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第第 33 回回「「科科学学かからら人人間間をを考考ええるる」」試試みみ  <<ササイイフファァイイ・・カカフフェェ  SSHHEE>>  

2012年 9月 11日（火）＋12日（水） 

カルフール 

 

「「正正常常とと病病理理をを考考ええるる」」  

 

パリ大学ディドロ  

矢 倉 英 隆 

 

本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。今日の予定

ですが、最初に皆様に簡単な自己紹介をしていただいた後、わたしが 30分程度

は正常と病理、健康と病気などについてわたしの視点からお話したいと思いま

す。それからディスカッションを 1 時間ほど行った後、場所を懇親会場に移し

て意見交換を継続したいと思います。また、今日使いますスライドは後日皆様

にお送りいたしますので、訂正、コメント、質問などがありましたら連絡して

いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

毎回、最初の 10分程度、本題から離れて、哲学とは何か、哲学をどう捉えれば

よいのかという一般的な問題について触れています。今回はこちらに来る前に

パリの書店で見つけた雑誌 Sciences Humaines（社会科学）の特集号にあった図

を紹介したいと思います。これは哲学とは何か、思想（思考）の道筋を示した

図になります。中央に「哲学とは何か」とあり、そこから 4 つの大きな枝が出

ています。そこで提示されている問いはイマヌエル・カント（Immanuel Kant, 

1724-1804）が示した哲学の道に対応するもので、以下のようになっています。 

 

1. わたしは何を知ることができるのか？（Was kann ich wissen？） 

2. わたしは何をしなければならないのか？（Was soll ich tun？） 

3. わたしは何を望めばよいのか？（Was darf ich hoffen？） 

4. 人間とは何か？（Was ist der Mensch？） 
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これらの問いに対してわれわれが行うことは、次のようになるのでしょうか。 

 

1. 真理について、あるいは真理に至る方法について考え、批判する。 

2. 道徳、倫理に関するもので、幸福、行動などを考える。 

3. 精神的問題に関するもので、救済、自由、より良い世界などについて考

える。 

4. 人間をどう定義するのかという問題を考える（これまでに、人間とは政

治的動物、理性的動物、未完の存在、そして文化・意識・言語・想像力

を持つ存在というような指摘がある）。 

 

カントの著作で言えば、それぞれ『純粋理性批判』（Kritik der reinen Vernunft）、

『実践理性批判』（Kritik der praktischen Vernunft）、『判断力批判』（Kritik der 

Urteilskraft）、そして、最後はカントの人間学と言われるものに当たると思いま

す。わたし自身、まだその全貌に触れていませんので、ここではコメントを差

し控えますが、この世界の問題をどのように体系的に考えていくのかという点

では参考になると思います。 

 

20世紀ドイツの精神科医にして哲学者だったカール・ヤスパース（Karl Jaspers, 

1883-1969）の「世界観の心理学」（Psychologie der Weltanschauungen, 1919）にこ

のような一節があります。 

 

「世界観（Weltanchauung）とは何か？ それは何か全体的なものであ

り、そして何か普遍的なものである。例えば知ということで語られる

のであれば、それは個別的な専門的知ではなく、何らかの全体性とし

ての知であり、宇宙（コスモス）としての知である。しかし世界観と

は単に知であるにつきず（では終わらず）、それはもろもろの評価・生

活形態・運命の形で姿を現わし、体験される諸価値の序列の形で明ら

かになるものである」（重田英世訳） 

 

哲学では古代ギリシャのアリストテレスの昔から、部分を知っているよりは全

体を知る方が賢いという見方があり、常に全体への視線があります。細かい部
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分についての解析が可能になると、一つの科学の領域として哲学から独立して

いきました。しかし、残された哲学は全くの空想の世界でよいのかというとそ

うではなく、コスモスとしての知、科学的知を基にした全体性を持った知を目

指さなければならないのだと思います。さらに世界観という場合には、事実の

集積に留まるのではなく、価値の規準が入ってこなければなりません。この価

値の評価こそ、科学が自らの領域から追い払ったものになります。さらにヤス

パースはこう続けています。 

 

「哲学とはかねてより、認識の全体であるといわれた。およそ認識は、

それが無数の糸で全体に結ばれているかぎり、哲学的である。一つの

科学的領域を総体（ウニヴェルシタース）から解き離すことは、もし

それが実際に行われると、その領域の死である。つまり認識に代わっ

て技術と熟練が残り、精神は専門的に個別的材料を取り扱う一方で、

認識の基本として、実はいつでも普遍的に調整されているのであるが、

こうした精神の教養の代わりに、かろうじて ―― おそらくすぐれた

―― 道具だけは所有し育てているが、教養というものを一切欠いた人

間が現れる。このような展開はずっと以前から始まっていたのである」 

（重田英世訳） 

 

この言葉をわたしなりに言い替えてみたいと思います。われわれが世界を認識

するという場合、一つひとつの認識は小さな領域についてのものだけれども、

その認識がそこで留まらず、別の領域、さらにはできるだけ広い世界、究極的

にはコスモスに繋がるものでなければ哲学的とは言えません。一つの科学は小

さな世界を相手にしているけれども、そこで終わり全体に繋がる視点を失うと

その領域は死を迎えます。そこでは全体に繋がる認識の可能性は残されている

にもかかわらず、実際には技術と熟練というある意味ではオートマティックで

考える必要のないところに進むため、技術は非常に優れているかもしれないけ

れども教養のない、つまり普遍や全体への視線を失った人間が現れることにな

るというのが、ヤスパースの分析だと思います。この状態は 20 世紀の初めの遥

か前から進行していたと見ていますが、同様のことはフランスの哲学者アン

リ・ベルグソン（Henri Bergson, 1859-1941）も指摘していますので、おそらく
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正しい評価なのだと思います。それから 1 世紀になろうとしていますが、専門

化の波は当時とは比較にならないほど進んでおり、わたしが研究を始めた 70年

代後半に比べても想像を絶するものがあります。ただ、科学者としてだけでは

なく人間の在り方としてこれでよいのかという疑問を持っている者にとっては、

ヤスパースの言葉には真理があるように見えます。 

 

そのヤスパースさんは、「精神病理学総論」（Allgemeine Psychopathologie, 1913）

の中で今日のテーマについて、こう書いています。 

 

「一般に、健康や病気が何を意味するのかということに、医師たちは

頭を悩ますことがほとんどない」 

 

この問題は究極的には人間の生と死が絡んでくる問題で、全体への視線が要求

される哲学の問題になると思います。このような普遍的な問いについて考えな

いのは何も医師に限らず、例えば、生命とは何かについて考えることなく生物

学をやり、人間の幸せとは何かを考えることなく経済学をやるということがご

く普通に起こっているのではないかと思います。これらの問いはそれぞれの科

学の対象には含まれていませんので、その問いを考えるのは哲学者の仕事にな

っています。しかし、専門の中にありながらもこのような根源的な問題につい

て考えたことがある場合とない場合では、科学者のものの見方の深さに大きな

違いが生まれてくると想像しています。 

 

ここで、わたし自身が「正常と病理」の問題、さらに言えば、医学や生物学の

哲学の分野に目を開かされる切掛けになった出来事についてお話したいと思い

ます。それは 2005 年 4月の花粉症の頃でした。その時パスツール研究所の免疫

学者マルク・ダエロン（Marc Daëron）博士がわれわれの研究室を訪ねてきまし

た。街に溢れるマスクをした人の波を見た彼は、一体何が起こっているのかと

聞いてきました。それから花粉症の話になり、ダエロンさんは哲学的傾向の強

い方ですので、病気とは何かという哲学的な話に展開していきました。そこで

わたしは次のようなことを話しました。感染症が一つ撲滅されたとしても新し

い病気が出てきます。医学が病気の撲滅に努めるのはよいことですが、病気と
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いうものがなくなる気配はありません。もし病気というものが常に存在するの

だとすれば、病気そのものに存在理由があるからではないかと話しました。例

として、わたし自身花粉症の酷い時にフランス語を始めるというアイディアが

浮かんできたこともあり、わたしにとっての花粉症はフランス語への愛を呼び

覚ますために存在したのではないのかというような他愛のないことです。その

時、ダエロン博士は、もし病気の存在などに興味を持っているのであれば、フ

ランスの哲学者ジョルジュ・カンギレム（Georges Canguilhem, 1904-1995）を

読んでみては、と勧めてくれたのです。その時に紹介されたのが、次の言葉で

した。 

 

「健康とは病気にならないことではなく、なってもそれを治すことの

できる能力、すなわち危機を乗り越える力である」 

 

この言葉を聞いた時、病気に対するわたしのそれまでの態度と近いものを感じ

ました。例えば、体調がおかしくなった時でも薬などには一切頼らず、自力で

治そうとするところがあります。そして、どうしても駄目だという時に医学の

力を借りるという態度です。これまでのところこの方法で問題なくやってきま

した。カンギレムの定義では、わたしは健康ということになりますし、ほとん

どの人は健康なのだと思います。 

 

古代ギリシャのヒポクラテス（Hippocrates of Cos, ca. 460 BC–ca. 370 BC）は全

身の平衡状態の変化を病気とする見方を採りました。彼の唱えた四体液説では、

血液（楽天的）、粘液（鈍重）、黒胆汁（憂鬱）、黄胆汁（気むずかしい）のバラ

ンスによって心と体の状態が決まり、病気はその平衡状態の変化によるものだ

としました。この説から見える病気は、一旦乱れた平衡状態から新しい平衡状

態に移行するために起る全身の積極的な反応であるという現代的なものでした。

ヒポクラテスはわれわれの体には新しい平衡状態に戻す自然の力が本来的に備

わっているとして「自然治癒力（vis medicatrix naturae）」という概念を提唱して

います。これは生気論（vitalism）の一つの源流とされていますが、カンギレム

の思想にはこの伝統を引き継ぐものが含まれているように見えます。 
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カンギレムの言葉を聞いてもう一つ感じたことは、扱っている対象から少し離

れたところに移動して考えた結果出てきた言葉ではないかということでした。

その時ははっきりと認識していませんでしたが、わたしが今考えている哲学的

態度をそこに感じたのだと思います。非常に面白いと思ったわけです。この言

葉の主のカンギレムですが、最初哲学をやった後医学に行き、医学・生物学に

ついて哲学した方です。高校（リセ・アンリ IV）では哲学をアラン（Alain; 

Emile-Auguste Chartier, 1868-1951）に習ったわけですが、第二次世界大戦中、

アランがナチスに協力することになりかねない平和主義を採り、個別具体的な

思考から離れて普遍を語るのを見て、レジスタンス運動に参加することになる

カンギレムは決別していきます。高等師範学校ではサルトル（Jean-Paul Sartre, 

1905-1980）と同期で、前回触れたガストン・バシュラール（Gaston Bachelard, 

1884-1962）の後任として IHPST（科学・技術の歴史・哲学研究所）の所長にな

り、ミシェル・フーコー（Michel Foucault, 1926-1984）を指導しています。そ

の日、「カンギレム」という初めて聞く名前の響きとその綴りを見た時に、どこ

かに向けての扉がそこにあるような不思議な気持ちになりましたが、振り返る

とそれがフランスに向かう一つの切掛けになっていたのだと思っています。 

 

これは余談ですが、カンギレムには Le normal et le pathologique（Presses 

Universitaires de France, 1943; 1966）（『正常と病理』、叢書・ウニベルシタス、

法政大学出版局、1987）という博士論文を本にした著作があります。取り寄せ

て最初に読んだ時にはどこが面白いのかさっぱりわからず、全く興味を惹きま

せんでした。それは、当時の頭が科学者のもので、科学をする上で直接参考に

なることを求めながら読んでいたためではないかと思います。勿論、哲学が問

題にしていることも理解していませんでしたので、当然だったとも言えます。

ただ、その環境に入ればすべてが変わると確信していましたので、その中に飛

び込むことにしました。今では教育の効果があったのか、少しずつ面白さがわ

かる状態になっていると思います。 

 

********************************** 

 

ここから今日の本題に入りたいと思います。全体の流れを次のように考えてい
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ます。 

 

1） 機能について  

2） 病気の考え方 ― 簡単な歴史  

3） 正常と病理 ― 哲学者ジョルジュ・カンギレムの見方  

4） その後の展開  

5） 生きることと病気 

 

最初に、病気の場合に変化が生じる「機能」について考えてみたいと思います。

生物系の研究者は機能という言葉を日常的に、おそらく深く考えることもなく

使っていると思います。ここでは、この言葉の背後にある歴史と意味について

考えたいと思います。まず、機能（function）という言葉の語源ですが、役目を

果たす、支払いを終える、片を付けるという意味のラテン語の動詞 fungor に由

来します。この言葉は実に広い領域で使われており、領域により異なった意味

合いを持っています。14世紀に医学の分野で使われ、16世紀には工学分野の他、

行政（官）の意味になる functionary などの言葉に現れます。17 世紀には哲学者

でもあったライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716）が数学の関数

の意味に使っています。これらに比べ、生物学における機能についての考察が

始まったのはここ半世紀程度のことにしか過ぎません。 

 

わたしが生物学における機能について興味を持ったのは、エルンスト・マイヤ

ー（Ernst Mayr, 1904-2005）というアメリカで活躍したドイツ出身の進化生物学

者の論文「生物学における原因と結果」（Cause and effect in biology, Science 134: 

1501-1506, 1961）に出会った時に始まります。フランスに向かう前の 2007年だ

ったと思います。この論文はマイヤーさんが 57歳の時、1961年のものになりま

す。それまでの研究生活では空気のような存在だった機能という言葉の奥に、

実は大きな問題が横たわっていることに目を開かされることになったわけです。

同時に、「20世紀のダーウィン」、「最も著名な進化生物学者」などと形容される

マイヤーという学者が定年後に示した活力にも感動することになりました。例

えば、彼は生涯に 25冊の本を出していますが、そのうちの 14冊は 65歳以降の

もので、最後の本になる What Makes Biology Unique?（Cambridge University 
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Press, 2004）は亡くなる前年の 100 歳の時に出版しています。また、70 歳でハ

ーバード大学を定年になった後に 200 編以上の論文を発表するという圧倒的な

スタミナの持ち主でした。 

 

「生物学における原因と結果」という論文では、生物学を機能生物学（functional 

biology）と進化生物学（evolutionary biology）に分けて考えています。機能生物

学者とは、分子から臓器、個体に至るまでの構成要素がどのように相互に作用

し合うのかに興味を持ち、構成要素の「いま・ここ」にあるシステムの中での

働きを問題にします。そのために、対象を構成要素として分離し、実験条件を

コントロールしながら対象の機能が明らかにできたと信じるまで実験を繰り返

します。彼らはどのように「こと」が起こっているのかを問います。一方、進

化生物学者の考えはこのようになります。すべての生物は個体としても種の一

員としても 35億年以上の長い歴史の産物なので、歴史的な背景を無視しては生

物の構造や機能は完全には理解できないと考えます。そのため、一つの機能が

進化の過程でどのように生まれたのか、そしてそれは何のために備わっている

のかという対象の存在理由に迫る問いを重要視します。機能生物学者が “how?” 

を問うとすれば、進化生物学者は “why?” に対する解を求めることになります。

前者が求めるのは近位の原因（proximal cause）で、後者が求めるのは究極の原

因（ultimate cause）であるとも言われます。究極の原因と言う場合、そこには

何の目的（telos）のためにあるのかという意味合いが込められることがあり、超

越的な存在を想定させる「目的」を排除する科学においては微妙な問いになり

得ます。 

 

その後の研究を考慮に入れて、機能を大きく二つの概念で括ると以下のように

なります。一つは、進化とは関係のない非歴史的概念（systemic concept）で、

あるシステム内におけるメカニズムの説明としての機能になります。そこで問

題になるのは「いま・ここ」にあるシステムの中における整合性で、そこに問

題がなければよしとするものです。もう一つは歴史的な概念（evolutionary 

concept）で、ある生物が持つ構成要素の機能をその生物の祖先が経てきた自然

選択の歴史の脈絡において規定しようとします。すなわち、機能が一つの要素

の存在意義を説明できるのかに焦点を合わせます。これは余談ですが、マイヤ
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ーさんの論文を読んだ時、頭の中がすっきり整理されたと感じただけではなく、

わたし自身は機能生物学者としてやってきたことに気付きました。それは同時

に、その立場をこれからも続け、意味についての問い掛けをしないまま終わる

ことになれば、それこそ意味がないのではないかと感じたわけです。その意味

では、この論文はわたしの生き方をも問うことになった最初で最後の忘れられ

ない科学論文になっています。 

 

それでは「正常と病理」の問題に入っていきたいと思います。まず、病気とい

う概念について考えてみます。フランス語で病気に当たる言葉は maladie の一

つしかありませんが、患者と医者、患者と社会という関係から見るといくつか

の状況が考えられます。一つは医者から見た病気で、医学的知識から見て異常

があり、客観的で生物学的な意味を持つ英語の disease に当たるものがあります。

二つ目は患者から見た場合の病気で、どうも気分がすぐれないとか、足が痛く

て歩けないなどの主観的な症状を伴う英語で言う Illness に当たるものになりま

す。この二つは必ずしも重なりません。医学的には病気でも全く症状がないこ

とがありますし、逆に症状はあるけれども医学的には病変が確認できないこと

があるからです。三つ目は医学的に確認された病気を持つ一人の人間として社

会に存在するという状況に当て嵌まるもので、英語では sicknessと呼ばれます。

この場合には、社会的な権利を失ったり得たりするだけではなく、差別の対象

になることもあります。 

 

病気というものをどう捉えるのかについて、大きく二つの見方があるのではな

いかと思います。一つは、正常の個体に X とか Y という別物が生じたり、ある

いは逆になくなったりするという考え方で、病気が一つのカテゴリーとして存

在するという見方になります。例えば、古代においては病気を憑き物、持ち物

とする捉え方がありました。その場合、その物を取り除いたり、憑き物を取る

お祓いをすることがよい治療ということになります。近代に入っても、腫物が

できた場合には切除し、感染症で病原菌が侵入する場合には抗生剤でそれを取

り除くという治療法もこの考えに基づくものになると思います。 

 

二つ目の考え方は、一つの個体にあるいろいろな要素（仮に a, b, c とします）
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がある中で、例えば、a が変化して a*になり、別の場合には b が b*に変化する

のが病気であるとするものです。この場合、新しいカテゴリーが加わると見る

のではなく、正常の構成要素の偏移を病気と捉えています。これは冒頭に紹介

したヒポクラテスの四体液説とも通じる考え方だと思います。ヒポクラテスの

考え方はローマのガレノス（Galen of Pergamon, 129–ca. 200）に引き継がれ、ガ

レノスの医学はその後 1,500年もの間、西洋医学に影響を与え続けることになっ

たのは、ご承知の通りです。 

 

その後の歴史を早足に振り返ってみたいと思います。まず、18 世紀フランスの

ザヴィエル・ビシャ（Xavier Bichat, 1771-1802）です。彼は僅か 29歳でパリ市

立病院（Hôtel-Dieu de Paris）の責任者になり、短期間に非常に多くの解剖をし

ています。そこから顕微鏡を使うことなく組織の概念を生み出し 組織学の生み

の親とされています。病理と生理が密接に関係していることを唱え、「すべての

病気は組織の異常、機能障害に他ならない」という言葉を残しています。彼は、

動物の生命と人間の生命との間には違いがあるとしましたが、生気論者だった

ポール・ジョーゼフ・バルテ（Paul-Joseph Barthez, 1734-1806）の唱えた「生命

原理」（le principe vital）を信じており、その生命力がそれぞれの組織にあると

考えていたようです。彼は僅かの間に膨大な著作を残していますが、その著『生

と死に関する生理学的研究』（Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 1800）

の冒頭には「生命とは死に抗する機能の総体である」（La vie est l’ensemble des 

fonctions qui résistent à la mort.）という有名な言葉が残っています。仕事のし

過ぎだったのか、病院の階段から落ちて 30歳で亡くなっています。パリ大学デ

カルトの医学部に行くと、中庭で彼の銅像を見ることができます。 

 

次はビシャの弟子に当たるフランソワ・ブルセ（François Broussais, 1772-1838）

です。彼は 1805年にナポレオン（Napoléon I, 1769-1821）の軍隊に軍医として

加わり、ドイツ、オランダ、スペインの戦いに参戦しています。1814 年にパリ

に戻ってから軍病院の主任になり、そこで考えを深めていきました。その結果、

病気と健康の違いは質的なものではなく、量的なものにしか過ぎないという考

えに至りました。つまり、生理と病理には質的な違いはないことになります。

この考えに基づく病気は、いろいろな組織の正常機能の過剰か欠損として捉え
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ることができます。 

 

次に、これまでに何度か取り上げたことのある実証主義の提唱者で社会学の創

始者とされるオーギュスト・コント（Auguste Comte, 1798-1857）の病気の考え

方を見てみます。彼はビシャとブルセの影響を受ける中、正常と病理の連続性

を唱え、健康は生理学、病気は病理学的生理学の範疇に属するとしました。ま

た、生物学的現象だけではなく、心理学的、社会学的現象についての理論構築

を目指したスケールの大きな在野の研究者でした。当時、ベルギーの天文学者

で数学者でもあったアドルフ・ケトレ（Adolphe Quételet, 1796-1874）が統計学

の方法を用いて「平均人」（l’homme moyen）という概念を提唱し（Sur l’homme 

et le développement de ses facultés, essai d’une physique sociale, 1835）成功を収めてい

ました。ある集団における身長などの生理的特徴の分布を調べると、ベル型の

ガウス曲線を描きます。その平均値に近いところを正常、そこから最も離れた

ものを病理として量的基準で規定できるという考えになります。肥満の評価と

して現在でも使われているケトレー指数（body mass index: BMI = 体重 kg/身

長m2）に見られるように統計への執着を生み出し、その後の研究に多大な影響

を与えることになりました。コントは生物学的現象の解析に物理学や統計学の

手法を導入することには反対する立場を採りました。 

 

同じく前回も取り上げた生理学の創始者とされるクロード・ベルナール（Claude 

Bernard, 1813-1878）の考え方を紹介します。彼も健康と病気との間にあるのは

量的な差だけで、両者は連続していると考え、すべての病理を説明するために

は生理を理解するべきであると考えました。それから、生と死、動物と植物、

無機と有機との間に緊張関係はないとしました。コントやブルセとは異なり、

解析のために量的測定を含む厳密な実験を導入しました。その背後には、病気

とは生理的な過程が増強したり減弱するもので、それは数値で表現できるとい

う一歩進んだ考えがあったのだと思います。ただ、生物の持つダイナミズムを

平均値からは理解できないとして、平均値の導入には反対しました。 

 

ここで冒頭に取り上げたカンギレムの哲学を見て行きたいと思います。彼はそ

の著『正常と病理』において、二つの疑問を提出します。最初の疑問は、病理
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的な状態は正常状態の量的変化に過ぎないのかであり、第二の疑問は、正常と

病理の科学は存在するのかでした。カンギレムが考えた正常とは次のようなも

のでした。「正常（normal ; L. normalis）」の辞書的意味は、1）右や左に曲がっ

ていないもの＝望ましいもの、規範に合うもの、2）丁度真ん中を保っているも

の＝頻度の高いもの、平均に相当するもの、統計的数字で表現されるもの、と

なっています。カンギレムは統計の数値ではなく、個人が持つ生命の価値が正

常を構成すると考えました。カンギレムの正常とは、あくまでも個人的なもの

で、活動的であること、環境との関係を変えることができること、すなわち状

況に合わせて規範を自ら創出できることを指しています。彼の次の言葉が、そ

のことを表しています。 

 

「生物学的正常を統計学の概念ではなく価値の概念にするのは、医学

的判断ではなく、生そのものである」 

 

それでは、病気や病理についてはどのように見ていたのでしょうか。まず、生

物学的規範は環境にどのように対応できるのかにかかっており、それは個人に

よって異なると考えました。当然の帰結として、ある時点における多数の個人

から得た平均値のような数値から病気を評価できないことになります。彼によ

る病気とは、生物学的規範の消失ではなく、たとえそれが以前のものよりも劣

るとしても新しい規範を創出する機会を提供するもの、一つの部分や機能に限

局するものではなく、体全体を作り直すものになります。そして、正常と異常

は集団の数値では規定できず、むしろ個人を時間軸で追うことにより現れるも

のであるとしました。 

 

「病気は生物のイノヴェーション（新しいものの捉え方の獲得）であ

り、新しい次元の生の経験である」 

 

生物学的規範を判断の中心に置くカンギレムの言葉には生に対する肯定的な考

えが表れています。最初に検討した機能の分類でいえば、歴史、すなわち進化

の視点から現在の意味を考える立場（evolutionary concept）に属すると思いま

す。 
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病気を見る時の対立軸として自然主義（naturalism）と規範主義（normativism）

がありますが、カンギレムは後者に属することになると思います。ここで、自

然主義者の代表であるクリストファー・ブース（Christopher Boorse）の生物統

計理論（Biostatistical Theory; 1975, 1977, 1997）を見たいと思います。この理論

は次のような考え方をします。 

 

1. 一つの種の中のある性別の年齢グループのような機能的に均一なクラスを

レファレンス・クラスとする。 

2. レファレンス・クラスのメンバーにおける部分や過程の正常機能は、統計学

的に個体の生存と生殖に寄与する。 

3. 病気は正常機能の障害、あるいは環境因子による正常機能の制限である内的

状態の一型である。 

4. 健康とは病気がないことである。 

 

この理論では、できるだけ純科学的、客観的であろうとするため、価値判断が

入らないようにしています。レファレンス・クラスという比較的均一な集団を

対象にしますので、正常と病気の判定がより正確になると考えているのかもし

れません。この場合、一つのクラスの正常と病気は他のクラスには当て嵌まら

ないことになります。ここで問題になるのは、病気がない状態を健康と定義し

ていることで、カンギレム的な規範主義からは出てこない割り切った考え方だ

と思います。機能の分類でいえば、歴史的な意味を考えず、「いま・ここ」での

整合性だけを問題にする考え方（systemic function）と共通するものがあります。 

 

次に、規範主義者トリストラム・エンゲルハート（Tristram Engelhardt）の考

えですが、健康や病気の同定には必然的に価値の判断が影響すると考えます。

生理的、心理的に望ましい状態を健康、避けるべき状態を病気とします。した

がって、同じ状態でもある社会、特定の個人の見方によって病気になったり、

ならなかったりします。例えば、美食家症候群（gourmand syndrome, Regard M, 

Landis T, Neurology 48: 1185–1190, 1997）という状態があります。これは右前頭

葉に障害があり、症状としては美食趣味になりますが、これは病気になるので
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しょうか。自然主義者から見ると、病理変化がありますので病気になりますが、

規範主義者は必ずしもそうとは考えません。それからアメリカのプランテーシ

ョンから脱走する黒人奴隷に対してドラペトマニア（drapetomania）という医

学的根拠のない精神病を作ったこともあります（Cartwright SA, 1851）。同様の

ことは旧ソ連でも起こっています。強制収容所送りの方便として精神病の烙印

を押したわけです。これらは特に病理的な変化はないにもかかわらず、社会の

規範に合わない人間を選別するために病気とした例になります。 

 

ここで、健康の問題に入りたいと思います。ハイデッガー（Martin Heidegger, 

1889-1976）の弟子にハンス・ゲオルク・ガダマー（Hans-Georg Gadamer, 

1900-2002）という哲学者がいます。彼は哲学から医学に入り、医学・生物学の

哲学をやった方です。ライプチッヒ、フランクフルト、最後はカール・ヤスパ

ース（Karl Jaspers, 1883-1969）の後任としてハイデルベルグ大学で教えていま

す。彼は健康についてこう言っています。 

 

「健康とは、内省により自分の中に感じる状態ではない。そうではな

く、世界の中に存在し、他の仲間とともにあり、日々の務めに積極的

で実り多い関与をするという社会的関わりのことである」 

 

この定義では、健康を個人の中における身体的、精神的状態で規定しようとす

るのではなく、その個人を社会の中に置いた時のあるべき姿として考えていま

す。正常とは異なり、医学が直接関わることのできる範囲を超えて健康がある

ことが見えてきます。 

 

カンギレムの健康観についてはイントロで触れていますが、彼は正常には病理

が含まれていると考えていますので、健康と正常とは異なっています。彼の健

康は、ある状況において規範的であること、さらに普段の規範を超えた状況に

耐え、新しい状況に合った新たな規範を創ることができることを意味します。 

 

「優れた健康とは、病気にはなるがそこから抜け出すことができるこ

とで、ひとつの生物学的贅沢である」 
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最後に治癒について考えてみます。病気になると、この体を、この心を元に戻

してほしいと願うわけですが、日常においてもわれわれは日々変化している中

でそれは果たして可能であり、正当なことなのかという問題が出てきます。こ

の問題について、カンギレムはこう考えました。まず、治癒とは以前と同じ状

態に戻ることではなく、生理的な安定状態を新たに獲得することだとして、こ

う書いています。 

 

「治癒するとは、新しい生の規範が与えられることであり、それはし

ばしば以前のものより優れている」 

 

勇気の出るこの言葉を読みますと、病気から治癒に至る過程は外から与えられ

る受動的なものではなく、患者が生きている環境に対して積極的に働きかける

ことによる主観的なものであり、ダイナミックで創造的でさえあるという考え

が浮かび上がってきます。この場合の環境は、ヤーコプ・フォン・ユクスキュ

ル（Jacob von Uexküll, 1864-1944）が提唱した「環世界」（Umwelt）の意味が

込められているように見えます。環世界とは、意味論（semiotics）における概

念で、物理的な環境を意味する Umgebung に対して、人間だけではなく動物

も持つ主観的な世界、その個体にとって意味のある世界を指すものです。つま

り、物理的環境は一つでも、それぞれの個体は異なった環世界をその周辺に持

つことを意味しています。カンギレムの見方は生をどこまでも肯定し、自然主

義的な数値による治癒とは明らかに異なるところにあります。 

 

最後に、病気という存在をどう捉えるべきかについて考えてみたいと思います。

ミルコ・グルメク（Mirko Grmek, 1924-2000）というパリで活躍した医学史家が

います。クロアチア出身で、ザグレブ大学で医学を学ぶ前にはレジスタンスに

関わっていました。1963年からパリに居を移し、1967年にはフランス国籍を取

っています。彼は、フランス語で Pathocénose、英語では Pathocenosis と呼ば

れる仮説を提唱しました。これはグルメク博士の造語で、一つの社会のある時

点において存在する病気の総体、すなわち一般的には少数の優勢な病気と多数

の稀な病気から構成される病気のコミュニティとでも言うべきものを指してい
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ます。病気というのは単独であるのではなく、他の病気との関連で存在してお

り、歴史的に見ると病気の種類に変化はあるものの、病気の総体は平衡状態に

あるという仮説です。この仮説によると、ある病気が減ったように見える時に

は新しい病気が現れることが予想されます。この概念をエイズの消長から分析

したものに『エイズの歴史』（Histoire du sida, 1990）があります。この仮説によ

れば、個々の病気はなくなることがあっても、病気というものはなくならない

ことが想定されています。 

 

もしそうだとすれば、われわれは必然的に病気と出会わなければならないこと

になります。そのような状況でどのように病気と向き合えばよいのでしょうか。

何人かの思索を通して考えてみたいと思います。最初はドイツの医学者にして

哲学者であったヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー（Viktor von 

Weizsäcker, 1886-1957）の言葉です。 

 

「病気とは、生体がそれまでのやり方で環境との出会いを続けられな

くなったときに、生体がその機能を変換することによって応急的に主

体を保持しようとする状態である」 

 

ここでは病気を体と環境との関係の中に捉えています。この場合の環境は、生

体の内的環境ともユクスキュルの環世界とも捉えることができると思います。

その個体を取り巻く内外の環境の変化に対応できなくなった時に生じる機能の

変化を病気としています。何かに攻められた時の受け身の反応と言うよりは、

生体の積極的な対応を想像させます。また、医療の側の対応という点で重要に

なる見方として、次のように語っています。 

 

「病気の分子論的な解析、心理的な解析という局所的な視点ではなく、

患者を長い時間軸の中に置き直して『なぜよりによって今なのか？』 

（Warum gerade jetzt?）を問わなければならない」 

 

今、オーダメイド（あるいはテーラーメイド）医療として個人に即した医療が

盛んに唱えられていますが、そこで重点が置かれているのは物理化学的な情報
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が中心にあるように見えます。ヴァイツゼッカーさんの言う「なぜよりによっ

て今なのか？」という問いを発する視点こそ、真に個人に対応した医療が可能

になる条件になるのではないでしょうか。 

 

次に、カンギレムの病気についての言葉を紹介します。 

 

「病気とは望ましくないものでも、避けなければならないものでもな

い。それは主観的な変化であり、体の全的な作り変えである」   

 

ここでもヴァイツゼッカーの見方に通じる体の側の主体的な変容の過程として

の病気が浮かび上がってきます。最後に、『魔の山』の英語版にある The Making 

of the Magic Mountain でトーマス・マン（Thomas Mann, 1875-1955）が語ってい

る言葉を紹介いたします。 

 

「ハンス・カストルプが理解したのは、より高いレベルの心と体の健

康に達するためには病気と死の深い経験を潜り抜けなければならない

ということである」 

 

病気になることを単に身体的に不利な状況に置かれたと見るのではなく、日常

の継続性からの隔絶が起こり、普段は目に入らないこと、あるいは考えが及ば

ない根源的な問いにも省察の機会が与えられることになります。日常では難し

い哲学する機会を得て、人間としての心の手入れが可能になるとすれば、病気

にも大きな意味を見出すことができるかもしれません。 

 

いつものテーマと同様に、今回も大きな問題を含んでいましたので、短時間で

は扱いきれませんが、これから考えて行く上でのヒントがあるとすれば幸いで

す。今日はここで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

（2013 年 5月 8日） 

 

 


