


アンチエィジングエイジング：

年をとること、死ぬことを

否定・拒否する考え方。。。

老化・死は、否定すべきことなのか？老化・死は、否定すべきことなのか？

あらゆる意味で、価値のないことなのか？



(025－044)

日本は先進国で最も国民が死なない国。死亡率8.5/1000人（05年）。82年の6.0を底に上昇中。

50年には、14前後になりドイツと並ぶ高死亡率国に。。。大量死亡時代は高齢者割合の増える

ため。老衰での死亡はわずか２％。（朝日新聞2006年11月19日 be 1頁）



(031－026) 少子高齢化から長寿高齢化へ

2004年の平均寿命が世界で1番長かったのは日本・モナ

コ・サンマリノの82歳で”長寿世界一”。。。出生率の長期

低下・平均余命の着実な改善で，0～14歳の年少人口の

割合がほぼ連続的に減少し，逆に65歳以上の高齢人口

の割合が急増。。。2005～2010年の間に，死亡率改善が

与える高齢化が出生率低下による高齢化を上回ることが与える高齢化が出生率低下による高齢化を上回ることが

示され，”少子高齢化”から”長寿高齢化”へと高齢化のメ

カニズムが変化すると予測され。。。年金や医療，介護に
投入する費用も増大し，2004年に総額32兆円の医療費は

高齢化がさらに進むため，2025年に69兆円に跳ね上がる

と推定。。。近いうちに医療保険システムの破綻。。。
（吉川敏一ら：アンチエイジングドック。アンチエイジングドック（吉川敏一編）：

p2、診断と治療社，東京，2007）



人の生死は、厳粛。

だけど、意外に曖昧、いい加減。

いい加減の意味は、いい加減

ref:いい湯加減！ref:いい湯加減！

いい加減な奴だ！



誕生

生後

生命の出現（出現しない。継続するだけ？）

（出現する。DNAが継続？）

生命の持続

赤ん坊は誕生するが、

生命は誕生しない

生へのイベントは長時間的

胎生でも卵生でも

赤ん坊の誕生

022－039 生と死は非対称的

死亡

生後

生前 (死前？）

生命の消失

生命の持続

生命の継続

死後

死へのイベント
は短時間的



(022－011) なぜ生まれ，なぜ死ぬのか

近代科学というのは「自分との」かかわりということを

放棄することによって成立してきた知識体系である。。。

人間が生まれることや死ぬことについては，生物学的・

医学的に説明可能である。医学的に説明可能である。

しかし「なぜ私は生まれてきたのか」「なぜ私は死なねば

ならないのか」と自分とのかかわりにおいて考えるとき，

それについては科学は答えない。

（石川都：現代医療における心と宗教。現代宗教2003、p203,東京堂出版，東京，2003）



生とは、死とは、なんなのだろうか？

生・死を、どう考えるか？

死生観



日本社会では、個人の存在の始まりと終わりの認識が非対称的

個人の終わり

死体からの臓器移植：

その身体が個人を表象する存在でないとの認識が要件。

死後も身体の個人性を認める日本文化。

胎児・新生児と個人の始まり003036

死後も身体の個人性を認める日本文化。

⇨議論が混迷

個人の始まり

人工中絶⇨是非についての議論が盛り上がらない。

多胎妊娠の選択的中絶⇨議論されないか、社会的関心がない。

cf.臍の緒には関心

（波平恵美子：個人の存在の始まりと終わりについての観念、

時間と時、広中平祐ら編、p97、学会出版センター、東京、2002）



(019－024) 死の起源

「死は、生命の外的条件に対する譲歩として種に利益をも

たらす出来事とみなされるべきで、生命そのものに本来固

有の必然的なものとみなされるべきではない」
（Weismann:The duration of life, p25,1881)

不死の傷だらけの個体が生き延びるよりは、新たに完全な

個体によって置き換えられる方が好ましい。。。それゆえ個体によって置き換えられる方が好ましい。。。それゆえ

自然選択の作用によって、この想像上の不死の個体の生

命は、種にとって無益である分だけ縮められる。
Weismannは、死は進化の過程で獲得したと主張する。

（小川真理子：甦るダーウィン、p161、岩波書店、東京、2003年）



(019－025) 死は、多細胞生物が獲得

Weismannによると「体細胞と生殖細胞とが一致している単

細胞生物に、死はない。分裂によって増殖する単細胞生

物は不死身。。。多細胞生物の生殖細胞、すなわち生殖

質だけは不死身。。。（生殖質連続説）。多細胞生物の細

胞の均質性は失われ、細胞の相対的位置関係の結果とし

て分化が生じ、栄養を担うものと増殖に関与するものとのて分化が生じ、栄養を担うものと増殖に関与するものとの

分業が生じる。分化が進むにつれ、新たな個体を生じる力
は生殖細胞に限定されていく。」

（小川真理子：甦るダーウィン、p162、岩波書店、東京、2003年）

、



(027－032)

（広井良典：ケアのゆくえ 科学のゆくえ、p170、岩波書店、東京、2005年)



(022－036) 死の定義の階層構造

死の概念 用語

レベル Ｉ 科学的事実としての死 脳死・心臓死・生理的

に見た個体死

レベル ＩＩ 哲学的レベルとしての死 人間の死

レベル ＩＩＩ 法的レベルの死 法的に見た個体

(022－036)

科学的事実としての死とは，定義上，完全に科学的描写によって代置可

能。

哲学的レベルの死は，「人間の死とは哲学的には何か」という問いに答え

るもの。

法的レベルの死とは，法律で定められるべき人間の死であり，さまざまな

現行法との整合性，それに法的な死の時刻の決定などが重要なポイント

となる。

（森岡正博：生命学への招待、p191、勁草書房、東京、1988）



(022－037) 科学的死と哲学的死

脳死が生理学的に見た個体死であるという判断は，科学
的な判断であり，科学的事実として主張することは正当で
ある。しかし「人間の死」であるか否かの判断は，科学的
事実としての死と哲学的レベルの死の同定の問題，すな
わち人間の死の哲学的定義の問題であり，「科学的であ
る」とか「非科学的である」と形容することは権利上許される」とか「非科学的である」と形容することは権利上許され
ない。生理学的に見た個体死が，私たちが愛し，憎み，思
いやり，気づかう全人格的存在としてのひとりの人間の死
であるか否かという判断は，私たちの哲学的・道徳的判断
なのであり，そもそも科学的でも非科学的でもない。科学
とは何の関係もないレベル（すなわち没科学的レベル）で
の判断。。。

cf : 哲学的多元主義
（森岡正博：生命学への招待、p198、勁草書房、東京、1988）



生や死は、生殖、

つまり種の保存と関係している？



寿命 vs 性成熟年齢 003032

寿命と性成熟年齢は相関している→寿命は、生殖と関係している→近年、ヒトは、生
殖が済んでもなお生き続ける→生物の法則に反する→個体を死へと追いやる機
構が働く→老化

（今堀和友：老化と体内時計、時間と時、広中平祐ら編、p62、学会出版センター、東京、2002）



（０３９－００１－II)おばあさん仮説 朝日新聞2007年12月18日夕刊4版１６頁



おじいさん仮説おじいさん仮説おじいさん仮説おじいさん仮説（阿岸鉄三）（阿岸鉄三）（阿岸鉄三）（阿岸鉄三）

それじゃ、男の老人はどうしてくれる？

長生きしても役に立たない？

生物学的に意味がない？

だけど、75歳位までは、妊孕（妊娠させる）可能

80歳位で死ぬ。80歳位で死ぬ。

相手が、居ればの話。。。

（女性の妊娠は、50歳位まで。。。

孫の面倒を見ながら85歳位まで生きる）

まあ、いいか！！



不要な個体は死ぬ

海から川に上ってくる、サケなどの魚は、川に入ると
きに、消化器が消えていることがある。消化器を体
内に吸収して、生殖のためにエネルギーに変えてし
まうのだ。もちろんその魚は絶対に生き続けられな
い。エサをとらず、卵を産むだけ、もしくは精子をかい。エサをとらず、卵を産むだけ、もしくは精子をか
けるだけだ。動物はそういう意味ではすさまじい。個
体の命は重要ではないのだ。命は地球より重いな
どとバカなことを言っているのは、人間だけだ。動物
はもっと合理的にできていて、不要になった個体は
すみやかに死ぬようにできている。
Ref:おじいちゃん仮説
（池田清彦：オスは生きてる無駄なのか。p43、角川文芸出版、東京、2010）



オスは余剰で無駄

メスは子どもを作るのにオスはいらない。いざとなったら

単為生殖で子どもを作ればいい。。。メスはとても貴重

だが、オスは余剰で無駄といえる。大きな文脈からいえ

ば、種の存続のために配偶子は重要だが、繁殖に関与ば、種の存続のために配偶子は重要だが、繁殖に関与

しないあるいは繁殖後の個体は無駄である。無駄なや
つは何をしてもいい、いつ死んでもいいのだ。

（池田清彦：オスは生きてる無駄なのか。p130、角川文芸出版、東京、

2010）
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新しい生命の誕生？

生命ってなに？

誕生って、どういうこと？誕生って、どういうこと？



生命の発生

これだけ物質科学が発展しているにもかかわらず，試
験管中において物質の原子配列を制御することのみ
によって，意識を有する「生命」を発生させることがで
きないのは，ただ単に技術的に困難であるというわけ
ではなく，現代の物質科学では解明されていない，未
知の原理が存在するのではないだろうか。現在の脳知の原理が存在するのではないだろうか。現在の脳
科学の見方では，「分子生物学をきわめれば人間の
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。監修者自身は，物質レ
ベルでは完全に解明できない「何か」が意識・心や生
命エネルギーにある，と考えている。

（奥健夫：はじめに。知的生命情報概論－意識・生命エネルギーの原理と応用

（奥健夫監修）、三恵社，名古屋，2.007）



(028－060) 生命の始まり
「人間の発達は，最初の細胞分裂に始まり，一度も途切れることなく複
雑に継続する」事実に対して：

正統派ユダヤ教；人の胚が受精後40日間は，人に対して尽くすべき道
徳的配慮を必要としない。

イスラム教；道徳的配慮を要する時期は母親が胎動を認知する受精後
120日から。。。

ヒンズー教；生命は受精とともに始まる。

宗教で異なる

キリスト教（ブッシュ大統領）；人の生命が受精に始まる。
（スタンフォードメディスン）；初期中枢神経系が生成される
受精後26週目ころまでは，潜在的人格とさえ言えない。

イスラエルの研究者；7－8週の胚から機能しうる腎臓組織を調達

（ウィリアム・ハールバット：幹細胞、胚、そしてエンボディメントの意味。

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p177,人文書院、京都、2007年）



宇宙と生命の発展

宇宙が誕生してから200億年。。。太陽は46億歳。。。太陽

が生まれたとき，空中にはすべての元素が満たされ，化
学的に生命を作り出す材料はすべてそろっていた。。。1つ

目の幸運。。。今の太陽と地球の距離を100とすると，地球

に液体の水が存在できるのは，95～101の間のみ。太陽とに液体の水が存在できるのは，95～101の間のみ。太陽と

地球がちょうど良い距離であったことが2つ目の幸運。太

陽の質量が今の1.2倍以上あったら生命は進化する時間

（生命が人類に進化するのに要する時間は30億年）がな

かった。そうでなかったことが3つ目の幸運。これらの条件

が重なって初めて生命が誕生できた。
（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

p7, 三恵社，名古屋，2.007）



進化論では、

生命の発生は、ただ一回だけ。。。

あとは、生命は継承されるだけ。。。

異なる、別の生命の発生はない。



ヒトはなぜ長生きなのか 004007

さまざまな哺乳動物で、体重当たりの脳の
重量比と最大寿命はよく比例する。

ヒトの進化には脳の変化が重要：1)神
経細胞の分裂回数を増やす遺伝子の
変化、2)個体が成熟した後も、記憶に
とって重要な脳の柔軟さが続くよう、多
くの遺伝子の働きを調節する変化。

その結果、長生きすると多様な情報が
蓄積でき、過去の経験を統合して、より
正しい判断をする個体ができる機会が正しい判断をする個体ができる機会が
増える。DNA解析から、世代を超えた知
識を蓄積し、伝承しやすすい脳をもった
長寿者を保持した集団のみが、気候の
激変期を生き残った。

高齢者の持つ知恵と技術の現代に即し
た形での伝承が望まれる。

（黒川洋一郎：朝日新聞（夕刊）、文化、
2002年7月15日、2版、18頁）



だけど、

ただ長生きすればいいというものでもない



017-029



017-030

死なない、長生きすることは、

いいことばかりでもない現実



(031－006) Antiaging vs Healthy Aging(1)

Antiaging

キリスト教的精神:神に契約によってヒトだけが選ばれた選民意識。
過酷な砂漠の生活に根ざした天地創造から世紀末までの直線的思考。
Antiaging；死にもanti-。老化も自然も征服すべき対象とする。

とはいいながら、古語にいわく man is mortal

古代中国（一般的には東洋思想）：
道教＝不老不死（始皇帝・徐福・蓬莱(日本））仙人immortals

日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。
自然は優しい。共存すべきもの。
姥捨て山（楢山節考）；貧しさの故もあるが、自然（しぜん・じねん）・
あるがままを受容する基本的思想。天地からいただいた元気を養生。

死への生命学的理由はある。
Healthy agingこそ、日本的心情の究極目標。死ぬことが前提。

PPK(ピンピンコロリ)が目標
誰にも迷惑をかけないで、朝起きたら寝床の中で。。。
常日頃「お世話になっているね、ありがとう、愛してるよ」で心の安寧。
念仏と同じ、繰り返していると、不思議に、その気になってくる。。。



(031－007) Antiaging vs Healthy Aging(2)

基本命題：Antiaging（抗加齢）は、
少子高齢化社会において歓迎されるか？

解答：みんなに達成されたら、どうなる？困ってしまう。
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ（Shangri-La、香格里拉。イギリスの作家James Hiltonが
1933年に出版した小説『Lost Horizon』）は、桃源郷であっても、
理想郷理想郷理想郷理想郷（Eutopia）たり得るか？Eutopia

死に悩み、生きて煩悩に苦しんでこそ人生。
Healthy Agingの評価：

分析的・客観的評価；個別の指標はほぼ無意味。
容姿・外見・活動性

ホリスティック・直観的・主観的評価；有意義。
young in mind・自己満足
でも、老醜・老残・老害は現実！！他人は、指摘してくれない。

自己判断は、辛い。せめて、気にしてない振り。



016－004 円環的世界観と直線的世界観

円環的世界観：

成長の早い，高温で多湿な森林の中で輪廻の思想の誕生。

倒れた動物のしかばねの上に，よりたくましい樹木の生ずるのを見て，

一つの生物から他の生物に生まれ変わる輪廻転生の概念の展開。

世界は，初めも終わりもなく，永遠に流転を繰り返す。世界は，初めも終わりもなく，永遠に流転を繰り返す。

直線的世界観：

天地創造の世界では，世界は決して永遠ではない。草も木もなく，

倒れた動物の死体もただ白い骨を残すだけの砂漠。

世界は天地創造に始まり，終末へ向かって一直線に進行する。

（鈴木秀夫：森林の思考・砂漠の思考。NHKブックス312、p84、

日本放送出版協会、東京、1997）



016－033 自然が育てる思考

湿潤な森林地帯で発達した文化： ヘルシー・エイジング

生あるものは，滅してもまた生をうむ循環・輪廻の思想が発達。

命を直接脅かす危険は少ない。自ら悟り，自らの能力を補うため

他力本願可能。穏やかで平和・後生を願う仏教的思想。何にでも

精神があり，森羅万象に神々を見いだす。自然に順応。

砂漠に発して西進した文化： アンチエイジング

砂漠の思想を基盤とし，鳥瞰的に全体を見通し，別れ道に来たとき

右か左か択一を迫られる。頼れるものは自己のみで，他力はあてに

できない。生きるためには厳しい戒律を課し，周囲に対して敵対的・

戦闘的な思想。自然を征服。

（只木良也：森と人間の文化史，ＮＨＫブックス560，p20、日本放送出版協会，東京，2003）



日本人の基本的な心性 005028

• 日本人のもっとも基本的な心性は、

森林の中で育った心性なのである。

森林を離れて、日本の文化はありえない。縄文文化は、すべて生き
とし生けるものは本来同じものであるという世界観を根底にして、生
きているものは永久に大いなる生死循環を繰り返すという世界観で
ある。ある。

この世界観が、近代世界を支配した人間中心的な、歴史を循環では
なく、一方的な進歩と考える世界観にとって代わらなければならな
い。。。

狩猟採集文化の中には、人間が生きていくための

健全な知恵がある。

cf.森林は文明を支配

（梅原猛：日本の深層、p269、小学館、東京、2000年）



足るを知る 005029

欲望の深さは体力に比例する。日本人は

「足るを知る」民族である。それは、日本人の欲望が

深くないことを意味している。近年の経済不況の

根本的遠因は、多くの日本人はそこそこ満足している と
いう心のあり方が存在することは否定できない。

中国人やヨーロッパ・アメリカ人と接して感じる

ことは、彼らの体力の強靱さである。そして尽きる

ことのない欲望の深さである。。。。

縄文の森の文化を基層にもつ森の民の欲望は浅く、 やさ
しさに満ちあふれている。。。

ref:満足屋リフレクソロジー
（梅原猛：日本の深層、p436、小学館、東京、2000年）



生死についても

曖昧にしておくのが日本的文化



日本における生と死の「曖昧な肯定」 007028

• 日本においては何故に告知がなされてこなかったのか，

されていないのか。

曖昧にしておくということは，生の可能性があるように，

一種の通り道を残しておくという状態
（吉本隆明『思想としての死の準備」）

言葉だけの「真実」を突きつけること以外の可能性。。。

死生をめぐって問題全般に関しての「曖昧にしておく」ことの

可能性あるいは有効性。。。

（ 日本（近・現代）生と死の「曖昧な肯定について」

死生観と生命倫理，関根清三編，p148、東京大学出版会，東京，1999年）



(026－015) 日本人の宗教は雑多で曖昧

日本人の宗教が，「雑多」で「曖昧」になったのは，明治以
後，「天皇崇拝」を中心とする「国家神道」が勢いを得てか
ら。。。「天皇崇拝」のシステム自身，天皇を頂点とする一
神教的な，国教的な，体系と一貫性。。。しかし，その「天
皇崇拝」のシステムが排除したり，破壊した領域に暮らす
人々にとっては，従来の一貫した信仰生活がかえって分
断され，戸惑いと「曖昧」「雑多」。。。断され，戸惑いと「曖昧」「雑多」。。。

ref : 明治の廃仏毀釈、だけど人民は儒教化仏教徒

第2次大戦後は、現人神は人間に。。。

政教分離のアメリカでだって、議会で宣誓。。。

宗教性のない国立慰霊施設の怪

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p101、筑摩書房，東京，1996）



(026－008) 無宗教という名の宗教心

われわれが容易に「無宗教」を口にする原因の一
つに，風俗や習慣となってしまった宗教は「宗教」
ではないという思い込みがあるようだ。それは，宗
教といえば必ず教祖や教団がなければならないと
いう思い込みと軌を一にしている現象といえよう。

ref:非宗教的spritualityref:非宗教的sprituality

ref:明治政府の廃仏毀釈。隠れ仏教徒？

ref:明治政府の神道非宗教論。

（阿満利麿：日本人はなぜ無宗教なのか，ちくま新書085、p017、筑摩書房，東京，1996）



血液浄化：

医療デトックス

デトックスとは、detoxification（毒を取り除く）

自己幹細胞移植:

ヘルシー・エイジング・センター構想
ヘルシー・エイジング・メディカル・プラザ市川（仮称）

（2013年4月オープン予定）

補完代替医療：

気功（静気功・動気功）

漢方薬局

鍼灸

ヨーガ

など

化粧品：


