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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 31回 倫理と道徳、そして医学教育における人文・社会科学を考える 

 

矢倉英隆 

 

「直観も想像力も美学もなければ、その科学者は“抜けて”おり、 

理性も原理も論理もなければ、その芸術家は“鈍間”である」 

――アルヴァン・ファインシュタイン 

 

こちらに来てからの大きなテーマは、科学と哲学のインターフェースから世界を観

るということになる。その中には医学と倫理、あるいは医学と人文・社会科学という

テーマも含まれるはずだが、これらの問題は長い間わたしの中では遠い存在であった。

しかし、このシリーズ第 25 回で触れたように、昨年あたりからその状況が変わりつ

つある。そのことを示すように、最近連絡が入った二つのシンポジウムに興味が湧き、

参加することになった。一つは、去る 6 月 3 日にフランス厚生省（Ministère des Affaires 

sociales et de la Santé）で開催されたヘルシンキ宣言（Declaration of Helsinki）の 50 周

年を記念するシンポジウムである。1964 年にヘルシンキで開かれた世界医師会総会

において採択されたこの宣言は、「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」（Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects）に関するもので、その対象は

人間に留まらず、人間の試料や情報にも及んでいる。もう一つは、5 月 15 日に国立東

洋言語文化研究所（INALCO）で開かれた「医学教育における人文・ 社会科学の役割」

についてのシンポジウムであった。医学とその周辺領域にある人文・社会科学がどの

ように触れ合い、関係し合っており、その関係はどうあるべきなのか。今回はこれら

の問題について、二つのシンポジウムでの観察結果を中心に考えてみたい。 

 

 まず、倫理という言葉の背景を見ることにしたい。英語で“ethics”、フランス語

では“éthique”と言われる倫理の語源はギリシャ語の“èthos”になるが、古代ギリシ

ャではいくつかの意味合いで使われていた。一つは、魚は泳ぎ、鳥は飛ぶというよう

な動物種のこの世界における在り様である。この意味は、現在の動物行動学にあたる 

“ethology”という言葉の中に生きている。第二には、一人の人間が生物としてこの
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世にどのように在るのかという意味である。そこから、ある時代、ある社会において

人間がどう振舞うのかという社会の風習、習慣、法律などの下での行動へと広がりを

持つようになった。現代的倫理を意味する“èthikè”は“èthos”の形容詞に相当し、

アリストテレス（Aristotle，384 BC-322 BC）が振る舞いに関する知識を“èthikè théôria”

という言葉で最初に表現している。この知識に対する態度には、大きく二つの方向性

が考えられる。一つは、振る舞いの在り様を事実として客観的に調べ記載するという

もので、科学が使う方法でもある。もう一つは、そこで観察されたことについて善悪

の価値判断を加え、ある条件下でどのような行動が望まれるかまで考えようとする態

度である。 

 

 

ヘルシンキ宣言 50年のシンポジウムが開かれたフランス厚生省 

 （2014年 6月 3日） 

 

 次に倫理と道徳の関連になるが、両者の相違については専門家の間でも意見の一致

を見ていない。道徳の語源を調べてみると興味深いことが分かってくる。上で見たよ

うに、古代ギリシャでは個人あるいは集団がある風習や習慣の下に如何に振舞うのか

を意味していた。しかし、ローマ時代にキケロ（Marcus Tullius Cicero，106 BC-43 BC）

が“èthos”をラテン語に訳す際、風習に当たる“mos”という言葉を選び、その複数

形“mores”から“moralia”という言葉を新たに造ったのである。すなわち、このモ

ラリアという言葉が古代ギリシャの倫理“èthikè”に当たり、現代における混乱はキ

ケロの造語に由来することが分かる。現在使われている道徳と倫理という概念に差は

ないとする見方もあるようだが、両者に差を認める人たちは次のように考えている。

道徳には社会的規範、過去から引き継がれた伝統、さらに宗教的な価値観が含まれて
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いて固定的な意味合いが強く、それを拒絶するのも受け入れるのも個人に任されてい

る。これに対する倫理には、新しい時代に生まれた問題にどう対応するのかという作

り上げる規範、現在進行形のニュアンスが含まれている。現代のように人種的にも宗

教的にも文化的にも異なる人が共に生きていくことが求められる世界では、人間の在

り方に関する共通の価値観を見出し、創り上げていくことが不可欠になる。これらの

問題について考えるのが倫理学に課せられた仕事ということになる。 

 

わたしが倫理や道徳を敬遠していた背景には、どこかで決められたものを上から与

えられるという漠然とした考えがあったためだと想像している。それが変わったのは、

輪郭が見え始めた倫理を「行動と決断の哲学」と言い替えた時であった。その瞬間、

倫理が古臭い殻から抜け出し、自らが生きることと直接関わる「いま・ここ」の問題

として迫ってきたのである。倫理の領域を教科書的に見ると、行動の善悪を最終的な

結果に重点を置いて判断する帰結主義（consequentialism）、結果ではなく行動自体が

道徳的規範に適うものか否かを考える義務論（deontology）、そして徳の本質を考え、

道徳的存在としての人間の完成を目指す徳倫理学（virtue ethics）の 3 つがある。研究

面でも大きく 3 つの領域に分けられる。一つは、善悪とは何であり、何をすべきで何

をすべきでないのかという規範を提供する規範倫理学（normative ethics）で、これが

倫理とか道徳という言葉を聞いた時に思い浮かべるものだろう。二つ目は、道徳の概

念、判断、論理などを研究するメタ倫理学（metaethics）で、科学の領域で言えば科学

哲学、特に科学の概念、理論、方法などについて検討する認識論（epistemology）に

相当するとも言える。そして、三つ目が臨床医学、科学研究、政治、報道、企業、環

境などの個別の領域を研究する応用倫理学（applied ethics）である。 

 

これらの視点から広く社会を眺めると、ほとんどすべての局面に倫理が絡んでいる

ことに気付く。生命倫理の領域だけを見ても、シリーズ第 27 回で取り上げた尊厳死

の問題、臓器移植における脳死判定、人工授精や代理母の問題、出生前診断、遺伝子

治療、クローンの問題など限りがない。これらの基礎には生命をどのように捉えるの

か、人生の意味をどこに置くのか、人間の尊厳とは一体どういうことなのかというよ

うな哲学的な問いが横たわっている。われわれの日常においてもどのように行動すべ

きかに迷う状況に遭遇することがある。その際に重要になることは、その状況の中に

留まって判断するのではなく、一歩下がって人類の遺産とともにその問題を外から眺

め、振り返るだけの余裕を持てるかどうかになるだろう。倫理に照らして自らの行動

を考えることの難しさが、ここにある。 
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映画による倫理教育について語るセリーヌ・ルフェーヴ博士（左端） 

（2014年 5月 15日） 

 

今回参加した「医学教育における人文・社会科学の役割」を考える会には、次のよ

うな問題意識があった。現代医学は統計学に基づく「真理」に寄り掛かり、集団に当

て嵌まる真理を基に個人に対処する。しかし、病気が一つひとつ違うように、病人も

また一人一人違う。医療の現場は科学としての医学と社会の中に在る人間が交わる場

所である。それを統計学的な知を基に対処して良いのだろうか。そこに人文・社会科

学の役割が出てくるのではないかという問いである。 

 

 アムステルダム大学ディック・ウィレムス（Dick Willems）教授は、「証拠に基づ

いた医療（evidence-based medicine: EBM）優勢の時代における人文・社会科学の教育」

と題してオランダでの現状を紹介していた。アムステルダム大学で教えている内容は、

次の 4 つに分類される。一つは医学が置かれている哲学的コンテクストで、この中に

は意味を持つ主体としての個人、個人差、自律とアイデンティティ、因果性、診断、

予防などの問題が含まれる。二つ目は医学倫理の基礎で、先に挙げた新技術の導入に

より生じる問題が扱われる。三つ目は科学と非科学の知に関することで、量的科学と

質的科学の相違、代替医療とその評価、実証主義、科学社会学などが論じられる。こ

こでは、盲目の実証主義が陥る危険性に注意を促しているという。そして、第四は医

学と科学の歴史で、その後の流れを決めることになる重要な発見、健康と病気の生物

学的・心理学的・社会学的な定義の変遷などが扱われる。 
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 これらの紹介の後，医学に人文・社会科学を導入することにより本当に良い医者が

生まれるのかという問いを出し、以下のような考察を加えていた。医学知を補完する

新たな知を提供する人文・社会科学は、直観や想像力や美的感覚や感受性を鍛え、人

間という存在の文化的・社会的な相違や多様性、臨床を取り巻く複雑な状況に対する

理解を深めることに寄与する。そして、そのことにより医療に携わる者が自らの責任

をより明確に自覚するようになることからこの教育は欠かせないものである。もう一

つの重要な要素は、次のことである。現代において優勢な EBM は、科学における証

拠と個々の患者に関する情報に基づき、患者の希望と医療の側の良心が支える医療で

ある。しかし、最近の見方は患者の要求に重心が移っている。つまり、病める人間が

何に困り、何を求め、何に価値を置いているのかを知ることが医療の基礎になければ

ならないという考えである。EBM の優れた点は認めた上でこれらの流れを考慮に入 

れると、「価値に基づいた医療（value-based medicine: VBM）」への転換が必要にな

るだろう。証拠を求める過程は還元主義を用いた科学が中心になるが、価値に関わる

領域では苦痛や死を前にした患者の主体性に目をやり、複雑で曖昧さを含む現実を観

察、記載、理解する必要がある。この過程の充実には哲学、歴史、人類学、倫理など

の人文科学の動員がどうしても求められる。また。患者と医者の関係は医者が患者を

一方向から診ていると思いがちだが、診る方も観られていることをしばしば忘れる。

医療の側の主体性について検討する際にも同様の視点の導入が欠かせないことを考

えると、人文・社会科学の重要性を強調し過ぎることはないだろう。 

 

 パリ大学ディドロにあるジョルジュ・カンギレム・センター（Centre Georges 

Canguilhem）のセリーヌ・ルフェーヴ（Céline Lefève）博士も、なぜ人文・社会科学

を医学生に教えなければならないのかという問いとともにフランスの状況を紹介し

ていた。医学教育が記憶中心になるのは世界共通で、フランスでも省察の時間に限り

があることに変わりはない。科学に基づく技術と実践が中心になる医療においては、

暴力的なことも行われている。しかし、その場から離れた視点がなければそのことに

気付かない。その意味でも、歴史的・倫理的・哲学的・科学的な省察の時間が必須に

なる。博士は「医学による治療」と「癒すという営み」の間にある溝について考える

時間を持たせるために、映画を用いた 20 時間のコースを学部 3 年目で行っていると

いう。そこでの最終目標は、臨床現場の重要性、患者の生活規範や病気の主観的な受

け止めについて知ることの大切さの理解を促すこと、つまり「患者さんを聴くこと」

の徹底である。 
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 そのためになぜ映画やフィクションが必要になるのか。その理由として、病人が生

きているということの複雑さを再現しているため、病気を前にした人間の生と価値観

の特殊性を掴むのに向いていること、それから患者を取り巻く倫理的な問題を具体的

に扱うことができることなどを挙げていた。その結果、視点の中心を医療の側から患

者の側へ移すことができ、そこでの選択が社会の規範や倫理に叶うものでなければな

らないことを学ぶことができるという。用いている映画がいくつか紹介されていたが、

その中に黒澤明（1910-1998）監督の『生きる』（1952）と『赤ひげ』（1965）が入

っていた。前者は死の宣告が齎すものを追体験するためであり、後者は治療すること

の意味を学ぶためであった。その上でこれらの映画を観直すと、これまでとは違った

味が加わっていることに気付くだけではなく、映画を観る時の新たな視点を得たよう

に感じるから不思議である。 

 

 
世界医師会次期会長のザヴィエル・ドー博士  

（2014 年 6 月 3 日） 

 

 「ヘルシンキ宣言の 50 年」と銘打ったシンポジウムでは、これまでの改訂の経過

や具体的な状況における対応についての発表が続いた。日本の現状を知らないため比

較はできないが、素人の目から見るフランスの医学倫理は充実しているという印象を

持った。しかし、世界医師会の次期会長に内定しているザヴィエル・ドー（Xavier Deau）

博士は興味深い指摘をしていた。世界の医学倫理におけるフランスの存在感が欧米の

他の国に比べると薄く、その傾向はアフリカのフランコフォンの国に行っても変わら

ない。これまで世界で通用する原理的な思想を広める上でフランスは重要な役割を担

ってきたが、その力が弱まっているのではないかというのである。その上で、新興国

においてフランス的精神を広める上で忘れてならないことは、援助するという考え方
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を捨てて相手の話を聴き、理解し、寄り添う姿勢を保つことで、この原則を忘れずに

フランス流の倫理の考え方を世界に広めていきましょうと結んでいた。フランスが 

持っている危機感が表れていると同時に，世界にフランス的価値を広めようとする意

識は未だ健在との印象を強くした。日本はこれまで物を広めようとはしてきたが、思

想・哲学・価値などに対する意識は低かったように見える。そろそろ目には見えない

ものについても目を向ける時期に来ているのではないか。ドー博士の話を聴きながら、

そんな思いが巡っていた。 

 

 日本では研究倫理に絡む問題が頻発しているだけではなく、その問題に対する対応

やそれを報道する側にも多くの問題が見られると聞く。勿論、個別の状況における原

因を指摘することはできるだろう。しかし、その根底には社会全体に倫理的な視点の

欠落があるように思えてならない。その対応として、例えばマニュアルやチェックリ

ストを作って対応するというような小手先の技術論では本来的な解決にはならない

だろう。そこでは、このシリーズ第 13 回で提案した「知のエティック」の動員のよ

うな人文・社会科学が参加するより深い教育が求められるはずである。さらに、現場

で倫理の問題を考え決めていく時に大切になるのは、専門家、非専門家という枠やヒ

エラルキーを取り払い、すべての人がフラットな地平に立ち、そこにある複雑な問題

を共に考え解きほぐしていくという意識を持つこと、そして、議論の過程や結果をす

べての人がわかる簡明な表現で外に開いていくことだろう。このような基本に忠実な 

営みを地道に続ける以外に社会に倫理的視点が根付くようになる道はなさそうであ

る。 

 

 ところで、先日のボルドー滞在中に入ったリブレリーでフリードリヒ・シラー

（Friedrich Schiller，1759-1805）の『人間の美的教育について』（法政大学出版局、

2003、2011）の独仏版（Über die ästhetische Erziehung des Menschen╱Lettres sur lʼéducation 

esthétique de lʼhomme, 1795）を手に取った。シラーはこの中で、肉体的人間から道徳

的人間への改良、そして自然国家から倫理国家への移行を美的教育で行おうと唱えて

いるのを知り、驚いた。そこに「哲学教育による精神的筋肉の鍛錬」とでも言うべき

個人的な想いと響き合うものを見たからである。これからの日本に求められること、

それは精神世界の重要性に改めて目をやり、その開拓に向かうことではないのか。二

つの会が終わり、そんなところに考えが落ち着きつつある涼しい七夕のパリである。 

 

 （2014 年 7 月 7 日） 


