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工学の基礎は、物理学

物理学の基礎は、数学

工学は、きわめて科学的（のように見える）

医学には、例えば、いのちとこころの知の介入が必要

科学専一的ではあり得ない科学専一的ではあり得ない

医工学治療の理念は、なんだったのか？



医学・医療では、

日常的に生と死を対象とする。

死後の生、

すなわち霊などと呼ばれるものはなにか？すなわち霊などと呼ばれるものはなにか？



(０２０－０１２)



(039-II-011)          超能力・超常現象

＃物理的超能力＃物理的超能力＃物理的超能力＃物理的超能力

超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，

物理的要素のある能力物理的要素のある能力物理的要素のある能力物理的要素のある能力

＃精神的超能力＃精神的超能力＃精神的超能力＃精神的超能力

テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力

では、 を、当代通常医学的に
どう考えるか

テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力

＃＃＃＃物理的超常現象物理的超常現象物理的超常現象物理的超常現象

ポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂など

自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象

＃＃＃＃精神的超常現象精神的超常現象精神的超常現象精神的超常現象

いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象

（奥健夫監修。知的生命情報概論－意識・生命エネルギーの原理と応用

p53, 三恵社，名古屋，2.007）



（019－046） 超常体験の処理

神憑り，神人合一，神示，霊視，霊告，憑霊など 超

常体験の処理が困難な最大の理由は，超常現象

の解明が現在の自然科学の能力を超えているか
ら。

Ref:否定できない超常現象の発現

否定する根拠がない

（井上順孝：超常体験と宗教研究。現代宗教学１宗教体験への接近（脇本平也ら編），

p21,東京大学出版会，東京，1992）



020－010

20世紀後半から現代まで、われわれは、医療奇跡が通
常医療になりさがった歴史的立会人・目撃者であった。
奇跡を説明する法則を知らないだけである。



ギリシャ人は、プラシーボ効果を知っていた(029-II-001)

古代ギリシャ人は、プラシーボが有効な治療法であることを
ちゃんと知っていた。紀元前380年、プラトンは著作「カルミデ
ス」の中で、トラキアの王ザモルシスがソクラテスに、当代の医
師は霊魂と肉体を切り離すという大きな間違いを犯していると
語った、と書いた。医師がどんなに治療に努めても、患者の精
神を喜ばせなければ肉体の治療はない、とザモルシスはいう。神を喜ばせなければ肉体の治療はない、とザモルシスはいう。
「頭と肉体を健康にするには、まず霊魂の治療から始めなけれ
ばならない。治療はある種のまじないを用いて行わなければな
らず、そのまじないとはすなわち、思いやりの満ちた言葉なの
だ。思いやりに満ちた言葉は節度を霊魂に吹き込み、節度は
健康を、頭だけでなく全身に速やかに行き渡らせる」

（Michael Brooks:13 things that don’t make sense, 2009(楡井浩一訳：

まだ科学で解けない13の謎、p266、草思社、東京、2010）



プラシーボは現実 (029-II-002)

パーキンソン病の典型的症状である筋肉のこわばりと震えは、
脳内の視床下核という特定の部位間の信号が頻発することで
起こる。アポモルヒネという薬剤を注射すると、この活動亢進は
ほぼ正常レベルに抑えられ、筋肉のこわばりこと震えもなくな
る。視床下核にマイクロチップを埋め込んだ患者を集め、数日
にわたってアポモルヒネを注射した。その後、注射器の中味をにわたってアポモルヒネを注射した。その後、注射器の中味を
こっそり生理食塩水に取り替え、患者に対しては、症状を緩和
する注射だといい続けた。症状は実際に緩和し、埋め込まれて
いるマイクロチップを利用して行った視床下核神経の活動神経
活動測定でも鎮静化を示して。プラシーボはどうやら、すべて
脳内の出来事であり、しかも現実のものらしい。

（Michael Brooks:13 things that don’t make sense, 2009(楡井浩一訳：

まだ科学で解けない13の謎、p278、草思社、東京、2010）



想像力の効果（mesmerize)                (029-II-006)

1785年、ベンジャミン・フランクリンは委員会を率いて、”動
物磁気”なる学説の調査を行った。当時オーストリア人フラ
ンス・アントン・メスマーの磁石と水には治療効果があると
いう新説がパリの街を催眠にかけていた（催眠術をかける
という英単語mesmerize）。ルイ16世は、合衆国全権公使
としてフランスに滞在中だったフランクリンに、ヨーロッパのとしてフランスに滞在中だったフランクリンに、ヨーロッパの
一線級の科学者たちとともに、真実を明らかにするよう調
査を依頼した。被験者の反応が実験結果に影響を与えな
いよう、初めて目隠しが用いられた（盲療法blind）。委員会
は磁石と水の治療効果は「実際には人間の想像力が引き
起こしたものである」とする調査報告書を提出した。

（Michael Brooks:13 things that don’t make sense, 2009

(楡井浩一訳：まだ科学で解けない13の謎、p265、草思社、東京、2010）



(032-II-047)                             生命エネルギー生命エネルギー生命エネルギー生命エネルギー

現在の脳科学の見方では、「分子生物学を極めれば人間
の意識もすべて解明できる」という説と、「細胞や分子をい
くらいじったところで人間の意識は解明できない」という考
え方に二分されている。著者自身は、物質レベルでは完
全に解明できない「何か」が意識や生命エネルギーにある、
と考えている。この生命エネルギーは、現代の科学ではま
だ完全に把握されていない高次の微細エネルギーであるだ完全に把握されていない高次の微細エネルギーである
と考えられ。。。「気」と呼ばれるものが、この生命エネル
ギーに対応していると考えられる。

ref :気は、エネルギーをもたない情報（阿岸鉄三）

（奥健夫：スピリチュアリティーに関する物理的考察：

スピリチュアリティとは何か（尾崎真奈美ら編）、p203、ナカニシヤ出版、京都、2007）



(032-II-048 生命体と負のエントロピー生命体と負のエントロピー生命体と負のエントロピー生命体と負のエントロピー

人間を含めた生命体は、超高度な複雑系原子配列調和物質で
あり、その自己組織的存在は負のエントロピー的性質を示して
いる。

ボルツマンによりまとめられたあったん熱力学第２法則によれ
ば、自然は、ランダムな無秩序に向かって崩壊していくもので
あり、エントロピーの増大の法則を示す。実際に肉体的に「死」
と呼ばれる状態になると、肉体が崩壊していく方向に向かう。とと呼ばれる状態になると、肉体が崩壊していく方向に向かう。と
ころが生命体は、エントロピーの増大に反する性質を有する。

シュレディンガーが、このような無秩序からの秩序の形成を、
「負のエントロピー」と呼び、生命におけるメカニズムとして提案
した。

（奥健夫：スピリチュアリティーに関する物理的考察：

スピリチュアリティとは何か（尾崎真奈美ら編）、p204、ナカニシヤ出版、京都、2007）



当代では、

知の越境が日常的に起きている。

医工学治療では、医工学治療では、

工の知の医の知領域への

越境が起きていた



(037-II-015)                                                       知の越境

知の越境とは、学問分野の越境であるだけでなく、文化や芸術の
境界の越境であり、国と国との境界の越境であり、階級・人種・性・
世代の境界の越境であり、精神と身体の越境であり、言葉と権力が
作動するあらゆる境界の越境を意味。。。私たちは、知の越境を、ポ
ストモダンの哲学のように越境的な思考や、場と身体を持たない思
考によって遂行しているのではない。一人ひとりが当事者として生
の現場に参入し、受苦し引き裂かれる身体の狭間のざわめき鼓動
する知を、ダイアローグの言語によって掬い上げる実践を試みてい
る。国家や家族や企業や市場や学校や大学という装置に体制化さ
れた近代の知の編成を内側から突き崩す挑戦。。。

ref : 統合知は、知の越境

（栗原彬ら：越境する知への誘い。

越境する知2、語り：つむぎだす（栗原彬ら編）。Ｐi、東京大学出版会、東京、2000）



新潮流は隣接領域＝辺境から (036-II-025)

大発見や、その分野の革命的な新しい流れはほとんど常に「周辺」か

らやってきます。心理学史の場合でいえば、どの時代にも新潮流はほ

とんど常に隣接領域＝辺境からやってきています。まず物理学の模倣

からヴントの構成主義の心理学が始まり、哲学（とくに現象学）の流れ

を汲むゲシュタルト心理学、パブロフなど生理学や動物研究の影響を

うけた行動主義、コンピューター科学の影響を受けた認知科学などとうけた行動主義、コンピューター科学の影響を受けた認知科学などと

いうように。隣接分野から新しい洞察や方法を取り入れることで心理学
は進歩してきたのです。

Ref :先端は、しばしば異端（阿岸鉄三）。

広く受け容れられないのが普通

（下條信輔：サブリミナル・インパクト（ちくま新書）、p273,筑摩書房、東京、2008）



科学の知は、

すでに絶対性を喪失している



ルネサンス以後の普遍的な新興宗教は「科学」
（朝日新聞2011年4月8日13版20頁）

すでに、「科学」も絶対性を喪失すでに、「科学」も絶対性を喪失すでに、「科学」も絶対性を喪失すでに、「科学」も絶対性を喪失

普遍性を失いつつある普遍性を失いつつある普遍性を失いつつある普遍性を失いつつある



(028－040) 近代科学の信頼喪失

近年は世俗的ヒューマニズムの妥当性・有効性が疑われ
るようになって。。。1つの理由は，その担い手である近代
的エリートの権威を支えていた近代科学の威信が揺らい
できていること。。。1970年ごろから多くの困難な問題を生
み出してきた。。。資源・環境・人口問題など。。。科学的知
識・テクノロジーを駆使した武器により，大量・短時間内の識・テクノロジーを駆使した武器により，大量・短時間内の
殺人。。。科学者は世界観的には空白な存在であり，精神
や思想に関わるリーダーなどではあり得ないという常
識。。。一方，世俗的エリートを支えてきた人文的教養の
権威も後退。。。哲学・倫理学・疫学・宗教・文学・歴史学な
ど。。。

（島薗進：スピリチュアリティの興隆－新霊性文化とその周辺－、p82、岩波書店、東京、2007年）



(028－041)新霊性文化的知の有効性

世俗的ヒューマニズムの力が弱まって。。。一部には「宗教
への回帰」といいてよい現象をも生み出す。かって哲学・
文学などの教育書を読んでいた若者やさらに年長の女性
が，いまや「精神世界の本」に自己形成のよりどころを求
める。。。新霊性文化は精神と物質をはっきりと区別し，対
立関係においてとらえる近代的な二元論を超える新しい立関係においてとらえる近代的な二元論を超える新しい
知が展望されている。とりわけ心理学や医学や教育学と
いった領域では新霊性文化的な知の有効性が認めら
れ。。。合理的知識に基づいて身体や心に相対し，癒した
り，養ったり，啓発したりしようとすると，合理的知識を超え
た現象に直面して限界にぶち当たる。合理的知識を踏ま
えつつ合理的知識を超える感覚や表象や物語りの要素を
取り込まざるをえなくなって。。。（島薗進：スピチュアリティの興隆－新霊性文
化とその周辺－、p84、岩波書店、東京、2007年）



(028－061) 「客観的」科学と「主観的」価値

多くの人が，「客観的な」科学と「主観的な」価値を区別することは，
疑う余地もないことだと。。。価値は願望，愛情という人間の心の中
の感情から生まれたり，非論理的な個人的経験や，集団の伝統に
かかわる深い形而上的信念の中に生じたりすると考えられている。
科学は、これらの評価の仕方やその結果には全く関知しない。ただ
し，科学的知見が，不合理で主観的な価値を認識，理解するための
技術上の手段や情報として役立つかもしれない。しかし，現代の科技術上の手段や情報として役立つかもしれない。しかし，現代の科
学はさまざまな点で価値判断と深く結び付いており，科学が世界を
見る唯一の客観的方法であるということは疑わしい。一方に科学の
いう「現実，特に自然に対する客観的で，価値という尺度のない概
念と説明」があり，もう一方に「主観的価値」がある。自然科学が多く
の点からみて価値に依存しており，また自然科学自体が価値に影
響を与えている。。。

（ルートヴィヒ・ジープ：科学と社会的価値

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p217,人文書院、京都、2007年）



(022－019) 量と質から世の中をとらえる

（いまの社会調査は）量的調査が中心で，質的調査に関して

不十分。。。

「量的調査」とは，結果を数字に。。。例えば5段階で答える。

「質的調査」は，語りに耳を傾け，会話や行動観察。。。

日本における社会調査の始まりは，明治時代のルポルタージュに日本における社会調査の始まりは，明治時代のルポルタージュに

見るいわば質的研究であったが，昭和に入りアメリカから量的調査

の手法が輸入されると「科学的調査」の枠外に。。。

世の中の現実をみると，「量から質化」の二分法ではないのだろう。

cf : narrative-based medicine

（鈴木京一：朝日新聞2006年4月13日夕刊2版14頁）



臨床は、
かならずしも医学の現場を意味しない。

臨床工学は、臨床の工学。
建築現場は臨床工学。
病院は臨床医工学の現場。

いわゆる、通称、臨床工学は、
実質的には、臨床医工学であるべき。



臨床医工学講座は、
ほかにない？

Japanese Society of 

Therapeutics & Engineering

日本医工学治療学会





（０２９－０２２－Ｉ） 科学は、数に依存

17世紀は現在知られている近代科学の誕生の世紀。。。

この科学は，実験と観測によって自然と直接向かいあうこ
とを基礎にした新しいものであった。とを基礎にした新しいものであった。

この新しい科学の特色は，数への依存，つまり実際経験
の実数への依存であった。

（I.B.Cohen:The Triumph of Numbers(寺嶋英志訳：数が世界をつくった：p40、青土社、東京、2007年））





(029-024-I)             ハチソンの道徳算術

フランシス・ハチソン（1694－1746）は代数式を使って道徳観念を分
析しようとした。。。「命題あるいは公理にしたがって。。。わたしたち
自身の行為を判断する際に，すべての状況を用いてすべての行為
の道徳性を計算するための普遍的規範を見つける」議論において
代数式を提案した。

B=(M+I)/A

Ｂは善行，つ まり行為者の徳行を表し，Ｍは行為者の能率，つまＢは善行，つ まり行為者の徳行を表し，Ｍは行為者の能率，つま
り彼がつくり出す公益の量を意味し，Aは彼の生得の能力，そしてI
は私益を表している。。。彼は，この代数的関係を用いて，道徳性に
ついての7つの常識概念を数学的表現に翻訳した。
第一は，もし2人の人が，善行をなす同じ生得の能力（A）を持つなら
ば，より多くの公益（M）を作り出す人がより多くの善行（B)をなす。。。
これは数に根付いた新しい人文科学の発達にとって中心的な念。。。

（I.B.Cohen:The Triumph of Numbers(寺嶋英志訳：数が世界をつくった：p81、青土社、東京、
2007年））



（019－036）科学における過度の単純化

ニュートン物理学はアインシュタインによってひっく

り返されたが，ほとんどすべての用途にとって、い
まなお優れた近似値となっている。

どんな物理学者も，ＮＡＳＡがニュートン物理学をどんな物理学者も，ＮＡＳＡがニュートン物理学を

使って離昇の力やスペース・シャトルの軌道の計

算をすることには反対しないが，しかし厳密にいえ

ば，これは計算を適切なものにするために誤った
理論を意図的に使用することである。

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996

（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p141,青土社、東京、2000）



科学だけで安全判断できない 011-007

(朝日新聞2004年5月18日12版21頁)



(022－016) 現代人の特徴は，シンボル操作能力

現代人，あるいは人類学でいう新人は，20万年前ころに生じ，5万年

以降に世界中に広がった。現代人を特徴付けるのが脳機能の進化，
すなわちシンボル操作能力。。。その典型は言語。。。現代人以前
の遺跡から発掘されるのは，ナイフ・斧のような形態から用途が推
測できる実用品のみ。。。お守り・アクセサリー・お金・スポーツ/ゲー
ム用品などには具体的な用途があるわけではない。。。

シンボルは，「恣意的なもの」。。。シンボルの背景は，脳内に体系的シンボルは，「恣意的なもの」。。。シンボルの背景は，脳内に体系的
な規則を持っている（シンボル体系）。言語は典型的なシンボル体
系。。。科学や宗教，政治や経済，芸術などほとんどの人間活動は

シンボル体系であるか，シンボル体系を含んで成り立つ。

シンボル体系は約束ごとであり，それを変更することは，論理的に
はいつでも可能なはず。。。ところが言語は、典型であるようにシン
ボル体系を恣意的に変更することは普通できない。

（養老孟司：人間科学、p152,筑摩書房,東京，2002年)



言語能力は、
普遍的にヒトの遺伝子に組み込まれているらしい。

話せないヒトはいないのだから。。。

数の理解・認知は、遺伝子レベルにいたっていない？数の理解・認知は、遺伝子レベルにいたっていない？



「物事をありのままに見ない修行」

言語能力は人間の DNA に書き込まれており，人と交われば自動的

にスイッチが次々に入るようであるが，多分，数学的に物事をみる
能力は DNA  レベルでは書き込まれていないのである。無理やりに

強制でもって組み込まないと発動しないもののようである。その意味
では，非人間的なもので，誰にとっても「自然にもよおす」ようなもの
ではないようだ。ある制限した枠内で整然とした美を追求する奇特ではないようだ。ある制限した枠内で整然とした美を追求する奇特
な先人達の作ったツールとして数学がある。多くの人間は「美を見

る」心境には達しないが，新規のツールを利用して現象に分け入る
ことにはわくわく感を持つ。。。「物理学とは？」への回答は。。。数
理的手法にあるといった方が適する。。。

（佐藤文隆：量子力学は世界を記述できるか、p126、青土社、東京、2011）



パーソン・オブ・ザ・センチュリー

ニュートンの重力理論は文句なしに人類による偉大な知的業績に数えられる。だ
が，19世紀後半の物理学者は，この議論が完璧でないことに気づいていた。
ニュートンとアインシュタインのどちらが思い描いた宇宙でも，出来事は四つの数

（次元）で指定できた。そのうちの三つは空間的な位置で，残る一つは時間的な位
置である。ニュートンの場合，この四つの数は絶対的だった。それに対してアイ

ンシュタインによる主張の中に，距離や時間は相対的だというものがある。アイン
シュタインの理論から導かれるある帰結によると，移動している観測者同士では，シュタインの理論から導かれるある帰結によると，移動している観測者同士では，
空間内の同じ位置で起こった二つの出来事の時間的間隔について意見が一致し
ない。アインシュタインによれば，移動している定規は長さが短くなり，移動してい
る時計は進みが遅くなる。かって，時刻が精確に合わされた二組の時計を比べる
実験が行われた。一組を地上に残し，もう一組をジェット機に乗せて世界一周させ
たところ，アインシュタインが正しかったことが証明されている。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦訳：不可能・不確

定・不完全 できないを証明する数学の力、p249、早川書房、東京、2011）



パーソン・オブ・ザ・ミレニアム

アイザック・ニュートンはその重力理論で最もよく知られている
が，それより，ニュートン最大の業績は数学と物理学の範囲
を超えるもので，私はそれを理由に彼こそ「パーソン・オブ・

ザ・ミレニアム」にふさわしいと思っている。何かというと，科学
的方法を打ち立て，産業革命とそれ以降の進展にはずみを
つけたことだ。ニュートンが用いた科学的方法とは，データをつけたことだ。ニュートンが用いた科学的方法とは，データを

集め（または既存のデータを検証し），そのデータを説明する
理論を考え，その理論から予想を数学的に導き，その予想の
有効性を確かめることである。彼はこの方法を重力に限らず
力学や光学にも適用し，西洋文明を一変させた。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p249、早川書房、東

京、2011）



限界がある

二十世紀には、「限界がある」という仰天の帰結が三つ導か
れた。現実の世界で私たちが知りうることやできることに、数
学の論理を駆使して見いだすことができる真理に、そして民
主主義を導入して達成できることに、限界があるというのだ。
1927年にヴェルナー・ハイゼンベルクによって発見された不

確定原理によると物体の位置と速度を同時に知ることはでき確定原理によると物体の位置と速度を同時に知ることはでき
ず、続く30年代に証明されたクルト・ゲーデルの不完全性定

理は、数学上の真理を決めるための論理に不備があることを
明らかにした。15年ほどのちにケネス・アローが投票者が属

する社会の選り好みを各投票者の選り好みに基づいて満足
に表せるような票の集計方法がないとことを示して。。。
（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p18、早川書房、東京、

2011）



人類は全知全能ではないと気づく

二十世紀になされた特筆すべき発見のひとつに、数
学と自然科学と社会科学を貫く共通認識、すなわち
「世の中には私たちに知りえないことが、できないこ
とが、解決できない問題が存在する」という認識があ
る。私たちは人類が全知全能でないことはわかってる。私たちは人類が全知全能でないことはわかって
いるし、それは何も最近初めてわかったことでもない
のだが、全知全能でありえないかもしれないと気づ
いたのはつい最近だ。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p17、早川書房、東京、

2011）



数学の素晴らしさ

数学の素晴らしさの理由の一つは，数学者同士であれば
相手が話ししている内容をごく普通に理解できるということ
である。これはどんな分野にでも言えるわけではない。何
人かの数学者に「群」という専門用語の定義を質問すれば，
全員がほとんど同じ定義を答えるだろう。しかし，心理学全員がほとんど同じ定義を答えるだろう。しかし，心理学
者に「愛」の定義を質問すると，おそらく、その回答者が支
持する心理学の学派によって，いくつか違った答えが出て
くるはずだ。

Ref:交差する平行線の幾何学

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦訳：不可能・不確

定・不完全 できないを証明する数学の力、p291、早川書房、東京、2011）



「成功」と「衰え」

ある学説がこれに対抗する学説の存在を失ったとき、その知的魅力
を急速に失う。かって権威をもった宗教，思想，哲学の学問の世界
に攻撃的に挑戦したのが科学であったが、その後，その有用さ故
に社会の制度に組み込まれ，エスタブリッシュした体制に変容した。

現在、知的営み自体の中で、寡占化し，科学は互いに，競う諸々の
営みの一つに過ぎないという姿が見えにくくなった。安定な制度と化営みの一つに過ぎないという姿が見えにくくなった。安定な制度と化
した科学の既成勢力化による成功とは裏腹に，体制内で分担した
領域でのミニ挑戦の日々の営みを超えた，科学そのものへの批判

的考察の活力が衰え，成熟の後の退廃の陥穽が待ち受けている時
代が予感される。

（佐藤文隆：量子力学は世界を記述できるか、p85、青土社、東京、2011）



数式を載せると読者が減る

スティーヴン・ホーキングのベストセラー「ホーキング
宇宙を語る」の「謝辞ーまえがきにかえて」によると、
彼は出版社から、本に数式を一つの載せるごとに読彼は出版社から、本に数式を一つの載せるごとに読
者が半減すると言われたようである。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p27、早川書房、東京、

2011）
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分数 言葉で表すと？
朝日新聞2011年10月15日12版17頁



臨床工学は、ことばであらわされたものを、
単に、数字で置き換えるものであってはならない。
近い将来、理解できない、別のcommunication toolを

扱う人たちとして医学のなかで孤立する恐れがある。



どのような科学哲学が科学にふさわしいか

つい最近まで、ヨーロッパ系の人々の多くは、「科学」という名にふさわしい
信念と実践は、たった1種類だったと仮定していた‐それは近代西洋科学であ
る。この信念と実践は、自然の秩序に関してまとまりのある統一された表象、
あるいは少なくとも物理学や化学、生物学などの間の調和のとれた関連を示
す表象をすでに作っていた。他の文化の知識体系は、魔術や迷信、宗教など
の非合理性や擬人観の影響によって信頼できないものになり、自然の規則や
そこにある因果傾向の理解を導くことができず、その文化の思考を前近代の
レベルにとどめるていると主張されるのが常であった。こうした知識体系は「科
学」という名前にふさわしくないし、そこに含まれている文化的要素のために
近代西洋科学と統合したり中和のとれた関係を結んだにすることができない近代西洋科学と統合したり中和のとれた関係を結んだにすることができない
のだと。しかし、科学は統一されたもの、あるいは単数のもの‐つまり、本当に
唯一の科学がある‐という概念化が有用だという考えに対して、懐疑的な見方
がだんだんと広がってきた。。。また、多文化・ポストコロニアルの点から科学
技術を観察している者は、他の文化の知識体系も大いなる力を持つことを指
摘してきた。。。西洋医学が鍼治療や土着の薬草治ﾃを取り込んできたことか
ら、西洋科学共同体そのものも、こうした伝統的な科学の価値を理解している
ことがうかがえる。

ref:統合医療の本質

（Sandra Harding:Science and Social Inequality,2006：森永康子訳科学と社会的不
平等、p8 ,北大路書房、京都、2009）





国際的ルールメーカになる


