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特集 “こころと身はひとつ
−心身医学、臨床心理学と東洋医学”
心と身体の間には一つであって一つになれない関係がある。私の心、私
の身体には、己にはよく分かっているようにみえて実はよく分からない面
がある。突如として不死の病を宣告されたらだれでも鬱状態に陥るだろう。
「病気にかかっているのは私の身体だから私の心は関係ない」というわけ
にはいかないのだ。このような関係、分かっているようで分からない心と
身体の関係について医学、心理学、哲学の様々な側面から考察した。この
問題は、実は、今日においてもなお分からないことだらけなのだ。



Editorial

言語と心の教育

－小児期の母親の役割


本庄

巌＊

本号の特集では、｢こころと身はひとつ｣ をテーマとして、心と身体との関係について、
医学、心理学、哲学の様々な側面から考察されています。新しく誕生した生命には、五感
を通して心が育まれていきます。ここでは聴覚を取り上げて、小児期における母親の音声
言語が、その後の心の形成に果たす役割の大きさを述べたいと思います。
現在の学校では ｢頭の教育｣ が主体であり、｢心の教育｣ の方は戦後長くタブーとされ
てきました。しかし昨今の小中学校では先生のコントロ－ルがきかず、授業が困難なとこ
ろもあるのを耳にします。そこで最近になってやっと道徳の時間が認められたそうです。
このような状況を変えるべく教師を対象にした ｢心の教育シンポジウム｣ が昨年末に開か
れ、お誘いを受けてこれに参加して色んなことを知りました。その一つは荒れた教育現場
で坐禅の時間を設けたところ、クラスがかなり落ち着いたという報告でした。また驚いた
のは学童のアンケートで約半数がヒトは死んでも生き返ると答えたとのことで、児童の心
がゲームなどの架空の世界に支配されていることが分かりました。この架空の世界は言葉
ではなく、映像による視覚情報によって形成されています。
今回のシンポジウムの講師は各界のエキスパートで、私などは場違いの感じでしたが、
難聴を治す人工内耳という医療の経験から、子供の脳が本来持っている大きな能力と年齢
とともに子供の脳から失われてゆく可塑性（変形しうる性質）など日ごろから教育につい
て考えていることを話し、さらに言語と脳に関する脳機能画像の視点から、先の坐禅で用
いられた呼吸を数える数息観の意義について述べました。
さて人工内耳という新しい医療は、内耳に入れた電極を介して言葉の情報を脳に伝える
画期的な医療で、生まれつき音が聞こえない小児でも手術で言葉が分かるようになり、通
常の進学コースに進むことが出来ます。しかしどの程度言葉が分かるようになるかは、手
術を受けた時の年齢が鍵を握ります。3、4 歳までに手術を受けると結果は良いのですが、
思春期を過ぎると言葉の理解は難しくなります。これは脳の可塑性という生物の掟による
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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ものです。子供の脳は粘土のように柔らかく、言葉の習得に関して言えば 3、4 歳のこ
ろが最も可塑性に富み、この時期以後になると脳は次第に固まってゆき、言葉を理解する
のが難しくなるのです。
ちなみにヘレンケラー女史が聴覚と視覚とを失ったのは 1 歳 9 カ月ですので、彼女の
脳内には言語のネットワークがかなり出来ていた筈であり、もしこの基盤がなければサリ
バン先生の献身的な教育も実を結ばなかったでしょう。脳の可塑性の年齢的な制限を示す
例はアメリカでも報告されています。ある特殊な事情で耳からの言葉が全く入らない状況
で成長したジニーという少女は 13 歳で救出されたのですが、遂に 2、3 歳児以上の言
葉はしゃべれませんでした。しかし 6 歳半で救出されたイザベルは 1 年余りで全く普通
の英語を話せるようになったそうです。脳の可塑性に年齢制限があることは歌舞伎や能な
ど日本の古典芸能の世界でもよく知られていて、その子弟は幼児の時から厳しく芸を仕込
まれます。
ヨーロッパでは多言語の人がよくみられますがこれも特別な才能ではなく、たとえば子
供の時からスイスのような多言語の環境にいれば、ドイツ語、フランス語、イタリア語く
らいの言葉は自然にしゃべれるようになるのです。また昔はヨーロッパの上流社会ではフ
ランス語が共通語で、そのため乳母や家庭教師にフランス人を雇ったそうですが、幼児期
からこのような言語環境に置けば子供たちは自然にフランス語が話せるようになるのです。
興味深いことに、脳の中ではそれぞれの言語で働く場所が少しずつずれていて、たとえ
ば私たち日本人の脳でも漢字とひらがなやカタカナなど、それぞれの文字によっても少し
ずつ違った場所を使って文字を理解していることが分かっています。戦後わが国では子供
の負担を軽くするためか漢字の制限が行われ、今でも常用漢字の制限が続いています。し
かし江戸時代の子供は寺子屋で四書五経などを大声でよむ素読でこれらを暗記していたの
です。可塑性に富む子供の脳はスポンジのようにいくらでも知識を吸収する能力を持って
いるのではないでしょうか。
脳の発達についてみますと、生まれたばかりの赤ちゃんの脳でも脳細胞の数は百億個と
大人の脳と変わりませんが、脳の重さは生後半年で 2 倍になり、7～8 歳になると大人
の重さに近づきます。この急激な脳の重量の増加は脳細胞をつなぐ神経線維が増えたこと
によるもので、生後 1 年で神経線維はほぼ 10 倍と爆発的に増えるのです。そして例え
ばお母さんの顔とお母さんの声とを結ぶ神経線維はより強くなり、同様に火を見たときに
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は熱いという温度覚と、ケーキを見たときには甘いという味覚と結びつくように、神経線
維の結びつきは学習や経験で強められてゆきます。更に物事の善悪や弱い者いじめはしな
いなど、道徳的な判断も学習によって神経線維の結びつきが強化されてゆきます。「子供
は親の見本」といわれるように、人としての基本は母親あるいは祖母など家族のお手本が
大切です。子供は母親から “mother tongue” としての母国語を学ぶと同時に人としての
倫理も学んでいるのです。この母親役の不在がいまの学級崩壊の危機を生んだ原因の一つ
ではないでしょうか。
言葉と脳の関係を画像で調べた私たちの研究結果をお話しします。興味深いことに、
しゃべっている時には言葉を理解する脳の場所（聴覚を司るウエルニッケ野）は活動を止
めていているのです。これは自分の言葉は聞かないようにしているのですが、もし自分の
話の内容をいちいちチェックしているとスムースにしゃべれなくなるからです。これは聞
こえないふりをするいわゆる詐聴の検査として利用されていて、自分の話し声を少し遅ら
せて聞かせると、もし本当に聴こえているのであればうまく話せなくなってしまうのです。
いっぽう他人の話しを聞いている時には聴覚を司るウエルニッケ野の活動は勿論ですが、
言葉をしゃべる時に働くブローカ野も参加して言葉の理解を助けていているのです。この
ように私たちの脳は目的に沿って巧妙な対応をしていることが分かります。
更に聞く、話すなど普段私たちが行なっている言語活動の際には、スポーツや体のバラ
ンスをとる時に必要な小脳も必ず働いていています。このことは高次の脳機能とされる言
語活動も実は身体運動の一種であることを示すものです。私たちは手足の運動と同じやり
かたで、のどや舌や唇を動かして言葉を発しているのです。いっぽうこれを聞きとる場合
も言葉を発する時とほぼ同じ所を使って理解をしているのです。その意味でも音声を使っ
た肉声による言語（音声言語）はヒトのコミュニケーションの基本形といえます。現在子
供たちは過剰な情報社会の中でゲームやメールなど視覚に頼る架空世界に支配されていま
すが、相手の顔の表情を見ながら話す音声言語を取り戻すことが必要でしょう。認知症の
お年寄りでも童謡や小学唱歌はよく覚えていて、これを聞くと表情がなごみ、更に一緒に
歌うこともできるそうです。これも脳に可塑性のある若い時期に憶えた身体運動がよみが
えることを示しているのでしょう。
更に文字で書かれた文章を黙読している時の脳も、言葉をしゃべる時に使われるブロー
カ野が活動していて、脳内では文字による言語も声に変えられて処理されるようです。こ
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のことからも文字言語が音声言語から派生したものであり、これは私たち大和民族が飛鳥
時代に漢字が到来するまで、文字言語とは無縁な社会を営んできたことからもわかります。
また先に述べた心で数を読む数息観では、呼吸を数えることに集中することで脳の働き
はこのブローカ野に限定されて行き、脳の他の場所はほとんど沈黙するものと考えられま
す。こうして子供たちは日常とは違う静かな世界に入ることができるのでしょう。しかし
このためには指導する教師にかなりの力量が要求されることになります。
以上まとめてみますと、人工内耳の臨床経験から、心の教育という点では脳の可塑性に
富む小児期の母親の役割は極めて大きなものがあると考えられます。以前は同居する祖母
や近所の人たちがこれを助けていたのですが、今は核家族化でこの役割が母親だけになっ
ていて、これが今日の事態を招いた原因の一つではないかと考えられます。また公立学校
ではほとんど宗教教育は行われていませんが、今回の数息観による静坐は少なくとも落ち
着いて先生の話を聞くきっかけにはなると思われます。学校は知識伝授の場ではあります
が、これまで避けられてきた「心の教育」にも目を向ける時期に来ているようです。さら
にメールなど相手の顔の見えない文字言語ではなく、肉声を介した音声言語をもっと活用
すべきではないでしょうか。学童の心の教育の面で私たち大人に何ができるかを探る今回
の ｢心の教育シンポジウム｣ の意義は大きく、今後もこの会の役割に期待したいと思いま
す。
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1994 年お茶の水女子大学文教育学部卒業。2001 年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期
課程修了。京都大学博士（人間・環境学）。2003 年より和歌山大学准教授。著書：「雰囲気と集合
心性」（共著、京都大学出版会、2001）。ベルクソンの哲学を核に、自我や身体の問題を研究して
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都大学学術出版会）などがある。
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京大病院放射線部助手。京都大学医学部核医学講座講師、助教授、教授を勤め、2003 年退官、京
都大学名誉教授、杉田玄白記念公立小浜病院院長。2011 年同名誉院長。専門は核医学、内分泌学。
日本核医学会理事長、日本心臓核医学会理事長、アジア・オセアニア甲状腺学会会長（2005‒10）
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究。
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1947 年生まれ。名古屋大学大学院経済学研究科満期退学。経済学博士（京都大学）。岡山大学経済
学部助教授をへて京都大学経済学部教授。2010 年京都大学定年退職後、摂南大学教授。専門は社
会経済学および経済学史。経済理論学会代表幹事。著書「ウィーンの経済思想」（ミネルヴァ書房）、
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1945 年生まれ。名古屋市立大学医学部臨床教授、名古屋市立東市民病院泌尿器科部長を経て、現
在名古屋前立腺センター / 温熱・免疫療法研究所所長。専門は泌尿器科学。主な著書に「ザ・前立腺
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癌」（KTC 中央出版、1997）、「ハイパーサーミアの臨床」（分担執筆、医療科学社、1999）ほか。
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特集“こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学
と東洋医学”にあたって
小川

侃＊

心身医学も健康科学も臨床心理学もすべて人間の精神と身体の在り方、こころと身体の
関係を取り扱っています。そこで今回人間環境大学で「こころと身はひとつ」というテー
マで医学者、心理学者、哲学者の間の学際的な会議を開催し、100 人以上の方々が聴講
し、そのあと活発な議論が展開されました。その議論を踏まえて発表の原稿をさらに手直
ししていただきました。さらに当日の議論に参加できなかった読者の方々にも理解可能な
ようにして、ここにご披露します。
こころと身体についてはさまざまな観点から考察が可能です。私にはよく分かっている
けれども他人の目には見えない私の心というものがあります。他方で私にはその一部しか
見えないけれども他人にはいろいろな形で現れる私の身体という物体があります。この二
つが一つであるというのがこの特集のテーマです。その場合の一つであるという関係には
いったいどのような理解が可能でしょうか。一般に二つのものの関係にはどのように考え
人間環境大学前学長、同特任教授、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）
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ても次の３種類しかありません。（1）全く同じ一つのものか、（2）平行しているのか、
（3）交わるのかです。
私にはいまのところ、哲学の歴史を踏まえて心身関係の三説が考えられます。たとえば
心身は同一であるという第一の説。これは唯物論のものです。心は身体（例えば脳）と同
一であるという考えです。物質からできている脳の一部を取り出すとそれは心そのものに
他ならないという考えです。この考えに立ちますと、意識のもつ限界や無意識、与えられ
たものを超えて進んでいく意識の創造性を説明できません。この考えに立つと、すべては
現在の脳の働きの中に与えられていることになります。意識が行う文学や絵画の創造も、
そのイメージも脳の中にあらかじめ与えられたものの位置の交換という意味にすぎなくな
ります。
それに対して、第二の説では心身は平行しており、心と身は、同じ一つの事実を説明す
る異なる二つの側面だという考えです。この考えは、平行説と言われます。しかしこの説
にも問題があります。いったい誰が心と身が平行している現象であると保証するのかとい
うことです。つまり情報として脳に伝えられたイメージを魂が脳の中で直接読み取るので
はなく、脳への触発を機会として神が自分自身の中から心にこのイメージを吹き込むとい
うわけです。心でも身体でもない第三者の目として神を呼び出すことになります。
第三の説は、心と身の対立の説です。この説はもっともらしくみえるのです。しかし問
題があります。事実として心が命令して身体を動かす時に（たとえば足の裏が痒いので私
が痒いところを掻くという場合には）どこかで心と身体は、接触しているはずなのです
が、この接触点をうまく説明できません。デカルトの最良の弟子であったエリザベト王女
のデカルトへの論駁をデカルトは、最も高く評価しました。エリザベト姫はつぎのように
デカルトに書いています。「人間の精神は、いかにして身体の精気（エスプリ）が意思的
な運動をするよう決定しうるのか、どうかお教えください」（『デカルト＝エリザベト往
復書簡』山田弘明訳、講談社学術文庫）。この問いに対してなされたデカルトの解決の試
み、つまり心と身体が出会う場としての（脳の中の）松果腺を設定するという提案は現在
の科学によって否定されています。
これらの三つの説に対して私は心と身体の間には、同一でもなく、平行でもなく、交
差するのでもない関係があると考えています。それは、カオス関係、もしくは、ホリス
ティックな未決定性の関係です。カオス的関係とは、心と身体がどのように関わっている
のかは一義的に決定できないという説です。カオスの関係は、未決定の関係なのです。一
義的に決定しようとするから先ほどの三つの理論が成立したのです。それに対して私が言
いたいのは実に常識的な考えです。心と身体はなんらかの関係にあるけれどもそれがどう
いう関係かは一義的に決定できないという考えです。「20 世紀最大の哲学者である」と
西田幾多郎に評価されたベルクソンが比較的この考えに近いのです。それは、衣服とハン
ガーの関係にたとえられています。ハンガー（脳）とその上に掛けられた衣服（心）の間
にはなんらかの関係があります。ハンガーが落ちると衣服も落ちます。ハンガーが揺れる
と衣服も揺れます。しかし、ハンガーと衣服は同じではありません。衣服はハンガーをは
み出しています。心は身体＝脳を大きくはみ出しています。両者の間には一対一の関係は
ありません。この心身のカオス的な関係の説は、最近では、新現象学運動のヘルマン・
シュミッツの考えに似ております。
（イラスト：中井英之）
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東洋医学における心身
今西二郎＊
要 旨：東洋医学とは、中国伝統医学を意味している。中国伝統医学では、
当然のことながら、中国古来の思想に基づいて成り立っている。そこでは、
人体を小宇宙ととらえ、大宇宙と対比させている。大宇宙にしても、小宇宙
（人体）にしても、一言でいえば、陰陽五行説に基づいている。宇宙を構成
するすべての要素は、陰か陽に分けるという考えと宇宙は 5 つの要素がバ
ランスよく存在することで調和がとれているという考え方である。西洋医学
や イ ン ド 医 学 で は、4 元 素 説（ 血 液・ 黄 胆 汁・ 粘 液・ 黒 胆 汁、
風・火・地・水）から成り立っているが、これらには、上下関係があり、最
上位には最もピュアな要素である血液や風が対応する。しかし、五行説では、
肝・心・脾・肺・腎という五臓が環状に配置され、上下関係はない。さらに、
中国医学では、心と身体の区別はなく（心身一如）、それぞれの臓器が、身
体機能と精神機能（心）の両方を担っている。このことは、現代西洋医学が、
精神が脳に存在し、また脳が、すべての臓器系（身体）の中枢になっている
という考えと真っ向から対立するのである。しかしながら、このように基本
的な考えが全く異なるのであるが、言い換えれば、人体や病気というものを
西洋医学的側面と東洋医学的側面の両方から、観察することができることに
もなる。それらを推し進め、両面から病気の診断や治療を捉えていこうとす
るのが統合医療といえるだろう。

１

東洋医学とは

国では、中国伝統医学とそこから派生した

東洋医学とは、中国伝統医学のことを指

日本の漢方、韓国の韓医学などに限られて

している。東洋と西洋という一般的な分け

いるのである。漢方は、中国伝統医学を基

方からすると、少し違和感があるかもしれ

本に日本独自に変遷を遂げたものである

ない。なぜなら、西洋に対する東洋の定義

が、漢方薬を用いた治療法だけでなく、鍼

は、はっきりしていないけれども、一般に

灸やあんま、指圧といったものも含まれ

は、日本や中国などの極東アジア以外に、

る。いずれにしても、わが国では、東洋医

東南アジア、西アジア、さらに場合によっ

学は、漢方のことを意味する。そのことか

ては、中近東諸国まで含むことがある。し

ら、本稿では、中国伝統医学の「からだと

かし、医学において「東洋」は、特にわが

こころ」についての基本的考えについて述

明治国際医療大学教授（総合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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べていくことにする。

状態であり、亢進症が陽の状態として解釈
すると、表 1 の陰陽が比較的理解しやす

２

東洋医学に流れる思想、生命観

いかも知れない。

１）陰陽説

２）五行説

東洋における陰陽説は、すべての物質や

五行説は、すべての自然現象や人事現象

自然現象が、陰と陽の 2 つに分けること

を 5 つの要素に当てはめて、解釈する理

ができるという説である。したがって、東

論である。その中心となる要素は、木、

洋医学においても、生命現象、すなわち病

火、土、金、水である。これらの 5 つの

態を陰陽に分けて考えていくことができ

要素にそれぞれの事象が振り分けられてい

る。すなわち、表 1 に示すように、陰の

るのである。たとえば、方角で言うと、木

場合は、西洋医学的に解釈すると、代謝の

には東が、火には南が、土は方角の中心で

低下した状態、陽は、代謝が亢進した状態

あり、金には西が、水は北が当てられてい

に擬せることができるかもしれない。具体

る の で あ る（ 表 2）。 こ の こ と か ら す る

的な例として、甲状腺機能低下症が、陰の

と、土が、五行の中心となっているともい
える（図 1）。また、季節では、木には春

表1

陰陽の内容

が、火には夏が、土は季節の真ん中である
土用が、金には秋が、水は冬が当てられて
いる。
このようなあらゆる事象が、それぞれの
要素に当てはめられることになるが、小宇
宙である人体には、五臓として、木には肝

表2
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に は「 神（ 性 ）」 が、 土（ 脾 ） に は「 意
（ 智 ）」 が、 金（ 肺 ） に は「 魄 」 が、 水
（腎）には「精（志）」が当てられている。
３）五臓と身体・精神機能
以上のようなことも合わせて、五臓の心
図１

5 つの要素の位置関係

身機能を考えていくことにする。肝は、物
質代謝に関連している。この機能は、現代

が、火には心が、土は脾が、金には肺が、

西洋医学で言う肝臓に相当すると考えられ

水は腎が当てられている。これらは、現代

る。また、肝の重要な機能として、精神活

西洋医学でいう肝臓、心臓、脾臓、肺臓、

動の安定、情緒系（とくに怒りと関係）を

腎臓とは、微妙に異なる。特に、後で説明

担っている。このことから、肝の高ぶり

するように、脾は、脾臓よりも、消化管

は、いらいらした感じや怒りっぽくなった

（胃腸）を表していると解釈した方がわか

りするのである。さらに、肝は、運動系に

りやすい。
一方、五腑としては、木（肝）には胆
が、火（心）には小腸が、土（脾）には胃

関する中枢神経機能や防御機能にも関連し
ている。肝の衰えは、著しい疲労感、昏
迷、精神不穏をもたらす。

が、金（肺）には大腸が、水（腎）には膀

心は、西洋医学での解釈と同じ循環系の

胱が当てられている。通常、五臓六腑とい

機能を担っている。しかし、それだけでな

う言い方をしているが、六腑は、上に述べ

く、心が、もともと「こころ」という意味

た五腑に三焦を加えたものである。三焦

を含んでいるように、精神機能と大きなか

は、解剖学的に存在する臓腑ではなく、全

かわりがあることは容易に想像できる。す

くの架空のものである。

なわち、心は、意識水準の維持、思惟活動

以上に加えて、感情、情緒、気分、精神

などの中枢神経機能に関係している。さら

性に関するものとして、五情、五神があ

に、睡眠覚醒リズムの調整、自律神経機能

る。五情として、木（肝）には「怒」が、

をも担っている。このことから、心の異常

火（ 心 ） に は「 喜 」 が、 土（ 脾 ） に は

は、焦燥感、不安感を起こさせ、不眠、情

「思」が、金（肺）には「憂」が、水（腎）
には「恐」が当てられている。また、五神
として、木（肝）には「魂」が、火（心）

緒不安定のもととなるとされている。
脾は、西洋医学的知見とまったくと言っ
ていいくらい異なっている。西洋医学で

特集／こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学と東洋医学
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は、脾は造血臓器、特に白血球の造成に当

成長・発育・生殖・老化といった生まれて

たっている。しかし、東洋医学では、消化

から死ぬまでの一生の統御を行っているこ

管（胃腸）の機能全般を指している。すな

とである。このことから、東洋医学では、

わち、脾は、消化器系機能の統括を行って

老化は、腎機能の低下（腎虚）と考え、治

いる。さらに、水分代謝、止血機能にも関

療していくことができるである。西洋医学

与している。脾の重要な機能は、食物を摂

では、老化そのものに対する治療はなく、

取し、消化・吸収することにより体外よ

大変面白いところである。その他、腎は、

り、エネルギーの供給を行う。このエネル

内分泌機能、呼吸機能の一部を担っている

ギーを、生後得られるエネルギーというこ

とされている。さらに精神活動にも関連し

とで、「後天の精（水穀の気の生成）」と呼

ており、思考力・判断力・集中力のもとと

んでいる。水穀は、食物を意味している。

なると考えられている。腎は、脾と異な

したがって、脾の異常は、エネルギーの不

り、生まれつきその個体の持っている生命

足をきたす。これを東洋医学では、気虚と

力（エネルギー：先天の精）を有している

称している。これにより、疲労感や意欲の

と考えられている。このようなことから、

低下が起こってくる。

腎の異常は、精神活動の低下、性欲の低

肺は、西洋医学的解釈と同様に呼吸機能

下、不眠などにつながってくる。

を担っている。しかし東洋医学でいう肺

以上を総括すると、東洋医学では、精神

は、さらに皮膚の機能、水分代謝、自律神

活動を五行の考え方、すなわち、木、火、

経機能などにも関与していると考えられて

土、金、水、すなわち五臓としての肝、

いる。また、脾により得られた後天の精、

心、脾、肺、腎といった臓器すべてが担っ

すなわち水穀の気（食物から得られたエネ

ていると考えているのである。

ルギー）から、血と水を生成すると想定さ
れている。肺の異常は、胸のふさがった感

16

３

中国以外の生命のとらえ方

じ（喉頭異物感）を特徴とし、これは気鬱

中国以外の伝統医学を持つ国々でも、そ

と同じであり、いわゆるうつ状態を呈する

れぞれ独特の生命観を持っている。ここで

ことになる。

は、インド、アラブおよびギリシャ伝統医

腎は、西洋医学とほぼ同じ概念の水分代

学の生命観について述べてみたい。それぞ

謝、電解質の調整などを担っている。東洋

れ共通するのは、中国の陰陽五行説と異な

医学で最も重要とされている腎の機能は、

り、宇宙や生命は 4 つの要素からなると
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する四大説である。もう少し具体的に説明
すると、インドでは、地、水、火、風の
4 つ の 要 素 を 考 え て い る。 こ こ で、 地
は、固体を、水は、液体を、火は、重い気
体を、風は、軽い気体を意味している。ま
た、ギリシャでは、古くより、生命や宇宙
を四元素論としてとらえていた。すなわ

図2

五行説（五要素）

ち、土、水、火、空気の 4 つの元素が宇
宙の根源的物質と考えたのである。そし
て、土、水、火、空気にそれぞれ、黒胆
汁、粘液、黄胆汁、血液を配したのであ
る。アラブ伝統医学（ユナニという）も同
じように四大説であった。このように、多
くの伝統医学では、五行説よりも、四大説

図3

五行説（五臓）

図４

四大説の順位

の方が多かったのである。

４

四大説と五行説の違い
以上述べたように、世界的に見て、伝統

医学の立場から考えると五行説よりも、四
大説の方がむしろ主流といってもよいかも
しれない。しかも、重要なことは、単に
5 つの要素か、4 つの要素かという違い
だけではない。五行説では、図 2、3 に
示したように 5 つの要素は、環状をなし
ており、それぞれの重要度は同じであり、

のである。すなわち、その順位は下から、

平等に均衡が保たれていることこそが重要

土、水、火、空気となるのである。このこ

なのである。

とから、生命体を構成している黒胆汁、粘

ところが、四大説では、図 4 に示すよ
うに、それぞれの要素に順位がついている

液、黄胆汁、血液も、順位が付けられてお
り、血液が上位を占めている。
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この考えを言い換えると、下位にあるも

と考えられている。すなわち、脳を頂点と

のは粗大なものであり、順位が上がるにつ

する他の臓器との間で上下関係ができてい

れて、微細でピュアなものになるというこ

るのである。このことより、心を担う神経

とである。このことから、よりピュアなも

系と身体を担う他の臓器（身体）は、区別

のが、重要視されるようになり、やがて現

されるのである。この考えは、デカルトに

代西洋医学に通じる「粗大なものから微細

代表される心身二元論に通ずる。このよう

なものへ：雑多なものの中からピュアなも

に現代西洋医学と東洋医学での心身の考え

のを取り出す」という考えに至るのであ

方は、根本的に異なっている。そして、そ

る。このような根本的な考え方に基づい

の根源は、中国伝統医学と他の国々の伝統

て、現代西洋医学は、たとえば薬として

医学の根本的な考え方の違いによると推論

は、単一の有効成分を取り出すことが最終

できるのである。

目標であり、病気も単一の物質や遺伝子な
どが原因となると考えていくようになった
のである。

６

東洋医学と西洋医学の比較
以上述べてきた東洋医学と西洋医学の違

いを要約したのが、表 3 である。前述し
５

東 洋医学および西洋医学での「ここ

たように西洋医学は、要素還元主義であ

ろ」のとらえ方

り、分析的、局所的になりがちである。そ

今まで、述べてきたことから分かるよう

れに対して、東洋医学では、総合的（全人

に、東洋医学での「こころ」のとらえ方

的）で、全身的に対処するという特徴があ

は、肝、心、脾、肺、腎の五臓すべての機

る。また、西洋医学では、単一物質を分離

能により、心のありようが、分担されてい
る。もちろん、身体機能もまた同じである
ことは言うまでもない。すなわち、東洋医
学の考えでは、心と身体をまったく区別し
ていないのである。このことが、東洋医学
でいう「心身一如」なのである。一方、現
代西洋医学では、心は、神経機能の営みと
してとらえられている。そして、心の存在
する神経系は、すべての臓器の中枢である

18
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西洋医学と東洋医学の比較
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していくことを目標としているが、東洋医

的視点と東洋医学的視点の両面から病態を

学では、むしろさまざまな物質を混ぜるこ

とらえ、治療していくことが有用である。

とにより、調和のとれた薬が、できあがる

最近では、これを洋漢統合という。これか

と考えるのである。

らますます重要になっていく、医療の取り
組みである。これを、さらに発展させた先

７

東洋医学と西洋医学の統合

に、統合医療がある。

東洋医学の現代医療でのあるべき姿を考

わが国の医療制度では、医師はすべて西

えてみると、東洋医学は、（1）現代西洋医

洋医学を学び、西洋医学の国家試験に合格

学の欠点を埋めるもっとも確実な医療体

した者に限られる。すなわち、わが国に

系、（2）現代医療に要求される全人的治療

は、純粋の漢方医師は、存在しないのであ

を可能にする医療体系、（3）未病（病気と

る。漢方医学を実践している医師は、すべ

健康の中間の状態で、まだ本格的な病気に

て西洋医ということになる。これは、統合

なる前の前段階）にも対処できる医療体系

医療を実践していくのに極めて好都合であ

である。

る。すなわち、西洋医学をしっかり勉強し

現代医学は、病気の原因を突き詰め、そ

たものが、さらに東洋医学、その他の医療

の原因を除去するという基本的な考えのも

を勉強し、合わせて実践していくことがで

とに、成功してきた。しかし、それは一部

きるからである。わが国こそ、理想とする

の疾患についてであり、多くの慢性疾患、

統合医療の実践の場となるであろうと確信

複雑な要因の絡む疾患、心因性の疾患（心

している。

身症）などついては、必ずしも、うまく
いっているとは言い難いのである。だから

参考文献

こそ、現代西洋医学と東洋医学を統合し

遠藤次郎、中村輝子、マリア・サキム：癒す力
をさぐるー東の医学と西の医学、社団法人農村
漁村文化協会、東京（2006）

て、一人の患者を診ていくことが重要なの
である。すなわち、一人の患者を西洋医学
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自然に帰する
吉田喜久子＊
要 旨：物質的自然観に基づいた西洋文明受容後も、生命的自然観は、日本
文化から必ずしも失われたわけではない。さしあたっては医療の有効性とい
う観点からなされている東洋医学の再評価も、いずれは自然観の再考という
問題に及ばざるをえないであろう。日本の場合、それは、日本文化の底流に
あり続けて来た自然観の再認識という意味をもち、自然に化する、或いは自
然に帰することを自然として来た、日本人の生老病死観全体に関わる。
１．自然という言葉の原義
愛知県岡崎市に、吉村医院という産院が
ございます。この産院には、医療設備の

働」によって、からだを動かすことを十分
にしつつ、お産を待ちます。

整った医院の外に、「お産の家」と呼ばれ

妊娠・出産は病気ではないのだから、産

る建物があり、この建物は、無垢の木や

科医の役割は、妊産婦の自然な生命力を発

土、竹、石などの自然の素材を建材とし、

揮させ、引き出すことにあるというのが、

木組みと呼ばれる日本の伝統工法によって

吉村院長の考えで、「お産だけでなく生き

建てられています。院長の吉村医師は、名

方を考え、自然に生まれ、自然に生き、自

古屋大学医学部卒業後、最新の医療設備完

然に死ぬことを大切にしたい」とおっ

備の鉄筋コンクリートの医院で、最先端技

しゃっています1）。

術をいち早く取り入れ、これこそ最先端の

吉村医師の言葉の中には、「自然」とい

お産と信じて産科医を始められたそうです

う単語が何度も出て来ますが、ここで用い

が、この最先端の分娩室が妊婦に不安や緊

られているような意味で「自然」という言

張をもたらすのに気づいて、現代の人工的

葉を使うことは、私達日本人にはよくある

なお産のあり方に疑問を抱くようになり、

ことなのではないかと思います。ただ、こ

もっと自然で人間的なお産をさせたいとい

こで使われている「自然」という言葉の意

う思いから、この伝統工法の家を建てられ

味は、さきほど、日本建築の伝統工法の素

たのだそうです。同じ敷地内には築三百年

材について、「無垢の木や土、竹、石など

の茅葺きの古民家も移築され、そこで妊婦

の自然の素材」と述べたときの「自然」

人間環境大学教授（宗教哲学、比較日本文化論）

＊
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と、同じ意味でしょうか。さしあたっては

では、今日いう意味での自然物の総体と

やや違うようでもあり、かといって、全く

か自然界について、それを自然という言葉

無関係な意味というわけでもないようにも

で言い表す以前、日本語では何と表現され

思えるのではないでしょうか。

ていたかといえば、天地、乾坤のように対

「自然の素材」という場合の「自然」と

立的二語によって包括する言い方や、万

は、「自然物」や「自然現象」、或いは「自

物、森羅万象のように総体的な表現、或い

然界」というように使われる自然を意味し

は尽十方世界のような仏教的表現、また芭

ます。ところが、このような意味は、実は

蕉が好んだ造化という言葉もあり、更には

「自然」という日本語の、もともとの意味

いかにも日本的な花鳥風月、雪月花など、

ではありませんでした。まだひらがなやカ

さまざまな言い方がありました。このよう

タカナのなかった日本上代の風土記や万葉

な言葉で言い表されて来た、万有の総体と

集などの文献に、「自然」という漢字は出

しての「自然」は、日本人にどのようなも

てはきますが、その場合には、「自然」と

のとして受け取られていたかといえば、そ

いうこの漢語のもともとの意味に従って

れは、上古の日本では、「むすひ」という

「おのずから」と訓読みされたと考えられ

言葉で表現されていました。この言葉は、

ております。この漢語を音読みで「じね

『古事記』の冒頭に、「高御産巣日神（たか

ん」（呉音）ないし「しぜん」（漢音）と読

みむすひのかみ）」、「神産巣日神（かみむ

んだ場合も、この言葉は、基本的には「自

すひのかみ）」という神様のお名前として

然」というこの漢語本来の意味、つまり

出て来ます。

「物事のおのずからなる、ありのままのあ

『古事記』の注釈を行なって、全文を通

りかた」を意味する言葉として使われてき

して読めるようにした本居宣長（享保 15

ました。「自然」という言葉のこの本来の

－ 享 和 1、1730‒1801） に よ れ ば、

意味は、今日でもなくなっておらず、現代

「むすひ」の「むす」とは、「苔むす」とか

の私達も、「そうするのが自然だ」とか、

「草むさず」、或いは「男子（むすこ）」「女

「それは不自然だ」というように使ってい
ます。

子（むすめ）」といわれる場合の「むす」
の意味であり、「ひ」とは、「凡て物の霊異
（クシビ）なる」をいいます。従って、こ

２．万有の総体としての自然

の神名から判るのは、上古の日本では、人

2‒1）むすひのかみ

間もその一部である自然界とその所産、人
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間の行なう働きまで含めてすべて、この神

のものがもつに至った「生まれつき」、つ

様のお名前にある「産巣日（ムスヒ）」と

まり「素質」ということで生じた意味であ

いう働きによるもの、つまり生きて生成す

ろうと考えられております。

るものと考えられており、それがまことに

これらの基本的意味に対して、「万有の

霊妙で不可思議なはたらき、力であると受

総体」というような意味は、ピュシスの本

け取られていたということであります 。

来の意味ではありません。ピュシスという

2‒2）古代ギリシアの自然観

言葉だけで万有の総体を意味する用例が存

2）

さて、「自然」という日本語が、自然物

在するという見方に、疑義を唱えた研究者

や自然現象、自然界などを表す言葉として

もいないわけではありませんが、現在の研

一般的に使われるようになるのは、明治半

究では、万有の総体というような意味は、

ば頃以降、オランダ語の natuur、英語や

大体紀元前五世紀中頃になって生まれた意

フランス語の nature、ドイツ語の Natur

味であろうと考えられています3）。万有の

等の訳語として定着するようになってから

総体がピュシスという言葉で表現されるよ

であります。これらの言葉は、ラテン語の

うになっても、この言葉のもとの生成とい

natura に 由 来 し て お り ま し て、natura

う意味合いは失われず、生成する力、生命

に主な意味は二つあり、一つは、自然界や

力、或いは生命原理、ギリシア語でいえば

自然万有という意味での「自然」、もう一

プシュケー（ψʊ χ ή）をもつ生きた自然、

つはものの「本性」という意味です。この

これが古代ギリシアの伝統的自然観であっ

ラテン語の natura は、古代ギリシア語の

たと考えられます。

ピュシス（φʊ́ σις）の訳語として作られた

2‒3）西 洋思想史における超越的原理と

もので、古代ギリシアで多義的に使用され
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物質的自然観

たこのピュシスという言葉をどう解釈する

日本の上代と同じような、自然を生成す

かについては、いろいろな考え方があるの

る生きた自然と見做すこのような自然観

ですが、少なくともいえることは、ピュシ

は、しかし、その後の西洋の歴史の中で、

スという言葉にはもともと「生成」という

大きく変わっていくことになります。ニー

意味合いが含まれているということです。

チ ェ（F. W. Nietzsche 1844‒1900）

そして、「ものの真のありかた」とか「本

やハイデッガー（M. Heidegger 1889‒

性」というピュシスの意味も、生成という

1976）などの哲学者は、西洋における

もとの意味合いがあって、生成によってそ

自然観が変質する発端を、古代ギリシアの
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哲 学 者 プ ラ ト ン（B.C. 428/427‒

おいては神とか、近代に入ると人間の理性

348/347）のイデア論の中に見ます。

とか、様々な形態は取りますが、西洋精神

例えば三角形ということで説明すれば、私

史に続いていきます。とりわけキリスト教

達が知覚する三角形は、形状や素材や描き

神学では、自然は人間とは異質なものとし

方等様々です。にも拘らず、それらがいず

て、明確に人間の下に位置づけられ、この

れも三角形たりえているのは、三角形その

考えが一つの土台となって、近代イギリス

ものともいうべき三角形のイデアが超感覚

の 哲 学 者、 フ ラ ン シ ス・ ベ イ コ ン（F.

的な真実在として存在するからであって、

Bacon、1561‒1626）は、人間に役立

三角形にかぎらず、感覚的事物というもの

つように自然を利用し支配するのは神から

はすべて、真実在であるイデアの模像にす

人間に与えられた権利なのだという功利的

ぎない低次の存在である。プラトンのイデ

自然観を唱えます。更にフランスの哲学者

ア論をごく簡単に説明すると、こういうこ

デカルト（R. Descartes、1596‒1650）

とになります。

に至って初めて、人間の理性が、というこ

このようなイデアという、超感性的、超

とはつまり人間が、或る意味で超自然的原

自然的原理が提唱されると、自然は、その

理の位置に置かれるのですが、それととも

イデアに象って制作されるための単なる質

に、自然は、生命的原理などもたない単な

量、つまり無機的な素材、ギリシャ語の

る「物質そのもの」とされました。

ヒュレー（ʊ̆λη ）ということになってしま

その後の西洋精神史において、生ける自

います。このヒュレーというギリシャ語

然という考え方が復活しなかったわけでは

は、ラテン語の materia、つまり物質と

ありませんし、地球や自然を有機的に捉え

いう言葉のもとになったように、プラトン

ようという考え方を提出する科学者も、現

が、超自然的原理を打ち立てたことと、自

代にはいます。しかしながら、近代の科学

然をそれ自身のうちに生成する力をもつ生

技術を推進して来た自然観は、そういう生

きた自然ではなく死んだ物質と見る「物質

ける自然という自然観ではなくて、やはり

的自然観」の発端とは連動している、この

デカルト的自然観であると言わざるをえな

ように考えられるわけです。

いところがあります。ハイデッガーは、技

プラトンのように、超自然的原理を立て

術に支配されている現代では、あらゆるも

る考え方は、プラトン以降のギリシア哲学

のが、役立つものというあり方へと駆り立

者にも見られますし、中世のキリスト教に

てられ、役立つという連鎖の中の一つの部

特集／こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学と東洋医学
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品に過ぎないものになっており、自然も、

の美しさであり、美しい自然と調和した日

単なる資源として、根本部品というあり方

本人の暮らしぶりでありましたが、他の生

になってしまっていると言っています4）。

類との関わり方も、彼らの注意を引いたこ

2‒4）西洋文明の受容

との一つでした。彼らの記録から判るの

日本は幕末以降、国家的規模で西洋文明

は、日本人は、万物の中で人間のみを特別

を取り入れていくわけですが、「自然」と

視する人間至上観をもたなかったというこ

いう問題についても、それは単に翻訳の問

とです。また、日本語には、「ひとの身に

題にとどまるわけではありません。欧米列

なって思う」とか「身にしみてわかる」と

強による植民地化が進められていた当時の

いうような、「身（み）」という言葉を使っ

世界情勢の中で、たとえ日本文化の最良の

た熟語が多く存在することから解るよう

部分を犠牲することになろうとも、「文明

に、日本人は心と身体を分ける捉え方をし

の精神」まで取り入れるほどに西洋文明の

ていませんでした。このことは、心と身体

受容に徹しなくては、国の独立は維持でき

を分けて、キリスト教的、或いはデカルト

ないと考えられていたことが、例えば福沢

的に、人間至上主義の根拠を精神や理性の

諭吉の『文明論の概略』などから解りま

存在に置くような考え方も、日本にはな

す。当時の日本人が感じた彼我の懸隔は、

かったことを示しています。しかし、西洋

基本的には、産業革命以来の西洋の科学技

文明の流入の中で、「自然」という訳語も

術文明に起因するものでした。結果的に西

定着してゆくにつれて、西洋において「人

洋文明の精神まで摂取したかどうかはとも

間と自然」、「自然と文化」と使われるよう

かく、日本が西洋文明の受容に励んだとい

な自然観、つまり自然と人間ないし人間の

うことは、日本人は、西洋の科学技術文明

営みを対立的に捉える考え方も入り、日本

発展の基礎にあった彼らの自然観とも無縁

人の自然観も影響を受けていったと思われ

ではありえなかったということです。

ます。

それ以前、つまり西洋文明を取り入れる
以前の日本につきましては、幕末から明治

３．テオーリアと敬虔

にかけて来日した西洋人達によって書かれ

3‒1）現 代の日本における自然という言

た日本見聞記が実に沢山残されています。
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葉の多義性

来日西洋人がほぼ例外なく感嘆したのが、

以上のような事情もあって、現代の日本

都市と農村とを問わない当時の日本の国土

において「自然」という言葉によって何が
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意味されているかは、一様ではありませ

て、自然との関わり、自然とのつながり

ん。初めに申しましたように、「自然」と

が、文化の中心部にまで浸透して、残って

いう日本語には、基本的に二つの意味があ

いることなのだそうです。というのも、彼

ります。元来は、「おのずからしかり」、つ

らの国々では、自然というものは、近代化

まり「ものごとのおのずからなる、ありの

の進展とともに、或いは文化が洗練される

ままのあり方」という意味であり、万有の

とともに、周辺に追いやられるべきものと

総体という意味は、明治以降生じた第二義

考えられているからだということです。

的な意味であります。

3‒2）コスモスとテオーリア

この第一義の意味においても、果たして

万有の総体を表す言葉として、日本語に

何をもって、そのものの「おのずからなる

さまざまな表現があったように、古代のギ

あり方」とするかは、人や時代や地域に

リシアでも、ピュシスのほかに、コスモス

よって当然違うでしょうし、また第二義の

（κόσμος）という言葉もありました。秩序

万有の総体という意味につきましても、一

とか調和という意味をもつこのコスモスと

様ではありえません。現代人として、科学

いう言葉に現れているように、古代ギリシ

技術の成果に非常に依存した生活を送って

ア人の場合、自然が美しいというのは、整

いる以上、人間中心主義的自然観や、物質

然たる天体の運行を美しいと感ずる、そう

的自然観を免れているとは言いがたいとこ

いうところがあったようです。整然たる宇

ろもあるからです。ただ、近代の科学技術

宙の秩序を美しいと感じて、じっと眺め

文明を取り入れた国々の中で、ほそぼそな

る、 ギ リ シ ア 語 で い う テ オ ー リ ア

がらとはいえ、日本のように広範な領域に

（θεωρία）、 こ れ は 英 語 の theorie、 理 論

おいて伝統技術も残し続けている国は、ほ

という言葉のもとになったギリシア語で

かにはあまりないそうですが、自然観につ

す。つまり宇宙は整然たる秩序を成してい

きましても、似たようなところがあるので

るという自然観が基礎にあって、それを忍

はないかと私は考えております。以下述べ

耐強く冷静に眺め観察する、この古代ギリ

てまいりますことは、このことに関わりま

シアに特徴的な自然観と精神から、自然科

す。

学というものが生まれて来たのではない

その前に付言しておきますと、中国や韓
国の人々が現代の日本に来て驚くのは、ハ
イテクノロジーの進み具合などではなく

か、このように考える研究者もいます5）。
3‒3）いのちの敬虔
自然を、それ自身のうちに生命力をもつ

特集／こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学と東洋医学
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生ける自然と見做す点においては、古代ギ

て同じことであったともいえ、美しい自然

リシア人と、上古の日本人の自然観は、よ

がいのちをもって生きているという感じ方

く似ているといえます。しかし、整然たる

は、日本人の自然観の中に長く残ることに

天体の運行に美を感じたギリシア人に対し

なったと思われます。先にも述べました幕

て、現代でも、ギリシアよりは四季の変化

末から明治にかけて来日した多くの西洋人

がはっきりしていて、日光や雨の量など植

が最も注目したことの一つが、日本には四

物の生長に必要な条件にも恵まれている日

季それぞれの名所があり、自然の美しさを

本の場合、自然の美しさとは、四季の自然

愛で自然の中で憩うことが、階層の上下を

景観の美しさを意味したのでないかと思わ

問わない日本人の最大の楽しみであるとい

れます。とりわけ日本の山々の四季の景観

うことで、「日本人は熱狂的な自然崇拝者

の多様さは、秋の紅（黄）葉の多彩さから

である」という記述さえ残っています。ま

判るように、落葉樹の樹種の多様さから来

た縄文後期には既に始まっていたことが確

ているわけです。最近の研究によれば、地

認されるようになった稲作が日本に定着し

球が氷河期と間氷期を繰り返す中で、他の

ていくとともに、水田稲作という農耕の性

地域では消滅してしまったと考えられる多

格からしても、自然の変化に対する感受性

様な樹種が、様々な要因によって、日本と

は、より鋭敏にならざるをえなかったとも

いう地域には残ることになり、それが日本

思われます。

の秋の多彩な美しさとなっているというこ
とです。
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更に、例えばキリスト教の教会が森を伐
り開いて建てられたのとは反対に、那智の

広い意味での地球環境のもたらしたその

瀧や各地の神社等、日本の神道的神域は、

ような幸運のお蔭で、身近な山川草木は、

必ず自然によって、或いは自然とともに形

日本人に、四季の移り変わりとともに移り

成されています。お寺のほうも、日本の古

ゆく変化に富んだ美しさを見せ、それぞれ

い寺院は、必ずといってよいぐらい、自然

の季節の中でも多様な美しさを見せてくれ

の景色の美しいところに建っていますが、

ました。日本の場合、自然の多彩な美しさ

古いお寺が建っている場所は、それ以前か

の展開は、四季の展開でもありますから、

らの地主神が祀られていたところが殆どで

山川草木の美しさを愛でるということと、

す。このように、日本では、自然のとりわ

四季の移り変わりを感じ、自然の生成を身

け美しいところ、自然の生命力が圧倒的に

をもって実感することとは、日本人にとっ

感じられるところに神が祀られてきたので
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すが、このことは、自然の不可思議な生命

るように、神話に出てくる場所や、神道的

力が深く信じられ、それが何よりも尊いも

神域を残し続けて来たことは、日本人の自

のと感じられ大切にされてきたということ

然観の形成と、その自然観の持続に、無関

にほかなりません。自然に対する人間のこ

係とはいえないと思われます。

のようなあり方を一言でいえば、それは、
「敬虔」という言葉で言い表せます。小林

４．自然に帰する

秀雄が、本居宣長のことを、「いのちの敬

4‒1）自然と技術

虔に到達した、徹底した思想家である」と

先にも言及した「自然と技術」のような

呼んだのは、こういうことと関わっている

対比的表現は、ピュシスという言葉が多義

と思われます 。

的に使われていた古代ギリシア以来、存在

6）

西洋文明の発祥を古代ギリシアにおいて

した表現です。日本語の「技術」という言

考えるとすれば、西洋では、自然の美しさ

葉にも、テクニックという言葉のもとに

を受け止めるあり方は「テオーリア」から

なったギリシア語のテクネー（τέχνη）に

出発したのに対して、日本人が自然の美し

も、科学技術というように使われる場合の

さを受け止めるあり方は「敬虔」というあ

技術の意味と、技能という意味の両方が含

り方から始まったと言えるかもしれませ

まれています。古代ギリシアでは、この両

ん。フランスの人類学者にして神話学者の

方の意味において、技術を自然と調和的に

レヴィ＝ストロース（C. Lévi-Strauss、

捉える考え方もないわけではなかったので

1908‒2009）は、日本に来たとき、高

すが、その後の西洋では、技術のどちらの

千穂のような神話に出て来るとされる場所

意味においても、自然とは対立していると

が、非常に美しい自然とともに今なお残さ

いう考え方が主流になっていきます。そし

れて大切にされていることに感心していま

て、西洋では、自然は不完全なものだか

す7）。横浜市の磯子中央・脳神経外科病院

ら、人間の技術が自然を完成させると考え

副院長にして同病院健康管理センター長

られます。これは、西洋の場合は、プラト

（2009 年〜現在）の土田隆氏も、「ふだ

ン以降、自然を越えた自然以外のところ

んは神のことなど意識していなくても、高

に、自然に規範を与えるものが求められ、

千穂のような豊かな自然の中に入ると、な

その規範が近代になって遂に人間自身に置

ぜか神の存在を感じてしまう…日本人はそ

かれるに至ったことと関わっていると思わ

ういう感性を持っています8）」と語ってい

れます。
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これに対して、日本では逆に、自然のほ

うわけでもなく、少なくとも「日本の藝術

うが人間の技術、人工的なものを完成させ

の理想」は、「自然の終るところに人工の

るという考えが見られます。これは、木工

世界を打ち立てるのでなく、人工を尽した

や陶芸のように、自然物を素材とする場合

果てに自然に化する、造化に還るというと

に顕著に現れます。すぐれた木工職人は、

ころにある9）」のではないかと考えられる

木目や木の特質を最大限生かした作品を作

のです。

ろうとし、陶工は、その土地特有の土とい

4‒2）自然のおのずからと生死

う素材を生かし、しかも仕上げは自然の生

東洋医学の場合は、とりわけ日本では、

成力に委ねるという作り方をします。つま

何よりも人間の身体のもつ自然治癒力を重

り木工や陶芸という人為においても、規範

んじるわけですから、同様なことがいえる

は人間のほうではなくて、自然のほうに置

と思われます。自然治癒力を重んじるとい

かれるのです。言い換えれば、人為によっ

う考えのもとには、自然の生命力、生成力

て生み出される物事においても、そのおの

という、自然がおのずからもっている力に

ずからなるあり方のモデルは自然であり、

対する深い信頼があります。ただ、自然治

しかもその場合の自然は、死せる自然では

癒力は、自然が自然であることにおいて、

なくて、生ける自然であるということで

言い換えれば自然がそのおのずからなるあ

す。

り方であるときにこそ働きますが、現代

このことを、「自然」という言葉のもつ

は、人間も自然も、実に人工的になってい

二つの意味によって言い直せば、「物事の

ます。したがって、冒頭で言及した吉村医

おのずからなるあり方」（「自然」という言

師に限らず、リンゴの無農薬無肥料自然栽

葉の第一義）の規範が、生きて生成する

培を成し遂げた木村秋則氏の場合でも、人

「自然」（「自然」という言葉の第二義）に

工化を取り除き、妊産婦やリンゴという自

置かれているということです。冒頭に引用

然物の一つが、そのおのずからなる自然力

した吉村医師の言葉に出てくる「自然」

を発揮できるよう助力することに、自らの

が、どちらの意味にも関わっているように

役割が見出されています。

受け取れるのも、その為であろうと思われ

古代ギリシアで最も有名な医師のヒポク

ます。自然を規範に置くこういうあり方

ラ テ ス（B.C. 460 頃－B.C. 375 頃 ）

は、木工や陶芸に限らず、特に芸術の分野

も、人間に宿る自然治癒力を引き出すこと

では、必ずしも近代以前の過去の現象とい

を医療の目的とすべきであるとしたのはよ
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く知られていますし、現代では、日本に限

るものであります。本居宣長の「いのちの

らず、西洋においても、東洋医学が治療に

敬虔」の思想に非常に共感した小林秀雄は、

取り入れられたり、研究の対象になってい

死というものを「自然と一体化すること」、

ると聞きます。それらは、差し当たって

或いは「自然と化すること」と考えていた

は、医療としての有効性の観点からなされ

ようであり、「死はなんら恐るべきものと

ていることであるかもしれませんが、東洋

は思はない」と言ったということです11）。

医学の基本的な考え方からして、以上述べ
てきたような自然観が、いずれは問題とな

文

らざるをえないのではないかと思います。

1）ナ チ ュ ラ ル・ オ ル タ、No. 12、p. 12、
ほんの木（2009）
2）本居宣長全集第 9 巻、p. 129、筑摩書房
（1968）
3）廣 川 洋 一： ソ ク ラ テ ス 以 前 の 哲 学 者、
p. 190、講談社（1997）
4）M . Heidegger: Einblick in das was
ist, GA Bd. 79, Frankfurt a. M
(1994)
5）日 本文化会議編：東西文化比較研究 自
然の思想、pp. 38‒39、研究社（1974）
6）小 林 秀 雄 全 集 第 12 巻、p. 60、 新 潮 社
（1968）
7）C. レヴィ＝ストロース：独創と混合の日
本 文 化、 中 央 公 論 5 月 号、p. 81、 中 央
公論社（1988）
8）後 藤 俊 彦： 神 と 神 楽 の 森 に 生 き る、
p. 210、春秋社（2009）
9）山本健吉：自然と芸術、p. 80、角川書店
（1977）
10）文献 8）p. 216
11）郡 司勝義：小林秀雄の思い出、p. 429、
文藝春秋（1993）

そして日本の場合、それは単に病と医療
ということに尽きません。生の全体、言い
換えれば生老病死全体に及びます。「自然」
という日本語のもとの意味は、「物事のお
のずからなるあり方」であると申しました
が、大自然の営みと同じく、生成消滅しい
のちを継承して行くのが、人間の生死のお
のずからなるあり方と考えられていたので
あって、地獄というような観念が持ち込ま
れ、死への恐怖が増幅される以前、日本人
は、病も死も、もっと自然に受け入れてい
た、このように考える人もいます10）。
人間も自然の一部と見做す自然観のもと
では、自然は外から眺められるだけのもの

献

ではなくて、内から共感をもって感じられ
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東洋医学における心身連続の意味の多様さ
梶谷真司＊
要 旨：東洋医学の人間観は、西洋医学と違い、心と体を連続的に捉える。
しかし、心身の連続性の意味や帰結をより広い視点から検討すると、そのよ
うな捉え方ゆえに生じる問題も見えてくる。例えば近代以前、心と体はあま
りに直接作用しあうため、それを抑制することが健康のために重要だとされ
た。また、心と体を区別しないのは、心の問題を体の問題として片づけるこ
とにもつながる。心身連続は、そうした面も含めて考えるべきであろう。
はじめに

①細分化：西洋医学は、その思考も方法も

医療は元来、人間の生活を改善し、苦し

分析的性格が強く、人間を個別の器官や

みから解放するためのものであり、社会的

系統に分けてその機能や構造を理解し、

にもそう期待されています。にもかかわら

病気もそこから診断・治療していく。そ

ず、様々な医療問題に見られるように、必

のおかげで人体の異常や病気について、

ずしもその目的が果たされず、私たちの不

非常に緻密な理解が得られるようにな

安や苦悩を増大させている面があります。

り、それに応じて、効果的な治療が可能

このような情勢のなかで、90 年代から医

になった面も、もちろんある。しかし他

療のあり方を根本的に問い直そうとする動

方で、一人の人間全体が見えにくくなっ

きが、とくに先進諸国で出てきました。そ

た。西洋医学においては、病むのは臓器

のさい、西洋近代医学の治療法や思考法に

であり、細胞であるが、私たちにとって

対する疑念、批判がなされ、さまざまな代

は、病むのは人であり、私のこの体であ

替医療や伝統医療が注目されるようになり

る。西洋医学では、そういった人間の全

ました。東洋医学への関心の高まりは、こ

体性が捉えられていない。

うした流れの一部です。では、そのさい西

②身体的治療への集中：治療が身体中心に

洋医学のどのような点が問題だとされたの

行われるため、精神的なものが原因と考

でしょうか。東洋医学との対比でよく言わ

えられるような身体的不調にうまく対処

れるのは、主として以下のような 3 つの

できない。西洋医学は心身二元論の立場

点です。

をとり、心と体は異質なものだとする。

東京大学大学院総合文化研究科准教授（現象学、比較文化、医史学）

＊
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そして身体そのものは機械のように捉

る東洋医学の人間観は、より人間的でバラ

え、病気＝機械の部分的・機能的な不具

ンスの取れた、よりよい医学なのでしょう

合とし、その修理が治療となる。そこに

か。それは西洋医学とはまた違った問題を

心の入る余地はない。だから、体調が悪

はらんでいないのでしょうか。西洋医学と

くて病院にいても、身体的に異常がなけ

東洋医学を統合するのに、どのような困難

れば、「異常なし。気持ちの問題」と言

が潜んでいるのでしょうか。以下、東洋医

われてしまう。

学における心と体の関係について、「理論

③患者とのコミュニケーション：これは②

的側面」、「歴史的側面」、「社会的側面」か

と関連するが、患者の言うことは参考に

ら論じ、これらの問いについて考えてみま

すぎず、病気についての判断は、あくま

しょう。

で医師が検査によって客観的に知りうる
ことに基づく。どれだけ苦しくても痛く

第1章

理論知における心身連続

ても、そうした客観的な裏づけがなけれ

東洋医学の人間観

ば、患者からの訴えは受け止められな

東洋的な人間観においては、すべては気

い。知っているのは医師であり、患者で

から成り立ち、生命の発生と消滅は、気の

はないとされ、コミュニケーションは一

離合集散とされます。それを簡潔に示す有

方的になりやすい。

名な言葉が『荘子』にあります－「人の生

西洋医学は、このような根本的な問題点

は気の聚まる也。聚まれば則ち生と為り、

を抱えていると批判されます。それに対し

散ずれば則ち死と為る」（「同知北遊篇」よ

て東洋医学は心身合一、連続の立場をと

り）。このような観点から、病気と老化も

り、人間を全体性において捉えて心と体を

気の循環や密度の異常、衰退、喪失として

ともに癒す医療だと言われます。そして西

捉えられるのです（石田秀実「気

洋医学と東洋医学の統合により、上に挙げ

身体」、144 頁以下を参照）1）。したがっ

たような西洋医学の問題点が乗り越えら

て当然心と体も、それどころか体を取り巻

れ、より高次の医療が実現すると期待され

く周りの世界も、基本的には同じであり、

るのです。

連続していると見なされます。他方、西洋

流れる

とはいえ、そもそも心と体が一つである

医学では、心と体、物質的環境は、バラバ

とか、連続しているというのは、どういう

ラで異質なものと考えられます。だから心

ことなのでしょうか。心身を連続的に捉え

身関係は哲学的な難題となり、特別な研
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究・考察が必要になります。それが東洋医

つける等、過剰な情緒はそれに対応する臓

学では、心身が連続してとらえられるた

を傷つけるとされます。このような五行に

め、両者の間の関係は、何ら不可解ではな

よる相関関係に基づき、精神的な症状は、

く、当たり前のことになるのです。心が病

五臓に働きかけることで治癒できることに

めば体も病み、体が病めば心も病む、気分

なっており、薬や鍼灸でそのための治療を

が重ければ体も重くなり、場合によっては

します。逆に、原理的には、精神に働きか

病気になる、逆に気分が軽いと体も軽く、

けることで身体的な症状を治療することも

元気が出てくる、というわけです。

できます。ただしこちらのほうは、具体的

もっともこれは、生活実感に根差した一

な方法が発達することはなく、例外的にと

般論であって、医学理論では、もっと精緻

どまったようです（加納喜光『中国医学の

で複雑な相関関係が考えられています。中

誕 生 』、272‒284 頁 を 参 照）2）。 こ こ で

国医学の古典的な理論書である『黄帝内経

は治療法の詳細は省略しますが、中国の医

素問』では、精神と身体の関係は、五行説

学では、陰陽五行説によって構築された理

に基づいて、以下のように対応させられて

論に基づき、症状に応じた方法で治療が可

います（同書「陰陽応象大論」より）。

能になるのです。
東洋医学的な心身関係の今日的な意義

五行				 木

火

土

金

水

このような五臓と精神作用や情緒の関係

五臓				 肝

心

脾

肺

腎

は、中国の人にとっては、生活文化や言語

五神				 魂

神

意

魄

志

表現の中にも根づいたものであり、まった

五志（情）		 怒

喜

思

憂

恐

く不可解ということはないのでしょう。中
国語には、今でも五臓を使った慣用表現が

0

五臓は、文字通り、それぞれの精神作用
0
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あります。「肝気」や「肝火」は怒りを表

と情緒を「蔵」し、その働きを司るところ

し、「脾大」は怒りっぽい、「脾味」は好み

です（もともと臓腑は「蔵府」と書きまし

という意味です。また、「肺腑」は心の奥

た）。そしてこの対応関係にそくして、例

底を指します。こうした表現には、必ずし

えば、肝を病むと怒りっぽくなる、心を病

も五行説がそのまま反映されているとは言

むとむやみに喜ぶ、脾を病むと思い悩むよ

えないかもしれませんが、日本語にはそも

うになる、等々と考えます。逆に、悲しみ

そも五臓を用いた表現があまりありませ

すぎると肺を傷つけ、恐れすぎると腎を傷

ん。
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とはいえ、医学の近代化、西洋医学を受

れは、症状としてはあっても五臓のいずれ

容するさいには、中国でも当初、中国医学

かの異常なのです。この点については、第

は全面的に否定・排除されました。とりわ

3 章 で 改 め て 述 べ ま す が、 い ず れ に せ

けこの五行説は、まったくナンセンスなも

よ、心身連続は、必ずしも今日の西洋医学

のとして攻撃され、後に中国医学の必要

の欠点を克服したり補完しうるものとは限

性・重要性が認められたときでも、有用な

りません。心身の相関を認めても、理論的

のは、薬方くらいだと言われたほどです

にこのような考え方が現代にどう生かせる

（ラルフ・クロイツァー『近代中国の伝統

のか不明ですし、西洋近代医学の理論との

3）
医学』、84‒90 頁を参照）
。まして日本

調和・統合は困難であろうと思われます。

では、五行的な発想が、生活の中にも言語

しかし東洋医学をもう少し広い意味で解

の中にも定着しておらず、近代以前から評

し、生活により密着した実践的な場面で見

判が悪かったのです。精神を魂、神、意、

てみると、心身関係のまた違った側面が現

魄、志に分けたり、それをおのおの五つの

れてきます。そこで次に、江戸時代の育児

臓器に配当するような図式、それに基づく

書や養生書のような実践知を記した啓蒙書

心身の相関関係は、理屈としても実感とし

を通して、東洋医学の人間観、心身関係を

ても理解しにくかったのでしょう。

考えてみます。

またこのように心身の相関が理論的に精
緻に捉えられているからと言って、人の心

第2章

実践知における心身関係

と体の全体を捉え、一人の人間として治療

精神的なものと健康・病気

するというような、いわゆるホリスティッ

江戸時代の養生書として最もよく知られ

ク（「全体論的」もしくは「全人的」）なも

ている貝原益軒の『養生訓』は、病気の主

のになるわけではありません。むしろ心と

たる原因として「内欲」と「外邪」の二つ

体が連続しているということは、逆に言え

を挙げています。「内欲」とは、飲食、好

ば、精神的な不調も、すべて身体のほうへ

色、 睡 眠、 言 語（ お し ゃ べ り ）、 七 情

還元して捉えることができるということに

（喜・怒・憂・思・悲・恐・驚）の欲であ

もなるのです。上述の五臓と五神、五志

り、「外邪」とは、風・寒・暑・湿を指し

（情）の対応は、理論的にそれを可能にし

ます。「欲」に様々な感情が含まれるの

ています。実際、中国医学では、精神の病

は、少し分かりにくいかもしれませんが、

は存在しないという言い方もできます。そ

飲食や好色と同様、「ついやってしまうこ
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と」、一度やりだすとなかなかやめられな

このように心身が連続していると、心と

い、欲してしまうものだということでしょ

体の影響関係は、一人の人間のみならず、

う。いずれも気を発散すること、漏らすこ

異なる人間どうしの間でも同様に直接的な

とになるわけですが、益軒は、とりわけ前

ものとなります。牛山は、授乳の時点やそ

者の内欲の抑制を健康法の要だとしていま

の前の授乳者（育児書を読むような階層に

す。すなわち、今の言葉で言えば、欲張ら

おいては、母親ではなく乳母）の心身の状

ず、節度をもって精神的平静を保つのが重

態に注意を喚起しています。精神状態に関

要であり、そうやって内欲を抑えれば、体

しては、例えば、怒ったあと授乳すると、

を作っている気が安定し、外からの悪い作

子どもが上気して驚風、癲癇になる、悲し

用因である外邪によっても犯されない、と

みや喜びが落ち着かないうちに授乳する

考えるのです。

と、子どもは咳嗽をなすという具合です。

しわぶき

こうした精神的平静と身体的健康との関

もちろん授乳者の身体的状態も、子どもに

係は、育児書の中でも言及されます。例え

大きく作用します－乳母が風に当たって授

ば、益軒の弟子でもあった江戸時代の小児

乳すると、子どもは腹脹・吐逆になる、夜

科医・香月牛山が書いた『小児必用養育

露にあたって授乳すると、子どもが嘔吐す

草』には、授乳のときの諸注意で、両者の

る、食事をしたり汗をかいた直後の授乳を

関係がきわめて具体的に述べられていま

すると、子どもは疳の虫を生じる、温麺を

す。それによると、授乳時、子どもの精神

食べて授乳すると、子どもはせむしにな

状態が体に与える影響は、きわめて直接的

る、咳嗽のあるときに授乳すると、驚風、

かつ明瞭です。例えば、子どもが大笑いし

喘痰になる、房事をして授乳すると、痩憔

てすぐ飲むと、驚風、癲癇になる、大いに

けて脚弱く、歩くのが遅くなる、等々。

やせかじ

哭いて飲むと、吐瀉する、大いに驚いて飲

ここでは、心身が連続しているだけでな

むと、吐逆・腹痛になる、泣き止んで落ち

く、個々の人格どうしの間の境界も曖昧に

こ
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しわぶき

ぶ

着かないうちに飲むと、癭 瘤 ができる、

なっています。したがって一人の人間（こ

等々です。逆に言えば、子どもは授乳前

の場合は乳幼児ですが）の心も体も自立的

に、喜怒哀楽何であれ、興奮していてはな

ではなく、他からの影響を受けやすくて不

らず、平静な状態でなければならないので

安定なのです。こうしたことが言えるの

す。

は、子ども、それもお乳を飲むような小さ

心身の境界の曖昧さと人格の不安定

な子どもだからだと思われるかもしれませ
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んが、そうではありません。
近代における心身と人格の自立化

められます。
以上述べてきたように、東洋医学では、

その点は、江戸時代後期、蘭学において

すべてが気から成り立つと考えるので、心

西洋医学を受容した後の育児書を見ると分

と体、さらには、自己は他者とも周囲の環

かります。幕末の蘭方医・桑田立齋の『愛

境とも連続していると捉えることになりま

育茶譚』には、上のような授乳時の注意は

す。それは断絶や分裂のない、統一的な人

見られず、子ども自身の情動や、授乳者の

間観、全体論的な世界観を提示します。し

心身の状態が、乳を飲んだ子どもの体に大

かし他方で、直接的な相互作用ゆえに、心

きな影響を与えるとは想定していません。

も体も人格も、たえず変化し、安定せず、

その意味で、西洋医学の影響により、子ど

存立を脅かされる可能性をはらんでいるの

もの心身、人格は、自立性が高まり、より

です。そして実際、養生書や育児書の記述

安定したものとして見なされるようになっ

を見る限り、そうした脅威に対して、今日

たと言えるでしょう。

の目から見ると過剰なまでに警戒していま

大人に関しても、同様の変化が認められ
ます。それを顕著に示すのは、入浴に関す

す。
それが西洋医学の受容に伴い、心と体、

る注意です。江戸中期、益軒の『養生訓』

周囲の環境が個別の領域として区分され、

によると、入浴は気を巡らせるために入る

私たちの精神、身体、人格は、より完結し

のであって、体を清潔にしたり、汗をかい

て自立的なもの、より安定したものとなっ

て体内の老廃物を排出するためではありま

たと言えるでしょう（梶谷真司「江戸時代

せん。汗をかくことは、気が漏れて失われ

における身体観の変化とその哲学的意義－

ることであり、熱い湯に入ったり、長時

蘭医方以前と以後の育児書を手掛かりにし

間、もしくは全身浸かるような入浴は、は

4）
て」）
。その結果おそらく、医学的観点か

なはだ有害だとされます。それが江戸末期

らすれば、病気や健康上の問題に、より具

以降、西洋医学の受容が進むにつれ、大人

体的・効果的に対処できるようになったと

の入浴も、体を清潔にするという衛生的配

思われます。心のことは心のこと、体のこ

慮が前面に出てきて、気が漏れたり失われ

とは体のこと、自分のことは自分のことと

たりすることへの恐れは見られなくなりま

して捉え、その中で何らかの対処ができる

す。こうした変化は、子どもの入浴につい

ようになったのです。もちろんそれは、心

て江戸中期の牛山と末期の立齋の間にも認

と体、周囲の環境、他者との関係を軽視す
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ることにつながった面はあるでしょう。し

ちいいと感じこそすれ、自分の気が漏れて

かし、それらが連続して捉えられている

失われ、下手をすれば命を危険にさらすと

と、原因の所在が諸々の連関の中に拡散し

は思いません。したがって心と体、周囲の

てしまい、対処できなくなります。そうし

環境との分離は、理論的には、西洋医学の

た全体論的な発想は、世界観、人間観とし

受容によって促進され、ある程度は実生活

ては素晴らしいかもしれませんが、医学と

上もそのように見られるようになったと言

いう戦略的・実践的な営みにおいては、必

えるでしょう。しかし、この問題を生活の

ずしもプラスとは言えません。

より広いコンテクストにおいて考察する

もっとも以上のことは、いまだ狭い意味

と、また違った側面が現れます。

での医療に関することです。医療というの

医療人類学という学問があります。様々

は、たんなる理論でもなければ、ただ漠然

な社会の医療を文化人類学的な視点、言い

と生活に密着しているだけではありませ

換えれば、文化や生活の様々な構造や様式

ん。それは、その時代、その地域に特有の

との関連において研究するものです。そこ

社会的・文化的文脈に埋め込まれた営みで

で使われる概念で、東洋の医療文化－健康

す。そのような視点から見ていくと、医療

や病に関わる文化－を特徴づけるものに

は西洋的な心身二元論か、東洋的な心身連

「身体化（somatization）」というのがあ

続かというような、単純な図式ではまった

ります（マーガレット・ロック『都市文化

く捉えられないことが分かってきます。以

と 東 洋 医 学 』、149 頁 以 下、232‒244

下、日本の社会・文化のあり方を考慮に入

5）
頁を参照）
。これは、少なくとも西洋的

れつつ、心と体の関係を見ていきましょ

な視点からすると、明らかに精神的な疾患

う。

であるにもかかわらず、それを身体の異常
として捉える傾向を指します。このような

第 3 章 日本の社会・文化における心身関係

傾向は、ある意味では、東洋医学に特徴的

「身体化」という特徴

な心身連続の帰結でもあります。第 1 章

現代の私たちは、授乳者（母親）の気質

で述べたように、心身が連続しているとい

やその時々の心身の状態が、母乳を通して

うことは、原理的には、あらゆる精神的な

子どもの心身に直接的な影響を及ぼすと

病も、身体のほうへ還元して捉えることが

は、あまり考えていません。また、熱い温

できるということにもなるからです。

泉にゆっくり浸かって汗をかいても、気持
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の上で心身一体の全人的立場をとっていて

自己の社会的依存性

も、治療の原則は－精神的症状が顕著な場

医療人類学によると、このような傾向

合も含め－あくまで身体への働きかけ、身

は、東洋的な人間関係、社会環境に起因し

体的不調の改善にあります。心身の連続が

ています。東洋人は一般に、集団への帰属

前提になっているので、体の治療が結果的

性、依存性が強いと言われます。そして日

に心の治癒につながることが、当然のこと

本人は、自分を他者との関係、周囲の人間

とされるのです。

関係のうちで位置づけ、そこから何がいい

とはいえ、こうした傾向は、たんに医学

とか、どうすべきかを判断する傾向が強い

や医者の側だけにあるのではありません。

とされます。人が自分のことをどう思うの

むしろ患者、世間一般の間に根強く見られ

か、人に迷惑をかけていないか、みっとも

ます。すなわち、何か精神的に問題を抱え

なくないかを非常に気にし、周りと強調す

ていても、それを表に出して対処するので

ることに重きを置くのです。逆にそうしな

はなく、あくまで体のどこかの調子が悪い

い人は、自分勝手、恥知らず、迷惑、非常

という仕方で訴え（頭が痛い、おなかが痛

識などと言われ、厳しく非難されることに

い、など）、その治療を求めるのです。最

なります。

近は、「心の病」や「心のケア」といった

その結果、日本では、ある人が心を病ん

言葉がよく使われるようになり、傾向が変

だとき、家族や友人、職場の同僚との人間

わってきているのかもしれませんが、以前

関係が根本的な原因であることが多くなり

は、心の問題だとはそう簡単には口外でき

ますが、それを正面から明らかにして解決

ませんでした。今でも、実際にそういうの

しようとすると、そうした身近な人たちを

は、かなり問題が悪化してからだと思いま

巻き込まざるをえなくなるのです。場合に

す。いずれにせよ、そのような場合、当の

よっては、彼らの責任を問うことにもなり

本人は必ずしも、嘘をついているとか隠し

かねません。そうすると、さらに周囲との

ているというわけではなく、実際の感覚と

緊張を高め、状況を悪化させる恐れもあり

して、そのように捉えていることも多いと

ます。そのような事態は、病気の本人も周

思われます。また、日本人に限らず、一般

囲の人も望みません。だから、体のどこか

に東洋人は、心の問題を他者、外部に対し

が悪い、身体的不調だとして、それに対処

て表出するのに抵抗感が強かったり、そう

するほうが、問題を複雑にせず、解消しや

するのが苦手であったりするようです。

すいのです。本人は、それで自分の辛い立
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場を間接的に訴えられますし、周りの人

ちらのほうが基層にあって、心身連続はそ

も、申し訳ないことをしたなと気遣うよう

の人間観としての表れなのかもしれませ

になります。そうしてその人の体調がよく

ん。

なれば、結果的に、人間関係も改善しやす
くなるでしょう。

38

まとめ

東洋医学の治療においても、そうしたこ

東洋医学をはじめとする代替医療への関

とがしばしば期待されるようです。他方

心が高まったのは、「はじめに」で挙げた

で、精神的な面から身体的な不調の改善を

ような形で、西洋医学の問題がいろいろと

図る方法もあります。物事にポジティヴな

指摘されてからです。そうした経緯もあ

態度で臨むとか、気晴らしをしたり、スト

り、東洋医学の長所、特性と言われている

レス解消をすることで、自分が置かれてい

のは、その多くが西洋医学への批判から、

る状況に適応するというやり方です。必ず

それに対抗して持ち出されたものです。

しも医学的な処置とは言えなくても、医師

西洋医学の心身二元論、体の一部（異常

やカウンセラーがそのようなアドバイスを

のある部分）のみの治療に対して、東洋医

することは少なくないでしょう。ただしそ

学は心身連続（合一・一如）で全人的医療

のような場合でも、当の精神的な問題自体

だというのは、もっともよく主張されるこ

は、正面から解決しようとするわけではな

とでしょう。それは、思想や理念の点では

く、心の持ちようによって、「気にしない」

そう言えるところもありますが、本論で述

「水に流す」「忘れる」のがよいとされたり

べてきたように、心身連続には多様な側面

します。そうすれば、おのずと体調も良く

があり、一概に東洋医学の長所とか特徴と

なるはずだという理屈です。

言えない面もあります。

以上のことから分かるように、体を通し

それ以外にも、東洋医学については、患

て精神的症状を治したり、逆に心を通して

者の個別性を重視するとか、患者の意向や

身体的症状を治すという方法は、心身連続

自己決定を尊重するとか、自然治癒力を強

の考え方に立脚しているわけですが、それ

化するとか、医師と患者の間のコミュニ

だけではありません。そのような発想は、

ケーションを大切にするといったことが挙

日本を含む東アジアに特徴的な社会関係、

げられたりします。しかしこれらは、東洋

人間関係にも根差しているし、また適して

医学の理論から直接必然的に帰結するもの

いるとも言えます。それどころか、実はこ

ではありませんし、西洋医学批判が出てく
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る前から、言われていたことでもないので

や、全人的医療の実現においては、それぞ

す。

れの医学としての長所や短所を互いに主張

逆に、医療が抱える問題のなかには、西

するのではなく、医療全体を社会的・文化

洋医学そのものから必然的に生じたとは必

的なコンテクストの中に位置づけ、その

ずしも言えないものもあります。実際、東

様々な側面を考慮していく必要があると思

洋医学が西洋医学を批判し、自らの長所と

われます。

言ってきたものの中には、その後西洋医学
によって改善され、実現されてきているも

文

のもあります。

1）石 田 秀 実： 気 流 れ る 身 体、 平 川 出 版 社
（1987）
2）加 納喜光：中国医学の誕生、東京大学出版
会（1987）
3）ラルフ・クロイツァー（難波恒雄他 訳）：
近代中国の伝統医学、創元社（1994）
4）梶 谷真司：江戸時代における身体観の変化
とその哲学的意義－蘭医方以前と以後の育
児書を手掛かりにして、実存思想論集 XXIII
アジアから問う実存（実存思想協会編）第
2 期 15 号に所収（2008）
5）マ ーガレット・ロック：都市文化と東洋医
学、思文閣出版（1990）

そもそも、一般的に言って、健康も病
も、体や心だけの問題でもなければ、一人
の人間に限定される問題でもありません。
人間の生が社会的・文化的に条件づけられ
ている以上、人間の生全般に深く関わる医
療も同様であり、そこには社会環境、自然
環境、制度、人間関係など、様々な要因が
絡んできます。西洋医学と東洋医学の融合

献
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「身」の心身医学

－からだの声、こころの声を聴く－

中井吉英＊

要 旨：「身」という言葉は身体も心も縫合した全体を表す言葉として平安
時代より使われてきたと言われている。わが国の心身医学が目指す身心一如
とも深く関係する。全人的医療に欠かせないのが「身」をみる医学である。
「身」とは何かについて考えながら、心身医学との関連について述べる。

はじめに

る、身を尽くす、身にあまる、身から出た

「身」という言葉は古来より日本人が

錆、身を入れる、身支度、身につく、身が

使ってきた言葉だそうです。単なる身体

もてぬ、身のほど知らず、身を捨ててこ

（body）を意味する言葉ではありません。

そ、といった具合に、「身」という言葉は

心（mind） を 表 す 言 葉 で も な さ そ う で

身体も心も縫合した全体を表す言葉として

す。日本語独自の「身」という言葉。実は

平安時代より使われてきたと言われていま

わが国の心身医学と深く関係しています。

す。

私 た ち は 診 断 や 治 療 に 際 し て、 疾 患

市川浩は「身の構造－身体論を超えて」

（disease） や 症 状（symptom） だ け に

（講談社学術文庫、1993）において次の

焦点を当てません。病（illness）を持ち

ように述べています。「身というのは英語

悩み苦しむ個々の人（person）に焦点を

のボディや日本語のからだのように単層的

当てます。このような視点を持つことで全

ではない。ボディは、物体の意味でもある

人的アプローチが可能になるのです。実は

し、物体的な身体というニュアンスが強

全人的医療に欠かせないのが「身」をみる

い」、「身はボディやからだに比べて成層的

医学です。「身」とは何かについて考えな

な統合体という性格が強い。その成層の高

がら、心身医学との関連について述べてみ

いレベルの統合に心は縫合されているわけ

ます。

であるから、心もマインドとは大変ちがっ
ている。心はいわば身のあり方の凝縮点で

｢身」という言葉とその概念
身につまされる、身の振り方、身を立て

ある」、「身の構えはただちに心の構えへと
斜行する」と。

洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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世阿弥はここのところを次のように語り

うものの本質的な、あるいは本来的なあり

ま す。「 有 無 二 道 に と ら ば、 有 は 見（ 表

方を探究していかねばならない」、「身体の

現）、無は器（心）なり。有を現はすもの

正しいあり方がまず先に会得されるべきで

は 無 な り 」（ 日 本 思 想 体 系「 世 阿 弥・ 禅

あり、それを通じてはじめて心の正しいあ

竹」、岩波書店）。能に造詣の深かった白洲

り方がひらけてくる」、「無心の状態におい

正子は「お能

老木の花」（講談社文芸文

ては、舞台に舞っている身体の形がそのま

庫、1993） に、「 世 阿 弥 の 時 代 か ら

ま心を意味しているのである。このような

600 年、能は変わることなく日本の舞台

“ 心身一如 ” の状態において身体の両義性

芸術として受け継がれています。〈変わる

は消失する」と完結に説明しています。た

ことなく〉が可能なのは、能が型を第一に

とえば、武道、茶道、華道、香道といった

するからなのだそうです。能を舞う（演じ

わが国の「道」と名のつく文化は能楽と同

るとは言わないそうです）能楽師は、型に

じく型から入ります。がそこにとどまらな

忠実であることを第一に考え、芝居のよう

い。型（身体の作法）から入り心に至る、

に演じる人物になりきって表現するような

やがて両者を統合した境地、それが「身」

ことはしないそうです。無心で型を舞うこ

のようなのです。

とではじめて能が表現できる。能楽師は芸
術家というより、職人であるという言葉は

欧米の心身医学と日本の心身医学

非常に納得のいくものでした」と述べてい

心身医学的という言葉を最初に用いたの

ます。また、「身につけるというのは考え

はドイツの精神科医ハインロート（J. C.

なくてもできるようにすることで、芝居の

Heinroth、1818 年 ） と 言 わ れ て い ま

ように心を表現するように演じるのとは違

す。やがて心身医学は米国に渡り、学問的

い、能が無心で舞われることとも深い関係

基 盤 が 整 い 始 め た の は、 フ ロ イ ト（J.

があるように思います」とも述べていま

Freud）
、ダンバー（F. Dunbar）
、アレキ

す。

サンダー（F. Alexander）
、キャノン（W.

この点について湯浅泰雄は「身体論－東

B. Cannon）
、パブロフ（L. P. Pavlov）
、

洋 的 心 身 論 と 現 代 」（ 講 談 社 学 術 文 庫、

セリエ（H. Selye）といった先駆者たち

1990）で、「心を身体より先行させる日

の心身相関についての研究や学問的な啓蒙

常ふつうの見方を逆転して、反対に、まず

によるところが大きかったと考えられま

身体の “ 形 ” を先立ててから、“ 心 ” とい

す。西洋医学では身体の病気と心の病気を
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別々に分け、身体の病気は内科をはじめと

身医学というより身心医学がわが国の心身

した身体科へ、心の病気は精神科へと身体

医学に相応しいと語っています。

と 心 は 二 分 さ れ て い ま す。 心 身 医 学

現在の医学は、心（脳）と身体（器官、

（Psychosomatic medicine） は 心 と 身

臓器）は一方通行ではなく、相互関係に

体は互いに相関しているという前提のも

あると考えるようになりつつあります。

と、心身相関について研究し、従来の細分

例 え ば、 脳（ 中 枢 ） と 消 化 管 は Brain-

化された身体医学と臓器中心の人間不在の

Gut Interaction という関係であると考

医学、医療に対する批判や反省に立ち、疾

えられています。従来は脳（中枢）が消化

患より患者に焦点を当てた心身両面からの

管をコントロールしていると考えられてい

全人的、総合的医療を行う医学です。

たのです。しかし、迷走神経系はこれまで

米国の心身医学が精神分析を専門にした

中枢からの指令を末梢に送る遠心性神経と

精神科医が発展の担い手になったのに対

考えられていたのですが、最近、迷走神経

し、日野原重明、池見酉次郎たちがわが国

系の 90％は知覚神経系で構成され、末梢

に持ち込み発展させた心身医学は、内科医

からの刺激を脳に伝える求心性神経である

をはじめとした身体科医を中心に発展した

ことが分かってきました。過敏性腸症候群

という経緯があります。そのため、わが国

（Irritable bowel syndrome） や 機 能 性

の心身医学は身体を重視したのです。心療

ディスペプシア（Functional dyspepsia）

内科の生みの親である池見酉次郎（故人、

な ど 機 能 性 胃 腸 障 害（Functional

九州大学心療内科初代教授）は、晩年、心

gastrointestinal disorder） の 患 者 に 抑

図１
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うつや不安を伴う者が多いことも、迷走神

診ることです。このようにして全人的な診

経系の働きを考えると納得できます。

方をするわけです。図 2 に「身」の所見

心身相関とは心と身体が相互に関係し

の一部を挙げておきます。心療内科での診

合っているという意味です。米国の心身医

察 は 図 3 の よ う に な る わ け で す。 し か

学は要素還元主義からの脱却であったはず

し、「身」も含めた身体診察は、次に述べ

であります。しかし、重大な過ちを犯した

ますような患者理解が不可欠です。

のではないか。それは人間を心と身体とい
う二つ要素に分けてしまった点であると思

Understanding

います。心身相関よりさらに一歩進んだ

英 国 の 心 身 医 学 者 バ リ ン ト（M.

Brain-Gut Interaction という考えも、二

Balint、1896‒1970）は著明な内科の

つの要素が互いに関係し合い一方通行でな

開業医であり精神分析医でもありました。

いことを示したに過ぎません。わが国の心

世界各地から受診する人が絶えなかったそ

身医学は身心一如を理想とします。身体と

うです。ある時、「あなたはどのような心

心は本来分けられないという視点に立って

理療法をなさるのですか」と質問をされ、

いるわけです。そのような視点こそ「身」

彼は次のように答えたそうです。「私は心

という考えであります。そこで「身」につ

理療法なんかやっていませんよ。私がやっ

いて心身医学の立場より考えてみたいと思

ているのは Understanding だけです。

います（図 1）。

相 手 を 良 く 理 解 す る だ け で す 」 と。
Understanding は臨床においてどのよう

「身」を診る診察

な意味があるのでしょうか。バリントは

心療内科の診察に際して、先ず問診によ
り病態のアウトラインを理解します。続い
て身体診察に入ります。診察をしながら必
要に応じて追加の問診をするとともに、面
接を随時行い患者理解に努めます。身体診
察は身体各部における個々の所見の関係性
を 構 築 す る と と も に、「 身 」 を 診 ま す。
「身」を診ることは、先述したように心身
をも含めた全体、言わば身心一如の所見を

図２

心療内科における診察法
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図３

｢身｣ の所見の例

Understanding について、相手の言うこ

きますと、症状の軽快・増悪因子はまった

とに心から耳を傾ける（Listen）、人生の

く分らないと話しています。明確なストレ

問題が自然に出てくるような診察のやり方

スも自分にはないとも語っています。心理

（Human communication） の 二 つ を 挙

面、身体面を簡単にチェックする健康調査

げています。人間内部と外部のコミュニ

票（KMI）も「はい」が 10/99 と非常に

ケーションの崩壊を再構築するための援助

低いスコアです。診察をしますと、アト

こそが臨床医の役目なのです。言わば、患

ピー性皮膚炎の所見よりも、強い掻破行動

者が内部のこころとからだの声に耳を傾け

が推測される皮膚所見でした。舌を診察す

るための援助であるわけです。

る と 非 常 に 強 い 舌 歯 圧 痕 と と も に（ 図
4）、僧帽筋～後頚部にかけての筋緊張が

臨床の現場にて「身」を診る
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強く圧痛が著明でした。これらの「身」の

症例を挙げて説明してみます。アトピー

所見から、患者が過剰適応により生じる日

性皮膚炎の 30 歳代患者。6 歳に発症。

常のストレスや緊張にまったく気づいてい

20 代半ばより増悪と軽快を繰り返し現在

ないことが推測されます。これらの所見を

に至っています。増悪の時、掻破行動が強

もとに、「あなたはいつも歯をくいしばっ

いようです。中学～大学の 8 年間はステ

て生きているのですね」と患者に伝えたと

ロイド使用。使用量が増加していくため副

ころ、患者は初めて心身相関の病態に気づ

作用を恐れ一時中止しています。患者に聞

くようになりました。「身」の所見は患者
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図４

患者の身の所見

の全体を表す所見でもあるわけです。

ます。このような患者に心理療法を行うの
は困難です。むしろ身体からというより身

失感情症と失体感症
シ フ ニ オ ス（P. E. Sifneos、1973）

体と心を含めた「身」へのアプローチを行
います。

は潰瘍性大腸炎、消化性潰瘍などの患者を

アレキシサイミアの原因として、人生早

対象に彼らの心理的特徴について研究を行

期の母子関係における感情的交流の障害や

い、その結果、心身症（注1）の患者の特徴と

社会文化的要因、家族病理との関係も考え

して、アレキシサイミア（Alexithymia

られています。生物学的メカニズムとし

失感情症）という概念を提唱しました。ア

て、感情に関わる脳幹部や大脳辺縁系と認

レキシサイミアはギリシャ語の「a：lack,

知症および言語機能に関与する大脳皮質と

lexis：word, thymos：emotion」 か ら

の間の機能的障害という説や、左右大脳半

作られた造語です。アレキシサイミアの特

球の機能の解離があるという説があります

徴として、自己の内面に生起する感情への

が、いまだ確立されたものはありません。

気づきに乏しい、感情を言語化し表現する

ま た、 心 身 症 患 者 は ア レ キ シ ソ ミ ア

ことが難しい、自己の内面に目を向けるこ
とが苦手である、といった特徴が挙げられ

（Alexisomia

失体感症）とも深く関係

していると言われています。アレキシソミ

心身症の定義：「心身症とは身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会的な因子が密接に関与し、器質的ない
し機能的障害が認められる病態をいう。ただし、神経症やうつ病など、他の精神障害に伴う身体症状は除外す
る」（心身医学の新しい診療指針：日本心身医学会教育研修委員会編 1991）。代表的な心身症として、潰瘍性
大腸炎、気管支喘息、消化性潰瘍、糖尿病、本態性高血圧症、虚血性心疾患、甲状腺機能亢進症、関節リウマ
チなどが挙げられるが、これらの疾患を有するすべての患者が心身症ではない。あくまでも発症や経過に心理
社会的要因が関与する病態が存在する患者を心身症という。

注 1）
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アは身体感覚への気づきと言語化に乏しい

膵の腹部所見も消失し、味覚障害も改善さ

という意味です。いずれにしろ、心身症患

れました。その後の現在も経過良好。血中

者は “ からだやこころの声が聴こえない人

アミラーゼ、血中リパーゼ、エラスター

たち ” ということなります。このような患

ゼ 1、膵 PLA2 などの膵生化学的検査は

者 の 診 断 や 治 療 に は、「 身 」 の 所 見 や、

徐々に改善いたしました。絶食により不健

「身」へのアプローチが必要になります。

康に固まった身体に働きかけ、新たに柔軟
な身体に変化する過程で、内観という心に

治療について－からだからこころへ、そし

働きかけるアプローチを加え、「身」その

て「身」へ－

ものに働きかけることができました。しか

症例は 40 歳代女性。上腹部痛、味覚

し、絶食療法も内観も本来は日本古来の

障害で当科を紹介されました。X－6 年ご

「行」に近い治療法であり、両者とも「身」

ろより上腹部鈍痛が始まっています。慢性

そのものに対するアプローチであると考え

膵炎の診断にて加療。X－5 年より「まっ

られます。

たく味がわからない」という症状が始まり
ます。耳鼻科を受診しましたが異常なし。
X－4 年、当科紹介され、入院にて絶食療

症例は 10 歳代半ばの女性。数年間に

法と内観（5 日目より）の併用を行いま

わたり胃痛、胃部不快感を訴えていた FD

した。絶食療法中に主訴の改善と平行して

図５
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（Functional dyspepsia

胃電図による胃の運動

機能性ディス
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ペ プ シ ア ） の 患 者 で す。 胃 電 図 バ イ オ

バーバラ・B・ブラウン（石川中監訳：

フィードバック（EGG・BF）を試みまし

心と身体の対話～バイオフィードバックの

た。健常者胃運動は毎分 3cpm の規則正

世界、紀伊国屋書店、1979 年）は「心

しい波形により示されます（図 5）。FD

と身体が、自分自身に関する情報を使っ

患 者 で は bradygastria、arrythmia、

て、新しい気づきとより大きな活力を自分

tachygastria といった異常波形を示しま

に教えることができるという原理こそが、

す。テレビ画面に映しだされた患者自身の

バイオフィードバックの基礎にある本質的

波形を見てバイオフィ－ドバック法を実施

な原理である」、「バイオフィードバック

するわけです。週 1 回 20 分間の EGG・

は、プラトンの時代以来欠けていたもの～

BF を 10 セッション行い、自覚症状の改

人間全機能論的な教育、心と身体に関する

善と同時に、正常 EGG 波形の増加が認め

教育～ “ 健全なる精神は健康なる身体に宿

ら れ ま し た。BF の 原 理 は 生 体 反 応 を 検

る ” で教育されるだろう」と述べていま

出・増幅し、聴覚または視覚信号へ変換す

す。 監 訳 者 の 石 川 も あ と が き で、「 私 も

ることによって、生体情報をフィ－ドバッ

バーバラ・ブラウンと同様にもっとも恐れ

クし患者の内部知覚への気づきと反応制御

ることは、アメリカにおいて一部のバイオ

を学習させます。その結果、自己効力感が

フィードバック研究者が行った、操作主義

高まり、やがて日常生活への汎化が起こり

的、機械主義的偏向を再び日本でもくり返

ます（図 6）。

すのではないかということである。わが国

図６

バイオフィードバックの原理
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では、前者の轍を踏まず、バイオフィード

強く、それと同時に、この両者は不可分で

バック法をわれわれ日本にふさわしくとり

あるべきだという理想ないし目標をも意味

入れられねばならない」と述べています。

しています。身心一如という表現は、身体

まさに至言であり、BF は欧米で開発され

と心という二元的で両義的な関係が克服さ

た「身」へのアプロ－チに近いものと考え

れ、そこから意識にとって新しい展望がみ

られます。

えてくることを意味すると述べています。
わが国の心身医学は「身」に焦点を当てた

おわりに

医学・医療を理想とし目標としているので

「身」の概念と「身」の診方は全人的医

す。

療を行う上で欠くことができません。わが
国の心身医学は「身心一如」の医学です。
「身心一如」を最初に言ったのは栄西で
す。彼は「身心一如」について「内面的瞑
想と外的行動の両者が向う理想的境地」と
述べています。湯浅泰雄の「身体論」（既
出）によりますと、東洋の身体論には身体
と心を不可分なものとしてとらえる傾向が

参考文献
中井吉英、福永幹彦、竹林直紀：全人的医療に
おける身の意義、日本心療内科学会誌、８，
95‒98（2004）
中 井 吉 英： 私 の 全 人 的 医 療 学、 心 身 医 学、
46，119‒126（2006）
中井吉英：身の概念－からだとこころの声を聞
く、バイオフィードバック研究、36，12‒15
（2009）
．

Random Scope
バイオエネルギー生産の植物資源とその地域での鳥類多様性への影響
バイオエネルギー作物には色々なものがある。大雑把に言えば穀物や大豆のように毎年栽培さ
れ肥料や農薬を大量に投与するもの（HILD）とその地での本来の多年草のように一旦生育が定
着すると何ら肥料や農薬を与える必要がないもの（LIHD）である。米国中西部を例とした、実
際のデータとシミュレーション解析を組み合わせた結論では、前者の植物選択では鳥類の豊富さ
は 7％から 65％の範囲で減少するが後者の場合には豊富さは 12％－207％程度の増加になる
という。バイオエネルギー生産と食糧生産をそれぞれ上手に使い分けて行くことの重要性は改め
て強調されて良い。それに加えて「生物多様性維持」に寄与できるとなると、誠に結構なことで
ある。
（Kurin）
Meehan, T. D. et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107, 18533-18538 (2010)
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心身医学と臨床心理学
−対比から協働に向けて−

髙橋

昇＊

要 旨：心身が繋がっていること、あるいは一つであることに関して、臨床
心理学と心身医学との対比を通して考えていく。両者は近縁の学問ではある
が、理念の問題などの相違点も存在し、臨床心理学の方から無意識の存在や、
それがどのような表れ方をするかについて概観していく。そして錯誤行為、
夢、症状、昔話などを通して無意識への理解を持ち、臨床心理士が持ってい
る技術が心身医学のみならず、医療界に貢献しうることを述べる。
１．心身医学と臨床心理学の類似と相違

ラックボックスに目を向けて、かすかな光

（1）沿革と資格

によって徐々に闇を照らす遅々とした歩み

西洋医学は心身二元論による自然科学的

をなした。フロイトがこころの闇に潜む

な要素還元主義を出発点としており、科学

「夢」を題材にした「夢判断」を著したの

は「分ける」という作業によって「分か

は 1900 年のことであり、まだ 100 年

る」ようにしてきたといえる。心理学も同

ほど前のことである。

じような要素還元主義と古典物理学的な学

一方、心身医学はもっとも心身不分離を

問として始まっている。SR 反応を重ん

尊ぶ医学分野と考えられる。源流を辿れ

じ、刺激：S（Stimulus）を与えると反

ば、精神分析的オリエンテーションを持つ

応：R（Response）が返ってくることが

精神科医などが、心身医学を発展させてき

心理的反応であり、その関係が重要で、見

たのであり、両者はもともと非常に近縁の

えないこころはブラックボックスとして扱

関係にある。この心身医学が誤解と偏見に

わないという行動主義が心理学の出発点で

満ちた中での歩みであったことを石川中が

あった。しかし科学的ではあるが、実験動

述べていることを成田善弘（1986）は

物の探索をいくらしても人間のこころには

大きく取り上げ、先駆者の宿命と栄光とを

なかなか到達しなかった。心理学はその

その中に見ている。臨床心理学もまた新し

後、精神分析や分析心理学、発達心理学そ

い学問であり、医療の中ではそれと同様

の他の影響を受けて臨床心理学を発展させ

の、もう少し日の当たらない道を辿ってき

てきた。それらは人の「こころの闇」、ブ

ている。なぜならば私たちの臨床心理士と

人間環境大学教授（臨床心理学、心理査定学、芸術療法）

＊
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いう仕事は医療の中にきちんと位置づけら

にあるし、臨床心理学は宗教や哲学にも影

れてはおらず、国家資格がないという問題

響を受けている面があり、キリスト教の

があるからである。医療分野ではほとんど

「懺悔」というシステムや、日本において

の職種が国家資格によって仕事や身分が保

も僧侶が人生についての悩みを引き受けた

障されているのにもかかわらず、私たちは

り、人間に対する在り方という点では哲学

ようやく民間資格の「臨床心理士」という

に多くを負っている。実際に実存主義をも

資格しか持っていない。私たちが医療分野

とにした現存在分析という名の心理療法も

に入り、心身医学にかかわるには法制上の

存在している。

高い壁があり、考え方の相違よりも、その

50

臨床心理士は大きく分けて、「心理検査」

ことが心身医学と臨床心理学が協働できな

と「心理療法」の二つの仕事をしている。

い大きな原因になっている。

心身医学にあっては医師は「薬物療法」と

実際に臨床心理士は医療分野で多くの仕

「精神療法」の二つの仕事に当たってい

事をしているが、それは理解のある精神科

る。この「心理療法」と「精神療法」は、

医や心療内科医のおかげであり、それらの

実は同じ「psychotherapy」の訳語なの

医師たちとは共通言語で違和感なく話し合

であるが、臨床心理士が使用するときは心

うことができる。私も精神科と心療内科の

理療法になり、医師は精神療法といってい

クリニックを合わせて 26 年間、常勤で

る。医師にとって薬物療法は必須である

勤めてきた。法制上の課題がクリアされれ

が、患者を取り巻く治療全体のコーディ

ば、心身医学分野にも私たちの居場所がで

ネーターでもあるので、誠に忙しく、時間

きていくと思われる。小児科、産婦人科、

がかかる精神療法はゆっくりやっておられ

歯科などの他科でも協力できる場はあり、

ず、臨床心理士に依頼する状況もある。心

医療分野は私たちの専門を生かすことので

理検査については標準的な医師は苦手な分

きる重要なフィールドである。

野であり、また実施する時間もないのが実

（2）理念の相違

情であり、臨床心理士の数少ない武器でも

もともと医療関係の臨床心理学と心身医

あるので、これは私たちが引き受けること

学との間に相反する壁があるわけではな

が多い。そのようにして職場は棲み分けが

く、同じような源流から出てきた流れとい

できるが、一方で考え方の違いもある。

う側面がある。だが、もちろん全く同じと

心身医学は医学なのだから「医学的なモ

いうわけではなく、心身医学は医学が基本

デル」に則って治療が行われている。一言
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でいえば “ 病気になった者を治す ” という

光」なのである。彼らによって私たち健常

ことで、“ 壊れたものを直す ” という理念

者の方が光を受けているという発想は、も

である。この理念は天然痘や結核、その他

う半世紀も前に提唱されたものだが、未だ

治るのが困難であった様々な病気に対して

にその輝きを失わず、むしろ光彩を増して

強い力を発揮し、それらを克服してきた。

いるように思われる。私たちは彼らに教え

病気を治して健康な状態にするということ

られ、導かれて成長していくのである。

は、壊れたものを直して壊れる前の状態に
戻すことである。

かつて私の大学時時代の恩師、村上英治
（1992）は “ を・に・と ” の関係を提唱

それに比して、臨床心理学では発達や教

した。私たちがこころを病むクライエント

育モデルを持っているということができ

にかかわる場合、「病む人を治療する」「病

る。このモデルはかかわる側が元の状態に

いを診る」という視点は、明確に対象化さ

戻すのではなく、育てて発達させていく、

れた相手方とのつながりを意味する。「病

それを見守るという発想が根底にある。重

む人に取り組む」「病む家族に接する」と

度の心身の障害を持った子どもが、他の健

いった場合においても、受動的一方的な働

康な子どもと同じように健康になることは

きかけになってしまう。それに比して「病

きわめて困難である。元の状態に戻すとい

む人と つきあう」「病む家族と かかわる」

うのはいったいどこへ戻すのだろうか？

という表現においてこそ、一方的なはたら

必然的に、障害を抱えたままでいかにそれ

きを超えてはたらきかけるもの、かけられ

と付き合っていくのか、少しでも成長や発

るもの両者の相互作用があぶり出されると

達を促し、育てていくという観点が不可欠

いうものである。かかわる側の技法や考え

である。精神障害者においても一生その障

方は違っても、このような人間観は人とか

害を抱えたまま生きていかなければならな

かわる仕事に共通して重要であると考えら

い人がいる。

れる。

子どもの福祉に深く携わった糸賀一雄
0

0

0

0

0

0

0

0

私はかつて NICU（乳幼児集中治療室）

は、“ この子らを 世の光に ” という言葉を

にかかわっていたときのことを想起する。

残している。障害を持った子どもらを何と

NICU の病棟に入ったとき、並んでいた保

0

かしたいというところから「この子らに世
0

育器に小さな未熟児がそれぞれ寝ていた

の光を」というのがむしろ自然であろう。

が、その中でひときわ大きな赤ちゃんが私

しかし、そうではなく、「この子らが世の

の目を引いた。その姿を見ると、心なしか
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頭が平たい感じがした。保育器から出ても

うに死を受け入れていくかの課題に取り組

大丈夫なほど大きく育った子は外へ出るこ

む分野も出てきた。壊れ物を修理するとい

とが多いので、疑問に思ってどのような子

うパラダイムは基本的には変化していない

なのか聞いてみると、その子は「無脳児」

が、もう少し大きい器を形成しつつあると

で頭の中には水が溜まり、本来あるべき脳

考えられる。しかし、病む人とかかわる人

がないという説明であった。呼吸と栄養の

が同じ地平に立つという視点は、医学には

管理をされているので、それでもその子は

なじめないところがあったのも確かであ

育ち、大きくなっていた。その有様は私に

り、生物学、遺伝子学、工学技術などの進

強い衝撃を与えた。目も開けることがな

歩と共に、人間をより対象化して自在に操

く、声を出すこともなく、その可能性すら

作していく立場も一層拡大している。

まったくないその子が生きていることの意
味は何か。その子を治療することはどのよ
うな意味があるのか。その子は 2 歳にな

心身の二元論は「分ける」という作用に

り、保育器からはみ出すかと思われるほど

よって医学に多大な貢献をしてきた。ここ

大きくなり、頭の扁平もよりひどくなった

ろと身体を分けなければ、レオナルド・

ようだった。でも生きて育っていた。ご両

ダ・ヴインチも神を冒涜するような解剖と

親はどんな気持ちでこの子が育つのを見て

いう所作をなし得なかったかもしれない。

いたのだろう。私がそこでカウンセラーの

しかしそれが当然のことになり、そのよう

立場だったら、ご両親にかかわることがで

な自然科学的世界観に慣れてしまうと、こ

きただろうか。2 歳半になったとき、彼

ころと身体はもともと別物であったかのよ

は呼吸不全を起こして亡くなった。もう

うな気になってしまったのが現代である。

20 年以上も前のことだが、“ 病む人とか

確かに、現代に生きるわれわれは日常生

かわる ” ということの重さを思い知らさ

活の中で心身が一つであることを実感する

れ、今なお脳裏から離れない出来事であっ

ことは少ない。むしろ何らかの異常を来し

た。

たときに意識に上ってくるものである。例

近年医療界でも QOL（Quality of Life）
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２．心身は一つと考えにくいのはなぜか

として人前で何かを発表する際に緊張する

ということが叫ばれ、病気を治すことだけ

ことを考えてみよう。緊張感はこころの中

でなく、生きて生活を送る中での質を問う

で生じており、気持ちの中に張り詰めたモ

ようになっている。ホスピスなど、どのよ

ヤモヤ感が感じられる。同時に心臓が脈打
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ち、バクバクしたりするので、こころと同

るといえる。ともあれ、そちらの方がより

時に身体も影響を受けていることを否定す

基本的な在り方だと考えられよう。

る人はいないだろう。逆に身体の調子が良

同じように身体のことを考えてみる。私

くないときには、気分もすぐれない。どち

たちは自分の身体を十分意識的に統制して

らかがどちらかの原因であると考えると因

いるかというと、答えはノーである。内臓

果論的な科学観になるが、外界からの影響

の働きや呼吸、自律神経系調節は無意識に

が生体に影響を及ぼして身体とこころの反

行われているのは間違いないが、それだけ

応がそれぞれ表れるとも考えられる。

ではない。人間型ロボット開発者の石黒浩

もう一つ考えてみよう。遙か昔、生物は

（2009）は象がどうして走れるかを述べ

こころと身体が分かれていただろうか。単

ている。それによれば、象ほどの大きさの

細胞生物の時代はもちろん分かれていな

動物が走る場合、脳から足までの神経伝達

かったに違いない。進化して多細胞にな

には時間がかかり、身体の感覚からの情報

り、細胞はそれぞれ役割ができて違った働

はたまにしか脳に伝えられていないとい

きをするようになる。分化した細胞の全体

う。実は足は勝手に動いているのであり、

を統御する装置が必要になり、神経細胞が

意識は動いているなと錯覚しながら走って

集合して一部が脳を作る。未分化なこころ

いるのだ。これは人間でも同様なのであ

ができ、発達していく。徐々に分化して、

る。スポーツの場合はそれを意識的に利用

ついに人間に至っては意識的に自分を制御

している。頭で考えて判断していてはとて

するようになる。だが、こころと身体の装

も俊敏な動きができないので、何回も練習

置は非常に複雑になっており、意識という

して身体で覚える。つまり外界からの情報

分野だけでは統制しきれない。そもそも生

を脳で判断させるのではなく、「反射」で

体全体は意識が作り出したものではないの

身体を操作しているのである。そのゆえ

である。意識が存在する前から、身体もこ

に、ボールが飛んできたと思った瞬間に身

ころも表面的な新参者の「意識」より以前

体が反射的に動くことが可能になる。

から存在する “ あるもの ” が統御にかか

また精神分析家のラカンは、人は幼児期

わっている。フロイトはこころの中のそれ

に鏡を見ることでその姿を自分の全体像と

を「無意識」と呼んだが、無意識は意識と

して認知し、バラバラの身体を統一してい

同じように構造化されていると考えた分、

く精神発達段階を「鏡像段階」と名付け

ユングの方が太古的な無意識を想定してい

た。つまり、私たちは自分の身体さえ自分
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のものではなく、鏡を見てこれが自分の姿

（1）錯誤行為

だったのかと気がつくのだ。そしてこの

フロイトは多くの事例を挙げて、無意識

「鏡像段階」を乗り越えて、やっと身体の

に閉じ込められた欲動が、いかに錯誤行為

統一感を作り上げることができるのであ

の中にその姿を見せるかについて説明して

る。身体とこころとが未分化な段階では、

いる。たとえばオーストリアの下院議長が

それらを別のものとして認知することが困

気の進まない会議の開会にあたり、「ただ

難であるということだ。臨床的にも、より

いまから会議を開会します」というところ

幼くて未分化な子どもが心理的な原因から

を「閉会 します」と言い間違えた例であ

身体的な異常を来しやすいことは周知の事

る。また暑い中を歩いて汗びっしょりに

実である。意識は生体の中で一番新しく形

なった若い女性が、下着もびっしょりに

成された部分であり、全体を把握して統御

なったことを我慢していて、「家に帰る」

0

0

0

0

できないのは、無意識的な部分がよりベー

（nach Hause） と い う と こ ろ を「 パ ン

スにあり巨大だからだ。象の上に乗ったネ

ティーに帰る」（nach Hose）と言って

ズミには、象の全体像は見えないといえ

しまった例も挙げている。私の経験では、

る。

小泉元首相が辞任した後にテレビを見てい
たときのことだった。記者会見を開いてい

３．無意識の表れ

0

たある女性議員が話しの途中で、「近頃お
0

0

0

0

今一度こころの問題に立ち返ってみた

亡くなりになった小泉首相が…」と言いか

い。意識下にある広大な無意識とは何かに

けて、慌てて「お辞めに なった小泉首相

ついて主に深層心理学的な観点から述べて

が」と言い直していた。辞めた首相はもう

みよう。フロイトはここには自我（意識的

死に体だと思っていたのか、無意識は正直

な自分）に受け入れられない様々な欲動が

である。

0

0

0

0

抑圧されて詰まっていると考えた。フロイ

これは言い間違いに限らず、やり損な

トと親密になり、後に離反したユングは、

い・ど忘れ・勘違いなど錯誤行為全般に及

それに加えて、個人の内だけではなく民族

ぶ。私自身も以前、参加するのに気が進ま

や人間一般にまで繋がる普遍的無意識の存

ない会議に出席しなくてはならず、地下鉄

在を主張した。それらがどのように表れる

に乗ったときに経験した。目的の駅を通り

かを外観してみよう。

越してしまい、それも 2 駅も通り越した
ことに気がついて慌てて降りた。そして戻
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ろうと思って反対の方向への電車に乗り、

一方でユングは、夢の中に想像性と創造

また驚いた。何とまた 1 駅行き過ぎて通

性を見た。ワトソンとクリックが DNA の

り越してしまったのである。決して最初か

二重らせん構造を夢で形を見て発見の端緒

ら居眠りをしていたわけではない。戻ると

としたことが知られている。意識的にはい

きにはしまったと思って注意しているつも

くら考えても分からなかったことなのに、

りだったのが、なぜかうっかりしてしまっ

夢が答えを教えてくれたのである。またミ

たのである。やっぱりあそこへは行きたく

シンの発明者は、針に糸を通す方法がわか

なかったのかなと思い、ひとりで苦笑した

らずに悩んでいた。あるとき夢の中に未開

ものである。これらの錯誤行為は隠された

人が出てきて、持っていた槍のヤジリの先

自分の本当の気持ちを表している。

に穴が空いていたのを見て、夢で表れたよ

（2）夢

うに針の先に穴を空けることにしたとい

夜寝ているときに見る夢はわけが分から

う。夢に対する “ 夢 ” が感じられるような

ないものである。あいまいでストーリーも

例である。だが、簡単に答えがやってくる

分からないことがあり、途中で人が入れ替

わけではなく、それに至るには意識的に考

わったりするし、自分が出ていると思った

えに考えて悩み苦しまなければならない。

ら客観的に見ていたりもする。つまらない

ボーッと寝ていたら答えが与えられるよう

ストーリーや感動するもの、とても怖くて

なものではなく、意識と無意識の多くのエ

目を覚ましてしまうものなどもある。なぜ

ネルギーを注いだ交互作用によって、生み

そのようなものを私たちは見るのか？

昔

出されるものなのだ。無意識は、意識が休

の神官は神のお告げと考え、それに従って

みをとって手薄なときにそっと頭をもたげ

政治を司ったり、夢占いとして扱ったりさ

て活躍する。

れることもあった。いずれにしろ、夢は自

（3）症

状

分が見ているのだから自分のものであると

無意識は身体にも影響を与える。悩み事

考えるのがシンプルであろう。フロイトは

で頭が痛いと頭痛が起きるし、肩の荷が重

抑圧された欲動が意識の検閲が弱い睡眠時

いと肩こりになる。心理的に受け入れられ

に出てくるのだと考え、夢は「願望充足」

ないことがあると、嘔吐したり下痢したり

であると考えた。夢が分かりにくいのは、

する。「身体言語」といわれたりするが、

本当の願望が露わになるのはまずいので、

要するに身体はしゃべるのだ。普通は口を

加工されているためである。

使って言葉でしゃべれるわけだから、身体
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がしゃべるのはあまり普通のときではな

して子どもに聞かせるためか。「鶴女房」

い。しゃべりたくないときに、あるいはと

の話は、機を織っている妻の姿を禁止され

てもしゃべれないときに身体が口を出す。

ているのに見てしまい、鶴は飛んでいって

器質的には異常がないのに口ではしゃべれ

終わる。これはいったい何の教えなのだろ

なくなってしまうこともある。ヒステリー

うか？

性の失声といわれるもので、以前に皇后様

このように昔から語り伝えられている物

も罹患されたことがあった。こうなると無

語の中のギリシャ神話のひとつ、「オイ

意識は病気の症状まで作ることができると

ディプス王」に、フロイトはエディプス・

いえる。身体のみにではなく精神的な症状

コンプレックスを見て、父と母と子の根源

も出現し、そうなると意識では統制でき

的な葛藤が読み取れることを発見した。つ

ず、病気の状態になる。

まり、子どもは母を愛して父を憎み、母を

心身症といわれる病気は、こころの問題

独占したがるという三角関係の葛藤であ

が身体の症状を形成したときに名付けられ

る。ユングは人間のより深い普遍的無意識

る診断であり、心身医学が扱う病気といえ

の中から遍く人間に共通する「元型」的布

る。胃潰瘍や本態性高血圧、過敏性大腸炎

置をその中に見た。こころの奥に潜む人間

など挙げればきりがないほどの種類があ

の在り方のパターンが物語に内在すると

り、どこまでがこころの原因で起こるの

いってもよい。たとえば、ユング派の分析

か、どこからが身体の病気なのか、体質な

家河合隼雄（1982）は「鶴女房」の話

どが影響しているのか不明なものも多い。

を分析して、女が私は何かという本性、つ

身体とこころの無意識的な側面により、非

まり裸の事実を知られた限り共に生きてい

常に多彩な症状が表れることは確かであ

くことができないことを意味しているとい

る。

う。精神分析家の北山修（1993）は、

（4）神話やおとぎ話や昔話

昔話を現代版にした戯曲である木下順二の

古来より伝わる神話やおとぎ話、昔話は

「夕鶴」を取り上げて、ふたりだけの美し

なぜあるのだろうか。作品が優れていてお

い幻想を壊さないようにという禁止が「見

もしろいからか。だが、「浦島太郎」が亀

るなの禁止」であり、幻滅した世界では離

に乗って竜宮城に行き、タイやヒラメの舞

別の結果を招いてしまうと解釈をしてい

い踊りを見て帰ってきたのがそんなにおも

る。“ 見てはいけない ” ということには深

しろいだろうか？

い意味があったといえる。確かに「知らぬ
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が仏」なのかもしれない。このように昔か

ると自負しており、現在までに精神医学に

ら語り伝えられる物語には、こころの深層

寄与してきているし、心身医学のみなら

の物語が刻まれていると考えられる。私た

ず、他の医療分野にも寄与するものであ

ちがそれを手放さないのは、私たちの中に

る。

あるこころの物語とそれとが内的に一致

（2）心理療法

し、共鳴するからである。

心理療法には非常に数多くの技法がある
が、臨床心理士にとってまずロジャーズ流

４．臨床心理学から貢献できること

のクライエント中心療法といわれるカウン

上記のような認識を元に、臨床心理学は

セリングは必須の技法である。その上でク

意識から無意識までを持っている人間を理

ライエントに応じて、あるいは心理士自身

解して、臨床的にクライエントと呼ばれる

が自分にフィットする技法を身につけてい

人たちにかかわっていく手段を持ってい

ることが多い。対象者は神経症程度の軽症

る。最後にそれらについて述べてみよう。

の病気から統合失調症などの重い病態、子

（1）見立ての道具と技術

どもの情緒障害や発達障害、その他実に多

臨床心理士は、クライエントを心理学的

くの障害や問題、悩みがある。心理療法の

に見立てることができる。つまり、その人

技法も、精神分析的心理療法、分析心理学

たちがどのような性格と内的な資質を持

的心理療法、表現療法、夢分析、交流分

ち、どのような病気を持ち、その重さはど

析、森田療法、内観療法、行動療法など、

の程度か、何がどのように影響して今の状

これも種々ある中で心理士が選んで身につ

態になっているのか、周りの環境要因や家

けている。標準的な医師は精神療法をきち

族関係はどうか、現状を変化させるために

んと学んでおらず、私たちはこれらの側面

はどのようなかかわりが必要か、予後はど

から心身医学に貢献できる可能性がある。

うか、などについて様々な情報を読み、面

それには最初に述べたような制度上の問題

接して判断し、必要に応じて適切な心理検

もあるが、病院は患者が選ぶ時代といわれ

査を行い、その結果を出して適切に伝える

るように、心理療法も一般の人たちに理解

という仕事をする。それら一連の技術を身

が広がり、「カウンセリングを受けたい」

につけており、それらの全体を「見立て」

と言って来る方々が増えることを期待して

と呼んでいる。特に心理検査による見立て

いるし、そうなりつつあると思う。

は、他の職種には真似ができない技術であ
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Random Scope
サンショウウオ胚に共生する藻類
脊椎動物の細胞内に共生する緑の光合成細菌などは、存在しないと考えられていたが、カナ
ダ・ ダ ル ハ ウ ジ ー 大 学 の Ryan Kerney は、 ス ポ テ ッ ド サ ラ マ ン ダ ー（Ambystoma
maculatum）の胚細胞に、単細胞藻類（Oophila ambylystomatis）が共生していることを
明らかにした。この藻類は、母体から垂直感染で伝えられ、最初は胚を包み込むゼリー状物質の
中にいるが、神経形成期に胚に侵入するようである。面白い事に透過型電子顕微鏡画像（TEM）
は、細胞中のミトコンドリアが共生藻類の近くに集合する様を示している。下等動物ではゾウリ
ムシとクロレラの細胞内共生の例が知られているが、脊椎動物では初めての発見といえる。

（Sam）
Petherick, A.: Salamandar’s egg surprise, Nature (News), 466, 675 (2010)
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生命の一元論
小関彩子＊
要 旨：近代科学は、物質は必然性の法則によって解明・予見されるという
信念に基づき、身体を物質と見なすことで、身体を道徳・倫理と一致した魔
術的身体観から解放した。しかし、精神をも同じ自然法則によって決定され
ていると考え、精神が新しい創造をする自由を否定した。本論考は、物質の
一部でありながら、精神が物質に出会う場としての特権的な物質である身体
を、ベルクソンの心身論に依拠しつつ分析し、生命を一元論的に考察する。
はじめに

元論を克服することを試みてみましょう。

西欧では古くから、精神と物質とはまっ
たく異なった性質を持ったものであり、相

魔術的身体観

反するありかたをしていると考えられてき

現在我々は、精神と身体を切り離して考

ました。このような精神と物質の二元論に

えることを当然のことのように思っていま

対しては、その長所と短所について、近年

す。しかしながら、このような人間観は、

様々な批判や反省がなされています。本論

近代以降の非常に特殊なものの見方にすぎ

考では、まずこの物心二元論が果たした役

ません。むしろ歴史上では、心身を一如の

割は何だったのか、その長所と短所をあら

ものとして考える時代のほうがずっと長

ためて分析します。さらに、精神と物質と

かったのであり、多くの文化圏においてそ

はどのように異なっているのかを考察しま

のほうが主流だったのです。身体と精神は

す。その際に注目するのは、自由と必然性

明確に区別されず、混然一体となってお

という観点です。さらに、精神と物質とい

り、そのまま全人格へとまとめ上げられて

う相反する二つの項の間に、身体という第

いました。ところが、このような人間観

3 の 項 を さ し は さ ん で み ま す。 身 体 と

は、時には病者にとって大きな苦しみを強

は、物質でありながら、単なる物質とは異

いてきたのです。

なる生命体という、特権的な物体なので

かつて身体と精神がつながっていた時代

す。このような身体について考察し、そこ

には、病気は単に身体の不調というだけで

に現れる生命という現象を手掛かりに、二

はなく、病気になった人自身の全人格的な

和歌山大学准教授（ベルクソン哲学）

＊

特集／こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学と東洋医学

59

特集／こころと身はひとつ－心身医学、臨床心理学と東洋医学

60

ありかたが病んでいるのだ、と解釈される

ユダヤ人、異教徒などなど）にあるという

ことがありました。このような場合、病気

ことにされ、大規模な迫害を生むこともし

とは病者自身の倫理的な問題なのだと見な

ばしばでした。

されることとなりました。病者は宗教的・

同じような構造は東洋においても見られ

道徳的に汚れたものとして差別されまし

ます。仏教における因果論とは、原因と結

た。たとえば旧約聖書に見られるように、

果が果てしなく連鎖していく関係について

かつてハンセン氏病は、神が罪を犯した者

の、非常に稠密な理論です。しかしこれが

に対して罰を下したのだと考えられていま

一般に解釈されると、目の前で身体の上に

した。それゆえに、治療 ･ 看護を必要とし

起こっている何らかの現象の原因は、さま

ているはずの患者が、社会から排除され浄

ざまな業によるものなのだと考えられてし

化されなければならない害悪だと見なされ

まいます。また、古代以来の日本思想にお

たのです。また時には、このような眼差し

いても、精神と身体は明確に区別されるこ

は、個人をこえて社会共同体の全体にまで

とはありませんでした。日本のものの考え

及ぶこともありました。すなわち、病んで

方では逆に、精神の罪をあまり強調しませ

いるのは病者個人ではなく、社会全体なの

ん。一般に罪とは、心の内側の罪障や、そ

だと考えられたのです。例えば、ペストは

れが実行に移されて外側に現れた倫理的行

中世ヨーロッパにおいてしばしば大流行

為の結果です。しかし、日本の基層を流れ

し、時には一つの都市が全滅することもあ

る感覚では、このような罪と、病や身体障

りました。14 世紀にはヨーロッパの人口

害といった悪とは明確に区別されることが

の 3 割が失われたとさえ言われていま

ありません。これらは「ツミ・ケガレ」と

す。人々はこのようなペストの恐怖に対し

してまとめられ、いずれも祓えば消滅する

て、その原因はある一定の共同体が堕落し

ものとして対処されたのです。

ていることにある、と考えました。社会の

梶谷真司氏は本フォーラムで、東洋にお

腐敗したありかたが、眼に見える現象と

ける ｢身体化｣ という現象について発表さ

なって現れ出たのがペストなのだ、と解釈

れました。これは、心に問題があっても、

したのです。そこには、神の怒りの表現が

それを身体の問題なのだと見なして、心理

読み取られました。このような倫理観に基

的・精神的病気ではないと考える傾向のこ

づいて、穢れの原因が追究されると、原因

とだと説明されました。これにならって言

は一定の社会的弱者・少数者（よそもの、

えば、身体の病気を「心理化」する傾向も
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また、心身を一如と見なす思想から導き出

2）
ソ ン タ グ（1933‒2004）
は、 自 身 が

されるところの、ある種の危険性を孕んで

癌にかかったことをきっかけに、癌にかか

いるということが出来るでしょう。また聴

るということがどのような経験であるのか

衆からは、「健全なる精神は健全なる身体

を具体的に記述した『隠喩としての病』と

に宿る」という慣用表現に異議を唱える質

いう論考を発表しました。さらに癌から回

問も出されました。たしかに、このような

復 し た 10 年 後、 エ イ ズ の 危 険 性 が ク

言い方が支配的になると、ひるがえって

ローズアップされ始めた時代に『エイズと

「身体が健康でないのは精神が不健全だか

その隠喩』が出されています。そこで彼女

らだ」ということになってしまいます。実

は、死にいたる病と考えられた結核・癌・

際、明治以降の日本をはじめとして、多く

エイズなどの病気にたいして人々がどのよ

の近代国家ではこの言葉をスローガンとし

うなイメージをいだき、どのような言葉で

て利用しました。そうして、国民を心身と

語ったのかを詳細に分析しています。ここ

もに健全で役に立つ人材となるよう育成

では、我々が病気という身体の物理的現象

し、総動員できるような体制が出来あがっ

そのものに冷静に向き合うよりも、いかに

ていったのです。しかし、本来この慣用句

色とりどりの物語・幻想・隠喩によって病

のもととなったのは、ローマ時代の詩人ユ

気を解釈しているのかが明らかにされてい

ウェナーリスが当代の社会を皮肉った風刺

ます。例えば結核は、ロマン主義の時代に

詩の一節です。そこでは、「健康な身体に

情熱の病気とされましたし、癌はストレス

健康な精神が宿る」と断言してはいませ

に満ちた現代の都市生活と結び付けられま

ん。むしろ、「そうあればよい」という願

した。さらにエイズには、社会的に逸脱し

望を表しているとも解釈できるのであっ

た、健全な一般市民とは異なった嗜好をも

て 、必ずしも身体と精神を同一視してい

つ特殊な人々というレッテルがつきまとう

るわけではありません。むしろ、この二つ

ことになります。このような様々な病気

が同時に達成されることは困難だという現

は、科学的な原因によって説明されるより

実を表現しているとも言えるのです。

も、むしろ病者の気質・性格・情熱・抑圧

1）

このように、身体の病気に過剰な意味づ

などの隠喩を用いて解釈されることが多

けをなし、神話化することは、現代に至っ

く、その結果身体そのものの病気が隠蔽さ

ても決して珍しいことではありません。ア

れていくことにもなりました。

メリカの著名な作家・批評家のスーザン・

現代でも病者は ｢患者・病者｣ という本
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質主義的なラベルを貼られた一個の人格と

然に働きかけてこれを改変したのが、文化

みなされがちです。つまり、病気とは本

です。文化のような人工的な世界とは異

来、身体のある一部分が器質的に変化して

なって、自然世界は法則に支配されていま

いるにすぎないのですし、病者も、身体の

す。だからこそ、ガリレオが「自然は数学

一部分に病変をかかえてはいるが、発病以

の言語で書かれている」と語ったように、

前となんら変わらないその人自身であり続

この世界は数学によって読み解くことが可

けているのですが、発病と同時にその人は

能なはずだと信じられたのです。

病者以外の何者でもない存在として眼差さ
れるようになってしまうのです。

ここで世界を理解するということは、ま
ず、世界を構成しているさまざまな部分を
できるだけ単純な要素にまで分解するとい

精神と物質

62

うことです。次に、ばらばらにした要素を

ここまでは心身を一元的に見る例を挙げ

再び組み立てなおします。こうすること

てきましたが、これ対して、西欧的二元論

で、世界全体を支配している必然的な法則

はどのような物質観に立脚しているので

性を発見することができれば、すなわちそ

しょうか。物質とは、時間と空間の座標軸

れが世界を理解したということになるわけ

において、ある一点に位置づけることので

です。

きる存在です。物質は空間内の一部分を占

物質とは、外界からのある作用に対して

める拡がり、延長であり、それゆえに我々

は、必ず一定の反作用をするように定めら

はこれを知覚することができます。これに

れています。この作用－反作用関係は自然

対して、精神とは物質ではないもの、空間

法則によって支配されており、あらかじめ

内に存在するようなものではないありかた

完全に決定されています。それゆえ、この

をしたものです。

法則を知ることが出来さえすれば、同一の

近代になって自然科学が勃興すると、物

事象と見なせる全ての場合に適用すること

質は精神と切り離されて解明されるように

が出来ることになります。同一の原因から

なりました。そして自然科学の仕事は、自

は常に同一の結果が、自動的に導き出され

然の世界の構造を、例外なく完全に理解す

ます。実証的に解明されたこれらの関係

ることにある、と考えられるようになりま

は、常に再現され検証に付されることが可

した。自然とは物質の世界です。人間の精

能です。ここには、何か新しいものが付け

神が自然に介入し、自己の意志によって自

加えられる余地は全くありません。だから
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こそ、過去の物質の諸状態から法則性を計

という方法を手に入れた実証的な医学の発

算し、それを用いるならば、物質の現在の

達を促し、魔術的身体観から我々を解放し

状態をもとにして未来の状態を予測するこ

てくれました。それによって初めて、身体

とも可能ということになるのです。

を善悪の価値判断から分離し、単純に客観
的な技術の手に委ねることが可能になりま

物質としての身体
このような物質観は、身体にも導入され
ました。身体をあくまでも物質と同じもの

した。極論すれば、物質としての身体観
が、我々の身体を精神の桎梏から解放し
た、とも言えるでしょう。

とみなし、精神から区別するところから、
心身二元論は成立しています。そして、こ

精神の異質性

うして成立した身体観は、近代西洋医学・

以上のように身体を物質と同一視した場

生理学に大きく貢献することとなりまし

合、無機的な物質と同様に、我々の身体は

た。

常に必然性の法則に従って決定され、惰性

身体が単なる物質の一部であるのなら

により動かされているということになりま

ば、物質と同じように、自然法則によって

す。物質に自由はないのです。だから、身

必ず解明できるはずです。すなわち、身体

体にも自由はありません。科学は物質的世

には本来不確定性が入り込む余地はありま

界を解明するのに大いに貢献しましたが、

せん。この信念のもとに、物質界のメカニ

さらに我々の行為までも科学的に解明する

ズムを身体の生理作用にも次々に応用し

ことを課題とするようになりました。諸科

て、偉大な発見が為されてきたのです3）。

学は我々の行為に法則性を見い出し、それ

例えば数学を基礎とした物理学の発達に

を自然科学に基づけることによって、行為

伴って、これを人体に応用して、血液循環

を一つの理論で理解できるようにしようと

のメカニズムが明らかになりました。ま

しました。さらには、法則に基づく必然性

た、燃焼作用をモデルとした呼吸作用、化

によって、未来の行為をも計算し、予測し

学変化をもとにした消化などの働きが解明

ようとしたのです。

されるようになりました。ここでは、身体

しかしながら、我々は日々逡巡し、熟考

は機械と同じようなものとして扱われるこ

し、選択し、決断し、行為しています。果

ととなったのです。

たして、生命ある我々は自由を有してはい

近代的な身体観・物質観は、実験と観察

ないのでしょうか。たとえ身体が法則の必
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然性に拘束される物質であるとしても、

傾向にあるという点です。ベルクソンは、

我々はこれとは全く異なったありかたをし

科学的な法則性は我々の意志による行為を

た精神というものを持っている、というこ

説明することは出来ないと反論し、次のよ

とを認めることは出来るのではないでしょ

うに天体の運行と意思的行為との混同を指

うか。

摘しています。

「生」の哲学者 H. ベルクソン（1859‒
（注1）
1941）
は、我々が意思的にする行為

を物理現象と同一の方法で分析しようとす
る理論に、疑問を呈しています。19 世紀
末のフランスは、パリ万博が開かれ、エッ
フェル塔が建設され、地下鉄が走るなど、
科学技術のめざましい進歩によって社会が

決定論は、物質的宇宙を意識存在と混同
し、人間の行為と自然の秩序とを混同す
るという誤りを犯している。我々は現象
間の客観的結び付きとその現象の観念相
互の主観的連合を正確に区別し、外的世
界と内的世界の間、客観的諸現象の継起
と意識事象の継起との混同を避けなけれ
ばならない5）。

大きく変化した時代でした。人間の問題は

このような混同は、意識の状態をあたか

全て科学によって解決できるかのような風

も物質のように固定した不変の一要素とし

潮が高まっていたのです。このような傾向

て取り出すことが出来るかのように考える

に対してベルクソンは、合理的に分析する

ことから生じています。因果性の法則と

だけでは決して理解することの出来ない人

は、同じ原因が同じ結果を生むということ

間の具体的で生き生きとした生のありさま

です。ここから敷衍して、心理状態に関し

を、そのまま描き出そうとしました。

ても、同じ内的原因が同じ結果を生むと見

ベルクソンは、人間の行為と物質の作用

なされがちです。しかしながら、そのよう

を同じように科学的に分析できるという信

なことが可能となるためには、同じ心理状

念の背後にある決定論をとりあげ、これを

態が何度も繰り返し起こってくることが出

批判しています4）。決定論とは、全ての先

来なければなりません。前節で見たとお

行条件が例外なく完全に認識されれば、そ

り、物質界においては、一つの法則は同じ

の結果は完全に予見されると主張するもの

事象に対しては常にあてはまります。です

です。ベルクソンが問題とするのは、この

が、人間の心理においては、「同じ心理状

ような物質の原理が、精神にも適用される

態」というものは二度と再び起こることは

H. ベルクソン：コレージュ・ド・フランス教授、国際連盟の国際知的協力委員会（ユネスコの前身）初代議
長。1927 年ノーベル文学賞受賞。死後ユダヤ系としては初めてパンテオンに葬られる。

注 1）
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ないはずです。我々の心は刻々に変化して
います。一つの経験を経るごとに、私の心
はその経験を織り込んで成長し、もうそれ
以前の私ではなくなってしまっているはず
です。物体は確かに、各瞬間においてそれ

クソンは持続という言葉で表現します。
意識を持つ存在者にとって、存在すると
は変化することであり、変化することは
成熟することであり、成熟するとは限り
なく自分で自分を創造することである6）。

自身と同一であり、その瞬間その瞬間の

つまり意識の本質は持続なのであり、これ

今・今において存在しているにすぎませ

が精神と物質の最も異なった特徴となって

ん。物質はその内に時間性をはらんではい

いるのです。

ないのです。それゆえ物理学者は、同じ要

持続する精神とは、自由な精神でもあり

素からなる諸条件を再び見出すことが出来

ます。常に変化する精神は、物質とは異

るでしょう。これに対してベルクソンは、

なって、不確定性を含んでいます。意識を

我々人間の心の特徴は、不断に流れる意識

持った生命体は、外界からの作用に対し

という点にあると強調します。我々の意識

て、機械的に一定のあらかじめ決まった反

は常に流れ、二度と同じ状態になることは

応をするのではありません。意識には常

考えられません。心理的な様々な事象は互

に、複数の選択肢の中から選択する余地が

いに異質で、それらの事象のうちのいずれ

あります。それゆえ意識には、必然性に拘

の二つも、一つの生涯の異なった二つの瞬

束されない自由があります。それは、予知

間を構成しています。だから、二つの心理

されない何か全く新しい可能性に対して常

事象が互いに完全に似ているということは

に開かれているのです。だからこそ精神

不可能です。なぜならば、心理的諸要素は

は、それまで存在しなかった新しい何もの

絶えず生成していますから、同一の感情で

かを無から創造して、世界に付け加えるこ

あっても、それが繰り返されるというだけ

とが出来るのです。

のことで、まったく新しい感情となってし
まいます。ある心理状態を経験したという

生ける身体

まさにそのことによって我々は変化し、次

ここまで、精神と物質とがいかに異なっ

に似たような心理状態を経験する、その私

たありかたをしているのか、考察してきま

は、既にその心理状態を経験する以前のか

した。精神は、物質の必然性の世界に不確

つての私とは異なってしまっているので

定性と自由とを持ち込むのです。だがそう

す。このあるがままの意識の流れを、ベル

すると、物質と精神とがいかにして関係を
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持つことができるのかという疑問が生じて

張すると精神が目覚めて活動し、より弛緩

きます。精神と物質をつなぐことが出来な

すると、意識は活動せずに眠ってしまい、

ければ、精神が物質から何ものかを受け取

物質の中に埋没してしまいます。生命体の

ることも、反対に精神が物質に働きかける

意識は常に緊張と弛緩、凝縮と拡散を繰り

ことも出来ないということになってしまい

返しているのです。我々人間は生物の進化

ます。

の最も高い段階にあり、活発な精神活動を

この両者を協調させるものとしてベルク

しています。それでも、我々が常に意識的

ソンが挙げるのが、生命体の持つ身体で

だというわけではありません。たとえば無

す。先に検討したまるで機械のような身体

意識とは、それ自身の過去を何も保存しな

は、あくまでも唯物論的な科学主義が仮定

い意識、たえず意識自身を忘れる意識、各

する身体にすぎません。現実の我々の身体

瞬間に消滅して再生する意識のことです。

とは、物質の一部でありながら、精神が物

このような場合、意識は限りなく物質に近

質界からの刺激を受容し、自由な行為に

くなっていきます。

よって物質界に働きかける場となる、特権

意識が緊張と弛緩の間を往復するさま

的な物質です。生命体は、決定論によって

を、ベルクソンは習慣を例として考察して

は予測されないような、新しい行為を生み

います。例えば自転車や乗馬、ピアノを習

出すことができます。つまり生命とは、必

得する過程において、慣れないあいだは、

然の中へさしはさまれて、必然を自分の利

我々は初めは一つ一つの運動を意識してい

益になるようにする自由なのです。もちろ

ます。それは私自身から出る運動で、決意

ん身体は物質世界を構成する一部分とし

の結果として、選択を含んでいます。しか

て、その原因−結果関係の法則性に従って

し、やがて運動どうしがつながりあい、機

います。自由による原因は物質の必然性を

械的になり、決意や選択が不必要になる

破ることはできませんが、しかし必然性を

と、意識は減少し、消えていきます。我々

曲げることはできるとベルクソンは考えて

の運動が自発的でなくなり、自動的なもの

います。

になると、意識はそこから引き下がりま

では物質から身体、そして精神へと、こ

す。こうなると、人間の運動も本能に支配

れらはどのようにつながっているのでしょ

された動物の行動や、法則に支配された物

うか。ベルクソンはここに、緊張の諸段階

体の運動に近いものになってきます。そこ

を想定しています。つまり、意識がより緊

には、予測を裏切るような不確定な自由は
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見られません。しかし人間は、どれほど習

自然は偉大な芸術作品のように動植物の

慣が確立しても、完全に単なる自動運動に

多様な種類を創造しましたが、生物の形態

没入することはありません。いずれこの習

は一度描かれると繰り返されて自動的な行

慣に他の習慣を対立させ、全ての自動的な

為になり、生命の躍動は停止します。人間

動きに他の自動的な動きを対立させるよう

のみにおいて、生命の動きは障害なく続

になります。我々の意識の密度は、我々が

き、生命の動きが途中で創造した人体とい

自分の行為においてどれだけ選択をしてい

う芸術作品を通じて、精神生活の限りなく

るか、という大きさに対応しているので

創造的な流れを創発するのです。

す。
この密度は、すなわち創造性の大きさを
表しています。意識はこの世で出会う物質
を通過する際に鍛えられて、より濃密な生
のために備えています。精神の力は、自分
が持っている以上のものを自分自身から引
き出す能力なのです。人間の生命の存在理
由は、自分で自分を創造し、少ないものか
ら多くのものを引き出し、無から何ものか
を呼び出し、世界の豊かなものに絶えず何
かを加える努力によって、人格を大きくす
ることにあります。この点で、人間は物質
から生命の躍動にいたる進化の一方の先端
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉕寿命の意味
高木由臣＊
要

旨：寿命は「誕生から死までの期間」であるが、寿命という現象が成立

した経緯からすると、細胞レベルでの「有性生殖後の無性生殖の限界」が本
意と考えられる。原核生物時代の「餌がある限り分裂する」ブレーキを持た
ない細胞から、真核生物登場後の「餌があっても分裂を止められる」ブレー
キを備えた細胞への進化を可能にしたのは有性生殖の発明であった。有性生
殖はそれ自体が分裂抑制装置として働くだけでなく、発生を開始させ老衰へ
と導くことによっても分裂抑制機構となっている。

寿命は未知領域
私は「寿命とは何か」ということを生涯の研究テーマとして、ゾウリムシを相手に実験
をしたり、話を聴いたり、本や文献を読んだりしながら、ひたすら寿命について考え続け
てきました。では寿命についてよく知っているかというと、全くの逆で、敢えて言えば、
寿命について我々がいかに知らないことをたくさん抱えているか、その知らないことの多
さを一番よく知っていると言えるかもしれません。
寿命というのは非常に身近な分かり切った現象のように思われるかもしれませんが、実
はその実態について一歩踏み込んでみると、殆ど分かっていないと言って過言ではありま
せん。例えば、ネズミよりもイヌやネコが長生きで、それよりもゾウやクジラが長生きだ
ということは誰もが知っていますが、なぜそうなのかという問いには、納得のいく説明が
ありません。「寿命は体重の 4 分の 1 乗に比例する」という法則があるではないかと言
われるかもしれませんが、なぜ体重の 4 分の 1 乗に比例するのかという質問には答えら
れないのです。そもそも本当に体が大きいほど長生きだと言えるのかというと、そのこと
さえ、どうも怪しいのです。例えばヒトはゾウやクジラよりも小型の生物ですがヒトの方
が長生きしますし、同じくらいの大きさのチンパンジーよりも 2 倍も長い寿命をもちま
奈良女子大学名誉教授（原生動物学、遺伝学）

＊
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す。
サイエンスでは、ある概念について定義を明確にせずに語るなんてことは考えられませ
んが、寿命という概念については、平気で定義なしに話されているのです。例えば、イヌ
やネコの寿命、ニワトリやカエルの寿命、セミやカゲロウの寿命、という時、同じ寿命と
いう言葉を使いながら、それぞれ違った寿命の定義をしています。寿命は誕生から死まで
の期間ということですが、何を持って誕生とするのかということが、まちまちなのです。
イヌやネコの誕生は赤ん坊の出生です。赤ん坊を産むのは哺乳類だけですから、ニワトリ
やカエルの誕生に当てはめるわけにはいきません。ニワトリやカエルの誕生とされている
のは、産卵もしくは卵が孵化するときです。一方セミやカゲロウの誕生は、幼虫が羽化し
て成虫になるときです。セミやカゲロウは、はかない命の代表のように言われますが、カ
エルと同じように産卵もしくは孵化のときから数えると、カエルよりも長生きになるかも
しれません。素数ゼミという名で知られているセミなどは、卵が孵化して幼虫になったあ
と、13 年とか 17 年といった長い間土の中で幼虫時代を過ごすからです。
このように誕生の定義が曖昧だと、生物同士の公平な寿命の比較はできないし、ゾウリ
ムシや酵母菌など単細胞生物の寿命をどう扱っていいのか分からなくなります。生物学的
な意味での「誕生」は「有性生殖」とすべきです。有性生殖というのは、性の異なる両親
から減数分裂によりつくられた配偶子（卵や精子）が受精して新世代の発生を開始するこ
とです。この「減数分裂と受精」で定義される有性生殖が誕生であり、そこから寿命がカ
ウントされるとみなせば、すべての生物の寿命について同等に扱うことができます。

生物は死なないのが本来の姿であった
「有性生殖が寿命の始まりになる」ということは、有性生殖を行わない生物では、つま
り無性生殖（二分裂）のみで増える生物は、寿命をもたないということになります。寿命
がないということは無限に生きる、つまり不死ということです。ではそういう不死の生物
はいるのかというと、実はたくさんいます。むしろ「生物は死なないのが本来の姿であっ
た」というのが正しい認識で、死ぬことができなかった生物が、進化により死ぬことがで
きるようになったのです。
生物の「死なないという本来の姿」を示している生物が原核生物、つまり細菌（バクテ
リア）の仲間です。大腸菌・サルモネラ菌とか、肺炎菌・赤痢菌とか、高性能の顕微鏡で
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やっと見ることのできる微生物です。人間にとって厄介ものばかりではなく、腸内細菌と
か窒素固定細菌とかの有用な細菌も含まれます。「彼らは死なない生物である」とは言っ
ても、火であぶったり、アルコールで消毒したり、紫外線や X 線を当てたりすれば死ん
でしまいますし、他の生物に餌として食われてしまえばおしまいです（因みに大腸菌はゾ
ウリムシの餌になります）。「死なない生物である」というのは「自分で死ぬことができな
い生物」もしくは「老衰期を経て寿命を迎えるような仕組みをもたない生物」という意味
です。
地球上に生命が誕生して今日まで、約 36 億年とか 38 億年とか言われるのですが、
今から約 20 億年前までは、地球上には細菌の仲間である原核生物しかいませんでした。
約 20 億年前に、原核生物とは根本的に細胞のつくりが異なる真核生物－細菌の仲間以
外のすべての生物で、アメーバ・ゾウリムシなどの原生生物や酵母菌・粘菌などの菌類も
含まれる－が登場しました。真核生物の特徴を出来るだけ簡潔に表現できないかと考え、
本稿では原核生物を「餌がある限り分裂し続ける生物」、真核生物を「餌があっても分裂
を止められる生物」と表現することにしました。原核生物から真核生物が進化したという
のは、「餌がある限り分裂し続ける生物」から「餌があっても分裂を止められる生物」へ
進化したということで、例えて言えば、「ブレーキのない車」から「ブレーキを備えた車」
に進化したようなものだと言えます。
餌がある限り細胞分裂が止められないとどういうことになるでしょうか。倍々で増えて
いく細胞数の代わりに、金額にして月の初めに 1 円、翌日 2 円、翌々日は 4 円…という
具合に、毎日倍々で増やして、1 か月たつとどれだけの額になるかを考えてみます。毎
日 1 万円ずつ積み立てると 1 か月で 30 万円になります。毎日 100 万円ずつだと 1 か
月後に 3,000 万円、毎日 1 億円だと 30 億円です。1 円から始めて倍々で増やすと 30
日目には、2 の 30 乗で 10 の 9 乗、すなわち 10 億円です。ですから毎日 1 億円ずつ
積み立てて 30 億円になるのとほぼ匹敵します。でもこれは 30 日目で計算したときの
話で、もし 40 日目まで期限を延ばしたとしたらどうでしょうか。毎日 1 億円ずつの積
み立だと 40 億円ですが、1 円から始めて毎日倍々で増やすと、40 日目には、2 の 40
乗で 10 の 12 乗、すなわち 1 兆円（！）です。
我々の体の細胞が増える増え方、つまり細胞分裂（二分裂）とは、まさにこの倍々方式
なのです。ヒトの細胞だけでなく、細菌もゾウリムシもこの世のありとあらゆる細胞が基
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本的にはこの倍々方式で増えます。ちょっと怖いと思いませんか。大腸菌という細菌は
じゅうぶん餌がある条件では 20 分で 1 回分裂します。1 時間に 3 回、1 日に 72 回、
2 日で 144 回です。このときの細菌の総数は、2 の 144 乗で、すなわち 10 の 43 乗
という数になります。10 の 43 乗という数がいかに恐ろしい数であるかを知って私は正
直たまげてしまいました。1 匹の細菌の重さをやや控え目に 10 のマイナス 15 乗グラ
ムとして、細菌が 10 の 43 乗個集まると、何と地球の重さを超えてしまうことがわ
かったからです。地球がまるごと細菌の餌の詰まった巨大な丼だったとしても、それを二
日で食べ尽くしてしまうのです。「もし餌があれば」という条件付きですが、その条件が
満たされれば、二日で地球サイズの量にまで増えてしまうのです。細胞分裂というのはそ
ういう増え方です。
私たちの体は体重 60 キログラムの人なら約 60 兆個、体重 50 キログラムの人なら
約 50 兆個の細胞からできています。50 兆個と言われても想像のしようがないのですが、
先ほどの倍々の分裂だと、1 個の細胞がおよそ 44 回分裂したらその数になります。そ
れはさておき、我々の体の約 50 兆個の細胞は、どの細胞も餌は十分にある状態にあり
ます。というのは、血管が体の隅々に張り巡らされていて、血液中には豊富な栄養分が含
まれているからです。もし 50 兆個の細胞が、餌が十分にあるからといって細胞分裂を
始めたらどうなるでしょう。50 兆個の細胞をもつ人の体重は約 50 キログラムですから、
1 回 分 裂 す る と 100 キ ロ に、2 回 分 裂 す る と 200 キ ロ、3 回 で 400 キ ロ、4 回 で
800 キロ、5 回で 1,600 キロ、つまり 1.6 トンと、ゾウのサイズになります。50 キ
ロの人が 60 キロに増えたら太りすぎだと大騒ぎしますが、自分はある日ゾウのサイズ
になりはしないかと心配する人はいないようです。それを心配しないで済ませられる根本
的理由は、われわれの体を作る細胞が、餌があっても分裂を止められるという真核細胞だ
からです。現実には、ゾウのサイズになるにはそれだけの食物を取り込む必要があるので
すが、満腹になると脳の摂食中枢が取り込みを阻止します。細菌は餌さえあれば地球サイ
ズの細胞数にまで増えられるけれども、ヒトは餌があっても決してゾウのサイズにはなら
ない…この根本理由は、分裂抑制という名のブレーキ機構だと見て間違いないでしょう。

寿命をもつ＝有性生殖を行う＝分裂抑制機構
なぜ真核細胞は「餌があっても分裂を止められる」のかというと、「有性生殖を行うか
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ら」ということになります。つまり、有性生殖というのは分裂のブレーキ機構でもあると
いう話をします。20 世紀の初期に、「ゾウリムシは寿命を持つか持たないか」というこ
とが生物学上の大問題として議論されたことがあります。寿命をもつというのは分裂能力
が限られているということ、寿命を持たないというのは細菌と同様に分裂を無限に続けら
れるということです。この問題に実験で挑戦したアメリカ人がいます。ウッドラフという
人で、1917 年から 33 年間ゾウリムシを飼い続けて、ゾウリムシは細菌同様無限に分
裂できると結論しました。それに対して同じく実験で、正反対の結論を下したのがソネ
ボーンという人です。ソネボーンは、ウッドラフがゾウリムシに特有の有性生殖（オート
ガミー）を見逃していることに気づき、不死に見えたのは実際には有性生殖が繰り返され
親・子・孫…と世代交代が起こっていたからで、有性生殖後の分裂能力には限界がある、
つまり寿命を持つと訂正したのでした。実は私が奈良女子大学で大学院生の吉田（八百）
美知子さんと一緒に行った最初の研究が、これと同じようなことでした。上記とは別種の
ゾウリムシを 22 年間飼い続けて寿命が無いと結論されていた先行研究があったのです
が、有性生殖が見逃されていたことを明らかにし、このゾウリムシも寿命を持つと結論し
ました。
上述のゾウリムシの話は、寿命があるかないかは有性生殖を行うかどうかと同じことで、
有性生殖は寿命の始点になるということです。有性生殖が分裂のブレーキ機構として働く
ことを具体的に示す二つの事例を紹介します。一つは、ゾウリムシは餌を断つと有性生殖
が誘導されるのですが、有性生殖に入ってしまうと（コミットメントポイントを超える
と）「餌があっても分裂を止められる」状態になります。このことを発見したのは、やは
り奈良女子大学の大学院生の下村（豊田）ふみよさんです。彼女はまず、通称 “ マルチ ”
と呼んでいるゾウリムシの一種で、自然には起こらない有性生殖（オートガミー）を人為
的に誘導する方法をみつけました。次に、餌の豊富な環境で二分裂を行っている細胞を、
餌を断って有性生殖誘導条件に移す実験を行い、餌のある環境に戻すと細胞分裂を再開す
るけれども、一旦有性生殖に向かった後、コミットメントポイントを過ぎると、餌を与え
ても細胞分裂は行わず、有性生殖を遂行することを確認しました。この実験は、ゾウリム
シの有性生殖は、「餌があっても分裂しない」状態にする分裂抑制機構を含んでいること
を示しています。
ゾウリムシの有性生殖は分裂のブレーキ機構でもあるというもう一つの事例は、有性生
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殖のあとは発生過程が開始し、未熟期、成熟期、老衰期と進むのですが、老衰期になると
餌があっても分裂ができない状態になるということです。有性生殖のあとに老衰期をもつ
ということに対して、それはブレーキ機構とみるべきではないかという認識から、老衰期
は「餌があっても分裂ができない」のではなく「餌があっても分裂をさせない」状態では
ないかと考えるようになりました。昔から知られていた現象に対して、全く新しい解釈を
施したわけですが、次項に記すように、意外に的を得ているように思われます。

細胞分裂抑制系としての個体の一生
これまでの話は、20 億年前に真核生物が登場してブレーキの無かった車にブレーキが
備わったというところまでで、死ぬことができるようになったという話にまでは至ってい
ません。アポトーシスという言葉を聞いたことがあるかと思います。細胞自殺機構と言わ
れる仕組みで、細胞が自らを死においやる能力のことです。もし細胞が分裂して増えてい
くだけなら、巨大な細胞の塊になるだけで、人間らしい形、ゾウらしい形といった生物特
有の形はできません。大理石を削り取ってビーナスを掘り出す、木を削って仏像を掘り出
すのと同様、余計な部分を削り取って捨てていくことによって形をつくる作業、それがア
ポトーシスの仕事です。我々の手や足が指を 5 本もつようになるのもアポトーシスの仕
事です。ヒトの胎児の初期段階では、手や足の先端は丸い塊です。ところが指と指の間の
細胞がアポトーシスで死んでいくことによって指ができます。4 か所でアポトーシスが
起こって削り取られるから 5 本指になるのであって、もし 3 か所でしかアポトーシスが
起こらなければ 4 本指になります。もし指と指の間の細胞のアポトーシスが途中で止
まって付け根にまで達しないと、水かきができてしまいます。
我々の体の細胞は、餌があってもブレーキをかけて分裂を止めることができる、細胞が
自らを死に追いやって多細胞生物としての形を作る、…真核生物として進化の過程でこう
いった能力を獲得したのです。老化とか寿命とかいった現象は、こういった抑制的な作用
の延長線上にある抑制的な仕組みではなかろうかということを最近になって考えるように
なりました。老化とか寿命というのは、「老化してしまう」とか、「寿命が尽きて死んでし
まう」といったふうに否定的に語ることではなく、「老人になれるんだ」とか「死ぬこと
ができるんだ」とかいったふうに肯定的に語ってよいことだと思うようになりました。だ
から私は、エイジングを悪者扱いにしている風に聞こえる「アンチエイジング」という言
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葉に抵抗を覚えます。エイジングと仲良くすればいいのだと思います。昔の人が、死を
「お迎え」という風に表現したのは、「死んでしまう」のではなく「死ぬことができる」と
いう認識を示したものと評価します。
一般に、ヒトの一生で、若者が老人になるということは、若いときには多くの機能が活
性化状態にあるのに対し、歳をとると様々な機能が衰えてしまう、使い物にならなくなっ
てしまうと考えられているように思います。例えば細胞が分裂する能力は、たしかに若年
期には活性状態にあるけれども、老年期になると不活性状態になって、分裂が止まります。
これまでは、老人になると分裂能力が衰退して駄目になったとみられていました。ところ
が、分裂能力はあるが抑制をかけていると見る方が実情に近いということが分かってきま
した。
これは決してそう思いたいという願望の話ではなくて、科学的な根拠に基づいた話です。
老化は衰退ではなく抑制だという根拠として、第一に、老人がガンになるということが挙
げられます。老人がガン化するのは、老人になると分裂能力が衰退して駄目になっている
と見たのでは説明できません。抑制が外れるからガンになるのです。実際、多くのガン細
胞では、分裂を抑制する遺伝子が異常になっていることが知られています。
老化は衰退ではなく抑制だという第二の根拠を挙げます。細胞融合実験というのがあっ
て、若い人からとった分裂能力の高い細胞と、老人からとった分裂を停止した細胞とを細
胞融合させて、融合した細胞はどちらの性質を示すかという実験があります。結果は老人
細胞の性質、つまり分裂停止を示しました。この結果は、分裂停止した老人細胞の性質を
分裂能力を失った駄目細胞とみなすと説明できませんが、分裂に抑制をかけている細胞だ
とみなすとうまく説明できます。実際に多くの老人細胞では、様々な抑制遺伝子が分裂を
止めている実態が次々と明らかにされています。
老化は衰退ではなく抑制だという第三の根拠として、今話題の iPS 細胞の例を挙げま
す。iPS というのは日本語では「誘導多能性幹細胞」と訳されています。分化した細胞
に 4 つの転写因子を導入して、何にでもなれる若返った細胞に変えてしまうという画期
的な技術で、これを世界に先駆けて開発したのが京大の山中伸弥さんたちです。ごく最近、
名大の磯部健一さんたちが老化マウスからでも iPS 細胞を樹立できることを示しました。
老化が衰退ではなく抑制だからこそ、iPS 技術によって抑制解除ができるということで
しょう。ただ老人細胞もガン化しうるからといってガンになってよいわけではないように、
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老人細胞から iPS 細胞を作りうるからと言って、無条件に iPS 細胞を作ってよいとは思
いません。老化して寿命を持つというのは 20 億年かけて築き上げた進化の産物であっ
て、若返りは有性生殖を経て子供の世代を作るという形に委ねてきたという生物の歴史性
を思うからです。自分の世代は老化し寿命を迎えるという形で有限の命しか生きられない
けれども、有性生殖を通じて命を次の世代に伝えるという形で、無限の命をつないでいく
システムを確立したのです。
最後に誤解のないように一言附け加えておきます。老化に伴う変化は衰退ではなく抑制
だというのは、大局的にみた観点であって、老化に伴う衰退という現象が無いと言ってい
るのではありません。抑制系の進化という観点が、衰退ばかりが強調されて老化を否定的
にのみ見る風潮に対して一石を投じることになればと願っています。

参考文献
高木由臣：寿命論、NHK ブックス（2009）

Random Scope
親の肥満は子にたたるか？
母親が肥満の場合、子供が肥満になるリスクが大きくなる事は知られていた1）。最近、ニュー
サウスウェールズ大学（オーストラリア）の Sheau-Fang、Ng. らは、ラットを実験材料にし
て、父親の食事生活も娘の代謝系に影響することを報告している2）。一つのラット雄群には高脂
肪食を与えて肥満にし、対照群と雌には通常の餌が与えられた。肥満ラット雄の娘達を調べると、
インスリン分泌の低下と膵臓機能の障害によってグルコース不耐性を示すことがわかった。この
ような娘達の膵島細胞において、多くの遺伝子の発現が変化していて、それは DNA のメチル化
が関係するエピジェネティックなものであるらしい。こういった研究は、父親の環境が子の代謝
疾患や肥満に及ぼす影響を明らかにする重要な糸口を与えることになるだろう。
（Sam）
1） Morris, M: Expert Rev. Endocrinol. Metab., 4, 625-637 (2009)
2） Sheau-Fang, Ng. et al: Nature, 467, 963-966 (2010)
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連載講座

不老長寿を考える
（Ⅹ）
山室隆夫＊

不老長寿は地球社会にとって危険
これまで述べてきたことは殆どが日本社会を中心にした考察であったが、近未来論とし
て不老長寿を論じるときには、当然、地球社会全体を俯瞰して考える必要がある。現在、
全人類の平均寿命は約 65 歳であると言われている。多くの先進国における平均寿命は
70～80 歳代であるが、中南部アフリカ諸国ではエイズなどの感染症や栄養失調や内乱
などのために平均寿命は 30～40 歳代に留まっている。現在、先進国の人々が食料不足
やエネルギー不足にあまり悩まされることなく長寿を容認し、或いは、長寿を楽しんでい
られるのは、いわば、短命である貧困諸国の人々の犠牲の上に地球社会が成り立っている
からであるとも言えよう。これらの貧困諸国の人々の感染症や栄養失調は、勿論、克服さ
れなければならないが、その結果、平均寿命が延び、出生率が上昇してくれば、地球社会
は食料とエネルギーの面からだけでも厖大になった世界人口を支え切れなくなるのではな
かろうか。
地球上の人間の数は、キリストの生まれた頃には約 2 億人、西暦 1000 年頃には約 3
億人、1800 年頃には約 10 億人であったと考古人類学者は推定している。地球上の総
人口をほぼ正確に数えることが出来るようになったのは 20 世紀の初めで、1900 年に
は世界人口は約 16 億人であった。それが、2000 年には約 61 億人となった。即ち、
20 世紀の僅か 100 年間で世界人口は 3.8 倍と爆発的に増加したのである。我が国の人
口も 1900 年には約 4,500 万人であったが、2000 年には約 1 億 3,000 万人となり
20 世紀の 100 年間で 3 倍近くに増加した。21 世紀には世界人口増加の傾向はやや弱
まると考えられているが、それでも 2009 年の世界人口は 68 億人に増えた。アメリカ
商務省統計局では 2045 年には 90 億人を超えるであろうと予測しているが、このまま
推移すれば 21 世紀中に世界人口が 100 億人を超えることは確実である。
この様に、地球は今や厖大な数の人間によって占拠されているが、その上に更に世界人
口の増加が進めば、地球社会では食料不足、エネルギー不足、自然界の汚染と破壊、人間
生産科学研究所理事長、京都大学名誉教授（整形外科学）
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以外の生物の絶滅など大変なことが起こってくるのではないかと危惧される。驕れる人類
が地球社会を破滅させかねないのである。このように、地球規模で見ると、世界の人口増
加の大きな要因の一つである「不老長寿」は地球社会にとって危険な方向であると言わざ
るをえない。

抗加齢医学の進歩
人は、生きている限りは、元気で長寿を享受することを希うのは当然のことである。そ
の様な人間の希いに沿って、近年、健康長寿を促進することを目的とした理論的かつ実践
的な科学分野が発展してきた。それが抗加齢医学と呼ばれている分野である。人の出生か
ら死亡までの病気を予防し治療をするのは一般の医学であるが、抗加齢医学はそれを超え
て「加齢と共に引き起こされる病的な老化現象の進行を holistic に予防し治療すること
を目標にしている」と専門医であるルイ・パストゥール医学研究センターの藤田晢也は述
べている。すなわち臓器別に病気の治療をするだけでなく、ストレスや疲労や免疫低下な
どの老化促進要因を全体として改善することを目指しているのである。そのために、加齢
と関係のある遺伝子、転写因子、フリーラジカル、免疫、ホルモンなどの研究を進めると
共に、住環境、食事、運動、娯楽、癒し、サプリメントなど実際的な生活習慣についても
種々の分析を行っている。
抗加齢医学の先進国はアメリカであるが、1992 年に American Academy of AntiAging Medicine が設立された。その後、ヨーロッパにも同様の学会が出来、2001 年
に は 日 本 抗 加 齢 医 学 会 が 設 立 さ れ た。 現 在 で は World Academy of Anti-Aging
Medicine も出来て、抗加齢医学に関する情報交換と研究がグローバルに行われ世界的に
大きな進歩が見られる。既に述べたように、老化は幾つかの遺伝子と密な関わりがあり、
寿命はテロメアと深い関係がある。それらの遺伝子やテロメアの作用機序が明らかになり
つつあるので、それらを操作して不老長寿に近づくことの可能性は段々と高まって来てい
るように思われる。更に、iPS 細胞や種々の幹細胞を分化させて、体細胞のみならず組
織や臓器すら作ることが出来るようになれば、抗老化の一つの手段として病的な組織や老
化した臓器を入れ換えることも 10 年後には可能になるであろう。かくして、地球環境
に大きな変化がなければ、一般医療と抗加齢医学の進歩によって人類の平均寿命は今後も
伸び続けるであろうと思われる。
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周知のように、日本人の平均寿命は世界最長であり、その上、高齢化の速度も世界最速
である。抗加齢医学の立場から見れば、それは世界に誇るべき事であるかも知れないが、
これ以上に長寿化が進むことは今の我が国の社会的・経済的環境から見れば、必ずしも心
から喜べる状態ではない。幸か不幸か、我が国の人口は、近年、減少しつつあり、2050
年には 9,515 万人となり、2100 年にはその約半数になるであろうという予測すらある。
それは世界人口の急増を防ぐという意味では些かの貢献をしていることになるが、我が国
の人口減少が主として少子化の結果であるという事実は気になるところでもある。しかし、
一方、世界的な視野でみれば、多子化と長寿化の双方を追求すれば、世界人口は膨らみ続
けて地球社会は色々な困難に直面することになるであろう。今後の社会学、経済学、科学
の進歩はこれらの困難を克服することが出来るのであろうか。将来、地球が受け入れ続け
ることの出来る人間の数は 100 億なのか 200 億なのか、或いはそれ以上なのだろうか。

人類の長寿化と地球環境
20 世紀における世界人口の爆発的増加は主として人類の長寿化によってもたらされた
と考えられる。今後、更に世界人口の増加が急速に進めば、地球社会は 1）食料不足、
2）水不足、3）エネルギー不足、4）自然界の汚染と破壊、5）地球温暖化による気象異
変、6）人間以外の生物の絶滅など様々な問題に直面することになるであろう。
先ず、世界での水の年間使用量をみると、国連ユネスコの調査によれば、1900 年に
は 579 立方キロメートルであったのが、2000 年には 3,975 立方キロメートルであっ
たという。即ち、20 世紀の 100 年間に世界の水使用量は 7 倍に増えたのである（世界
人口は 3.8 倍に増えた）。しかも、現在でも水の供給を受けられない人が世界では約 10
億人いるそうである。2025 年には世界の水の年間需要量は 5,235 立方キロメートル
に達するであろうと予想されているので水不足が危惧される。しかし、地球の水の 97％
が海水であり、現在の人間が使っている淡水の量は地球の水の 0.01％に過ぎないそうで
あるから、将来の必要に応じて海水を淡水に変えれば見通しは暗くない。ところが、海水
を淡水に変えるためにはかなりの電気エネルギーを必要とするので、結局、水不足はエネ
ルギー問題に帰着すると言えよう。
次にエネルギー不足について考えてみよう。周知のように、先進国では既にいわゆる化
石燃料（石炭や石油や天然ガスなど）を使わない新しいエネルギー生産の方法が実用化に
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入っており、原子力、太陽熱、風力、水力、波潮力などを利用すればエネルギー源には事
欠かない。しかし、これらを電気エネルギーに変えるための半導体を作るには種々の鉱物
資源を必要とするし、更に、その電気エネルギーを効率よく動力に換えるには、現在の技
術ではレアアース（希土類）と呼ばれる元素が不可欠である。しかし、レアアースは地球
に存在する量が極めて少ないので使用出来る量には限りがあり、更に、レアアースを産出
する地域は世界的に著しい偏りがある。例えば、我が国における埋蔵量はゼロに近いが、
中国は世界の埋蔵量の約 36％を占めている。そして、現在では世界の産出量の約 98％
を中国産が占め、最近まで日本はその消費量の約 90％を中国から輸入してきた。世界各
国がレアアースを平等に利用できるためには、その国際的な配分機構が完備されなければ
ならない。2010 年の尖閣諸島問題にからめて、中国がレアアースの日本への輸出を制
限したが、将来の地球社会では、天然・鉱物資源だけでなく、食料や水についても国単位
の利害でその配分を考えるような政策は強く排除しなければならない。残念ながら、現在
の世界情勢と大国の政治指導者達のセンスから見れば、将来に期待される国際的な配分機
構の完成が世界人口の増加によるエネルギー不足に間に合うとは考えにくい。
人類は多種の動植物を食料としているが、これらの生物は地球上で生物多様性に基づく
食物連鎖と呼ばれる循環の上に生きている。人口増によって自然界の汚染（工場廃液、殺
虫剤、除草剤など）と破壊（熱帯雨林の伐採や緑地の都市化など）が進み、更に、地球温
暖化による気象異変が多発すれば、地球表土の安全性と肥沃性とが保てなくなると共に、
山や海の環境も大きく変化してくる。既にその事が大きな原因となっているのか、現在で
は生物種の絶滅のスピードが過去平均の 1,000 倍となり、現在地球上に生存する約
3,000 万種のうち、年間約 4 万種が絶滅し続けていると言われている。多くの生物種の
絶滅は生物多様性に基づく食物連鎖という生命の循環にも悪影響を及ぼし、次々と他の生
物種の絶滅を加速するおそれがある。また、生物資源は人間の食料として利用されている
ばかりではなく、色々な医薬品の原料としても用いられているので、多くの生物種の絶滅
は人類の生存そのものに悪影響を与えるものと考えられる。2010 年の COP10（生物
多様性条約締結国会議）では生物資源を使って開発された医薬品などの利益配分を巡って
先進国と途上国との間で激しい議論が交わされた。出来るだけ早く世界的な利益の配分機
構を確立し、食料源・医薬源としての生物種の絶滅を防ぐ方法を世界中に浸透させなけれ
ば、人口増を抱えた地球社会は近未来に多くの困難に遭遇することとなろう。
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食料増産の限界
世界人口が増えれば、言うまでもなく必要とする食料の量も増える。2010 年の
APEC の閣僚宣言でも「2050 年までに世界の食糧生産を現在の 1.7 倍に増やす必要が
ある」と世界的な食料不足に対する危機感を訴えている。人類は古くから動物を飼育して
食料としてきた。しかし、今や家畜の過剰飼育は地球の砂漠化の 3 大要因の 1 つと言わ
れ（現在でも世界の陸地の約 1/4 が砂漠となっている）、従来のような放牧による家畜
の飼育は限界に来ている。魚類などの水産資源も人間の捕り過ぎと海の環境変化とによっ
て、従来の漁獲量の 78％が枯渇していると国連食料農業機関（FAO）が 2008 年に報
告している。2008 年の世界の漁業生産量は 1 億 5,000 万トンであったが、其の内、
養殖魚は 6,800 万トンと既に全漁業生産量の約 45％を占めていたという。今後、益々
養殖魚の需要が高まってくるが、世界の海の汚染を防ぎ、海をどのように利用するかは
“ 待った ” のきかない重要課題の一つである。いづれにしても、世界人口の増加に対応す
るためには、家畜も魚類も人工孵化や感染防止と汚染制御のし易い「囲い込み方式」の人
工飼育に重点を置かざるを得ないこととなるであろう。しかし、囲い込み方式で家畜の肉
1kg を得るには餌となる穀物 2～8kg を必要とするといわれているので、穀物生産量の
増加が不可欠となってくる。
また、何と言っても人間の食料の主体は農作物である。地球の砂漠化が進み、地球表土
の破壊によってその肥沃性が損なわれれば、当然、農作物の収穫量は減少する。それに対
応する方法の一つとして、先進諸国では既に植物工場がかなり普及してきている。植物工
場では土壌を使わないので環境を高度に制御することが出来るという利点がある。原則と
して、水に窒素、燐、カリウムなどの養分を加えて培養液を作り、LED などによって光
を当てれば、光合成によって植物は生育する。現在、植物工場に於いて栽培されている作
物は主として葉菜と果菜類であるが、施設建設、環境制御、養分配備、光発生装置などに
多額の経費を掛けても、高付加価値を持つ菜類の生産のみをしている限りでは、植物工場
は充分に採算がとれるという。しかし、動物が生きていくための主たるエネルギー源は澱
粉である。人類は自然の恵みである肥沃な土壌と太陽光を利用して米、麦、芋を生産し、
“ 極めて安価に、極めて大量の ” 澱粉を採取してきた。これを植物工場で生産するとなる
と想像を絶するような厖大な経費を要するので、将来とも米、麦、芋の主たる生産の場は
矢張り太陽エネルギーを利用した土の上ということになるであろう。
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ところが、その生産量を上げるために使われる化学肥料には多くの問題がある。京大名
誉教授・久馬一剛著「土の科学」によると、過大な窒素肥料の使用は大気圏では温暖化と
オゾン層の破壊や酸性雨を、水圏では地表水や地下水の汚濁と富栄養化を、そして、土壌
圏では土の酸性化を引き起こし環境に深刻なダメージを与えるという。また、今は化学肥
料としてリン酸カリが大量に使われているが、リン資源は世界的に資源量が乏しく、現在
の使用量を続けると 21 世紀末か 22 世紀半ばには涸渇すると考えられているという。
このように、化学肥料すらも資源不足のために使えなくなる時代が迫ってきているのであ
る。世界人口の急増に対応して食料の増産が求められるが、抜本的な解決法としての環境
保全型農業は果してあるのだろうか。現時点では、遺伝子組み換えによって病気に強く収
穫量の多い品種を作る事や、エンドファイト（endophyte）と呼ばれる微生物を用いて
病気に強く成長の速い農作物を作ることなど、殺虫剤や化学肥料を必要としない農法が試
みられている。しかし、長期的に見て、この様な方法によって生物多様性に基づく生態系
が著しく乱されることがないか否か未だ不明である。
不老長寿による世界人口の激増は、上述のように、地球社会に様々の困難な問題をもた
らす。それらを解決するためには、食料や水を確保するための技術革新とエネルギー革命
が不可欠であることは言うまでも無いが、地球上で人間が他の生物と共存して生きていく
ためには、環境破壊と世界人口の激増を防止しなければならない。人口増加をコントロー
ルするには、長寿抑制と少子化とがあるが、いずれも一般には好まれない考え方である。
未来の地球社会では、どのようにすれば両者のバランスが取れるようになるのか、心配と
共に興味の尽きないところでもある。

関連用語解説
転写因子：遺伝子情報を伝達するために DNA から 3 種類の RNA が作られる現象を転写
という。そのような遺伝子の転写開始と転写調節に関わる全ての蛋白質を総称
して転写因子という。
テロメア：染 色体 DNA の両末端に存在する小構造体で、体細胞の分裂に際して一対の
DNA が完全に複製されるためのコントロール役をしている。本誌 23（1），
71（2009），本連載（Ⅱ）参照。
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連載講座：漢字の散歩道（Ⅴ）

数字は符号か、文字か
小南一郎＊
符号と文字との間には、複雑な関係が存在している。たとえば、文字の起源について、
符号が発展して、そのまま文字となったと単純に論じることはできない。符号が、意味す
る内容を包括的に表明するのに対して、文字はそれを分析的に表明するという、両者の対
照的な特徴から言っても、その間には大きな性格の差異が存在しているのである。しかし
一方で、歴史的に見れば、符号が文字に先立って存在しており、文字の成立のために、符
号がその基礎を提供したことも確かであろう。このように意味表示機能の点で方向が大き
く異なっている符号と文字との間にあって、両者の橋渡しをしたのが数字の存在であった
だろうとの仮説を、わたしは以前から検討してきた。符号が文字へと展開するに際して、
数字がその媒介を果たしたのではないかと推測するのである。漢数字の起源を中心にし
て、符号と文字との関係を、ここでもう一度、確かめてみたいと思う。
殷代の甲骨文の記録が、ゼロの観念はまだないにしろ、十進法によって支えられていた
ことは確かである。甲骨文字の中には、一から十、百、千などの数字が存在しており、ま
た干支の中でも十を単位とする十干が、祖先の呼び名などに用いられて、社会的に大きな
いんひと

機能を果たしていた。殷人たちの神話では、甲・乙…壬・癸の十個の太陽があって、甲の
日には甲の太陽が、乙の日には乙の太陽が天上を運行するとされており、十日で太陽の出
番が一巡する。この太陽の一巡と対応した十日（旬）という単位が重視されて、たとえ
ば、一旬の最後の癸の日に、次の旬の吉凶を占った記録が多く遺されている。
このように殷代の社会では十という単位が重視されていたのであるが、甲骨文字の中に
見える数字の形態から推論して、より古い時期には、一から八までをひと纏まりとする数
字の体系があっただろうと想像される（表 1）。甲骨文字の一から四までの数字は、横棒
一本の一に始まり、横棒が一つずつ付け加わる形で表わされている。五から八までは、そ
の基本的な形態が二本の横棒を組み合わせでできていたと推測されるものである。これら
さん ぎ

一から八までの数字は、いずれも、計算のための算木（横棒一画に表明される）を並べて
龍谷大学教授、泉屋博古館長、京都大学名誉教授（中国文化）
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表1

数字は文字か

参考図表

表わすことのできる形態を持っていた。それに対して、甲骨文字の九の字は、その末端が
屈曲していて、算木では表せない字体である。おそらく九の字は、八までの数字とは、そ
の来源が異なっていたのであろう。ちなみに、九の字（

）は、犬の象形字（

）に由来

するもので、犬、狗、九の三字は、音韻的にも通じるものだと説明されている 。
1）

このように、その形態的な特徴から見て、甲骨文字に見える数字は、一から八までが先
にできて、後から九の字が付け加えられたであろうと推測できるのである。しかもその八
個の数字は、数の表明のしかたの違いから、一から四までと、五から八までとの二組みの
グループに分けることができるであろう。殷代よりさらに遡った時期には、八個の数字を
基礎とする、八進法（まだゼロの観念がないので、この数字体系を八進法と呼ぶべきか、
九進法と呼ぶべきか不確かであるが）と呼ぶべき数字体系があっただろうことが想定され
るのである。
この古い数字体系と密接に関係するだろう符号（数字符号と呼ぶ）が、占卜に用いられ
た甲骨や青銅器の上に遺存している（図 1）。こうした数字符号は、他の文字とは少し異
なる形を取り（他の文字とは書体が異なったり、書かれる方向が違ったりする）、文字と
は明らかに区別されて用いられており、しかもそこに九の数字はほとんど現れない。これ
えき

ら数字符号には、易の符号と通じるところがあると指摘されて、近年、文字学者たちの注
目を集めている2）。
すなわち、こうした数字符号は、その大多数が六個の数字の組み合わせからなってお
ろくこう

り、それが易の六

と対応すると考えられることから、この数字符号を、易卦、数字卦な
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図1

青銅器上の数字符号（六六一六六一）
こう

どと呼ぶ場合もある。ちなみに、現在の易の卦は、陽（九）と陰（六）との二種類の

を

六本、上下に組み合わせて成っているが、元来は、二種類の数字に限られず、もっと複雑
な数字の組み合わせによる占いが行なわれていたと推測される。数学的に言えば、現在の
易は、もともとの数字占いがいささか退化したものなのである。
こうした数字符号の形態の中には、甲骨文字に見える数字の原初的な字体が留められて
おり、そのいくつかは、新石器時代の陶器などに刻されている符号にまで遡ることができ
そうなのである。新石器時代の数字符号と推測されるものが縦書きされているのに対し
て、甲骨文字の数字が横書きされていることの原因については、別に論ずるべき問題であ
る。
中国の伝統的な文字学では、漢字であることの基本条件として、一つの単位記号が形・
音・義の三つの要素を具えていることを挙げることが多い。形とは、その記号が一定範囲
の形態で書かれること、音は定まった発音を持っていること、義は特定の意味と結びつい
ていることである。一つの記号が、この形・音・義の三つの要素が完備していて、始めて
漢字、すなわち文字の一種であると認定される。漢数字が、符号ではなく文字であること
は、それらがそれぞれに固有の発音を持っていることからも確かめることができるだろ
う。たとえば、廿の字は、単に 20 という意味を表わすのみならず、ニュウという発音
を持ち、丗はソウ、さらに 200 を表わす皕の字は、ヒョクという発音を持っているので
ある。
符号と文字との違いを別の方向から見れば、一つの文字が他の文字と文法的な関係で結
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びついているのに対して、符号の間にはそうした文法的関係がないことが挙げられよう。
甲骨文の中で使用されている数字は、文章の中に組み込まれ、他の文字と文法的な関係を
持って結合している場合が多いことから考えて、すでに文字であったと考えてよいだろ
う。現在、確かめられる限り、中国における、もっとも古い、文字としての数字を甲骨文
の中に見ることができるのである。
文字体系の誕生の時期について、新石器時代の末年に、都市や国家の出現と時を同じく
して、文字も出現するというのが、世界各地の古代文明に普遍的に見られるところであ
る。新石器時代の氏族共同体を基礎とする社会が崩壊したあと、新たに国家的な支配が行
なわれるためには、支配者のもとに原始的な官僚機構が備わっておらねばならなかった。
その官僚支配を支える基礎条件として、文書記録が不可欠であり、その記録のためには文
字体系の存在が欠かせなかったのである。文書行政と離れた官僚体制は想像しにくいであ
ろう。
そうした初期国家が、農耕産物の余剰を備蓄した上に成り立っていることからすれば、
文書行政の中にあって、農産品の出来高や備蓄量を記録するために、とりわけ数字が活躍
したに違いない。元来は、それぞれの物品を表わす記号と数字とを結びつけただけの記録
であったろうが、やがてそうした記録が、上級の役所に伝える報告などとして、文書形態
を取るようになる。このような、時代と環境との要求を受けて、元来は数字符号であった
ものが、文字としての数字に変質したであろうと想像されるのである。
数字が符号から文字に変化したことが一つのモデルとなって、他のさまざまな種類の符
号も、文字へとその性格を変化させるものが少なくなかったであろう。符号がそれぞれの
場合に密着した個別的な意味の表現に留まるのに対して、記号の文字的使用は、普遍性を
具え、柔軟に様々な場面での要求に対応することができる。数字が符号から文字への道を
切り拓き、その利便性が認識されたあと、多くの符号が文字へと変質したに違いない。そ
の際に、発音の統合も行なわれたと考えられる。
このように数字は、文字体系の形成に先駆けて、符号から文字へとその性格を変化させ
たと推測されるのであるが、文字としての数字が、またもとの符号に近づくこともないで
はない。現在の例であるが、三十五と書いた原稿を出版社に送ると、編集者は三五と改め
てしまう。三十五という書き方であれば、「さんじゅうご」と発音できるが、三五では、
そうは発音できない。三五という表記は、発音と対応しない、数字の符号としての用法で
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ある。わたしは数字を文字として書こうとするのであるが、編集者はそれを符号としてあ
つかおうとしていると言えるだろう。
元来の漢字の使い方からすれば、七七日は七十七日ではなく、四十九日（忌明け法要の
日）を意味し、三五夜は十五夜の意味であった。白居易のよく知られた詩の一句にも、
三五夜中新月色

二千里外故人心

さん ご

や ちゅう

三五夜 中

新月の色

に せん り がい

二千里外

故人の心

とあって、華やかな十五夜の月の光の中にも、初々しい新月の光がその一部に留められて
いるように、二千里かなたに隔たってしまった二人の心もいつまでも変わることがない、
と歌われており、三五という表現は十五を意味している。
漢数字をなるべく文字として扱いたい－少なくとも百までの数字は発音通りに表記した
い－とするわたしと、漢数字も洋数字と同様に、符号として用いるという方針の編集者と
の間の確執には、大きく言えば、漢数字が符号から文字へと展開したという歴史的経過が
反映しているのである。

文

献

1）李瑾：「“ 九 ” 系 “ 犬 ” 字形省問題鄒論－釈 “ 九 ” 兼論古文字学及其相関問題」（殷周考古論著、河
南大学出版社、一九九二年）
2）張政烺：「試釈周初青銅器銘文中的易卦」考古学報一九八〇年第四期
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メタボの正体（Ⅰ）
篠山重威＊

Ⅰ．肥

満

１．必殺仕掛け人、メタボの予防は自己責任
病気は時代と共に形を変えます。昭和 20 年の夏、太平洋戦争がやっと終った時に
は、長い戦争で廃墟になった日本では食べ物がなく、衛生状態も極度に低下した状態にあ
り、多くの人の命が栄養失調と感染症で奪われてゆきました。日本人の平均寿命は、戦争
が終わって 2 年が過ぎた昭和 22 年でも、男性が 50 歳、女性が 53 歳でした。織田信
長が桶狭間の戦い前夜、今川義元軍の三河侵攻を清洲城で聞き、まず「人間五十年
の内をくらぶれば

化天

夢幻のごとくなり（人間世界における 50 年などは、天上界から見

ればほんの一瞬の出来事だ。まさに夢、幻にすぎない。生きとし生けるもの全て必ず滅び
る定めを負っている）」という ｢敦盛｣ の一節を謡い舞った後甲冑を着けて出陣したと伝
えられています。戦後の平均寿命も 450 年前のこの時代と変わりが無かったのです。そ
の後日本は敗戦の廃墟から奇跡の復興を遂げました。そして、昭和 30 年代になると、
日本人の死因も、もはや栄養失調や感染症ではなく、癌、心臓病、脳卒中が大きく係わっ
てくるようになりました。これらの疾患は加齢と共に進行しますので、その早期発見を促
進し増加を防ぐことが重要な課題となってきました。「成人病」という名称が用いられる
ようになったのもそのためでした。この「成人病」という名称によって老後を健やかに生
きるためにという名目で検診が広く普及しました。しかし、この名称には、これらの病
気は加齢とともに避けることが出来ない宿命的なものであるという印象が免れませんで
した。その後、行政もこのような検診だけに頼った成人病対策に限界があることに気づ
き、平成 8 年に当時の厚生大臣の諮問機関であった公衆衛生審議会成人病難病対策部会
の提言で、保険政策を急速に転換させて、「生活習慣病」と呼ばれることになりました。
また、この名称には、これらの病態は生活習慣に基づくところが大きいことから、個人個
人が自らその改善を実践する必要があることを強調する意味を含んだものでもありまし
た。生活習慣病の中には、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・心の健康、たばこ、ア
同志社大学教授、大寿会病院理事、京都大学名誉教授（循環器内科学）

＊
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ルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、癌の 9 分野が含まれます。厚生労働省は 21
世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）という政策を策定し、新しい世紀が始
まってから最初の 10 年間、即ち 2010 年の終わりまでに上記の 9 分野に対する目標値
を挙げて、疾病の早期発見だけではなく ｢一次予防｣ に重点を置いた対策を強力に推進す
ることに努めてきました。
虚血性心疾患の危険因子として古典的には、高脂血症、高血圧、喫煙、および左室肥大
が同定されており、これらの危険因子の重なりが増すにつれて疾患発病の頻度も増加する
ことが指摘されてきました。一方、アメリカ心臓学会は最近、肥満、運動不足、および糖
尿病を心血管病の新興危険因子（emerging risk factor）と呼び、その対策に取り組ん
でいます。更に、中心部（腹部）肥満、インスリン抵抗性 / 高インスリン血症、高血圧、
および血中脂質異常（トリグリセリドの高値、高密度リポ蛋白（HDL）コレステロール
の低値、低密度リポ蛋白（LDL）コレステロールの増加）などのリスクが重なって生活
習慣病を引き起こされやすくなった状態がメタボリックシンドロームとして注意が呼びか
けられています。

２．メタボの認知
さて、平成 12 年 2 月に内閣府は生活習慣病に関する世論調査を行いました。生活習
慣病という言葉の周知度に関しては、無作為に抽出した 2,116 人の内、聞いたことが
あると答えた人は 69.1％（1,462 人）でした。この内、内容を知っていると答えた人
は 42.7％で、本当に生活習慣病という言葉を理解している人は全体の 29.5％に止まる
ことが明らかにされました。このような状況の下で、厚生労働省は平成 16 年 11 月に
無作為に選んだ 20 歳以上の男性 1,549 人、女性 2,383 人を対象にして国民健康・
栄養調査を行いました。その結果が平成 18 年 5 月 8 日に公表され、翌日の朝刊はこの
ニュースを大きく伝えました。｢生活習慣病を招くメタボリック症候群」、「中高年男性半
数が危険」、「40～74 歳女性でも 2 割｣ といった見出しが各新聞の紙面を飾りました。
このニュースは日本国中に大きな衝撃を与え、厚生労働省もこのデータに強い懸念を示し
て、メタボリックシンドロームの概念を導入した新しい予防運動を展開する方針を決めま
した。そして、平成 20 年 4 月からメタボリックシンドロームの該当者・予備軍に対す
る保健指導を徹底するために、医療保険者に 40～74 歳の被保険者・被扶養者を対象と
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した健康診査（特定健康診査）と保健指導（特定保健指導）の実施が義務付けられること
になりました。また、政府広報オンライン、新聞突き出し広告、多くのテレビ番組でこ
の「特定検診・特定保健指導に関する広報」が幅広く続けられました。その結果、メタボ
リックシンドロームという言葉は広く国民に周知されるところとなり、最近では、サラ
リーマン川柳のテーマとしても取り上げられています。メタボリックシンドローム撲滅委
員会が ｢メタボリッ句｣ という川柳を募集していますが、その中には次のような秀作があ
ります。
痩せるお茶

飲んでお菓子で

胃袋に

升目がほしい

体重計

目盛り見たいが

ストレスが
体脂肪

口直し

腹八分
腹が邪魔

なぜか血となる

不況知らずの

増やしたい

へそまわりより

減らしたい

お腹回りと

ぽっちゃりが

肉となる

二割増
へそくりを

妻の愚痴

好きとは言ったが

腹は別

３．メタボの診断：女性のほうが本当に男性より太鼓腹？
一人の人が心血管病に対する多くのリスクを有する病態は、1981 年にメタボリック
シンドロームという名前で定義されましたが、その後、シンドローム X、死の四重奏、
インスリン抵抗性症候群、内臓脂肪症候群など多くの名称で呼ばれ、多くの概念が提唱
されてきました。さて、メタボリックシンドロームの診断に関しては、1999 年に最初
に WHO（世界保健機構）が診断基準を提案しました。この基準では糖尿病を基盤とし
て、空腹時血糖、耐糖能障害、インスリン抵抗性の障害が必須の項目とされました。その
後、続々と多くの診断基準が作られて混乱が生じるようになり、米国で冠動脈疾患撲滅
のために教育によって血中コレステロールを減少させることの重要性に関する意識を高
める目的で 1985 年に設立されたアメリカコレステロール教育プログラム（NCEP）と
世界 160 カ国から 200 を超える学会が集まって構成する包括的組織、国際糖尿病連合
（IDF）が中心となって、診断基準を統一する試みがおこなわれました。
2001 年に発表された米国国民コレステロール教育プログラムの基準では、必須項目
は設けずに、肥満、高トリグリセリッド血症、低 HDL 血症、高血圧、空腹時血糖の 5
項目の内 3 項目以上が存在する場合とされました。2005 年にわが国で公表された診断
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基準は、内臓脂肪の蓄積の指標である腹囲の増大を必須項目としており、それに加えて
脂質異常、糖尿病、高血圧に関する 4 項目の内 2 つ以上が存在すると決めています（図
1、表 1）。IDF の基準でも最初は腹囲が必須項目とされていたのですが、その後この条
件は取りはずされました。わが国の基準は、日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高

図1

健康情報ホームページ

表１

日本におけるメタボリックシンドロームの定義

うらりねっと（http://www.uralynet.com/ms/msgl.htm）より改変

世界におけるメタボリックシンドロームの診断基準

脚注：WHO：世界保健機構、NCEP-ATPIII：アメリカコレステロール教育プログラム、
IDF；国際糖尿病連合
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血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓学会、日本血栓止血学会、および
日本内科学会が合同で「メタボリックシンドロームの診断基準検討委員会（Japanese
Committee of Criteria for Metabolic Syndrome, JCCMS）」を構成し、検討を重ね
て、2005 年に最終的な診断基準が公表されたのですが、男女の腹囲のカットオフ値が
日本の基準だけが世界の基準と異なって女性のほうが男性より大きいというものでありま
す。国際糖尿病連合の基準は、このことに配慮して腹囲に関しては人種差を考慮して異
なった値を採用することにしています。

４．腹囲の測定：貴方は ｢なし型｣ それとも ｢りんご型｣ ？
肥満自体は決して病気ではありません。ルノアールの絵にはどれも豊満で量感豊かな、
輝くような女性の姿が描かれています。白く輝く肌のふくよかな裸婦は官能的そして健康
的で、その質感が見るものに迫って来ます。また、ある種の哺乳動物は冬になると食べ物
がなくなって、体温を維持するためのエネルギーを維持することが出来なくなるために、
静かに冬眠をして冬を越します。そのために冬眠前に多くの食べ物を摂取して皮下脂肪を
蓄えます。これまで脂肪細胞の機能はこのようにエネルギーを貯蔵することにあると考え
られてきましたが、最近、内臓に蓄積した脂肪は皮下脂肪とは異なって多くの分泌タンパ
クを発現する内分泌器官であることが明らかにされました。脂肪細胞から分泌される生理
活性物質、アディポサイトカインは本来生体の恒常性を維持することに関わっているもの
で、抗動脈硬化作用、抗炎症作用、インスリン感受性を上昇させる作用を有するアディポ
ネクチン、交感神経刺激作用、食欲調節、脂肪分解亢進に関与するレプチンなどの善玉と
インスリン抵抗性を増加させ、血管の炎症を引き起こす TNF-α（腫瘍壊死因子）、血栓
形成を促進させる PAI-1（プラスミノーゲン活性化因子抑制物質）、高血圧をもたらすア
ンジオテンシノーゲンなどの悪玉と多くのものがあります。肥満や内臓脂肪の蓄積によっ
てそれらの産生・分泌のバランスが崩れ、筋肉などのインスリン抵抗性が低下し、耐糖能
異常、脂質代謝異常、血圧異常を来すことがメタボリックシンドロームの原因となりま
す。2005 年にわが国で公表された診断基準と IDF の基準はいずれもメタボリックシン
ドロームの根底をなす病態は内臓脂肪の蓄積であることを前提としており、肥満の診断に
腹囲を測定することが広く奨励されるようになりました。
心血管系疾患に関する世界的なネットワークとして世界心臓連合（WHF: World Heart
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federation）という組織があります。世界で 186 の国が参加しており、心疾患と脳卒中
の予防と治療によって世界中の人たちがより長くより豊かな生活が送れるように（help
people achieve a longer and better life）援助の手を差し伸べようという運動を続け
ています。この団体がおこなっている運動の 1 つに毎年 9 月最終日曜日を “ 世界ハート
の日 ” と定めて、年ごとに新しいスローガンを定めて地球規模で展開している予防キャン
ペーンがあります。IDF とわが国でメタボリックシンドロームの診断基準が公表された
2005 年には、「健やかな体重と健やかな体型（Healthy Weight, Healthy Shape）」
というスローガンのもとに腹囲を測って自分のリスクを知ろうというキャンペーンがおこ
なわれました（図 2）。わが国においても、各地で腹囲メジャーが配られ、体に脂肪がた
まるのは重大な健康問題ですが、重要なのは「どれだけたまる」ではなく「どこにたまる
か」であることを強調して、「あなたの体形はりんご型ですかなし型ですか？」という問
いかけが行なわれました（図 3）。このキャンペーンの一環として WHF は世界 27 カ国

図2

2005 年世界ハートの日の
リーフレット

この年は我が国のメタボリックシンド
ロームの定義が公表された年。世界ハー
トの日のテーマは「健やかな体重と健や
かな体型」で、腹囲のメジャーが世界中
で配られた。
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図3

世界ハートの日の呼びかけ

世界ハートの日の呼びかけは ｢あなたはリンゴ型それ
とも洋ナシ型？｣ という言葉で、内臓脂肪症候群がメタ
ボの敵というメッセージが広く伝えられた。Apple vs
Pear （http://ihatemyweight.wordpress.
com/2009/02/07/apple-vs-pear/）より改変。

で 16,000 人を対象にして「各国の体形、（Shape of the Nations、SONS）」という
アンケート調査を行ないました。この調査の結果によると、一般市民で内臓脂肪が心血管
系疾患のリスクとなることを知っていたのは全体の 30％に過ぎず、医師の診察を受ける
とき腹囲の測定を期待すると答えた者は 5 人に 1 人に留まったということでした。誰に
でも何処でも出来る腹囲の測定が心血管系疾患や糖尿病に罹患するリスクを推定する上で
実に有用であるというメッセージが広く伝えられたのです。

５．健康な日本人と不健康な日本人の見分け方
わが国におけるメタボリックシンドロームの診断基準に関しては、前項で、それぞれの
項目に関する数値を挙げて詳しく説明しました。これは個人個人が検診を受けた時、自分
の健康に関する数値を確認することを奨励するためでした。前項で「世界ハートの日」と
いう地球規模でおこなわれている心血管病に対する予防キャンペーンのことに触れました
が、2008 年のテーマは、｢自分に潜むリスクを知ろう、（Know your Risk!）｣ というも
のでした。心血管病のリスクには、自分で努力をすれば改善できるもの（高血圧、高脂血
症、高血糖、喫煙、肥満、運動不足、食事）と自分ではどうすることも出来ないもの（年
齢、家族歴、男女差など）とがあります。改善できるリスクに関する自分の値を熟知して
その改善に努力しようと言う主旨でした。メタボリックシンドロームの診断基準はこれ
らのリスク群を基に作られていますが、我が国の基準が世界の他の国と異なるのは、日
本だけが腹囲が大きいことを必須の条件としていることです。そして、その正常値の上
限（カットオフ値）は日本だけが世界の基準と大きく異なるのです。とりわけ女性の基準
が男性の基準を上回っているのは日本だけで、他の国では見られません。即ち、わが国で
は、メタボリックシンドロームの多くのリスクを持っていても腹囲がカットオフ値より少
ない場合には、スクリーニングで除外されてしまうことになるのです。一方、中高年日本
人において虚血性心疾患の原因となるのは、メタボリックシンドロームを構成する因子の
中でも腹囲以外のものが多いことは明らかですし、実際にメタボリックシンドロームの危
険因子は肥満のない人により多く見られ、これらの危険因子と心血管系疾患による死亡率
との間には、肥満とは関係なく有意な相関が見られることが報告されています。
男性 85cm、女性 90cm という腹囲のカットオフ値は CT 検査で内臓脂肪の面積が
100cm2 を占める値として算出されたものですが、この腹囲の有効なカットオフ値に関

連載講座

93

しては多くの論争が続いています。東海大学医学部の大櫛陽一教授（基礎医学系医学教
育情報学）は、2007 年 10 月に角川・エス・エス・コミュニケーションズ

新書判で

「メタボの罠－病人にされる健康な人々」という本を出版しました。これはその年の４月
に厚生労働省が発表した「標準的な健診・保健指導プログラム確定版」に対する批判の
書で、2008 年以降実施されている特定健診・特定保健指導の判定が男性 85cm、女性
90cm 以上という基準に基づいておこなわれる場合、男性の 59％、女性の 49％が通
院を余儀なくされる患者となり、その数は 3,060 万人に達すると推定しています。従っ
て、特定健診は生活習慣病の予防によって医療費の削減を目的としているにも関わらず、
実際には、通院患者が増え医療費は逆に飛躍的に増加することが大きな問題として取り上
げられました。そして、多少飛躍し過ぎているように思われるのですが、「メタボ撲滅運
動」は、製薬会社と厚生労働省が結託した金儲け運動ではないかという疑念を述べていま
す。この説を鵜呑みにすることは出来ないにしても海外とあまりにも異なる我が国の基準
に関しては十分な検討が必要なのは間違いないと思われます。
大阪大学基礎工学研究科のグループは、同じ大学の医学部教授が委員長を務めたメタ
ボリックシンドロームの診断基準検討委員会（JCCMS）が提唱した腹囲カットオフ値の
算出方法を統計的側面から検証しました。その結果、調査対象人数、内臓脂肪断面積の
設定、腹囲の値を算出する際の統計手法（回帰直線）などに問題があることを指摘し、
変数内誤差モデルを用いた同じデータの再解析では腹囲カットオフ値は男性 87 cm、女
性 85 cm となることを報告しています。実際に、2006 年には、新潟県で 692 人の
住民を対象にして NCEP III で規定されたメタボリックシンドロームのリスクファクター
の存在を最も効率よく検出できる腹囲のカットオフ値が受診者動作特性曲線（Receiver
Operating Characteristic curve, ROC 曲線）で検討され、最大の感受性と特異性を
示す値は、男性で 85cm、女性で 78cm、少なくとも 80％の感受性を示す値は男性で
83cm、女性で 73cm であることが報告されました。2007 年には、東京都で住民検
診に参加した 2,476 人の住民を対象にして、IDF と JCCMS によって規定される心血
管系のリスクファクター群を予測する腹囲のカットオフ値が同様に ROC 曲線により解析
され、男性で 85cm、女性で 82cm という値が最大の感受性と特異性をもって多くの
リスクファクターの存在を予測することが明らかにされました。福岡県久山町（人口約
8,000 人）では、九州大学が 40 年間にわたって精度の高い生活習慣病の疫学調査（久
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山研究）を行っていますが、ごく最近（2010 年）、この疫学研究に登録された年齢 40
歳以上の住民 2,452 例を 14 年間に渡って追跡した結果から、種々の基準に基づいて規
定されたメタボリックシンドロームが虚血性脳卒中の発生に与える影響が検討されまし
た。その結論は、男性で ≥ 90cm、女性で ≥ 80cm という基準によるメタボリックシン
ドロームの存在が虚血性脳卒中を最も正確に予測できたというものでした。IDF の基準
でも日本人の腹囲カットオフ値は、最近、男性 90 cm, 女性 80 cm に変更されていま
す。
JCCMS の診断基準が公表された後も、このような成績があちこちから報告されてい
るために、2008 年 3 月 18 日に日本内科学会の永井良三理事長は、｢メタボリックシ
ンドローム診断基準に関してはさまざまな議論があり、今後、新たな疫学研究および臨床
研究を踏まえて科学的検討をおこなう｣ というステートメントを発表しました。
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トピックス

危機にある地域医療に携わって
小西淳二＊
要

旨：今後の地域医療の参考として、医師不足、なかでも内科医の不足が

深刻な地方の一自治体病院における医療再生への努力の経過を記す。救命救
急センターの開設と病院機能の高度化で、平成 20 年度より研修医がフ
ル・マッチングとなったことで、院内に活気が戻ったが、限られた医療資源
を有効に生かすためには、急性期病院を集約化すること、慢性期から在宅医
療までを担う地域の病院、診療所との緊密な連携システムを構築することが
必要であろう。

はじめに
現在、わが国では「医師不足」のため地域医療が崩壊したり、崩壊の危機に瀕している
所が数多く存在しています。ここで言う「医師不足」とは正確には「病院勤務医の不足」
です。厚生労働省による昨年の初めての調査では約 18,000 人の医師が不足しているこ
とが判明しました（勤務医総数は 167,063 人）。勤務医が何故不足することになったの
でしょうか？

医療費抑制政策が長く続いた結果、病院勤務医の過重労働が常態化し、中

堅医師の開業への流れ、いわゆる「立ち去り型サボタージュ」が起きました。それに加え
て平成 16 年に新しい医師臨床研修制度が発足し、新卒医師に 2 年間の研修が義務付け
られました。この制度ではマッチングシステムの導入により、若い医師が自由に研修先を
選べるようになったことで、一挙に大学病院から研修条件の良い大都市の市中病院へと研
修医のシフトが起きたのです。その結果、これまで大学病院から医師派遣を受けていた地
方の公立病院では医師の補給が絶たれ、医師の地域偏在が著しくなりました。さらに医師
の絶対数の不足もさることながら、診療科による志望者の偏り（小児科医や産婦人科医の
極端な不足、外科志望者の減少など）も偏在を加速する要因となりました。
筆者はこの医療界の大変動期に、福井県小浜市にある公立病院において約 8 年間、地
域医療を担当しましたので、崩壊の危機にさらされている地方の一自治体病院のこの間の
歩みを振り返り、地域医療の再生への課題と今後の展望を述べたいと思います。
公益財団法人体質研究会理事、杉田玄白記念公立小浜病院名誉院長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）

＊

96

環境と健康 24（2011）

病院の刷新と名称変更
公立小浜病院は、おたまじゃくしの形をした福井県の尻尾に当たる最南端の若狭地方に
位置し、Obama 大統領の登場で名前が知られるようになった小浜市と周辺の三町で運営
されている自治体病院です。創立以来 128 年という全国の自治体病院の中でも有数の歴
史をもっており、着任当時の病床数は 418 床、医師数 39 名、18 診療科の総合病院で
した。診療圏の人口は約 7.8 万人、周辺には 100 床規模の一般病院が公私併せて 4 つ
あるのみで、唯一の地域中核病院として僻地診療も担っています。
平成 15 年 4 月筆者が院長に着任した当時は「医療費削減政策」の真っ只中でした。
診療報酬は H12 年の＋0.20％を最後にマイナスが続き、10 年ぶりに昨年 4 月にプラ
ス改定（0.19％）となるまで、トータルで 7.7％の減に見舞われました。それまで諸先
輩により営々と築かれ、H 3 年には自治大臣表彰まで受けた「優良自治体病院」も、医業
収益が H14 年度で頭打ちとなり、着任早々の 15 年度には赤字に陥るという状況でのス
タートでした。
福井県の医師数は全体としては 10 万人当たり 216.5 と全国平均並みですが（H20
年調べ）、福井市を中心とする嶺北地区の 229.8 に対し敦賀より南の嶺南地区では
155.1 と、医師偏在による南北の医療格差がきわめて大です。このような状況を改善す
るために、栗田知事の時代に「若狭の医療は若狭で完結」をスローガンに、小浜病院の刷
新を図る高度医療施設整備計画が立てられ、着任の年の 8 月から着工されました。第一
期工事では精神科病棟を新築し、併せて看護師宿舎、看護学生寮、そして 10 階建て 47
戸の医師宿舎が H16 年度に落成しました。しかし、西川知事の代になって小泉首相によ
る三位一体改革の波の中で、第二期工事については縮減を余儀なくされ、総予算 85 億
円（うち救命救急センターおよび健診部門の新設、僻地医療などに対する国・県の補助金
は 17 億円）の規模で行われることになりました。この見直しの中で結果的によかった
のは、当時スタートしたばかりの「新型」救命救急センターを当院に設置することが決
まったことでした。このような経緯で病院刷新の目玉は、①救命救急センターの開設、②
医療設備の高度化、③療養環境の改善の三点となりました。
かくして、H19 年秋に完成した第二期工事では、福井県下で初めての「新型」救命救
急センター（12 床；県立病院に次ぐ 2 番目の救命救急センター）が開設され、9 階建
ての新病棟の建築と医療機器の充実がなされました。機器としては CT、MRI はもとより
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PET まで最先端のものを導入し、京都あるいは福井まで行かなくてもほぼ一通りのこと
が出来るようになりました。
同時に郷土の偉人、杉田玄白先生を顕彰して、病院名を「杉田玄白記念公立小浜病院」
と改称しました（写真 1）。古くより皇室に食品を献上してきた「御食（みけつ）国」の
歴史を踏まえ、小浜市を食文化都市と宣言した村上前市長は、既に数年前より食と医療、
健康増進に関する優れた業績を表彰する「杉田玄白賞」を発足させておられましたが、そ
れにも増して病院の名前に玄白の名を冠することで、全国的に玄白が小浜藩医であったこ
とが広く認知されるに至りました。先般、日韓併合 100 周年の特別番組の取材で、わが
国における西洋医学の導入に果たした玄白の業績を紹介したいと、韓国のテレビ局
（KTV）が取材に当院を訪れるというようなこともありました。

救急医療の確保
地域医療の最前線は救急医療です。若狭地域においては医師不足のために、救急に対応
できない病院が年々増え、唯一の基幹病院として、24 時間 365 日、救急患者を断らな
い（断れない）当院としては、救急対応の充実が何よりの急務でした。従って救命救急セ
ンターの設置が医療再生へ向けての全ての始まりと考えましたが、当院では福井大学病院
副院長、寺沢秀一教授の全面的なご支援で実現することができました。発足に先立って

写真 1

杉田玄白記念公立小浜病院の玄関

向かって右に杉田玄白像、左後方が新病棟、その手前左の 2 階建てが救命救急センター
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H19 年 4 月より救急総合診療科を開設し、2 名の救急専門医の派遣を受けて準備を進め
ました。残念ながら 10 月のセンター発足時には専門医が一人になりましたが、22 年 1
月より県立病院救急部で研修を受けた医師が加わり、2 人体制にもどり、来年度からは
3 人となる予定です。
わが国の医療で最もないがしろにされてきた救急では、夜間救急を当直体制で診るとい
う時代に合わない制度がこれまで続いてきました（実は医師不足で変えられないので
す）。当院では救急総合診療科のスタッフが 2 名常勤体制となって以後、日曜の日勤帯、
平日の夜間勤務にも積極的に取り組んでくれたことで、他科の医師の当直回数が減り、オ
ンコールの医師の負担も軽減されました。研修医との二人当直制、管理当直者による支援
ルールなども定着してきました。また、小児科では 2 年前より、医師会の休日当番医が
小児科標榜でない時に、当院で小児科救急を行うという病診連携体制をとっています。今
後とも勤務医の勤務環境をさらに改善し、ワークライフバランスを図ることが地域医療の
維持にとって不可欠の課題です。

医師確保への取り組み
先にも述べましたように、当院のような地方の基幹病院は医師の供給を大学に頼ってき
ましたので、研修医の大学離れで大きな影響を受けました。大学から派遣を受けていた各
科の中堅の専門医が大学に帰るとき、後任が来ないため、年を追って医師不足が深刻とな
りました。新病棟の完成を前に、H19 年には、総医師数が 37 名まで減り、特に内科医
は一時 7 名まで半減しました。過労のため体調を損ねる医師も出る状況となり、6 月よ
り思い切って内科と循環器科の初診外来を紹介制にして医師の外来負担を減らし、病棟診
療に少しでも集中できるようにしました。また、10 月に杉田玄白記念公立小浜病院とし
て再出発するにあたって 38 床増床し、総病床数は 456 床となったのですが、新館を優
先稼動させることにし、旧館の 100 床については 50 床を療養病床に切り替え、残りの
50 床は休止せざるを得ませんでした。このため、H19 年度は外来患者数が 7％減少、
入院患者数も 8％減少しました。
このような状況の中で新研修制度の発足前、H15 年秋に、当院は単独型臨床研修病院
として手を挙げ、自前で研修医を育てることを目指しました。研修医の教育は院内の医療
の質の向上にも不可欠と考えたからです。しかし、応募者は毎年 1～2 名で、マッチン
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グには至りませんでした。しかし H19 年 10 月に救命救急センターを開設したことで、
研修医の応募者が急増し、ようやく 20 年度より 2 名の研修医を迎えることができまし
た。この時は「医師不足の地方の病院で、新たに研修医が来た病院もある」ということ
で、「報道ステーション」に取り上げられ、全国的に大きい反響を呼びました。初期研修
においては地域で教育するプログラムのほうが大学病院や都会の大病院のプログラムより
も学生の人気を集めることができます。その理由は指導医とマンツーマンで濃密な教育が
受けられ、人数が少ないために貴重なマンパワーとして責任ある仕事に臨めるからです。
ここで研修医の育成に関して強調しておきたいことは、いわゆる医師不足対策の多く
が、即効性、実効性に乏しい中で、嶺南地域の医師不足対策に特化した嶺南医療振興財団
からの支援がもっとも有効で有難いものだったことです。財団からの研修支援助成金のお
かげで、研修環境の整備ができ、敦賀市立病院と並び全国有数の恵まれた処遇を研修医に
提供することができたからです。以後毎年フルマッチングの実績が認められ、昨年からは
定員が倍増、3 倍を超える競争率の中、4 名の研修医を採用することができました。ま
た、昨年春には当院で初期研修を終えた 1 期生 2 名のほか、大学から襷がけで研修に来
た 3 名を加えた 5 名全員が当院での後期研修に入りました。これにより、8 月には常勤
医がこれまでで最多の 45 名となり、研修医 5 名を加えて医師総数は 50 名となりまし
た。一方、同財団の奨学金を受けた学生がいよいよ今春から卒業してくることになってお
り、初期研修後には当地域で活躍してもらえる予定です。
この間、内科を中心に常勤スタッフとして地域医療を支えてくれたのは、自治医大卒の
医師でした。自治医大卒の医師は元々当院に併設された県立成人病センターへ派遣されて
いたのですが、H19 年に同センターが当院の健診部に移管されたことで、当院への赴任
となりました。年を追って大学よりの派遣医師が減少していく中、引き続いて自治医大卒
の医師の派遣があったことで地域医療の崩壊を辛うじて免れることができたのです。この
医療危機において自治医大はその設立の趣旨に沿った役割を十分に果たしたと言えると思
います。昨年は頼みの自治医大卒の医師が減少したことで、医療再生基金により大学に設
置された地域医療推進講座の特命医師という形で、福井大学の内科より 4 ケ月交代で 1
名の派遣を受けましたが、大学に人が居ないのですから、予算だけつけても絵に描いた餅
で円滑には運びません。
消化器診療は第一線病院できわめて重要な分野ですが、外科では H18 年に京大関連病
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院より腹腔鏡視下手術に熟練した医長が着任して以後、その優れた実績をみて多くの若い
医師がチームに加わってきました。内科にも翌年、内視鏡による検査と治療を専門とする
医長が着任、消化器内科医の増員に尽力するとともに最先端の内視鏡手技を駆使して成果
を挙げています。そこで、昨年の春より新たに「消化器センター」を立ち上げ、内科、外
科が一緒になって患者さんにとって最善の治療を効率的に行う体制をとることにしまし
た。これに伴い治療件数が伸び、当院からの学会発表も著しい増加をみています。このよ
うに優れた指導者の確保が医師のリクルートには不可欠です。一方、精神科神経科では同
じく昨年 4 月から認知症対応のための「物忘れ外来」を開設しました。そのほか脳神経
外科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、歯科口腔外科などは厳しい状況の中、それぞ
れ教室からの派遣を維持していただきました。中でも全国的に医師不足の顕著な産婦人科
と小児科について、福井大学のそれぞれの教室がしっかり支えてくださったことは、何よ
りも心強く有難いことでした。残念なことに耳鼻咽喉科が欠員となっていること、整形外
科がこれまでお世話になってきた岐阜大学から、今後福井大学にお願いすることになり、
移行期にあることが残された課題です。

医療の質の向上と経営改善
国の医療政策の一環として急性期病院における医療費の支払いは、これまでの出来高払
い制から診断群分類別包括制度（Diagnosis Procedure Combination：DPC）という
定額払い制へと移行しつつあります。この動きの中で、医療の質の向上と治療の標準化の
ために、急性期病院では DPC への参入が必須要件と考えられるに至りましたので、
H20 年より２年間入念な準備を行ないました。一昨年末には DPC への移行を決め、手
術前検査の外来移行やジェネリック医薬品の採用を進め、クリ二カルパスを多用して医療
の質を担保することで、昨年 7 月からスムースに DPC に移行することができました。
一昨年 8 月より看護基準を 10：1 から 7：1 にアップできていたので、収益面でも大
きなプラスをもたらしました。当院に併設された公立若狭高等看護学院における看護師養
成の成果といえるでしょう。今後の円滑な運用には、地域の病院・診療所との医療連携を
これまで以上に緊密にしていく必要があります。
一方、H18 年 3 月には日本医療機能評価機構による認定を受けましたが、5 年目の再
審査の時期を迎え、目下各部署で準備を進めています。経営改善については、全国の自治
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体病院の 7 割以上が赤字という事態を受けて、総務省から①経営の効率化、②再編ネッ
トワーク化、③経営形態の見直し、の 3 つの視点に立った「公立病院改革プラン」の策
定が求められました。公立病院としての不採算部門を担いつつ、一方では、経営の効率化
により、経営改善につとめ、経営基盤の安定化を図るようにという要請です。当院でも
20 年度に「病院改革プラン」を策定しましたが、長年続いた医療費削減政策の影響を受
け、医業収支が悪化している上に、病棟新築と医療機器の更新のための起債の償還負担が
増えており、特にここ 2、3 年は厳しい状況が続きます。
ようやく今年度に入って、医師数が増加したことで病床の再開に目途がつき、休止病床
の半分 25 床を 7 月より再稼動することが出来ました。これに 10 年ぶりの医療費アッ
プと、DPC による医療の質の向上と経営効率の改善が加わったことで、ようやく収支が
改善してきました。

施設整備の仕上げとアメニティの改善
最後に、施設整備の仕上げについては、県のエネルギー研究開発拠点化計画の中で、救
急センターの設備の充実（熱傷ベッドと無菌室、高気圧酸素治療室の設置）だけを昨年の
春までに行いました。今年度はいよいよ外来棟の増改築とライナックの更新、駐車場の整
備など最終の第三期工事に着手しています。
患者さんの療養環境を良くするために、新館の落成以後、多くの方々からご寄贈いただ
いた書画を院内に展示させていただきました。また、当院では福井県で最も長い 33 年
の歴史を持つ病院ボランティアの皆さんが活動していただいており、医療材料の準備、図
書活動や演芸会などで貢献してくださっています。ボランティアによる院内コンサートも
ほぼ定期的に外来ロビーにて開催していただきました。
来年秋に整備計画の建物がすべて完成すると、構内に如何に緑を取り戻すかが課題とな
ります。先般、玄関前にロータリークラブから楠の木の植樹をしていただきましたが、昨
年から園芸を通じて院内の美化を図るボランティアグループ「すみれの会」が発足し活動
を始めてくださいました。杉田玄白を記念する当院に庭園を設けるにあたって「小浜藩医
中川淳庵を顕彰する薬草園」を作りたいというのが、かねてからの私の夢です。杉田玄白
とともに「解体新書」の翻訳に当たった中川淳庵は平賀源内とともに当時の本草学の大家
として名を残していますが、小浜市内では僅かに高成寺に顕彰碑があるのみだからです。
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これからの課題
1）	一般病床のフル稼働のために、医師および看護師のリクルートに注力する。
2）	地域医療を支える若人の積極参入を受け、大学との TV 会議システムの導入など、研
修・教育の機会の増加を図る。
3）	電子カルテを導入し、地域医療の質を高める情報ネットワークを構築する。
4）	地域の医師の力を結集して医療再生を図るために、一度頓挫した登録医制度とオープ
ン病床を再開し「地域医療支援病院」を目指す。8 月末にこの間の苦労を共にして
きた副院長と血液浄化部長のお二人が退職、開業されましたが、プライマリケアだけ
を担当されるのでは立派な専門医の力が無駄になり地域医療にとっては損失です。一
方、隣の高浜町には寺沢秀一教授の主宰する地域プライマリケア寄付講座があり、家
庭医、総合医が育っています。名田庄の中村伸一先生をはじめ、地域医療に情熱を傾
けている優れた医師が大勢おられるのも強みです。あわせて近隣の病院との連携を強
化し、予防医学から急性期、慢性期医療まで地域全体で住民の健康を効率よく守るシ
ステムづくりを進める必要があります。
5）	地域医療を守っていく上では住民参加が求められている状況にあり、地域に病院サ
ポーターを育てる必要があります。医師会休日診療所の院内誘致など目に見える形
で、救急対応も分業化を進め、住民の皆様に病院と診療所が連携して、シームレスな
地域医療を提供していることを理解してもらい、協力を求めていく必要があります。
院外広報誌「いきいき」に加えて、地域住民の方々との意見交換会などを開催し、情
報を開示する。

以上のように最悪の時期を脱したとはいえ、課題が山積みされたのが地域医療の現状で
す。今後とも当院が京都大学、福井大学、岐阜大学の関連教育病院として質の高い医療を
提供し、地域医療ネットワークの中核として「愛され、信頼される病院」となることを
願っています。

トピックス

103

コラム

「なるほど」と「ほどほど」の「あわい」
山岸秀夫＊
本号 Editorial では音声言語が取り上げられており、〈自分の意見（脳内情報）を言葉
として話している時の脳は自らの言葉を聴かないように働き、他人の話を聞いている時に
脳はその言葉を聞き、自らの意見と照合して判断している〉と理解した。日常でも、相手
の発言中に割り込んで自説を述べる光景は、自己反省を含めてよく目にすることである。
テレビ放映の国会議員の政治討論会でも、複数の発言が混線して司会者を困らせている。
これでは発言者相互の脳内情報が十分に伝えられた上での思考の場とは言えない。まるで
行き交う街頭宣伝車のようなものである。
本誌前号 23 巻 4 号の Editorial で追悼文を捧げた、故菅原努先生が 1988 年に創設
されたイメリタスクラブは、教育研究の現場から引退した名誉教授の知恵のリサイクルの
場であると共に、談論を楽しむ憩いの場でもある。1998 年にその会員となって以来、
菅原先生との談論の機会が増えたが、その際の先生の発言の特徴は必ずしも相手に同意を
強要せずに、相手自身に考えさせる余裕を与えるものであった。聴き手に回られる場合は
終始微笑を絶やさず、時々全く新しい情報が含まれていると思われた場合に限り、「ほ
う！」と反応された。その趣旨が論理的に一貫していると、「なるほど」と頷かれて、し
ばらく沈黙が続いた。それはきっと先生の脳内情報と新しい情報との照合の間合いであ
り、即答は無かったが両者の間に特別の矛盾が無いことの証左であったと察している。企
画提案として整合性はあったとしても、その実現の可否とは別である。これまで、
1998～2000 年の第 1 期、2001～2003 年の第 2 期「健康指標プロジェクト」（要
素非還元主義に基づく健康効果指標の研究）、2004～2008 年の第 1 期、2009 年以
降 の 第 2 期「 い の ち の 科 学 プ ロ ジ ェ ク ト 」、2000～2003 年 の 第 1 期、2004～
2008 年の第 2 期、2009 年以降の第 3 期「京都健康フォーラムプロジェクト」など
の各プロジェクトの更新の際によく体験したことである。その節目には異分野交流の放談
会を開いたり、それに必要な文献の類を集められた。多くの場合、やがて先生ご自身の考
えを盛り込んだおまけ付きで、実施の裏づけと共に総論が示される。まさに不言実行の人
公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（免疫・分子遺伝学）

＊
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であった。そこには各論に亘る細かい指示はなく、「着眼大局着手小局」であって、小局
は私どもに任された。以上の各種プロジェクトの他に、文理の知恵を融合して、アカデミ
ズムと市民社会を結ぶ学術雑誌「環境と健康」の定期刊行についても、大局を示す
Editorial と最新学術ニュースを伝える Random Scope の執筆は欠かさず遂行された。
その他は「ほどほど」に任して頂いた。私は「なるほど」の理想案から出発して、「ほど
ほど」の現実案にいたる間合い（あわい）に先生のご苦労があったものと察する。した
がって先生の総論としての「なるほど」から出発するコースは極めて多様であり、それが
先生の人脈の広さを物語るものでもあった。それだけに「なるほど」を発信された司令塔
無き現在、これまで司令塔によって緩やかに結ばれてきた多様な「ほどほど」コースの今
後が思いやられることである。
2004 年に（株）春秋社から発刊された竹内整一著〈「おのずから」と「みずから」－
日本思想の基層〉では、「おのずから」と「みずから」の「あわい（間）」が論じられてい
る。金田一京助他編：新明解国語辞典（三省堂、1972 年）によると、前者は受動的
で、「ひとりでに」、「自然に」と解され、後者は能動的で、「自分から」、「自分で」と解さ
おの

みずか

れている。またそれぞれ、「自ずから」と「自ら」とも表され、自然や自己に共通の漢字
「自」が当てられている。ヒトは「自ずから」母親の胎内に宿り、「自ら」身心を発達させ
て人間となる。その過程では「みずから」の努力による学習がある。「みずから」は「身
ずから」という個別性を包含している。その個別的な学習の結果、自然の摂理として進化
してきた「いのち」の普遍性に気づき、「身ずから」の努力を意識せずに、「おのずから」
人と人とが共に生きる喜びを感ずれば、自然に人倫が体得されることになる。日常的な話
題に転ずれば、受験勉強を強いられた受験生が「身ずから」の努力を積み重ねて、新しい
知に触れる喜びを「おのずから」体得できれば、まことに喜ばしい。さらには薬漬けにさ
れた高齢者の医療費増大の問題がある。本来医薬は、「おのずから」なる身が病から回復
するのを助けるため「身ずから」服用するものであり、身が「おのずから」回復する道を
歩み始めたときには無用のものである。「おのずから」なる良薬は「自然の食材」や「新
鮮な大気」であり、「日常運動」であって、「身ずから」口にする苦い薬漬けではない。
上記の書は、「みずから」が「おのずから」を体得する「あわい」（過程）を論じてい
る。本誌前号 23 巻 4 号 Books で取り上げた「ナマコを歩く－現場から考える生物多様
性と文化多様性」によると、インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国に囲まれた南シ
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ナ海はナマコの宝庫でもあり、各国漁民の間では、「おのずから」認め合った漁礁があっ
て、平和に共存してきた。しかし最近になって中国の覇権が領海の拡大に乗り出し、他国
の「みずから」の領海と抵触する状況が生まれつつある。「おのずから」から「みずから」
への逆流である。本来海上に線引きするのは人為的であって、各国漁民の間には、「ほど
ほど」に「なるほど」と思わせるような「あわい」がこれまで存在してきたものと思われ
る。
本年百歳を迎えられる日野原重明先生は今も現役の聖路加国際病院理事長を勤められ、
年頭の朝日新聞連載記事、「99 歳・私の証、あるがまま行く」に「年の初めに考える」
と題して、〈日本は憲法第 9 条を保持し不戦への第一歩として、欧州共同体にならい米国
を含めた隣国との平和共同体を構築する〉という極めて斬新な提言をされている。ここに
も領土や領海といった「みずから」を利する個別性を見直して「おのずから」なる普遍的
な自然を共有する、「なるほど」と思われる権益を「ほどほど」に認め合う「あわい」を
見る思いがする。

Random Scope
見えないのに感じる青い光－新しい第 3 の光受容体の発見
人の眼はレンズカメラと同様、フイルム面に相当する網膜に、明暗に反応する桿体と色調に反
応する錐体の 2 種の視細胞があって、その光情報が電気シグナルとして神経節細胞を通じて脳
の大脳皮質に伝達されて物体の形と色が認識されていると考えられてきた。ところがこの神経節
細胞の中に青い光に敏感なメラノプシンを持つものが 2002 年に発見されて以後、第 3 の光受
容体として、視覚に関する教科書が書き換えられつつある。実際 2007 年には遺伝的疾患とし
て若年で視細胞の機能を失い、50 年間全盲で暮らしてきた 87 歳の女性が暗室中で青い光に対
して明るさを感じたことが報告された。このことは 2010 年に実験動物としてマウスを用いて
実証された。この第 3 の光回路の役割は体内時計の調節だけでなく、従来の光回路とも連動し
て精神活動に影響し、睡眠障害、偏頭痛、季節的変調とも関連しているらしい。今後青色光に富
む発光ダイオードの利用が普及するにつれて、その功罪を検証することが迫られている。

（Yan）
Lok, C.: News, Seeing without seeing, Nature, 469, 284-285 (2011)
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サロン談義 8

変貌する世界（Ⅲ）

問題提起 3：世界の政治変貌から見えるもの
中西

香＊

はじめに
本サロン談義 8（Ⅰ、Ⅱ）の話題は主として経済・環境の動向でした。今回は世界の
政治変貌を観察したいと思います。近代・現代世界の歴史は、いうまでもなくイギリスや
アメリカといった世界制覇を成し遂げた覇権国家を中心に繰り広げられました。どんな歴
史書にもこれら覇権国家がいかに今日の繁栄を謳歌するに至ったかが、誇らしげに描かれ
ています。だからこそ、そこに庶民の苦悩と苦闘の歴史があるのだと思います。政治変貌
の歴史から見えるものは何か？

その中から現代の世界を読み解く鍵を探してみたいと思

います。

１．第一次世界制覇（植民地支配）［1800 年～1950 年］
⑴ 植民地支配：人間世界の究極の弱肉強食は 19 世紀の世界的な植民地支配体制の完
成にくっきりと映し出されています。歴史的にも初めての全球的な覇権の完成であり、
これがイギリスを中心とする第一次世界制覇（植民地支配）です。何の罪も無いアジ
ア・アフリカ諸国の人々が大量に略奪され奴隷として売買され使い潰されました。今日
アジア・アフリカ等の 10 億人以上の人たちが一日 1 ドル以下の飢餓生活に苦しんで
いますが、その源流はここにあります。ポール・ケネデｲは著書「大国の興亡」（草思社、
1993 年）でこの事を詳細に描いています。1800 年の植民地支配は全世界の陸地の
35％であったのに対し、1878 年は 67％、1914 年は 84％と、わずか 100 年余
りで世界の大半が植民地支配圏に編入されました。これは世界的な蒸気船・鉄道など交
通・物流・通商の拡大を背景に当時の列強国が経済的に未発達な国々を植民地化して支
配した事を示しています。工業資源・食物・物品は奪い取られ、植民地の人々は過酷な
労働を強いられました。また植民地は本国の拡大する工業生産の消費・拡大先としても
元（株）東芝社員（海外事業・経営企画）

＊
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大いに活用されました。このように第一次世界制覇は、絶対王政とこれに続く資本主義
世界体制による侵略・略奪を基本とする「力によるストレートな世界制覇」でした。こ
の結果イギリスなど植民地本国の労働力は相対的に余剰となり、どんどん切り捨てられ
ました。これによって先進国購買力は停滞し、1870 年ごろから 1900 年の 30 年間
で英・独・仏の卸売物価は約 40％、米国では 50％も下落しました。日本経済新聞
（2002 年 12 月 4 日）によると、この長期間のデフレの最大の原因はまさにグロー
バル化の進展であったのです。
⑵ 20 世紀前半の恐怖のプロセス：19 世紀後半の時点でヨーロッパの巨大化した生産
力は世界の工業生産力の 6 割を超え、拡大を求めた植民地再分割の争いは激化し、ご
存知の通り、第一次世界大戦（1914 年）へ突入します。さらに、その戦勝国を中心
にバブルは弾け 1929 年の世界恐慌となりました。ニューディール政策など欧米国家
による総需要下支えも上手く行かず、第二次世界大戦の泥沼に突き進んで行きました。
戦後、アジア・アフリカ諸国が次々に独立し、第一回の世界制覇は崩れ去りました。こ
うして第一回目の世界制覇は、①覇権、②先進国のデフレ、③大恐慌、④財政破綻、⑤
政治変動、⑥戦争、⑦悪性インフレ、⑧国家破綻の 8 つのプロセスを辿ったわけです。
私たち日本の場合は、第 2 次大戦の敗戦による財政破綻と悪性インフレの末、通貨・
貯金・国債などはほとんど紙切れ同然となり、国の借金も棒引き同然となりました。

２．第二次世界制覇 ( 市場経済支配）［1950 年～現在］
⑴ 市場経済支配：第二次世界大戦の終了によって各国が独立し直接的な侵略や略奪が許
されなくなった情勢下で、圧倒的な核の脅威による恐怖支配と同時に、経済的には資本
主義経済による世界的市場経済拡大を基本とする以下 5 つの「力とカネ」の覇権体制
が支えています。①世界の 80％以上の原水爆などを保有する戦勝国の圧倒的核軍事力、
②米軍の世界 27 か国（30 万人超）駐留体制、NATO・日米軍事同盟、世界 30 箇所
の「 エ シ ェ ロ ン 」 軍 事・ 諜 報 網、 ③ サ ミ ッ ト、G7、IMF・GATT、 世 界 銀 行・
OECD・国連などの国際的連携体制、④二大政党制などによる議会・行政・軍事・警
察・金融などの体制、⑤「超国家企業」の影響力の拡大などです。このうち核軍事力に
ついては、格差・貧困及び地球環境悪化と並ぶ現代の三大不幸の一つで「大量虐殺と恐
怖支配」という悪魔より醜悪な人類の恥ずべき歴史が半世紀以上経つ現代においても克
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服できていないことを物語っています。「核抑止力」と称する論理の下で、世界的な平
等・平和・公正はゆがめられています。
⑵ 「市場経済」拡大に伴うデフレ：第二次大戦後世界市場経済のリーダーとなったアメ
リカは、圧倒的な核戦力と経済力を背景に、旧枢軸国である日・独・伊の戦後復興を支
援しながら、いち早く市場経済に取り込む事に成功しました。さらに冷戦を乗り切った
末、1990 年以降旧ソビエト・中国をも市場経済圏に取り込みました。市場経済圏の
人口は 1990 年 15.7 億人（39 カ国）から 2001 年 45.9 億人（64 カ国）へと一
挙に 3 倍に膨張したのです。水野和夫氏（エコノミスト、三菱 UFJ 証券）はこのこと
を「100 年デフレ」（日本経済新聞社、2003 年）の中で〈人類史上経験したことの
ない膨張〉と評価しました。こうして 21 世紀初頭の市場経済圏は GDP でも全世界の
85％を覆うに至り、第 2 回目の世界制覇が経済面で起こりました。これは「大蛇が狼
を飲み込み、腹いっぱいで満足したが狼を消化できず長期間身動きも取れなくなった」
様です。現在、中国・東欧などの低賃金を利用した安価な工業製品は世界に出回り、こ
れに対抗できない先進国の製造企業では空洞化が進み、首切り賃金カットが横行し深刻
なデフレ不況に苦しんでいます。まさに第一回目の世界制覇時の再来といえる事態の進
行です。
⑶ 経済的「自由」の危険性：第二回目の世界制覇の経済的側面は自由経済市場であり、
強制によらない自発的な自由市場経済形成を基本にしています。自由で公正な取引自体
が悪いわけでもありませんが、「自由」の名の下に現実の世界で強者が実際には何をし
ているかを見極める必要があります。多くの途上国では独立や自由を担保する経済は脆
弱であり、これにつけこみ弱い立場の人々が不利な諸条件のもとで弱肉強食の犠牲にさ
れていないか。また「自由」な巨額の投機マネーが世界中から暴利をむさぼり、逆に失
敗したら政府にツケを回すような傍若無人が許されて良いのか。1980 年代以降猛威
を振るった市場原理主義は、政治の関与を小さくし何事も市場に任せよと主張しました。
これは弱肉強食を放置せよという強者の論理で、その行き着く先は世界恐慌やその後の
事態に見られるような多数の人々の不幸であった事が、今や世界の人々の前に露呈して
いるのです。現代世界では弱肉強食・経済的不平等・資本の「自由」が強まる中で、市
民社会が理想としていた平等・人権・生活権や自然環境をどう守っていくかが基本的に
問われています。又資本の「自由」を守ることの危険性も指摘されています。1929
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年の大恐慌の反省からアメリカ政府は投資銀行と一般銀行を分け、銀行が投資に手を出
すことを禁じる措置をとりましたが、近年これは規制緩和され、再び金融恐慌を招いて
しまいました。今や、欧米先進国の首脳は「市場を重視しすぎると社会の安定が損なわ
れる」事にやっと気づき世界的な金融規制に乗り出しました。「自由」をきちんと規制
しない限り資本主義経済・社会は破綻に追い込まれるのです。
⑷ 「超国家企業」規制の必要性：世界の産業をリードする大企業は 20 世紀を通じて
激しい競争の下で巨大化が進み、資本輸出・M&A（合併吸収）によって今や「超国家
企業」に変貌しました。世界の「超国家企業」2,000 社売上高は 1960 年の 0.4 兆
ドルから半世紀後には 2007 年の 30 兆ドル（全世界 GDP の 58％）へと 75 倍に
膨らんでいます。また超国家企業が戦後ほぼ 60 年間に蓄積した富（累積利益）は約
25 兆ドルで、総資産は 1 京円（全世界 GDP の約 2 倍）を超えます。如何に巨大に
なりすぎたかが容易にお分かりのことでしょう。この頂点に欧州のロスチャイルド、ア
メリカのロックフェラーという巨大財閥が君臨している事はご承知の通りです。前出の
水野和夫氏は「まさに 21 世紀の最大の勝者は〈超国家企業〉であり、資本が国家を
超越する世界が出来上った」としています。
市民社会の一員としての企業の責任は益々強調されており、超国家企業の優れた製
品・技術が世界の人々の幸福に貢献することが期待されます。しかし彼らの良心に期待
するだけでは不充分です。今日、超国家企業は世界の富の圧倒的大部分を手にしていな
がらそれに満足せず、絶えず競争に曝され、利潤を求めて世界を駆けずり回らねばなら
ない宿命に置かれています。立ち止まっていては強力な競争相手に食われてしまうので
す。これも市場原理主義が求めていた「自由」競争の結末といえましょう。超国家企業
が跋扈する世界はどこか恐竜の世界にも似ています。私たち市民社会がそのような世界
に引きずり込まれ、その犠牲となり、社会全体や地球環境が蝕まれることのないよう
しっかり規制せねば現代世界は大変なことになる事でしょう。
⑸ 国民経済破壊の懸念：現在は第一次世界制覇に続く恐怖のプロセス同様、先進国のデ
フレ、大恐慌、財政破綻、政治変動などがじわじわと忍び寄り進行している状況である
といえます。先進国では恐慌に伴う損失のツケを「市民生活を守るため」と称して巨大
企業・巨大銀行支援や景気対策が推進され、2009 年から 2010 年の 2 年間で 700
兆円以上の国家財政支出が行われました。結果として先進国家債務は 2008 年末の
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3,000 兆円から 2010 年末推定 3,800 兆円（先進国 GDP の 115％）に急増の見
通しです。先進国は今や財政危機を通じた国民経済の破壊も懸念される事態に至ってい
ます。しかしその先に来る戦争は起こしてはならないし、人々の知恵・努力によって昔
の轍を踏まないようにせねばなりません。ただし戦後 65 年も経った今、昔の教訓を
私たちは果たしてどこまで本当に生かせるのかは疑問なのです。災難は忘れた頃に襲い
掛かるのです。

３．日本の 20 年不況［1990 年～現在］
⑴ 土地・株・不良債権：日本は 1989 年にバブル崩壊・金融恐慌に見舞われ、現在も
これを完全に克服できていません。2008 年以来の世界不況の影響も重なり一層深刻
な様相を呈しています。日本の土地資産は 1980 年から 1990 年の 10 年間で 3 倍
以 上 に 膨 ら み、 ピ ー ク で 2,457 兆 円 に 達 し バ ブ ル 崩 壊 し ま し た。 下 が り 続 け て
2006 年現在、約半分の 1,228 兆円に減っています。減ったとはいえ全世界の土地
価額のほぼ 1 京円に対し日本はなお十数％も高く、アメリカ全土の土地価額より日本
の土地価額は高いのです。
また上場会社の株価は 1989 年 12 月、日経平均価格約 39,000 円から一貫して
下げ続け、2010 年現在 10,000 円前後と約 4 分の 1 レベルに停滞しています。東
京市場の株式時価の世界全体に占めるシェアは、1990 年末の 33％から、2009 年
2 月現在では 9％程度と激減しています。またバブル崩壊による金融機関の不良債権
は約 90 兆円で、主要銀行の好調時の純利益の 153 年分にあたりました。しかし、ゼ
ロ金利政策で、主要銀行はこの重い負担を 10 年以上かけて償却し、15 行をわずか 4
行に再編・統合しました。
⑵ 財政悪化：2003 年当時のバブル崩壊による資産減・損害額は株式 295 兆円、土
地 1,154 兆円、不良債権 90 兆円、合計 1,539 兆円で国民総生産の 3 年分と巨額で
した。2008 年の欧米の恐慌時の 1 年分強をはるかに凌ぎます。今日まで 20 年間か
けても容易に克服できない訳です。1989 年以来の消費税収増の累計 100 兆円前後
もこの巨額損害と比べると焼け石に水という額です。2000 年以降の実質財政赤字は
40 兆円前後／年と急増、日本は世界一の借金を抱えるに至りました。2010 年末見
通しで、国債 734 兆円、借入金 55 兆円、政府短期証券 115 兆円、地方債他 163
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兆円、合計 1,067 兆円です（2010 年 6 月末財務省発表）。これは先進国の実質債務
全体概算 3,800 兆円（著者推定）のなんと 3 割近くも占めます。日本経済は史上最
大の借金漬け状況に追いやられ、これが庶民の塗炭の苦しみの根源となっているといっ
ても過言ではありません。
⑶ 金持国家日本：しかし一方で、現在世界の富裕者 1,000 万人の金融資産は 3,000
兆円を越え、そのうち 16％が日本人です（日本経済新聞、2010 年 8 月 10 日）。個
人保有の金融資産は 1,400 兆円以上、クレディ・スイスなどによると土地などを合わ
せた日本人の純個人資産は 1,785 兆円（世界シェア 11％）です。日本は世界ナン
バー 2 の金持ち国家として国際的な優位をなお維持しているのです。これに応じるか
の様に、近年アメリカとの軍事同盟を重視して沖縄基地を維持し、法人税を下げ大企業
の利益優遇を図ろうとするなど民主党政権下でも既得権益確保の動きは顕著です。大企
業を強くすれば金持ちは勿論、やがて庶民も豊かになれるという考え方です。これは
「トリクルダウン理論」（おこぼれ経済学）といわれます。実際には裏切られる厳しい現
実世界が待ち受けているにも拘らず、前の良き時代の理想を人々は追いかけるといった
現代の縮図ともいえましょうか。総中流国家といわれたよき時代の日本社会の姿は今や
見る影もありません。長期不況の下で失業・生活苦・貧富の格差拡大という誰もが目を
覆いたくなるような深刻な事態はどんどん進行しています。

４．20 世紀の政治変化から見えてくるもの
⑴ 人口比で見る政権動向：著者は世界的な政権の変貌の歴史を数カ年に亘ってウィキペ
ディア（財団運営のオンライン百科事典）、ARC レポート（世界経済情報サービス）、
エコノミスト誌、日本経済新聞など各種ソースから仔細に調査しました。過去の人口は
国連の人口統計（United Nation Population Prospects）を基にしました。世界の
政権の推移は以下のごとくです（表 1）。なお、1990 年以降の中国は政治的には旧社
会主義政権で民主主義や言論の自由は希薄である一方、搾取・収奪を基本とする資本主
義諸制度を推進し階級格差も拡大中であることから政権の性格も暫定的に「自由」
50％及び「旧社会」50％としました。中国における自由は主に経済活動の自由を意
味するとご理解ください。又イスラム圏など一部判然としない国は除きました。
⑵ 近代市民社会の歴史的時差：近代市民社会は欧米、日本、アジア・アフリカの順に約
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表1
西暦年代

王政 ･ 軍政

1900
1950
1975
1998
2009
同年％

1336
546
694
530
209
3％

人口別の世界の政権推移（単位：百万人）
自

由

251
745
1219
3618
3373
52％

民

主

社

0
431
340
431
1362
21％

民

旧社会

新社会

0
134
269
547
592
9％

0
789
1386
725
782
12％

0
0
16
53
118
2％

脚注：
［王政・軍政］：王または軍による独裁、［自由］：日本の自民党、アメリカの共和
党など自由主義中心の政権、［民主］：日米の民主党など民主主義中心の政権、
［社民］：社会主義インターナショナル所属の社会民主党政権、［旧社会］：一党独
裁計画経済中心の社会主義政権、［新社会］：複数政党 ･ 議会制民主主義を基本と
した社会主義
（出典）著者が取りまとめた本文記載の諸情報

80 年毎の歴史的時差を持って成立しました。1789 年のフランス革命は絶対王政の
崩壊、自由・平等・人権・国民主権（民主主義）・議会制民主主義を柱とする近代市民
社会開始の象徴的な出来事でした。その後ナポレオン帝政などの 81 年間の逆流が
あったものの、市民革命の理想は 1870 年の第 3 共和政以降定着しました。なお日本
は 1868 年の明治維新によって近代市民社会の諸体制が整備され始め、77 年後の
1945 年に国民主権を獲得し、最近になって民主党政権／二大政党制に移行していま
す。1870 年頃の世界は、先進国内の民主主義と人権無視の世界的植民地支配が並存
する矛盾に満ちたもので、これが解消されるまでさらに 75 年間を要しました。即ち
アジア・アフリカ諸国は 1945 年以降の独立によってやっと西洋的な民主主義社会の
一員となりました。その時期は仮に 80 年間を歴史の一昔とすると、日本より一昔遅
れ、欧米より二昔遅れということです。結局、歴史というものは試行錯誤・逆流を繰り
返しながらも着実にではあるが前進し、約 80 年間の歴史的時差を持ちながら雁行的
に世界に波及し発展を遂げています。そしてその基本にはフランス革命の理想とする民
主主義概念の絶えざる発展が在るように思います。
⑶ 旧社会主義政権崩壊の意義：1917 年のロシア革命から 1989 年のベルリンの壁崩
壊までの 72 年間でいわゆる旧社会主義政権は実質的に崩壊しました。暴力革命・一
党独裁・自由の抑圧という非民主主義的手法は丁度一昔前のことで、現在では世界的に
否定され、自由主義経済・議会制民主主義が発展する契機となりました。議会制民主主

サロン談義

113

義はアジア・アフリカにも広がる一方、旧社会主義が目指した社会福祉の拡充は体制を
越えて拡大し、資本主義諸国の民主主義発展のバロメーターともなっています。
⑷ 幸せになる資本主義：1990 年代は EU15 カ国中 13 カ国が社会民主党政権でもあ
り、「ゆりかごから墓場まで」といわれるごとき社会保障の充実が図られました。例え
ば誰にも数十平米以上の住宅に住む権利があり社会負担で公営住宅や家賃補助が行われ
ます。子供は社会の財産であり社会には子供を守り育てる義務があります。医療・教育
も社会の利益に寄与する社会の事業であり社会が負担します。雇用についても社会の一
員としての企業に賃金などの公平・平等を目指す責任を課します。こうした思想はライ
ン型（欧州型）資本主義ともいわれ、「幸せになる資本主義」（田端博邦：朝日新聞出版、
2010 年）として注目を浴びています。社会連帯や社会的制度を組み込んだ資本主義
で、人道主義を基にしています。「オムソーリ」というスウェーデン語がありますが、
悲しみの分かち合いという意味で、欧州諸国の精神をよく表現しています。欧州諸国で
は現在の大不況下でも、人員解雇はせずワークシェアリングによる労働時間の削減で対
応する例をよく聞きますが、その根本にこうした悲しみの分かち合いの精神があるのだ
と思います。これに関連して、日本でも子供手当て実施や「ベーシック・インカム」が
最近議論されており、今後の社会を考える上でこの「幸せになる資本主義」即ち社会民
主主義は大いに参考になると思います。力とカネによる世界的な覇権・格差は現在益々
強まっているが為に、人々は拠り所とする「人々のための政治」をこの社会民主主義に
求める傾向は今後とも強まらざるを得ないでしょう。ただし近年のヨーロッパでは、経
済成長が先決との保守・自由主義政権が台頭し、政治は一直線では進んでいませんが、
日米の民主党政権樹立もあり、先進国全体で見ると、民主党・社会民主党政権国の人口
比率は、1900 年には 0％であったにもかかわらず、1950 年以降ずっと増加傾向に
あります。なお、民主党も社会民主党も国によって事情も異なりますが、相違は現在の
ところあまり無いように見受けられます。
⑸ 中南米・アフリカでも広がる民主党・社会民主党政権：中南米は数十年遅れでヨー
ロッパの歴史を追いかけています。1990 年以降はブラジル・アルゼンチンなどほと
んどの国が不十分とはいえ複数政党制・議会制民主主義体制を整え、2009 年現在、
域内人口の 66％が、民主党政権 6 カ国（アルゼンチン・ブラジル・パラグアイ・エ
ルサルバドル・グアテマラ・ハイチ）、社会民主党政権 2 カ国（ペルー・ウルグアイ）、
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新社会主義政権 4 カ国（ベネズエラ・エクアドル・ボリビア・ニカラグア）へと変貌
を遂げています。一昔前の「軍政とゲリラの中南米」のイメージは大きく変化していま
す。
また一方、アフリカ諸国は、1990 年から 2000 年の間に多くの国々が内戦を終結
し、複数政党制と議会制民主主義を徐々に整えました。1994 年南アフリカでマンデ
ラ社会民主党政権が成立し、その後現在まで同様な社会民主党政権国が主要 5 カ国
（南ア・モザンビーク・アンゴラ・エジプト・ガーナ）に定着しています。現在、アフ
リカ人口に占める民主党政権・社会民主党政権・新社会主義政権の国々は約 3 割に達
し、アジアに於ける同比率 2 割を上回っています。中南米やアフリカのこれら諸国は
イギリスやアメリカの植民地・経済支配・アパルトヘイト等によって長年苦しんだ国々
であり、その歴史の痛みが大きければ大きいほど民主主義へのエネルギーもより力強く
なっていると思います。
⑹ 資本主義体制の将来と民主主義：資本主義体制は 18 世紀の産業革命と共に生まれ、
19 世紀に発展し、20 世紀後半に成長・爛熟の頂点を迎え、21 世紀には経済的には
超国家企業が世界を制覇するに至ったにもかかわらず、政治的には日米の保守政権が敗
退するなど後退・停滞を余儀なくされています。日米に限らず中南米・アフリカでも民
主党・社会民主党政権が拡大しています。その下で、新自由主義的な政策をこのまま推
進するのか、貧富の差・核・環境破壊などをなくすために資本主義体制を手直しするの
かが盛んに議論されるに至っています。100 年前には全く無かった光景です。現在の
ところ、民主党政権は資本主義体制を補完し守る役割を担っています。しかし、もし民
主党政権下でこれまでのような経済による世界の覇権が進められ、人々の期待する民主
主義が進まないようなら、日米の民主党政権も安泰ではいられないでしょう。日本の政
治は今後二大政党制による資本主義体制維持の時代に入っていく様です。それでも欧米
に遅れること 70 数年ながら歴史が刻む確実な一歩には違いありません。さらに、21
世紀の世界は資源・エネルギー・環境問題が年々深刻になり資本主義体制がこれを解決
することは益々困難になることでしょう。却って、資本主義体制の暴走を許さない為の
諸規制は国際的にも増えることでしょう。この過程で民主主義は、経済体制としての資
本主義に退場を迫り、「投票箱を通じた革命」を用意するかも知れません。民主主義の
概念は時代の悪化に対応して進化しています。博愛から基本的人権・生存権へ、法の下
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の平等・機会均等から結果の平等へ、自国民だけの平等から世界的且つ世代間の平等へ、
自由放任から強者の自由の制限による社会全体の安寧へ、等々です。私たち庶民が今後
どのような民主主義制度に未来を託すかは、私たち自身の責任で決め、将来にわたって
発展させねばならない課題です。


2011 年 1 月 7 日

追記：最近の事態に観る如く、エジプトのムバラク政権は社会民主党系政権ではあっても、
長期に亘る独裁色に対する国民の反発は激しく、それが又これら諸国の民主主義へ
のエネルギーの高揚を物語っています。


2011 年 2 月 4 日

「サロン談義 8」コメント 5

政体の比較と評定

八木紀一郎＊
政体のグルーピングの恣意性：中西さんは、この問題提起 3 の文章の後の方で、世界
の各国の政権を分類して全体としての傾向を評価している。中西さんの分類では、「王
政・軍政」、「自由」、「民主」、「社会民主」、「旧社会主義」、「新社会主義」になっている。
しかし、この分類は恣意的であり、またすべてを尽くせるとも思われない。
たとえば、1930 年代の世界を席巻していたファシズムやナチズムを「王政・軍政」
とみなすのは無理である。戦後の途上国の多くで成立していた「開発独裁」も、その一部
は「軍政」に分類できるにせよ、政権と一体化した政党を基盤にする場合も多いので、こ
のグループに入るとは思えない。伝統的な権威を基礎にする王政と何らかの国家的目標を
かかげた全体主義ないし権威主義体制を同一のグループに入れるのは困難だろう。
「自由」「民主」「社会民主」の 3 区分は、欧州議会での「保守党」「自由党」「社会民
主党（労働党）」という政党のグルーピングを思わせる。しかし、「自由」グループを欧州
の保守党（「国際民主同盟」など）に対応させ、「民主」グループに米国の民主党（そして
摂南大学経済学部教授、京都大学名誉教授（社会経済学および経済学史）

＊
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おそらく日本の民主党も）を配しているのは、政治風土の違いによって政治勢力の配置に
ズレが生じることを示している。欧州では「自由主義」勢力は 19 世紀の政治面におけ
る近代化の主力であったが、19 世紀末に保守勢力が民主政治に対応する術を習得すると
少数勢力に転落した。中西さんは、おそらく日本の「自由民主党」を念頭において、自由
主義と保守主義を結びつけているのであろうが、欧州では自由主義と保守主義は対抗関係
にあった。それに対して、自力独行の移民からなる国家として成立した米国では社会改革
に抵抗する保守主義の基調が自由主義になった。また、米国や日本では「社会民主主義」
は欧州の政党政治におけるような確固とした地位を築いていない。
「旧社会主義」が一党独裁・計画経済の社会主義だというのはわかるが、複数政党・議
会民主主義による「新社会主義」を独立した 1 グループとみなしうるとは思えない。た
とえば、旧東欧の社会主義でも、統一戦線の枠内ではあるが複数政党が存在し、定期的に
選挙が行われていた。「新社会主義」の例としては、野党の抵抗にもかかわらず大統領再
選を果たし、石油産業の国営化を基礎に「21 世紀社会主義国家」の建設を掲げているベ
ネズエラのチャペス政権があげられている。しかし、ベネズエラの経済は全体としてはま
だ市場経済にとどまっている。資源の国有化によって獲得した経済的剰余を疑似社会主義
的に配分することは、1950～70 年代のメキシコの制度革命党政権の「社会主義」の実
態であったが、それはこの政権が「自由主義」に転換することを妨げるものではなかった。
そもそも「計画経済」に代わる「社会主義経済」の原理を示さないかぎり、「新社会主義」
を独立した範疇とすることはできないであろう。旧東欧でソ連に従属しながら政権を担っ
ていた社会主義あるいは共産主義の諸党は、1990 年以降はそのほとんどが、マルク
ス・レーニン主義から社会民主主義に政治イデオロギーを染め変えた。「新社会主義」ら
しき主張を唱えたグループも存在したが、直ぐに政治的影響力を失った。私は欧州社会主
義の正統は社会民主主義にあり、ソ連型の「旧社会主義」は戦争と帝国主義によって生ま
れ世界的な存在を得た独裁的な変異体であると思う。独裁的な変異体から「新社会主義」
が生まれることを期待することは望み薄である。
形式的な指標と実質的な指標：政体ごとのグループ分けに困難がともなうとすれば、政
体の評価基準自体を独立させて、それで各国・各時代の政治を評定した指標を作成すると
いうのはどうだろうか？

最近では多くの国際機関や民間 NGO がそのような指標を作成

して活動している。
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米国に本拠を置く NGO フリーダムハウスは、「政治的権利」（Political Rights：PR）
と「市民的自由」（Civil Liberty：CL）に分けて各国の自由度を評価し、「自由な国」、
「部分的に自由な国」、「自由のない国」に分けている。その方法は、2 つの自由にかかわ
る多数の設問を設定してそれへの数値を集計したスコアを作成し、それをもとに 1（最
も自由）から 7（最も不自由）までの格付けを与えることである。2 つの格付けの平均
値が 1.0－2.5 の国が「自由な国」、3.0－5.0 の国が「部分的に自由な国」、5.5－7.0
の国が「自由のない国」に分類される。
政治的権利の評定のためには、「選挙」、「政治的複数主義と政治参加」、「政府の機能」
に関する合計 10 の設問、市民的自由の評定のためには、「表現および信条の自由」、「結
社および組織の自由」、「法の支配」、「人格的自律および個人的権利」に関する 15 の設
問が用意されている（参照 http:www.freedomohouse.org）
。
しかし、その格付けの結果をみると、米国と西欧諸国が PR、CL ともに最高点の「自
由な国」になり、アジア、アフリカ、南米の途上国の多くが「部分的に自由な国」、そし
てイラン、ロシア、また、いまなお「社会主義」を奉じている諸国は「自由のない国」に
分類されている。とくに「政治的権利 PR」においては、「社会主義」諸国は、中国も
キューバも北朝鮮と同じく最低ランクの評点 7 になっている。私の判断では、中国は共
産党支配でありながら、党内に企業家を迎え入れたり、党外の各級政治レベルで選挙制を
取り入れる実験をおこなったりしているので、北朝鮮と同一とはみなせない。これは、と
くに「政治的権利 PR」の指標が旧共産圏の政治制度を排除するように形式的に構成され
ているからであろう。その点、より実質に近い「市民的自由 CL」の評点の方が実態を反
映していると思われる。こちらの方では、ベトナム 5、中国 6、キューバ 6、北朝鮮 7
と、みな悪いスコアながら程度に差がつけられている。
実質的な指標を重視している例は国連で、その人間開発指数（HDI）は、平均余命指数、
教育指数（成人識字指数、総就学指数）、GDP 指数という 3 指標の平均によって算定さ
れ、最低値 0 から最高値 1 の範囲で示されている。これは直接に政体（政治）の評価を
おこなっているのではないが、政体が奉仕すべき国民の幸福について、健康、教育（知
識）、経済（所得）という直接に人間の幸福にかかわる 3 領域の客観的な指標にもとづい
て作成されている。それによって国別に、上位から 1/4 の「最高位諸国」、次の 1/4 の
「高位諸国」、第三の 1/4 の「中位諸国」、そして最後の 1/4 に入る「低位諸国」の 4 グ
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ループへの分類がなされている（参照：ウィキペディア「人間開発指数」2011 年 1 月
4 日アクセス）。
2010 年度の評定では、「最高位諸国」には、トップのノルウェー、2 位オーストラリ
アから西欧諸国、米国（4 位）、日本（11 位）、韓国（12 位）を含む先進国が入ってい
る。第二グループには、ロシア（65 位）やトルコ（83 位）や東欧諸国、メキシコ
（56 位）、ブラジル（73 位）などの中南米諸国が入っている。中国は 89 位、インドは
119 位でともに第三の中位国である。第四グループはアフリカの国が多いがバングラデ
シュ（129 位）、ミャンマー（132 位）、ネパール（138 位）のような南アジアの国も
入っている（http://www.undp.or.jp/hdr/global/2010/index.shtml）
。
私は、政体の形式的比較よりもこうした実質的比較の方が議論を生産的にするのではな
いかと思う。少なくとも、私は人々が不幸になっても、自由主義や民主主義の形式を整え
さえすればよいと主張する原理主義者ではない。1990 年代ロシアの体制移行において
は、自由の増大と裏腹に平均余命の減少という生物的な不幸が生まれた。フリーダムハウ
スのような形式的指標と実質的な国連人間開発指標が背反する例であろう。
上記の HDI 指数では、もとになる 3 指標の計算が各国の平均値で産出されていて、国
民内部の不平等度が考慮されていないという批判が生じるだろう。そのため、2010 年
度の『国連人間開発報告書』では、健康、教育、所得にかかわる不平等度を加味した「不
平等調整済み人間開発指数」（IHDI）が提案されている。しかし、不平等の存在によって
平均による指標から評価を引き下げなければならない程度は、HDI が高い諸国よりも、
それが中程度、あるいは低い諸国の方が大きい。
民主化・自由化への移行はどのように起こるか？：中西香さんは政体の比較評価を通じ
て、「王政・軍政」が減少し「民主制」が増加するというトレンドを発見している。たし
かに、私がものごころついてからだけでも、1960 年代に植民地支配の大部分が消滅し、
1970 年代に南欧やアジア地域の独裁国家の民主化がおこり、1989～90 年に旧共産
圏諸国の体制転換が起きた。記憶に新しいのは、それを F・フクヤマが「歴史の終わり」
と表現したことである。ドイツの思弁哲学者の G・W・F・ヘーゲルは、いったん反革命
の連合によって圧伏されたフランス革命の精神が、当の反革命諸国家の活動を通じて深化
されて全欧州に普及すると説いた。フクヤマは、自由主義と民主主義の価値は、ソ連圏の
権威的共産主義とアジアの開発独裁という対立者のもとでその価値が再発見され、これら
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の崩壊を通じて全世界に実現し、「歴史」としてのサイクルを終えたとみなしたのである。
これに関して、私が思い出すのは 2008 年 10 月に中国の「改革・開放 20 周年」を
記念した上海で開催されたあるシンポジウムの情景である。その主催者側の人物は、基調
報告で、「中国には権威主義が残っているが、もはや全体主義ではない。中国は、権威主
義の段階を通って、全体主義から民主主義に向かう」と主張した。だが、はたして、権威
主義は民主主義への過渡段階でありうるのだろうか？

それも中国のような国で。

たしかに、全体主義あるいは権威主義から民主主義への移行をなしとげた国には、欧州
ではスペイン、ポルトガル、ギリシア、アジアでは韓国、台湾、中南米ではチリ、ブラジ
ル、アルゼンチン、メキシコなどの例が存在する。多くの場合、移行に際しては、体制内
の主要勢力、あるいは少なくとも有力な勢力の一部が移行を準備し、橋渡しの役割を果た
すことが多かった。中国ではそのようなことが起こりうるであろうか。先のシンポジウム
では、とくに同じ民族で（国民党の）独裁体制から民主主義に移行した台湾の事例に中国
人研究者の関心が注がれていた。台湾では、蒋経国から中華民国総統職を継承した李登輝
の役割が大きかったが、中国共産党内部でそのような人物が出現するであろうか。先のシ
ンポジウムでは、多くの中国人研究者はそのようなことを期待しているように思えた。し
かし、アメリカ在住の研究者が台湾における選挙戦の過熱ぶりについて説明し、中国政治
はそのような過熱した政党間競争に耐えられるかと問いかけた時、会場は水をかけられた
ようにシュンとなった。たしかに、中国のような地方割拠的な傾向のある大国では、政争
が悪化したまま全国的に収束しない危険が大きいだろう。中国で「民主化」への移行は、
どのような過程をたどるのであろうか、またそもそもそれが成功するかどうか。現在の私
には正直に言って予想がつかないが、世界史的な意義をもつことは疑いない。
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2011 年 1 月 7 日

「サロン談義 8」コメント 6

生き甲斐のある社会を目指して
上田公介＊
世界の富の大半を超国家企業が独占し、利潤を求めて世界中を駆けずりまわらなければ
ならない宿命に置かれているとか、この不況、不況と騒がれているわが日本で、土地評価
価格が全世界の十数パーセントも高く、世界の富裕者 1,000 万人のうち 16％もが日本
人とは驚いてしまいます。さて、このような経済や政治の記事を読んで、毎日臨床に追わ
れている医者の立場から、岡本太郎さんの言葉を借りますと、「功利的な政治と経済だけ
が圧倒的な力をもって社会を動かしていくこと。それを誰も疑わない。そこにぼくは近代
社会における卑しさ、退廃、矛盾を感じ取るのだ」（岡本太郎：自分のなかに毒を持て－
あなたは “ 常識人間 ” を捨てられるか、青春出版社、1988 年）。また同氏は、「生きる
－それは本来無目的で、非合理だ。科学主義者には反論されるだろうが、生命力というの
は盲目的な爆発であり、人間存在のほとんどといってよい巨大な部分は非合理である。わ
れわれはこの世に何故生まれてきて、生き続けるのか、それ自体を知らない。存在全体、
肉体も精神も強烈な混沌である。そしてわれわれの世界、環境もまた無限の迷路だ。だか
らこそ生き甲斐があり、情熱がわく。人類はその、ほとんど盲目的な情感に賭けて、ここ
まで生き抜いてきたのだとぼくは思う」（同書より）。このように、経済と政治に翻弄され
ている人間にとって、今の混沌とした時代に必要なことは、もういちど、「生きる」とい
う意味を問い求める必要があるのではないだろうか。ただ経済一辺倒、「衣食足りて礼節
を知る」時代は、とうの昔に過ぎ去ってしまい、今やお金のためなら人殺しでもなんでも
する時代になってしまったのではないだろうか。経済学者に御願いしたいことは、確かに
政治と経済でわれわれの生活がしばられていることは理解できるが、ひとりひとりの人間
が本来の人間らしさを取り戻して、生き甲斐を持った生活ができるような社会システムを
構築することが重要ではないだろうか。そのようなことを実地臨床医からみて、強く感じ
ています。


2011 年 1 月 21 日
名古屋前立腺センター/温熱・免疫療法研究所（泌尿器科学）

＊
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Books
日高敏隆

著

僕の生物学講義－人間を知る手がかりの詳細
（株）昭和堂

¥1,800＋税

2010 年 10 月 30 日発行

ISBN978-4-8122-1043-7

日高敏隆先生の『ぼくの生物学講義－人間を知る手がかり』という本が出た。日高さん
の高弟の今福道夫京大名誉教授と昭和堂の松井久美子さんとが、精華大学で生前に 13
回にわたっておこなわれた講義の録音を編集したものである。「いくぶんかの調整をおこ
なったが、臨場感が失われないよう、ありのままの表現を極力尊重した」と、今福さんの
あとがきにあるだけに、日高さんの肉声を聞くような気分になった。そして、日高さんが
講義を終えるたびごとに、「ごくろうさまでした」と学生に挨拶されたのを知って、さす
がと思わざるをえなかった。私も 1 章を読み終えるごとに、「ごくろうさま」といわれ
て、読んだ甲斐があったと思った！

私はたいへん気持ちよく読み終えることができた。

まさに「快読」できたといってよい。
内容は動物としてのヒトを解説し、二足歩行、体毛喪失から、女性の乳房、言語、セル
フィッシュ・ジーン、社会、結婚、世界観の形成（ものの見方）に至るまでカバーしてい
る。自由奔放な語りはたいへん魅力的である。私は人類学者の端くれであるが、ヒトが高
血圧で悩むのは、二足歩行のせいであるというのは初めて聞いた。首の長いキリンはもっ
とたいへんで、心臓近くの血圧は 380 もあるそうである。ユニークなアイデアである。
オーソドックスな人類学教科書には、二足方向のコストとして、胃下垂や痔、椎骨ヘルニ
アくらいしか記載されていないと思う。「人間を知る手がかり」ということで、アリやハ
チ、チョウなどの昆虫からイヌ、ネコ、サルやライオン、キリンまでいろいろな動物の話
が随所に出てくる。日高さんのなさった実験や実際の観察の経験も随所に紹介されてい
て、たいへんおもしろい。その上、直立歩行水棲起源説など人類進化論に出てくる仮説は
もちろん、ゲーム理論まで紹介されている。
これはスライドなしの講義であったろうということがよくわかる。というのは、図や表
がなくてもスイスイ理解できるからである。私は、今やパワーポイントなしには講義や講
演ができなくなってしまった。もともと話しべたなのが、スライドが利用できるため、話
術を磨く努力をしなくなったためである。しかし、日高さんの話術はすばらしく、これ
は、落語家の域に達していると思われる。なにももたずに一時間以上も人を厭きさせずに
聞かせるのはたいへんなことだ。「チンパンジーやゴリラにシラミがいない」、「雌の選択
理論は 40 年前頃に出てきた」といった誤りが数箇所あるが、口を滑らされたのであろ
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う。最後のほうで、「人間は核家族で子供を育てるのではない、多くのオジサンやオバサ
ンたちとのつき合いの中で育ってきたのだ」ということを力説されている。おそらく、現
代日本で最も重要なテーマであると考えられたのであろう。私も同感である。講義の終り
は、イマジネーションとイリュージョンという、たいへんユニークな二章で締めくくられ
ている。どうユニークかまで書くと、本を買わない人がでてくるだろうから、遠慮してお
く。

西田利貞（編集顧問）

Books
佐藤真一

他2名

編著

老いとこころのケア－老年行動科学入門－
（株）ミネルヴァ書房

¥3,000＋税

2010 年 7 月 20 日発行

ISBN978-4-623-05768-9

本書は介護保険制度の導入から 10 年が経過した今日、日本老年行動科学会の会員で
ある著者たちが「勘と経験と度胸の介護」から「科学的な方法に基づくケア」へを合言葉
に毎月ケアカンファレンスを開いた成果をまとめたものである。第 1 部「高齢者のここ
ろの理解とケア」と第 2 部「老年行動科学の基礎」から構成されている。
第 1 部では「人の気持ちは、わかるか？」と問いかけ、認知症高齢者との対応のポイ
ントとして「ひたすら聴く」と「非言語的表現から行動の原因をみつける」をあげてい
る。また高齢者施設における介護職員のストレスもとりあげ、ケアの基本は相互理解に基
づく人間関係の形成にあるとする。家族介護も含め、介護は人間だけができる価値ある仕
事であるが、一人で悩みを抱え込まずに分担し、自分を大切にしてこそ良い介護が出来る
ことが強調されている。
第 2 部では「老いに伴う心身の変化」をとりあげ、「老年期とは老化（喪失）の過程で
あるだけではなく、新に成長（獲得）して行く時期でもある」との生涯発達モデルを紹介
している。そこでは、過去・現在・未来の区別の意味が薄れて渾然一体となり、先祖との
つながりを強く感じたり、人類や宇宙との一体感が高まり、生死の区別も低減した宇宙的
意識の獲得があるとする。本誌 23 巻 4 号でお知らせした「いのちの科学フォーラム：
ガイア・メディスン」（2011 年 2 月 11 日開催）と通ずるものであろう。超高齢期の
安寧に必要なのは、「英知」ではなく、人生の初めの「基本的信頼」であり、そこに若者
の理想としての超高齢者に関する肯定的視点を求めている。
近代化と共に高齢者の知恵袋としての社会的地位は低下してきているが、高齢者を支え
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るものは「生きがい」であり、その対象は「人間関係と仕事・余暇・社会活動の充実」で
ある。今なお「99 歳・私の証、あるがまま行く」を新聞紙上に発信し続けている現役医
師の日野原重明が 2001 年に提唱した「新老人運動」は「これまでの経験や知恵を活か
す新たな役割」を強調した新たな高齢者像を目指すものであり、本誌編集代表であった菅
原努先生が提唱された「大学名誉教授の知恵の実社会でのリサイクル」の趣旨と一致す
る。本書の最終章では、「生きがい」と深く関わる「老いと疾病」が取り上げられ、高齢
者で高まる心身相関へのケアが強調されている。

山岸秀夫（編集委員）

Books
さいしょ

最所久美子

著

医療と福祉を超えて暮らしを拓く：住民力で地域医療－医師・宮原伸二の奇跡－
（株）ミネルヴァ書房

¥3,200＋税

2010 年 8 月 20 日発行

ISBN978-4-623-05807-5

「まずは医療費削減ありき」の国の方針に起因する高齢者の「在宅介護の推進」は、ど
こにも行き場のない「介護難民」を増やし、実際には「在宅放置」となる現実がある。本
書は一人のライターが、〈地域住民の力を引き出して、医療と福祉の連携を目指そうとの
実践を始めた〉一人の「赤ひげ」医師、宮原伸二の生き様を探求しながら、本人に代って
社会に発信する異色の「医療福祉文化」論である。
宮原は 1960 年代中頃の「医局の民主化」を図ることを目的とし、インターン制度の
改善を目指した全国的な実力闘争の中で医師となり、30 代は秋田県の無医村での「一人
医師診療所」に赴任し、巡回検診から始めて住民パワーを引き出して健康増進医学を進め
た。しかし「一人医師」が持つ権力の重責に耐えかねて、40 代で高知県の高齢化した僻
地の公立保健センターに転勤した。そこでは、「寝たきり高齢者対策」を開始しチームを
組んで在宅ケアを行うと共に、診療所を自宅化する「ターミナルケア」も始め、結果とし
て地域の医療費負担の軽減を実現した。50 代では、これまでの経験を医療福祉の教育に
活かすべく、岡山県の都市の医療福祉大学に転勤する。ここではキュア（治療）のための
医学だけでなく、ケア（親しい心のこもった世話）に結びついた医学の実践を唱えた。し
かし都市では「在宅介護」への住民力は薄れていた。そこで 60 代に入り、訪問看護ス
テーションの NPO 法人を立ち上げ、東北や四国の農村で実践した地域医療の “ 都市版 ”
を始めた。そこで医療者にも介護者にも必要とされたのは、利用者の心を受け止める「感
性」であることに気付き、「在宅放置時代」と言われる超高齢社会で、最後まで「自分ら
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しく生きる」ための環境づくりを目指している。すなわち互いに支え合う「医療福祉文
化」の醸成である。ここでは病気を診る名医ではなく、むしろ患者を看る良医が求められ
ている。

山岸秀夫（編集委員）

Books
村上陽一郎

著

人間にとって科学とは何か
（株）新潮社

¥1,100＋税

2010 年 6 月 25 日発行

ISBN978-4-10-603662-0 C0340

本書は、その「あとがき」にもあるように、著者が語りおろした原稿からサイエンスラ
イターが編集したものである。したがって著者の科学に対する熱意が読みやすい文章で連
ねられている。本誌を発行している健康財団グループの「いのちの科学を語る」シリーズ
とほぼ同じ企画である。著者との 9 回のインタビューからなり、科学は決して「社会に
役立つためにある」わけでなく、本来知識を追求する営みであり、知識を追求すること自
体が人間という存在にとってかけがえもなく大事であることを一貫して主張している。そ
して科学の成果をその経済効果で判断しようとする「事業仕分け」の風潮に一矢を報いよ
うとしている。
自然科学は人間にとって共通の相手である自然を探求することであり、その成果は知的
財産としての宝物であり、やがて世界全体の共有財産となって行くとの認識を示してい
る。したがって「ものを考える」という原点では、自然科学も哲学と同じであり、宗教が
人間にとって必要であるのと同様、自然科学も人間にとって必須であるとの論理を展開し
ている。経済効果は別にして、文理を問わずどんな科学的知識も人間にとって有用である
との見解である。
本書の内容は大きく前半と後半に分けられ、前半では社会的営みとして定義される「近
代自然科学」の誕生とその倫理を問い、後半では安全とリスクの「科学」を論じている。
職業としての自然科学者の共同体が誕生したのは、近代産業の立ち上がり期であった 19
世紀後半のことであり、まだその歴史は短く、まだ 100 年余りである。知的活動として
の純粋自然科学もやがてその科学技術の成果が産業界に革命をもたらし、殖産増強に役立
つ工学、農学、医学を発展させ、人々に便宜を提供した。そのあげく、原子力や遺伝子操
作技術の開発は、「科学的合理性」と「社会的合理性」に関する新しい倫理問題を提起し
た。自然科学の「合理性」はもともと人間の行動に関しては殆ど無力である。地球環境問
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題やエネルギー問題、ひいては臓器移植や再生医療をめぐる生命倫理を考えるには、それ
ぞれの社会に固有の価値観を抜きにしては不可能である。
ここで後半の話題となり、社会における意思決定が「科学」との関連で論じられてい
る。そこでは「常識の中での賢慮」や「転ばぬ先の杖」という原則が通用しているが、著
者は自然科学者の社会的責任は「科学リテラシー」（説明責任）を鍛えることであるとし
ている。例え原因と結果が決定論的構造となっている自然科学にも様々なパラメーターで
惹き起こされる不確実性が問題となってきている。特に環境や医療分野では不確実性に満
ちている現実を正直に社会に発信し、少しずつ「知識の進歩のための科学」に対する社会
的合意の形成に向かうべき時代であると結んでいる。
評者の見解では、科学的思考とは知識の断片を繋ぐシナリオの形成であろう。時代と共
に断片の数が増え、複雑系に関してもシナリオは限りなく精密になって行く。しかしその
シナリオに基づく未来予測は本来不確実性を含むことは当然である。人間にとって科学は
決して万能の剣ではない。用、不用を問わず、剣に磨きをかけ続けるのが本来の科学者の
姿であろう。

山岸秀夫（編集委員）

Books
「五重塔のはなし」編集委員会

五重塔のはなし
（株）建築資料研究社

¥1900＋税

編著

2010 年 8 月 31 日発行

ISBN978-4-86358-077-0

評者は古都京都と奈良のほぼ中間、京都から五里、奈良から五里、古くから「ごりごり
の里」と呼ばれた城陽市に住んでいる。京都に向かう近鉄線に乗って電車が十条駅を過ぎ
ると間もなく、山城盆地で最高峰の愛宕山を背景に日本一高い東寺（教王護国寺）の五重
塔が見える。今年も新年 1 月中旬には雪化粧をした愛宕山を後ろに塔頂の相輪の水煙が
朝日に照らされて一段と輝きを増していた。全国に国宝級の塔が 9 基現存するが、京都
には東寺の他に醍醐寺、海住山寺を合わせて 3 基、奈良には法隆寺、室生寺、興福寺に
3 基がある。このほか京都には御室桜で知られる仁和寺と祇園八坂の法観寺の 2 基が重
要文化財として存在する。いずれも江戸時代までに建立されたものであるが、7 世紀の
創建当時のまま現存する世界最古の法隆寺の塔、重量感あふれる興福寺の塔、女人高野と
も呼ばれる室生寺の繊細な小振りの塔、弘法さんの月の市で賑わう東寺の塔、太閤秀吉の
「醍醐の花見」で有名な醍醐寺の塔、いずれもそれぞれの寺の美しいシンボルタワーであ
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る。しかしその由来や構造などについては意外に知られていない。評者も五重塔は仏舎利
の納骨堂であることは知っていたが、何故初層より上に登れないのか？どうしてこのよう
な高層の木造建築物が地震などの天災に耐えてきたのか？との疑問を持っていた。本書
は、その素朴な疑問に答えるもので、歴史学と建築学の知見に基づいて解説した総集編で
ある。
まず五重塔のルーツ（起源）はお釈迦様のお墓であるインドのストゥーパで、仏舎利を
納骨した二重の基壇の上に煉瓦で造られた饅頭型をしており、五重塔の相輪の基部の伏鉢
にその原形を留めている。中国、朝鮮半島に仏教が伝来して以来、円形の基壇に階層を付
けて各層に仏像を祀る五重以外の多層の石塔が造られた。木造の五重塔は仏教が日本に伝
来してから、日本の気候風土、すなわち高温、多湿、多雨に対する配慮がされ、日本人の
美意識から造り出された日本独自の塔である。仏舎利の容器を納めた礎石（心礎）の上に
乗る心柱を中心に組み上げられ、初層だけに仏像を祀り、二層より上は丁度角材からなる
三次元のジグソーパズルのような組み物であって、多くは釘などで固定せず、その部材の
間にゆとりのある柔構造である。木造のため落雷や火災に対する弱点はあったが、その耐
震性や耐風性の強さの秘密はこの柔構造にあると言い伝えられており、この構造機能の特
徴は現代建築にも取り入れられている程である。
全国に現存する五重塔を建立時代別にみると、7 世紀から江戸時代まで 1,200 年間の
22 基、明治・大正・昭和時代に 29 基、平成時代の 28 基で、総計 79 基である。明治
以降には一部鉄骨造も含まれるとはいえ、古くから数多く建てられてきた木造の五重塔の
多くは消滅し、その一部が復元再建されてきたことを物語る。それだけに風雨や腐朽に耐
えて現存する五重塔には、常日頃入念な管理と手入れを千年以上にも亘って行ってきた棟
梁や大工の技術者集団の存在が見逃せない。五重塔も人の健康と同じで予防的な保全管理
が必要なのである。
それにしても人々がこれほどまでに五重塔を大切にしてきたのは何故だろうか？

現存

の木造の塔の高さの最大は東寺の 50.8m であるが、かつて 100m 以上の七重の塔が京
都の相国寺にあったが焼失した。外国での信仰的な意味を持つタワーとしては、回教寺院
のミナレットが有名で塔の上から人々に呼びかける目的で造られている。日本固有の五重
塔は天上から見下ろす神の目線でなく、地上からの人々の目線で仏の美徳を仰ぎ見る尊崇
のシンボルとして存在したのである。

山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)		本誌 23 巻 4 号 Books「文化を交叉させる」を拝読しました。大胆な比較文化論のように思
われますが、フランスと日本という類似性の少ない 2 国を選んだところに興味をそそられま
す。日本を世界の中でみつめ、さらに文明国を批判的に捉える有意義な書物と考えます。また
JCSD の記事は環境政策の課題として、本誌にふさわしい論文と評価します。付き合い社会
で成立したコモンズを契約社会で運営することには、いろいろな困難がありますが、環境の保
護と活用の面から当事者も政策も積極的に取り組む必要があり、これを提起する役割がこの論
文にはあると考えるからです。
2010/12/1（M.N.）
(2)		本誌 23 巻 4 号 Books「文化を交叉させる」は大変参考になりました。言語や文字の発達過
程は自然環境下での社会構造の変化と相補的関係にあるように考えています。無文字言語のモ
シ社会はこれからの社会を展望する視座そのものの多様性にもなっているように思います。

2010/12/1（K.K.）
(3)		本誌 23 巻 4 号（冬号）サロン談義 8、変貌する世界（Ⅱ）529～546 頁にて 3 先生の問
題提起については、その通りだと思います。特に今年は何かが狂っています。熱帯夜・猛暑日
の連続記録日の更新、CO2 による温暖化、大都市のヒートアイランド化等々。経済成長にと
らわれた現在の世界では化石燃料の消費削減は、世界的な総量規制をせずにはどのような対策
を行っても、結局は消費量を増やし環境を一層破壊する方向にしか行かないでしょう。あくま
でも成長・拡大指向に基づいて政治も進められるのでしょうか？ その逆の方向性こそが大切
だと思います。成長一辺倒ではなく、要は配分の問題であり、ワークシェアリングであります。
なんとか世界が縮小社会をグローバルに取り上げ実施の方向に持って行くべきだと思います。

2010/12/9（S.T.）
(4)		本誌の創刊者である菅原努先生とお会いしましたのは、今から 20 年くらい前の国際ハイ
パーサーミア学会でした。菅原先生が京都で開催され、こんな治療法もあるのかと驚きました。
それ以来先生のファンになり、名古屋市立大にも導入してもらい、ハイパーサーミアとのお付
き合いが始まったのです。最初は、患部を温めるだけで、癌が治るなんて（？）と思っていま
したが、患者さんに苦痛を与えず、上手に加温すると不思議なことに患者さんの容態がどんど
ん良くなり、癌も縮小するのです。自分なりに菅原先生の開発されましたサーモトロンという
大きな器械の扱いに四苦八苦し、患者さんの反応をみながら治療を進めてきました。なんと
いっても、医療の中心は患者さんであるからです。患部の温度が何度以上上昇させなければい
けないとか、温度計測をしっかりしなさいとかいう周囲からの雑音を無視しながら、ひたすら
患者さんにとって、理想的な治療とは何かということを求めてきました。このような姿勢が菅
原先生に認められ、菅原先生と山岸秀夫先生が始められた「健康指標プロジェクト」の一員に
加えて頂き、毎月一回京大通いが始まりました。参加された先生はいずれもノーベル賞候補の
人達ばかりで、とてもレベルが高く、また単に科学技術のみではなく根底に流れている京都哲
学というものに感動しました。菅原先生はいつも「次はこのようなことが問題になる」と、常
に学問のその先を示して下さいましたが、凡才の自分では到底ついていけず、申し訳なく思っ
ています。それでもどの学会でも最前列に座られ、最新の分子生物学についての知識を披露下
さり、また毎日 Nature に目を通しておられ、「こんなことが書いてあったので、参考にしな
さい」と手紙を送って下さいました。このような素晴らしい京都の育まれた英才を亡くし、日
本ハイパーサーミア学会も大きな痛手を受けましたが、先生のご意志を継ごうという若手研究
者も育っておりますので、先生の開発されたハイパーサーミアは今後も悩める患者さんの最後
の砦として 21 世紀以降も生き残り、発展するものと思います。菅原先生、今までの暖かい
ご支援とご指導に心から感謝いたしております。どうぞ、ハイパーサーミア発展のため天国か
ら見守ってくださるように。
2010/12/17（K.U.）
(5)		本誌 23 巻 4 号の特集「宇宙、心身、いのち」は身近なテーマだけに興味深く読ませて頂き
ました。入来先生の「脳」の話は科学的素養のない私にはかなり難解でしたが、人間知性の進
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化の神経生物学的メカニズムの研究は世界の学会でも、臓器医療の研究などに比べ、どちらか
と言えば未だ初期の段階だということを知ったのは意外でした。本論文では入来先生がされて
いる最新の研究の状況が生々しく伝えられておりますが、今後その成果が大いに期待されると
ころでしょう。動物実験に基づく藤田先生の「心」の話は、この 10 年室内犬と一緒に生活
している私には大変関心が深いテーマです。先生が研究対象にされた 4 つの認識項目の中で、
他者の「視線や注意状態」と「意図」の認識は間違いなく犬は持っているが、霊長類のサルに
ある「知識」の認識は犬にはないだろうというのが、生活を通して私が感じていたことであり、
これが科学的にも裏付けされたようです。本論文の中で私が一箇所よく理解できなかったこと
は、チンパンジーの知識認識の実験で「実験個体」「優位個体」「競合個体」という専門用語の
定義がわからないため、この実験の場面が映像として浮かばなかった点でした。鈴木先生のお
話は門外漢にも判り易く面白く読ませて頂きました。先生が言われる下記諸点は、これまで私
が女房と意見を異にしてきたことですが、この論文を読んで、「なるほど」と納得し、女房と
の議論闘争は私の完敗だと悟りました。［1］言葉は常に一つの決まった意味を持つとは限ら
ない。それが用いられる文脈により様々な意味を持つ場合がある。［2］コミュニケーション
は単なる言葉のキャッチボールではない。一見無駄に見えるようなたわいない話のやりとりは
大切。［3］眼には見えないけれども、そこに何かがあることを感じ取る能力が必要。［4］心
眼や察する心、直感と勘や第 6 感等は、人間特有の高度の能力だが、その能力の発現形態に
何か共通したものがある－これこそ学者や芸術家の閃きに働く能力である。［5］論理的なも
ので押していっても、それだけでは掴みきれないもの、その先にあるものが、洋の東西を問わ
ず、思想家や哲学者や芸術家を生んできた。特に結論部分の「人間テーマの研究の中で、それ
ぞれの専門分野ごとに分かれた形での研究の進展に力を入れるあまり、分野間の壁が厚くなっ
てしまっている。人間という共通の主題を扱う研究者が共に議論しなければ……」は意義深い
言葉だと思いました。
連載講座「感染症あれこれ（Ⅳ）」のプロバイオティクスは考えさせられました。この何十
年間、医者から抗生物質の処方箋をもらい、それを服用することで病気の治療をすることが一
般化しているようですが、この記事では「抗生物質に感受性がある腸内細菌は死滅し、逆に耐
性のある腸内細菌が増えてゆく」とのことです。短期的には抗生剤は非常によく効くから、好
んで抗生物質を投与して患者の病気を早期に治し、これが医者の技術のごとく患者に錯覚させ
ているような医者も無きにしもあらずと考えると恐ろしいことです。ただし記事の後半部分で
は、「プロバイオティクスを常用すれば腸内細菌のバランスは保持出来る」と説明されており、
抗生物質が氾濫している現代にあっては表 2 に提示されたような保健食品を愛用すれば危険
が回避できるようで、一安心しました。
サロン談義 8 の問題提起 2「地球は怒っている」は元企業人が書かれたためか、私のよう
な企業 OB には大変判り易い内容でした。項目別にきちんと整理して筆が進められているこ
と も、 読 む 者 の 頭 の 整 理 に 役 立 ち ま す。 以 下 感 じ た こ と を 述 べ さ せ て い た だ き ま す。
［1］過去 100 年間の日本の気温上昇数値は世界平均に対して 2 倍、大都会では 4 倍とかで、
我国の大都市のヒートアイランド現象が、恐ろしい勢いで進んでいる事実には驚きです。20
年後には東京は 40 度を超える灼熱化した場所になり人間が住めなくなるとか。「気象庁の温
度観測点は周囲に遮蔽物が全くない芝生などに設置される」との基準から推測して、現在公表
されている都会の温度は、そこに実際に住んでいる人々の実感からかなり低めになっており、
都会での生活環境は気温面ではかなり酷い現実になっているようです。［2］CO2 の排出量は
この半世紀で急激に増えている、即ち 1950 年は僅か 55 億トンだったのが 70 年は 3 倍の
150 億、90 年は 224 億、2006 年には 273 億と 5 倍以上になっているが、その根源は
世界的な工業化の進展による。現時点で既に、自然が吸収できる限界 113 億トンの 2 倍を
上回っているが、今後自然界の吸収能力は森林破壊や（気温上昇による）土壌中の微生物の活
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発化により減ってゆく一方なので地表の CO2 増加に拍車がかかるとのことです。［3］過去半
世紀の拡大型大量消費社会の進展で、日本の電力消費は 30 倍にも伸びたというのも恐ろし
い数字です。私どもの記憶に未だ生々しい事実「車やエアコンの普及率が５％から 90％に増
えた」から推してこれは容易に納得できることですが、「便利で豊かな生活と引き換えに CO2
のパンドラの箱が開けられ世界は CO2 で充満した」との筆者の指摘はそのとおりだと思いま
す。［4］「人類の母としての植物の 4 つの役割」が列挙されています。ヒートアイランド東
京を逃げ出し、この 10 年山間地で植物と一緒に暮らしている私にはよく理解できる大切な
植物の役割ですが、「現代人のみが植物のこの恩恵に浴し、他の時代の人々には分け与えず独
り占めして食い潰している」事実にもっともっと警告を発しなくてはならないでしょう。［5］
ここで筆者が紹介しているひとつの興味深い点は、上記 1 の温暖化の犯人は果たして上記 2
の CO2 増加によるものかという問題提起です。即ち「地球温暖化は太陽黒点の変化あるいは
太陽エネルギーの周期的な活発化による」との説があるとのことで、温暖化は人為的なものか、
自然要因なのかは未だ論争中とのこと。ブッシュ元米大統領の主張が正しく、「CO2 増加を心
配し、工業化に歯止めをかけても意味がない」とすれば、人類の生活向上には朗報ですが、こ
れは少数派の見解でしょうね。［6］最後に、筆者が提唱している下記の点には私も共感して
おります。①何事もカネの世の中で、政治がやる気になったら大きな流れも進む筈なのに、日
本政府は交通の高度化に腐心している如く、あくまでも成長・拡大指向で政治が進められてい
るのは残念。②日本は森の比率が大きく、長期的にも樹木の人類保護効果は大きいのに、日本
には大々的な植林戦略がないのは何故だろう。③「カネと力」に世界が委ねられている現実を
放置したままで、地球と人類の生存維持が図れるという「甘い考え」と「幻想」は見直すべし。
コメント 4「縮小社会への軟着陸」からも考えさせられました。「地球温暖化阻止・エコ省
エネ」の美名のもとに、最近政府・業界の指導で諸々の新しい方策が宣伝されていますが、松
久教授の分析ではそれには下記のような疑問があるということです。これは我々一般市民にも
充分に理解できる論点です。表題の「縮小社会への軟着陸」は極めて難しいようで、「破局に
至るまで成長路線を突き進むのが人類のサガ」かも知れないとの暗い気持ちになりました。
［1］目下国際間でホットに議論されている CO2 排出削減方法に関して、「地表に存在する二
酸化炭素の排出を削減することだけで大気中の CO2 は減少し、温暖化は止まる」と考えるの
は誤りである。地下に埋もれている二酸化炭素（石油、ガス、石炭等の化石燃料）を掘り続け
ている限り、大気中の CO2 は増加し続けるという事実を忘れてはならない。［2］政府はエコ
ポイントを付けて車や TV の買換えを奨励しているが、エネルギー効率が良い機種に買い換え
ることにより、ランニングに必要なエネルギーは確かに減少するが、使用可能な機種の廃棄に
必要な、更には新しい機種の生産に必要なエネルギーとのバランスでどちらが本当の省エネに
なるかは疑問である。エコポイントは自動車や家電メーカーの救済策という経済効果しか期待
できないことを認識すべきで、「勿体ない」「大事に長持ち」こそが真のエコではないか。［3］
資源のリサイクルが叫ばれており、確かにレアメタル等の場合はその回収効果は明白だが、そ
れに費やす電気等のエネルギーは無視できず、電気を作り出すに必要な化石燃料が排出する膨
大な二酸化炭素のことを忘れてはならない。身近なペットボトルにしても、エネルギーが必要
なリサイクルではなく、家庭での再使用に心がけるべきである。［4］二酸化炭素を排出しな
い太陽光発電や風力発電が盛んに宣伝されているが、その発電設備を作るのに多大なエネル
ギーが消費される。更に電気は蓄積できない為、不安定な自然現象のみに頼ることは出来ない
から従来型の発電所併設が不可避で、結局は二重投資になる。太陽光や風力は、家庭の温水器
とか畑の水汲み風車の如く、その固有な自然エネルギーをそのまま使うことで効率がよいので
あって、それを電気に変換する場合は膨大なエネルギーのロスになることをも認識すべきであ
る。最近のメディア報道では膨大なコストとエネルギーを費やして建設された我国の多くの風
力発電所が殆ど稼動していないようである。何たる無駄使いを政府は奨励したのだろうか？

130

環境と健康 24（2011）

［5］原子力発電は二酸化炭素を排出しないが、そこから発生する放射線廃棄物の処理・保管
には底知れぬコストと歳月がかかり、将来に大きな負の遺産を残すことも銘記すべきである。

2010/12/21（T.T.）
(6)		整形外科学がご専門の山室先生の本誌連載講座をいつも興味深く拝読しています。23 巻 4
号の連載講座：不老長寿を考える（Ⅸ）を読んで、小生の父も整形外科に昨今とみにお世話に
なり、感謝に絶えない毎日です。この世で最も尊い職業は医療関係者ですから先生の言は貴重
で、老後の生き方・臨死に際しての個人・家族・医者・取り囲みの方々の苦渋？の行動が読み
取れます。79 歳で亡くなられたライシャワーさんの、泣く泣く（79 亡く）ではない潔い最
後は見習うべきかもしれませんが。小生は、どのような時代に生まれようとも、一人の人間と
して父母から誕生し、生育させて頂いた感謝を忘れる不幸な者でない点をかみしめ、尊厳死は
介護社会・医療などがさらに進んだ時代となっても、未来永劫、若返りや不老不死の夢がかな
わぬ限り〈あ、そうだ♪ベニベニ！（ベニクラゲ音頭）〉、つまり、全ての人に死が訪れるなら、
従来通り個人の問題であり、家族の問題であり、社会、地球の問題でしょう。一般化や法律で
の設定はアメリカ（州によっては安楽死を認可）を例にとるまでもなく、難しいでしょう。そ
れでも目安を作成すべく、学会や社会の様々な組織が真摯に対処してゆくのでしょうか？ し
かし、結論はケース・バイ・ケース、絶対解決案などみつからないでしょう。もしも老化が進
行中の自分自身の父母がとても危うい状態になったら、どういう具合に納得して行動するかと
想像するだけでも、どなたもつらいでしょう。考え方次第で、ある程度は気楽になれそうだと
は思われもするのですが、身近で様々な例に多く遭遇する昨今、よく言われるよう、誰にも迷
惑をかけず、コロリとあの世とやらへ旅立ち、土にもどり、地球の一握の肥料となるのが最善
（そうなった方に後の責任はありませんね）でしょうが、それは神のみぞ知ることなのでしょ
うか？ アースに生まれ、アスは、アースに還る身なので、どなたも切実に臨死を思い患うこ
となく、今を「日々是好日に生きる」しかないのかもしれません。♪ケセラセラは、ひょっと
したら達観？かもね。真摯すぎ、気にしすぎると寿命が尽きるのが早まるらしいのですが……
きっと個人差がありますよね。やはり医療関係の方々には、終生お世話になることには間違い
ないでしょう。
2010/12/22（S.K.）
(7)		本誌 23 巻 2 号（2010）「音楽の演奏と科学の演奏」は “ なるほど ” ですね。音楽も科学も
大切なのは「感動」ですね。ノーベル賞学者（日本人）の誰かが「発明の素は “ 感動 ” です。
感動なくして発明なし」と言われていたのを思い出しました。またサロン談義 8 コメント 2
「地球の重みと人間の重み」の中に米国人と日本人の違いを見ました。Nair 氏の論説で
“ ぎょ ” っとし、松本京大総長のご意見で “ ほっ ” としました。と言っても、日本にも Nair 氏
同様な考えも多く、国民の一般的雰囲気としては、政治のみっともない “ ごたごた ” と北鮮問
題や中国問題等で「環境問題」に国民的に取り組もうなどという、一時芽生えてきた一人ひと
りの行動につなげる運動も消えてしまい、あれは「政府のやること」という感覚に戻ってしま
いました。環境問題こそ政治が「国民運動」に盛り上げ、それが国境を越えた全地球に広がっ
て初めて実現出来るのでしょう。今の段階では世界的に未だ人間のエゴのぶつかり合いの段階
を出てませんね。何かどえらい自然災害が地球の中心地帯に起きなければ目が覚めないでしょ
う。日本式 MMK を世界に広めていくには大変な時間がかかります。日本でも行政の規制は
出てきていますが、口では日本式 MMK と言っても個々人の感覚と行動は米国式 MMK のほ
うが多いかもしれません。総反省ですね。世界が取り組みをやめてしまったらおしまいですか
ら、矢張り地道でもそれぞれの国と国民が努力を続けなければならないでしょう。カンボジア
の地雷と同じでやっと 10 年が終わり昨年プロジェクトは完了しましたが、最初は反対も多
く大変でした。最後は東京のロータリー会員 4,000 人ほとんどが賛成に廻ってくれ、寄付が
集まり完遂出来たわけです。
一寸前に 100 歳のおじいさんがテレビで話していました。元気で長生きは「3 つの気、

読者のコーナー
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1）やる気、2）根気、3）元気」が大事と。これには年取っても何かひとつでもいいから好
きなことを続けること。趣味でも、運動でも何でもよい。やる気があるからやりたいことが出
来る、根気があるから続けられる、そうすれば元気が出るというのだそうです。小生はそれに
もう２つ「気（け）」を加えたいですね。「色気」と「食い気」です。男女とも色気（例えばお
しゃれ）が大事、それに矢張り食べることです。
2011/1/16（H.M.）

編集後記
昨年（2010）は、本誌編集代表の菅原努先生を始め、親しかった二人の友人を
失い、深い無常観を味わいました。「日経おとなの OFF」という雑誌 12 月号「死と
は何か、臨終の作法とは？」という刺激的な題に引かれて取り寄せました。その中に
脚本家の山田太一が「生前その人がどういう人だったか、どんなことを成し遂げたか。
それを評価し、意味付けすることができるのは生きている人間だけ。死者は無力です。
生きている人の勝ちなんですね。だからこそ生きている人は、死者をちゃんととらえ
直さなくてはいけない。どうとらえ直すかに、その人の器量、そして品格が表れてく
ると思います」、「死とは、生者のためのもの」という言葉に、強い衝撃を受けました。

（HUM）
本誌 18 巻 1 号の Editorial で故菅原努編集代表が “ 普通よく三号雑誌と言います
が、これはよく 18 年も続いているものだと我ながら感心しています ” と感慨を述べ
られている。本誌もいよいよ本号から 24 巻となり、四半世紀、25 年間の継続目標
まで、まずは後 2 年のところまできた。そこで本巻 1 号から投稿規定を改訂して、
文理融合の知恵と一般社会への啓発という本誌の目的を明文化した。なお新たに医系
から本庄巌委員、文系から村田翼夫委員の参加を得て、編集陣が強化された。しかし
理系と文系では論文の執筆スタイルが元々異なるので、当ホームページで公開してい
る「執筆の手引き」に従って統一を心掛けた編集も「ほどほど」にならざるを得ない。
またこれまで学術論文執筆に慣れておられない一般読者からの「メモ書き」の投稿に
は当惑することもあるが、「一般社会への啓発」と「地方文化の発信」の目線で辛抱
強く本誌との交流の糸を繋いでいる。
最近の大変嬉しいニュースとしては、一般社会の読者が、その投稿原稿料を多数の
友人への献本として、本誌の年間購読料に振り替えて頂いたことである。いわば本誌
執筆者と一般読者との集団見合いを仲介して頂いたことになる。この新しい出会いか
ら本誌とのお付き合いの始まるのを期待している。
節分を前にして、出町柳の浄土宗竹谷山正定院の門前に、「人はかかわりあって生
きている」とあった。
(Yan)
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投稿規定
1. 本
 誌は ｢環境と健康｣ に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる
だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。
2. （公財）体質研究会、

（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団の
活動を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。「執
筆の手引き」は編集委員会宛にご請求下さるか、「いのちの科学」のホーム
ペ ー ジ（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html） を 開 き、 季
刊誌「環境と健康」を見て下さい。
3. 編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。
4. できるだけ広く ｢環境と健康｣ に関係する問題を取り上げたいと思いますの
で特別の枠は設けません。特にサロン談義は甲論乙駁という気持ちで一見単
純そうな話も実は賛否両論があってなかなか難しいといった関心の高い話題
を期待しています。
5. 原稿は下記編集委員会宛に E-mail の添付ファイルでお送り下さい。投稿さ
れた原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。必要
があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承下さい。
6. 予 め申込いただければ 30 部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその
旨一筆下さい。投稿原稿の掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し上げ
ます。
環境と健康

編集委員会

編集委員

山岸秀夫（代表）
今西二郎
内海博司
篠山重威
竹下 賢
本庄 巌
村田翼夫

京都大学名誉教授
明治国際医療大学教授
京都大学名誉教授
京都大学名誉教授
関西大学法科大学院教授
京都大学名誉教授
京都女子大学教授

免疫・分子遺伝学
統合医療学
放射線生物学
循環器内科学
法哲学・環境法思想
耳鼻咽喉科学
比較国際教育学

編集顧問

小川 侃（現象学、政治哲学）
大東 肇（食品科学）
栗原紀夫（農薬科学）
清水 勇（環境生態学）
シュペネマン・クラウス（キリスト教倫理学）
菅原邦雄（幾何学）
鈴木晶子（教育哲学）
鳥塚莞爾（核医学、画像診断学） 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
中井吉英（心身医学、行動医学） 西田利貞（人類学）
〒 606-8225
京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5F
公益財団法人体質研究会内
TEL075-702-0824 FAX075-702-2141
E-mail：inochi@taishitsu.or.jp
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本誌購読案内
公益財団法人体質研究会と財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団
の両健康財団グループは様々な「環境」要因をキーワードに、
「健康」な生活の実現
をめざして研究広報活動を続けています。本グループでは、その活動が掲載されて
いる季刊誌「環境と健康」
（年 4 回、季刊）の購読者を募集しています。
本誌の購読者は、医学、薬学、医療技術関連の方々と一般読者です。当誌の記事
は、JST（科学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、同誌 CD
-ROM 版、WEB 版、
（株）メテオインターゲートが行うメディカルオンライン等
に掲載されています。
年間購読をご希望の方は、巻末の郵便振替払込用紙にてお申し込みください。
なお本誌は、19 巻 1 号（2006 年春季）より全国の主な書店（主として医学系）
にて販売すると共に、23 巻第 2 号（2010 年夏号）より雑誌のオンライン書店
（Fujisan.co.jp）にても取扱っております。
〒 606 - 8225

京都市左京区田中門前町 103 - 5 パストゥールビル 5F
公益財団法人体質研究会 季刊誌発行係
TEL：075 - 702 - 0824（平日 9：00 〜 17：00）
FAX：075 - 702 - 2141

次号予告

24 巻 2 号（2011 年夏季）6 月 1 日発行
特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線
いのちの科学プロジェクトシリーズ
JCSD プロジェクトシリーズ
連載講座 / 不老長寿を考える（Ⅺ）最終回
/ メタボの正体（Ⅱ）
コラム / 医師になるということ〜若い人たちのために〜（Ⅰ）
サロン談義 / 変貌する世界（Ⅳ）
/ 生老病死の医療（Ⅰ）
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発行所 公益財団法人 体質研究会
〒 606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5 Ｆ
TEL 075-702-0824（平日 9：00 〜 17：00）
FAX 075-702-2141
E-mail：taishitsu@taishitsu.or.jp
HP：http://www.taishitsu.or.jp
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TEL・FAX：075-722-4058
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2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ 全5巻刊行!!

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

五感シリーズⅠ〜Ⅴ◎好評発売中！

Ⅰ【嗅覚】

Ⅱ【味覚】

香りでこころと
からだを快適に

味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

四六判184頁

四六判162頁

定価1,470円（税込）

定価1,365円（税込）

今西二郎（京都府立医科大学教授）

Ⅲ【聴覚】

Ⅳ【視覚】

モーツァルトを聴くと 眼がとらえた情報が
なぜ癒されるのか
こころに与える影響
四六判162頁

定価1,365円（税込）
板東

四六判184頁

定価1,470円（税込）

●紫外線写真で視る植物の生存力 福井宏至（香川大学名誉教授）

浩
和合治久

●癒しと感性の芸術フィーリングアーツ 北村義博（現代美術作家）
●視覚の進化 七田芳則 （京都大学大学院理学研究科生物科学専攻生物物理学教室）

寅市和男

●観の眼と見の眼 前田比良聖 （特定非営利活動法人武道和良久代表）
●和菓子の歴史と五感 青木直己 （虎屋文庫・研究主幹担当部長）

文珠陸夫

Ⅴ【触覚】

いのちに触れる
コミュニケーション
四六判176頁

定価1,470円（税込）

長野の小さな出版社

長野市上松2-2-17 城東ビル3F 〒380-0802
Tel.026-237-8100 Fax.026-237-8103
E-mail●order@o-emu.net

http://o-emu.net/
◎ＨＰで本の詳しい内容を紹介しています。◎弊社から
直送もいたします。◎書店でご注文いただく際は、
「地方・
小出版流通センター取扱品」とお申しつけ下さい。
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特集

SPRING 2011

/こころと身はひとつ−心身医学、臨床心理学と東洋医学

Editorial/ 言語と心の教育−小児期の母親の役割

いのちの科学/ 寿命の意味

トピックス/ 危機にある地域医療に携わって
コラム/「なるほど」
と
「ほどほど」の「あわい」
サロン談義/ 変貌する世界
（Ⅲ）
連載講座/ 不老長寿を考える
（Ⅹ）

漢字の散歩道（Ⅴ）数字は符号か、文字か
メタボの正体（Ⅰ）
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