく真に痛ましいテーマ、とでも申し上げたいものに行き着くのですが、こ

れを皆さんに隠しておくわけにはまいりません、それはひとえに、皆さんが人間と人間の外部にある世界との関係を

洞察しようとなさるなら、このテーマを避けて通るわけにはいかないからです。人間の生体組織のなかの物質全般、

とりわけ薬となる物質の作用を把握するのに大きな障害となっているのが、いわゆる、力ないしエネルギー保存の法

則、さらには、質料保存の法則です。これらの法則は、普遍的自然法則と定められたわけですが、これらは人間の進

化プロセスとは完全に矛盾するものに他なりません。栄養摂取ー消化プロセス全体は、唯物主義的な考え方によって

見なされているようなものではないのですから。栄養摂取ー消化プロセス全体は、唯物主義的な見解からは、あた

かも物質というものが私たちの外部にあるかのように考えられております。ーーつまり炭素という例にとどまるな

らーー炭素というものが私たちの外部にあって、それが取り入れられ、むろん相応したやりかたで調合されてからで

すが、さらに生体組織のなかに導かれて摂取される、だから、私たちは、わずかな部分ではあっても、外界から与え

られたものを自分のなかに有している、そして私たちはこれを携えていくのだ、というふうに考えられているのです。

こういう考え方にとっては、外部にある炭素と、私たちが生体組織内で周囲に担っている炭素との間には、本来どん

な違いもありません。ところがそうではないのです。なぜなら、人間の生体組織のなかには実際のところ、人間の外

部にある炭素をまずは下部人間によって完全に破壊し、これを空間から追い出して、これとは反対の作用において全

くオリジナルに、再び炭素を作り出す、という能力が与えられているのですから。これはまさにこういうことなので

す、つまり、人間の生体組織のなかには人間の外部にある物質を作り出すためのかまどがあると同時に、これらの物

質を破壊する可能性もある、ということなのです。このことが今日の自然科学によって承認され得ないのは申すまで

もありません。今日の自然科学は、そもそも物質の作用というものを、アハスヴェール（永遠のさすらい人）（＊１）

のように、単にきわめて微細な部分でさまよっているものとしてしか想定できないからです。今一の自然科学は、物

質の生命について、物質の発生と物質の死については何もわかっておりません、人間の生体組織のなかで物質の死と

再生 [Wiederbelebung	蘇生、復活 ]が起こっていることについては何も知らないのです。この炭素の再生と関連して

いるのが、他方で通常の人間における光形成として私たちに備わっているものです。内部におけるこの光形成プロセ

ス、これがまた、外的な光の作用に対抗しています。私たちは、上部人間に関しては、外的な光と内的な光が互いに



92

対抗的な作用をし、互いに共同して働くように調整されているのです。そして私たちの生体機構のまさに本質的なこ

とは、私たちがこの、外的な光と内的な光が共同作用すべきところにおいて、これら両方の光が互いに混ざり合わず、

順序を保つように、すなわち順次作用して、互いに一緒にならないようにすることができる、ということです。私た

ちが、目によってであれ、皮膚によってであれ、外的な光に対峙することによって、いたるところに、人間のなかの

内的な固有の光と外的に入ってくる光との間に、いわば隔壁が設けられているのです。外的に入ってくる光というも

のは本来、内的な光の発生を促進するという意味があるにすぎません。つまり私たちは、光を外から私たちへと流入

させることによって、私たち自身が内的な光を発生させるのを促進するわけです。

　さて、重要なのは、このプロセス全体をもう少し先まで見通すことです。私たちのなかのこの炭ー実質の解体に関

与しているものに目を向けるなら、私たちは人間における腎臓ー尿器官全般、さらに上部に向かって腎臓と関係して

いるものすべてに到達します。したがって私たちが人間の内部において腎臓プロセスに接近するのは、私たちが人間

外部の自然における炭に隣接するプロセスに注目するときです。そしてこれと同時に植物炭のようなものを人間にい

わば適用するための一つの道が与えられるのです。まず最初に、こう語ることによって、劣悪な病気とでも申し上げ

たいものに対する道が与えられます、つまり、植物炭の場合、まず、人間の動物化、つまり吐き気に通ずるものに対

抗して働きかける可能性がある、と。ーーそして、植物炭に対して病像を引き起こすものはすべて、本来吐き気と人

間の内部に向かって継続された吐き気なのです。そこで形成されるものに対抗する有効な対極は、人間のなかで反対

のプロセスを示しています。これは腎臓組織の諸機能と関連するすべてのものです。ですから、多量の植物炭によっ

て通常人工的に引き起こされる病像が人間に見られるとき、皆さんが腎臓プロセスを促進するところまで行けば、つ

まり例えば植物炭の希釈度を高くすることによって、腎臓プロセス全体を促進する、ある種のやりかたでこのプロセ

ス全体を高める、ということを成し遂げれば、皆さんは、人間のなかで、植物炭の作用に似たこういった病気プロセ

スに対抗する働きかけができるわけです。ですからつまり、こういう病気の薬を研究する際に本質的な問題は、こう

いう植物炭といった薬を希釈することに対して、人間の腎臓プロセス全体がどのような関係にあるのかということに

行き着くことでしょう。その際腎臓プロセスは、消化プロセスに対してその対極が効力を発揮するように作用します、

つまり、植物炭による病像のなかに結果として現われてくる消化プロセスの障害、こういう回復していく現われに対

して、むしろその反対のもの、対極が効力を発揮するように、腸における病的な消化の対極が効力を発揮するように

作用するのです。

　すなわち、ここで植物炭によって起こっていることの反対に位置しているのは、一方で光形成なのです。今お話し

しましたことは、次のような図を描いてごらんになれば、皆さんにもいわば包括的にご理解いただけると思います。

ここに地球があると考えていただきますと（図参照）、地球は空気（大気）に囲まれており、空気の上方にさらにほ

かのものがあります。この空気の上方に来るものはまず、一種の地球の熱の覆いとでもみなすことのできるものです。

つまり、地球から離れていく道をとるとすれば、まったく別の熱状態に到達するだろうということが判明するでしょ

うが、この熱状態は地上の熱状態に対して人々をたいそう驚かせるものでしょう。地球から少し離れたところでは、

熱の力のなかにあるものが、この熱の覆いの下で大気そのものが果たしているのと似た役割を果たしているのです。

生命力

化学的力

光

熱の層

空気の層

液体の層

土形成
硬化
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けれどもこの熱作用の向こう側にはーーこの熱作用、いわば地球の外部の熱の層をここに定めようとすると、ここが

空気の層となります（図参照）ーー空気の層の対極があり、そこではすべてが本来この空気領域で起こっていること

と逆になっています。ここではーーこう表現してよろしければーー空気が奪い去られ [entluftet	wird]、空気の存在

が破棄されることによって、このように空気が取り去られることによってこの層から発してくるように、私たちに光

として送られてくるものが出現するのです（図参照）。

　この地上の光が太陽からやってくると考えるのはまったく無意味です。これは物理学者と天文学者のかなりやっか

いな幻想にすぎません。地上の光は上述の層からやってきます。光はこの層で発現し、ここで生み出され、この地球

上で植物が成長するように、この層で成長するのです（図参照）。ですから私たちはこう言ってよいのです、人間が

自らのうちで初生の、固有の光を作り出せるとするなら、その根拠は、人間はその形成過程を通じて自らのうちで通

常は上方でのみ起こっていることを行なう予約をしたということ、人間は自らのうちに地球外の起源を有している、

ということにあるのです。この地球外の起源が全植物界に作用し、人間にも作用します、ただ、これは外から植物界

に作用しますが、人間は自らのうちであるものをもってそこまで高められているのです（図参照）。

　さて、空気そのものよりももう少し地球に接近すると、いったいどのような状態なのか、と私たちが問うとすれば、

私たちはそのとき別の面においてもっと人間のなかに入り込んでいくのでしょうか。そうなのです、よろしいですか、

私たちが空気的なものから出て地上的なものにもっと接近することによって、私たちはあらゆる液体状のもの、水状

のものに至ります。ですから私たちは空気層の下に液体層を想定することができます。この液体層もそのもう一方の

対を外部に持っているのですが、これは空気層のさらに上にあります。そしてそこでもまたすべてが、別様に、対極

的に、液体層で起こっていることに対置されているのです。上部のその場所においては、先行する層で光が成長する

ように、ある意味でやはり何かが成長しています。上部のこの場所で成長しているのはつまり化学的力であり、これ

が地球へと作用を及ぼしてくるのです（図参照）。ですから、地球に対する化学的作用を促進する働きを物質そのも

ののなかに探究することはまったく無意味なのです。化学的作用はこの層から地球に向かってやってくるのですから。

　しかしながらこの場合も、人間の内部には、上部にあるような何かを自身のうちでも作り出すような、そういうも

のがあるのです。人間は自らのうちにーーこういう言い方が許されるならーーひとつの化学装置 [Chemikator] を有

しているのです。人間は自らのうちに、化学的活動の起源である天的な領域をいくらか持っています。そしてこのよ

うに作用するものは、人間のなかに非常に強力に局限されています、つまりこれは肝臓に局限されているのです。人

間の生体組織において肝臓が展開するこのまったく独特の働きを研究してみてください、肝臓が、一方で血液の性質

に対して吸い込むように作用する、と申しますか、そのように作用することにより、他方で人間の生体組織における

胆汁分泌を通じて、調整的に作用することにより、血液の調合全体のために関与していることすべてを研究してみて

ください。肝臓のこの拡張された活動全体を眺めると、皆さんは肝臓のなかに、最後まで研究されるなら、化学を、

真の化学を与えてくれるものを認められることでしょう。私たちの外的な化学は、何と言っても、地球上ではその真

実のすがたを見出すことはまったく不可能だからです。外的な化学というものは実際、人間の外部にある化学領域の

鏡像と見なさなければなりません。私たちは人間の肝臓の驚くべき作用をすべて研究することで、この地上を越えた

領域をも研究することができるのです。

　私たちが植物炭をアルカリ、つまり例えばカリウムそのもの、炭化カリと関係づけるなら、植物炭と、その内的特

性、とでも申し上げたいものからさらに前進して、その結果生じてくる作用を人間の生体組織のなかに引き起こすこ

ともできるのです。アルカリ性のものはすべて全般に、生体組織内部の奥深く、肝臓プロセスにまで作用することが

できるのに対し、植物炭と関係しているものはすべて、その作用は腎臓経路を目指しています。そうすると私たちは、

アルカリ性であるものすべてと、肝臓組織であるものとの間に、まったく明白な相互作用を認めることができるでしょ

う。私たちがアルカリ性のものをすべて研究するなら、炭性であるものがすべて動物化と関連しているのと同様、ア

ルカリになろうとするもの、アルカリの傾向を持つものは、人間の植物化と、植物界を外に出すことと関連している、

ということに気づくことでしょう。

　さて私はすでに以前の講演で、あるプロセスを指摘しましたが（＊２）、これは人間の作用を自然作用から探り出

そうとするとき重要なプロセスです。私が指摘したプロセスは、牡蛎がその殻を形成するときに起こっているプロセ

スで、手短かに言ってしまえば牡蛎の殻の形成プロセス（＊３）ということです。ここで私たちは、炭とカリウムの

共存の結果生じていることからさらに前進して、カルシウムとの共存に至るのです。ただし、単に炭とカルシウムと
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がともに作用するプロセスが起こるだけであれば、発生してくるであろうものが、牡蛎の殻においては、殻のなかで

強い燐作用、強い燐の力がともに作用することによって、緩和されているのです。牡蛎の殻においてはすべてが、さ

らにいくつかの別のもの、海の力という環境に負っているものとともに作用しているのです。

　さて、この牡蛎の殻の形成というプロセスを観察すると、実際のところ私たちは、またも人間と人間の外部にあ

る自然との間の関係のなかにさらにもう少し入っていくことになります。私たちが水の形成からさらに下へ向かう

と（図参照）、土の形成、固体化すること、つまり、硬化、土形成、とでも呼ぶべきものに到達します。こういう表

現が今日タブーではなく、使用されないのなら、つまりそもそもこの表現が、古代の愚かなひとたちが土や空気や水

について語っていた表現である、というふうにみなされることがないとしたら、土、水、空気、火について語るこ

とをそんなに物怖じすることはないでしょう。ここにおいても、こういう事柄を少なくとも暗示することはできる

のではないでしょうか。さてこの固い土形成も、外部のはるかな宇宙にそのもう一方の対を有しています。そして

このもう一方の対、よろしいですか、これこそが生命形成であり、実際に生命を与えている根源 [der	 Ursprung	 des	

Vitalisieren] なのです。これは事実、生命力そのもののなかにあるものです。この生命力は化学的力よりさらに遠

くからやってきて、これは人間の外部の世界では地球の内部で、つまり本来の土的なものの内部で、完全に殺され、

死滅させられているのです。

　さてーーここで少しつけ加えておきたいと思います、皆さんがたのなかにはこういうことに関心があるかたもおら

れるかもしれませんのでーー、この地球は、絶え間ない生命形成の影響下で、絶え間ない癌腫（形成）の下で、膨張

してしまうでしょう、もしも、この膨張に、地球外からあるプロセスが、つまり水星から地球に向かって行使される

水銀プロセスというものが対置されなければ、そうなってしまうでしょう。こういう事柄を少なくともちょっと考え

てみたというだけでも重要なことです。実体化しつつ形成する元素と呼ぶこともできる土形成において、一般に起こっ

ていること、このことのいわば以前の段階が、牡蛎の殻の形成のなかに押しとどめられているのを私たちは見ること

ができます。牡蛎の殻が土形成に入り込んでしまうのを妨げられているのは、牡蛎の殻が海、つまり水となおも関係

していて、土形成を以前の段階に押しとどめ、土形成の以前の段階に自らを固定していることによるのです。ミミズ

にはこれができません、ミミズは殻を持っていないからです。けれどもミミズからも作用が発しています。したがって、

ミミズがいなかったら、地中には形成力は無いだろう、という発言はまったくもって有効なのです。ミミズは本質的

に、土形成プロセスが進行することに関与しています。ミミズの世界全体がいわば、牡蛎の殻形成を越えていくもの、

牡蛎の殻と同様に地球全体と関わっているものをともに形成しているのです。それによって、牡蛎の殻の形成という

事態になるではなく、耕土その他のなかにあるもの、類似のものがそこから発生してくるすべてのものに至るのです。

　さて、人間のなかの、化学的力と親和性を持っているプロセス、つまり肝臓と結びついているプロセスよりももっ

と内部にあるプロセスを探すとすれば、私たちはさらにまた人間の別の器官に行き着くに違いない、と当然皆さんも

予期されることでしょう。人間のこの別の器官というのはまさに肺に他なりません、しかも肺は、人間の生体組織の

なかで二重のしかたで観察されねばならないのです。まず第一に肺というのは呼吸という現象のための器官です。と

ころが、奇妙に聞こえるかもしれませんが、肺はいわば表面的にのみ、呼吸という現象のための器官なのです。肺は

同時に、人間のなかで内的に、深く内的に、土形成を調整している器官なのです。外から中へと入っていきながら、

栄養摂取ー消化過程から始まって、腎臓形成ー肝臓形成プロセスを経て肺形成プロセスまで、つまり内的に肺を形成

するものまでーー肺が機能上は呼吸の基礎となっていることは度外視してーー追求し、その際起こっているプロセス

を調べてみると、このプロセスは、牡蛎において牡蛎の殻の形成のために現われているプロセスの対極であることが

わかります。人間の生体機構は、その肺形成プロセスのなかに、外的宇宙のこの化学的領域の向こうにあるものを取

り入れているのです。

　皆さんは、炭酸カルシウムの側からのある種の影響のもとに発生する病像、真の病像を人間の場合に観察なさりさ

えすればよいのです。そうすると、これは、肺という存在そのものの独立生活という現象すべてと非常に強く関連し

ていることがおわかりになるでしょう。このプロセスを、呼吸プロセスのまったき影響下にあるプロセスから切り離

すことは困難です。けれども肺は二つの面に向かって人間の生体機構に奉仕しているので、肺が一方においては外に

向かって機能的な任務を有し、他方では内に向かってこの同じ機能的な任務を有しているということは、まさに肺の

場合に考慮に入れなければならないのです。肺の退化ということも、牡蛎の殻の形成プロセス、あるいは同類の巻き

貝類の殻の形成プロセスなどももちろんですが、そういう形成プロセスに現われてくる同様のできごとのなかに探究
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していかなければなりません。

　こうして私たちは、昨日接近したことに今日はいわば別の面から接近することによってーー今日よりも昨日の接近

の方が円環を閉じることができたのはもちろんですが、円環を閉じることは明日以降には行なわれるでしょうーー、

人間の内部で、外部の空気活動に対応するものとして、水における活動に対応するものとして、個体である土におけ

る活動に対応するものとして、起こっていることを、（それぞれ）腎臓の活動、肝臓の活動、肺の活動のなかに見る

というところまで行き着きます。空気における活動は、より広い意味で腎臓組織に結びつくもの、とりわけ尿のすべ

ての機能と関係しているものすべてに対応しています。それの、内に向かって最も重要な部分、つまり腎臓に私たち

が注目するときに考慮する組織に親和性のあるもの、これは、状況によっては呼吸困難、呼吸への欲求を引き起こす

可能性もあるものであり、これを皆さんは、かなりの程度、植物炭の服用の一種の後まで残る作用とみなされるでしょ

う。したがってこのように言うことができます、私たちは本来、呼吸組織の障害、呼吸困難のより深い原因を、腎臓

組織のなかに探究しなければならない、と。

　水のようなものと関連しているもの、液体的なものと関連しているもの、こういうものすべてにとってのより深い

原因を、私たちは肝臓組織のなかに探さなければなりません。呼吸困難や呼吸調整、呼吸への要求が腎臓組織と関連

しているように、渇きは肝臓組織と関連しています。渇きというものはすべて肝臓組織と関連しているのです。人間

の渇きのさまざまな特性の相互関係を一度肝臓機能において研究してみるのも、興味深い仕事かもしれません。さら

に、肺の内的性質、いわば肺の内部の新陳代謝と密接に関わっているのが、飢えという現象とこの分野にあるものと

関連しているすべてです。

　飢え、渇き、呼吸への欲求は、実際のところ一方においては計量できるものに向かって、空気、水、土と関連して

います。外部の宇宙にあるこれらのもう一方の対にはいくつか他のものも関連しています。そして、私たちの内部で

初生の、固有の光を生み出すものが弱まっているために、私たちが光による活気づけを必要とするとき、この光その

ものによる活気づけが得られるのがもちろん一番良いことがわかってくるでしょう。ここで私たちは光による治療法

の正当性を認めるようになるのです。しかし、日光浴は実は必ずしもいつも日光浴ではないのです。このことに注目

することが大切です。つまり日光浴というのは実際は、人間がこの地上に通常居住していてさらされているときより

も、もっと化学的力の層にさらされることなのです。化学機構とともに外部から流れ込み、当然光をともなってやっ

て来るもの、これがたいていの日光浴において本来効力を発しているものなのです。この（化学的力の層の）背後、

私が皆さんの前に提示しました図式的な描画（図参照）からご理解いただけるでしょうが、この背後にあるのがまさ

に生命力であり、これは、高められた光、もしくは高められた化学的活動が人間に対して作用するときに、いわばそ

の結果として生じているものです。ですから、強すぎる作用がーーここではいつも計量することが標準であるのは言

うまでもありませんー、そのとき光に担われるようにいわば宇宙から入り込んでくるものによって回避されるなら、

光をともなう化学的活動と光をともなう生命活動が、きわめて有益に作用するのです。

　ただ最後につけ加えておきたいことは、今日の自然科学が生命そのものの起源について見解を持つことに成功して

いないことがわかっても、今やもう不思議に思う必要はない、ということです。なぜなら、今日の自然科学が探究し

ているその領域の内部には、水銀（水星）作用のために、生命の反対のもの、すなわち死があるのみだからです。生

命は外部にこそ探究されねばならないというのに、今日自然科学はそもそもそこに向かおうともしないのです。何と

いっても自然科学は、地球外のものへと向かっていくことについては何も知ろうとしないのですから。地球外に向か

うほかないときーそうしたひとも何人かいましたがーー、もはやそれ以外できないとき、せいぜいそういうときでも、

自然科学はこれをさらに物質的なものに変換してしまうのです。生命力のこういう働きかけてくる作用を、物質的な

ものに移し変えることは、別の天体から生命の萌芽がこの地球にもたらされる、というけっこうな仮説において実に

みごとに成し遂げられました。つまり生命の萌芽は、みごとに物質的なしかたで別の天体からあらゆる障害を通過し

てもたらされ、この地球に発生するというわけです。その際、生命の萌芽が地球にやってくるための乗り物は隕石で

ある、と想像する人さえいるのです。ご存じのように、現代においては、唯物主義的な理論によって何かが説明され

たことにしようとする状況すら実現されてしまいました。肉眼で見えるもののなかに観察されるすべてのものを、微

視的なもの、あるいは超微視的なものに引き戻して見れば、これの説明がついたと思いこむように、生命も、それが

どこか別の場所にずらされれば、説明がついた、と思いこむのです。
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■原注

☆１　オイゲン・コリスコ [Eugen	 Kolisko]	 1893-1939　　1920 年からシュトゥットガルト自由ヴァルドルフ学校の教師および校医。後

に英国でも活動。　

☆２　エドウィン・シャイデッガー [Edwin	Scheidegger]　バーゼルのメーリアン・イーゼリン施療院の主任医師および設立者。　

☆３　ハンス・ラッシャー [Hanns	Rascher]	1880-1952　ミュンヘンの医師。

☆４　リッターの調合　　第四講の注（☆１）参照。

■訳注

＊１　アハスヴェール [Ahasver]　　刑場に行くキリストを自分の家の前で休ませなかったため、キリスト再来まで地上を流浪する運命を

与えられたユダヤ人の靴屋、いわゆる「永遠のユダヤ人」。

＊２　第五講参照。

＊３　牡蛎の殻の主成分は炭酸石灰、つまり炭酸カルシウムであり、漢方でも牡蛎（ぼれい）として用いられる。強壮、鎮静の効があり、

胃酸の中和、寝汗、心悸亢進などに良いとされる。
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第 12 講	１９２０年　４月１日　　　ドルナハ

　治療を仕事としている人にとって、基調となっている感情は、外的、つまり人間の外部にある事実と人間の内部の

事実との関連、これはまったく奇妙なかたちであらわれてくることもあるのですが、この関連を観察することによっ

て、生じてくると思います。何と言っても、この関連を観察することを通じて、他ならぬ薬の本性に対する重要なイ

ントゥイツィオーンが生れててくるからです。身近な例に触れるために思い出しておきたいのは、生体組織内で有効

な役割を果たすさまざまな力を、ある種の状況において人間外部の自然のなかに先に準備しておくために、例えばロ

ンセーニョ水 [Ronsegno-Wasser] やレヴィコ水 [Levico-Wasser]（＊１）のようなものが、ーー相対的に言ってーー

まさに良い精霊によってどのように調合されているのかということです。このことーーこういう事柄については明日

以降もっと詳しく特徴をお話ししていきますーーを考えてみますと、つまり、こういう水のなかでは、銅の力と鉄の

力が実に驚くべきしかたで互いに補償し合っていて、さらに、この補償現 [Abkompensieren] をもっと広い基盤に据

える、と申しますか、そのために、こういう水のなかには砒素も存在している、ということを考えてみますと、次の

ように言うことになります、外界においては人間の何らかの状態のために実際何かが準備してあるのだ、と。こうい

うことが、人によってはきわめて不都合な作用をすることがある、という状況も必ず出てきます。しかしながら、こ

ういう否定的な場合でさえ、普遍的原理の持つ普遍的な有益さというものが示されるでしょう。こういう事柄につい

て語る場合、今日においては特にこのことに留意しておかなくてはなりません。と申しますのも、こういう事柄を観

察するにあたっては、実際今日になってはじめて徴候が表われてきたある種の病状に遭遇する可能性も出てくるから

です。ただ、忘れないでおきましょう、いわば地球の一部に全く特殊な状況が進行すると、全く特殊な形の人間の疾

病が引き起こされる、ということが、現在、真にとらわれなく観察すればあらゆる面から認識されるのです。さらに

忘れないでおきましょう、現在、非常に興味深いと言って間違いない現象は、今日発生している普通の流感のような

ものでさえ、きわめて独特の特性を持っているということです。つまりこれは、本来は眠っている病気を呼び覚まし

てしまうのです。生体組織を引きつけ、通常は生体組織の抵抗力によって隠されたままになっている病気、従って状

況によっては死ぬまで眠ったままでいることさえある病気が、その人が流感に罹ることによって、ある種のやりかた

で露呈してしまうわけです。

　以上すべてをまとめてひとつの問いの束（たば）にして、これを明日以降の講演の基礎にしようと思います。けれ

ども、実り多い出発点にするために、私は皆さんに、もうひとつ別の奇妙な符合を示唆しておきたいと思います。こ

れはもちろん精神科学者にとってのみ非常に深い意味をもって現われてくるものです。ご存じのように、私たちの回

りの大気中では、一種のゆるい結びつき、そもそも、物理的にも、化学的にも正確に定義できない、と言いたいとこ

ろですが、そういうゆるい結びつきかたで、酸素と窒素が互いに結合しています。さて、人間であり、地球の人間で

ある私たちは、この酸素と窒素から発する活動にもとより完全に織り込まれています。そのためすでに最初から、こ

の大気中でそもそも酸素は窒素に対してどう関係しているのか、原理的にどう関係しているのかが重要である、と推

測できるのです。

　さてここで重要なのは、空気の組成の変化、これは酸素と窒素の正常な関係を何らかの方向に変化させることを目

指すものですが、この変化と、人間の睡眠プロセスにおける障害が結びついていることを、精神科学が私たちに示し

てくれることです。このことはさらに、今度はその背後に隠されている関係一般をもっと厳密に調べてみることに通

じます。ご存じの通り、精神科学において私たちは、人間は、物質体、エーテル体、アストラル体、自我という四つ

の構成要素から成り立っている、と言わざるを得ません。さらに私たちは事実から、自我とアストラル体は眠りにつ

く時に、抜け出るということの意味をもっとダイナミックに理解できればの話ですが、そういう意味で抜け出て行き、

そして目覚めと同時にまた入り込んでいく、とも言わざるを得ないのです。従って皆さんは、こう言わなければなり

ません、睡眠状態では、アストラル体は自我に、エーテル体は物質体に結びついたままであり、したがって私たちは、

目覚めた状態においては、一方ではアストラル体と自我、他方ではエーテル体と物質体の関係が、（睡眠中の）アス

トラル体と自我、エーテル体と物質体の関係よりもっとゆるいことに注目しなければならないのです。（両者の）関

係がもっと不安定なのです。このより不安定な関係、人間の上位二つの構成要素である自我とアストラル体間と、下

位の構成要素であるエーテル体と物質体間の関係、人間の内部のこの不安定な関係は、外部の空気中の酸素と窒素の

不安定な関係を、忠実に反映しています。両者の相応のしかたは実に不思議な驚くべきものです。外部の空気の組成は、
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これが同時に、アストラル体とエーテル体の結びつき、あるいは、これらに結びついている物質体と自我の結びつき

に対する比例数を与えるように設定されているのです。

　このことはさらに当然、私たちが空気の組成にどう関係しているのかを考慮させるでしょう。私たちが人間に正し

い空気組成を供給できるのか、あるいはなしですませることができるのかどうか、いかに注意しなければならないか

を考慮させるでしょう。いわばもう少し生理学的なものに入っていくことができれば、皆さんはこの相応関係を知覚

できるのです。さらに、今日よく知られていて、人間の生体組織内に何らかの関わりがある物質をすべて通過してい

くと、これらの、人間の生体組織とそのプロセスになんらかの関わりがある物質はすべて、人間の生体組織そのもの

のなかで別の物質と結びついていることがおわかりになるでしょう。たいていの場合、結合したり解かれたりしてい

ます。ただ、酸素と窒素だけは人間の生体組織のなかでそれ自体自由に現われています。つまり、外部で空気を構成

しているものは、人間の生体組織そのもののなかでもまったく特別な役割を果たしているということです。人間の生

体組織にとって、酸素と窒素はその相互作用により、まさに物質的なものの中心点を占めているのです。酸素と窒素

は人間の生体組織の諸機能に関わっていて、しかも自由な状態で作用する唯一の物質として関わっているのです。酸

素と窒素の作用のしかたが、人間の生体組織のこれらが占めている領域で結びついている他のものによって修正され

ることはありません。このことから、私たちが人間の外部にある本質から人間の生体組織の内へと追求できるものだ

けに意味があるのではなく、私たちは「どのように」ということも追求しなければならないということがおわかりで

しょう。つまり、その働きが独立したものなのか、他のものと結びついているのか、といったことです。なぜなら、

奇妙なことに、人間の生体組織においては、物質は互いにまったく独特の類縁性、親和性を獲得するからです。つま

り私たちがある物質を採り入れ、別の物質がすでに生体組織のなかにあるとき、こういう類縁性、親和性が生じ得る

のです。この考えをさらに追求していくと、皆さんはまったく特定のイントゥイツィオーンへと導かれます。精神科

学はこのイントゥイツィオーンを示唆しなければなりません。ご存じのように、植物、動物、人間の生体組織の基

礎になっているのは、プロテイン、蛋白質です。現代の化学の意味するところでは、蛋白質の主要な構成要素は、自

然における四つの重要な物質、炭素、酸素、窒素、水素であり、さらに、これら四つの物質がすることをくまなくホ

メオパシーする [durchhomoeopathisierend] もの、とでも申し上げたいものとして、ズルファ [Sulfur] つまり硫黄

[Schwefel] が加わります。

　さて、蛋白質、プロテインの機能、内的機能はそもそもいったいどのようにして現われてくるのか、考えてみるこ

とがどうしても必要です。現代の化学は、当然のことながら、そもそもその前提からして次のように言う方向にあり

ます、つまり、このような物質の構成というのは、たぶん、その内的な力によってこの物質に課せられているのだ、と。

そしてその必然的な帰結として、実際は同一でない、しかも想像されている程度ほども同一でないものが、同一化さ

れてしまうのです。ある種の差異は定められても、同一性というのはまったくあてはまらないのにです。そもそも植

物の蛋白質と動物の蛋白質を、かなり類似したものとして、少なくともある程度までは化学的に同一な何かであると

想定するのは、結局蛋白質の構成についてのこういう原子論的な考え方の帰結にすぎません。けれどもこれは全然見

当違いで、人間の生体組織を正確に観察すれば、事実はこうなのです、つまり、植物の蛋白質は、動物の蛋白質とと

りわけ人間の蛋白質を中和させている、これらは互いに対極な関係にあり、一方は、他方の作用を密かに消し去るのだ、

ということです。奇妙なことに、動物の蛋白質の作用は、植物の蛋白質の機能によって、妨害され、相殺される、部

分的にか、あるいは完全に相殺される、ということを事実として認めざるを得ない、ということが起こるのです。そ

してこう問いかけることになります、それでは、動物のあるいはとりわけ人間の生体組織のなかでそのような物質と

して生じているものと、植物の生体組織のなかで生じているものとの違いは、いったいどういうものなのか、と。ーー

よろしいですね、私はここ数日間、あらゆる気象的なもの、とでも申しますか、地上的でないもの、そういうものに

対して、四つの器官組織、つまり膀胱、腎臓組織、肝臓組織、肺組織、そしてこれに加えて心臓組織、これらの器官

組織がある重要な役割を果たしていることについて、しばしばお話しせざるを得ませんでした。これら四つの器官組

織は、外的なもの、気象的なものに対する人間の関係において、本質的な役割を果たしています。さて、より内密な

意味で、この四つの器官組織とはそもそも一体どういうものなのでしょうか。

　この四つの器官組織が意味していることは、これらが人間の蛋白質の構造の創造者であるということに他なりませ

ん。この四つの器官組織こそ、私たちが研究しなければならないものなのです。私たちが研究しなければならないのは、

蛋白質の分子的、原子的力ではありません。そうではなく、なぜ蛋白質はこのようなのか、と自問しようとするなら、
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私たちは蛋白質の内的な構成を、これら四つの器官組織から発するものの結果として把握しなければならないのです。

蛋白質とはまさに、この四つの器官組織の共同作用の成果なのです。これによって、人間における外的な作用の内面

化についてもいくらか語られているのです。私たちは、今日の化学が物質そのものの構造のなかに探究しているもの

を、器官組織の内部へと移行させなければなりません。したがって人間の蛋白質はその構造という点で、この地上の

領域においてはまったく考えられないものです。人間の蛋白質は、これら四つの器官組織の影響下になかったら、そ

の構造のまま存続することはできません。どうしても変化せざるを得ないのです。

　植物の蛋白質の場合は事情は異なっています。植物の蛋白質は、この四つの器官組織の影響下にはありません、少

なくとも、見かけの上では影響を受けていません。けれどもこれは別の影響下にあります。つまり、酸素、窒素、水素、

炭素の影響、そして外的気象的自然全体のなかに常にあるものの影響、さらに上記の四つを媒介する硫黄の機能の影

響、これらの影響下にあるのです。植物の蛋白質においては、大気のなかに散在しているこの四つの物質元素が、人

間のなかでは心臓、肺、肝臓その他が行なっていることを行なうわけです。人間内部の自然においてはこの四つの器

官組織に個別的に含まれているものが、人間外部の自然においては形成力という状態でこれら四つの物質元素のなか

に存在しているのです。次のように考えることが大切です、つまり、私たちが酸素、水素という名称を口に出すとき、

単に今日の化学が言うところのこれらいわゆる元素のなかの内的な力としてあるもののことを考えるだけであっては

ならず、これらの元素を、形成力、作用力とともに考えなければならない、ということです。しかもこれらの元素は、

その作用が地上にあるさまざまなもののために共に貢献することによって、常に互いに関連し合っています。私たち

が個々のものに入って行って、酸素が外部に留まっている状態ですることを内的器官と一致させるとすれば、腎臓ー

尿組織と内的に一致させなければなりません。炭素が外部でその形成力を展開するときにすることを、私たちは内的

に肺組織と一致させなければなりません、ただし、ここでは肺組織を呼吸組織として捉えるのではなく、独自の形成

力を有しているものとしての肺のことです。私たちは窒素を肝臓組織と、水素を心臓組織と一致させなければなりま

せん（図参照）。外部の水素は実際のところ外界の心臓であり、窒素は外界の肝臓である、等となります。

　望むらくは、現代の人類がこういう事柄を認知するよう単に調教されるのではなく、人類が自らこういう事柄を苦

心して獲得するのなら良いのですが。と申しますのも、よろしいですか、心臓組織が水素の形成力と親和性を持って

いることに注目するなら、即座に水素生活そのものが人間の上部全体に対して有している重要性も認めざるを得ない

からです。なぜなら、上部人間に向かって水素が進化していくのに伴って、下部のもっと動物的なものが本来の人間

的なものに、表象その他へと向かうものに変化させられるからです。けれども、これも皆さんにお話ししなければな

らなかったのですが、ここである影響、つまり、地球外の影響であり、私たちが鉛と同一視しなければならなかった

影響に到達するということです。私たちが、鉛、錫、鉄を上部人間と関わりのある力とみなしたことを覚えていらっしゃ

るでしょう。このようなことを認める傾向は今日まだあまり大きいとは言えません。人間から外に出ていって、鉛作

用のなかに、なにか特別なもの、つまり人間は心臓を通じて水素を、思考器官の調整のための担い手となる水素を準

備する、ということと関係する何かを見るような、そういう傾向は今日まだそう大きいとは言えないでしょう。けれ

ども、人間の進化を無意識に駆り立てるものがーー何らかのアジテーションによってではなく、人間の進化を無意識

硫黄

酸素

肺組織

心臓組織肝臓組織

腎臓ー尿組織

窒素
水素

炭素
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的に駆り立てるものが調教する、という意味ですーー人類をこういう事実を認めるように調教していきます。と申し

ますのも、鉛が人間の外部の自然において何らかの役割を果たしていることは、単にその機能にしたがって観察する

だけでも、もはや今日の人間には実際否定できないことだからです。なぜなら、科学が確認したラジウムの崩壊生成

物 [Umwandelungsprodukute] のもとで、ヘリウムの分裂とならんで実際に鉛が発見されたからです。ここで鉛が発見

されたように、今日いわゆるその原子量にはまだ完全に正確には一致していないにしても、それはもう鉛とみなされ

ているのですが、ちょうどそのように、錫も発見され、また人間の外部にあるけれども、同時に人間外の自然から唯

一のものとして人間（内部）の自然に介入してくるものによって、鉄も発見されるのです。今日、私たちは単にレン

トゲン科学であるようなもの、レントゲン科学は実際、このように人間の外部に出ていくことと、この地球上で私た

ちに与えられている単に無骨な金属だけではなく、地球外のものから作用してくる金属の力に行き着くための、素晴

らしい指針を提供してくれますが、こういうものによってのみ調教されるのではないことは必然的だということです。

これこそ今日語られなければならないことなのです。なぜなら、今日の新種の病気とでも申し上げたいものが発生す

るときこそ、私たちはこういう事柄をぜひとも考慮しなければならないことに気づくでしょうから。

　今さしあたって特に私たちの興味を引きつけるにちがいないことは、外部の炭素、水素、酸素、窒素であるものは、

硫黄によって媒介されるその相互作用において人間のために個別化されて、四つの器官組織が内的にこれを受け取る

ということです。さて、このような事柄を正しく観察するなら、このようなやりかたで人間を観察すれば、どれほど

深く本来の人間というもののなかをのぞき込むことができるか、きっと感じ取ることができるでしょう。そうすれば、

人間において不随意なもの、最初はその霊的な機能に直接支配されていないように見えるものが、人間の外部にある

自然全体と関係づけられても、そのときはもはや、いわば不思議とは思われないでしょうから。何しろ以下のような

こともまた本当なのです。人間はいわば腎臓組織を持つように構成されています。しかしこのような組織はそれぞれ

（人間の一部分ではなく）全体人間になろうとする傾向を持っています。実際これら四つの組織それぞれが常に、全

体人間になろうと努めているのです。つまり、こう申し上げたいのです、腎臓はその機能とともに全体人間になろう

とする、心臓は全体人間になろうとする、肝臓組織は全体人間になろうとする、肺組織は全体人間になろうとする、と。

　さて、ここで考察したこのような事柄について確かめるために意味のあることは、人間の外部にあるもののある種

の作用を、私たちはいかに自分自身で人間のなかに観察できるか、ということに視点を、もっと良い言い方をするな

ら感受点を向けてみることです。ここで、自然科学的なものと精神科学的なものとの境界を明確に指摘することが不

可避となってきます。よろしいですか、皆さんが医学的ー瞑想的生活において前進すれば、つまり皆さんがますます

熟達して瞑想的生活と調和するようになり、自らを瞑想する人と感じることができるほどになれば、皆さんは実際の

ところ、具体的な本当の自己認識というものをますますいっそう獲得するようになります。この具体的な本当の自己

認識というものは、積極的な課題、例えば人生における治療といったことが問題になる場合には、実際軽視できない

ことなのです。皆さんが瞑想において進歩すれば、以前にはまったく意識されなかった事柄が、自身の生体組織のな

かで意識されるようになるということに、ここで皆さんは気づかれるでしょう。ただ、ここで意識のなかに上昇して

くるものについて、皆さんは釈明をせねばなりませんが、外面的な公開講演や一般向け講演では、全く特定の傾向が

生ずるために、現在のところまだお話しすることは困難なことが、皆さんに意識されるようになるのです。私が今注

目していただこうとした、こういう基本的な事柄について語られるとしたら、今日こういう事柄が、現在の人類のよ

うな道徳的状況のもとで比較的大きなグループに伝えられるとしたら、すぐさまこういう質問が出るでしょう、どう

してこれを活用しないのか、と。つまり、そう、それでは私に瞑想せよというわけですね、それなら、あの物か、こ

の物を供給すりゃいいんです、そのほうがずっと簡単じゃありませんか、というわけです。ーー瞑想する代わりに、

何らかのものを服用するほうが容易ではあります。その人はそれによってある意味でまさに道徳的に自らを滅ぼすこ

とになるのです。それでもやはり、現在の道徳的人間の状況をもってしては今日人々は屈することなくーー私が何の

ことを言っているのか、すぐおわかりになるでしょうーー、瞑想する代わりにむしろ、何らかの外的な薬物を服用し

ようとするでしょう。そういう薬物は、さしあたりその道の最初の数歩においては瞑想することによく似た結果を与

えてくれはするでしょうけれど。実際このようなことはあり得るのです。と申しますのもよろしいですか、つまり、

皆さんが一定期間真に瞑想を継続して、こういう事柄について釈明をする傾向を持てるようになれば、通常、自分に

はものをつかむ手がある、歩行する足がある、と意識的に知っているのとまったく同じように、放射する鉄の作用を

意識するようになっていることに気づかれるでしょう。鉄の作用そのものの意識が現われてくる、というのは事実そ
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うなのです。この意識は、自分に腕や脚がある、あるいは回転させるなどすると頭がある、と通常はっきりわかるの

とまったく同じように明確なものなのです。自らを鉄のファントム [eisernes	Phantom]（＊２）と感じる、こういう

意識が生じてくるのです。私が言っているのは、すると当然人々がやってきてこう言うだろう、ということです、そ

うですか、つまり何かを外的に服用することによって自分のなかにある固有の鉄に対する鉄感度、敏感さを高めるこ

とができるわけですね、そうすれば同じ作用が得られるのですから、と。つまりこのことはある数歩のためには全く

正しいのです。しかし、人々が、いわゆる「霊視」[Hellsehen] のための手軽な方法を得るためにもっぱらこういう

やりかたで実験し始めるとしたら、これは危険なことでしょう。こういうことは実際さまざまに行なわれているので

す。こういうことが、人類のための供犠、とでも申しますか、そういうものとして行なわれるとしたら、それはまた

別物です。けれども、好奇心から行なわれるならば、これは人間の魂の道徳的構造を根底から破壊するものなのです。

こういう方向で自らを用いていろいろと実験し、まさにこの道において、今日でも皆さんがその著作のなかに見出せ

ることを数多く発見した人物は、ファン・ヘルモント（☆１）でした。パラケルスス（☆２）においては、事態はむ

しろ、次のような感情を抱かせるものでした、彼の認識は隔世遺伝のように内部から立ち昇ってくる、彼はその認識

を地上を超えた世界からこの世に携えてきたのだ、と。他方、ヘルモントの場合は、常に彼は自分自身にあれやこれ

やを供給して、独特の見解を得ていたということです。彼が叙述している方法からそれを見て取ることができますし、

彼自身個々の箇所においてこれを暗示していることは、私が思いますに、非常に明白です。もっとも手近に獲得され

得ることは、放射する鉄の作用に対する敏感さ、上部人間から放射作用が発し、それが四肢のすべてに分岐していく、

ということを証明するこの鉄の奇妙な作用に対する内的な敏感さです。私たちは、鉄で、すなわち、鉄の機能、鉄の

力を用いて自らの内部で経営をしているということをありありと直観できるーー私ははっきり直観 [Anschauung] と

言いますーーのです。

　しかしここで、私がこの鉄の放射を図式的に示したいと思うなら、私はこれについて同時に、これが鉄の作用とし

ては、人間の生体組織を超えて作用を及ぼす能力はない、ということに言及しなければなりません。私たちは常に、

ここで放射しているもの、これは人間の生体組織のなかに局所化されている、生体組織の内部にとどまっている、と

いう感じを受けます。この鉄を放射する力がせき止められるきっかけを与えるような、対抗作用をするものがいたる

ところに見られます（図参照）。次のように言えるかもしれません、これはちょうど、鉄がポジティヴに周辺部に向かっ

て放射し、それからネガティヴに反射されてくる場合のようだ、しかも球面波を描くように投げ返されるものによっ

て、と。これはまさしく、放射するということと、再び阻まれるということ、つまり鉄の放射が突き当たり、通り抜

けることができず、とりわけ体の表面を超えて出ていくことはできない、ということ、この両方を知覚することなの

です。これに反射するものが他ならぬ蛋白質の力であること、したがって、鉄を通じて、生体組織のなかにある機能

連関が導入されること、これに対して、私が少し前にお話しした四つの器官組織から発するすべてのものが反対の作

用をすること、こういうことに私たちは徐々に気づくようになります。これらは互いに阻止し合います。生体組織に

おいてはこういう闘いが絶えず存在しているのです。これが、内的な直観によっていわば真っ先に知覚され得ること

なのです。人間の精神史の研究へと進むと、ヒポクラテスの医学、そしてガレヌスの医学さえまだ、このような内的

な観察の残滓によって営まれていることがはっきりとわかるでしょう。ガレヌスはもはや自らはあまり知覚すること

はできませんでしたが、当時まだ、もっと古い時代のあらゆる可能な伝統が残っていたので、彼はそれを書き留めた

のです。彼の著作を正しく読むことができる人は、実際ヒポクラテスとともに没落し始めた古代の遺伝的に伝承され

てきた医学のうちのまだ多くが、ガレヌス（☆３）において光を発しているのを見出すことでしょう。したがって、

自然療法のプロセスについての重要な見解も、ガレヌスの著作そのもののなかに数多く見出すことができるわけです。
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　さて、こういう事柄を追求していくと、人間生体組織全体におけるこの二極、つまりこういう放射と、それに対抗

して滞留させるもの、放射を止めるもの、という二つの極を総じて研究することになります。こういう事柄に注目す

るのは大切なことです、なぜなら、私がお話したようなしかたで蛋白質を形成するような傾向にあるものはすべて、

せき止める作用と常に関連し、金属として人間の生体組織に取り入れられるものはすべて、放射作用と関連している

からです。このなかにはむろん、意味深い例外もありますが、これは途方もなく特色あるものであり、まさにこの途

方もなく特色ある例外を手がかりに、全宇宙のあらゆる可能な角度から働きかけてくる諸力の、人間の生体組織にお

けるこの独特な共同作用の全貌を、奥深くまで見通すことができるのです。そのためには、すでに私が暗示しました

ことをもう少し追求して、皆さんがこれをさらに個別的に形を整えて考えることができるようにしていくことが不可

欠なのは言うまでもありません。例えば私は次のようなことに言及しさえすれば良いのです、すなわち、植物におけ

る炭素にはーー昨日植物炭を取り上げてこれを見ていきましたがーー、動物の蛋白質がたいてい持っているもの、本

来は常に持っているもの、つまりある種の窒素成分が欠けている、ということです。これが、燃焼に対しても動物の

炭素と植物の炭素とではまったく異なった関わりかたをしている原因となっているのです。これはさらにまた、動物

の炭素が、たとえば胆汁や粘液、さらには脂肪といったものの生産の際にいくらか関与しているという傾向も引き起

こしています。この、私たちが動物炭と植物炭の相違のなかに見るもの、これが、人間の生体組織において金属的な

もの全般が非金属的なものとは異なった作用をする、その作用のしかたに注目するよう、私たちを導くのです。

　さて、このまさに対極的な相互作用に注目すると、非常に重要なことに到達します。ご存じのように私たちは、精

神科学を説明していくなかで（☆４）、人間には生の周期というものがあることをしばしば強調しなければなりませ

んでした。幼児期から歯牙交替期までの期間、それから性的成熟に至るまでの期間、さらに、二十代初めまで続く第

三の期間です。これらの周期は事実、人間の生体組織における内密な出来事と結びついていて、次のように言うこと

ができるのです。歯牙交替をもって終わる最初の期間は、実際私がしばしば特徴をお話ししてきたことですが、これ

は自らを制限すること、堅固な骨格の分離へと、堅固な骨格の付与へと人間の器官活動全体をいわば集中させること

なのです。この期間は、この堅固な骨格が外に向かってまさしく歯を送り出すことで終点に達します。さて、実際ま

だ大部分液体的である人間のなかでこのように堅固さへと突進すること、堅固なものへのこの突進が、人間の形態の

形成全体、とりわけ周辺部に向かう人間の形態の形成と関わっているにちがいないことは明白です。そしてここで非

常に注目すべきことは、ここで起こっているすべてのことに密接に関与しているものを、もともと通常は人間の生体

組織のなかで注意を払われることがあまりにも少ない二つの物質に帰さねばならないということです。それはフッ素

とマグネシウムです。フッ素とマグネシウムは、希薄化された、と申しますか、そういう状態で人間の生体組織のな

かに現われるのですが、その希薄化された状態で、まさにこの幼児期のプロセスにおいて歯の生え変わるまで、非常

に特別な役割を果たします。この、固定化を人間の生体組織に組み込むにあたって起こっていること、これは、マグ

ネシウムの力とフッ素の力の絶えざる相互作用であり、その際、フッ素の力は、人間のなかで彫刻家のように作用し、

角を削り、放射するものを止めることを引き受けますが、マグネシウムの力は、放射するように作用し、繊維束その

他を組織化し、さらに石灰質をその内部へと組織することができるようにするのです。ですから皆さんがこうおっしゃ

るとしても、けっして無意味なことを主張しているのではなく、自然において起こっていることに驚くほど符合する

ことを主張しているのです。つまり、歯というのは端的に、その周囲、つまりセメント質とほうろう質に関して、彫

刻家であるフッ素が歯を形成し、そこで造形されるべきもの、マグネシウムが流れ込むことによって出来上がってい

る、と。ーーしたがって、幼児期の初めには、マグネシウムの供給とフッ素の供給の間にいわば正しい釣り合いをも

たらすことが非常に大切である、と申し上げたいのです。そうすると皆さんは、この釣り合いがきちんともたらされ

なければ、早い時期に歯が損なわれてしまうのは確実だ、と常に体験からおわかりになることでしょう。ぜひとも必

要なのは、最初の歯が生えてすぐ、子どもの歯の形成を、ほうろう質の発達が遅れているか、あるいは歯の成長が矮

小化に向かっているかどうかーーこのことについてはもっと詳しくお話しせねばならないでしょうが、今は円を描い

てこのことに接近しつつ暗示しておきたいと思いますーー、観察することです。さらに、その際それに適した食餌療

法によって、しかるべく結びつけられたフッ素の供給かマグネシウムの供給によって、あれこれの病気が取り除かれ

るように気を配ることも必要です。これによって私たちは人間の形成プロセスを直接見通すようになります。私たち

はマグネシウムとフッ素の間のこの相互作用を、つまり、これらは、人生の最初の数年において、この人生の最初の

数年間は人間は実際外界の一部に他ならないので、その物質構成に従えば人間の外部にあるという性質がきわめて強
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いものなのですが、この両者の間の相互作用を見出すのです。ここではフッ素は外界から取り出されます、つまり人

間の外部にあって金属の放射する作用に対抗しようとするものから取り出されるのです。

　人生の第三期を取り上げてみると、この時期にとっても同様に、鉄と蛋白質そのもの、蛋白形成全体との間の均衡

を正しく取るということが非常に問題になってきます。この均衡が正しく取れず、この正しくない均衡、つまり蛋白

質と鉄の間の正しくない相互作用を生じさせるものに対抗する強い反対の形成作用が現われないと、外的には萎黄病

[Bleisucht] に現われてくるようなあらゆる症状が出てくることになります。ですからなおさら必要なことは、単に

人間をその発達においてざっと見るだけではなく、つまりその人があれこれのことを示しているーー後にだめになる

歯というのは、すでに幼児期に準備されていて、これが後の年齢になってから歯を損なうことになるのです、あるい

は委黄病においても今日化学的に語られていることのみ注目されていますーーということを見るだけではなく、病気

の人間に現われていることについて何かを理解しようとするならば、人間の生体機構の秘密全体のなかに入り込んで

いかなくてはならないということです。

　皆さんはこれでおおよそ、人間の生体組織の構築、つまり内的な構築に関与しているのはどのような金属か、おわ

かりではないかと思います。ある種の関連では最も重要な金属として私が皆さんに示した金属、鉛、錫、銅、水銀、

銀および金はーー鉄を例外としてーーこれに関与していないのです。これらは、申し上げましたように鉄を例外と

して、人間の生体組織の全体的な機能には直接関与しておりませんが、それだから人間に関与していることが少ない

というわけではないのです。いわばおおむね人間の生体組織の末端部に向けて置かれているものの形成に関与してい

るものを追求すると、私たちは珪素 [Silicium] に至ります。このことについてはすでにお話ししました。けれども、

人間に起こっていることは単に皮膚の内部にあるのではなく、人間は宇宙的なプロセスに紡ぎ込まれているのだとこ

こで言われなくてはなりません。人間の生体組織の内部では、皆さんにおなじみの物質が意味を持っているように、

人間の生体組織の外部では、私がまさにここで列挙した金属が、人間にとって有効な、意味のあるものなのです。た

だし鉄には媒介する役割が与えられています。鉄はいわば、人間のうち皮膚の内部に置かれているものと、皮膚の外

部に置かれているものとの間を媒介する役割を引き受けているものなのです。これによって私たちはこう言うことが

できます、肺人間、これもまた全体人間になろうと努めているのですが、この肺人間のなかに現われてくる組織全体は、

人間と宇宙的な自然生命との関連全体と密接に関わっているものだ、と。はっきり理解しておかなくてはならないこ

とは、人間を単に解剖して文字どおり目の前に与えられたものを見るだけでは、結局人間の一部を観察しているにす

ぎない、ということです。それは全体的な人間ではなく、人間のうち、人間に属している人間外部のものに対抗する

作用をしているものだからです。逆にこの人間の外部にあるものは、鉛、錫、銅その他の作用において、人間の本性

そのものの外に含まれている作用において成立しています。ですから、自然科学的な意味で人間の生体機構だけを観

察するときでさえ、私たちは決して、人間をその皮膚によって境界づけてはならないのです。したがって、ここから

見て取ることができるように、人間においては、単にいわば内から外へと働く作用だけが問題なのではなく、人間に

おいては、そもそもその器官的なプロセスに何らかの方向を与える作用も問題になる、ということです。こういうこ

とを考慮に入れるということは、以下のことから非常に深い意味を持って引き出されてくることではないでしょうか。

　ご存じのように、人間の生体組織のなかのある種の物質は、端的に次のようなことによって作用しています、つま

り、その物質が塩基に結びつけられて現われるか、あるいは酸に結びつけられて現われるか、あるいは、科学におい

て言われるように中性として塩のなかに現われるか、いずれかによって作用しているのです。けれども事態は、塩基

から酸への、その後塩において一種の中性状態に至る対立する二極の力組織としての、この塩基から酸へという特性

では言い尽くされません。そうではなく、ここで考慮されるべきは、この、酸、塩基、塩という三重性が、そもそも

人間においてその器官の力の方向全体とどのように関連しているか、ということです。ここでおそらく見出されるこ

とは、塩基的なものはすべて、人間の、そうですね、口のなかや消化において、前から後方へと継続を始める作用を

支える傾向を有し、同様に、前から後方へと経過する他のすべてのプロセスも、これに関わります。塩基は、この前

から後方へという方向に関わりがあり、酸はその逆の方向に関わるのです。前部の人間と後方の人間というこの対比

に注目するときのみ、塩基的なものと酸的なものとの間の対比に辿り着くのです。塩的なものは、地球に向かって、

両者に垂直の位置にあるものとして、これに関係します。上から下へと経過する作用はすべて、塩的なものがそのな

かに入り込んでいるものです。したがって、人間が、塩基的なもの、酸的なもの、塩的なもののなかに、どのように

置かれているのかよく考えてみようとするなら、これらの三つの方向をぜひとも考慮しなければならないのです。ーー



104

そうすると皆さんは、人間の観察を通して純粋に外的な金属の科学と、生理学的なものとの間に橋を架けるような例

を再び手に入れます、そのときは正しい力を得ているからです。こうして皆さんに、塩的なものと地球との親和性全

体、塩基的なものと酸的なものの持つすべてが与えられたわけです。これは例えば次のように図式的に示すことがで

きるかもしれません、ここに地球があるとすると、塩的なものは地球に向かう傾向を、塩基的なものと酸的なものは、

地球の回りを円を描いて回転する傾向を持つのです。そしてやはりこのことと関連しているのは、生体組織のなかに

与えられている機能の方向を、何らかの方法でよく知ることによって、この機能の方向に逆に介入することもできる、

ということです。ここで重要なことは、外的な手段による、つまり塗布や軟膏、外的に作用するあらゆるものによる

治療です。すると今度は、ある種の方向に向かって外的に作用するものが研究されねばなりません。状況によっては、

ぴりぴりする芥子軟膏の作用や、何らかの金属軟膏の作用ーーもちろんしかるべく調合されたーーが、生体組織にとっ

て内的な処置に劣らず大きな意味を持つこともあるのです。ただーーこのことは、たった今私が申し上げたことから

皆さんに明らかになるでしょうがーーどういうふうにこれを張り付けるべきか、どのように用いるべきか、見ていか

なくてはなりません、と申しますのも、あれやこれやのことが起こっているとき、ある膏薬を、身体のある箇所に塗

るか別の箇所に塗るか、ということは、むろん決してどうでもよいことではないからです。本質的なことは、身体の

しかるべき場所に塗ることによって、損なう力に対抗する反対の作用を引き起こすことだからです。痛む箇所やひり

ひりする箇所におおざっぱに塗るのは、常に正しいこととは言えないでしょう。

□原注

☆１　　Van	Helmondt　　　第１講参照。

☆２　　Paracelsus	　第１講参照。

☆３　　Galen	　　　　　第１講参照。

☆４　（原文に）「説明」という語 [der	Darlegung] を挿入する必要がある。

□訳注

＊１　　Ronsegno-Wasser,	 Levico-Wasser	　レヴィコ水（Levico-Wasser）は、北イタリアのトレント郊外のヴェトリオーロにある、鉄、

銅、砒素を含んだ鉱泉の水のこと。これについては、邦訳のシュタイナー「治療教育講義」（高橋巌訳／角川書店／ P122）にも出ている。

Ronsegno-Wasser（ロンセーニョ水）もおそらくそうした鉱泉の水だと思われる。

＊２　　ファントム　　神秘学的に言えば、物質としての肉体に先立って、本来可視的ではない、純粋な形式そのものがあり、この眼に

見えない肉体形式が、ファントムと呼ばれる。この形式ーファントムに物質素材が入り込んで、私たちが通常見ている肉体が成立する。

パウロが「コリント書」で言っている「霊の体」もこのファントムのこと。このファントムを理解することで「キリストの復活」を理解

する鍵が得られる。　　

□参考：　高橋巌　「千年紀末の神秘学」

　　　　　GA131　Von	Jesus	zu	Christus　「イエスからキリストへ」　

　



105

第 13 講	１９２０年　４月２日　　　ドルナハ

　まず最初に、とりわけ三つの事実を順に取り上げて、唯物的な方向に偏っている医学上の考え方をもっと精神科学

的な方向へと導いていくことができるかもしれませんが、これは、今からお話ししていかねばならない事実において

きっと可能になると思います。これは、腫瘍形成と、とりわけ場合によっては可能な、腫瘍の治癒ということに関連

するすべてを観察する場合に可能でしょう。さらに、いわゆる精神病について真に理にかなった理解をする場合、そ

して、外的な手段を適用するため、つまり軟膏などを塗ったり擦り込んだりする際に身につけておくべき治療上の知

識が問題となる場合にも、このことが明らかになるでしょう。通常のフィジカルな検査によってはーー少なくとも精

神科学的な見解が方向性を与えることがなければーー、癌腫形成にその頂点を見るあらゆる腫瘍形成、といった事柄

に接近することなど、私たちにはほとんど望めません。今日、精神医学においてかくも悲惨な状態であるのは、とり

わけ、精神医学から人間の意識の内部へと橋を架けることーー自然においてはいたるところに架け橋を見出せるので

すからーー、つまり通常の他の病理学、治療学のために橋を架けることができていないためです。それで、人々がし

ぶしぶ精神科学的な考察に入っていくのは、ひょっとするとこの両分野が一番早いのではないかと思うほどです。と

りわけ不可欠なのは、精神科学が語るであろうことをすべて考慮することです。今日私の著書に注意を払うだけで、

この方向に向かってもう多くが語られていることがわかるでしょう。つまり、人間の生体組織にエーテル体が完全に

介入しているということに注意を払っていかなければならないのです。

　人間の生体組織におけるエーテル体の活動について語るためには、何も絶対に霊視者でなければならないというわ

けではありません。と申しますのも、まさにエーテル体の活動とは反対に位置づけられる非常に多くのプロセスにお

いて、エーテル体が特定のしかたで働いていなかったり、少なくとも正常に働いていない、ということを見て取るこ

とができるからです。ですからこの分野において有効な想定ができるためには、炎症に関連するもの、炎症を基盤と

して展開してくるすべてのものと、腫瘍形成に関連するもの、いわば腫瘍形成から発して人間の生体組織を破壊する

すべてのものに、一度注目することが必要でしょう。腫瘍形成の場合、次のような努力、つまり正当な理想に基づき、

腫瘍ができた場合にも外科医のメス無しで済ますことを繰り返し要求するということは実際非常に正しいのです。た

だ今日の社会状況、これこそ同時に変えていかなければならないのですが、この社会状況ーー外的な社会状況ではな

く、医学とりわけ衛生学が入り込んでいく社会状況ですがーーではまだ実行できません。重要なのは、外科医のメス

が達成することとしないことーーある種の関連では達成するといえるのですが、やはりできないこともありますーー

を補完することなのです。今日単に他の方策がないというだけの理由から、外科医のメスを支持している非常に多く

の人々が、方策が講じられさえすれば、その瞬間に反対の方へ転向することは疑いありません。

　さてここで皆さんに、炎症経過の本質全体を、その器官によってさまざまに異なる特殊な形態化という点までお話

しする必要はないと思います。私がお話しすることができるのは実際よく知られていることです。けれども、いわば

統一的な経過としてあらゆる炎症経過の上に浮かんでいるもの、これについてはあまり知られておりません。この統

一的な経過の特徴については、次のように言うことによって最も良く説明できるでしょう、つまり、真の炎症である

もの、それが非常に小さなものであれ、非常に大きなものであれ、炎症がもとにあって潰瘍形成にいたるもの、こう

いうすべてのものの場合、精神科学的な探究、と今やこう申し上げたいのですが、精神科学的な探究が注目すべきこ

とは、人間のエーテル体そのもの全体が作用しているということです。そのため、期待されているのは常に、ある方

向に向かって不活発になったエーテル体の作用を、ある意味で正常な配置に引き戻して、エーテル体全体が健全な意

味で作用するように何かすることができる、ということです。健康なエーテル体の活動は本来、生体組織のあらゆる

方向に拡がっていかなければならないのに、エーテル体の活動が全く特定の方向にのみ導かれているのです。これは

また結局、次のように言うことができるということです、つまり、たとえば何らかの器官組織に向かって不活発になっ

ているエーテル体に、このエーテル体がまだ全体として健康であれば、この方向に向かって、こう申してよろしければ、

宇宙的な活動を展開していくことを再び促すような反作用を見つけることができるーーこのことについてはさらにお

話していくつもりですーー、と。

　腫瘍形成、あらゆる種類の腫瘍形成の場合は事情は異なっています。この場合重要なのは、物質体におけるある種

の経過が、エーテル体の活動に直接敵対するもののように見えるということ、物質体における経過がいわばエーテル

体の活動に対して単純に反抗する、それで物質体のその部位においてはエーテル体がもはや活動しない、ということ
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です。

　とはいえ、エーテル体というものは多大な再生力を有していて、精神科学的な手段をもってすれば、次のようなこ

とを常に観察することができるのです。障害を取り除くことができれば、つまりある領域でその活動に対抗している

敵であるものを排除することができれば、こういう問題にも対処できる、ということです。したがって、こう言うこ

とができます、腫瘍の場合、大切なことは、いわば自然の働きによって、エーテル体に対抗している物質体の活動が

取り除かれるようにし、その結果、エーテル体が、そうしなければ作用できない箇所に再び作用できるようにするこ

とである、と。

　このことがまさに大きな意味を持つのは、そうですね、癌の治療をする場合でしょう。癌腫というものが示してい

ることは、事態に即して観察しさえすれば、とりもなおさず、癌腫はその多様な形態にもかかわらず、エーテル体の

力に対する、ある種の物質的な力の反抗を表している、ということなのです。例えば、内部の癌腫形成の場合、角質

化がここに現れてくるのですがーーあまり目立ってはいませんが、角質化の傾向はもっと表面にできる癌腫形成にも

見られますーー、こういう内部の癌腫形成の場合に非常に特徴的に見られる作用、こういう作用において見出せるこ

とは、まさに物質的な形成が、その当の場所にあるべきエーテル的形成に干渉している、ということです。したがって、

この両者を正しく研究すれば、結局、今やほとんど両手でつかめるような見解、つまり、炎症 [Entzuendungen] と潰

瘍形成 [Geschwuerbildungen] は、癌腫形成 [Geschwulstbildungen] の完全な対極をなしている、という見解にいた

るでしょう。この両者はまさに対極に置かれているものなのです。このことは両手でつかめる、と申し上げましたが、

皆さんも経験されるかもしれないことを思い起こしていただきたいだけなのです、つまり表面近くに癌腫ができる場

合、そこにできたものが、少なくともある方向においては、疑似潰瘍 [Pseudogeschwueren] と混同されることがしば

しばある、ということです。ですからとりわけ、こういう両極性をより厳密に探究することまで研究が拡張されてい

かなければなりません。

　さて、こういう事柄においてしばしば妨げになるのは、もちろん古くからの、いわば中世の命名ではありません。

中世に関連する命名ではなく、私たちのすぐ背後にある中世と関連する命名が妨げになるのです。腫瘍形成を「新た

な形成」[Neubildung] とみなすのは、正しいとはいえません。新たな形成といえるのは、せいぜい、腫瘍は以前には

存在していなかった、という通俗的な意味においてだけであって、たとえば皮膚に覆われた生体組織そのものを基底

として生じるという意味では、新たな形成ではないのです。そうではなく、物質体があるプロセスにおいてエーテル

体に強く対抗することによって、外的な身体が、いわば外部にも、つまり人間に敵対する自然にも従属することになり、

そして腫瘍形成はあらゆる可能な外的影響に対して接近を許すことになるのです。

　ここで大切なのは、これらすべての事柄のもう一方の対、とでも申し上げたいものを、ここでもまた研究する

ことです。ここで皆さんに、人間の外部にある自然における、そうですね、まずはウィスクム（ヤドリギ）形成

[Viscumbildung] の研究を参照していただこうと思います。まず、ヤドリギ類が他の植物の上にどのように発達する

か、と言うことに目を向ける必要があります。けれども、これはまだまったく本質的なことですらありません。植物

学にとってなるほど本質的なことは、ヤドリギの寄生的性質です。けれども、人間外部にある自然の人間的自然に対

する関係を研究することにとって、根本的にもっと重要なのは、ヤドリギは、他の植物、樹々の上に生えることによっ

て、異なった一年のリズムでその植物としての成長をまっとうすることを余儀なくされているということ、つまり、

ヤドリギはたとえば、寄生している樹が春にその葉を形成し始める前に、すでにその花の形成を終えてしまっている

ため、一種の冬期植物であり、また、寄生している樹の葉によって、太陽の放射の強い作用や夏の光の作用から護ら

れていて、いわば外部にさらされていないーーこのヤドリギというのは、貴族的にふるまう、とでも申し上げたい植

物なのですーーということです。私たちは、一昨日述べられたような経過にしたがって、太陽というものを常に光の

作用を代表するものとしてのみ観察しているにちがいありません。これは物理学的な観察の対象ではあるでしょうが、

ここではふさわしくないのです（＊１）。それにしても、正しくない自然観察から私たちの言語のなかに入り込んで

くるものを、完全に回避することはできないものなのですね。とはいえ、ヤドリギがまさに他の植物に付着すること

によって成長し、繁茂する、そのやりかたは全部とくに重要なことです。そうすることによってヤドリギはまったく

特別の力を自らのものとしています。ヤドリギが身につけている力はたとえば次のように示すことができるでしょう、

つまり、ヤドリギは、その力によって、まっすぐな組織力、直線的に発達する組織力であろうとするすべてのものに

なろうとするのではなく、直線的に発達する組織力にはなろうとしないものになろうとする、と。ここでも次のよう
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に理解してはじめて事態は明白になるでしょう。つまり、こう言うことによってです、全く図式的に描いて（図参照）、

物質的人体のなかに、その力によって、エーテル力の作用全体を拒む部位がここにあるとすると、その結果、エーテ

ル力はここでせき止められ、停滞し、それによって新たな形成のように見えるものが出現するのだ、そしてここに形

成されたこの袋状のものに、対抗する作用をするのがヤドリギである、と。ヤドリギは、それが行こうとしていない

場所へとそれをいわば再び引き寄せるのです。

　皆さんはここでも、実験によって、もちろんこれはいわば適宜行うことができるでしょうが、実験によって何らか

の方法で確かめることができるでしょう。皆さんは、ヤドリギの、この直線的な組織化とは反対の傾向性を、次のよ

うな事実、つまり、ヤドリギが胎盤の排出にいかに作用するかを観察する場合の事実に即して良く研究することがで

きるでしょう。ヤドリギは胎盤を人間の生体組織のなかに引き留めます。すなわちヤドリギはその性質において、直

線的な組織化が本来やろうとすることとは反対のことをするのです。胎盤のようなものを引き留めるように作用する

こと、つまり通常の組織化を止めること、これがまさしく、ヤドリギが働きかけるプロセスの本質的な特性のひとつ

なのです。胎盤を引き留める、といったことと本来は同じ基盤によってはいても、生体組織のなかのもっと精妙なプ

ロセスにおいては、こういうことが起こるのはずっとまれなのはもちろんです。けれども、ここでヤドリギが直線的

な組織化傾向に対抗するときに強く作用するものとまったく同じものが、そもそもヤドリギの働き全般を考慮する際

に得られるイメージにおいて現れてくるのです。エーテル体がたとえば物質体を正しい度合いでつかもうとしない傾

向に対して、ヤドリギが反作用するということに気づいて、ある種のヤドリギの作用を実現させると、エーテル体が

あまりに強く物質体をつかみ、痙攣の発作が起こることがあります。別の場合には、自分は始終ひっくり返るのでは

ないか、という独特の感情がヤドリギの作用によって生じることもあります。これもまた、たとえばヤドリギは基本

的に遺精を促進する [pollutionsbefoerdernd] ということと関連する事柄です。

　ヤドリギは自らのうちにこのように人間の生体組織に反作用するものを持っているということを、たとえば癲癇

[Epilepsie] とも関連して、いたるところで見出すことができるでしょう。とはいえこれは、ヤドリギの寄生的性質

というよりは、ヤドリギがーーこういう俗っぽい言い方をさせていただいても、ウィーンのかたがたにはご理解いた

だけるでしょうーー自然にいわば特別製のソーセージを焼いてもらっている（特別扱いされている）、ということに

関係しています。ヤドリギは、通常の季節に繁茂しようとせず、つまり春が過ぎてから花を咲かせ、実を結ぶのでは

なく、別の時期に、まさしく特別な時期つまり冬期にこういうことを行う、という点では特別扱いされているのです。

そうすることによってヤドリギは、事態の通常の進行にまさに対抗作用する力を貯えるわけです。これであまりひど

く感情を害されることがないなら、ヤドリギの形成を眺めて、活動する自然を観察するとき、次のように言うことが

できるでしょう、この活動する自然はこの場合気が狂っている、自然はヤドリギに関してはやることすべてが時期は

ずれだ、と。しかしながら、他方において人間の生体組織が物質的に気が狂うとき、そしてたとえば他ならぬ癌腫形

成においてそうなっているときには、逆にこれこそ用いなければならないものなのです。ですからこういうとき大切

なことは、このような関連に対する理解力を育てていくことなのです。

　さて、ヤドリギこそ、希釈して腫瘍形成の際の外科医のメスの代わりをさせなければならないものであることは明

らかです。ただ重要なことは、ヤドリギの実を薬にするためには、とりわけそれを、ヤドリギそのものの他の力と完

全に関連づけて、正しく扱えるようになることです。

　気が狂っていることというのはたとえば次のようなことにも含まれているのではないでしょうか、つまり、ヤドリ

ギという種の存続は、ヤドリギの受粉がとりわけ鳥の飛翔による移動を頼みにしている、ということに結びついてい
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ることです。つまり、鳥が受粉物質を絶えず樹から樹へと運ばなければ、ヤドリギは死滅してしまうだろう、という

ことです。奇妙なことに、この受粉物質はさらに鳥の体内を通っていく道を選択し、そのため、ヤドリギの実質はま

ず鳥の体内に取り入れられてからまた排泄され、それから別の樹の上であらためて芽を出すのです。これらはすべて、

こう言ってよろしければヤドリギ形成プロセスを全体として事態に即して観察すれば見通せることです。さらに大切

なことは、とりわけヤドリギの膠（にかわ）質 [Leimsubstanz]、膠状物質を、塗布剤と正しく関係づけ、このヤドリ

ギ実質のポテンシー（希釈度）[Potenzierung] を徐々に高くしていくことです。

　さらに重要なことは、さまざまな器官に対してーーこの問題には後ほど入っていきますーー一部はヤドリギの生え

る場所、つまりどんな樹に生えるかということに従って特定していかなければならない、ということです。けれども

また別の重要なことは、この膠質のものがある種の金属質のものと、これは別の植物に含まれる金属質によって間に

合わせる事もできるのはもちろんですが、こういう金属質のものと共同して作用するということに基づくものを、薬

のなかに創り出すまでにすることでしょう。そうですね、たとえば単純にリンゴの樹に生えるヤドリギとたとえば銀

塩を擦り込むことの共同作用において、あらゆる下腹部の癌腫にかなり対抗する作用ができるものが生じてくるで

しょう（＊２）。

　さて、ご理解いただけるでしょうが、私がこのような事柄について慎重に語らざるを得ないのは、一方においては、

これによって述べられる傾向が、絶対的に正しく、確かな根拠のある精神科学的研究に基づいているけれども、他方

において、実際的な治療プロセスが始まる瞬間、このヤドリギ実質の加工に完全に依存し始める瞬間において、そも

そも根本的に、このプロセスを正しく進めていくための知識がほとんどない、という理由からです。もちろん、精神

科学は、別の医師たちのもとでも大いに根拠のあること、つまり臨床プロセスとともに絶えず実際に共同作用してい

く場合にのみ、有効に働くことができるだろう、と言えます。

これが精神科学と医学との関係を困難にしているのです、なぜなら、この両者、臨床的な観察可能性と、精神科学的

な探究は、今日の私たちの社会慣行によってまだまったくばらばらであることを余儀なくされているからです。けれ

どもまさにこのことから、この両者が互いに結びつけば、本来はうまくいくはずなのだという見通しがたつでしょう。

つまり大切なことは、この方面に向かっての経験を実際に集めることなのです。と申しますのも、皆さんはせいぜい

のところ、外的な臨床報告その他によって検証を与える以外には、こういう事柄によって世間に何らかのしかたで異

なった印象を与えることはほとんどできないでしょうから。人々がこれを必要とするのは、内的必然性というよりは

まさに外的必然性なのです。

　ヤドリギの作用は、たった今説明いたしましたことに本当に基づいているのだということも立証されるでしょう。

ただそのときには方法論的に先に進んでいる必要があります。なぜなら、こう言えるでしょうから。つまり、私が数

日前にここでお話ししましたことにしたがえば、実際樹の幹の形成というものは、本来の土実質の瘤であり、内部に

植物が含まれていて、そこからふつう樹の一部であるものが生えてくる小さな丘なのだ、と。さて、ここにまずヤド

リギが生えてくると、このヤドリギは樹の上でくつろいでいるわけで、地面とは反対に向かって根をおろしているこ

とになりますね。ですから、こういう植物、ヤドリギの気違いじみた貴族主義を身につけながら、同時に寄生生活の

ボヘミアン的特性は備えていない、このような植物で実験してみると、同じような経験を得られると予想できます。

実際そうなるでしょう。冬の植物について、人間の生体組織の正常な傾向に対する逆の傾向、つまり正常な病気形成

傾向という点を調べようとすると、予想できることは、自らに対して冬に開花するのがふさわしいと認めた植物は同

様な作用を持っているにちがいないということです。ただここで、一連の実験を、たとえばヘレボルス・ニゲール

[Helleborus	 niger]、つまりふつうに見られるクリストブルーメ [Christblume]（クリスマスローズ）（☆１、＊３）

といったようなものにまで広げていく必要があります、そうすれば、実際に同様の作用を獲得できることがわかるで

しょう。ただ、少なくとも先触れとしては皆さんに特徴をお話ししましたように、男性的なものと女性的なものとが

全く反対であることも考慮に入れておかなくてはなりません。すなわち、女性の場合、ヘレボルス・ニゲールでははっ

きり目に見えるような作用はほとんど得られないでしょうが、男性の場合は常に感知できる作用が得られるのです、

これは腫瘍形成があって、私がヤドリギに対して示したのと同じ様なやりかたで、比較的高い希釈度が得られるよう

に試みる場合です。

　このようなやりかたをする場合、実際考慮に入れておかなくてはならないのは次のような関係です、つまり、ある

植物が冬に繁茂するのか、夏に繁茂するのか、また、その植物の働きは、それがヤドリギのような状態であることで



109

得られるのか、あるいはヤドリギよりはもっと地面に向かう傾向があることによって得られるのか、といったことで

す。ヤドリギは地を好まず、黒ヘレボルス [Schwarze	 Nieswurz]、クリスマスローズは地に接近することを好み、し

たがって、二、三日前に触れましたように、どちらかというと男性的な力組織に親和性があります。これはまた、地

上的なものの方に親和性があるということです。他方、女性的な力組織は、地球外的なものにより親和性を持ってい

ます。こういう事柄をくまなく考慮しなければなりません。とりわけ重要なのは、ここで自然の経過そのものに対す

るある種の洞察力を獲得することです。だからこそ私は、このようなやりかたで、私たちが行ってきたように、外部

の諸力がどのようなものであるか、特徴をお話しし、示そうとして、ボヘミアン、貴族、狂気、などといった道徳的

観念をも助けにしようとしたのです、こういう観念は、本来考えられているものに関して実際のところ、全く不適切

ではないために、よく役に立ってくれるのです。

　さてこういう観念を獲得してみると、薬の外からの働きと内からの働きとの間の特徴的な差異というものも明らか

になってくるでしょう。けれどもこのことを考察する前に、こういった差異に私たちを正しく導いてくれる観念を、

もう少し目の前に思い浮かべてみなければなりません。たとえば現在現れてきているある種の病気に対して研究され

なければならないことは、まったくもって、こういういわば新種の病気に対してはーーこのことはすでに昨日暗示い

たしましたーーその治療プロセスのために次のようなことが研究されねばならないということです、つまりたとえば、

植物炭を比較的長期間メタンにさらしておくこと、メタンのなかに置いておいて、植物炭がにじゅうぶんメタンを浸

透させてから、擦り込むようにする、といったことです。そうすることによって、軟膏その他としてある種外的に働

きかけるであろうものを得ることができるでしょう、これはとりわけ、そうするとその作用をいっそう促進させるこ

とのできる物質を用いて擦り込む場合です。まずはこういうことに対する技術的な方法を見出すことが大切です。確

実に見出され得る何らかの技術的方法によって、たとえば滑石土 [Talk-Erde]（タルク、苦土）などを用いて擦り込

みがおこなわれると、この薬のなかには、軟膏その他としてある種外的に働きかけるものが得られるでしょう。

　大切なのは、こういうプロセスも見通すことです。まず最初に精神医学においても健全に考えることを学ぶことを

通して、眼差しを鋭くしておかなければ、これを見通すことはできないでしょう。こう考えていただいてけっこうで

す、つまり、そもそも精神科学者 [Geisteswissenschaftter] というものは、思いきった言い方をしてよろしければ、

単に精神病という言い方を聞いただけで苛立ちをおぼえます。と申しますのも、精神（霊、[Geist]）というものは

いつも健康で、そもそも病むことなどないというのに、精神病（精神の病）[Geisteskrankheit] という言い方を用い

るのは愚かなことだからです。精神の病というものについて語るのは意味のないことです。常に重要なのは、精神が

自らを発現する能力が、物質的生体組織に妨げられているということであって、決して霊的魂的な生活が病むという

ことではないのです。それらはすべて、そのとき起こっていることの兆候にすぎません。

　けれども具体的な個々の兆候に対して向ける眼差しを鋭くしておかなくてはならないのです。ここで大切なことは、

そうですね、たとえば宗教的な狂気やそれに類するものーーこの分野における名称のつけかたは、きわめて混乱して

いるため、言い方はすべて正確ではないのですが、やはりこういう語を用いざるを得ませんーーの、最初の萌芽、及

びそれがさらに進行したもの、とでも呼びうるものが展開していくのがもしかすると皆さんに見えるかもしれない、

ということでしょう。これらはすべて単なる兆候にすぎないのはもちろんです。けれどもこういうものが展開してい

る、とすると、こういうとき大切なのはもちろん、こういう展開していく経過全体について、一つの像を得ることが

できるということです。そしてさらに、この像が得られたなら、この像を示している人間の、肺形成プロセスにおけ

る何らかの異常、呼吸プロセスではなく、肺形成プロセスつまり肺の新陳代謝における異常まで、正確に見通すこと

が必要となるでしょう。と申しますのも、脳の病 [Gehirnkrankheit] という言い方も、本来まったく正しいといえる

ものではないからです。精神の病という言い方が完全に間違っているとすれば、脳の病という言い方は、半分間違っ

ています、脳における変性というものも、常に二次的なものだからです。この病気において第一義的なものは、上部

人間的なもののなかには決して存在せず、いつも下部人間的なもののなかで起こります。第一義的なものは本来いつ

も、肝臓、腎臓、心臓、及び肺組織という四つの器官組織を含む器官のなかにあるのです。外的生活への関心を失い、

内的に思い悩んで、妄想にとらわれる、といったかたちの狂気への傾向を持つような人の場合、他の何よりも重要な

のは、その人の肺プロセスの状態について思い浮かべることができるということです。これがきわめて重要なことで

す。

　同様に重要なことは、わがまま、頑固さ、独善と呼びうるもの、つまりものの考え方がいわば固定的で、固定観念
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に凝り固まっていることを示すものがすべて現れてきている人々の場合、これによってその当人の肝臓プロセスがど

んな状態であるか調べてみる方向に導かれるということです。なぜなら、こういう人の場合常に、きちんと作用して

いないのは内的器官的化学機構だからです。たとえば俗に脳の軟化と呼びならわされているもの、こういうものです

ら、すべて二次的なものなのです。いわゆる精神的な疾病の場合、観察するのが容易ではないことが多々あるにしても、

第一義的なものは器官組織にあるのです。第一義的なものが器官組織にあるために、こう認めなければどうしようも

ないこともあります、こういう事柄に精神的な治療処置を通じて対処できることはほとんどない、むしろ実際の器官

的疾病の方が、いわゆる精神の病の場合よりもずっと、精神的治療処置によって何らかの成果を挙げることができる、

と。精神病を薬剤で治療する習慣をつけていかなくてはならないでしょう。これが本質的なことです。そしてこれは、

外的な医学の方向が、精神科学へと向かうための道を探さねばならないであろう第二の分野に他なりません。

　正しい観察者というものは本来、こういう分野においては常に、真の鍛えられた心理学者でもあるでしょう。と申

しますのも、きわめて多様であり、しばしば暗示的にのみ作用するという性質を持つ心的生活においては、途方もな

く多くのものが存在しているので、正しい観察の可能性というものは実際徐々に獲得していかざるを得ないからです。

このことをひとつの実例で解説することができます。人間は、その能力に関してはーーこの能力というのは、ここで

は、肉体的に組織されているもの、実際これは霊的に組織化されているものの道具となるのですが、この肉体的に組

織されているものを通じて能力のなかにも存在しているものすべてを意味していますーー、単純に作られているので

はない、単純に形成されているのではない、ということは人間の場合まったくそうではないからです。奇妙に聞こえ

ようとも、ある人が、頭の弱い、愚鈍な [schwachsinnig] 人であると見なされざるを得ないような特性を備えながら、

才気にあふれ、天才的なことも作り出す、ということもあり得ます。これはまったくあり得ることです。こういうこ

とがあり得るのは、ある人がその愚鈍さによって非常に暗示にかかりやすく、周囲の秘密に満ちた影響を非常に容易

に自らのなかに反映できる、という理由からです。ここで文化史的ー病理学的にきわめて興味深い観察をすることが

できます。ここでもちろんこういう観察の成果として、名前を挙げる必要はありません。そうするとむろん確信はい

くらか揺らぐかもしれませんが、名前を挙げるのはやはり不都合ですから。とりわけ、ジャーナリズムにおいて奇妙

なことが起こっています。本来愚鈍な頭脳の持ち主が、良いジャーナリストになることができるのです、その愚鈍さ

によって、自分のわがままな意見ではなく、その時代の意見であるものを提示することができるからです。その時代

の意見が彼らを通じて反映されるのです、したがって、たとえば、愚鈍なジャーナリストの論述は、わがままで、知

性鋭い [starksinng] ジャーナリストの論述よりもずっと興味深いのです（＊４）。常に自分自身の意見を作り出そう

としている知性鋭いジャーナリストよりも、愚鈍なジャーナリストを通じての方が、人類が考えていることをずっと

良く知ることができます。ここでーーこれは極端なケースですが、人生において何度も起こってくることですーー本

来のケースの強度の遮蔽と呼ぶことのできるものが現れてきます。最初は、非常に天才的な現れとさえ言えるものが

現れてくるために、現にある愚鈍さに気づかないのです。当然のことながら、通常の生活においてはこれはたいした

ことではありません、私たちの読む新聞が愚鈍さによって書かれていたとしても、良いことだけをもたらしてくれる

なら、結局あまり害はないでしょうから。

　けれども、ラディカルなケース、つまり事態がある一点を超えて病気の形式に移行する場合こそ、まさに精神医学

の分野にあてはまる人間の魂の状態を観察するために、真にとらわれない、きわめてとらわれのない眼差しを自分の

ものにしなければならないということになります。その場合は常に、その魂の活動によって遮蔽されているものにし

たがって診断することはできないでしょう。そうではなく、もっと深いところにある兆候にしたがって診断しなけれ

ばならないでしょう。ですから常にこう言わなければならないでしょう、魂の状態を観察する場合、錯誤に陥る可能

性はきわめて、きわめて強い、なぜなら、その人がたとえば気の利いた考えを表明するかどうかはたいした問題では

なく、その人がその気の利いた考えを表明するときに、たとえばその考えを、その関連のために必要な程度以上に何

度も繰り返す傾向があるかどうか、ということが大切だからだ、と。だれかがその考えを表明する、そのしかた、こ

れこそが重要なことなのです。考えを何度も繰り返し言うのか、考えが飛躍してつなぎがないのか、これは、その考

え自体が賢いか愚かであるかということよりも、ずっと重要なのです。ある人がまったく健康な人間でありながら、

それにもかかわらず愚かである、ということもあり得ます。生理学的にのみ愚かなのであって、病理学的に愚かとい

うのではないのですが。ある人が気の利いた考えを表明するとともに、いわゆる精神病への素質を自らのうちに有し

ていて、その病の手に落ちる可能性もあるということ、このことは、他のどんなことよりもずっと、その人が考えの
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飛躍を患っているのか、それとも考えを何度も繰り返すという患いなのかということに沿って、注意を向けられねば

ならないのです。何度の繰り返すという患いの人は、常に、根本において不規則な肺形成プロセスと関連する素質を

自らのうちに有しています。考えの飛躍を患っている人は、常に、正しく機能していない肝臓プロセスとの関連を自

らのうちに有しているのです。これ以外は、この中間に位置づけられます。

　これらのことも、いわば生活していくなかで研究されます。あるものがまだ食品あるいは嗜好品であって、少なく

とも通常の意味では薬品としては用いられていない場合、たとえばーー以前に公開講演でも、少なくともある範囲内

で、このことに触れたことがありますーーコーヒーは魂生活の兆候的プロセス全体に、とても明確な、決定的作用を

与えるということがわかります。ほんとうはこういう作用はまったく問題にすべきではないのです、なぜなら、こう

いう作用を頼りにすると、魂を怠惰にするだけだからです。それでもこういう作用が存在していることは確かです。

コーヒーを飲むことによって、論理の欠如を補うことができます、つまり、コーヒーを飲むことによって、実際に生

体組織を、コーヒーを飲まないときよりも、論理のための力を多く引き出せるような状態にすることができるのです。

ですから、思考を互いに結びつけようとしてペン軸をひどくかじらなくてもすむためには、ジャーナリストたちはた

くさんコーヒーを飲むといいというのは、現代的な見解に基づいたジャーナリスト習癖のための手段の一つでしょう。

一方においてはこのことが言えます。もう一方において、紅茶を飲むことは、ひとつの思考をペダンティックに、常

に大学教授風に、別の思考に結びつけていくことを妨げるものです。これをすると（ペダンティックに思考を結びつ

けていくと）、極端な場合、私たちは才気にあふれた表現ができず、いつも他人に自分自身の論理プロセスを披露し

てみせるようなことになります、そしていつも退屈してしまうのです。現在協定の段階にある職業、内的になること

なく、単に外的な嗜好品によってできるだけ才気煥発であることができるように、その古い体制からひとつの手段を

与えられてきた職業、こういう職業に対しては、当然紅茶を飲むことが勧められてきたにちがいありません。コーヒー

が良いジャーナリスト飲料であるように，紅茶はきわめて効果のある外交官飲料です。ふと現れてくる思考、それに

よって才気渙発であるように見せることができるのですが、そういう切れ切れの思考をする習慣が、紅茶によって本

質的に促進されるのです。

　このような事柄を知ることこそ重要なのです、と申しますのも、こういうことを正しく評価することを学び、必要

な道徳的魂状態を備えていれば、当然道徳的生活においても、こういうことが、あれこれの食餌療法とは別のしかた

で奨励されるにちがいない、とわかるからです。けれども、ある種の自然連関について学ぶためには、文化連関にお

いて重要なのと同様に、このような事柄がきわめて重要です、つまりたとえば、ロシアにおいては通常、砂糖の摂取

がきわめて少ないこと、そして西欧世界、イギリスでは砂糖の摂取が非常に多い、といったことに目を向けてみる、

といったことです。ここでわかることは、魂の進化によって事態が麻痺させられていないところでは端的に、人間の

実生活には、そこで本来人間に与えられているものが明確に刻印されているということです。つまり、外界へのある

種の帰依によって自らを表すロシア人の場合、自我感情に乏しく、自我感情はせいぜい理論的に補完されるのみでこ

れが砂糖の摂取が少ないいことと関係しているのですが、これに対して、強い自己感情を持つイギリス人の場合、器

官的な基盤を有していて、これが砂糖への強い嗜好と関係しています。特にここでは、摂取という事実よりは衝動を

見ていかなければなりません。なぜなら、摂取という事実も衝動から、摂取へからの憧れから生じてくるものなので、

とくにこのような事柄に目を向けることが大切なのです。

　さて、いわゆる精神の病および心魂の病というものの真の原因は、本来下部人間の器官組織のなかに探究されねば

ならないということを考慮するなら、ここで皆さんに人間における相互作用が示されることでしょう、これは病理学

的ー治療的なものが問題になるとき、見過ごされてはならないものです。私が単純に下部人間と上部人間と呼んだ、

この両者の間の相互作用は、病理学的なものの場合でも、治療的なものの場合でも、常に考慮に入れられていなけれ

ばなりません、さもないと、病気に対して作用させようとする外的影響がどうやってこの病気に作用するのかについ

て、決してきちんとした見解を得ることはできないでしょうから。足や頭を通じて、病気に対して熱作用を与えるのか、

水作用を与えるのかでは、大きな違いがあります。けれどもこういう事柄において、下部人間と上部人間との間で機

能しているものの大きな違いにまず注意を向けなければ、こういう事柄のなかにラツィオを獲得することはできない

のです。したがいましてこれから、この分野において私たちにできるかぎり、人間への外的な影響についてさらにお

話ししていきたいと思います。
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□原注

☆１　クリストブルーメ：あるいはクリスマスローズ

□訳注

＊１　第十一講の、「この地上の光が太陽からやってくると考えるのはまったく無意味です。これは物理学者と天文学者のかなり厄介な幻

想にすぎません。」以下の部分を指していると思われる。

＊２　ヤドリギ [Mistel] について：

最近のハーブ図鑑の記述によれば、ヤドリギ（	学名　ウィスクム・アルブム [Viscum	 album]）には、蛋白質合成、免疫機構、循環器系、

心臓に作用する成分も含まれるとされる。内服、外用ともに用いられるが、特に茎と葉はそのまま食すると有毒なので注意が必要。ツン

とする、苦甘い、加温性のハーブで、血圧降下、免疫機構を刺激し、心拍低下、鎮痙、鎮静、利尿、抗癌作用があるとされる。

北欧神話では、オーディンの息子、光の神バルドルは、ロキの計略により、ヤドリギの矢で殺されるが、のちに再生する。ヤドリギはまた、

ドルイド教で重視され、新年の祝いに関連がある。これは特別な月相のとき、金の鎌で樫の樹からだけ採られたという。

ー参考ー　「ハーブ大百科」　誠文堂新光社

＊３　クリスマスローズ [Christrose]：真冬に白色または紫色の花が咲く、キンポウゲ科の植物。

＊４　ここで「愚鈍な」と訳した語 [schwachsinnig] は、通常辞書には「精神薄弱の」と載っていて、医学用語としても定着しているようだ。

よく指摘されることだが、「霊」「精神」「魂」「心」等に関連する言葉は、本来の精神科学、霊学からすれば、現代においてはどこの国の

言葉でも、多かれ少なかれ、本当の意味合いは区別できていないと思われる。シュタイナーがこの直前に述べているように、特に精神医

学関連では、「精神」医学という言い方も含めて、「精神」という語を用いるのはほとんど不適切である。[schwachsinnig] の [schwach] は「弱

い」、[sinnig] の [sinn] は「感覚、知力、センス、考え」で、広い意味でのいわゆる精神活動、精神的能力ということなのだろうが、こ

こでは [schwachsinnig] を「愚鈍な」とし、その反対の意味の語としてシュタイナーが使っている [starksinnig] を「知性鋭い」と訳した。
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第 1 ４講	 １９２０年　４月３日　　　ドルナハ

　この連続講演のこの段階において当然起こってくること、これを今日は、この少ない時間で出来る限り、皆さんに

暗示的にお話ししたいと思っておりますが、このことをお話しすべきか、否か、実は長いこと考え続けていたのです。

けれどもやはりお話しすることにいたします、たとえそうすれば、こういう事柄というものがいかに誤解されること

が多いか、あらためて認識させられることになっても、です。と申しますのも、よろしいですか、一方では、こうい

う人智学の内部で話されるような事柄が、いかに混乱したたわごとであるか、指摘しようと長期間にわたって苦心し

てきたある種の人々がおります。彼らはそういう観点から攻撃してきたのです。また現在は、こういう意見も現われ

てきているようです、つまり、こういうことはもはやできないことなのに、これらの事柄が与える印象からすると、

どう見ても古代の秘儀を後から研究して獲得できるものと一致しているようだ、と。ーーそして、また別の非難、私

が秘儀を裏切る者だ、という非難が作り出されるわけです。人々は、一方からは、物事をそれらしく公式化する可能

性を見つけ出すでしょうし、そのこと（言われている内容）がまちがっている、と言うことがもはやできないとなると、

そういう事柄を語るのは不都合だ、と主張するのです。

　さて、今日ここでまず第一に申し上げておきたいことは、こういうことです。つまり、人間を単に物質的に観察す

るだけでは、人間のほんの一部分にしか注目していないということ、しかも、こう判断されるのが当然であるべきな

のですが、それは次のような理由からそうであることをはっきりと理解しておかなくではならないということです。

つまり、人間のなかにはエーテル体、アストラル体、自我がすでに見出され、これらは自ら人間の生体組織において

絶えず働きかけ、人間の生体組織にあって絶え間なく活動し続けているのですが、これらは当然のことながら、外的、

物質的な判断ーーこれからすぐにお話ししようと思うことを考慮して、今日はあえて判断と申し上げますーーを完全

に拒むものだからです。しかし、だからといって、知力や判断力に取り入れられた霊視、とでも呼べるかもしれない

もののいくばくかを、自分のものにできるよう良き意志をもって自らを教化する、という可能性がなくなるわけでは

ありません。その際、本当にはっきりと像で観るというような霊視にまでは行き着けないでしょうが、少なくとも霊

視的な直観と強く有効な関わりがあるような判断力は得られるでしょう。

　さて皆さんには以下のようなことをよく考えていただかなくてはなりません。自我がーー私たちがこれを出発点と

すると、いわば他の人の場合を手始めとするとーー人間に働きかけていて、現在の進化段階にある人間はそうなので

すが、この自我はとりわけ人間の物質体に働きかけています。今日の人類は、エーテル体を支配する能力を比較的わ

ずかしか有していません。エーテル体は、幼児期に比較的まだまったくぼんやりとしたかたちで無意識に自我に支配

されています。長じてからはこの支配はなくなります。ただし、長じてからの人生のために強力なファンタジーを押

しとどめているような人の場合、エーテル体に対する自我の強い影響も残存しています。けれども一般的に、分別的

で味気ない知性偏重主義になっている人の場合、自我は物質体に対して強い影響力を持っていても、エーテル体に対

する影響力は弱いのです。

　ここで私が物質体に対する影響とみなしているものをきちんと思い浮かべて下さるだけで、皆さんはもはや次のよ

うな想定からそう遠くないところにいらっしゃるのです、つまり、この自我は物質的な生体機構全体に沿って働いて

いて、一種の骨格のようなものを広げていると想定できるということです。実際のところ、私たちの物質体には、精

妙な骨格のようなものが組み込まれているのです。物質体に組み込まれているこの精妙な骨格は、人間の一種のファ

ントム（＊１）のように見なすことができるのですが、これは常に人間のなかに存在しています。人間は、もっぱら

その自我組織を通じて自らに刻印された骨格を周囲にまとっているのです、これは非常に精妙な骨格で、むろんエー

テル体の諸力から物質体へと組み込まれているのです。けれども、人間はその人生の経過にともなって、これを意識

的に組み込む力を徐々に失っていき、結局ファンタジーに満ちた創造の際に、半分意識された、夢のような状態で残っ

ているだけとなるのです。

　さて、この骨格、自我がこうして人間の生体組織のなかに組み立てる骨格は、本来いくらか異物なのだ、というこ

とは、皆さんにも容易に見て取ることができるでしょう。この骨格は、いくらか異物なのです。人間の生体組織も、

この骨格に抵抗するという傾向を常に有しています。つまり生体組織は、毎夜睡眠中に、この骨格を破壊しようと努

めているのです。私たちが通常の生活において、こういう骨格を知覚することがあまりないとしても、やはり忘れて

はならないことは、この骨格は、生体組織のなかでいわば崩壊しようとする傾向、散乱しようとする傾向を絶えず有
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していて、それによって、継続的に生体組織のなかの炎症の隠れた原因となっている、ということです。

　自我というものが実際に人間の生体組織のなかへとある種のファントムを作り出し、このファントムに対して生体

組織は、異物に抵抗するように抵抗するということ、そしてこの異物のほうも、人間の物質的生体機構のなかで散乱し、

いわば崩壊して、常に人間の生体機構から抜け落ちていこうとする傾向を、実際常に有しているということ、こうい

うことに注目するのは非常に大切なことです。さて、皆さんが、人間の目の組織を心理ー生理学的に研究してごらん

になるだけで、人間におけるこの骨格に関して、いわば判断に合致した見方をすることができるでしょう。と申しま

すのも、目と外界、ないし目を通じて魂と外界の間で演じられていることはすべて、この骨格が確立されていることを、

正真正銘、とでも申し上げたいほど明らかに示しているのですから。しかも、両者の間、つまり本来の自我ー骨格と、

目と外界との相互作用を通じて成立したものとの間では、私が他ならぬ盲目の人や盲目になった人の場合にさまざま

に研究してきた関係が優勢なのです。この場合、多くのひとにとって正常なファントム、つまりもっぱら見ることを

通じて生体組織のなかに閉じこめられているファントムと、生体組織における本来の自我ー活動の結果であるファン

トムとの相互関係が、非常に良く比較できるでしょう。

　このとき起こっていることを図で表現しようとすると、こう言うことができるかもしれません。つまり、見ること

を通じて、つまり、見るという経過を通して、生体組織にひとつのファントム、骨格が組み込まれます。この骨格よ

りも、本来の自我ー経過を通して組み込まれた別の骨格の方が、少し深いところにある、端的に言ってもっと内側に

あるという状態になっています（図参照、白と黄）。この内側にある方の骨格は、物質的諸力の輪郭を明確に描いて

いると言えるものです。これはまさに、そこに自我を通じて組み入れられたほぼ物質的なファントムであり、実際の

骨格です。ところが、目そのものを通じて仲介されているこの骨格、こちらは、まだエーテルなのです。ですからこ

こで次のようなことを見ていくとと興味深いのです、つまり、近視の人たちの場合は、この両者が互いに接近していて、

私がここに描いた白い方がもう一方、つまり黄色い方へと接近していること、そして遠視の人たちの場合は、白い方、

この白い骨格が外側へとずれているのです。要するに、人間の目の組織を研究すると、エーテル体を判断力に合わせ

て理解することができるようになるということです、今私がここに骨格として描いたものによく似ているエーテル体

をです。人間の目の組織に注意を向けること以外に、皆さんが人間のエーテル体についていくらか把握することがで

きるようになる方法はありません。もう一方（の骨格）は、皆さんのなかにもうそれ自体として備わっています。あ

るひとが近視か遠視か、ということに注意を払い、そのことを作用させる習慣を身につけるなら、このような習慣は

皆さんのなかに、エーテル体を知覚する感受性を育ててくれるでしょう。さらにこういう事柄に対して瞑想を助けに

すれば、つまりそれに加えて瞑想をするなら、目の組織を通じて人間のなかに呼び起こされるものの観察から、エー

テル体の観察へと上昇することは、皆さんにとってもはやそれほど困難なことではなくなるでしょう。

　

　さて、続いて以下のようなことも確認されることでしょう。つまり、目の機構と関連しているこのプロセスは、人

間のなかに常に存在していて、これは、異常事態として現われてくるかもしれないことに対して、正常なものである

ということです。このプロセスはまさに通常の生活において正常なのですが、あらゆる炎症の場合、あらゆる炎症状

weiss(hell)	白色（明るい）　gelb 黄色　blau 青色　lila 藤色
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態の場合、このプロセスに似たことが起こります。したがって皆さんは、実際このことについてこう言うことができ

るのです、物質体のなかにあってエーテル体に似ているこの骨格があまり強力に形成されると、炎症への誘因、炎症

状態の結果として現われてくるすべてのものへの誘因となる、と。動物界に由来する蟻酸[Ameisensaeure]を取り上げ、

これを外用することを試みることは、皆さんのうちにぼんやりと兆し始めた確信を、いくぶん強化する助けとなるこ

とでしょう。この蟻酸の使用をもっとも良く研究することができるのは、次のようなことを行なうときでしょう。皆

さんは蟻酸の希釈度をきわめて高くするように、つまり私が申し上げたいのは、蟻酸をきわめて薄く希釈して、入浴

を通じて人間になじませるようにしていただきたいのです。こうすると、つまり蟻酸をきわめて薄くして入浴を通じ

てなじませるようにすると、ここの黄色（の部分）、この骨格が強固にされます（図参照）。つまりこうすると皆さん

は、この骨格を強固にすることができるのです、そのように蟻酸を用いることで、この骨格が自我に浸透されるように、

この骨格に合わせて自我を制御するということです。これによって皆さんは、ある人が炎症傾向にあるときに、炎症

に対処することができます。なぜなら、自我とこの骨格は互いに補完し合っているので、この骨格が炎症的に崩壊す

る傾向を持つのは、この骨格がきちんと自我に貫かれていないとき、きちんと制御されていないときだけだからです。

先ほどお話しした蟻酸を入浴を通じて用いることによって、両者を結びつけることができます。ただし、きわめて薄

く希釈した状態でなければなりません、そうしてはじめて蟻酸の力が正しくもたらされるからです。

　さて、こういう事柄を扱う場合には、少々徴候学を駆使しなくてはなりません。つまり、その炎症状態が同時に肥

満傾向のある人たちに現われているようなものであるかどうか、ということも観察しなければなりません。と申しま

すのも、これら両方が複合的徴候として現われてくる場合、つまり一方に炎症傾向が、もう一方に肥満傾向があって、

一種の複合的徴候を示している場合は、外的処置を通じて、つまり今お話しした動物の蟻酸によって、実際良い成果

を得ることができるでしょう。この骨格が崩壊している、と根拠ある推測ができるとき、これは実際さまざまな、さ

らにこれから挙げていくつもりの別の徴候から引き出せるのですが、そう推測されるとき、そして同時にかなり肥満

傾向のある人が対象である場合、皆さんは常にきわめて良い成果を得られるでしょう。これがその場合に考慮されな

ければならないことです。

　と申しますのもよろしいですか、精神科学というものは、現代の人々にまさしく決定的なショックを与えるような

ことを知っているのです。つまり、精神科学が知っていることというのは、まさに現在の人間の進化段階でそう形成

されざるを得ないようにーーむろん人間の長い進化の歴史のなかでですーー目というものを形成するために、人間の

生体組織のなかで起こらなくてはならないことというのは、そもそも、絶えず正常なもののなかへと引き入れられて

いるけれども、発現するまでには至っていない炎症プロセスである、ということです。炎症プロセスにおいて作用し

ているのと同じ経過が、抑えられ、遅くされて寄せ集められた、と考えてみてください、そうすると、人間の生体組

織のなかでの目の形成プロセスが想定できるでしょう。ですから目を見ることによって、その人物が炎症傾向を有し

ているかどうか、といった印象を得ることもできるわけです。皆さんがこれを修得していけば、目からこのことを見

て取ることができるのです。実際のところ、私たち人間が見るということで行なっていることは、人間のエーテル体

の観察と密接に関わっています。そしてエーテル体の実在に関して、エーテル体を知覚することに関して語る場合、

瞑想によって本来の霊視へと通じるあの内的なプロセスが存在しているということは、もちろんのことです。けれど

も、外からの教化プロセスというものも存在しているのです。私たちが自然の経過を正しいしかたで見るように努力

すれば、こういう事柄についての直観を判断力から獲得できます。よろしいですか、本来の霊視器官というものは、

内部から養成されねばなりません。けれども、判断力というものは外的世界をてがかりに養成されるのです。私たち

が外的世界により接近して判断力を養成すると、この判断力が、通常の瞑想におけるより内密なプロセス、内から外

へと進行するプロセスに対応するのです。

　さて、皆さんに次のような問いが生じてくるのも当然かもしれません。そのように起こっていることはすべて、動

物の場合には観察することができないのだろうか、と。さて、こういうことなのです、もともと人間の場合にそうで

あることを、動物の場合にも観察すると、非常にまずいことになるのです。これは公開講演でもしばしば強調してき

たことですが、今日ここでもっと厳密に皆さんに強調しておきたいと思います。よろしいですか、人々はこう考えま

す、目は目であり、器官は器官であり、肺は肺であり、肝臓は肝臓だ、云々、と。けれどもこれは真実ではないのです。

人間の目は、動物の場合にも目として現われている器官です。けれどもこの器官は、人間の場合自我が組み込まれて

いる、ということによって修正されているのです。そして、器官のなかで起こっていること、とりわけ病人の場合に
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はきわめて重大な役割を演じているもの、これにとって、自我に浸透されているということは、動物の場合の自我に

浸透されない器官よりも重要なのです。このことが考慮されることはあまりに少なく、したがって人々はこの分野で

は相変わらずこう判断するのをやめないのです、私はナイフを持っている、ナイフはナイフだ、だから私は、その成

り立ちによって、一方もナイフ、もう一方もナイフとして説明する、と。けれども、一方がテーブルナイフで、もう

一方がひげそりナイフであるなら、ナイフはナイフだ、という立場をとることは不可能です。人間の目と動物の目は、

同じしかたで説明できる、とやって来て言う人がいるとしたら、これと同じです。単に外的に見かけからのみ説明原

理を捜そうとすることは無意味なのです。特にその際、研究が単なる外見だけに基づいているなら、もたらされるこ

とは何もありません。こういう動物に基づく研究、これはさらに、人間の場合のある種の関係をきちんと研究するこ

とを妨げるのです。なぜなら、そういう関係が正しく魂の目の前に現われるのは、人間においてはほとんどの場合、

自我に浸透され、自我によって形成されるのはまさに周辺部に位置している器官である、ということを意識すること

によってのみだからです。

　さて、人間の耳は、目とはまったく異なったしかたで形成されています。私たちは判断力に適合した目の理解へと

習熟し、さらにそれを通じてエーテル体の霊視へと近づいていくのですが、これと同じように耳も理解することがで

き、同じ様なやりかたで判断力に適合した理解へと習熟していくことができます。人間には動物と同様耳が組み込ま

れているけれども、この耳は、この耳形成はさらに人間の自我機構に浸透されているのだという事実を、正しいしか

たで見ることができるように、自らを教化することができるのです。さらに耳形成を研究していくと、この耳形成は、

エーテル体の目形成がより周辺に置かれているものと関連しているのと似たようなしかたで、人間の生体組織のより

内部に置かれているものと関連していることがわかるようになります。いわば直観力を耳形成へと方向づけることが

できるまでになると、自我は目の形成に関わっているのとまったく同じように、耳の形成にも関わっている、と言う

こともできるようになるのです。自我はまた、生体組織のなかに、今までに特徴をお話ししたのとは別の骨格を組み

込むのです。ここで組み込まれる骨格に親和性があるのは、生体組織のなかで、耳形成の基礎を成しているもの全体

です。したがって私は、ここにさらにもうひとつ骨格を描かなくてはなりません、これを青で描きましょう、これは

黄色（で描かれた骨格）よりも内部にあって、他の骨格ほど四肢の中に拡がって組織化されておらず、この骨格を人

間から取り出せるとしたら、腕も脚もなく、切り株のような腕と脚のようなものがあるだけ、とでも申し上げたいよ

うなものなのです。つまりこれは、その形成を幼児期の段階で止めてしまっている骨格、と言ってよいかもしれません。

それにこの骨格は、他の骨格よりも、頭部に向けて細分化されている度合いも非常に少ないのです。とはいえ、この

骨格には、人間の耳形成の組織化する力と、聞くという経過全体の根底にあるものが対応している、ということがま

た見出せるでしょう。これを、この白に対応してここに（前図参照）すみれ色で暗示しておくことにします。この骨

格も人間の生体組織のなかである種の特性を持っています。自我があまりに強く作用するとき、自我が内部であまり

に強く作用するとき、この骨格はいわば異常になるのです。先ほど扱ったのは、自我が表面においてあまりに強く作

用する場合でした。

　こういう事柄をきちんと研究するために、また以下のようなことを助けとしてください。ここでもまた、いくらか

徴候学を駆使して、きわめて痩せている傾向にあるか、痩せる傾向はないが肥満傾向のない人たちを考えてください。

するとこういう人たちの場合、自我が内部に向かってあまりに強く作用し、この骨格を強化しているということがわ

かるでしょう。けれどもこの骨格は、先にお話しした骨格に対して別の特性を持っています。それは、内的に増殖す

る、という特性です。最初の骨格が崩壊し、散乱する傾向を持っているのに対し、この骨格は、内的に増殖する傾向

を持っているのです。とりわけ二重の方向に向かって学ばれねばなりません。この骨格は自我がいわば輝き出ること

によって増殖するのではないのです、なぜなら、増殖にせよ崩壊にせよ、自我がこの骨格の内部にちゃんと位置を占

めず、自我がこの骨格から輝き出る、ということにいつも関連しているからです。自我がこの骨格から輝き出て、生

体組織のなかで自らを維持できるほどに充分強ければ、その魂的な帰結と肉体的な帰結が現われます、つまり、ヒポ

コンデリー [Hypochondrie]（＊２）という魂的な帰結と、便秘あるいはそれに親近性のある現象、という帰結です。

　以上がひとつの面です。けれどもまた、自我が輝き出るとき、自らを維持するには自我があまりに弱すぎる、とい

うことも起こり得ます。いわば自我としては壊れてしまうのです。その相関物つまり物質的な骨格が崩壊へのきっか

けを与えるのではなくて、自我自身が崩壊へのきっかけを与えるのです。このときどんな独特の現象が起こっている

か、考えてみてください。ここで起こっているのは、いわば自我があまりに弱すぎて、自我の破片が生体組織のなか
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に付着している、という現象なのです。自我が弱いために、破片が付着しているということです。破片が付着する理

由は、そのように組織された人が眠りに入るとき、輝き出るものをいつも完全に連れていくことができない状態だか

らです。この破片は生体組織のなかにとどまり、その内部で魂的な自我として増殖するのです。とりわけ睡眠中によ

く起こる、こういう魂的自我が増殖する傾向にある生体、これが、腫瘍形成傾向のある人たちなのです。これは見て

いくと限りなく重要なプロセスです。腫瘍形成傾向のある人たちとは、眠りに入るときも、生体組織のなかに自我の

破片が残っているために、きちんと眠れていない人たちなのです。このとき私たちの前にあるものは、こういう自我

の破片で、これが悪性の腫瘍の本来の原因となるものであり、私が今挙げた複合的徴候全体と関連しているものです。

実際こういうことなのです、一方において、ヒポコンデリーと便秘が存在し、他方において、その人がヒポコンデリー

や便秘になることによって生体組織を助けることができないなら、生体組織が内的に増殖して悪性の腫瘍ができる、

ということです。これについては、さらにもっとお話ししていかなければなりませんが、今はこの原則だけに注目し

ておきたいと思います。

　私が以前申しましたことを別のしかたで考察することによって、こういう事情であることを、外的にも確認するこ

とができるでしょう。以前皆さんに、動物の蟻酸を微細に粉砕して入浴というかたちで外的に用いれば、最初の形成

プロセスに対処することができると申しあげました。ひとつこの同じ蟻酸をしかるべく調合して、希釈して内服する

こと試みてください、すると、とくに痩せた人たちに対して、腫瘍形成傾向を取り除くような作用、腫瘍形成に影響

を与える作用が観察されることでしょう。

　これはまったくもって肉眼で観察されねばならない事柄ですが、肉眼で見えるもののためのこういう眼差しをいか

に身につけるべきかを、まさに示しているものでもあります。人間の体格全体を概観するための、人間の生体機構や

構成のために考察されるすべてのもの、さらに病人の場合に前面に現われてくるものを概観するための眼差しです。

これによって、外からの手段を通じて、また内からの手段を通じてどのように作用を組み入れるのか、正しい見方を

得ることができるのです。同じ薬の作用を外からも内からも追求していくと、きわめて興味深い説明を得ることにな

ります。ここでも精神科学は、生体機構のこの第二の部分に関して、きわめて示唆に富むことを知っているのです。

それはつまり、私たちの耳を形成する力は、そもそもそれが放置されすぎると、つまりあまりにそれが進行すると、

結局は内的な腫瘍形成に通じてしまうような力と同じ道筋にあるということです。と申しますのも、私たちが内部に

耳形成を有しているということは、腫瘍を形成する力が正しい位置で押しとどめられている、ということによって正

常化されているひとつのプロセスに基づいているということだからです。耳というのは、人間の内部における腫瘍な

のです、ただしこれは正常なものの方へと拡がっている腫瘍なのですが。その発達プロセスにおいて、目を形成する

ものは炎症プロセスと、耳を形成するものは腫瘍を形成するプロセスと親和性があります。健康な人においても病人

においても本来は同じプロセスが関わっていて、ただあるときはそれが正しい速さで進行し、あるときは正しくない

速さで進行しているだけだ、ということ、これは、人間における健康な人と病人との間の驚くべき関係だと言えます。

自然のなかで炎症プロセスを廃止してごらんなさい、どんな存在も見るということができないでしょう。諸存在は、

端的に全自然のなかに炎症プロセスが挿入されていることによって、見ているのです。けれどもその炎症プロセスに

はある種の速さが定められています。このプロセスに間違った速さが与えられたら、それはまさに人間における病的

な炎症プロセスとなるのです。同様に、腫瘍を形成するプロセス、増殖するプロセスも、正しい速さで進行するとき、

自然のなかで意味を持っています。このプロセスを廃止してごらんなさい、この世のどんな存在も聞くことができな

くなります。このプロセスに間違った速さを与えると、筋腫 [Myom] 形成、癌腫形成、肉腫 [Sarkom] 形成のなかに現

われるものすべてが得られるでしょう。これについてはもっとお話ししていくつもりです。

　どんな病気のプロセスであれ、そのプロセスのいわば健康なもう一方の対のなかにそれを探し出すということがで

きない人は、その病気プロセスを人間の生体機構のなかに正しく組み込むことはできません。なぜなら、この人間の

生体機構の基礎になっているのは、自然全体のなかでは周辺部に分散させられているある種のプロセスが、中心へと

内化させられている、ということに他ならないからです。当今の生理学でくだくだしく述べられているようなことの

代わりに、別のことにこそ注目しなければなりません。なるほど注目されてはいるかもしれませんが、それがそんな

に大きな意味を持つことには気づかれないままになっているのです。たとえば皆さんは、またしてもまったく肉眼で、

身体の皮膚がいかに体表に拡がっているか、いわばありふれた追求をしていくことができます、皮膚はいたるところ

で内側に陥入していて、その延長で内に向かった部分は内張りされているのです。このこと、この機能の逆転、つま
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りたとえば顔の外面的な部分である頬から、反転によって唇を経て内へという具合に起こっているこの機能の逆転は、

きわめて大きな意味を持っています。ここで、実際この外面的人間に沿って眼の前にあるものは、胎生学のなかに一

度正しく追求されるべきもの、ここでも本来、すべては袋状にすることと裏返しにすることに基づいていますが、こ

の胎生学のなかに追求されるべきものの残余部分なのです。そしてまさしくこういう事柄を追求していくことによっ

てこそ、そうですね、蟻酸を外側の皮膚に用いる場合と内部の粘膜に用いる場合の、反応の違いを端的に研究するこ

とによって、そしてそのとき現われてくる微妙な差異に注目すれば、これはきわめて教示してくれることの多いもの

となるでしょう。なぜなら、ここで皆さんに提示いたしましたことは全部、根本において、私が今最後にお話しした

ようなやりかたで基本的に現われてくることのために十分なことにすぎないからです。さらにこういう研究をしてい

くと、人間の生体機構の、外に向かってエーテル的にも裏返しになるものと、人間の生体機構の内に向かって中心化

するものとの違い、互いに対極的に位置づけられるこの違いに直面することでしょう。

　さて、これは以下のようなことにおいて観察されます。皆さんがまた、ここで第二のファントムとして提示された

ものは、いったいどういう人に対応しているのか、とおたずねになると、私はこう答えます、私が青色のファントム

として描いたもの、これは生体組織における物質的な骨格であり、もっぱら増殖するという傾向を持っている（図参

照）、と。正常なものは耳の発達と関連しています。ここでもまた人間において、その耳の機構を見ることを学ぶ、

というしかたで、つまり耳の機構の内化全体に注目し同時に見るという機構にも注目するしかたで、自らを教化して

いってください。なぜなら、よく考えてみてください、見るプロセスはエーテル的なもののなかで、聴くというプロ

セスは空気中で起こっているからです。これは少なからぬ違いです。計測できるものと計測できないものの系列のな

かで、より下方に向かって位置づけられているものは、人間の場合、より中心に向かって、生体組織の内部へと移動

されているものと関連しています。よりエーテル的なものと関連しているもの、これらはすべて、より外部に向かって、

人間の周辺部（末梢部）へと移動されるものと関連しているのです。

　ここにすみれ色で描いた（図参照）もののなかに存在しているのはつまり、人間のアストラル体のなかに生きてい

るものを暗示するものに他なりません。皆さんが人間の観察のために、人間の判断力に関して、まさに耳機構をてが

かりに自らを教化していけば、アストラル体を霊視するための一種の代理者を得ることができるでしょう。見るとい

うことを観察するすべを学ぶことによって、エーテル体を観察する力が、聴くということを観察するすべを学ぶこと

によってアストラル体を観察する力が、養われるのです。

　耳の聞こえなくなった、あるいは生まれつき耳の聞こえない人に注目すると、ここでまた非常に興味深い観察をす

ることができます、ここで自然のより深い連関が明らかになるのです。ひとつ観察してみて下さい、生まれつき耳の

聞こえない人が、もし耳の聞こえない人として生まれなかったとしたら、その人はもう子どものときから腫瘍形成へ

のきわめて強い傾向を持っているだろうということです。これはもちろん自然が行なう救助措置なのですが、これは、

もはや誕生と死の間の単独の生体機構のなかで理解する必要はなく、繰り返される地上生活のなかで理解されねばな

らないもの、そこではじめて調停がなされるからですが、そういうものに入り込んでいくことにも通じるのです。こ

ういう現象をある程度まで追究すると、繰り返される地上生活というものを把握するときに到達するあの一点へと通

じていくのです。

　人間の周辺部を刺激してみてごらんなさい、すると、最初に特徴づけをしたときに、私が自我とその骨格との関係

を示すことによって与えたものを常に強めることになるでしょう。皆さんが人間のこの自我を強める必要があると思

えば、教育的な道を採ることもできますし、治療的な道を採ることもできます。炎症傾向を観察できる場合はいつでも、

人間のなかで自我ー活動を強めて、この自我ー活動がそのファントム、その骨格のなかに正しく組み込まれるように

することが必要であるとおわかりになるでしょう、自我が正しく組み込まれていれば、この骨格は崩壊しないからで

す。

　さて、この自我ー活動、この骨格のなかに非常に良く組み込まれるこの自我ー活動を本質的に強めることは、たと

えば非常に薄く希釈したローズマリー液、つまりローズマリー [Rosmarin]（＊３）の葉から採った液を加えて入浴さ

せることによって、即座に可能になります。この場合、ローズマリー液を通じて周辺部から刺激が与えられたのであり、

いわば、ローズマリー液を通じて人間にもたらされるもののなかで自我が働くことができる、ということです。ここ

では非常に奇妙なことが起こっています。人間の目がどのように生体組織に組み込まれているかを観察すると、本来

見るという経過は、人間の生体組織からそのとき取り出されたものに自我が浸透することができる、ということに基
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づいています。目のなかには実際あまり動物的なプロセスは存在せず、すべては器官的なもののなかに下降させられ

ていて、見るという経過は、人間そのもの、内的な、魂的ー霊的人間が、今や動物的でないものに浸透するということ、

内的人間が、単に内的なものだけでなく、いわば外的なものとも同一化することができる、ということに基づいてい

るのです。皆さんが筋肉と同一化するなら、皆さんは内部から人間形成プロセスと同一化することになります。しかし、

目と同一化するなら、皆さんは結局外界と同一化することになるのです。ですから以前私は、このように外界から延

びてきている器官を湾 [Golf] と呼んだことがあります。そこでは生体組織のなかに湾のように外界の一部が入り込

んできているのです。当今の感覚生理学がこういう事柄を考慮しないのは、またしても致命的な誤謬です。と申しま

すのも、そのために主観性等に関してあのような愚かしい作り話が成立してしまうからです。いいですね、客観性が

入り込んできているということ、この入り込んできた客観性のなかで外界のプロセスの一部と協同しているというこ

と、今日実際このようなことはまったく考慮されていないのです。ここ数世紀、あるいは少なくともここ一世紀半以来、

ありとあらゆる感覚生理学が主観性の上に構築されました。外界は湾に入り込むように前進させられて来ていて、私

たちは感覚により外界に参加しているのだ、ということを考えないからです。皆さんがこのことを正しく理解される

なら、この微細な分割において外部からこのような何かか作用する場合もこれを正しく理解されるでしょう。ここに

毛孔と毛孔に関連して起こるすべてのプロセスを備えた皮膚があるとしまして（図参照）、そして入浴時に微細に分

割されたローズマリーの小滴があるとしますと、すぐにおわかりになるでしょうが、ここの皮膚と微細に分割された

ローズマリーの小滴ーーこう呼んでかまわなければですがーーの間では相互作用が成立していて、これに似たことが

引き起こされている、つまり感覚プロセスが活発になるよう刺激されているのです。この活発にされた感覚プロセス

が人間の自我に作用し、その結果時がその骨格に組み込まれるわけです。これが正しくなされると、たとえばこのロー

ズマリー液中の微細に分割された小滴の活発化するプロセスによって頭皮を保護すればーーただしむろん遅すぎては

だめで、適当な時期に用いなければなりませんーー、脱毛という周辺部（末梢部）のプロセスを克服することさえで

きるのです。ただし、正しいやりかたでおこなわれなくてはなりません。つまりこういう場合、人間の生体機構の表面、

周辺部（末梢部）において何かが作用しているのです。

　ここでちょっと、自我と人間の生体機構のこの秩序正しい共同作用が破られる、と考えてみてください。自我とい

うものは本当は単なる点ではなく、自らの回りに作用を及ぼす点なのです。この自らの回りに作用するということ

は、本来、人間の生体機構全体の形成力、自我形成力は、人間の生体機構全体に拡がっていて、すべてに浸透してい

る、ということを意味しています。さて、考えてみてください、どこかある箇所に外から損傷が起こって、生体機構

の力が破られるとすると、この箇所にアストラル的生体機構から発する何かを呼び起こす必要が出てくるでしょう。

アストラル的生体機構は、自我ー機構よりも一段下位にあって、人間の生体組織にアストラル的な機構から浸透して、

この外的な損傷が起こっている箇所で自我がその治癒力を発達させるのを容易にするのです。私が特徴をお話しし

たようにもっと内部にあるアストラル体ーーこれはすでにそのファントムのなかに示されていますーーに皆さんが、

「ちょっと来ておくれ、君がやるべきことがあるのだ、助けに来てくれなくちゃいけない」と語りかけようとするとき、

皆さんは今度は入浴をさせるのではなく、アルニカ [Arnika]（＊４）をウールの小さな布きれに塗り込んで、ちゃん

としたアルニカ湿布を貼るようにするのです。捻挫するなどして外的な損傷があると、それによって自我がその作用

力を弱められるのですが、そこにこのアルニカ湿布を貼ることによって、皆さんはアストラル体を内から呼び起こす

のです、「ちょっとここに来て、自我を助けておくれ」と。すると皆さんは、人間の表面、周辺部に沿って調停的に

作用するものを得るわけです。

　このことは実際のところ、この外界をそのさまざまな物質において比較するための基礎を与えてくれます。つまり
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外界がどの程度まで、その非常に容易に拡がっていく傾向のある物質において周辺部の助けになるのかーーこの拡

がっていく傾向の物質は、自我を支えるために入浴に用いなくてはなりませんがーー、またどの程度まで、別の物質、

特にアルニカが属しているような別の物質を、アストラル体を呼び起こして、アストラル体の側から間接的にやはり

自我を支えるために用いなければならないか、比較するための基礎が与えられるのです。自我とアストラル体に助け

を求めるということでしか、そもそもこういう物質の作用に到達することはできません。よろしいですか、これは、

病気の内的な処置と外的な処置の理論のための最初の基礎となり得ることなのです。

□訳注

＊１　ファントムについては第１２講の訳注＊２参照。

＊２　ヒポコンデリー：心気症。自分の身体の調子や健康状態について異常に心配する症状。

＊３　ローズマリー：Rosmarinus	 officinalis	和名マンネンロウ。シソ科。ハーブ療法、アロマテラピーなどでよく用いられる。中枢神

経系機能亢進、血液循環促進と血管壁強化、肝臓・胆のう・腸の機能亢進、抗酸化、老化防止などの作用があるとされる。

＊４　アルニカ：Arnica	 montana	　キク科アルニカ属の多年草。夏秋に黄色い花が咲く。乾燥させた花を薬用とし、打撲傷や捻挫、筋肉

痛などによく外用される。ホメオパシーでは、外用のほか、内服としても用いられる。



121

第 15 講	１９２０年　　４月４日　　ドルナハ

　今日は、いわばこの点においてまさしくそうする資格のある面々から昨日なされた発言、つまり、今私が行なって

いる講演は、人智学的な方向のあらゆる講演のうちでも、もっとも理解しがたい部類に入る、という発言を出発点と

したいと思います。ある一定の限度内ではこのことを認めなければならないでしょうが、他方においてはまた、容易

に別のありかたをとることはできない、ということも認めなくてはならないでしょう。けれども、私が思いますには、

まさにこの発言の正当さにのっとって、きわめて多くを学ぶことができるのです。ひとつ、私が申し上げることが非

常に簡単に理解していただけるような場合を取り上げてみましょう、これは二つの場合であることも可能です、ひと

つはだれにでも自明な場合、もうひとつは、現代の人類からはすでにいくらか隔たっている場合です。自明な場合と

いうのは、今日の文化段階の人間なら、ここで持ち出さざるを得ない事柄を、理解し難いとみなすのは当然である、

という場合です。ツグミ [Amsel] はそうは思いません、ツグミはこういうことをきわめて理解しやすい、と思うでしょ

う。しかもツグミは、こういう事柄を理解しやすいと思っている実際的な証拠まできっと持ち出します。ツグミとい

うのは完璧に禁欲的な鳥ではないので、ときどきオニグモ [Kreuzspinne] を食べます。けれどもオニグモを食べると、

ツグミは必ず不快感を覚え始めーーオニグモを食べると必ずツグミは不快感を覚えるものですーー、そのときヒヨス

[Bilsenkraut]（＊１）が近くにあると、すぐさまヒヨスに近づいて、そこにしかるべき治療薬を求めます。ヒヨス

は治療薬なのです、と申しますのも、近くにヒヨスがなければ、ツグミは引きつけを起こし、激しい痙攣と震えのう

ちに死んでしまうからです。ツグミは自身の持つ治療本能を通じてそういうことから守られているのです、ヒヨスが

近くにあるとそこに行って、しかるべき治療薬をついばむことによってです。これは、いわば非常にわかりやすい経

過です。

　けれども、今日の人間からすでに遠く隔たってしまっているもうひとつの経過もこれと親和性があるのです。これ

はつまり、太古の人間はこれに似た治療本能を発達させていたこと、私たちが多かれ少なかれヒポクラテス医学のな

かに集約されているのを見るものを、彼らはすでにいくらかその治療本能のなかに有していた、ということです。ひ

とつ昨日のこの非常に正当な発言を顧慮しつつ、ツグミや多くの場合同じことができる他の鳥たちの叡智を少し研究

してみるのも興味深いことでしょう。ツグミがオニグモを食べるとき、いったい何が起こっているのでしょうか。オ

ニグモはその生体機構全体において、地球外の自然のある種宇宙的な関係のなかに組み込まれています。そしてオニ

グモの四肢形成全体と模様形成も、このような地球外のプロセスに紡ぎ込まれているということに由来していて、こ

う申し上げてよろしければ、オニグモというものは、自らのなかに多くの惑星的生活を有しているのです。オニグモ

は自らのうちに地球外的、惑星的生活を有しているのです。鳥はまさにこの惑星的体験を共に体験することから取り

残されています、鳥はこれを自分の生体組織の内部へと移動させたのです。鳥がオニグモを食べると、鳥のなかでこ

の惑星的力が感じ取られるようになります。ここで、形態化しようとする傾向をなおも有しているこの惑星的力は、

鳥に浸透しようとし、鳥はこれと闘わなければならないのです。鳥は、オニグモを食べた瞬間に、内的な欲求をもっ

て、地球外の生活の模像となります。ここで鳥はしかるべき植物のところへ赴きます、この植物というのは逆に、地

面から生えていることによって、しかも惑星的な影響のもとに何かを完全に加工できるというのではなく、それを毒

として残しておくということによって、惑星的なものに対立するもの、つまり地上的なものに似るようになった植物

です。こういう植物のところへ鳥は赴き、助けを求めるのです。このことからまた、ツグミのなかでオニグモの毒が

作用すると、その瞬間すぐに、このオニグモの毒の作用そのものを通じて、抵抗する本能、つまり防御本能が喚起さ

れる、と遡ることができます。攻撃本能から即座に防御本能へと移行するのです、ですから、この現象全体というのは、

ハエが目にとまろうとするときに私たちが目を閉じたり、単純な反射運動で手を動かしたりするときに私たちが行な

うことが、私たちの前で非常に具象的に形成されて展開されているのに他なりません。

　動物界、さらには植物界におけるこういう経過を観察することはきわめて重要です。なぜなら、このことを通じて、

さらに別のこと、つまり、知性や理性といったものは、単に頭蓋の内部にだけ含まれているのだ、と信ずることから

も救われるからです。すなわち、知性や理性というものは飛び回っているのです。と申しますのも、鳥類において攻

撃本能及び防御本能のなかで作用しているものは、まったく理知的な行動だからです。ここで作用しているのは、外

的な理性と外的な知性であり、私たち人間は、単にこの外的な知性と外的な理性に参加する能力を持っているだけだ

からです。私たちはそれに参加しますが、私たちのなかにそれを有してはいるのではないのです。私たちが自らのな
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かにそれを有しているというのは無意味です、そうではなく、私たちはそれに参加するだけです。鳥はまだ、体のあ

る特別な部分のために、攻撃本能や防御本能であるものを身に付ける、というようなしかたで参加してはいません。

鳥は、肺組織を通じて鳥のなかにあるものを、すでに頭部組織を通じて理解している私たち人間よりも、もっとよく

理解しています、そして、鳥はまた、この肺組織を通じてヒヨスキアミン（＊２）に対する防御本能を喚起するのです、

なぜなら鳥は、周辺部でというよりはその本性の根本で思考しているからです。私たちは、私たちの思考を、肺と律

動組織から抜き出してしまいました。私たちは人間として何をもって思考しているのか、ということについてももう

少し詳しくお話ししていくことができるかもしれません。しかしいずれにせよ、私たちはもはや、そう中心的には思

考しておりません、つまり、私たちはもはや、鳥が思考しているように宇宙と結びついて、肺や心臓などで思考して

はいないのです。これは再び修得されねばならないことです。私たちを自然と関係づけるこれらの本能のその最後の

名残りを、最後の最後の名残りを、私たちみなから取り去ってしまったのは誰なのか、と皆さんがおたずねになるな

ら、私たちはこう言わなくてはなりません、それを奪い去ったのは、学校教育であり、その最後の名残りまで奪い去っ

たのは、私たちの大学教育である、と。なぜなら、これらの教育とそれと関連するすべてのものは、根本的に、人間

と自然全体との共生を妨げる性質を持っているからです。ものごとは、一方においては巧緻な知性偏重へと、他方に

おいては巧緻なセクシュアリティへと、（どちらか一方へと）一面的に漂っていきます。太古の人類においてはまだ

中心にあったものが、現代の人類においてはもっぱらこの両極に分離しているのです。

　さてよろしいですか、私たちが科学に営みにおいて再び健康になれるかどうかは、実際正しい宇宙理解（☆１）を

再び見出すということにかかっているのです。現在残念ながら病んだ科学の営みをもってのみ研究されているいくつ

かのこと、これらは、こういう健康になった科学の営みをもって研究されなければならないのです。

　さて今日は、昨日すでにお話ししたことと結びつけて、人間を観察することのなかに治療プロセスを示唆する何か

があるというような見かたをする線上にある事柄を、少しばかり扱いたいと思います。

　太古の人類にあっては、これは高度に養成されていました。太古の人間が人間のなかに何らかの異常を見たら、そ

の瞬間即座に治療プロセスをも示唆されていたのです。これは現代の人類からは失われてしまったことです。しかも、

現代人はイントゥイションによっても、たとえば古代人が本能によって到達していたことに行き着くことはまれです。

けれども、これは進化なのです、本能から主知主義を経てイントゥイションへ、ということです。多くの場合単なる

主知主義的進化を通じて損なわれているすべてのもののなかに、他ならぬ生理学と医学も含めなくてはなりません。

ひとつ具体的な例を、たとえば糖尿病患者を取り上げてみましょう。そもそもいったい糖尿病患者がその異常な発達

のなかに示しているものは何なのでしょう。糖尿病 [Diabetes] というものを正しく見ることは、この場合、問題な

のは弱い自我であること、つまり糖の形成において当然起こってくるプロセス全体を克服することのできない弱い自

我機構であることを知ることによってはじめて可能なのです。ただし起こっていることは正しく解釈されねばなりま

せん。たとえば、糖が流出するのだから強すぎる自我が存在しているのだろう、と信じようとするなら、これはまっ

たくまちがっています。そうではありません、これは弱すぎる自我なのです、と申しますのも、ここで発達させられ

ている自我は、この自我がしかるべきしかたで糖によって生体組織を組織化する要件を果たすことができるほど、器

官的プロセスに強力に参加することはできないからです。とりもなおさずこれが、本来起こっていることなのです。

最終的に糖尿病を促進するように作用するものはすべて、これと関係しています。だれかが甘すぎる食事をして同時

にアルコールを飲むと、私たちは、糖尿病発病のかすかな兆し、とでも申し上げたいものを体験できるのではないで

しょうか、この兆しは、もちろん再び消滅することもありますが、こういう場合に自我が弱められていることによって、

本来起こってくるプロセスを自我が克服できないと、それによってこのプロセスが喚起されることを示しているので

す。重要なのは、私たちが、このとき起こりうるすべてに一度注目してみることです。ここで、現在こうした観察に

はまだあまり登場してはいませんが、非常に多くの皆さんが質問用紙に書かれたある概念に行き着きます、これにつ

いてはこの連続講演の残りの時間でもっと詳しく立ち入っていきたいと思います。質問用紙に書かれたことはすべて

考慮されますが、そのためには相応の準備が適切になされなければならない、ということがおわかりになるでしょう。

ここで出てくるのは、まさにこの糖尿病において大きな役割を果たしている、遺伝性の素因 [erbliche	 Belastung]

という概念です。

　他ならぬこの遺伝性の素因が弱い自我に作用を及ぼす、と言わなければなりません。私たちは常に、弱い自我、あ

るいはその複合的力全体とともには作用していないとも言えるかもしれない、そういう自我と、遺伝的な素因を負わ
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されやすくしているものとの間にある関連を確定することができます。と申しますのも、単純に私たちが皆、遺伝的

な素因を負わされやすいのだとすると、私たちは全員この素因を負わされてしまうことになるからです。私たちの皆

が皆、遺伝的な素因を負わされているわけではない、と言うことは結局、遺伝的な素因をあまり負わされていない人

たちは、良く機能している自我を持っているということに還元できます。ただし決して見過ごしてはならないことは、

糖尿病の場合は、かなり心理的な原因が多かれ少なかれ存在していて、興奮しやすい人が経験する興奮が、糖尿病の

発生とかなり関係しているということです。なぜそうなのでしょうか。それは、自我がもともと弱く、そして自我が

弱いために、自我は生体組織のより周辺部のほうで活動し、脳を通じて強固な主知主義を発達させるように制限され

てしまうからです。この自我は、生体組織のより内部深く、つまり、本来の蛋白質加工が行なわれて居る場所、つま

り植物蛋白質を動物蛋白質に変成させる場所にまで入り込んでいくことができません。自我の活動がその場所まで及

ばないのです。そしてその代わりに、自我が届かないこの領域においては、それだけいっそう、アストラル体の活動

が活発になります。なぜなら、アストラル体の活動は、いわば消化、血液調製、呼吸の間で人間において中間的な組

織化プロセスが起こっているこの場所で、もっとも活発だからです。この中間的な組織化プロセスは、自我の活気の

なさによって放任されるのです。この組織化プロセスは、人間全体と関わらずに中心的人間と関わるありとあらゆる

わがままなプロセスを発達させ始めます。ですから、まさに糖尿病になりやすい素質は、自我が内部のプロセスから

閉め出されている場合に与えられる、と言うことができます。さてこの内部の、つまり内的な分泌プロセスというも

のはまた、心情形成、感情形成と密接に関係しています。自我が脳を通じてその主要な活動を求めるのに対し、分泌

する活動、つまり振動し、循環する活動はすべて、自我によって管理されないままにとどまります。そしてこのこと

は、人間が、感情の影響として働きかけるある種の心理的影響に対する支配を失うことと関係しています。私たちの

周囲で何か興奮させるようなことが起こる場合、私たちはいったいなぜ平静でいられるのでしょうか。私たちは知性

を腸のなかにまで送り込むことができるという理由から、単に頭脳のなかだけにとどまっているのではなく、私たち

は本当に人間全体を用いることができる状態にあるという理由から、私たちは平静でいられるのです。私たちがあれ

これ思案する [nachdenken] と、そういうことはできません。私たちが一面的、主知主義的に、頭脳から活動するなら、

人間の内部は独自の運動を始めます。そうすると人間はまったく興奮しやすくなり、その結果、この興奮が、興奮と

して自身の器官的プロセスをも知的に喚起することになります、これは本当は別のことを行なうべきなのにです。こ

の興奮は、本来感情に作用する興奮として器官的プロセスを喚起したりすべきではなく、まずは知性に浸透され、ま

ずは理知によって和らげられてから人間の内部に作用すべきなのです。

　さて、こういう事柄においてそもそも何が起こっているのかをはっきり理解しておくことが重要です。自我の無力

ということが起こっているのです。自我というものは、人間においては、最初に人間に作用を及ぼすもっとも地球外

的なもの、つまり地球に対してもっとも周辺的なものと親和性を持っています。本来、私たちの自我のなかで作用し

ているものはすべて、地球の外から私たちのところへやってくるのです。したがって私たちは、私たちの自我と関わ

りのあるプロセスと親和性のある、つまり地球外的なものにおいて自我と親和性のあるプロセスを理解しようとしな

くてはなりません。そうすれば私たちは、自我がいわばしかるべく地球外的なものに参加できるような領域へと、自

我を移動させることができる状態になるのです。

　さて、地上的なもののなかには、自我が、その内部の生体機構、中心的生体機構において働くように地球外的なも

のから誘導されるようなプロセス、これと同じプロセスがいたるところに存在します。そこから、この地球外的なも

のが、地球に、つまり鉱物的地球にも植物に覆われた地球にも、エーテル的な油を形成するきっかけを、油全般を形

成するきっかけを与えるのです。これが私たちを導いていかなければならない道です。人間の自我が目において働い

ているのと同じように、自我がこの前に押し出された湾のなかで実際に外界と直接関係しているように、ちょうどそ

のように、私たちは、自我と油形成プロセスを関係づけなくてはなりません。おそらくこれがもっとも可能なのは、

細かい霧状にした油 [fein	zerstaeubtes	Oel] をこしらえて、油浴で人を治療しようと試みることによってでしょう。

とりわけどのような霧状にして用いるか、何回くらいこれを行なわなければならないか、などを試してみるのが望ま

しいでしょう。しかしこれは、生体組織を冒して荒廃させるあの糖尿病を克服するための道なのです。このことから

皆さんは、外部のプロセスを見抜くことと、この外的プロセスと人間の内部のプロセスとを共に考えることが、人間

と人間以外のものの生理学 [eine	 menschlich ー aussermenschliche	 Physiologie]、これは同時に治療法でもあるの

ですが、そういう生理学を実際に生み出すのだということがおわかりになるでしょう。そしてこれは、途上で何かを
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達成せねばならない道なのです。

　さてこのことから皆さんに指摘しておきたいと思います、ーーつまり私たちはもう具体的な概念を獲得したのでも

う一度、ということですがーー、人間は本来環境と親和性を持っているということです。もう一度地球の植物相を観

察してごらんなさい、地球の植物存在全体を観察してごらんなさい、植物は地面から上へと向かい、諸力が花のなか

でいわば霧散し、実のなかでふたたび集まっているようすを。さらに観察してごらんなさい、このプロセスの何千も

の不思議なヴァリエーションがすべて存在していることを、いつもは種のなかに突き進むものが、葉形成においては

とどめられ、それによって葉が草状に、厚くなること、閉鎖してしまう前になおある種の力がとどめられていること

によって、種の外皮も厚くなるのかもしれない、ということを。そこには可能な限りのあらゆるヴァリエーションが

あるのです。

　さてしかし、この植物形成プロセスはけっして、たとえば地球の物質的作用の面から、あるいはそれに対抗する光

の作用という面からのみ見ればよいものではありません。そうではなく、実際植物というものは、自らのうちに物質

体とエーテル体を秘していて、実際のところ、地球外的なものが地上的なものにいわばぶつかってくる上部において、

この物質体、エーテル体全体のなかに上昇してくる植物的なものが、宇宙的ーアストラル的なものと関わっているの

です。こう言うことができるかもしれません、植物は動物形成プロセスに向かって成長するが、それに到達しない、と。

地球は、その内部では植物形成プロセスにすっかり浸透されている、とでも申し上げたい状態で、また地球は、植物

がそれに向かって成長していく大気圏であるところでは、動物形成プロセスに浸透されているのです。この動物プロ

セスは解決されておらず、植物がそれに向かって成長していくのですが、植物には到達できないプロセスなのです。

私たちに経過を見せているこのプロセスは、花を咲かせている植物界の上方で織りなされている、とでも申し上げた

いプロセスで、これは地球全体に対して円環の性質を持っています。そしてこのプロセス全体が、いたるところで動

物そのものの中心に集められています、つまりこのプロセスが内部に移されているのです。動物はいわば、植物の上

に起こっていることを分裂させ、これを自分の内部に移すわけです、そして動物が植物にまさって有している器官、

これらは本来、ふつうは周辺的に外部から植物に向けられているものを、動物が自らのために使用し、効力としてあ

る一点から中心的に展開するものに他なりません。

　さてこの動物形成プロセス、これは人間のなかにもあるのです、ただし、人間においては物質的生体機構のより内

部に向かって置かれています。このプロセスは、消化、血液形成、呼吸の間で起こっているすべてに向かって置か

れているのです。この場合人間は、その人間形成プロセスに関しては、今日の動物形成プロセスにもっともよく似

ています。したがって、この内的な、物質的に内的な人間は、植物的なものの生命傾向であるものすべてと、もっと

も多く親和性を有しているので、まさしく植物界における生命傾向として有効なものを用いてこの内的人間に対処

することを、私たちは常に期待できる、とも言えるのです。けれども人間は端的に動物に優るものを持っているの

です、これは、人間が単に、動物が植物とアストラル的なものとの間で行なっているような相互プロセスを遂行し

ているだけではなく、鉱物と、アストラルを超える [ueber-astral] もの、つまり単なるアストラル的なものよりも

さらに周辺的なものとの間でも、相互プロセスを遂行しているということに基づくものです。ですから、こう言うこ

とができるかもしれません、現在の地球進化の人間にとって特徴的なことは、まさに人間が鉱物形成プロセスを共に

行なっているということなのだ、と。ちょうど動物的なものにおいて蛋白質の変成が行なわれているように、蛋白質

形成プロセスの動物的変成よりももっと周辺的な傾向を有するプロセス、こう申し上げてよろしければ、天と鉱物界

との間で起こっているプロセスが行なわれているのです、これはもともと科学にはまったく顧慮されていないプロ

セスですが。このプロセスを表現しようとすれば、そのもっとも特徴的なものにしたがって、これを脱塩プロセス

[Entsalzungsprozess] と呼ぶことができます。

　よろしいでしょうか、実際生体組織においては、つまり私たち人間の生体組織においては、絶えず脱塩プロセスが

作用しているのです、塩形成をその反対のものに変化させようとする傾向です。そして私たちが人間であること、と

りわけ動物的なものを超えてゆく私たち人間の思考というものは、本来この脱塩プロセスに基づいているのです。私

たちは周辺的人間としてはーーここでは、動物形成に似ている中心的人間ではなくーー、塩形成に逆らっています。

通常の土を形成する植物蛋白質の力に動物が対抗しているように、私たちは塩形成に対して何かを対抗させているの

です。私たちが単なる植物薬では対処できないある種のものを治療できるために、人間のために主として鉱物界その

もののなかに捜し求めなくてはならない諸力は、このように（塩形成に）対抗させることのなかに存在しているのです。



125

私が申し上げたいのは、人間を単に植物薬のみで治療しようとすると、人間をもっぱら単なる動物として見ることに

なってしまう、ということです。人間が、地球の周囲で地球の鉱物化に対抗して行なわれているこの激しい闘いにも

参加していると期待できるとき、人間がこの激しい闘いに加わり、自我をいわばこの激しい闘いに参加させる可能性

へと導かれざるを得ないとき、人間は敬意を表されるのです。

　しかしよろしいですか、人間を石英で治療するたびごとに、実は私たちは石英を分裂させる人間の力、この固い鉱

物的なものを克服する人間の力に訴えているのです。私たちはそうすることによって、地上ではもはやまったく起

こっておらず、地上的なものの外部で起こっていることに、非常に強力に参加できるような状態に自我を移行させま

す、そこにおいては、地上的な固体すべてを熱空間のなかで粉々にさせるほどの力が働いているのです。宇宙空間と

いうものは実際、惑星的なもののなかで固体となっているもの、惑星的なもののなかで丸く密集しているものすべて

を、粉砕する、粉々に打ち砕く、という特性を持っています。日常生活においては私たちはめったにこういうことは

しません、こういうことを共に行なうことはまれなのです。こういう通常は宇宙空間だけがしていることを行なうこ

とがもっとも多いのは、数学的性質の人たち、図形のなかで多く生きることに慣れており、数学的な形式において多

く思考することに慣れている人たちです。なぜなら、こういう思考は、鉱物的なものを粉砕することに基づいている

からです。一方、数学的なものにある種の反感がある人たち、むしろ単なる脱塩プロセスのみに甘んじていたい人たち、

こういう人たちは、内的に打ち砕き専門の機械技師となることはできません。これが数学的な性質の人々と数学的で

ない性質の人々との違いです。このように地球の鉱物化プロセスに対抗することは、非常に多くの治療プロセス理念

の根底をなしています。

　これもまた、古代の人類の攻撃ー防御本能に端的に含められることです。古代の人間は、自分が思考において弱く

なったことについて何か気づいたら、摂取している何らかの鉱物的なものに頼りました、そして粉砕すること、この

鉱物的なものを内的に粉砕することで、古代人はふたたび、地球からはるかに隔たったところにある地上を超えたも

のとの調和に至る能力を身につけたのです。

　さて、こういう事柄が正当であることが、いわば手でつかめるほどはっきりわかるように、人間の外部にある自然

を追求していくことができるのです。観察することによって、良く検証が得られるでしょう。この検証プロセスを追

求するために、ある植物、この点において非常に興味深い植物、つまりベトゥラ・アルバ [Betula	 alba]、シラカバ

[Weissbirke]（＊３）を観察してみてください。シラカバは、シラカバ自身の方から、二重のしかたで通常の植物形

成プロセスに抵抗しています、シラカバは通常の植物形成プロセスには参加していないのです。つまり、皆さんが、

シラカバの樹皮において起こっていることを、シラカバの葉、とりわけまだ褐色がかった綿毛のある春の若い葉にお

いて起こっていることと混合できるとすれば、通常の植物形成プロセスが現われてくるだろうということです。これ

らの互いに隔たった二つのプロセスを、皆さんが混ぜ合わせ、その結果、シラカバの樹皮において作用しているものが、

ある場所で、シラカバの葉において作用しているものと共に作用するようになれば、不思議な、葉のような、花をつ

けた草本植物が得られるでしょう。シラカバというものはまさに端的に、生き生きとした蛋白質形成のなかにあらわ

れてくるプロセスが、普通の場合よりも余計に葉のほうにもたらされることによって、そしてこの葉のなかに蛋白質

形成プロセスがいわば集中され、樹皮のなかにはカリ塩の形成のなかにあるプロセスが集中されていることによって、

成立しているのです。シラカバにはならずに葉のような状態にとどまっている他の植物においては、この両プロセス

は融合していて、根のなかで、カリ塩形成プロセスのなかにあるものが、すでに蛋白質形成プロセスに浸透されてい

ます。シラカバは、根が土から取り入れたものを外部の樹皮へと押し出し、普通他の植物が土から摂取したものに混

合しているものを、葉のなかへと送り込みます、土から摂取したものをまず樹皮へと突き離したあとでです。これに

よってシラカバは、二つの方向にしたがって、人間の生体組織にさまざまに働きかけるよう調整されています。シラ

カバはその樹皮を通じて、つまりしかるべきカリ塩を含む樹皮を通じては、とくに人間が脱塩へと導かれるべきとき、

たとえば発疹の場合に、いわば、シラカバの場合には樹皮のなかへと下に突き進むものが、人間の場合には上に突き

進んでそこで治癒的に働きかけるように調整されています。また、蛋白質を形成する力が集中している葉を取り上げ

てみれば、皆さんはシラカバから、とりわけ中心人間まで至って中心人間に影響を及ぼすもの、痛風 [Gicht] やリュ

ウマチ [Rheumatismus] の場合に良い薬であることが実証されうるものが得られるでしょう。そしてこのプロセスを

さらに高めようとすれば、シラカバ形成の鉱物的なもののなかに入って行って、シラカバの木質部から植物炭を調合

してごらんなさい、すると、ここではまさに、内部の外面に対して、つまり腸その他に対して、内的ー外的とでも申
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し上げたい作用をするもの、こうしたすべてに対して強力に作用する治癒力が得られるのです。人間に作用を及ぼす

植物の外的形姿を見て取るすべを学ばなくてはなりません。ベトゥラ・アルバを研究すると、皆さんは、実際こう言

うことができるでしょう、このシラカバというもの、私たちがこれを、人間全体を健康にするように、人間のイメー

ジのなかで変化させようとすれば、これを逆転させて、とくにその木質部と樹皮に向かう力を、皮膚つまり人間の周

辺部に同化させ、シラカバが外に送り出すものを（人間の）内部へと裏返しにすることになるだろう、シラカバとは

実際そういうものなのだ、と。私たちはシラカバの樹全体を人間のなかへとこのようにーーイメージとしてです、イ

メージがなくてはなりませんーー、つまり私たちが本来このシラカバの樹のイメージのなかで、これは人間に対して

治癒力を持っているのだということを追求できるように、裏返すわけです。

　根形成を非常に受け入れている、とでも申し上げたい植物、つまり根の力を非常に強く発達させて、根の力がその

なかにカリ塩やナトリウム塩 [Natron-salz] を沈殿させるほどになっている植物を見ると、こういういわば葉のなか

に根をひきとめておく傾向のなかに、諸々の出血、さらには諸々の結石形成 [Griessbildung]、腎臓結石形成などの

場合に治癒的に作用する傾向を見出すことができるでしょう。出血の場合、内部の出血と腎臓結石形成、およびこれ

らの間にあるすべてのものに、このようにして良く用いることのできる植物、これは、カプセルラ・ブルサ・パスト

リス [Capsella	bursa-pastoris]、ナズナ [Hirtentaeschel]（＊４）でしょう。

　さて、たとえば通常見られるトモシリソウ [Loeffelkraut]、コクレアリア・オフィシナリス [Cochlearia	

officinalis]（＊５）のような植物のなかにちょっと入り込んで考えてみてください。こういう植物も研究すると興

味深いものです。つまりこの植物の内部には、硫黄のような、硫黄的な油が含まれているのです。内部に硫黄的な油

を持っていることによって、この植物は自らのうちで硫黄を通じてその蛋白質に直接作用します。さて、硫黄は、鉱

物的なもののなかで、蛋白質に対して、その力、形成力が促進されるように働きかけるものです。本来蛋白質形成プ

ロセスというものは、その経過が不活発になると、それに付け加えられた硫黄プロセスによって速められます。これ

はつまるところ、こういうトモシリソウのような植物が自らのうちに器官的に形成したすべてなのです。特定の生息

地に生えることによって、まったく特定のしかたで自然に組み込まれていることによって、トモシリソウは、蛋白質

プロセスが極度に不活発な働きしかしないように運命づけられているのですが、すばらしい自然の本能により、内部

の硫黄的な油、このあまりに不活発な蛋白質プロセスに対抗するこの油によって、均衡がもたらされるのです。

　さて、速められた蛋白質プロセスは、そのもともとの本性によって同じように早く経過する蛋白質プロセスとは異

なります。このことを常に念頭に置いておかなくてはなりません。皆さんはもちろん数多くの植物に、トモシリソウ

の場合と同じように速く経過する蛋白質形成プロセスを見出すことができるでしょう。けれども、そういうプロセス

は、この不活発原理と速められた原理とが相互作用することによって引き起こされたものではないのです。トモシリ

ソウの成長において、このように不活発原理と速める原理が間断なく共に作用すること、このことが、トモシリソウ

をその内的な親和性を通じて、たとえば壊血病 [Skorbut] のような疾病にしかるべきやりかたできわめて有効に適用

することを可能にしているのです。なぜなら、壊血病の場合に起こっているプロセスは私が今お話ししたプロセスに

きわめてよく似ているからです。

　さて、個人的に修練して、このように外的な自然の出来事と、内的な人間に関わる出来事を共に考えることを身に

つければ、実際かなりのところまで行けると思います。これによって皆さんはこのきわめて重要な親和性に到達する

のです。これによって皆さんは、他のものによっては決して獲得できない人間理解にも到達します、本来人間という

ものは何と言っても、人間以外のもの、そしてやはり人間的なものからしか完全には理解され得ないものだからです。

両方を一緒に研究することができなくてはなりません。ここでひとつ皆さんにお願いしたいことは、私が今日、さら

にもうひとつ付け加えても無用なことと思わないでいただきたいのです、これは明日以降の考察において非常に助け

になることで、つまり人間の生体組織において脾臓 [Milz] が果たしている独特の機能についてです。

　人間の生体組織におけるこの脾臓の機能は、霊的な面に向かって非常に強い傾向性を持っています。それゆえかつ

て私はオカルト生理学の連続講演においてこう申し上げたのです、脾臓を切除しても、そのかわりにエーテル体がーー

エーテル的脾臓がーー容易に発生する、つまり脾臓は人間のなかでそのエーテル的対応像によってもっとも容易に取

り替え可能な器官である、と。けれども脾臓は人間の下腹部の他の器官ほど本来の新陳代謝に関わっておりません。

脾臓は本来の新陳代謝にはあまり関係しておりませんが、新陳代謝を調整することには非常に関わっています。そも

そも脾臓とは何なのでしょう。精神科学的な研究に対して脾臓は、粗雑な新陳代謝と、人間のなかでもっと霊化され、
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魂化されたかたちで起こっていることすべてとの間に、調和を作り出す使命を持つものとして現われてきます。つま

り脾臓は、根本的に言って、他のすべての器官ーーある器官はその度合いが高く、ある器官は低いのですがーーと同

様、高度に無意識的な器官であり、人間の栄養摂取のリズムにきわめて敏感に反応しているのです。絶えず食べてば

かりいる人々は、合間の時間をとる人々とは全く異なる脾臓活動を自らのうちに引き起こします。このことはとりわ

け、つまみ食いばかりしている子どものそわそわした脾臓活動に見ることができます。つまみ食いばかりしていると、

非常にそわそわした脾臓活動が起こってくるのです。このことはまた、栄養摂取がなされない場合、睡眠に入ってし

ばらくしてから脾臓はしばしばある種の休止状態に入るということにおいても観察できます。もちろん脾臓は脾臓な

りのしかたである種の休止状態に入るのですが。つまり脾臓というものは、まさにより霊化された人間の栄養摂取の

リズムのための知覚器官なのです。リズミカルでない栄養摂取の有害な影響を少なくとも和らげるために、人間が反

作用として展開すべきことは何か、脾臓は下意識のなかで人間に語りかけるのです。このため脾臓の働きは、人間に

おける本来の新陳代謝よりは、リズミカルな経過の方に導かれていて、リズミカルな経過に関与しています、栄養摂

取と本来の呼吸リズムとの間に起こる必要のあるリズムに関与するわけです。呼吸のリズムと、格別リズムという性

質は有していない栄養摂取との間に、もうひとつ中間のリズムが挿入されていて、これを仲介しているのが脾臓です。

呼吸リズムを通じて、人間は厳密な宇宙リズムのなかで生きることができますが、不規則な栄養摂取を通して、人間

は絶えずこの厳密な宇宙リズムを侵害しています。そして脾臓が（両者の）仲介者なのです。

　こういう事実は人間を観察することによって簡単に確認することができます。ここでお願いしたいことは、皆さん

が解剖学的ー生理学的に実際に見出すことができるものを、こういう事実に導かれつつさらに研究していただきたい

のです。最小のものにいたるまですべてが実証されていることがおわかりになるでしょう。脾臓動脈がほとんど直接

大動脈とつながっていることによって、皆さんは脾臓が人間の生体組織のなかに形成されている状態において外的に

も、私がお話ししたことが実証されていることがおわかりになるでしょうし、他方においては、門脈へと進んで肝臓

と直接関連している脾臓静脈が、生体組織全体に組み込まれていることによって、栄養摂取への仲介もなされている

のがおわかりになるでしょう。

　ここでは、なかば外的なリズムとなかば外的なリズム、非リズムとがともに組織され、互いに調整されているのです。

リズム人間と新陳代謝人間との間に挿入されているのが、脾臓の働きです。脾臓活動の正しくない作用と関連するこ

とのうち大部分は、まさにこの、脾臓によって仲介されている呼吸組織と新陳代謝組織との関係、あるいはまた血液

循環組織と新陳代謝組織との関係についての知識に基づくことによって、調整されなければならないのです。脾臓の

生理学が唯物論的科学から結局おろそかにされてしまったのは何ら不思議ではありません、唯物論的科学というもの

は、新陳代謝人間、循環人間、神経ー感覚人間という三分節化された人間については実際何も知らないのですから。

　

■原注

☆１　宇宙理解：ある遺稿においては「宇宙関係」となっている。

■訳注

＊１　ヒヨス：学名	Hyoscyamus　ベラドンナ、マンドラゴラとともにナス科に属するヨーロッパの伝統的な毒草。古代から良く知られて

いる。ルネサンス期のイタリアでは「歯痛草」として有名であり、歯痛の守護聖人にちなんで「聖アポロンの草」と呼ばれ、歯痛に用い

られた。

　この植物は強い毒性を持つアルカロイド（植物中の、窒素を含む塩基性化合物の総称。ニコチン、コカイン、カフェイン等もこれにあたる）、

ヒヨスキアミンを含み、これには強い鎮痛作用があって、現在も鎮痛剤、喘息の発作緩和、モルヒネ中毒の緩和剤などに使われている。

＊２　ヒヨスキアミン：ヒヨスに含まれるアルカロイド。＊１参照。

＊３　シラカバ：カバノキ科。ハーブ療法でも、シラカバの葉の利尿作用が指摘されている。また、シラカバの精油（樹皮と小枝から抽出）

には、関節部分の尿酸の蓄積を減少させる働きがあるので、リュウマチ、関節炎および筋肉痛一般に効果があり、また、膀胱と腎臓の結

石を溶解させる力もあるとされる。

＊４　ナズナ：ナズナ属アブラナ科。ハーブ療法でも、泌尿器系の殺菌、血液凝固作用があるとされ、いろいろな出血、膀胱炎、静脈瘤

などに用いられる。

＊５　トモシリソウ：トモシリソウ属アブラナ科。ヨーロッパ原産。西洋わさびの一種。葉の形は広心臓型でスプーン[Loeffel]に似ている。

薬草療法でも、消化不良、壊血病、口内や歯の痛みに用いられる。
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　皆さんに提出していただいた質問が、少しずつ講義のなかに登場してくるのがおわかりになると思います。ただ重

要なのは、これらの質問にラツィオにのっとって答えるための土台を築くことです。今日は、昨日急いで立ち入った

ことを引き継いでいきたいと思います。昨日注意を向けていただいたことは、脾臓の機能が人間の生体組織のなかで

いかに重要であるか、ということでした。この脾臓の機能は、本質的に、意識下の魂生活を制御するものと言わなけ

ればなりません。脾臓を従属的な器官とみなすなら、人間の本性全体を見誤ることになります。脾臓というものがま

さに非常に霊化された器官であって、脾臓の機能を支持するために他の器官も引き寄せられるため、脾臓の機能が単

なるエーテル的な脾臓によって非常に容易に肩代わりされやすい、ということによって、こういう錯誤、誤解が引き

起こされるのは言うまでもありません。けれども、まさに下意識からもっと意識のほうへ引き上げられた場合に、脾

臓の機能はもっと奇妙なものであるということを、皆さんも納得されることでしょう。ここで私たちは奇妙なことに、

まさしく脾臓をてがかりにして、近代において実際興味を引くものとなったある種の治療法を観察することになるの

です。特別なことというのはただ、私たちがここで脾臓の作用を出発点とするということです。つまり皆さんは、脾

臓のあたりを弱くマッサージすることがとりもなおさず人間の本能活動に対して均衡をとるように作用する、という

ことを確認することができるでしょう。脾臓のあたりをそっとマッサージすると、人間はある種のしかたで、より良

い本能を獲得し、つまりたとえばその人に合った食物を容易に発見することができて、生体組織のなかでその人に役

立っているものやそうでないものに対して健全な関係を持つことができるのです。とは言え、この脾臓付近のマッサー

ジはすぐに限界に突き当たります。マッサージが強くなりすぎると、たちまちこれは本能の活動をまたもや完全に弱

めてしまうことになるのです。したがって、ここでまさにゼロ点、とでも申し上げたいものを独特に保持することが

必要になってくきます。そっとマッサージする範囲をあまり広くしすぎてはいけないのです。

　さて、そもそもこのことはいったいどういうことと関係があるのでしょうか。脾臓をマッサージするとーー脾臓の

あたりを、という意味ですがーー、実際この脾臓のあたりに、ふつうはそのあたりにはないものが送り込まれます。

いわば、マッサージされている人の意識がここに投影されるのです。このように意識を転移させることと、意識をこ

のように流れさせること、これをもとに、非常に多くのことが成り立っています。人間の生体組織のこのような精妙

な作用のしかたを、私たちの無骨で粗雑な言葉で表わすのは、困難な場合もあります。奇妙なことに聞こえようとも、

人間の生体組織のなかで脾臓によって、いやそれ以上に脾臓の機能によって媒介されているあの無意識の理知、理性

のはたらきと、人間の生体組織の意識的な機能との間には、強い相互作用が存在しているのです。それでは、人間の

生体組織の意識的な機能とはそもそもいったい何なのでしょうか。生体組織において、物質的な経過が、高次の意識

経過に、とりわけ表象の経過に伴われるというかたちで起こっていることはすべて、生体組織における毒の作用なの

です。これは見過ごしてはならないことです。生体組織はまさにその表象活動を通じて、絶え間なく自らを毒してい

るわけです。この毒する状態は本来、無意識の意志状態によって絶えず宥和されています。脾臓にはこの無意識の意

志状態のための中心があるのです。マッサージして影響を与えることによって、脾臓を意識で満たすと、私たちの高

次の意識から発する強い有毒の作用に対抗する働きかけができるのです。

　けれども脾臓マッサージは必ずしもいつも外的なものである必要はなく、内的なものであることもできます。もし

かすると皆さんは、これをマッサージと呼ぶことに異論があるかもしれませんが、重要なのはただ、私たちが理解し

あうということなのです。つまり、脾臓マッサージというものは次のようなことによっても行なうことができるので

す、たとえば、毒する状態に起因する内的器官活動が強いとみられる人の場合、そのひとに、主な食事（一日の最も

正式な食事、ドイツではふつう昼食）の時にのみ食べないで、主な食事の時にはできるだけ少なく食べて、もっと何

度も食べなさい、食事の間隔がもっと短かくなるように食事を配分しなさい、と言うことによってです。このひとに

そのように言うことによって脾臓のこの異常な状態に影響を与えることができるのです。食べる活動をこのように配

分することが内的な脾臓マッサージであり、これは本質的に、脾臓のはたらきに影響を及ぼします。ただ、こうい

うプロセスに該当するものすべてにある種の難点があるように、このことにもむろん難点があるのです。と申します

のもよろしいですか、今日のように慌ただしい時代にあっては、人々は実のところいつもーー少なくとも大多数の人

はーー外的な消耗させる活動に追われていて、脾臓の機能は、人間が活動するがゆえに、まさにこの外的な消耗させ

る活動によってきわめて強く影響を及ぼされています。人間は、ある種の動物たちとは異なり、横たわって消化を外
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的活動によって妨げないようにすることで健康を維持するということをしません。動物たちが本来脾臓の働きをいた

わっているのは事実です。人間は、外的、神経症的な慌ただしい活動のなかにあるときは、脾臓の働きをいたわりま

せん。その結果、そもそも文化人においては全般に脾臓の働きが次第に大変異常なものになっていくわけです。そう

しますと、私がただいま少し述べましたような手段で、脾臓機能の負担を軽くすることが特に意味のあることとなり

ます。

　内的にせよ外的にせよ脾臓マッサージのような繊細なマッサージにいくらか注意を向けさえすれば、無意識的なも

のを媒介する器官と、意識的なものを媒介する器官との間の関係について、いわばすばらしい示唆が得られます。と

申しますのも、それによってマッサージの意味がわかり、少なくともマッサージ全般の意味を理解することが容易に

なるからです。マッサージはある種の意味を持っており、とくに作用を及ぼすのは人間におけるリズミカルな活動の

調節であるとは言え、状況によっては強力な治癒作用も有しています。マッサージは主として人間におけるリズミカ

ルな活動の調節に作用します。しかし、マッサージの成果を上げようとするなら、人間の生体組織をよく知らなけれ

ばなりません。たとえば次のようなことをよく考えてごらんになれば、導きを得られるでしょう。人間の生体組織に

とってーー動物ではなく人間の生体組織ですーー腕と脚とはたいへん異なっている、ということをちょっと考えてみ

てください。人間の腕は、重力のなかに組み込まれることを免れ、自由に動いていますが、この人間の腕というもの、

この腕のアストラル体は、人間の脚よりもずっと物質体との結びつきが弱いのです。人間の脚においては、アストラ

ル体は非常に密接に結びついています。腕においては、アストラル体は皮膚を通じて外から内へと作用するほうが多

いのです。アストラル体は腕と脚とを包み込み、外から内へと作用します、アストラル体はある意味で包み込む作用

をしているのです。脚と足においては、アストラル体を貫いて意志が、内から外へときわめて強く遠心的に、きわめ

て強く放射しつつ作用しています。これによって、腕と脚との違いは少なからぬものとなります。その帰結として、

ある人の脚と脚をマッサージするとき、その人の腕と手をマッサージするのとは根本的に言ってまったく違う活動を

行なっている、という事になるのです。ある人の腕をマッサージすると、そのマッサージはアストラル的なものを外

から内へと引き入れます。腕はそれによって、通常よりもむしろ意志の道具となり、腸と血管との間で起こっている

内的な新陳代謝を調節するよう作用が引き起こされるのです。すなわち、腕と手をマッサージすると、血液形成に対

してより多くの作用が引き起こされます。足と脚をマッサージすると、そこでは物質的なものが表象に応じたものに

変化する度合いが増し、排泄ー分泌プロセスと関連している新陳代謝全体、つまり排泄ー分泌プロセスであるものに

関連している新陳代謝を調節する作用が起こされるのです。ある場合には腕から発して内部の構築的な新陳代謝領域

の方へとつながり、別の場合には解体する領域への作用へとつながっていく、マッサージの作用のこのような継続の

なかに、人間の生体組織というものがそもそもいかに複雑なものであるかを見て取ることができるのです。こうして、

皆さんが事態をラツィオにのっとって探究してごらんになれば、事実、体のどんな箇所もその他の箇所とある種の関

わりを持っていて、マッサージというのはまさに、生体組織とのこの内的な相互作用をしかるべきやりかたで見通す

ことに基づいているのだということがおわかりになるでしょう。下腹部をマッサージすることは常に、呼吸活動にも

良い成果をもたらすことができます。他ならぬ下腹部のマッサージが呼吸活動にとってとりわけ良い影響を及ぼす、

ということは特に興味深いことです。しかも、心臓の下あたりを直接マッサージする場合、上から下へと離れていく

ほど呼吸への影響は強くなり、さらに下へ進むと、今度は咽喉の器官への影響が強まります。つまりちょうど逆になっ

ていて、胴体のマッサージにおいては、下へと進むほど、上に向かって位置している器官が影響を受けるのです。こ

れに対して、たとえば腕のマッサージは常に、胴体の上部を同時にマッサージすることによって強められます。これは、

まさに人間の生体組織のいわば個々の部分の連関を具象的に示している事柄です。実際、下部人間と上部人間の相互

作用、生体組織のまったく離れた位置にあるけれども密接に関係している各部分全般の相互作用、こういう相互作用

が、たとえば偏頭痛のような場合にとりわけ顕著に現われてくることがわかります。

　偏頭痛というのは実際のところ、本来は生体組織の他の位置にあるべき消化活動が、頭のなかに移動されたものに

他なりません。したがって、たとえば月経のような、その他の生体組織を非常に強く用いるすべてのものによって、

偏頭痛も相応に影響を受けるのです。このように頭部に組み込まれていない消化活動が起こることによって、頭部の

神経に、通常の生活では免除されている負担がかけられる、ということについて言われなければなりません。頭部に

おいてはまったく規則的な消化活動、つまり摂取活動だけが起こっている、というまさにそのことによって、頭部神

経は負担を免れ、知覚神経に作り替えられるのです。今特徴をお話ししたような無秩序な活動が頭部で起こると、こ
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の特徴は頭部神経から取り去られます。皆さんは内的に感じやすく敏感になり、内部組織が感受すべきではないもの

をこのように感じ取ることが原因となって、偏頭痛の場合の痛みも、こういう状態全般も、起こってくるのです。周

囲、つまり外界を知覚する代わりに、突然自分の頭の内部を知覚するよう強いられた人がどんなふうに感じるか、まっ

たく想像に難くないでしょう。さてしかし、この状態を正しく見通すひとは、偏頭痛の場合やはり最良の薬としては、

安静にしてよく眠ることだけだと指摘できるでしょう。と申しますのも、普通用いられているもの、あるいは用いる

ことを強いられることもあるものはすべて、本来有害な作用を及ぼすものだからです。通常の、しばしば用いられる

逆症療法の薬を使用なさると、皆さんはつまり、この敏感になっている神経器官を麻痺させてしまう、すなわちその

活動を低下させてしまう、ということになります。そうですね、劇の公演に出演しなくてはならないというときに、

偏頭痛にとりつかれ、出演できないよりは、自分をいくらか害する方がまし、という、まさにこういう場合、私が申

し上げること、つまり本来麻痺させてはならないものを麻痺させる、ということがとりわけよく観察できます。こう

いう事柄において示されているのは、人間の生体組織がいかに精妙きわまりないものであるか、単に社会的に人生に

参加することによっても、いかにしばしば生体組織の素質にそむかざるを得ないか、ということであるのは言うまで

もありません。

　これはまったく当然のことであり、決して無視されてはならないことです。ですから、人間の社会的立場を通じて

も引き起こされる害を受け入れて、場合によってはさらに起こってくるであろうその後遺症を完治させるほかない、

ということもあるのです。

　結局この人間の生体機構がいかに精妙なものであるかということ、このことはさらに、事態に即したやりかたで色

彩ー光療法へと立ち入っていく場合にも示されます。この色彩ー光療法というものは、少なくとも過去において考慮

されていたよりも、将来もっと考慮されてしかるべきものです。さらに、上部人間に強く訴えかける本来の色の作用と、

客観的なもののなかに吸収されて人間全体に訴えかける光の作用との違いにも入っていくことがとりわけ不可欠で

す。単に人を部屋に連れていって、客観的な色と光でそのひとを照らすか、あるいはそのひとの一部を、色か光の客

観的な作用にさらすかすると、ある器官作用が直接引き起こされます。これはまったくもって、外部から人間に作用

するものです。けれども、普通は意識によってのみ用いられているものを、つまり色彩の印象、色がそこにあるとい

う事実を、なんらかのしかたで用いるような導入がなされると、つまり、私がそのひとを色のついた光で照らす代わ

りに、そのひとをある種の色で内張りされた部屋に連れていくと、これはまた別の作用であり、この作用は、ともあ

れ意識の器官に向かって位置しているすべての器官を通っていくものです。この主観的な色彩療法の場合は、すべて

の状況において自我に働きかけがなされています、他方、客観的な色彩療法の場合は、物質的な組織に働きかけがな

され、まずこの物質的組織を通って迂回してから自我に作用が及ぼされるのです。ですから、盲目のひとたちを特定

の色で内張りされた部屋に連れていってもむだだ、彼らはどんな印象も持つことはできないから、結局どんな作用も

現われないはずだ、などとおっしゃらないでください。そうではないのです。ここでは、知覚しうるものの表面下に

ある知覚しうるものの作用、とでも申し上げたいものが非常に顕著に現われてくるのです。盲目のひとを、赤か青で

内張りをした部屋に連れていったとしても、そのひとにとっては、違いがあるのです。つまりこれは本質的な差異な

ので、私が盲目のひとを青い壁の部屋に連れていくと、そのひとの生体機構全体、その機能しているものが、頭部か

ら他の生体組織へと引っこむようにそのひとに働きかけることになる、と言うことができるのです。彼を赤く内張り

した部屋に連れていくと、その機能は、他の生体組織から頭部へと向かいます。このことから、このように環境を客

観的に彩色する場合に本質的なことは、私がある色をほかの色に交替させるときに引き起こされるリズムのなかにあ

るのだということがおわかりになるでしょう。あるひとを青い部屋に連れていくか、赤い部屋に連れていくか、とい

うことはあまり本質的ではなく、あるひとを赤のなかに置いたあとで青のなかに連れていくか、青のなかに置いてか

ら赤のなかに連れていくか、ということの方が本質的なことなのです。このことは本質的な意味を持っています。あ

るひとが一般的に言って、頭部機能を強く刺激することを通じて他の組織を改善する必要があると見られる場合、私

はそのひとを青い部屋から赤い部屋に連れていきます。他の生体組織を通じて頭部機能を改善させようと思えば、そ

のひとを赤い部屋から青い部屋に連れていくのです。これらは、私はそう信じているのですが、そう遠くない将来に

おける非常に重要な事柄であり、その場合には光療法ではなく色彩療法が大きな役割を果たすでしょう。

　意識と無意識との交替が、将来の治療において役割を果たすようにさせられる、ということが重要なのです。と申

しますのは、これによって、そうですね、入浴を通じて人間に作用する物質の独特の作用のしかたについて、健全な
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判断を獲得するすべも学べるでしょうから。私が人間に外からもたらすものが、そのひとに冷たい印象を起こさせる

ように作用するのか、暖かい印象を起こさせるようにもたらすのか、両者には大きな違いがあります。冷たい印象と

いうのは本来、湿布や入浴において何かがひんやりと作用する場合は、これは本質的にその物質（そのものの）の作

用 [Substanzwirkung] であり、治療がそこにあるとすればまさに治癒的に作用するものである、というように把握さ

れなければならないでしょう。この場合これは当の薬の物質作用なのです。けれども、私にもたらされるものが冷た

い作用ではなく、たとえば温湿布のように、暖かい作用をする場合、これはまったく物質ではなく、つまりいかなる

物質を用いようと大差なく、考慮に値する温熱作用なのであり、結局この温熱作用にとっては、どういう面から考慮

されようと同じなのです。ですから、冷湿布の場合は、湿布に用いる液体、水をあれこれの物質にどのように浸透さ

せることができるかということに、常に注意が払われます。これらの物質を有効に作用させることができるのは、こ

れらを冷水のなかで有効にさせることができるとき、つまりこれらが低めの温度で溶解しているときでしょう。これ

に対して、その物質そのものの作用をおそらくほとんど直接引き起こすことができないのはーー非常に強い香りを持

つエーテル的な物質、こういう物質の場合事情は異なり、高温においてもその物質そのものの作用が存在しているの

ですが、こういう物質を扱わないとすればーー固体として溶解しやすい物質の場合です。温湿布の場合あるいは温浴

の場合、治癒作用は引き起こせないでしょう。それに対して、硫黄そのもののような、硫黄的、燐的な物質は、これ

らを温浴に加えれば、逆にそういう場合こそしかるべき治癒作用を展開することができるでしょう。

　つまり重要なのは、私がいま提示しましたような諸関係を見る方法を繊細なものにするということです。ここで申

し上げたいのは、いわば一種の原現象（ウアフェノメーン [Urphaenomen]）を設定すれば、皆さんには非常役立つだ

ろうということです。一種の原現象を設定するというこの方法は、医学的なもの等の養成が秘儀から発することがもっ

と多かった時代においては、大きな役割を果たしていました。当時ものごとは理論的に表現されるのではなく、いわ

ば原現象を通じて表現されていたのです。ですから、たとえば「蜂蜜かワインをお前の内にもたらせば、宇宙からお

前に作用を及ぼす力を内から強めるだろう」と言われたのですーー「そうすればお前は本来の自我の力 [Ich-Kraefte]

を強めるだろう」とも言えるでしょう、これは同じことでしょうからーー。これはいわば、ものごとを非常に見通し

よくするものです。「お前の体に油性のものを塗れば、お前のうちの、本来の地の力 [Erdenkraefte] の有害な作用を

弱めることができるだろう」、地の力とはつまり、生体組織において自我の作用に対抗する力です。「内からの甘い

（甘いものによる）強化と外からの油性（油性のものによる）の弱化の間に正しい度合いを見出せば、ひとは老いる」、

古代人たち、古代の医師たちはこう言ったのです。「お前が油を擦り込むことで、油の作用により有害な地の作用を

お前から取り去るなら、またお前がそうできる状態にあり、お前の生体機構がそれをするには弱すぎるというのでな

い場合に、ワインと蜂蜜によってお前の自我の力を強めるなら、お前はまさにお前を老齢に導く力を強めるだろう」。

これらは、当時原現象的に言い表わされるものであった事柄です。本来は、教義を通じてではなく、事実を通じて道

を示そうとしていたのです。これらは、私たちもまたもどっていかなければならないことです。なぜなら、このよう

にして原現象に回帰することができると、外界のこのように多様な物質のもとでも見当がつくからです、何か具体的

なものを登場させようとするとすぐさまひとを見殺しにするいわゆる抽象的な自然法則なるものに回帰するよりは、

ずっと容易に見当がつくのです。

　さて、とてもたやすく言い表わしうる原現象もあります。そのような非常に単純な原現象を皆さんにご紹介したい

と思います。まず、「両足を水に入れるがよい、するとお前は血液調製を促進する力を下腹部に呼び起こすだろう」

というものがあります。ここで皆さんは非常に指針となる原現象を獲得するわけです。「頭を洗うがよい、そうすれ

ばお前は排泄を調整する力を下腹部に呼び起こすだろう」。これらは実際、非常に教えられるところの多い原現象です、

自らのうちに法則性、真実を有しているからです。私がこのようなことを申しますとき、人間がその内部にいるのです。

と申しますのも、私が人間のことを考えなければ、こういう事柄はむろん何の意味も持たないからです。こういう事

柄すべてにおいて人間のことを考えるということには非常に大きな意味があります。

　さてこれはまた、人間の生体組織における諸力の空間的な相互作用を示すものでもあります。しかし、時間的な相

互作用というものも存在していて、この時間的な相互作用は、たとえば、子どもの頃か、青少年期の初めにまちがっ

た扱いを受けた結果、まさに青少年期や子ども時代に育成されるべきものが一生を通じて育成されず、本来は年配に

なってから育成されるべきものがすでに育成されているようなひとを観察する場合にしばしば現われてきます。人間

というものは実際、幼少期においてすでに、まさに自分の生体組織を形成していくある種の力を発達させているもの
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なのです。しかし、青少年期に生体組織において形成されるものすべてが、青少年期のうちに正しく適用されるわけ

ではありません。私たちが青少年期に生体組織を形成するのは、年配になってからようやく活動を始めるものをとっ

ておくためでもあるのです。つまり、子どものころすでに、ある種の器官とでも申し上げたいものが構成されますが、

これは子ども時代に使用されるべきものではりません、年をとってからはもうこの器官を作り出すことができないの

で、年をとってからの使用のためにこの器官が備蓄されているのです。たとえば次のようなことがまったく顧慮され

ない場合、つまり、歯が生え変わるまで人間は模倣を通じて教育しなければならず、さらに歯が生え変わってからは、

権威というものが大きな役割を果たすように教育し、育成しなければならないということ、こういうことが考慮され

ないなら、年を経てからの使用のためにとっておかれるべき器官が早い時期に用いられてしまう可能性があるわけで

す。今日の唯物論的な思考法は当然こう非難するでしょう、模倣を用いるか権威を用いるかがそんなに大きな意味を

持つわけはない、と。しかしながらこれはものすごく意味のあることなのです、なぜなら、この作用は生体組織のな

かで持続していくからです。子どもはその魂生活全体をもって模倣のなかにいなければならない、ということを考慮

しておかなくてはなりません。たとえば以下のようなことは非常に大きな意味を持っています。考えてみてください、

教育するひとと同じ食物への共感を模倣するように子どもを育てることによって、食物に対するある種の共感を子ど

もに植え付けるとします。そうすると皆さんは、この模倣原理をこの食物への食欲を根づかせることに結びつけるこ

とになり、ここに生体組織における模倣衝動の継続が見られるわけです。のちの権威（に基づく）生活の場合も同様

です。要するに、本来は年をとるまでとっておかれるべき器官ーーこれらはもちろん精妙な生体機構なのですがーー

が、子ども時代に用いられてしまうと、恐ろしいデメンティア・プラエコクス（精神分裂病 [Dementia	praecox]）が

起こります。デメンティア・プラエコクスのそもそもの原因はこれなのです。ですから、こう言うことができるのです、

適切な教育はそれだけでもう良い薬である、と。したがって将来ーー私たちは現在、ヴァルドルフ学校によって努力

してはおりますが、もっと初期の教育まではまだ広げることができず、六歳か七歳になってからようやく可能という

段階ですーー、私が「精神科学の観点からの子どもの教育」（☆１）（＊１）という小冊子で提示しましたような意味で、

教育全体が、精神科学から得られる認識に貢献するようになれば、デメンティア・プラエコクスも消滅してしまうで

しょう。なぜなら、教育をそのように形成すれば、人間が年をとってからの器官を早くに用いてしまうということ自

体が阻止されるからです。これはまさにきちんとした教育ということに関連して言われなければならないことなので

す。

　さて人生においては逆もまた存在します。逆のことというのは、本来青少年期にのみ器官の作用において展開され

ていなければならないはずのものを、私たちが（後まで）残しておくということです。主として子ども時代と青少年

期のために存在している器官を要求するということは、全生涯を通じて起こっていることですが、それはまさに弱め

られた状態で起こってこなければなりません、さもないと有害な結果をもたらすからです。たとえば、きわめて多種

多様な原因から、精神分析のようなものが今日人間の思考全体に入り込んで混乱させる可能性のある分野はここにあ

るのです。大きな誤りというのは本来もっとも有害なのではありません、大きな誤りはすぐ反駁されるからです。む

しろもっとも有害なのは、いくばくかの真実が混じっている事柄です、なぜなら、そういう事柄は極端まで押し進め

られ、誤用されるからです。

　精神分析の軌道上を走る世界観が到来するためにいったい何が起こっているのでしょうか。やむをえないとはいえ、

人間を外的な環境にまったく適合させない今日のさまざまに不自然な生活様式によって、子ども時代に人間に印象を

与えるものの多くが消化されない、ということが起こっているのです。しかるべきやりかたで生体組織に編入されな

いものが魂生活に組み込まれたままになってしまうのです。と申しますのも、魂生活において作用しているものはす

べて、まだ軽い作用であるとしても、持続していくものであり、あるいは少なくとも生体組織に対する作用にまでは

持続していくべきものだからです。ところが、現代の子どもたちにあっては、魂の印象に留まり続けるほど異常な印

象が数多く存在しているわけです。これらの印象が、すぐに器官的印象へと転化することは不可能です。そうすると、

これらは魂の印象として作用し続け、人間の発達全体に関与する代わりに、分離した魂衝動であり続けるのです。こ

れらの印象が器官の発達全体に関与したとすれば、つまり分離した魂衝動のままでいなかったとしたら、これらの印

象はのちの人生において、本来高齢のためにのみ存在していてもはや青少年期の印象を役立てるために存在している

のではない器官を用いるようなことはないでしょう。こうして人間全体において不都合が生じているのです。魂的な

分離が、もはやそのためにはふさわしくない器官に作用を及ぼさざるをえないということになります。ここで生じて
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いるのは、実際のところ精神分析的方法を正しく適用すれば確認できる現象です。人間というものを教理問答的に診

断すれば、その人の魂生活のなかに、消化されておらず、これを消化するためにはもう老いてしまった器官のなかで

破壊的な作用をするようなある種の事柄を見つけだすことができます。しかし重要なことは、この道を通ってはけっ

して治療には到達できず、単に診断にいたるだけだということです。この場合精神分析を単に診断としてのみ用いる

という立場を維持するなら、ある種正当なことを行なっていると言えるでしょう、折り目正しく実行され、私に寄せ

られたありとあらゆる手紙によって裏づけられるようなことが起こらないなら、すなわち、精神分析家たちは、教理

問答的診断においてあらゆる可能なことを患者から力ずくで引き出そうとして、そういう患者の発言を、実際スパイ

のように監視人さえ使って、あらゆる可能な状況を通じて、監視人によって獲得しようとしている、というようなこ

とが起こらないなら、ということです。こういうことは実際しばしば起こっているので、こういう事柄すべてにひど

い不正が隠れているのは当然と言えるほどです。けれどもこの点を度外視すればーー実際のところ、こういう事柄に

おいては、こういうことにたずさわるひとたちの道徳的な状態が非常に重要なのですーー、こう言うことができます、

診断上では、精神分析にもいくらか真実が含まれている、しかし、精神分析家がとろうとする道において、治療上で

も作用を及ぼすことは決して不可能である、と。これもまた時代の現象と関わりのあることです。

　唯物論の悲劇は、唯物論が物質 [Materie] の認識からそれていること、物質の認識を妨げることです。つまり唯物

論は、霊的なものの本来の認識にとってというよりも、物質的なもののなかにある霊的なものの認識にとって有害な

のです。霊的な作用はいたるところで物質的なものと結びついている、だからほかならぬ物質的なもののなかに霊的

な作用を探究できるのだ、という直観が阻まれることによって、人生に対する健全な直観のためには阻まれてはなら

ないことが数多く阻まれてしまうのです。私が唯物論者だとしても、私たちが今回の考察において議論してきたよう

な特性をすべて物質に帰するなどどいうことはできません。物質にそなわっているあれこれの特性をその物質に帰す

るというのはすべてばかげたことにみえるでしょう。つまり、まさにこういう物質的なものの認識からそれていると

いうことです。もはや、燐的な現象や塩のような現象については語られません、こういうことはすべて、ナンセンス

だと見られているからです。まさに、物質的なもののなかの霊的なものの認識ということからそれているのです、そ

してそれによってさらに、形成作用をきちんと研究する可能性からも隔たっていき、とりわけ、本来人間の器官はい

ずれも、二重の課題、ひとつは意識へと方向づけることと関連し、もうひとつはその反対の方向、単なる器官的プロ

セスへと向かう二重の課題を有している、ということを洞察することから離れていきます。

　こういう見解はとりわけ、私たちがこれからさらに議論していきます分野、つまり歯というものを判断する分野に

おいて失われてしまいました。歯というものはまさに多かれ少なかれ唯物論的に、単なる咀嚼器官 [Kauwerkzeuge]

と見られています。しかし歯は単にそういうものではないのです。歯が二重の性質をもっているということは、歯を

化学的に調べるだけでも、歯が骨組織と関わりのあるものとして現われている、ということから明白となります。け

れども発達史的には、歯は本来皮膚組織から発しているのです。まさに歯は二重の性質を持っているのですが、ただ

第二の性質はきわめて深く潜伏しているのです。一度動物の歯列を人間の歯列と比較してみてごらんなさい、そうす

れば、私がここで最初の時間にお話ししたことが、動物の歯列においても強く現われていることがおわかりになるで

しょう、私がサルの頭蓋骨全体によって示そうとした、あの下へと負荷がかかっているということです。人間の歯列

においては、歯列そのもののなかにある種のしかたで、垂直線の作用、とでも申し上げたいものが見られます。これ

は、歯というものは事実単に咀嚼器官ではなく、本質的な吸収器官であり、歯は第一に外へ向かって機械的に作用す

るけれど、第二には歯のなかには、内に向かう精妙な霊化された吸収作用がある、ということと関連しています。そ

こでこう問わなければなりません、いったい歯は何を吸収するのか、と。歯はつまり、根本的にそうできる限り、フッ

素 [Fluor] を吸収しているのです。歯はフッ素を吸収しています、歯とはフッ素吸収器官 [Fluorsaugapparate] なの

です。つまり人間は非常に微量のフッ素を生体組織内に必要としていて、フッ素がないとーーさて、皆さんにショッ

クを与えるかもしれないことを申しあげなくてはなりませんーー、人間は利口になりすぎるのです。人間はあまりに

利口になってしまうのです。人間はほとんど自らを破壊しかねないほど利口になってしまいます。つまり人間は、私

たちが人間であるためにとりもなおさず必要な適度な愚かさ、この愚かさに作用するこのフッ素作用によって和らげ

られるのです。人間はあまりに利口になることへの絶えざる対抗手段として、微量のフッ素を必要としているのです。

ですから早くに歯が悪くなること、これはフッ素作用が損なわれることですが、これはフッ素を吸収する歯の作用が

過度に用いられていることを暗示していて、人間が何かを通じてーーこういう事柄についてはもう少しお話ししてい
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きましょう、そのための時間は十分ではありませんがーー愚かさに対抗して自らを助けるきっかけが与えられている

ことを示しているのです。つまり人間は、このフッ素作用がそのひとをあまりに愚かにしてしまわないように、いわ

ば自分の歯を壊すのです。このきわめて微妙な関連について考えてみてください、ひとはあまりに愚かになってしま

わないために、損なわれた歯を獲得するのです。このことから、一方において人間に利益をもたらすものと、人間に

害をもたらしうるものへと揺れるものとの間の密接な関係を見て取ることができるでしょう。私たちは、あまりに利

口になりすぎないために、ある状況においてはフッ素作用を必要としています。しかしフッ素作用を強くしすぎるこ

とによって自らに害を及ぼす可能性があるときは、私たちは器官の活動を通じて歯を破壊するのです。

　これらはぜひ皆さんによく考えていただきたい事柄です、なぜならこれらは、人間の生体組織におけるきわめて意

味深い事柄に関連のあることだからです。

■原註

☆１「精神科学の観点からの子どもの教育」（1907）は「ルツィフェルーグノーシス、論文集 1903 ～ 1908」（GA34)	に収められているが、

個別小冊子としても何度も出版されている。最新版は 1985 年。　

■訳註

＊１「精神科学の観点からの子どもの教育」は、1906 年の年末から 1907 年初頭にかけて、ドイツの諸都市で行なった講演内容をもとに、

シュタイナーが論文形式に改めたもので、まず雑誌「ルツィフェル・グノーシス」に発表された後、単行本としても何度か出版されている。

邦訳は「霊学の観点からの子どもの教育」（高橋巌訳　イザラ書房）。
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第 17 講	１９２０年　　４月６日　　ドルナハ

　さて、この前の時間に取りあげた素材に基づきまして、この素材を扱える範囲内で、全体にまずは正しく光を投げ

かけてこれを実り多いものにするいくつかのことを要約しなければならないでしょう。ですから、全てがとっかかり

だけになるにしても、私たちがさらに二日とることができればいいのですが。昨日お話ししましたことに続いて、今

日は、他ならぬ歯の発達と退化に関していくつか述べたいと思いますが、これは健康なひとと病気のひと双方にいく

らか光を投げかけるのに適していると思われます。昨日議論されたようなことは、あまりに唯物論的な意味に解釈さ

れると具合が悪いのです、と申しますのも、この場合本当に重要なことは、外的に起こっていること、そうですね、

つまり歯が損なわれるということのなかに見られるのは、ある種の内的なプロセス、本来外的な知覚には隠されてい

て、外から発生するものはその結果であるようなプロセスの、外的な徴候に他ならない、ということだからです。

　皆さんが歯の形成プロセス全体を理解されるのは、根本的に一見この歯の形成プロセスから遠く隔たっているよう

に見える人体組織の別の経過も視野に入れて見ていく場合でしょう。たとえば、じゅうぶんよく知られてはいるけれ

ども、それを歯の形成プロセスと結びつけて正しく考えることが理解されてはじめてその正しい評価がくだされるよ

うな現象、そういう現象と歯の形成プロセスを結びつけて見ていく場合です。起こってくる現象というのは、少女が

まったく健康な歯を持っていても、最初の分娩を経たあと歯がだめになる、という現象です。これは、歯痛、歯が損

なわれることと、生体組織の構成全体との関連を、非常に徹底的に解明するものです。さらに、歯において起こって

いることと、人間の痔疾［Haemorrhoidalleiden] への傾向とのきわめて興味深い関係についても、考慮しなければな

りません。これらはすべて関連していて、この関連は、人間において鉱物化の最たるものがどのように作用するかーー

なぜなら歯の形成は鉱物化の最たるものだからですーー、他方それが人体の組織化全体といかに密接に関わり、いわ

ばその依存関係、人間のもう一方の端との関わりのなかにいかに現われているかを証明するものなのです。

　歯の形成プロセスの評価ということに関しては、実際次のような否定できないことに非常に影響を受けます、つま

り、歯の形成プロセスは、外側の、歯肉の外にある、歯のかぶさった部分までいたる、このプロセスの終結部において、

まずもって人間の生体機構が鉱物的なものとして実際に外界に委ねられるのであり、そこにおいては歯の被膜、エナ

メル（ほうろう）質のなかにあるものはほぼ完全なしかたで閉じられたものであって、そこではもはや、栄養摂取プ

ロセスは起こらないということ、さらにいわばそこにあるのは、まったくもって非器官的な性質となったものである

ということ、以上のようなことに影響を受けるのです。さて、すでに昨日暗示したと思いますが、このいわば上昇す

るプロセスよりは、歯形成において全生涯にわたって絶えず起こっている解体プロセスのほうが重要なのです。しか

も、歯のもっとも外的な部分が発達する、人間の生体機構のこの末端部においては、構築するものにおける内的な組

織化はまだほとんど行なわれないということを一方で認めなければならないとしても、やはり忘れてはならないこと

は、この内的な組織化が、解体つまり破壊プロセスと関連しているということ、次の問いは実際のところ、他の問い

よりずっと重要であるということです、つまり、人間におけるこのプロセス解体の傾向をいかに遅らせるか、という

問いです。ーーと申しますのも、この解体というものがまったくもって単に外的な攻撃によってのみ引き起こされる

と考えるなら、それは完全な錯誤だからです。これは考慮されるべきことです。

　さらに重要なのは、昨日歯の形成に関連してフッ素の機能について私が申しましたことが、本質的に見て、幼児期

に関連しているのは当然だということです、幼児期においては歯の形成プロセスはまず準備されたもののなかで内か

ら外に進みます、なぜなら歯の形成プロセスは、第二の歯（永久歯）が生えてくる前に、生体組織の奥深い内部、全

生体組織において準備されるからです。このフッ素形成プロセス、これは、いわば歯の表面の物質のなかに、そのな

かでフッ素が一種の安定した平衡状態にいたり、フッ素がその物質と結びついてある意味で静止するような、そうい

う何かが存在するということにおいて、その頂点に達します。けれども、歯が退化すること、歯が破壊プロセスに向

かうことによって、この静止状態は揺さぶられます。ここには歯から発して、フッ素を通じて引き起こされた形成プ

ロセスに関わる精妙なプロセスが存在しています、これは生体組織全体を満たしつつ人間の全生涯のために維持され

続けるプロセスです。

　さて、私が今申しましたことはまさに、この場合考慮されることを防止する措置を生み出すことになります。たと

えば以下のようなことを言うことができるかもしれません。つまり、私たちのヴァルドルフ学校で教育に取り入れら

れていることのかなりの部分は、子どもの健全な発達に作用する他のものに加えて、このヴァルドルフ学校にやって
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くる子どもたちの歯が早期に損なわれるのを阻止することも計算に入れている、と言えるでしょう。なぜなら、まさ

にこの末端部の条件に関しては、幼児期の正しい教育ということに左右されることがきわめて多いからです。残念な

がら、実際は、ヴァルドルフ学校を通じて作用を与えることできるようになる時期は、歯の形成のために行なわなけ

ればならない本来の予防的措置のためにはすでに少々遅すぎる、というのが目下の現状です、これはもう少し早く始

められなければならないことなのです。とは言え、歯というものはいっぺんに生えてくるものではなく、徐々に生え

てくるもので、内的なプロセスはその後長く作用を続けますので、子どもたちを６歳か７歳になってからお預かりし

ても、まだ若干の措置は可能ですが、それでは全然じゅうぶんとは言えません。と申しますのも、私が申しましたこ

とは、ある種のしかたで実行することができるからです。つまり、最初の歯が生えるときに、歯の形成プロセス全体

がどのような性質のものかを、注意深く調べてみなければなりません。さて、こういう歯の形成プロセスはすでに準

備されているものだから、歯冠はいわば押し出されるのみでもう完成されているのだから、それは困難だ、という反

論は当然のことながらごもっともです。それは正しいのです、けれども、歯の形成プロセスがどのようなものである

かに気づくのは、単に歯そのものだけが手がかりになるのではありません。そうではなく重要なことは、ある子ども

が４歳、５歳、６歳になって、腕及び手、足及び脚が不器用である場合、つまり腕と脚、とくに手と足を巧みに扱う

ことが容易でない場合、その子の歯の形成プロセスが順序正しく組み入れられていない傾向にあるということです。

腕及び手、脚及び足の動作にはまさに、歯の形成プロセスにおいて前面に現われてくるのとまったく同じタイプが示

されているわけです。したがって、子どもたちが巧みに走るように、走るときに両脚を器用に動かさねばならないよ

うなしかたで走るように、できるだけ早く指導すること、つまりタゲリのような足取り（im	 Kiebitzschritt）で走

らせるなど、一方の足をいつももう一方の足に付けるように走るように指導すること、これは、子どもたちが走ったり、

同様な巧みな駆け足を身に付けたりすることで、歯の形成プロセスを高度に調整するように作用するのです。

　ヴァルドルフ学校の手芸の授業にいらっしゃれば、男の子も女の子と同じように棒針編みをしたり、鉤針編みをし

たりしていて、どんなことも男の子も女の子も同じようにしているのをごらんになるでしょう。年長の男の子でも、

夢中になって棒針編みをしています。これらはすべて、何も奇をてらっているからではなく、指を器用に、柔軟にし

ようとするため、魂を指のなかにまで送り込もうとするために行なっていることなのです。魂を指のなかに送り込む

と、これは特に歯の形成プロセスと関わるものを促進することにもなるのです。子どもが怠惰なとき、じっと座らせ

たままにしておくのか、駆け回るように導くのか、また、子どもの手を不器用にさせるのか、手先が器用になるよう

助けるのか、ということはどちらでも同じというわけではありません。どうでもよいことではないというのは、その

時に怠ったことがすべて、後になって、むろん人によって程度の差はあるにせよ、早期に歯が損なわれるということ

になって出現するからです。これは個人差はありますが、出現するということは確かです。ですから、こう言うこと

ができるのです、人間のこういう訓練を早期に始めれば始めるほど、こういった側面から歯の破壊プロセスを遅らせ

る影響を与えることができる、と。歯のプロセスに関連するすべてのことに介入することは非常に困難なので、一見

かけ離れたものを考慮する必要性に目を向けなければならないのです。

　さてここで、こういう問いが出てきます、フッ素は何を通じて生体組織のなかに摂取されるのか、外部からエナメ

ル質を通じてなのか、歯髄を通じてなのか、それとも血管その他を通じてなのか、という問いです。

　さて、よろしいですか、フッ素そのものは人間を形成するプロセスであり、これがどのような道筋を通って摂取さ

れるのかということについてあまりに思い煩うのはまったく重要ではありません。ふつうはまったく通常の栄養摂取

プロセスを通じて導くプロセスを考慮するだけでよいのです、このプロセスにおいて、フッ素結合を含む物質が摂

取されます。まったく通常の栄養摂取プロセス、フッ素という物質をこれが蓄積されるべき場所に周辺的に運んでい

く、この通常の栄養摂取プロセスを追求しさえすればよいのです。大切なことは、フッ素自体は私たちが考えている

よりもずっと広く分布しているということです。フッ素のうちの多くはーーもちろん、比較的多く、ということです、

なぜなら人間はほんのわずかしか用いないからですーーさまざまな植物のなかに存在しています。特に植物のなかに

フッ素形成プロセスが存在するというのは、このフッ素に関しては、これが化学的に検出できなくても、やはり植物

のなかにはフッ素形成プロセスーーこれについてはすぐにもう少し詳しくお話ししていきますーーが存在している、

ということなのです。と申しますのも、フッ素は水中にさえ、私たちが飲む水のなかにさえ常に存在しているので、フッ

素を手に入れるのに困ることは全くないからです。重要なことはただ、生体組織というものは、まさにフッ素の摂取

ということのなかに置かれているきわめて複雑なプロセスを克服するように組織されている、ということです。です
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から皆さんが通常の術語で語ろうとすれば、こう言わなくてはならないのです、フッ素は本来、血管を通じてその場

所に輸送される、と。

　さらに、割れた歯のエナメル質はなおも養分を供給されるのかどうか、という問いが出てきます。養分の供給はな

されません。これはすでに、私がここでお話ししたことからわかることです。けれども、また別のこともあります、

この別のことにも注目しなければなりません。つまり、精神科学的に探求すると、歯が形成される部位、歯形成の周

囲においては、人間のエーテル体が非常に活発に働いていて、このエーテル体の活動は自由で、いわば物質的機構と

の結びつきはゆるくなっている、と言えるでしょう。ここで見られる活動は、とくにその部分で観察されるもので、

顎の周りにいわば常に動き続ける機構を形成しています。このように自由な機構は人間の下腹部にはまったく存在し

ません。そこ（下腹部）ではこの機構は、きわめて狭い意味で、物質的、器官的活動と結合していて、私が前に述べ

ました現象というのはこれに関連するのです。これに関連するというのはつまり、エーテル体の活動が、妊娠の際の

ように、物質的組織からゆるめられると、これは即座に反対の極に、歯の機構に重大な変化を引き起こすということ

です。同様に、痔疾というものも、物質体とエーテル体が、その機能において独自の道を歩むということと関連して

います。けれども、人間の生体機構のこの末端で起こっている、エーテル体が独立的になるということ、これはすぐ

に他方でまたエーテル体を生体機構のなかに引き入れるので、他方において反対の作用、つまり破壊する作用もそれ

に結びつけられるのです。器官的な活動を高めるもの、これは健全に出ると妊娠の場合、病的に出るとーーこれも器

官的な活動を高めることではあるのですーー病気の場合ですが、この健全な活動を高めるもの、正常な活動を強める

ものは、つまり他方においてはより集中的な活動として、歯においてはもっぱら退化させ、破壊するように作用する

のです。これは特に意味のあることです。

　さて、むろん次のような問いを投げかけることができます、外的なフッ素作用とでも申し上げたいものについてお

話ししましたが、そういうものが作用しないなら、それがじゅうぶん作用しないなら、それを捜し出すことができる

のかーー人体組織はとても複雑なので、単に教育する代わりに治療が介入しなければなりませんーー、つまり単に教

育することでは間に合わないのであれば、もう治療を始めるべきなのか、という問いです。と申しますのも、私たち

の手と足の協演としてあるもの、これらはすべて、肉眼で見えるフッ素作用であり、指が柔軟によく動くようになり、

脚が柔軟になると生じてくる素質だからです、フッ素の作用とはこういうものなのであって、原子論的に内部に入っ

ていって空想されるようなものではなく、人体組織の表面に現われてくるものです、そしてこれが内部に向かって継

続されていきます。表面において起こっている活動の内的な継続、これがフッ素作用なのです。なぜなら、教育がま

ずかったということに気づかせてくれるのは、単に歯だけではなく、その子が何も始められない、器用になれない、

ということからも見て取れるからです。ここでさらに重要なのは、私たちがいわば予防的に生体組織に介入するとい

うことです。ここで、トチノキ（＊１）の樹皮［Rosskastanienrinde] から採った液の水性エキス、つまりエスクリ

ンエキス [Aeskulinauszug] を試してみると興味深いでしょう、非常に薄く希釈したエスクリンを内服させると、歯

の保護、歯を長くもたせるよう調整的に働きかけることができるのです。ただしそうする時期が遅すぎないならの話

ですが。

　これはまた興味深い連関です。トチノキの樹皮の液のなかには、私たちの歯を構築するものが実際にあるのです。

外部のマクロコスモスのなかに常に見出されるものは、内的に何らかのしかたで組織化する意味を持っているのです。

そしてこのことは、そこでエスクリンが働いている物質から化学作用を投げ出すような何かが、このエスクリンのな

かに存在していることと関連しています。実際奇妙なことですが、スペクトル円錐をエスクリン溶液に通すと、スペ

クトルから化学作用が消去されるのです。このような化学作用の消去は、水性のエキス溶液ーー水性エキスでないと

いけませんーーを非常に薄く希釈して生体組織内に取り入れる場合にも見いだせます。こうしたことからわかるのは、

こういう化学作用の克服、単なる鉱物化を目指すことは、結局生体組織における歯の形成プロセスと同じだというこ

とです。ただし、化学作用が消去される際にふつう単に外的に起こっていることも、人体組織のなかにある組織化す

る力にまだ浸透されいます。

　これと同様のしかたで作用しているのは、別の処置の場合ではありますが、通常見られるクロロフィルです。トチ

ノキやいくつかの別の植物の場合に樹皮に見られる力は、本来葉録素全体のなかに何か別なものを形成します。ただ、

その際私たちは葉緑素をいわばエーテルのなかに抽出することを試みなければなりません、しかも内服ではなく、下

腹部に擦り込むことによって外用する必要があるのです。従って、エーテル化された葉緑素を下腹部に擦り込むと、
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エスクリン作用を内的に用いるときと同様なしかたで、私たちは歯の保護のために生体組織に働きかけることになる

のです。これらはぜひ試してみるべき事柄であり、これらの統計的な成果が外部に示されればさぞかし重要な印象を

与えるにちがいありません。いったん歯髄全体が死んでしまうと、生体組織全体がフッ素摂取に適したものとなるよ

う努められなければなりません。そうするとこれは一般的な歯科治療の問題ではないのです。

　さて、歯の治療というものが、そもそもまだ歯の治療が可能である限り、人体組織の成長力のすべてといかに密接

に関連しているか、以上すべてのことからおわかりになったと思います。なぜなら、私がエスクリンとクロロフィル

について述べましたことは、まったく精妙な成長プロセス、鉱物化に向かう位置にある成長プロセスと本質的に関わっ

ている諸力へと私たちを導いていくからです。人間は、その精神へと向かう高次の発達を、歯を形成するプロセス一

般によってあがなわざるをえない、ということになります。系統発生上からもそうなのです。動物の歯の形成プロセ

スに対して、人間の歯の形成プロセスは、退化プロセスなのです。しかも人間は、この退化プロセスという特長を、

そもそも人間の頭部機構のいたるところに見られるプロセスと分かち合っているのです。

　以上皆さんを、歯を形成するプロセス全体を判断するために重要となりうる見方へとご案内いたしました。さらに

また基礎を与えてくれる別のことをつけ加えれば、さらにいくつかのことが判明してくるでしょう。さてここで、一

見このこととは関係のないように見える話をつけ加えましょう。それはつまり、食養生の問題とでも呼びうるもので、

これもまた、ちょうど今私たちが扱ったような事柄と関連しているのです。こういう食養生の問題というのは、これ

らが単に医学上の意味を持っているだけではなく、社会的な意味も持っているがゆえに重要なのです。マズダナン食

餌療法 [Mazdaznan-Diaet]（＊２）その他の特殊な食養生の形式に正当な意味があるのかどうか、といったことにつ

いては大いに議論することができます。議論できるのではありますが、こういう場合つねに問題になるのは、勧めら

れることはすべてその人を非社会的な存在にしてしまうだろうということなのです。ここでは事実社会的なものが医

学的なものと衝突するのです。栄養摂取に関して私たちが何か特別なものをとるよう指示されることが多ければ多い

ほど、外の世間の影響全般に関して、私たちはそれだけいっそう非社会的な存在になってしまうわけです。晩餐の意

味というのは、キリストが弟子たち皆に何か特別なものを与えた、ということにあるのではなく、皆に同じものを与

えたということにあるのですから。飲食において人間として共にあることができる、という可能性をもたらすことに

は、大きな社会的意味があるのです。人間の健全な社会的性質を妨げる結果になることはすべて、やはりいくらか慎

重に、と申しますか、そのように扱わなければなりません。と申しますのも、人間というものは放置しておくと、こ

れは単にその人が意識していることに関してだけではなく、器官的にその人のなかで作用しているものに関しても言

えるのですが、可能なかぎりあらゆる食欲と食欲不振を生じさせてしまうからです。通常行なわれているような意味

でこの食欲と食欲不振をながめることは、人間にとってそれほど重要なことではありません。なぜなら、ーーここで

は主観的な食欲に対してということではなく、その構成全体に従って、ということですーー人間は本来耐えられない

ことを耐えることを学ぶまでに至ったなら、つまりもっとも広い意味においてーーこれはまったく器官組織にまで広

がっているという意味ですーー食欲不振を克服するなら、皆さんがその人の食欲不振に対応するもの（食べたくない

もの）をその人から長いこと離しておくより、その生体機構が獲得するものはずっと多いからです。破壊された器官の、

あるいは、エーテル的なものを見れば新しいとさえ言える器官の回復は、耐えられないものを克服すること、そして

まさしくこの克服したということのなかにーーこれは単に比喩的に言っているのではなく、まったく正確に言ってい

るのですがーーあるのです。器官を形成する力はつまり、他ならぬ食欲不振を克服することのなかにあるのです。（逆

に）ある時点から食欲のとりこになることによって、今度は器官の役に立つのではなく、器官を肥大させ、器官を退

化させてしまいます、つまり、生体組織が害することによって自らから引き離しておこうとしたものに対して屈服し

すぎると、生体機構を害することになるのです。けれども、その人にふさわしくないと思われることにその人を徐々

に慣らしていくことを試みるなら、これによって常に生体機構は強くされるのです。

　この点に関して現代の自然科学は、私たちが知る必要のあることをほとんどすべて覆い隠してしまいました。と申

しますのも、生存をめぐる闘いおよび淘汰といった外的な原理は、実際何と言ってもまったく表面的なものだからで

す。ルクス（☆１）はこれをさらに人間における器官の闘いに転用しました。しかしそれは非常に表面的なことです。

こういうことは、本来内的に起こっていることを真に観察してはじめて意味のあることなのです。ですからここでこ

う言わなくてはなりません、人間の器官、系統発生の系列上にある器官一般を強めることは、常に反感（食欲不振）

を克服することによってなされる、と。形成、つまり器官を形づくることは、反感（食欲不振）の克服の結果もたら
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されます、他方、すでに存在している器官の成長は、食べるとことへの共感のとりこになることによってもたらされ

るのですーーまさに食欲はある一点を超えてはならないのです。食べることへの共感と反感は、単に舌の上あるいは

目のなかにあるのではなく、生体組織全体にこの共感と反感が鳴り響いているのです。どの器官もそれ自身の共感と

反感を有しています。ある器官は、ある種の状態でその器官を構築したものに対して反感を持ちます。その器官はつ

まり、それが完成したときにその器官が反感を持つもののおかげで、構築されるわけです。これは、外界がまず作用

すると、内部がそれに対して抵抗し、反感のなかで自らを発散して、まさにそうすることよって生体機構の完成がさ

らに進められることになる、ということが考慮されるならば、さらにもっと系統発生学へと下っていくであろうこと

です。生体組織の領域で生存競争にもっとも良く耐えるひとは、内的な反感を克服してその代わりに器官を作る能力

をもっとも多く持っているのです。

　このことを考察すると、薬剤の配量ということを見ていく上でも拠り所が与えられます。器官を形成するプロセス

そのもののなかに、共感と反感の間を絶え間ない揺れ動きを見て取ることができるでしょう。器官の発生というもの

は本質的に、共感と反感の形成とともに共感と反感との間の相互活動に関わっているのです。生体組織における共感

と反感の関係はこのようなものですが、低めの配量、つまり物質として実質的に適用されるものと、高いポテンシャ

ル（希釈度）で用いられるものとの関係も同様です。高いポテンシャル（希釈度）は低いポテンシャルとは逆の作用

をするのです。これは組織化する力全体と関係しています。それである意味では、私が昨日別の観点から暗示しまし

たこと、これもまた正しいのです、つまり、最初の生命周期に生体組織においてある特定のしかたで作用しているも

のは、後の生命周期においては逆の作用をすること、つまりそのとき生体組織で作用しているものがずらされること

がある、ということです。これがもとになって、昨日皆さんにお話ししたように、一方においてはデメンティア・プ

ラエコクス（精神分裂病）、他方においては魂の範囲が（他の部分から）絶縁されるということが起こってくるのです、

この魂の絶縁は後の年令になって、生体機構を捉えるべきではないときに捉えてしまうことになります。

　現代科学自体が少しばかりまた霊化され、私たちがもはやいわゆる精神病なるものを霊的ー魂的な方法で治療しよ

うとせず、次のような問い、つまり、何らかの精神あるいは心魂の病があるとき、器官のなかでどこが不調なのか、

という問いを投げかけようとするような事態となってはじめて、こういう事柄について適切に処理することができる

ようになるのです。逆に、奇妙に聞こえるかもしれませんが、いわゆる肉体の病気の場合の方が、心魂の病の場合よ

りもはるかに、心魂的なものに目を向けることでずっと多くの手がかりを得られるのです。心魂の病の場合、心魂に

関する所見が、診断上の助けになるという以上の意味をもつことはほとんどありません。観察を通じて、生体組織の

どこに欠陥があるのかをそこから探り出すために、心魂上の所見を研究しなければならないのです。古代人たちはこ

の点に関して、術語の上でもすでに配慮していました。実際、古代人たちが、ヒポコンデリーの魂の病像を、純粋に

唯物論的に聞こえる呼び名、つまり「下腹部の骨張り」とか「下腹部の軟骨状態」といった呼び方で、「ヒポコンデリー」

（心気症、憂鬱症）に結びつけたのは、故なきことではありません。彼らが、心魂的なもののなかで起こっている事

実をもっぱら下腹部の疾患とは別の何かのなかに探求するーーヒポコンデリーが錯乱にまでおよんだ場合ですらーー

ことは決してなかったでしょう。何はともあれ、いわゆる物質的なものをすべて霊的なものとみなすことのできる状

態になる、というところまで行き着かねばならないことは言うまでもありません。

　私たちは今日、唯物論が思考方法に継続されたカトリック的苦行であることによって、実際途方もない損害を被っ

ているのです。この苦行は自然というものを侮蔑し、自然を侮蔑することを通して霊（精神）を勝ち取ろうとしまし

た。今日の世界観はこの苦行的な方向から取り出してこられたものであり、この世界観は、下腹部で起こっているこ

となどは粗雑で物質的なことであり、そんなものに注意を払う必要はない、と考えるのを好むのです。しかし実際は

そんな世界観はまったく正しくありません。こういう事柄の内部ではことごとく霊（精神）が作用しており、その内

部で霊（精神）がいかに作用しているかということをこそ知らねばならないのです。私が、生体組織のなかで作用し

ている霊を、外部にある何かにおいて作用している霊と結びつけると、霊的なものと霊的なものが共に作用します。

私たちは自然を侮蔑することをやめなければなりません。私たちはまさに、自然全体をふたたび霊化して眼前に思い

描くということに至らなければならないのです。と申しますのも、まさしく唯物論の高まりのさなかにあるというの

に、いわゆる異常な状態にあるひとたちに、ありとあらゆる催眠や暗示で働きかけようとする欲求が現われきていま

す、これは、何とも奇異であるし、医学的な思考の改革にとってきわめて重大なことであるとはお思いになりません

か。物質的なものから一見離れているように見える事柄が、他ならぬ唯物論の時代に登場してくるのです、そして水銀、
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アンチモン、金、銀の霊的性質について探求する可能性は失われてしまうのです。本質的なことは、物質的なものの

持つ霊的性質について探求する可能性が失われてしまったということです。それゆえひとは霊的なもの自体を扱おう

とします、ちょうど精神分析においてそうされるように、霊的なものそれ自体を管理しようとするのです。物質の霊

的特性についての健全な直観がふたたび広まらなくてはなりません。

　このように外界の物質的実質のなかの霊性に対する信仰が生き生きと保たれてきたことは、十九世紀を通じて他な

らぬホメオパシーの伝統のなかに浮かびあがってきた、少なからぬ功績のひとつであることはまちがいありません。

それどころか、これはきわめて重要なことのひとつとさえ言えます。なぜなら、外的なアロパシー的な医学は、残念

ながらますます、物質的なもの、人間の外部にある物質の外的物質的作用のみに関わるべきである、という信仰の方

に向かっているからです。けれどもこれは（ホメオパシー的医学は）、一方においてはいわゆる肉体上の病気の診断

の際には、魂的な状態に注意を向け、逆に魂的に異常な状態が強く現われているときには肉体的に損なわれていると

ころを捜す、という方向に通じていくのです。肉体の病気の場合は、常に、この病気に罹った人はどのような気質な

のか、という問いが出てこなければなりません。その病気に罹っている人がヒポコンデリー的な性質（憂鬱質）であ

る場合、その人の通常のヒポコンデリー的性質だけでも、私たちを導いて、その人の下部人間に強く働きかけるよう

に処置させるだろう、つまり物質的に働くもののなかで、すなわち低いポテンシャルで処置するように導くだろう、

ということがわかるでしょう。また、その人が病気以外のときでも利発な精神の持ち主であるか、多血質である場合、

高めのポテンシャルを頼みとすることが最初から必要になるだろう、ということもわかるでしょう。要するに今度は

心魂的な事実こそが、まさに肉体上の病気に対して明らかにされねばならないこととなるのです。こういう心魂的事

実はすべて、子どもの場合でももうある種の仕方で現われてきますが、その子が粘液質への傾向を示しておらず、本

来なら後の年齢になってはじめて現われるべき気質の萌芽が、たとえひかえめであってもすでに明確にその子のなか

にに見て取れるというのでなければ、デメンティア・プラエコクスはそう簡単には発病しないでしょう。けれども、

内的な能動性か内的な受動性かということに関しての区別は特に重要です。これはしばしば考慮されることです。考

えてもごらんなさい、私たちがいわゆる心理療法なるものにおいて暗示を用いて働きかけるとしたら、私たちはその

人を別の人間の影響下に置くことになり、その人の能動性を阻んでしまうのです。そしてこの能動性の阻害、人間の

内的なイニシアティヴを阻むことはをすでにもう、外的生活において人生に重要な意味を持つことをもたらしてしま

うのです、つまりこれは私たちがーーこのことについては明日さらにお話ししようと思いますーー子どものなかに適

切に観察するなら、これもまた後の人生においてふたたび歯の問題に関係してくることです。

　たとえば、私は自分にとって、ーー前に申し上げたことに従えば、こういうことを考慮しておくことも大切なので

すーーある食品を避ける必要があり、別の食品をもっと取り入れる必要がある、と考えることができます。私は自分

にとってある種の食餌療法が必要であると考えることができるのです。それは私のためにとても良いかもしれませ

ん。とは言え、私が自分で試すことによって、自分であれこれのものにたどり着くことによってこの食餌療法に至る

のか、単に医師に指示されてそうするのかではいささかならぬ違いがあるのです。どうか、私がこんなふうにそっけ

ない言い方をしても悪くお取りにならないでください。私に良い食餌療法を私自身が本能的に見つけ出して、自分の

ものにし、医師の指導のもとで身につけたにしてもその際自分でイニシアティヴは発揮した、ということであろうが、

単に医師にそれを指図してもらった、ということであろうが、唯物論的な考え方の前では、どちらにしろ同じように

役に立つかのように思われるのではないでしょうか。こうした作用の最後の結果、とでも申し上げたいものは、次の

ようなことに示されます、つまり、医師に指示されてそれに従った食餌療法は、最初のうちこそ私のために役立つで

しょうが、残念ながら有害なこともあって、その食餌療法をしなかった場合よりは、高齢になってから痴呆化しやす

い、つまり老人性痴呆になりやすいということ、他方、食餌療法に積極的に協力することは、老齢に至るまでーーも

ちろんこういうことを引き起こすその他の要因も加わってきますがーー私が精神的に活発であり続けることを容易に

する、ということです。こうした能動性と非能動性の動きは、あらゆる暗示療法の際にまったく損なわれてしまいま

す、その場合私は自分の判断を放棄して、他者が指図することを行なうまで依存にしきってしまうのみならず、自分

の意志の導きを他者の判断にゆだねることさえしてしまうのです。ですから催眠と暗示に立脚する治療法はできるだ

け使わないようにすべきです。ただし次のように言えるとき、つまり、このような処置をされるどんな人にも起こっ

てくるこの意志の阻害が、当の人においては別の根拠から有害ではなく、一定期間暗示的な方法で助けるほうが当人

のために親切であろうと言える場合にのみ、こういうことを適用することもできます。しかしながら、一般的に言って、
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人間の生体組織の物質作用、大気的作用、運動作用のなかにあるもの、要するに、直接的な霊的作用ではなく、意識

からでも無意識からでも、能動的にイニシアティヴをもってその人自身から発してくるにちがいないすべてのなかに

あるもの、こういうものの持つ治癒的な働きこそ、精神科学が指摘しなければならない重要なことなのです。

　こういうことが非常に重要なのは、まさに唯物論的な時代にあっては、こういう事柄に反することがもっとも多く、

しかも、支配的な見解に汚染されて、今日ありとあらゆる催眠的傾向、暗示的傾向が教育学にも取り入れられる、と

いうぞっとするような事態を体験することさえありうるからです。こういう傾向が教育学のなかに取り入れられると

いうのは恐るべきことです。眠り込ませる代わりに目覚めをもたらす人体組織の活動は、これに対して、どのように

作用するか、こういう問いに答えてはじめて、この方向においてはっきりとわかってくるのかもしれません。人間は

眠りにつくと、表象のなかに、意志の活動にはしたがわない運動をもたらし、その際人間はいわば外界に対して静止

する一方、その意識体験においては活動的になるのですが、オイリュトミーの場合はこれとは逆のことが起こります。

オイリュトミーにおいては、眠りこむのとは逆のものがもたらされます、通常の意識現象に対してより強い覚醒がも

たらされるのです。夢のなかに見られるような表象の肥大が取り去られ、その代わりに、意志が健全に養成されて四

肢に送り込まれます。生体機構のなかの意志が、四肢のなかまで送り込まれるのです。さらに、ととえばオイリュトミー

の母音の動きが下部人間と上部人間に与える作用はどのようにちがうのか、逆に子音を形成するオイリュトミーの動

きは、下部人間と上部人間にどのように異なった作用をするのか、について研究を始めると、オイリュトミーのなか

にも重要な治療的要素（☆２）を探求できることがわかるでしょう。

■原注

☆１　Wilhelm	Roux　1850 ～ 1924　ドイツの解剖学者、生理学者。1895 ～ 1921 ハレ大学教授。主要著書：「生体組織における各部の闘い」

（ライプツィヒ 1881）　「生体組織進化のメカニズムについて」（ウィーン　1890）　「進化のメカニズム」（ウィーン　1905）

☆２　ルドルフ・シュタイナー「治療オイリュトミー」（GA315) 参照。この講習は（この「精神科学と医学」の）一年後、医師のための二

度目の講習「治療のために精神科学的観点」（GA313	1921 年 4 月 12 日～ 18 日）の期間中に行なわれた。

■訳注

＊１　Rosskastanie　トチノキ属。セイヨウトチノキ、マロニエ。

＊２　マズダナンは、1900 年ごろ A.	 Hanisch	によって創始された、ゾロアスターの教えに基づく生活様式運動。マズダナン食餌療法は

それに基づく食餌療法と思われる。　　　
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第 18 講	１９２０年　　４月７日　　ドルナハ

　私たちの自然科学的ー医学的研究において、病理学的現象の真の根源への帰還とでも名づけられうるものへと入り

込んでいくことがやはり不可欠だと思います。近代においては、本来の根源から目をそらし、表面で起こっている事

柄に目を向ける傾向がますますさかんになってまいりました。そしてこのこと、つまり表面に拘泥し続けることと関

連して、そもそも今日、一般に通用している医学、一般に通用している病理学の大部分において、何らかの病気のタ

イプについて読んだり聞いたりすることを始めると、どんな種類の細菌 [Bazillus] がこの病気を引き起こすのか、

このとき何が人間の生体組織に吸収されているのか、ということが教えられます。さて、この下等な生物を引き込む

ということに対しては、単純な根拠からごく容易に反論できます、つまり、この下等な生物がそこにいる、というこ

とを最初に示す必要はもうないからです。これらの生物がさまざまな疾病に対して特殊な形態をとって現われること

も事実なので、この特殊な形態が指摘されて、ある病気の形式とこの特殊なバクテリア形態との関係が明示されれば、

それはまたもっともなことです。

　さて、純粋に表面的に観察するだけでも、このように全体を見ることにより、そもそもこういう場合第一義的なも

のからまったくそれているのだという誤謬が露呈してきます。と申しますのも、よく考えてみてください、何らかの

病気の経過において、体のどこかの部分に多数の細菌が現われたとすると、どんな異物でも人体組織に病状を引き起

こすように、この細菌が病状を引き起こし、この細菌が存在するためにありとあらゆる炎症が起こってくる、という

のは当然です。さて、すべてをこの細菌の働きに帰するなら、もともとこの細菌が行なっていることにしか注意を向

けていないということは事実です。この場合、病気の本当の原因からは注意がそれているのです。と申しますのも、

生体組織において、下等な生物がその発達に適した土壌を発見するときはいつでも、他ならぬこの適した土壌という

ものが、本来の第一義的な原因によってすでに作り出されているからです。この第一義的な原因の領域に一度注意を

向けてみなければなりません。そのためには皆さんをもう一度あの観察方法に引き戻さなくてはなりません、すでに

もうとった方法ではありますが、今一度少し注意を向ける必要があるのです。

　もう一度地球を覆っている植物の面に、すなわち地球の植生に属するものの総体を観察してごらんなさい。地面か

ら宇宙空間に向かって成長しているこの地球の植生全体は、単に

地面からこの宇宙空間に向かって成長しているのみならず、ある力により引っ張られていること、つまり、もうお聞

きになったとは思いますが、この植生のいたるところでは、地球から植物の内部へと作用する諸力とまったく同様に、

植物の成長の一部となっている力が作用している、ということについて、私たちははっきりと理解しておかなくては

なりません。地球から植物のなかに作用する諸力と、地球外の宇宙から植物へと作用を及ぼす諸力との間には、絶え

間ない相互作用が成立しているのです。さて、このような作用、私たちの周囲に実際常に存在しているはずのこの作

用はどこにあるのでしょう。宇宙から作用を及ぼしてきている諸力が完全に現われることになれば、つまり、宇宙か

らの力が完全に植物を捉えることができたとしたら、諸惑星がこれらの諸力をまた後退させ、完全に植物を包んでし

まわないように配慮しないとしたら、植物は、茎から花と種子へと成長していく際、常に動物になってしまう傾向を

持つことになるでしょう。動物化の傾向が存在するわけです。植物においては、このように宇宙から作用してくるも

のに対抗して、他方で地球の方から、植物存在を抑え、植物存在の内部で鉱物化させようとする傾向が作用します。

　つまり、注意していただきたいことは、植物存在とは本来、塩化する傾向、つまり植物実質のなかに鉱物を沈殿さ

せ、鉱物化する傾向と、炎症を起こす傾向、つまり動物化する傾向との間で、中庸を保っているのだということです。

これは外的自然のなかに常に存在していることです。

　けれども、今皆さんに述べましたことは、人間の生体組織そのもののなかにも、内化され、中心化されて常に存在

しているのです。人間の生体組織は、肺というものを持つことによって、ほんものの小さな地球なのです、そして植

物の組織においては、まさに地球から発して植物の生体組織のなかに入り込んでくる力が地球から上に向かって作用

していますが、それとちょうど同じように、肺から作用するものはすべて、人間の生体組織においては下に向かって

作用します。呼吸と心臓の働きを通じて内的な肺の新陳代謝その他に対抗するものはすべて、この宇宙的なもののよ

うに外に向かって作用するのです（図参照）。

　さて、人間の生体組織には不可欠のことがあります。生体組織から最終的に心臓の働きのなかに集約されるものは

すべて、肺の内的な新陳代謝のなかに最終的に集約されて組織されるものからは、隔てられていなければならない、
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ということが不可欠なのです。これら二つの活動、これらは、両者の間にいわばーーこういう表現を用いてよろしけ

ればーーエーテル的な横隔膜 [Zwerchfell] あるいはアストラル的な横隔膜がある、という状態以外では互いに作用

してはならないのです。この二つの活動は互いに隔てられていなければなりません。そうすると、こういう問いを投

げかけざるをえません、こういう横隔膜ーーこの言葉を使うのは、イメージとして暗示したいからですーーというも

のが本当に存在しているのか、頭、のど、肺の活動が、外的な呼吸によるのとは別のしかたで腹部および胸の活動と

混ざり合うのを防いでいる、そのような横隔膜が存在するのか、と。ーーこういう横隔膜は存在します、そしてこれ

は外的な呼吸のリズムそのものなのです。ここで皆さんは、上部人間と下部人間を相互に調律することに至ります。

人間における律動的活動と呼ばれるもの、呼吸のリズムのなかに外的、物理的に現われているこのリズミカルな震動、

この物理的な震動が、エーテル活動、アストラル活動にまで継続され、まだ肺のなかへと集約されている上部人間の

地の力と、心臓のなかにその現われが見られ、宇宙において周辺から地球の中心へと作用するように下から上へと作

用する下部人間の天の力とをお互いに引き離しておくのです。

　ここで考察されたリズムがきちんと作用しないと想定してください、すると、私がここで比喩的に用いた、物質的

に存在するのではないけれども、リズムどうしの衝突によって成立するこの横隔膜も乱れます。そうすると、植物に

とって強すぎる地の働きに類似したものが現われてくる可能性があります。塩化する地の働きが植物にとって強くな

りすぎると、植物は鉱物的になるでしょう。そうすると、物質的な植物が地から成長するように、肺に組み込まれ、

肺から成長するいわばエーテル植物ともいうべきものが、そうですね、

肺の硬化の誘因となるのです。そうすると、植物のこういう鉱物化傾向は人間の生体組織内でも強くなりすぎること

がある、ということが実際にわかるわけです。

　動物化の傾向が強くなりすぎることもあります。動物化の傾向が強くなりすぎると、生体組織のその部分、生体組

織の上部に、そこにあるべきではない領域が作り出されます。

この作り出された領域には、エーテル領域に埋め込まれるように諸器官が埋め込まれ、生体組織において促進されて

はならないもの、つまり小さな植物性動物（細菌）の生存にとって好都合になるのです。そこには、小さな植物性動

物 [Pflanzentiere] にとって好都合な領域が作り出されるのです。これらの植物性動物がどこから来るのか、興味を

持つ必要はまったくありません。興味を持たなければならないのは、これらにとって好都合な生活領域がどのように

して作り出されるのか、ということです。こういう好都合な生活領域はそこにあってはなりません。こういう生活領

域は生体組織において、そのはたらきが生体組織全体に広がるように作用しなければならないのです。特別に封鎖さ

れた領域としてこういうところに生じてはならないのです。この領域が生体組織全体に広がれば、それは生体組織全

体の生命を維持します。小さな封鎖領域として機能すれば、それは、小さな植物性動物、上部人間を病気にするすべ

てのもの、少なくとも多くのもののなかに私たちが後から検出できる、この小さな植物性動物の生存条件のための環

境となるのです。

　このように律動的活動とその妨害ということに戻ることによって、私たちは、生体組織全般に広げられた領域の代

わりに特殊な領域を生み出すということを追求し、人体組織における細菌の影響の謎を解いていかなければなりませ

ん。けれども、霊的な原因にさかのぼることなしには、この謎を解くところまで行けないのです。

オレンジ
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　ここで植物の生にとって起こっていることーーここではまず地球の外的なもののなかで、という意味ですがーーは、

地球の外的なもののなかで動物と人間自身の外的生にとっても起こっています。ここでも、人間と動物には外部から、

ある種の力、地球外の宇宙からやってきて、内部から来る力に対抗している力が影響を及ぼしています（図参照、オ

レンジ色）。地球の内部から来る力が、人間にとって上部人間のある種の器官に局限されているのに対し、外部から

流れ込んでくる力は、人間においては下腹部に属する器官に局限されています。さらにこう言ってよろしければ、こ

こで考察された二つの活動の間に、隔壁が作り出されねばならないのです。この分離の正常な制御は人間の脾臓のは

たらきによってなされます。私たちはここでもまた、人間の生体組織におけるリズムが機能しているのを見ます。た

だしこのリズムは、呼吸のリズムとはまた別のものです。呼吸のリズムは小さく振動して人間の全生涯を通じて継続

し、上部の病気或いは人間の上部にのみ関わる病気が起こらないように秩序正しくあらねばなりません。と申します

のも、実際消化というものは上へ向かっても広がっていきますし、下へも広がっていくので、下部に起因する病気が

人間の上部にも起こりうるからです。これは区別されなければなりません。私たちは人間を、図式的に分割されたも

のと考えることはできません、そうではなくて、個々の構成要素は互いに浸透しあっているのです。とはいえ、地球

から来る場合のように上から作用するものと、天の空間から来る場合のように下から上へと作用するものとの間には、

隔壁がなければならないのです。私たちは実際に、上部人間からやってくる諸力を、下部人間の諸力に対抗して送り

出し、両者の間には、どの個人にとっても調整されたリズム、目覚めと眠りと正しい関係に現われる調整されたリズ

ムが生じなければなりません。私たちが目覚めるたびごとにこのリズムはある特定の振れかたをし、私たちが眠るた

びに、このリズムはまた別の振れかたをするのです。目覚めー眠り、目覚めー眠りというこのリズムのなかに、もっ

と小さなリズムの波頭を起こすように、別のリズムの経過、これは端的に、私たちは目覚めた状態のときでも上部に

おいては目覚めているけれども下部人間においては眠っている、ということによって引き起こされるのですが、そう

いう別のリズム経過が組み込まれているのです。上部人間と下部人間の間には、絶え間ないリズミカルな活動が見ら

れます、ただしこれは、目覚めと眠りの交替によってより大きなリズムに捉えられている、とでも申し上げたいもの

です。

　さて、この種のリズムのなかで上部人間と下部人間とのあいだにあるこの境界が破られる事態になる、と考えてみ

てください。そのとき何が起こるでしょうか。たいていの場合、このとき起こることは、上部から下腹部に向かって

人間の上部の活動が侵入する、ということです。するとエーテル的な突破が起こります。人間の上体でのみエーテル

的に活動しているべきものが、下腹部に侵入するのです。より精妙な力の突破が起こるのです。そして、より精妙な

力の突破が下腹部に起こることにより、やはりそこに存在すべきではなく、人間全体に広がっているべき、下腹部と

いう部位に限定されるべきではない領域が、この部分に作り出されてしまいます。このような突破の帰結として、下

腹部に一種の中毒 [Vergiftung]、重い下痢 [Intoxierung] さえ起こります。上体の活動がこのように現われてくる

と、下腹部の活動はもはや秩序正しく行なわれなくなるのです。さらに、ここに新たな領域として作り出されたも

のは、多くの場合、動物性植物の性質 [tierpflanzliche	 Art] を持つ下等な生き物にとってのよい環境なのです。で

すから皆さんは次のように言うことができます。上からの突破を通じて、人間のなかには、人間において腸チフス

[abdominaler	Typhus] となるものが引き起こされる、と。付随現象として、下腹部という場所に局限された環境が出

来上がることにより、チフス菌にとってその生存条件となるものが作り出されたわけです。

　こうして皆さんは、第一義的なものと、二次的なものとを明確に区別することができ、このように、第一義的なも

のと二次的なものとを明確に区別するなら、次のように言うこともできるでしょう、そのような疾病の根源的な原因

であるものと、多数の腸内動物相 [Darmfauna] あるいは腸菌群落 [Darmflora] が、とりわけ小腸のなかに現われるこ

とによって炎症の症状として発生するものとを区別しなければならない、と。細菌を含めて物質的に小腸のなかに現

われてくるものーーこれらの起源について議論する必要はありません、そのための環境が作り出されなければ、これ

らはそこで植物化することも動物化することもできないからですーー、これらの植物的ー動物的あるいは動物的ー植

物的な生きもの活動としてそこに現われてくるもの、これらはすべて、人間の生体組織の上部の活動が下部の活動へ

と突破して侵入するというできごとに対する反応なのです。これらはすべて結果として起こっている現象なのです。

したがって、二次的なものに向かうことによってではなく、第一義的なものに向かうことによって、治療プロセスを

捜すことが重要になってきます。このことについては後ほどもう少しお話ししていきたいと思います、と申しますの

も、こういう事柄についてそもそも語ることができるのは、その真の原因にさかのぼることができるときのみだから



145

です。このことは、今日の一般に通用している医学、公的に通用している医学にとってはほとんど不可能でしょう、

なぜなら、こうした医学は物質的（マテリアル）なプロセスから霊的なプロセスに移行する観察を排除しているから

です。しかし、あらゆる物質的なものの根底には霊的なものがあるのです。皆さんは、今ここで議論されたことに注

目なされば、そうですね、他ならぬ腸チフスの病像も容易に形成することができるでしょう。ただ考えに入れていた

だきたいことは、この病気は、カタル性の肺の症状、さらには意識障害とも結びついていることが非常に多い、とい

うことです。肺におけるカタル性の症状というのは、下部人間に起こっていることが、上部人間から奪われてしまう、

ということに起因します。（上から下への）突破が起こると、下部人間に起こっていることは、もはや上部には含ま

れなくなるのです。同様に、上部人間において意識を伝達している器官も、下部人間へとその活動を伝達するべきも

のの突破が起こってしまうと、もはや正常に作用することができません。この第一義的な原因にほんとうに注目すれ

ば、腸チフスの全体像が皆さんの魂の前に現われてきます。

　いわば、ふつうは常に外からのみ見られている、互いに補完関係にない外的な諸徴候の結合が、その存在の関係か

らそれを描き出すこともできるだろう、とでも申し上げたいようなしかたで現われてくるのです。もちろんこれが、

場合によっては人間の意識下で強力に作用し、それが生体組織そのもののなかに自らを描き出す前に、まずはいわば

預言的にそれを客観化しようという衝動が、そのひとのなかに実際に現われる、ということもあり得ます。すると、

そのひとは、上体においてそのひとから離れていこうとするものを、何らかの青い斑点で壁に描こうという衝動を感

じるでしょう。自分には、仕立て屋や靴屋ではなく芸術家になる使命があると感じてはいるけれども、絵画の技術に

関してはあまり学んでいない、こういう人物がどこかを徘徊しているとき、皆さんは次のようなことを体験できるで

しょう、つまりこの人物が同時に、絶えず現われ出てこようとする下腹部疾患を抑えつけることができるほど十分に

強靭で頑健であるならーーこのためには外的に頑健である必要はありませんー、そのひとはこの下腹部疾患を体内に

取り込む代わりに、壁に客観化するのです。皆さんは表現主義の絵画になかに、この独特な活動の産物を見出すこと

ができます。表現主義の絵画のなかに現われてきているものの多くに、赤や黄色の色彩に現われているものすべての

なかに、そのひとの下腹部に関係する容態を捜してごらんなさい。また、その内部で青紫色であるものすべてから、

そのひとの上体や肺、あるいは肺の活動とともに頭部に向かってリズミカルに上に働きかけるものすべての容態に基

づいて詩句を形成しようと試みてごらんなさい。こういう事柄に入っていくと、皆さんは、人間が行なうこと全般と、

人間が内的に組織化されているしかたとの間に、不思議な一致を見出すことでしょう。皆さんは、あるひとが、その

体の機能について画像を作り出してみせるそのしかたから、ある種のイントゥイションを生み出すでしょう。と申し

ますのも、実際のところ、人間が外界でなす魂的な活動は、その現象全体、その行ない全体を通じて、そのひとの神

経組織にのみ関わっている、と信ずるのはまったくまちがっているからです。これは人間全体に関わっているのです。

それは、その人全体の像なのです。子どものときにもう、この知的なひとがもともとどういう性質なのか、どのよう

にのちの年代に向かっていくのか、ということをイントゥイション的に直観することができます、たとえば、だれか

があらゆる障害をのちの年代の発育不良に引き継ぐ、と運命づけられたとして、そのひとを上に行かせないものがあっ

て、そのためにそのひとはぎごちなく、重々しく歩くのだということは幼年期に端的に示されているのですが、これ

をありありと思い浮かべることができたら、直観できるのです。ある子どもが比較的軽やかに歩くのか、それとも重々

しく歩くのかという歩きかたから、この子どもがどのように成長していくのかについて、イントゥイション的に思い

浮かべることができます。同様な数多くの現象が、人間の歩く身ぶりやしぐさ全体は、人体組織の内部の構成要素の

相互作用が運動に現われたものに他ならない、ということを私たちに示唆しているのです。

　医学研究のなかにこういう事柄が受け容れられることが望まれます。なぜなら、考えてみて下さい、こういう事柄

のためのきわめて有効な条件があるのですから。二十代はじめの若いひとであれば、こういう事柄のなかに沈潜して

いくきわめて大きな機会があります。三十代に達するやいなや、この才能を失ってしまうのです。こうなるともはや

こういうことに入っていくのは容易ではありません。このようなイントゥイションに入っていくために、自己を教育

し、きわめて強力に自己修練することができます。また、現代の中等教育とりわけ高等教育の破壊的な調教にもかか

わらず存続されたある種の素質によって、子供時代から生き生きとした力のなかに存続されてきたものに回帰するこ

とによって、このような人間の直観へと自らを修練していくこともできます。医学研究において、もっと内密で彫塑

的な解剖学および生理学に正しい価値が置かれるようになれば、人類の治療全体において非常に大きな助けになるで

しょう。
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　人間のなかに今述べましたような性質の第一義的な原因があるにもかかわらず、まったくもって流行性のものとし

て現われてくる疾病であっても、このようにその第一義的な原因に従って見なければなりません。と申しますのも、

たとえば、呼吸リズムのなかにそのもっとも粗雑なものが見られる頭部ー胸部ーリズムに支障をきたしやすい傾向を

持つすべてのひとの場合、ある種の大気現象、ある種の地球外の現象の影響を非常に受けやすい、という素質が見ら

れます。最初から呼吸組織に関して健全に調整されているその他のひとの場合は、こういう影響に対して抵抗がなさ

れるのです。考えてみてください、たとえばーー私はあるものを選び出そうと思います。その他の原因もまた妨害的

に介入してくる可能性はむろん常にありますが、このような説明をすれば何が問題なのか理解できるのですーー、あ

る冬に、火星、木星、土星という外惑星を通じて太陽の働きの影響が強いーーこの場合、光の作用のことを言ってい

るのではなくて、太陽の働きのことですーー、と考えてみてください。このような冬の星位は、火星、木星、土星が

遠く離れていることによって太陽の働きがそれ自身だけで有効に働く場合とは異なった作用をします。このような冬

があるとするとーーすでに大気現象を手がかりに、それがいつもとは違うことに気づくこともできますーー、その素

質があるひとの場合、胸と頭の間を経過し、呼吸活動のなかにそのもっとも粗雑な表現が見られるリズム活動に対し

て、強い影響が及ぼされるのです。このリズムを規則正しくする傾向は、たとえば健全な状況から生まれてきたひと、

内部に関して頑健なひとの場合、宇宙のこのような星位によって本質的に強められる、と言うことができます。そう

いうひとは、外見的には非常にほっそりしている可能性があります。こういう人の場合、非常に規則正しい呼吸リズ

ムが見られ、さらにそれに応じて頭部ー胸部リズム全般が規則正しく調整されています。このような内的に安定した

リズムは、外から作用するものによって容易に決定されることはありません。このリズムを決定しようとすれば、非

常に強力な攻撃がなければなりません。けれども、このリズムがすでになんらかのしかたで不規則に経過するひとの

場合、こういうひとには、私が説明いたしましたような影響がきわめて強力に作用します、なぜなら、この妨げられ

たリズムがすでに、さらに妨げられる傾向を持っていて、天のこういう星位がとりわけ作用を及ぼすような地球上の

場所に、このような素質を持って現われるひとはすべて、たとえばいわゆるインフルエンザおよび流感の候補者なの

ですから。インフルエンザや流感のための特殊な原因基盤を作り出そうとすれば、ぜひともこういうことがなくては

ならないのです。

　これに対して、別の場合にはもっと複雑なことがあります。言うまでもなく、人間の律動的な活動というものはす

べて、次のような状態なのです、つまり、個々のリズムがいずれもそれ自体で統一的に形成されているにも関わらず、

絶えず持続するリズムは呼吸のなかにそのもっとも粗雑な表現を獲得し、さらには眠りと目覚めのリズムに影響され

ているリズム（もある）、これらのリズムすべてが一緒になって、人間の律動組織全体のなかにさらにひとつの統一

性を形成しているわけです。そして、上部のリズム、つまり頭部ー胸部ーリズムが弱くなることによって、下部のリ

ズムが相対的に強く働く、という場合も起こり得ます。上部のリズムが弱くなりすぎる場合、つまり正しい状態から

逸脱する場合、このリズムは下部のリズムによってもっと不規則にさせられる傾向を持ちます、そして、その場合、

脾臓活動とさらにその他の活動から発する下部のリズム、これについてはさらにお話ししていくでしょうけれども、

この下部のリズムがあまりに強く上へと作用しすぎ、それによって、あらゆる併発症状をともなう、上部の消化プロ

セスの肥大が引き起こされる、そういうことになりやすい素質が作り出されるのです。そしてまたも、ある種の下等

な生きものの生存条件にとりわけ適した領域が作り出されるわけです。こうして現われてくる全体像、これは、上部

機構のなかに、炎症的で麻痺させる現象が侵入してくる、しかもこの上部機構のなかに器官の奇形化、器官の新形成

の発端すら示されるーー要するに、ジフテリア [Diphtherie] の病像が得られるのですーーというものです。これは、

上から下へと起こるチフスの突破とは逆に、一種の下から上への突破とでも申し上げたいもので、本質的に、私が述

べましたようなことによって引き起こされるのです。

　もちろんこうした事柄すべてにおいて、人間の年齢というものを考慮に入れなければならない、ということが言え

ます。幼年期の間は、上部人間と下部人間の完全な共同作用、つまり媒介する律動的活動は、後の年代とは全く異な

るものでなくてなならない、ということをちょっと考えてみて下さい。幼年期においてはたとえば、下部人間に対して、

後の年代におけるよりずっと強く上部人間の作用が及ぼされなければなりません。実際のところ、子どもは大人より

もずっと「思考する」のです。奇妙に聞こえようとも、これは本当なのです、ただ、子どもの思考は意識されておら

ず、生体組織のなかに入り込んでいって、生体組織の発達、形式のなかに現われます。とりわけ最初の年代には、体

の形成力に思考活動が用いられる度合いが非常に高いのです。自分のために形成力をそんなに多く用いる必要がなく
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なると、体は形成力をいわば押しとどめ、形成力は記憶のための基礎的力となります。したがって記憶はいつも、生

体組織が形成力を用いることが少なくなってからはじめて現われてくるのです。と申しますのも、器官的に記憶の基

礎となっている力は、成長力、形成力が作り替えられたものであって、これらは、最初の年代において生体組織の彫

塑化のためにとくに多く用いられるからです。根本的に、すべてはメタモフォーゼに基づいています。霊的なものと

して私たちの前に現われてくるものは、以前、霊が物質素材に引き込まれていたときにはもっと物質的に作用してい

たものが、元のように霊化されたものにすぎないのです。ですから、まさに子どもにおいては、下腹部で起こってい

ることに対して強い抵抗力がなければならない、ということも納得できるように思われるにちがいありません。下腹

部にはとりわけ、天的なもの、つまり地球外的なものが現われます。また考えてみてください、地球外のもののなかに、

他の惑星に対する太陽の位置によって引き起こされた特殊な星位があって、この星位の反映が人間の下腹部に成立す

るように作用している、と。その結果どうなるでしょう。いわば上部人間と下部人間との間の律動的活動にある種の

安定がもたらされているおとなの場合には、これはほとんど意味を持たないでしょう。子どもの場合は、宇宙からこ

の下腹部に自らを反映させようとするものに対して、強い抵抗力が生じなければならないでしょう。つまりとくに宇

宙的な星位によって、子どもの下腹部が非常に強く刺激されると、子どもの上部人間はきわめて強く抵抗せざるを得

ないのです。子どもの上部人間においては本来そんなに強く用いられるべきでない力がこのように不自然に用いられ

ることが、流行性脳脊髄膜炎[Meningitis	cerebrospinalis	epidemica]を起こすのです。したがって、皆さんはここで、

人間の外にある自然からこういうことがどのように人間に送り込まれるか、そのしかたを見ていくことができます。

皆さんの直観の背後にこういうことも獲得できれば、頚筋 [Nackenmuskel] のこわばりに至るまで、髄膜炎の全体像

を描くことができる、と申し上げたいのです。と申しますのも、子どもにおいてこのような上部人間の緊張が起こる

ことにより、上部器官、つまり脊髄膜や脳膜に炎症症状が起こらざるを得ず、これがさらに、まさに結果として他の

症状も引き起こすという具合に作用するからです。

　なかんずく、まず第一に人間自身の構成要素の相互作用ということに関連して、さらに、人間のなかにあるものと

地球外の自然も含めて人間の外部にあるものとの相互作用に関連して、このように人間を総合的に見る、ということ

が不可欠なのです。今日明らかになった多くの関連で私が非常にばかげたこととみなしている星占いその他が、こう

いう事柄によって、増加してほしいなどとはもちろんまったく思っておりません、こういう事柄の由来についての意

識していただければそれで十分なのです。治療プロセスにとって、こういう意識がどれほど不可欠であるか、わかっ

てくるでしょう。なぜなら、この星とあの星の矩象（九十度座相）によってあれこれのことが起こるだろう、と言う

ことができるかどうか、といったことはこの場合ほんとうに重要ではないからです。こういうことは、状況によって

は、宇宙的な診断のために私たちの役に立つこともありますが、重要なことは診断ではなく、治療することができる、

ということなのです。それで私たちは、まさに今日行なった観察から、明日は人間外の自然のなかのある物質、つま

りこのように人間の生体組織のなかに送り込まれてきたものに対して抵抗力を有するもの、抵抗物質であるものを観

察することに進んでいきたいと思います。ともかくこの点に関して、医学という学問のなかにこういう上部人間と下

部人間という認識がもっと広まることがぜひとも必要でしょう。と申しますのも、人間の健康への関心において医師

たちの共同作業が生まれるのはこういう認識からだろう、と思うからです。医師が専門化すると、全体（としての）

人間への関心を失います。ここで私は、医師は専門化すべきでない、などと申し上げるつもりは毛頭ありません、時

代の経過とともに諸々の技術が現われてきますし、こういう専門化はある程度まで起こってくるからです。けれども、

専門化が生じれば、専門化していく医師たち相互の共同作業、社会化もまた、さらにいっそう活発にしていかなけれ

ばならない、と申し上げたいわけです。

　このことは、ご質問にもあったこと、歯槽膿漏 [Pyorrhorea	 alveolaris] つまり歯茎の化膿のことですが、こうい

うことを考察するときにも明らかになってくるでしょう。歯槽膿漏が起こる場合はいつも、一部のひとが信じている

ように単に局部的なものを扱う、ということであってはならず、少なくとも、生体組織全体の素質、それが単に歯の

周辺に局所的に現われているだけなのですが、そういう生体組織全体の素質を扱わなくてはなりません。たとえば、

この病気の出現に気づいた歯科医が、別の医師が次のような考えに至るよう何らかのしかたで配慮する、ということ

が慣例になれば、つまり、この化膿が起こっている人物は、おそらく糖尿病の候補者である、と考えてくれるように

配慮することがあたりまえになれば、有益なことが非常に多く成し遂げられることでしょう。と申しますのも、もう

ある程度まで特徴をお話しした、糖尿病のなかに現われてくるものというのは、これが上部人間のなかにとどまって
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いる限りは、本来治療しやすいものだからです、この歯槽膿漏の兆しは治療しやすいのです。下部人間が上部人間に

波及することがある、ということ、すると、不都合な貧弱化か肥大が下部人間か上部人間に起こること、このことが

考慮されることはめったにありません。炎症状態への傾向がまず上部人間に現われると、ある病気の形式が現われ、

炎症状態への傾向が下部人間に現われると、その病気の逆の、対極をなす形式が現われるのです。このことはきわめ

て重要です。

　したがって次のこともきっと納得がいくと思われるようになるでしょう、人間の成長力を有しているエーテル体全

体が、幼年期にはのちの年代とは異なった作用をせざるを得ない、ということです。幼年期にはエーテル体がもっと

ずっと物質体の機能のなかに入り込まなくてはなりません。エーテル体はいわばその直接の作用点となる器官を持た

なくてはなりません。エーテル体が物質体に作用するための直接の作用点を持つことは、とりわけ胎児の生において

は不可欠です。これは、単に形式が形成されるのみならず、彫塑的な力が育てられ、成長とますます大きくなってい

くなかで同時にこの彫塑的な力が行使されなければならない幼年期の最初の頃にもまだあてはまります。したがって、

たとえば胸腺 [Thymusdruese] のような、そしてある程度までは甲状腺 [Schilddruese] もそうですが、こういった器

官が不可欠なのです、これらの器官は幼児期の年代にその最大の課題を果たし、その後退化させられ、物質体の力に

あまりに強く捉えられるようになると、退化しつつ変成していくのです。

　幼年期には生体の組織化において強い化学的現象が起こることが不可欠なのですが、これはその後、熱作用に交替

されていきます。人間は、その生涯を通じてスペクトルそのものによって象徴されるような何か、私たちがスペクト

ルのより化学的な部分（青、紫）を見て、それからスペクトルの光部分（緑、黄）、さらにスペクトルの熱部分（赤）

を見ることによって象徴されるような何か、これは象徴されうる、という以上ではないにしても、こういうものを通

過していくようなものだ、と申し上げたいのです。人間は、本来こういう方向を持っている生体の組織化（図参照）

を成し遂げていきます。人間は幼年期には科学的に作用する活動に頼ることが多く、その後、光作用する活動へ、さ

らに熱作用する活動へと移行していくのです。エーテル体が物質体における化学的現象を促進させることができるよ

うにする諸器官、これらは、甲状腺、胸腺、副腎 [Nebennieren] のような腺なのです。これらの器官にある意味で化

学的現象が結びついているがゆえに、人間の肉色 ( 肉の色、肉のような紅色 [Inkarnat]）は、これらの器官の活動、

すなわちこれらの器官の背後にあるエーテル的な活動と密接に関わっています。副腎の機能のなかには、たとえば人

間を青白くしたり血色良くしたりなどといった働きがあります。副腎が退化すると、これは皮膚の色あいに現われて

くるにちがいありません。副腎の退化によるいわゆるアジソン病 [Addisonsche	Krankheit]（＊１）、これに罹ると人

間は褐色になりますが、これを思い出していただくだけで、こういう関連の奥深くまで見ることができるでしょう。

これらはすべて私たちに生体組織のある種の化学的現象を示唆しているのです。これはとりわけ胎児の生において重

要なことですが、他方、光作用はそうですね、十四歳以上の生活にとって問題となってきます。さらに、熱生活にとっ

て重要な活動がさかんに現われてくるようになります。

　ここには人間の生涯全般に対する、重要な、極めて重要なヒントがあるのです。つまり、こういうことです、幼年

期の生活、とくに胎児の生活は、一種の過剰な塩プロセスを示していて、中位の、幼年期のあとに来る生活は、一種

の水銀プロセスを、私が今特徴をお話しした関連において比較的年齢が進んでからの生活は、一種の硫黄プロセスを

示しているということ、もしくは、幼年期の年代には塩プロセスに、中位の年代には水銀プロセスに、それ以上の年

代には硫黄あるいは燐プロセスに、それぞれもっとも注意が払われ、調整されなければならない、ということです。

人間の生体組織にも、こういう三重性、組織化された化学現象、組織化された光作用、組織化された熱作用、そして

オレンジ 黄 緑 青 紫
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組織化された塩プロセス、水銀プロセス、硫黄プロセスから成る三重性があることに注目すれば、いかに生命全体が

組織化しつつ人間に作用しているか、はっきりと思い浮かべることができるようになるでしょう。生活のしかたーー

ここではたとえば単なる栄養摂取のことではなく、人間の行為すべてのことを申し上げているのですがーーは、子ど

もの場合には化学作用しつつ、生体組織のすみずみまで介入しつつ作用します。もっと強い光プロセス、とでも申し

上げたいもの、これは、若いひとたちの場合、生体組織全体に介入しつつ作用して、魂的な障害をも引き起こすこと

のあるすべてのものの萌芽がそこに生じます。人間は青少年期には、外界の印象に対してもっとも敏感になる、と申

し上げたいのです。この年代に、非論理的に構築された外界に向き合うか、論理的に構築された世界に向き合うか、

ということは、後の人生行路における魂の素質全体にとって大きな意味を持っているのです。これらのこと、特に今

日お話しした病理学的なことについては、明日もう一度お話ししましょう、それからさらに治療上のことに移りましょ

う。

■訳注

＊１　アジソン病：　1855 年、イギリスの病理学者トーマス・アジソン発見の、副腎機能減退による内分泌疾患。心身の甚だしい倦怠感、

血圧下降などを伴い、皮膚や粘膜が黒褐色となる。
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第 19 講	１９２０年　　４月８日　　ドルナハ

　今日と明日で出来るだけたくさんのことを片づけようと思います。そもそもこういう最初の問題提起において重要

なことはーー実際これはこの講習においてなされ得た最初の問題提起なのですがーー主に、精神科学が与えることの

できる道、人間の外部にある物質が人間の生体組織のなかでとる道をより詳細に学び知ること、そしてその物質の反

作用も学ぶことです。つまり、何らかの物質の作用のしかたについて完全な洞察が得られれば、それを薬として適用

するための指針が得られ、自分で診断することができるのです。そしてこれは、あるものはこれに効く、別のものは

あれに効く、といった趣旨の処方を見るよりずっと良いのです。さて、今日もまた、非常に隣接したものに至るために、

一見非常にかけ離れたものから出発しなければなりません。提出していただいた質問のうちでいつも浮かび上がって

くるのは、もちろん皆さん全員が関心をお持ちにちがいない質問、つまり遺伝についての質問です。遺伝ということは、

健康な、あるいは少なくとも比較的健康なひとの診断においても、病気のひとの診断においてきわめて大きな役割を

果たしています。

　さて、この遺伝ということは、実に現代の唯物論的な自然科学においては非常に抽象的にしか研究されていない、

実際の生のためになることがそこから多く生じてくるようにはまったく研究されていない、と言わなくてはなりませ

ん。けれども、真剣にこういう遺伝といったことを研究するようになれば、遺伝というのはやはりきわめて独特のも

のでありーー秘教に関係のないひと [Exoteriker] にはとくにそうです、秘教に通じたひと [Esoteriker] にとっては

これは一目瞭然の法則性なのですがーー、人間が宇宙の連関について知るべき重要なことはすべて、どこかの場所に

かなり外的に目に見えるように顕現しているのだ、ということがわかります。何かあるものは、外的な顕現を通して、

隠されてはいるけれども人間において非常に有効ないかなる力が自然の中に存在しているか、常に示しています。遺

伝を研究する場合には、とりわけこの力に頼らなければなりません。と申しますのも、他方においては、遺伝に関係

することはすべて、幻影をまとわされて絶えず損なわれているために、正しい診断ができないからです。遺伝に関し

ていったん判断が下せるとしても、また別の現象にはあてはまらないのです。これはまさに、他ならぬ遺伝という事

実がきわめてはなはだしく幻影に覆われているということに由来するのですが、これと関連して言えることは、遺伝

には、非常に規則的な、けれども調整しにくいしかたで、男性的なものと女性的なものが参加している、ということ

です。これは規則的なのですが、この規則が現われてくるのと同じくらい明瞭な調整もそこにある、ということがい

つも可能なわけではありません。つまり遺伝現象は規則にのっとったものではあるけれども、調整困難なものなので

す。ちょうど、天秤のさおを水平に保つことは規則性に基づいているけれども、左右に重りを乗せていくといつも、

一方かもう一方に傾き、そのためこの厳密な規則性を調整するのは困難であるようにです。これは遺伝現象にもおお

むねあてはまることです。遺伝現象には、天秤のさおを水平にさせるような規則性があります。けれどもこの規則性

は非常な可変性をもって現われ、そしてこのことは、遺伝にはつねに男性的なものと女性的なものが参加するという

こと、しかも、この男性的なものと女性的なものは、男性的なものは、人間が地上的な存在に負っているものをつね

に遺伝のなかにもたらし、一方女性の生体組織は、地球外の宇宙からやってくるものをもっともたらすように方向づ

けられている、というしかたで参加する、ということに由来しています。地球は絶えず男性を要求し、その諸力を通

じて男性を組織する、と言えるかもしれません。地球は実際、男性のセクシュアリティの発生の原因でもあるのです。

女性を絶えず要求しているのは、こう言ってよろしければ天です。天は絶えず女性の形成を引き起こしているのです。

天は、内的な組織化プロセスのすべてにおいて圧倒的な影響を及ぼしているものです。これはまた、私がすでに申し

ましたことを前にさかのぼって指し示します。そしてそれによって以下のようなことが生じます。考えてみてくださ

い、受胎を通じて女性的な本性が発生すると、この女性的本性はますます地球外的なプロセスに自らを組み込んでい

く傾向に向かいます。この本性はますます、こういう表現をしてよろしければ、天に受け容れられる傾向になってい

くのです。男性的な本性が発生すると、それはますます地球に要求される傾向になっていきます。すなわち、事実、

天と地が共に作用しているのです。と申しますのも、私が言っていることは、たとえば、女性には天が作用し、男性

には地が作用する、と解釈してもよい、ということではなく、（天と地の）の両方が（男女の）両方に作用していて、

女性の場合には天秤のさおが天へと傾き、男性の場合には天秤のさおが地上的なものの方へ傾く、ということだから

です。これは厳密な規則性ではありますが、可変的でもあるのです。しかしこのことからある種の帰結が生じます。

女性がその生体組織のなかに含み持っているものによって、地上的なものは女性のなかで絶えず克服されます。けれ



151

ども奇妙なことが起こっています、それが克服されるのは、女性自身の固有の生体組織のなかのみであって、その胎

児や、精子のなかでは克服されないのです。つまり、天と地とのこの闘いは、女性の生体組織の場合、精子形成、卵

形成の外にあるすべての組織化プロセス、まさに生殖の経過に組み込まれているものの外にある組織化プロセスに限

られていて、そのため、女性はその組織化によって、生殖プロセスに先天的備わった力から絶えず免れているわけです。

生殖の周囲に転移されてきたものを用いて、女性は免れ続けるのです、したがって、こう言うことができます、生殖

力のなかにあるもの、つまり遺伝されうるものは、男性を通じて遺伝する傾向が生じる、と。女性においては、女性

自身はこの遺伝を免れるという傾向が現われます。けれども、その代わり女性は、その卵形成の力のなかにより強い

遺伝傾向を有するのです。

　したがってこう問うことができます、人間社会においてはどのようにして遺伝の破壊的な力に対抗できるだろうか、

と。遺伝の力は、いわゆる霊的なものを前にしても、いわゆる物質的なものを前にしても、躊躇することはないでしょ

う。このことは、精神病が支配している家族においては、その世代の系列のなかで糖尿病が現われやすい、つまり一

方から他方へとメタモルフォーゼが移動する、というような現象のなかに端的に示されています。ですから、遺伝の

破壊的な作用からどのようにして免れるか、というのは途方もなく重要な問いなのです。これに対しては、何はさて

おき、ご婦人がたの健康ができるだけ維持されるよう配慮する、という以外に方策はありません。と申しますのも、

そうすればご婦人がたを通じて、地球外の影響が私たちの地上のプロセスに引き入れられ、胎児を通じて有害な遺伝

をもたらすような作用をするプロセスが、持続的に女性の生体組織から制圧される、ということも起こってくるだろ

うからです。つまり、ご婦人がたが健康であるということによく注意が払われている社会では、遺伝プロセスに関連

して地の力から発する破壊的な影響に対して、闘いが行なわれているのです、なぜなら、（その社会では）地球外の

ものから作用してくる調停する力、この力のいわば蓄電池は女性の生体機構のなかにしかないのですが、まさにそう

いう力の効果に訴えかけているからです。これは、考慮されるべききわめて重要なことです。

　私が今申しましたことは、あらゆる地上的な力にも、地球外的な力にも当てはまることであり、非常に普遍的なこ

とです。これは、ヘモフィーリエン [Haemophilien]、血友病 [Bluter ー Erkrankung]（☆１）を扱う場合、目に見え

て明らかになることです。遺伝現象については、こんなふうに一般的にいろいろとしゃべるのではなく、具体的な事

実が手にとるように遺伝を示すようなところで研究するべきだ、ときっと指摘されるにちがいありません。ひとつこ

の血友病患者における遺伝現象を研究してみてください。すると、皆さんはきわめて奇妙な現象を見出されるでしょ

うが、これは皆さんよくご存じの、私がたった今説明いたしましたことの単なる外的な現われである現象です。つま

り、皆さんが見出すのは、家族の血のなかに血友病患者の受け継ぎが起こるのは、男性の個体においてのみであること、

ただこれが遺伝されるのは女性の個体を通じてであり、女性、つまり血友病患者の娘は、彼女の男の子孫に血友病を

遺伝させる傾向がある、彼女自身にはまったく血友病がなくても、である、彼女が血友病を持っているのはもちろん、

この家族の一員であることによってである、といったことです。これに対して男たちは血友病患者となります。しか

し彼らが、血友病の家族の一員でないことが証明できる女性と結婚すれば、血友病は遺伝されないでしょう。

　ここで、分析してごらんになれば、私が今しがた申し上げたことの明白な外的現われであるものが得られますし、

血友病における現象は、少し前になされたヴァイスマン（☆２）のすべての試みのよりも、はるかに明確に、遺伝に

関して本来どのように事態が進行しているのかを示しています。これは、人間の生体機構の全体的判断にとって、今

や重要とみなさなければならないことであり、この生体機構に影響を及ぼすことができるのは何か、ということにし

たがって、私たちは人間の生体機構を判断しなければならないのです。

　そもそもいったい血友病は何に起因しているのでしょう。何に因るものかは、表面的に観察しても結局は示されま

す。血液の凝固能力がないために、外部へのきわめてわずかな開口部であってもそのひとは出血多量で死に至ること

があります、単なる鼻血によってでも、何らかの歯の手術の場合でもですが、通常は傷の部位で血液の凝固に至るこ

とが、血友病患者の場合はそれに至らないのです。もともとこの作用全体はこのこと、つまり血液の凝固力の不足に

因るのです。とすると、血液が自身のなかに、凝固力に対抗する何かを持っているにちがいありません、そしてこ

の血液が自身のなかに持っているものが強く作用しすぎると、まさに血液が凝固するときに外から作用し始める力に

よってもそれを止められないのです。血液が凝固するときには、外から作用する力が関わっています。血液のなかに、

この力を抑えつけてしまう何かがあると、まさに血液の過度の液体化、血液の過度の液体化傾向があらわれてくるの

です。
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　血液の液体化へのこのように強力な傾向は、人間の自我ー形成全体と関わっていることが容易におわかりになるで

しょう。けれどもこの傾向も人間の自我ー形成とまったく表面的に関わっているのではありません、この傾向が関係

しているのは、人間の自我のなかで意志として働いているものであって、人間の自我のなかで表象として働いている

ものではないのです。つまり、人間において意志を強めたり弱めたりするもの、これらすべてと、血液に過度の液体

化を引き起こす組織化とが関連しているのです。私は申し上げたいのですが、ここで歴史は、正しい解釈がされれば

自然のある種の秘密へとたどり着くのだということをみごとに示している事件を生み出したのです。今や自然だけで

はなく、歴史があの名高いエンガーディン（スイスの一地方）の事件（☆３）、おそらく皆さんもよくご存じの、有

名なエンガーディンの乙女たちの事件を生み出したのです。ふたりのエンガーディンの乙女は、医学が必要としてい

る人間認識に対して、徹底的に啓蒙的に作用することのできる、とでも申し上げたい何かをまさに作り出したのです。

このエンガーディンの乙女たちは、血友病の家族の出身で、結婚しないと固く決意していました、そのため、このエ

ンガーディンの乙女たちは血友病の遺伝を個人的に撲滅したひとたちとして歴史に登場しています。

　さてこのような場合、正しいことに目を向けなくてはなりません。このようにして生殖衝動から身を離すことは、

血友病の家族から出た娘たちすべての特質ではありません。強い主観的な意志、自我のなかで作用し、アストラル体

のなかでは作用しない強い主観的な意志の養成ということもこの一部なのです。つまりこの意志が彼女たちのもとに

あったにちがいありません。すなわち、こういうことなのです、この女性たちがその自我のなかに、その意志のなか

に有していたものは、ある種のしかたで、まさに血友病患者において効力を発揮している諸力と、ある種のしかたで

関連している、ということです。これらの力が意識的に強められるとき、これらは血友病でないひとの場合に強めら

れることができるよりもたやすく、強められ得るのです。これは、正しいしかたで認識されれば、本来血液に特有で

ある力のなかに何かを見いだし、ここで人間の外部にあるものとのどのような相互作用が起こっているのかを認識す

ることに通じるものです。このように血液中で意識的な意志と関連している諸力へと目を向けることによって、人間

の意志と人間の外部にある諸力との関連は総じてどのようなものであるかを見ることができます。さて、これはこう

いうことなのです、つまり、人間の外部にあるある種の力は、人間の意志の力と内的な親和性を持っているということ、

この親和性というのは、進化の経過につれて、まさに人間の意識的な意志と関わるもの、人間の意志全般と関わるも

のが、最終的に自然界のなかに分離された、ということに基づいている、ということです。この意志と関わるものは

最終的に自然界のなかに分離されたのです。

　ここで重要なことは、人間形成プロセスにおける分離のもとで外部の自然のなかにあるもの、それ自身の特質を通

じて、それがいかに人間を形成するプロセスと関係を持ち得るかを示すもの、これを研究することです。こういうも

のは元来自然のなかで長い間研究されてきましたが、それがどのようなものであるかを洞察することは極めて困難で

す、なぜなら、十七、十八世紀までは先祖伝来の医学そのものがなおも保存していた力を、今日の主知主義的な人間

のなかでふたたび活気づけることは困難だからです。当時研究されていたこととはつまり、アンチモンと関係するす

べてのことです。

　アンチモンはまったく奇妙な物体です。伝説的なバシリウス・ヴァレンティヌス（☆４）のようによくアンチモン

にかかわったひとたちが、あれほど熱心にアンチモンを研究したのもそのためでしょう。アンチモンのある種の特性

に目を向けるだけで、皆さんは、私はこう申し上げたいのですが、アンチモンがいかに独特のしかたで自然のプロセ

ス全体に張り巡らされているかを認識なさるでしょう。アンチモンは独特のしかたで自然のプロセス全体に張り巡ら

されているのです。ひとつ考えてみてください、アンチモンはまず第一にーーこれはまだアンチモンのもっとも取る

に足らぬ特性かもしれませんがーー他の金属や他の物体ときわめて親和性をもっていて、それゆえアンチモンはこう

した他の物体とともに、とりわけ他の物質と硫黄結合して現われることが多いのですが、このようにアンチモンは自

然のプロセスに張り巡らされています。硫黄は実際、自然のなかでこういう特殊な作用を持っていますが、このこと

はせいぜいのところ暗示的にではありますがもうお話ししました。アンチモンが他の物質と硫黄結合する傾向は、ア

ンチモンがいかに自然のプロセスのなかに張り巡らされているかを示しています。けれども、アンチモンの別の特性

は、アンチモンがいかに自然のプロセスのなかに張り巡らされているかをもっとよく示しています。つまり、アンチ

モンは、可能性さえあれば、束（房）状形態の結晶化のなかに現われ、すなわち地を離れて線を目指して進んでいく、

という特性です。アンチモンが線を形成しつつ積み上がっていく、とでも申し上げたい、そういうところに、地球外

のものから地上的なものへとやってくる結晶化の力を、いわば外的に目で見ることができるのです。と申しますのも、
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ふつうはもっと大きな規則性をもって現われて結晶を形成する諸力が、アンチモンのこの槍状、束（房）状形態の形

成において作用しているからです。ここでアンチモン実質はまさに、それがいかに自然プロセス全体に張り巡らされ

ているかを露呈するのです。同様に溶離プロセスにおいて起こっていることも、非常に強く、アンチモンはまさしく

結晶化の力を露見させるものであることを示唆しています。溶離プロセスを通じて、アンチモンは細かい繊維状の形

態で得られるのですから。

　アンチモンのまた別の特性はさらに、これが熱せられると、ある種のしかたで酸化、燃焼することができる、とい

うことです。そのとき形成される白い煙は、冷たい物体とのある種の親和性という独自性を示すものですが、ここで

この煙が付着して名高いアンチモン華を産出するのですーーこれもまた、そこではいわば、別の物体へ依存すること

で結晶化の力が解放されているものですーー（＊１）。

　けれどももっとも奇妙なものは、皆さんとともにあるここ数日の間に私がいわば地下の力、電気と磁気のなかで活

動している力とみなした諸力に対してアンチモンが持っているあの独特の防御力です。アンチモンをある種のしかた

で電気分解処理し、これを陰極に運んで陰極のアンチモンの沈殿物に金属の先端で触れると、アンチモンは爆発しま

す、小さな爆発を引き起こすのです。電気的なものに対するアンチモンのこの抵抗は、その助けになるものが得られ

さえすれば、このようにきわめてアンチモンに特徴的なことなのです。このアンチモンのなかに私たちは、ひとつの

物体がいかに自然のプロセス全体のなかに置かれているかを実際に見るのです。その他の物質は、これほどはでな、

とでも申し上げたいようなしかたで、このことを示すことはありません。

　さて、ここで自然においてはっきりとしたケースで自らを示そうとするものを理解できるのは、自然のなかにある

諸力はいたるところで作用している、ということを出発点とする場合のみでしょう。ただ、物質がこれらの力を格別

に示すときは、これらの力はまさにこれらの物質のなかにとくに集中され、局限されているのです。アンチモンのな

かで作用しているものは本来いたるところに存在します。いたるところで、こういう表現を作り出してよいなら、ア

ンチモン化する力は作用しているのです。このアンチモン化する力は、人間のなかでも調整的に作用するものですが、

人間はこのアンチモン化する力を、正常な状態では地球外的なものから引き出します。いわば地球外的なものから、

人間は、アンチモンを集中して作り出すものを引き出すのです。正常な状態では、人間は、地上的なもののなかのア

ンチモン化する力およびアンチモンのなかに集中されているものに頼ることはなく、アンチモンの外的、地球外的な

力に頼ります。ですから今こう問いかけることは当然でしょう、いったい地球外的なもののなかで、このアンチモン

化する力とは何なのか、と。

　それは、惑星ということから言えば、水星、金星及び月の共同作用なのです。これらがそれぞれ別々に作用せず、

一緒に作用すると、これらは水銀的にも、銀的にも、銅的にも作用せず、ちょうど地球においてアンチモンが作用す

るように作用するのです。これはもちろん、単純にこういう配置、つまり月の力、水星の力、金星の力という三つの

力が、しかるべき衝や矩といった座相（＊２）によって中和されるような、そういう配置の人間に対する作用が探究

されることによって、調べられるにちがいないことではないでしょうか。これらが中和し合うとき、三つの力すべて

がまさに中和し合うように互いに作用するとき、アンチモン作用といくらか関わりのある相互作用、アンチモンのな

かで地球から要求される相互作用が起こります。地上でアンチモンであるすべてのもののなかでは、これら三つの天

体から、地球外のものから地球へと作用する力と同じ力が、地球の方から作用しているのです。

　さて、やはりお話ししておかなくてはならないことにたどり着きました。つまり、地球の構造においては、アンチ

モンのようなものの場合に単にひとつひとつの塊について語るのでは正しく語ることにならない、ということです。

地球の組織化において、すべてのアンチモンはひとつなのです、地球のすべての銀もすべての金もひとつであるよう

にです。個々の塊というのはそれほど問題ではないのです。皆さんが一塊のアンチモンを地球から取るとしても、皆

さんは単に地球に組み込まれている全アンチモン体を掘っているのです。つまりその一塊はアンチモン体全体の一部

なのです。こうして私たちは一方で、いわばアンチモン作用を通じてあきらかになることすべてを描写しました。さて、

自然においてはすべての作用に反作用が相対しています。形成された物体は常に、他ならぬこの作用と反作用の往復

運動によって生じるのです。

　さてよろしいですか、今度はこれらの反作用する力を捜さなくてはなりません。この反作用する力が私たちに示さ

れるのは、アンチモンの力というのは、何か本来は人間の内部で制御されているものが、外に向かって突き進む瞬間

に人間に作用するのだ、ということを私たちが認識できるとき、洞察できるときなのです。つまりこのアンチモン力は、
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まさしく血液の凝固において作用する力なのです。この凝固の内部ではアンチモン化するものが作用しています。血

液がその持続において、その流れにおいて、凝固する傾向を示すところにはどこでも、アンチモン化する力が存在し

ます。（そして）血液がこの凝固する力から離れようとするところにはどこでも、反作用が存在するのです。したがって、

私たちが血友病患者と向き合うところでは、奇妙なことに、私たちはアンチーアンチモン化 [anti-antimonisierend]

の力を見いだすわけです。このアンチーアンチモン化の力は、ーーこういう語を作ってよいならーーアルブミン化す

る [aibuminisierend] 力、蛋白質形成する力、とでも名づけたいものと同一のものであり、このアルブミン化する力

は蛋白質の形成を促進するように組織化しつつ作用するものです。と申しますのも、血液が凝固するのを妨げるもの

は、蛋白質を形成する力だからです。

　このようにして私たちは、人間の生体組織におけるアンチモン化するものとアルブミン化するものの関係を認識す

るようになります。私は、このアンチモン化するものとアルブミン化するものの交替を研究すれば、罹病のプロセス

と治癒のプロセスにおける根本的な認識が得られるだろうと信じている、とさえ言わなくてはなりません。いったい、

アルブミン化するプロセスとは何なのでしょうか。それは、それを通じて自然におけるあらゆる可塑的なもの、あら

ゆる形成的なものが、人間とそして動物の生体組織の一部にその実質形成のために組み入れられる、そういうプロ

セスです。アンチモン化する力は、いわば外から作用する造形芸術家であり、器官を形成する実質に形態（フォルム

[Form]) を与える力です。このように、アンチモンの力は、諸器官の内的な器官形成力に対してある種の関係がある

のです。

　ですから、どうぞ今から、一つの器官においてこの両方のプロセスを区別していただきたいのですーーこれは重要

な区別ですーー、たとえば食道の場合をお話ししようと思います。食道は内的に組織されております。どんな経過が

起こっているか、食道に沿って粥状になった食物がどのように通過していくか、などにはじめは注意を払うことなく、

皆さんはいわば、食道の内部構造を追求することができます。それから食道が現われて、人体組織に取り入れられた

ものと一緒に作用します。つまり器官の内部の経過と、人間に外からもたらされたものと共に働くときに器官におい

て起こることとを、抽象的なものにおいて分けることができるのです。これらは二つの異なったプロセスです。器官

そのものの内部、そこでは、人間においてアンチモン化する力が作用しています。人間のなかに外から取り入れられ

るものをすべて抜き出して考えれば、人間は本来アンチモンなのです。人間自体がアンチモンなのです。重要なこと

は、通常の生のプロセスにおいては内的な器官形成力にこのアンチモン形成力の負荷をかけすぎてはいけない、とい

うことです。通常の生のプロセスにおいてこのアンチモン形成力を供給してはいけません、さもないと生体組織を毒

し、過度に刺激してしまいます。とは言え、生体組織をもっと強く刺激する必要があるときは、この通常は供給して

はならないものを生体組織に供給せねばなりません。ここで皆さんが行き着くアンチモン作用というのは、いま描写

いたしましたアンチモンの独自性によって、皆さんがアンチモンを外から用いるか、内から用いるかによって特に異

なる作用です。アンチモンを内から用いるときは、皆さんがアンチモンを上部人間の内部まで獲得できるように、非

常に希釈して用いるよう試みなければなりません。皆さんがアンチモンを上部人間の内部にまで獲得すると、アンチ

モンは、妨げられた器官形成、内的な器官プロセスを非常に刺激するように作用するでしょう。したがって、チフス

形成のある種のかたちにおいても、微細にポテンシャル化された（希釈された）アンチモンは大きな役割を演ずるこ

とができるでしょう。

　これに対して、アンチモンをあまり高くないポテンシャルで（あまり希釈せずに）取り入れるとき、軟膏その他に

よって外的に用いられるときには、その作用はいくぶん異なり、また異なって達成されます。もちろんこの場合も、

状況によっては外的なもののためにも希釈されたアンチモンの力に訴えなければならない、と判明することもありま

す。とは言え本質的には、外からの作用は、一般に低めのポテンシャルで（あまり希釈しないで）用いられることによっ

てもたらされます。

　皆さんはこのことから、このような、同時に実際きわめて有用な薬である薬が、私の申しましたこの規則的な進行、

しかし同時に絶えずその振動も示しているこの進行のなかに組み込まれていることをおわかりになるでしょう。した

がって、次のようなことに依拠しなければならないでしょう、つまり、非常に意志の強いひとを扱うときは、主とし

て内的にアンチモンを用い、もっと意志の弱いひとを扱うときは、アンチモンを外用する、ということです。こうい

うしかたによって特殊化せざるを得ないのです。このことから、鉱物界の内部のアンチモンのなかに、人間の意志と

内的な親和性を有するもの、これは人間の意志が、意識的であればあるほど、それだけいっそうアンチモンの作用に
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対する反作用を引き起こすきっかけになると自ら感じている限りにおいてですが、そういう意志と親和性のある何か

が与えられていることがおわかりになるでしょう。人間の意志は、私が前に皆さんに描写いたしました、アンチモン

の独特の反応を形成する力をすべて破壊するように作用します。一方、人間において組織化する作用をするものはす

べて、思考の力の影響のもとに、ただしとくに無意識の思考力、たとえば子どもにおいてまだ無意識に作用している

思考力もですが、そういう思考力の影響のもとに本来アンチモンの力によって支えられています、アンチモンの力は、

この組織化する作用をするものと共同して作用するのです。

　したがって、もし私が人間の生体組織のなかに恣意的なしかたでアンチモンをもたらし、アンチモンがまずその独

自の特性を通じて強力に作用するとしたら、それは人間のなかに強力なファントムを形成します。すぐさま内部の器

官の力が刺激され、この、人体組織に挿入されたものと共同して働くためにはもはや何も残らなくなります、つまり

嘔吐、下痢ーーこれは、作用が器官へと後戻りして、器官の近辺のものにまで広がっていかない、ということに基づ

いているのです。これもまた反作用とともに現われてきます。

　皆さんは、皆さんがまさにそのために有利に組織化されているなら、あるひとたちがふつうある種の本能から自ら

に適用することを好むの同じと手段で、アンチモンの有害な作用を克服することもできるのです、あるひとたちとい

うのは、何かあるものを通じて、その循環プロセスのすべて、その律動プロセスのすべてを調整的に維持することに

好感を持っているにちがいないひとたちです。この律動プロセスに対して調停的に作用するのは、コーヒーの嗜好で

すーー私は単に事実を述べているだけで、何かを推奨したりするつもりはないことは言うまでもありません、と申し

ますのも、この律動プロセスの調整を自我自身から取り除いてしまうとき、それは別の関連においては非常に有害で

ある可能性もあるからです、けれどもここでそのことについて語るつもりはありません、ただ事実について語ろうと

思うのです。コーヒーの嗜好は、律動プロセスを、そのひとがそれを調整できるほど十分魂的に強くない場合、ある

種の調整へと導きます。したがって、アンチモンによる中毒プロセスにおいて、コーヒーは一種の特効薬なのです、

なぜなら、コーヒーは、内部の器官的な作用と外的に起こっていることの間にリズムを取り戻させるからです。これ

もまたある一定のリズムによって維持されています。私たちがコーヒーを飲むのはそもそも、私たちの内部の諸器官

と、つまり諸器官の近辺において、取り入れられた食物とともに起こっていることとの間に、絶え間ない律動化をも

たらすという理由からなのです。

　これらすべてはまた、別のこと、つまりアルブミン化するプロセスに着目するよう私たちを導きます。これらのプ

ロセス、すなわち今度は別の側に位置しているすべてのプロセスは、諸器官がそれ自身の内的な組織力を持たず、諸

器官の外的な作用によって消化が行なわれるような側において強化されます、つまり腸の運動において機械的に起

こっていることや通常消化において起こっていることはすべて、他ならぬアルブミン化する諸力と親密に相互作用し

ているのです、同時に蛋白質形成の力でもあるものに向かい、アンチモン化する力に対置される、アルブミン化する

力とです。

　さて、すでに指摘いたしましたことですが、もう一度指摘しておかなくてはなりません。殻を形成する牡蛎という

のは、非常に教えられる多い客体（対象）であり、私の考えでは主体でもあります。小規模ではありますが、同じこ

とが卵の石灰の分泌、卵の殻の形成の場合にも見られます。いったいこのことの根底にあるものは何なのでしょう。

こういうもの、牡蛎の殻や、通常見られる卵の殻のような殻とはいったい何なのでしょう。これは、卵の実質や牡蛎

が自らから解放しなければならない産物で、卵の実質や牡蛎はこれを外部に送り出さなければなりません、しかもそ

の理由は、もし卵の実質や牡蛎がこれを自らのうちに保持していたら、それがもとで死んでしまうだろうからという

ことです。これらの殻形成というのは単純に、生命活動を維持するということに基づいているのです。

ですから牡蛎を食べると、牡蛎と一緒にーー皆さんにはたぶんこういう言い方をしてもよいでしょう、今日の科学の

気に入るように話そうと思えば、もっと選び抜かれた形式をまとわせなければならないのはもちろんですがーー、牡

蛎においてまさに殻形成において外へと現われてくる生命プロセスを食べることになるのです。この生命プロセスを

一緒に食べるわけです。つまりアルブミン化するプロセス、アンチモン化するものに対置されるプロセス、これを一

緒に食べているのです。それによって、人間のなかで、チフス様の症状に通じるすべてのものが促進されます。牡蛎

を食べるということはきわめて興味深い経過です。牡蛎を食べること、これは人間の下腹部における形成力、アルブ

ミン化する力を促進するのです。ところがこれによって、ある種の力を頭から解放し、引き離すのです、すると人間

は、牡蛎を食べたときは主観的に、彼の頭のなかで働こうとする力をさほど重くないように感じます。そのひとはあ
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る種のしかたで頭をからっぽにするのです。私たちは、このアルブミン化する力を絶えず発達させなければなりませ

ん、なぜなら、形態形成する力の負担を頭にそれほどかけることはできないからです。ところが牡蛎を食べるひとは、

これをしすぎて、あらゆる情熱をもってからっぽの頭を希求するのです。したがってそういうひとは、昨日特徴をお

話ししましたある種の力の下腹部の器官への突破の可能性をも大きくし、つまりチフスへの傾向を促進するのです。

ですから皆さんは、この傾向があるとしたら、これとともに、どのようにしてアンチモン処置がもたらされるか、考

えることができるのです。したがって、内部と外部の同時的処置をアンチモンで遂行することによって、とりわけア

ンチモン軟膏を擦り込むと同時に高度にポテンシャル化された（希釈した）内部のアンチモンによって、チフスへの

傾向をきわめて内的に克服するために引き起こされなければならないことに到達するとしたら、よい結果が引き出せ

るでしょう。これはまた、調整的に逆の作用もするでしょう、なぜなら、これは、チフス傾向に対して相互に調整し

合うだろうからです。

　人間を絶えずその全宇宙の環境に据える、という試みがここでどのようになされるか、おわかりでしょう。このこ

との意味が示されるのは、皆さんが、自然のなかのあるもの、つまり、ある種のしかたで直接的な地の諸力に対して

抵抗することによって成立しているものと人間との関係を調べてみるときです。植物は直接的な地の諸力に対して抵

抗することができます。その後植物は、花形成、種子形成に至る時期のために、形成力の多くの部分をとっておきます。

食べられる植物の基礎をなしている、私たちが通常見る植物形成は、まさしく、地の力の全く特定の量が植物の形成

のために用いられるということに基づいているのです。植物がこの地の諸力に抵抗すると、次いで地球外の諸力にさ

らされ、種子形成、実形成が最後に集結すると、次いで植物は、本来ならば、高次のこの植物界の上方にいる存在た

ちが世界を見渡すように世界を見渡したいと思っているような植物になります。さらにこの植物は、知覚への欲求を

示します。ただし植物は知覚するための器官を持っていないので、植物のままにとどまり、ちょうど人間の目のなか

にあるようなものを発達させようとします。けれども植物は目を発達させることができません、植物が有しているの

はまさに植物の体であって、人間あるいは動物の体ではないからです。ですからこの植物はベラドンナ[Tollkirsche]、

アトロパ・ベラドンナ [Atropa	 Belladonna] になるのです。私は、このベラドンナになっていくときに起こっている

プロセスを、皆さんに対していくらかありありと具象的に描写しようといたしました。植物はベラドンナになります、

そして、ベラドンナになることによって、その根のなかにはしかしもう最終的に黒い液果の結実へと導かれる諸力が

存在していることによって、この植物は、人間の生体組織においてまさに次のように作用しているものすべてと親和

性を有するようになるのです、つまり、形態形成にしたがって動き、本来は感覚の領域のみで起こりうるものにした

がって動き、つまり人間をその組織化の領域から感覚の領域へと持ち上げるように作用しているものとの親和性をで

す。ポテンシャル化した（希釈した）少量のベラドンナを服用する場合に起こるプロセスは、きわめて興味深いもの

です、それは夢の混入した目覚めのプロセスに恐ろしくよく似ているからです。この場合、このプロセスがいわば正

常化されて起こります。目覚めの際、まだあまり感覚的な知覚がなされず、感覚的知覚がまだ夢を伴う意識に浸透さ

れる性質を内的に有しているとき、本来いつも人間のなかにはこのような一種のベラドンナ作用があるのです。そし

てベラドンナによる中毒というのは、ふつうは目覚める際の目覚めがまだ夢に浸透されているときに人間のなかでな

されるのと同じプロセスが、ベラドンナの毒によって人間のなかに引き起こされ、しかもそれが継続して行なわれて、

意識によってふたたび受け取られることなく、こういった過渡的現象がずっと持続していく、ということに基づいて

います。中毒現象を通じて引き起こされるにしてもそういうプロセスは、それが正しい速度で人間のなかに引き起こ

されるなら、人間の全生体機構の一部となるものだ、ということがわかるのは、興味深いことです。

　前に特徴をお話ししましたように、ベラドンナ化することとは人間化することへの気違いじみた努力なのです。で

すからこう言うことができるでしょう、人間の目覚めは、自らのうちにベラドンナ化することのいくばくかを有して

いる、ただしこれは和らげられたベラドンナ化、節度あるベラドンナ化であり、まさに目覚めの瞬間に限定されてい

るものである、と。したがって皆さんが、体を内部のアルブミン化プロセスの重荷から解放しようとするなら、あま

りに強く作用するアルブミン化プロセスを回収するように、いわば体的なものを魂的なものに導いていくように体に

対して影響を与えようとするなら、ポテンシャル化した（希釈した）ベラドンナを与えてください。このとき皆さん

は、それによって体から負荷を除こうとする何かを魂のなかに入れるのです。これは、これまたやはり、なるほど混

乱して幻影に満ち満ちてはいますがーー私が講義の最初に申しましたようにーー、ベラドンナの通常の肉眼で見える

作用において私たちの前に現われてくるものです。皆さんが人間を突いて、その結果そのひとが目覚めの状態から（持
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続的な）覚醒状態に移らず、目覚めの状態のままにとどまるとしたら、皆さんはまさに彼を死なせてしまいます。人

間は目覚めるとき、いつも生命の危険にさらされています。ただ、この生命の危険を克服できるようにすばやく目覚

めるというだけなのです。これは、いわば正常であるけれども正しい度合いに引き戻されているものと、正しい度合

いを越えて導かれる瞬間に異常となるものとの間の興味深い関係です。

　これは、私にはそう思われるのですが、古代の医師たちが繰り返し繰り返し追求しようと試みていたプロセスです。

ですから古代の医師たちがホムンクルスの製造（☆５）について語るとき、これは根本的に言って、彼らはまだ残っ

ていた霊視力で、アンチモンのファントムであるような、そういうものを見ることができた、ということなのです。

彼らが実験室で外的に実行していた形成プロセスにおいて、アンチモンがその力を展開する間に、彼ら自身の本質か

ら投射されて、彼らに現われたものは、アルブミン化する力としてこのアンチモンの力を撲滅するものなのです。こ

れが彼らにはまさにひとつの力として現われたのです。ふつうは人間の生体組織のなかに残っているものを彼らは投

射しました、そのとき彼らは、アンチモンがさまざまな形（フォルム）をとっていくプロセスが起こっている間に、

そこに現われてくるホムンクルスを見たのです。こういうことが起こるプロセスにおいて現われてくるもの、これを

彼らはホムンクルスと見たわけです。

□原註

☆１　血友病：速記原稿の不精確な箇所を意味に即して修正した。

☆２　アウグスト・ヴァイスマン [August	Weismann]、1834 ー 1914

最初は医師、1866 年から 1912 年までブライスガウのフライブルク大学で動物学教授、獲得形質の非遺伝性を仮定した。

「遺伝理論の基礎としての生殖質の連続」（イェナ、1885）、「生殖質」（イェナ、1892）、及びその後の論文参照。

☆３　エンガーディンの乙女たちの事件：エンガーディンにこれに当たる事件は見当たらない。逆にテナ、ザフィエンタールでは、おそ

らくここで示唆されているようなケースが起こった。またエルンスト・ツァーンの長編小説「タノの女たち」（1911　タノはテナという地

名の詩的な変形）も参照のこと。

☆４　バシリウス・ヴァレンティヌス　Basilius	Valentinus　14 世紀と 15 世紀の変わり目頃生きた。

　　　著作：「アンチモンの凱旋車」「太古の賢者の偉大な石」「化学の黙示」

☆５　ホムンクルスの製造：たとえばパラケルスス「デ・ゲネラツィオーネ・レールム」（バーゼル 1574、第１巻７頁以下）参照。

□訳註

＊１　アンチモンの結晶：アンチモンの主要鉱石は輝安鉱。アンチモンは硫黄と結合して現われることが多いと述べられているように、

輝安鉱の成分はアンチモン（Sb)71.4% と硫黄（S)28.6% から成る。輝安鉱の結晶は長柱状、針状をなし、繊維状、毛状になることもある。

輝安鉱を木炭上で熱すると、容易に溶融して液状になり、そのまわりに三酸化アンチモンの白色の蒸皮を生ずる。また開管中で熱すると、

管の底部に不輝発性の白色昇華物を残し、上部には白色輝発性の昇華物が輪状につく。原鉱石の溶融によって得られる硫化アンチモニー

はそのままでもマッチ、花火などに用いられる。　　

＊２　衝、矩：衝は惑星どうしが 180 度の角度で向き合う位置関係、矩は互いに 90 度（四分円）の角度になる位置関係。
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第 20 講	１９２０年　　４月９日　　ドルナハ

　人類にとって有益なしかたで医学研究を続けていこうとすれば、私がこの連続講義で示唆しようとしましたこと、

つまり健康なそして病んでいる人体組織全体を、人間の外部にある諸力、物質、作用のしかた全般とともに考える、

ということが、実際に広まっていくことが望ましいのです。と申しますのも、そうすることによって、ますますいっ

そう単なる病気識別を目指している自然科学的方向と、治療薬と治癒作用を生み出そうとする努力との間に橋が架け

られるからです。しかしこの道を進んで成果を上げることができるためには、人間の全体を観るすべを獲得し、現在

人間としてあるところの人間は、まずもって外界とある種の関係にある、というところから、人間にいわば精神科学

的な光を当てる、ということが不可欠です。この外界との関係というのは、もっとも進化した状態で、外的知覚と外

界との相互作用のなかに現われてきます、この外的知覚は、たとえば目の知覚作用のように、本来はまだ内部におけ

る物理的作用とはわずかしか関わり合わないのです。けれども、低次の知覚の領域、つまり嗅覚や味覚の領域に入っ

ていくやいなや、私たちはすぐさま人間の外部、いわば人間と環境との外的な交流がいかに内面化されているかを見

るのです。と申しますのも、ある一点までは、実際人間の消化というものは、知覚活動の継続、知覚活動の変化にに

ほかならないからです。栄養分が腸の働きによってリンパおよび血液形成の働きに引き渡される地点までは、そして

まだこの地点への移行においてさえ、根本的に言ってすべては、それ自身が低次であればあるほどいっそう器官的に

作用する、変容、変化させられた知覚活動なのです。ですから私たちは本来、私がいま特徴をお話しした地点までは、

消化の経過のなかに、継続された味覚（味を感じとる）の経過を認めなければならないのです。

　こういう事実を正当に評価するなら、まず第一に食餌療法学全体のための基礎を、そしてさらには、この分野でま

さに作用を及ぼすために必要な治癒力のあるものをすべて認識するための基礎も準備できるでしょう。この分野で生

じてくる可能性のある有害なものも、これによって系統立って少しずつ見極めることができるでしょう。と申します

のも、ひとつ以下のようなことをよく考えてみて下さい、アンモニア塩の人体組織への作用、と申し上げましょう、

この作用を追求してごらんなさい。今日の自然科学の信奉者はこう言うでしょう、たとえば塩化アンモニウムの形で

もたらされたアンモニア塩はまず第一にーーまさに今日の自然科学の意味で語らなければならないようにーーたとえ

ば筋肉ー運動性心臓神経組織に作用を及ぼす、と。

　さてところが、運動性と言われるこの全神経組織が無意味なのです。私がずいぶんと強調してまいりましたように、

知覚（感覚）神経と運動神経との間に違いはありません。ですからこういう把握全体が無意味なのです。重要なのは（こ

れとは）本質的に異なった何かです。重要なのは以下のようなことです、つまりアンモニア塩がーーそうですね、味

覚の経過から血液形成の経過まで達する領域の内部でーーその作用を維持しているうちは、継続された味覚作用も内

部に存在するのです、そして、この継続された味覚作用は同時にアストラル体における経過でもあり、アストラル体

のなかに反射活動を、たとえば汗の分泌において見られる反射活動を引き起こします。皆さんが、人間の消化活動の

この最初の部分、とでも申し上げたいものを、継続された味覚プロセスと捉えることができるなら、皆さんはまさに、

汗の分泌、ある種のしかたでは尿の分泌をも見通せるのです。と申しますのも、皆さん、これは実際こういうことだ

からです、この領域において主として起こっていることを眺めますと、私たちが本質的に関わっているのは、内部の

身体的液体分泌を通じての、供給された栄養分の摂取ということです。これが本質的なことです。ここで観察される

ことはすべて、本来多かれ少なかれ、この体内の液体の食物への作用に還元されます。この溶解作用には反作用があ

ります。反作用は肝臓および脾臓の活動のなかにあるのです。したがって、私たちは肝臓および脾臓活動も、本質的

には水の活動、液体活動に分類せねばなりません。しかし、消化の最初の領域における溶解作用とは逆に、肝臓活動

には、プロセスの最初の部分においてなされたことを包み込み、覆い、変化を再びもとに戻す機能があります。私が

湯に塩を入れるときになされる活動を一緒に並べてみるだけで、ここで起こっていることのイメージを実際に得るこ

とができます。塩は湯のなかに溶けて分解します、これは、食物がリンパ管、血管に摂取されるまでの活動のイメー

ジです。私はその横に、球形の水銀を数滴置きます、球形の閉鎖したものを作りだし、組織し、形成しようと絶えず

努めている水銀をです、これは、リンパ管、血管への食物の摂取から始まるすべて、肝臓と肝臓の人間のアストラル

体とのすべての関係によって支配されるものすべてのイメージです。

　よろしいですか、ここで実際起こっていることをこのようにしてのぞき込むことがぜひとも必要なのです。と申し

ますのも、そうすれば、塩形成、水銀形成において外界がどういう状態であるのかを研究することに導かれるからです。
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生体組織の内部で活動しているにちがいないものを、文字どおり外界に読みとることができます。人間を常にこの外

界との関連において観察しなければならないのです。

　さて、アンモニア塩が血液形成への移行を見いだす場合、このアンモニア塩をさらに追求すると、このときアンモ

ニア塩は血液をアルカリ化します。ここでアンモニア塩は、その道をさらに進む途上で、今や下部人間から上部人間

にまで作用を及ぼし、上部人間のなかに反作用を引き起こすということに行き着きます。しかし興味深いことは、こ

こで完全な反転が起こるということです。経過の完全な反転が起こるのです。この経過の反転はたとえば以下のよう

に特徴づけることができるでしょう、つまり、上部人間は消化の下部領域において知覚人間として作用し、味の知覚

において作用しようと努めますが、他方で今度は逆にーー全体が逆になっているのですーー下部人間がよりいっそう

知覚に向かう傾向を示しはじめ、上部人間の方は知覚に作用を及ぼすものへと向かう傾向を示し始めるのです。する

とこの結果、以前は、私がアストラル体から発するとお話ししましたある種の反射 [Reflexion] の作用が生じていた

のに対し、今度は逆に、いわば反射する作用が下から出発して、つまり反射に対応するものが下から来て、上では変

化 [Flexion] に対応するであろうことが始まる、という経過となるのです。その結果、上部ではーーそうですね、専

門用語を用いればーー、顫（せん）動上皮 [Flimmerepithelien] が刺激され、たとえばより激しく運動するようになっ

て、肺の分泌 [Sekretion] が促進されます。ここでは逆の運動が行なわれているのです。まず溶解を通じて肺の運動

が引き起こされ、次いで包み込む肝臓の働きを通じて、肝臓より上にあるもの、つまり肺活動を溶解させるもの、分

散させるもの、刺激するものが喚起されます、そして下部での溶解の代わりに上部の器官における分泌が引き起こさ

れるのです。

　これが、人間の生体組織において、溶解、塩作用を通じての物質の同化から、形成化する作用および逆に分散させ

る作用へと与えられた道です。この分散させる作用は、蒸発および燃焼プロセスに比較することができます。つまり、

水銀の滴の傍らに、沸騰する液体を置いてみてください、絶えず蒸発していて、活発な蒸発作用ーーこれをまさに燐

的な硫黄作用と呼ぶことができますーー、ここではいわば非器官的なものが炎症を起こしているのですが、そういう

蒸発作用のもとにある沸騰する液体を。すると皆さんは、対となる器官、つまり下部人間のなかで展開される活動、

そして上部人間においては肺と関係しているすべてのもののなかでも展開される活動を得るのです。

　この内的活動が得られれば、外界からこれらの活動のなかに取り入れることができるものについての概念を形成す

る道も得られるのです。これはずっと進み、以下のようなことにまで到ります。私たちが数日前にお話ししましたこ

とを思い出していただけるなら、皆さんは、歯の形成プロセスにおいて起こっていることはすべて、人間の生体組織

の非常に周辺的（末端的）な活動である、ということを洞察されるでしょう。ですから人体組織のこの非常に周辺的

な活動も、私が特徴をお話ししましたように即座に外的な鉱物化する活動となります、そしてこのことを誤解なさら

ないようお願いいたします。私が思いますに、これはいささか誤解を招きやすいことなのです。私はこう申し上げま

した、歯の形成活動はこのように周辺的なものなので、歯の形成プロセスにおいてすでに鉱物化するものが現われて

くるなら、歯の状態の悪化が問題となるとき、純粋に外的技術的に、機械的歯科技巧的な治療を通じて、歯の改善等

のために働きかけるのは当然だ、外部からそれ以上のことはできないのだから、と。つまり、外部で鉱物化されてい

るものは、やはり機械的に扱うほかないのだ、と。機械的に起こっているものすべて、歯の改善その他を私はこれに

含めます。つまり、歯が悪くなったときに歯の補填について配慮するのはもっともなことです、と申しますのも、あ

る時点からは、もはや歯について内部から気遣うことなどできないからです。けれども、どうしてもそこになくては

ならないプロセスについては内部そのものから配慮しなくてはなりません、それはフッ素形成プロセスで、これは生

体組織にとっても不可欠のプロセスです。歯が健康である限り歯がそこで行なうこと、つまり生体組織におけるフッ

素形成プロセスの代用物が作り出されねばならないのです。この代用物はある種のしかたで作り出さすことができま

す。ただ、今は私がちょうど特徴をお話したところのこの反転プロセスを正しく考慮しなければなりません。

　この歯の発生とは、その現実にしたがって観察すれば、そもそもいったい何なのでしょうか。歯の発生とは内から

外への鉱物化プロセスの運動です。永久歯がすべて生えてしまうと、この他ならぬ鉱物化プロセスを外へと推進する

経過はその目標に到達したわけです。するとこの経過に対して、今度は逆に内へと追い立てる性的成熟化プロセスが

現われてきます。これら二つ、歯の形成プロセスと、性的成熟化プロセスは、リズムにおいてそうであるように相互

に作用しあっている反対のプロセスです。歯の形成プロセスが完了すると、同じ度合いで、もう一方の側で性的成熟

化プロセスが起こります。けれども事態をこのように見ると、内部および後方への方向を持つ人間のなかのもうひと



160

つ別のプロセスが、歯形成の運動プロセスの対極に置かれていて、実際にこのプロセスと非常に関係があるというこ

とも皆さんには洞察できるでしょう。これは腸の蠕動運動 [peristaltische	 Bewegung] です。これらは、相互に密接

に関わり合っている二つのプロセスです。つまり、この蠕動運動に属するすべてのものは、他方において歯の形成を

つかさどるものと、密接に関わり合っているのです。この腸の運動プロセスは、人体組織におけるフッ素の利用と密

接に関係しています。次のように言うことができます、この腸の運動プロセスが、個々人に応じたあるべき状態より

も速く、集中的に経過すると、それは歯を損なうような作用を及ぼし、とりわけフッ素が人体組織のなかで正常にお

こなうべきことすべてに対して作用する、と。したがって、ぜひとも必要なことは、歯科医師が、歯が非常に損なわ

れていることに気づいたら、人間の消化運動のはたらき全体があまり集中されないように指示を与える、ということ

です、そのひとの職業上可能であれば、純粋に外的機械的に安静を命じることによってであれ、消化を鎮める薬を与

えることによって、つまりとりわけ、過度にではなく少しだけ腸の運動の強さを抑える、ということによってであれ、

そのように指示することが必要なのです。

　しかしこの活動を調整することには特別な意味があるのです、この活動は、私がすでに示唆いたしました、規則的

正しい法則に従う四肢の活動、腕及び手、脚及び足の活動によって促進されますが、これは特に運動のオイリュトミー

的調整を通して促進されます、オイリュトミーの動きは運動を魂で貫く [durchseelen] からです。体操的なものが単

なる生理学的なものに移行しすぎると、いわば振り子が間違った方向へと振れてしまい、非常にたやすく反対の方向

へと作用を及ぼしてしまう可能性もあります。ですから、特に女の子たちを支配している通常のダンス活動が、今度

は逆に歯を形成するプロセスに害になるしかたで作用を及ぼすことも納得できます、ですから、さかんに踊る女の子

たちの歯が男の子たちよりも悪いのはいったいどういうわけだろう、などと断じて言ってはなりません。重要なのは、

この踊りがまさに魂で貫かれていること、過度にならないことです。他方で手の運動に関しても、編み物と鉤針編み

において前面に現われてくるものが度を越すとそくざに、人間においてこういう活動を正しく用いる場合に出てくる

ものとは反対の作用が生じてくるのです。

　つまり、こういう機械的に目に見える運動、とでも申し上げたい分野において実際に反転が起こることがわかりま

す。まず第一に歯の形成プロセスが消化プロセスに反転させられます。しかしまた非常に重要なことは、全般に人間

の運動、人間の前進運動、前方へ動く能力へと反転させられているのは、消化プロセスのなかに組み入れられている

運動であるということです。消化プロセスのなかには、人間を構成するために途方もなく多くのものが置かれていま

す。人間が前方に歩くことができるということ、そして消化への刺激は後方に向かって起こること、これは途方もな

く重要なことです。消化作用が活発でないひとに、体操で後ろ向きにたくさん歩く習慣をつけさせることによって、

いくらか成果をあげることさえできるのです。そうすればそのひとの消化活動を促進するような作用が及ぼされるで

しょうから。こういう事柄すべてが、純粋に経験的なメモの収集、とでも申し上げたいものから、内的に浸透させる

ことのできるものとなるのは、人間の構成全体について精神科学の光が当てられるときでしょう。

　さらにまた別のことに注目していただこうと思います。よろしいですか、私たちがこれに移ろうとすればですが、

何と言っても人間に対して驚くべき作用が現われるのは、ヌクス・ホミカ [Nux	vomica]（馬銭子　まちんし）（＊１）

です。この作用は何によるのでしょうか。ヌクス・ホミカを特定の機会に研究してみさえすれば、その作用に行き当

たり、その作用を内的に見通すことができるでしょう。皆さんはヌクス・ホミカを二日酔いの際に研究してごらんに

なりさえすればよいのです、そうすれば、ヌクス・ホミカがどのような作用をするかおわかりになるでしょう。二日

酔いのひとにおけるこのヌクス・ホミカの作用を観察すると、他の作用はすべてある種見過ごされやすくなってしま

います。二日酔いの際には人間の器官活動全体がまさに反転するのです。二日酔いとは実際、消化活動の管状の道す

じの最初の部分で起こるプロセスの継続なのです。二日酔いが起こるのは、ワイン、ビール、あるいはシャンパンに

耽溺した場合、その物質がリンパおよび血液を構成の経過に摂取されるまでに起こることが、これらの経過のなかに

入り込むときです。すると、本来なら溶解させることがその使命であるような人体組織の領域が、一種の知覚器官に

変化します。すると、その主要な知覚活動を外界に向け、外界とコミュニケーションし、諸経過の起こる地球を外部

の眼前に持つ代わりに、人間は自らにしでかしたことのおかげで、内部を知覚するように強いられます、今や人間は

内部に、外部の地球活動にきわめて類似するものとなった活動を有しているからです。このとき人間は地球の自転を

感じ取るようになります、ベッドが回転し始めるのです。人間の腸の活動の向こう、リンパおよび血液形成活動のな

かには、今や、一種の地球活動、一種の外界、内的な外界、とでも申し上げたいものが現われます。人間は自らを内
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的な外界としてしまい、外部にそれを知覚しているぶんにはそのひとをまったく妨害しないものを、おそろしいこと

に内部に知覚するのです、人間の内部は、地球となるにはふさわしくなく、地球からまさに身を離しているのが望ま

しいからです。ところが今や、人間は内部に正真正銘の地球を構成します、これは本来は完全に取り出して、周囲に

それを外から観察できる知覚者がいるということができれば、その方がはるかにふさわしいものです。ですが今や人

間は、より外部に向かって置かれた内部によって知覚するよう誘われるのです。

　ヌクス・ホミカはこのとき生じてくることすべてに対抗する作用をしますが、それはまずもって自然治癒プロセ

スーーこういう場合たいていは強い自然治癒プロセスが現われてくるものですーーが現われてくる限り、この外的な

内部への敏感さがヌクス・ホミカによって抑えられるためです。これが抑えられることによって同時に、内部に置か

れた外的プロセスが妨げられることはなくなります、つまり、ヌクス・ホミカの一種の治癒作用がこれに結びつけら

れたわけです、この治癒作用のもとになっているのは、変容させられた味覚経過の継続が弱められて、もはやこの継

続された味覚経過の向こうにあるものを妨げるような作用をしない、ということです。これを通じて一種の治癒作用

が引き起こされるのです。さて、逆のこともある、と仮定してみてください。継続された味覚経過、つまり溶解活動

の上昇が起こらず、麻痺が起こって、この溶解が十分遠くまでもたらされない、と。つまり人体組織において、外界

から摂取されたものが正しい度合いで溶解され、塩形成プロセスに取り入れられる代わりに、この内部が、塩形成プ

ロセスに取り入れられるにはあまりに弱すぎることが明らかになる、そういう事態になると仮定してみてください。

この消化活動の最初の分野であるものは、ヌクス・ホミカを与えるときにひとが得ようとするのと同様な作用をしま

す、その性質に基づき何らかの他のプロセスを通じて作用するのです、すると、十分に溶解されないままの物質は、

この他のプロセスに適合しようとするでしょう。これらの物質は、出口まで行き着けなかったら、味覚および消化活

動と血液形成活動との間にある岸の向こうに行けません、この岸を越えて行くことができないのです。したがってこ

れらの物質は逆方向に道を捜します、そして、溶解する作用を単純に促進することで克服され得るすべてのことが起

こってくるのです、一方、この溶解作用を弱めるのはヌクス・ホミカの作用ですが。このとき間違った道を捜すもの

すべてに対しては、ニオイヒバ [Thuja]（＊２）を用いて闘うことができます。このように、ヌクス・ホミカとニオ

イヒバの両極的な対立は人間の本性から展開されているわけです。これはまた、人間の全生体機構に常に見ていくこ

との必要性を示しています、と申しますのも、人体組織のなかにあるこの対立は、まったくもって過小評価されるべ

きでない意味を持っているからです。

　とりわけ下部人間において起こることすべてを上部人間へと送り込むように作用する活動、これらはみな、睡眠中

に高められます。睡眠というものの特徴を述べようとするときは、非常に慎重でなければなりません。と申しますの

も、睡眠が最良の薬のひとつであることは正しいのですが、それは睡眠時間が当の個人が必要としているよりも長く

も短くもなく、ちょうどその長さであるときのみなのですから。当の個人にとって長すぎる睡眠は病気を引き起こし

ます。長すぎる睡眠により、私が先ほど示しましたこの岸があまりにも穴だらけにされるということが起こります、

つまり消化の最初の領域から、リンパおよび血液形成活動へとあまりに多くが入り込むのです。人間は全般にいつも

このことにさらされています。下部の生体組織は実際絶えず眠っていると言えるので、人間は絶え間なくこの下部の

生体組織を通じて、血液が病むことにさらされているわけです。とは言え人間は自らのうちに自前の治療薬を有して

いて、これはもちろん正常な人体組織に適合させられています。この正常な人体組織からしてすでに、睡眠を通じて

絶え間なく自分を病気にしようと努めているのです。けれども、この努力は、血液中の鉄によって完全に相殺されま

す。鉄は何よりもまず人間にとって最も重要な金属であり、人間の内部で作用して、この方向を相殺するように作用し、

ひとつのプロセスから別のプロセスへと過剰なしかたで起こるものすべてを正常化させるのです。皆さんが、血液中

の鉄不足による病気を、私がたった今お話ししましたことから理解されるであろうように、他方で皆さんは、この鉄

を十分希釈して用いれば、それはその都度起こっている上部人間のホメオパシー化に親和性を有するようになるため、

生体組織を助けて、下から上と起こってくる有害なプロセスを克服することができるでしょう。人間にとって主に考

慮に値する他の金属プロセスは、皆さんが見てこられたように、人間の諸活動によって補われているのです。

　私はこの方向で、私の講義の全精神から生じてくるものをもう一度手短かにまとめてみたいと思います。私たちは

今日また人間におけるこのリンパおよび血液形成活動を示唆いたしました。この活動は、銅における鉱物化プロセス

において現われてくるものの対極を成すものです。したがって、この経過は銅と親和性を有しているのです。これら

の経過はまだ下部人間、下部人間のもっとも上の部分のみに属していて、そのため地上に見られる銅形成の力そのも
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のを非常に強く志向するような銅との親和性がある、ということをはっきりと理解することが課題となるでしょう。

と申しますのも、私たちの下部人間と関係しているものはすべて、地上的なプロセスと関係しているからです。した

がってここで銅を通じて作用を及ぼそうとすれば、私たちは黄金律のようにこう言うことが大切です、ここでは銅を

一般に低いポテンシャルで（あまり希釈せずに）、つまり地上での銅の状態にまだかなり近くなるようなしかたでーー

人間にとって害になるほど多い分量で用いるのでないことはもちろんですーー用いよう、と。

　さて内的なリンパおよび血液形成の経過が銅に親和性を持つように、移行状態にあるもの、いわば外的な消化プロ

セスを、内的な血液形成、リンパ形成する消化プロセスの方へと促進するもの、これらはすべて、肝臓と、そしてと

りわけ水銀と親和性があります。他のプロセスが銅と親和性を持っているように、そのようにこのプロセスは水銀と

親和性があります、ただ、私たちは水銀の場合、水銀が何か球形の、調停するものを持つように、つまりいわば両方

のプロセスの相互作用に関わるように注意を払わなければなりません。血液中に多く移行しすぎないように人間が発

達させなければならないプロセスは、まさにヌクス・ホミカの作用によって生み出され、ニオイヒバの作用をによっ

て抑えられ、銀の作用によって調整されるのです。

　さてここである分野が開けてきます、外的自然をこれらの構成部分に従って探究し、外的自然をいわば分離された

人間として捉えて、人間をその健康な状態と病んだ状態において完全に環境のなかに、人間がまさにその下部人間を

通じて密接に関わり合っている環境のなかに据えようとする、そういう分野です。つまり下部人間から銅に親和性の

あるプロセスを通じて上部人間に上昇するもの、これはまさに、反対に位置する鉄によって、調整され、相殺されます。

このことからすでに皆さんには、人間が鉄を必要とすること、人間においては常に鉄プロセス、化学的に捉えれば鉄

が有り余るほど十分になければならない、ということがおわかりだと思います。その他の金属はすべて、人間のなか

にそれ自体プロセスとして存在しています。人間はいわば七つの部分から成る金属なのです。鉄のみがまさに鉄とし

て存在し、その他の金属はプロセスとしてのみ存在しています。

　諸器官においてリンパおよび血液形成活動と共に作用するものが銅と親和性を持つように、肺から発するもの、喉

頭へと外部に向かって開いているもの等々、これはすべて、まさに鉄と親和性を持っているのです。

　さらにまた、脳のなかの、より内的な活動に奉仕する部分に関わる、脳の消化活動とでも申し上げたいものにより

類似している部位、つまり腸からリンパ管、血管のなかへと移行するプロセスに相互に所属しつつ対応している部位、

これらの活動は、錫形成プロセスに親和性を有しています。錫形成プロセスは、私がちょうど今特徴をお話しした領

域での消化プロセスを魂で満たし、そうすることによって調整するような作用をするのです。

　これに対して、神経繊維や、上部人間の内部における継続された諸知覚である諸器官とより多くかかわっているも

のはすべて、鉛と親和性を持っており、これは汗の分泌あるいは尿の分泌であるすべてに対応するものです。

　これらは、このようにいわば人間にくまなく光を当てることであり、そして同時に、いかにして人間の周りにある

物質から、つまり反作用から、治癒作用を取り出してくることができるか、という示唆でもあるのです。私たちがはっ

きりとわかっておかなくてはならないことは、他ならぬ精神科学こそが、いわゆる精神病の方がより多くの関連で諸

器官にその本拠を有しており、器官的な病気は魂的ー霊的な作用と非常に密接な関係がある、ということを示唆しな

ければならない、ということです。これは困難な問題ではあります。一方において、いわゆる身体的な病気の場合にまっ

たく機械的あるいは化学的に進行し、人間を多かれ少なかれ一個の器械のようにのみ扱う唯物論は、他方でいわゆる

精神病のようなものを特徴づける場合、要するに心的な徴候の単なる記述を与えることができるのみ、ということに

落ちつきました、なぜなら、唯物論からは、霊的ー魂的なものと物質的ー身体的なものとの関連について概観するこ

とが失われてしまっているからです。

　この密接な結びつき、これは、私たちが魂的な状態と身体的な容態が入り交じって起こっていることを具体的に調

べてみるときにまさしく実際に示されます。そもそもいったい精神病を促進させるものは何なのか、よく考えてみま

しょう。人間がまず病気になると、主観的な徴候、痛みの徴候、その他の状態の徴候等が現われます。これらの徴候

は、急性の病気の場合はきわめて明確に知覚することができますが、慢性の病気の場合はこれはまったく変化してい

て、これはまずもって、霊的ー魂的人間がある器官に何か悪いところがあるとき行なうこととでも申し上げたいもの

です、つまり霊的ー魂的人間はそこから引っ込むのです。痛みとは、自我とアストラル体が物質体とエーテル体から

後退することに他なりません、これはもちろんエーテル体の後退とも結びついていることがありますが。けれども痛

みの知覚の本質的なものは、何と言ってもアストラル体と自我のなかにあるのです。この場合、ふつうは自我がまだ
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強いので、自我は反対のプロセス全体、物質的器官のなかで起こっている主観的、意識的な反対プロセスを知覚しま

す。病気が慢性化すると、経過が次第に自我から後退し、その結果、魂的に起こることがまさにアストラル体のみに

限定され、つまり自我は、アストラル体がエーテル体とともにこうむっていることに参加しないということになりま

す。こうしてまず慢性の器官の病気が起こりうるのです、急性のものが慢性的なものに移行します。これは後退する

意識的心的な徴候です。私たちは、徴候学を行なおうとすれば、人間のより深い部分へと入り込んでいかなくてはな

りません。私たちは、そのひとがどういう容態か、どこが傷むか尋ねる代わりに、よく眠れるか眠れないか、仕事に

喜びを感じるかどうか尋ねなければなりません。つまり私たちは、より長期間に亙って広がっているもの、人間の生

成により多く関わるものを、徴候として見なければならないのです（☆１）、他方、急性の病気の場合は、その都度

の主観的感情を徴候として見ることができます。慢性的な事態となった場合、私たちはいわば、徴候よりもそのひと

の人生経歴により注目しなければならないわけです。

　さてしかし、通常の身体的慢性病になるのは、アストラル体とエーテル体が正しく器官活動に参加し、必要なだけ

多くを器官作用のなかに送り込むように、経過全体が器官のなかに保持され得るときです。病人が、アストラル体が

エーテル体という迂回路を通って器官に正常でない作用を与えることに耐えられるような体質の場合、つまりその病

人が、彼のアストラル体と肝臓との異常な関係を、ある危険地点を越えていかせるような性質を有しており、そのた

めいわば肝臓が、アストラル体が自分に正常に働きかけていないことに気づかない場合、そういう場合肝臓は回復し

ますが、肝臓はしかし正常でないアストラル体の働きかけに慣れてしまいます。この働きかけが十分長期間進行する

と、魂的なものへの逆の道を作り出します。肝臓が物質的なもののなかに取り入れるべきものを、肝臓は魂的なもの

のなかに押し入れるのです、そうすると抑鬱症 [Depression] になります、つまりある種のしかたで、人間が慢性病

をある一点を越えてもちこたえ、アストラル体との異常な関係にまで至ることによって、いわゆる精神的な病への素

質が与えられるわけです。

　これらの事柄がいつかこのように考察されるようになれば、病跡学 [Pathographie]（＊３　）の段階を越えて行け

るでしょう。今日、表象の不規則な経過、意志行動の不規則な経過その他について非常に多くのことが云々されてお

ります。しかし、その最高に魂的な形式において人間の意志として現われるものが、本来いかに肝臓、脾臓およびそ

の他の下腹部の諸器官の奇妙な共同作用によって支えられているかを知らない限り、病跡学に対する物質的な対応像

を実際に見出すことには至らないでしょう。いわゆる精神病なるものの場合においてこそ、物理療法を導入すること

が考えられるべきなのです。精神科学がいわゆる精神病の場合に物理療法に通じていかなくてはならず、他方、身体

的な病気の場合は、逆に治癒の際の魂的なものの共同作用を示唆しなくてはならない、ということは一見したところ

矛盾しています。しかしこのことは、下部人間と上部人間の強力な対立と関連しているのです。これは、外から開始

された知覚活動が、継続された味覚活動におけるように、内的な知覚活動になるとき、あるいは、内部にあるものが、

顫（せん）動運動 [Flimmerbewegung] および顫動の素質を持つ運動のなかで逆に外に向かって放出されるとき、そう

いうときに現われてくる反転と関連しているのです。正しく見通されればある目標に導かれ得るものが、この反転の

なかにあるのです。

　さて私は、この二十回の連続講義において皆さんの前にさまざまなことを展開してお見せしようと苦心いたしまし

た。この講義を行なうにあたって、私は考え込みました、そもそも考慮に値することをすべて概観すると、この講義

を行なうのは困難だ、一体どこから始めればよいのか、と。基本的なことから始めると、二十回の講義では十分なと

ころまで行けないのはもちろんです、ひとつの手ほどき、示唆的な手ほどきをすることができるのみです。最上階か

ら始めて、いわば純粋にオカルト的な事実を持ち出せば、ある方向に向かって今日の医学に橋を架けることは容易で

はないでしょう、それにはもっとずっと時間が必要です。今日はるかに進歩した唯物論の弊害が見出されるところで

はどこでも、人びとは、今度は別の面からこの弊害に対抗して働きかけることの必要性にも気づいています。皆さん

にお願いいたします、どうか私が申しますことを、ほんとうにいかなる方向においても党派的に理解せず、友愛的に

理解してしてください。私はいかなる方向にも党派を組むつもりはありません、私は単に事実を客観的に述べたいだ

けなのです。とは言え、こう言うことは許されるでしょうし、また言われなくてはなりません、今日のアロパシー的

医学を概観すると、そのいたるところに見られるのは、その途上で到達しなければならないこと、病人を、細菌論に

おいて前面に出てくる病気のある種の二次的な作用に従って診断する傾向、つまり二次的なものへの偏向です。細菌

発生学が単に識別を助けるために使われるなら、これは実際きわめて役に立つでしょう。そこにあるもののために、
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細菌の性質から多くを知ることができます。なぜなら、まさにある種の細菌の性質は、まったく特定の主要な原因の

もとに常に現われてくるからです。このことが見出されるために、常に十分な機会が与えられています。しかし、二

次的なものを主要なものとみなすこの傾向、たとえば、人間の生体組織を、それがどの程度細菌の担い手になりうる

か見る代わりに、器官に及ぼされる細菌の作用を見る、こういう傾向のなかには、単にアロパシー的医学の細菌論に

おいて前面に出てくるのみならず、その他すべての考察方法のなかにも存在していてそれによって弊害を引き起こす

ものがあるのです、この弊害を、皆さんがた大多数に対していちいち数え上げてご覧に入れる必要はないでしょう、

皆さんご自身がもうさまざまに気づかれているでしょうから。

　しかしながら、よろしいですか、だからと言って、ホメオパシー的医学を試しに概観すれば、単純にいつもーーこ

う申し上げるのをお許し下さいーー満足できるだろう、と言うことはできません、と申しますのも、ホメオパシー医

学はなるほど、いわば人間の全体へと向かう、作用全体についての像に常に注目する、しかも薬へと橋を架けようと

努める、といった長所を有しております。とは言え、ホメオパシー医学の文献には何か別のものが登場してくるので

す。これらの文献を取り上げてみますと、そもそも最初から絶望的な気持ちになるかもしれません、たとえば、とく

に治療学的な文献において、薬が次々と順番に列挙されているのが見られ、そのそれぞれが常に病気の大多数に効く、

ということに対してです。これでは決して、文献から個別的なものに行き着くことが容易にできる、ということには

なりません。どれもがいろいろ多くのものに効くのです。むろん、最初はそれ以外のありかたは不可能だ、というこ

とはわかっております。とは言えこれも誤った道なのです。この誤った道を克服できるのは、ここで基本的、示唆的

に最小限試みられたような、こういうしかたで前進するときのみです。それで私はまずは基本的なことを選び、最上

階とでも申し上げたいものはこの連続講義の内容にはいたしませんでした。人間のおよび人間の外部にある自然をこ

のように観察することを通して、今度はいわばある薬の範囲を狭めること、薬の（作用の）範囲の限定へと上昇する

ときにのみ、これを改善することができるのです。けれどもこれが起こりうるのは次のようにしてのみです、つまり

実際に単に薬によって健康なあるいは病気のひとに起こることのみを研究するのではなく、宇宙万有をひとつの統一

体とみなすよう、そしてーー昨日すでにある場合に置いて示唆しようといたしましたようにーーアンチモン化プロセ

スを追求し、それによってアンチモンが外部で何をするかを見ることができるように、するとこれを、アンチモンに

よって人間の内部で成し遂げられうることとともに、見ることができるのですが、そのようにして人間を常に研究す

るよう少しずつ努力する、このようにしてのみ可能なのです。そうすることによって、まったく特定の、限局性の領域、

とでも申し上げたいもの、これはさらに人間とも関係を有しているのですが、そういう領域が外界において境界づけ

られるのです。

　お話ししましたように、この二十回の連続講義においてまずは基本的なことを前面に打ち出すように導いたのは、

このような事柄でした。自然療法がこれを不可欠のものとするのももちろんです、自然療法はつまり、人間を再び自

然に即して人間自体の持つ治癒力の作用のなかに置き、この人間自身の治癒力の作用の根拠がどこにあるかを指摘し

ようとするある種の衝動に仕えているからです。つまり実際のところ、自然治癒力の作用は、地球的なものと地球外

的なものとの相互作用に基づいています。そして自然療法はまさしく、唯物論にそれほど強く関わり合っていないこ

とに頼らざるを得ないのです。このことからしてすでに、今日ほんとうに、いかにさまざまの党派的方向性がすべて

唯物論へと向かっているか、見ることができるということです。唯物論はある種のしかたですべてに共通しているの

です。したがって重要なのは、この分野全体の霊化です。とは言え、よろしいですか、今日世界はほんとうにこうい

う事柄に真っ向から対立している、ということなのです。まさに専門知識、専門職の側からも、唯物論に対する治療

手段が現われてくることが不可欠でしょう。と申しますのも、ここで試みられたこと、そしてまさに今端緒にあると

言えるかもしれないことが、何らかのディレッタンティスムの奨励と取り違えられることは許されないからです。私

が最も重視したいことは、ここではいかに正しく科学的に活動する努力がなされているか理解できるひとたちが、あ

たかもここで何らかの方向でディレッタンティスムが奨励されているかのようなまさに有害きわまりない偏見を克服

するために、協力してくださっている、ということです。他ならぬ現代科学が提示できることは、すでにすべて利用

され、考慮されてしまいました。けれどもここで本来意図されていることを見ようとするひとはほとんどいないので

す。そのために、あいも変わらず、このような事態が起こるのです、これをここで皆さんに最後に例として挙げてお

きたいと思います。よろしいですか、たとえばオイリュトミーが人間の体質にとってどんな意味を持っているか、実

際医師にきちんと説明することは可能なのです。なぜここにこのような建築が立っているのかを、医師に明確に説明
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することもできるのです、私たちがこの連続講義において詳述しましたような、人体組織のこの内面化全体、そして

また外面化を見通せる医師にです。今日、まさに素人の唯物論と、時代遅れの方向、因習的な時代遅れの方向に対し

てこのように抵抗する基盤から語る必要があります。ここで真に考慮に値するのは、いわば専門的な方面から克服さ

れるべきことです、さもなけば、次のようなことに示されるようなことが増えていくばかりでしょう。よろしいですか、

昨日出発されました私たちの善良なるフォン・M	氏は、「新チューリヒ新聞」にドルナハ建築（☆２）とオイリュトミー

について記事を書くことによって、彼の良き意図を実現しようとされ、何かをなすことができると確信しておられま

した。さて彼がもらった返答は以下のようなものでした。

				　拝啓。地方を侮辱するものとして、ゲーテの名を付した神智学的アントロポゾフェウムは除きます・・オイリュ

トミーについてはこちらで調査中です。ご送付に感謝します。	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H.	トローク、学芸欄編集者

　さて、おわかりでしょう、本来精神から世界へと入り込んで行こうとするものを、これらの唯物論的な餌桶がいか

に奇妙な妨害をすることか。これがともかくも今日起こっていることなのです、そして少々注意を向けなければなり

ません、こういう唯物論的な餌桶の中身、すでに腐敗した中身から私たちの鼻のなかにまで侵入してくる悪臭がいか

に汚染を広げているか、ということにです。

　これがこの連続講義の結びにぜひ申し上げたいことです。と申しますのも、これらすべては、いわば次のようなお

願いを保証するのにおそらく役立つでしょうから、つまりこの連続講義をあらゆる寛大さをもって、これは実際発端

であったのだ、と見ていただきたいのです。この連続講義の初めに、私はちょうど今挙げましたような理由から、こ

れを始めるのは困難だ、と思いましたが、今、終わりに際して、こう申し上げます、やめるのはもっとむずかしい、と。

と申しますのも、実際のところ、まだ言うべきことがあるのにそれを言わないということの方が、私にはもっとつら

いからです。ですから、私がこの結びに置きたい言葉、始めるのは困難だった、今日やめるのはもっと困難だ、とい

う言葉に関わるすべてから、私はお願いいたします、この言葉に関わるすべてを、どうかこの発端を通じてお伝えで

きたものに対する皆さんの寛大な評価のなかに取り入れていただき、次のようなとき、ほんとうに単に主観的にのみ

ならず客観的な根拠が私のなかにあることをわかっていただきたいのです、それは、私が皆さんに、ここに出席して

くださった皆さんひとりひとりに、皆さんがこの発端に対してどれだけ興味をお持ちになっているか申し上げるとき、

そして皆さんおよびその他若干のかたが、私が今申し上げたいことをいわば受け取ってくださるときです、つまり、

私は今、真に主観的のみならず客観的に、心からこう申し上げたいのです、また同様の機会までごきげんよう！


