




当代は、“知”が“力”になる時代
“なんとかの力”の表題の出版物が多い

知は、情報
力は、エネルギー

E=mC2

エネルギーは、実存する実体にともなうが、
情報は脳のなかの虚体

informationが、
どうしてenergyに変わるか？



統合知は、

どんな力になるのか？

医の理念は、共感sympathy＝感性

工の理念は、数digit＝実存

でも、統合知としての医工学治療が成立する不思議

知の世界では、統合もキーワード



統合の時代

トヨタ
インテグラ

資生堂
INTEGRATE GRACY



(037-II-020) 人種のるつぼとサラダ・ボウル

「建国時から多様性はこの国のエネルギー源であった」（William J Clinton）。

Ref : 科学と宗教・霊性が共存するモデルの一つの模範？

（川島正樹：キング牧師の夢はついえたのか？異文化理解の倫理にむけて、

稲賀繁美編、ｐ193、名古屋大学出版会、名古屋、2000）

アメリカ合衆国は多様な人種・民族が互い
に溶け合って「アメリカ人」という新たな国
民を形成してきたとする「人種のるつぼ
melting pot」説神話に代わって。。。

各人種・民族集団はそれぞれの特色
を失わずに全体として複合的なアメリ
カの文化を形成しているとする文化的
多元主義，すなわち「サラダ・ボウル」
説が登場。

統合は融合とは違う

個性が見えなくなる
融合ではなく、
個性が見える統合



(037-II-023)                                    統合とは何か

integration, integrate
＃ （部分・要素を）全体にまとめる、統合する

~integrates several ideas into one’s own philosophy
＃積分する

→次元が変わる

速度＝∫t=0
t=T加速度・dt 距離＝∫ t=0

t=T速度・dt
＃完全にする

科学scienceとは分析・分化すること：

分化scienceと統合philosophyによって、

進化が起こる



統合に関係する言葉（０３７－ＩＩ－０３９）

＃ローマ帝国が千年以上続いたのは、
“統括すれども統治せず”による

＃アメリカの繁栄の源は、人種の坩堝ではなく、
人種のサラダボウル（クリントン大統領）

＃日本国憲法（昭和21年11月3日公布）
第１章 天皇 第１条
天皇は、日本国の象徴であり、

日本国民統合の象徴であって、。。。
Ref : 個々に存在の意味がある、個々が見えない
融合とは違う（阿岸鉄三2010）



(037-II-024)                          文化の統合（1）

アニメ・テレビ番組などの東南アジアへの進出

日本人による進出が、一度は、拒否された後で、

現地関係者によって，改めて、発信され、普及した。

（統合の結果）



(037-II-025)                                       文化の統合（2）

キリスト教徒でもない日本人が、第二次世界大戦

後に、アメリカ文化継承・植民の優等生になったのは、
なぜか？

Ref : 呼び名は同じ。似て非なる民主主義。

日本的民主主義

Ref :トヨタ的（終身的）雇用関係は、日本では有効？



(037-II-026)                                    文化の統合（3）
医療は文化

医療技術は統合可能だが、医療の理念は統合不可能？

１）医療倫理は統合不可能なのではないか？

移植医療の進展しない日本

本人の意思確認なしにcadaveric donation

Donationは、キリスト教精神

臓器売買を廃したインド

WHOで、日本人の外国での移植に嫌悪感

互助精神は、キリスト教徒同志間だけで？

２）情報開示の理念の統合も難しい？

informed consentより、ムンテラ

chaplainだって機能していない（Kuebler-Ross)



当代では、
科学（知）と宗教（知）の統合が

起きている？



016-017

Washington DC

Church of Scientology
宗教と科学の統合



創造科学 011ー039

創造科学：

創造論（キリスト教の聖書に書いてある天地創造

の物語りが基本的に正しいという立場）の主張を

科学的にサポートする考え方。

聖書の物語の地質学的・生物学的部分を取り出し、

「科学的な」証拠を提示しようとする。。。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p12、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）

ref:宗教と科学の統合だったのか？



011ー040 アメリカにおける創造論

19世紀後半 - 20世紀初頭：

キリスト教原理主義者は進化論より創造論を信用

1920年初頭 ：アメリカのいくつかの州の学校で進化論を

教えることを禁じる法律。

1960年代：違憲の判断（進化論を教えることを禁ずるのは

学問の自由に反する）

原理主義者側の反応：

科学としての装いをまとった創造科学を公立学校で

教えさせようという運動と法案の準備

Institute for Creation Research, ICR, San Diego, Cal.
中心人物のMorris HMは、Virginia工科大の学科長

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p14、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



011-041 Arkansas、USA州法による創造科学の定義

「創造科学と進化科学のバランスのとれた取り扱いについての法令」

（Arkansas州議会，1981）
次の事実を示唆する証拠・議論の集合体

1）宇宙・エネルギー・生命の無からの創造 2）単一の有機体からあら

ゆる種類の生物の発展をもたらすには突然変異と自然選択では不十
分であること 3）最初に創造された植物や動物からの固定された限界
の範囲内のみでの変化 4）人間と類人猿の祖先が別であること 5）
天変地異説（世界規模の大洪水の発生を含む）による地理の説明 6）
地球とさまざまな種類の生物の発端が比較的最近にあるということ

この定義では「神」・「聖書」は避けられている。創造科学が宗教だと

いう非難を予想して宗教的用語を排除。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p16、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



（019－044） 自然法則は神がデザイン

自然法則は神によってデザインされたと考えたダー
ウィンには、過去にも現在にも卓越した仲間がいた。

ニュートンは，宇宙の最初の配列法は「ただの自然
現象」では説明できるものではなく，「自由意志を持っ
た行為者の協議や計画」によるものと考えるしかない
といった。

（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。p224,青土社、東京、2000）



(019－009)



(019－017)

知的計画教育は違憲

（朝日新聞，2005年12月22日、朝刊、13版、9頁）



(028－070) 統合科学

統合科学は，経験が持つ深遠な深みや多様性への眼差しを
失うことなく，量的研究方法と質的研究方法まとめ上げ，知
の多元的なあり方にもとづいて共通性を見いだし，一般化を
行うことを可能にしてくれる。統合的科学の方法論を構築す
る上で大きな挑戦となるもののひとつは，内面的主観的に知
りうることを外面的で客観的な知のあり方とどう折り合いをつ
けるかという点である。

Ref : crossdisciplinary領域を超えた→ multidisciplinaryまたがる→ 
interdisciplianry学際

Ref :統合科学は間違い。統合知の創生

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p292,人文書院、京都、2007年）



統合医療の展開

医療における霊性・宗教的側面

科学知と非科学知の統合



013-030 WHO憲章改定考察への要求

1998年1月22日WHO憲章のレビュー：特別委員会報告

以下を挿入する

「健康とは，完全な肉体的，精神的，spiritualおよび
社会的福祉のdynamicな状態であり，単に疾病又は病弱
の存在しないことではない

Health is a dynamic state of complete physical, 
mental ,spiritual and social well-being and not 
merely the absence of disease of infirmity」

(津谷喜一郎ら：、健康のスピリチュアル・ディメンジョン(5)、東洋医学28(3):234,2000)



（027－069） スピリチュアリティに関する
WHOの討議の意味するもの

＃近代医学の偏狭さを指摘し，伝統・代替医療の全人的医
療性への顧慮。医療と宗教の混交への強い危惧の表明。

＃田崎らの日本社会での実地点検。スピリチュアリティは，
「心理的・身体的・社会的な範疇にはない，目に見えない、
生きるための力であり，内的な自己存在としての魂のような
もの」「長い間に形成された信念やポリシーのような内的な
自己存在や魂であり，生きていく意味」「生きていく力」

＃医療におけるスピリチュアリティは混迷しており，コンセン
サスはない。共通了解は，健康が身体的・心的・スピリチュ
アル・社会的という4つの側面からなるという点。スピリチュア
ルは心的とは異質なものと理解されている。スピリチュアリ
ティの領域は実在するのだろうか？

（宇都宮輝夫：人生物語としてのスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p259、人文書院、京都、2003年)



015－056



（028－002）祈りの科学的理解には限界がある

科学的な祈りの調査結果が示すのは、ただ効果が
あるという事実だけであって，どのように祈りが

はたらき，なぜ効くかということではない。

これは、科学がそれ以上先へ進めない境目という

ものが存在するということである。科学は，測れない
ものを測ることはできない。それは祈りの多くの側面
が，ほとんど手付かずのまま残されているという

こと。。。
（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996

（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ25、日本教文社、東京、2003年））



聖書の真理は公理 (036-II-038)

宗教上の原理主義者たちは、自分は聖典を読んだのだから自分の考えは正しいとい
う考え方をする人たちで、何をもってしても自分たちの信仰が変わることがないと、あ
らかじめ知っている。聖典の真理はいわば論理学でいう公理であって、推論の過程
によって生み出される最終産物ではないのだ。聖典こそ真理であり、もし証拠がそれ
と矛盾しているように思えるなら、捨て去るべきはその証拠であって、聖典ではない。
それに対して、私が科学者として真実だと考えること（例えば進化）は、聖典を読んだ
からではなく、証拠についての調査・研究を行った上で、真実だとみなしているのであ
る。進化に関する本は、それが神によって書かれたから真実だと思われるわけでは
ない。互いに補強しあう圧倒的な量の証拠を提供すする本だから、信用されるのであ
る。科学書がまちがっているときには、最後には誰かがその間違いを発見し、その後
の書物によって訂正される。そういうことは、聖典に関しては明らかに起こりえない。
哲学者たちは、とりわけ少しばかりの哲学的素養を持ったアマチュアが、。。。科学者
のそういう”証拠信仰”こそ、原理主義的な信仰と同じ類の事柄だと言いだすのだ。

（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p413－4、早川書房、東京、2007）



生命の起源 (036-II-036)

ある惑星上で、そしてあるいは全宇宙でたった一つの惑星で、
ふつうなら岩石の塊以上に複雑なものを作らない分子が、おの
ずと寄り集まって、走ったり、跳ねたり、泳いだり、飛んだり、も
のを見たり、音を聞いたり、他の同じような命をもつ複雑な塊を
捕らえたり、食べたりすることができるような、信じがたいほど
の複雑さをもつ。。。現在ではこの奇跡がどのようにしてもたら
されたかについて基本的には理解されているが、それは1859
年以降のことに過ぎない。。。現在ではダーウィンのおかげで、
それはせいぜい、「実に奇妙な」だけである。

Ref : 偉大で、尊大なDawkinsにも、考え違い。。。進化論は、種
の起源を説いても、生命の起源を語らない(阿岸鉄三）。
（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p539、早川書房、東京、2007）



妄想と宗教 (036-II-041)

ロバート・Ｍ・パーシングが、「ある一人の人物が妄
想にとりつかれているとき、それは精神異常と呼ば
れる。多くの人間が妄想にとりつかれているとき、
それは宗教と呼ばれる」と述べているが、私はこち
らを採りたい気持ちがする。

（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p16,早川書房、東京、2007）



（027－062） 憑依現象

一見宗教的と思われるような精神性症状を，信仰の
発露とみるか，精神医学の対象としてみるか。。。，
典型的な例は憑依現象。。。

憑依は宗教における重要な境地のひとつであるが，
同時に病的状態として精神医療の対象になることが
ある。

(大宮司信ら：精神医学とスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p168、人文書院、京都、2003年)



（027－061）スピリチュアリティの感覚面は
変性意識状態の一部分

変性意識状態altered state of consciousness,ASCの定義：

「人為的，自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるいはその他
の手段・方法によって生起した状態であって，正常覚醒状態にいるとき
に比較して，心理的機能や主観的経験における著しい異常性や変容
を特徴とし，それを体験者自身が主観的に，もしくは他の客観的な観
察者によって認知可能な意識状態。。。運動や知覚，記憶，思考，

言語などの異常や機能低下，現実吟味力の低減などを意味して

いる。。。筆舌に尽くしがたい体験。。。」（斎藤稔正：変性意識状態に
関する研究，松籟社，1981年）

筆舌に尽くしがたいのであれば学問的検討の対象にしようがない。

(大宮司信ら：精神医学とスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p166、人文書院、京都、2003年)



科学的論理を超える



(０２８－０７９) 論理的考えを超えるなにか

現代医療は人間の身体の部位を因子の関係の網の
目としてデータ化し，疾病の原因を明らかにしてきた。
それゆえ，人間の身体のあり方を論理的に説明でき
る。しかし，人間は機械システムの流れでは捉えるこ
とのできない意味的・文化的側面を持つ。エンハンス
メントなどの行為に拒絶反応を示したり，遺伝子改良
を強く押しとどめようとする私たちの感性は論理的考
えを超えた何かであり，存在に対する人間の深い理
解から生まれるのではなかろうか。

（永見勇：公共的合意を求めて。スピリチュアリティといのちの未来、

島薗進ら監。P3８6,人文書院、京都、2007年）



017－022



017－021



017-016



017－017



017－018



017－019



017－020



015ｰ017 直観は，新しいパラダイムを開く

「解釈」という言葉の普通の意味では，新しいパラダイムを

生み出す直観の閃きに当てはまるものはない。直観は，

古いパラダイムによって生じた変則的，合法則的，両方の

経験によるものであるけれども，経験のようにその経験の

特定のものと論理的に，個々に結び付けられるものでは

ない。むしろ，大部分の経験を寄せ集めて異なった束の

経験に変え，その後で，古いものではなく新しいパラダイム

に個々に結びつけさせるものである。

（Kuhn TS:The structure of scientific revolution,1970
（中山茂訳：科学革命の構造、p138,みすず書房、東京、1971））



想定外のできごと

想定外の大規模な地震・津波が起きた。

原子炉の危機も。。。

想定外といえば、免責されるか？

翻訳：（過去の出来事の経験から帰納的・科学的に）

想定すると。。。に過ぎない。

自然の出来事・神の摂理は、

人の想定の範囲を超える。

現場の人間は、演繹的に、もっとお金をかけて、

もっと頑丈な設備が欲しかった？

想定外判断能力のない仕分け人のでる幕はない。



★★文化放送ラジオ「田村淳のnews CLUB」★★

Zwitter から：
RT @renho_sha: 皆様、余震に充分な備えをお願いします。落
下物におきをつけください。
お前がくだらないパフォーマンスで「災害対策予備費学校耐
震化予算地震再保険特別会計」を削っただろ！！何をきれ
い事言ってる？？？
kyohei_jp
2011-03-11 18:05:34 

http://renho.jp/archives/2457.html�
http://renho.jp/archives/2457.html�
http://renho.jp/archives/2457.html�
http://twitter.com/renho_sha�
http://twitter.com/kyohei_jp/status/46134658190147584�


統計的分析の陥穽



（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。

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））



(025－027) データ自体は何も語らない

データそれ自体は何も語らない。科学の専門用語において，
データは「理論から得られる」ものとして言及されるものであ
る。つまり，データはそれの依って立つ理論的命題の強固な
体系という概念が前もって受け入れられているときにのみ，
意味を持つことになる。。。しかし大部分の科学者はこうした
「哲学的ぺてん」に注意をあまり払わない。科学者にとっての
真実は，データとその集められたデータに意味を与える理論
とが一体になったものである。そのため，データと真実の繋
がりに疑いをはさむものは，まずもってそのものが真の科学
者ではないことをはからずも暴露する。

(Jesper Hoffmeye r: En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993
（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p149、青土社、東京、2005年））



(041-028-I) 統計学は、悪質な嘘

嘘には、三種類あり、後のものほど悪質である。すなわち、
「単なる嘘」「真っ赤な嘘」、そして「統計学」

（Disraeliの作？イギリスの政治家。保守党党首。１８７４－８
０首相）

（ スティーブン・ジェイ・グールド ：中央値は何も語らない 。ナラティブ・ベイスト・メディスン（斉
藤清二ら監訳）、p31、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz : 
Narrative Based Medicine,1998）



統計的分析は、因果をいわない
因果関係は、主観的判断

（統計調査の結果、）在宅血液透析を施行されてい
る患者では、“認知症”と回答された患者は一人も
認められなかった。

（図説 わが国の慢性透析療法の現況 2009年12月31日現在、p53）

文脈からは、“在宅血液透析をしているから認知症
がない”といっているようであるが、

“認知症がないから在宅血液透析ができる”とも理
解できる。

因果が、まったく逆の説明が可能
どちらも、科学的分析結果として妥当するが。。。

(037-II-040)



合目的論的説明

合目的論的説明は、学問の世界では科学的合理
性という崇高なる精神にそむく大罪なのだ。それは
自然の客観性を否定するものなのである。

（James Lovelock:The Age of GAIA、1988（星川淳訳：ガイアの時代、p73,工作舎、
東京、1989)



（025－009） 科学における客観は，主観の別名

われわれは世界とのコミュニケーションの結果，なん
らかの差異性と同一性を構築し，それで世界を解釈
しようとしている。科学における客観というのは，実は
主観の別名なのかもしれないのである。

cf:相異性と相同性

cf:帰納と演繹

cf:理論化は恣意的
（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p155,講談社，東京，1997）



科学は、
自分に都合のよい陽性所見のみを採用する



(037-005-II) 科学は、陰性所見を無視する

科学では、陽性所見にのみ関心

陰性所見を無視するのは不公平

陽性所見を正当性の証拠の根拠にするなら、

陰性所見も同様に。。。

ref：薬の治験では、有効症例に集中的に関心

間違いは陰性所見、あってはならないこと

統計学的有意差

p<0.05は、20回中1回の不整合を容認すること。

不整合の1回を無視する根拠はない。。。

“まあいいか”の世界。。。



(025－030) 間違いを創造的に活用

想像力とは間違いを創造的に活用することに他なら
ない。基本的に，知的操作は全て人の犯した間違い
を発見することから成り立つ。このことよって私たち
は賢くなれる。。。絶対に間違いはなく，だから犯す
べからずあるものがあるとの信念の中に，テロリズム
の種子が潜んでいる。

(Jesper Hoffmeye r: En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993
（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p231、青土社、東京、2005年)



(025－041) 失敗学のすすめ
「失敗の特性を理解し，不必要な失敗を繰り返さないとともに，失敗か
らその人を成長させる新たな知識を学ぼうというのが失敗学の趣旨」

機械工学設計における三大事故（技術的失敗の事例）：

タコマ橋の崩壊；米国ワシントン州タコマに1940年に建設された吊り橋
が，4カ月後に秒速19メートルの横風で崩壊 自励振動という未知
の現象。

コメット機の墜落；イギリスデハビランド社のコメット機が連続空中爆発

金属疲労による。

リバティー船の破壊事故；第二次世界大戦中に約5,000隻作られた米

国の戦時規格船。溶接のみで作られた。約四分の一の船体が破壊事
故 低温脆性。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p51、岩波書店、東京、2006）
（畑村洋一郎：失敗学のすすめ、講談社、2000）から引用



(028－066) 変則的な事例の観察

すべての偉大な科学はあるジレンマに直面することから始まっている。
ジレンマとは，その時々の知に疑問を投げかける変則的な事例が観察
されること，現行の世界観とは相いれない出来事が厳として存在する
こと，あるいは現在の知識では解決できない問題があることなど。それ
らの変則的な事象が観察されるときに取りうる2つの選択肢。1）現在
の世界観に同化する方法，2）新しい情報を取り入れて世界観自体を

変化させる方法。後者は大きな社会運動を生みだす種となってきたが，
「変則的事例」であると認識されるには，ある程度の頻度や説得力が
必要。。。人は見ることを期待していないものは文字通り目に入らない。
注意が向けられなければ意識的な知覚は成立しない。

（カサンドラ・ヴィーテン、ティナ・アモロック、マリリン・シュリッツ：一つの山に通じる多くの道。

スピリチュアリティといのちの未来、島薗進ら監。p283,人文書院、京都、2007年）



（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。

宗教学は，この方法によるなら，主導権は握れな
い。。。生理学，物理学，医学など（cf：科学的領域）
の人々との共同研究はありうる。。。

Ref:超常現象は、超常であるために、科学的（統計
的）分析ができず、科学的に理解されない。

（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



科学は、
こころを理解しない

Ref : こころは、
きわめて主観的



(０２７-０３９) 朝日新聞２００７年２月１４日１３版３１頁

癒しの“科学的”検証

簡単に、科学的という
けれど。。。



(022－021)癒しの森を科学的！！公認(朝日新聞2006年4月19日13版33頁)



(041-033-I)  現代医学では、深い感情を測れない

この上なく殺伐としたものになってしまった現代医学には、内
なる傷つき（inner hurt）や、絶望、希望、悲しみ、倫理的な痛
み（moral pain）などの、実存的な深い感情を測る基準が欠
けている。。。生命の質（QOL）の測定は、このような基準へ
の一つのアプローチではあるが、ほとんどの場合、質を量へ
と還元してしまい、ある個人やグループの価値観を他者に押
しつけてしまうことになる。

Ref : 感情を測るのは、非科学的

（ Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz ：なぜ物語りを学ぶのか？ 。ナラティブ・ベイスト・メ
ディスン（斉藤清二ら監訳）、p12、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian 
Hurwitz : Narrative Based Medicine,1998）



(036-005-II)                     主観的な価値観へ

1980年代から始まった「知価年革命」によって近代工業社会は崩れ
だし。。。「物財の豊富なことが幸せだ」という客観的科学的普遍的な
発想が失われ，「満足の大きいことが幸せだ」という主観的な価値観
へと一変。。。

（堺屋太一：今こそ因果逆転の勉強法を。文芸春秋85（2007年12月），p200）



(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）



(022－018)

量と質から

世の中をとらえる

-「社会調査の」の立て直し-

（鈴木京一：朝日新聞2006年

4月13日夕刊2版14頁）



(041-010-I)    質的研究は、看護学で発展

質的研究は，看護学領域
形での発展が著しく，

医師中心の医学領域では，
まだまだ普及していないと
いうのが現状。。。

（斉藤清・岸本寛史：ナラティブ・ベイスト・メディ
スンの実践、p71、金剛出版、東京、2007年）



量的なアプローチと質的なアプローチ
（下山節子：事例研究とはなにか。臨牀透析26（11）：1506-1510，2010 ） (035-II-065)



事例研究と事例報告

現在、日本透析医学会や日本腎不全看護学会や
関連の研究会で多くの論文が発表されているが、
実は、まだ、「研究」ではなく報告レベルのものも多
く存在しているのが実情である。

（下山節子：事例研究とはなにか。臨牀透析26（11）：1506-1510，2010）

(035-II-063)



（０３５－０３５－ＩＩ） 質的革命

過去20年以上にわたって，社会科学における研究方法上の革命が

緩やかに起きている。。。学問の壁の崩壊が起きた。。。「質的革命
（qualitative revolution)」が驚かずにはいられないほど社会科学と
関連専門分野に起きている。。。「1970年代初頭の各部門改革運

動」という呼び名。。。解釈的批判的パラダイムは多様な形式をとり，
この運動の中心に。。。質的研究は，独自の学術雑誌・が研究会，
大学教授のポストを得るまでに。。。20世紀の終わりには，「ナラティ
ブ・ターン（語りの転換）」は疑いもなく。。。

（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：序文。Handbook of qualitative research, ed:Norman K 
Denzin & Yvonna S Lincoln（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、pxvii,北大路書房、京都、2006）



（０３５－０３８－ＩＩ） 質的研究はある種の暴力行為

実験（実証）科学（例えば，物理学・化学・経済学・心理学）はしばし
ば，西洋文明の輝かしい成果だと見なされ，その研究においては，
「真理」は個人の意見や偏見を凌駕しうるとみなされている。質的研
究は，こうした伝統を（その信奉者はしばしば，自分の立場を守るた
に「価値にとらわれない客観的科学」というモデルに逃げ込んでしま
う）に対するある種の暴力行為だと見なされる。科学（客観的）の信
奉者たちは，「自分たちのその時どきの研究がどのような道徳的政
治的立場にくみしているか」を明示したり，批判したりすることはめっ
たにない。Ref : アヴァンギャルド

（Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln（平山満義訳）：質的研究の学問と
実践。Handbook of qualitative research, ed:Norman K Denzin & Yvonna S 
Lincoln（質的研究ハンドブック 1巻、平山満義監訳）、p9,北大路書房、京都、
2006）



(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）





(037-II-012)      トランスナショナルな文化権力ネットワーク

。。。日本のソニーのハリウッド進出やテレノベラと呼ばれる
ブラジルのソープオペラの世界各地への輸出などの新興非
西洋文化産業の台頭も注目を集めている。多国籍大企業資
本の国境を超えた提携・協力が文化産業・市場のグローバ
ル化を押し進めた結果，トランスナショナルな文化権力ネット
ワークはこれまでのアメリカの圧倒的・独占的一国支配構造
からより分散化され脱中心化された流動的なものになってき
ていることも、これらの動きは象徴的に表している。

（岩渕功一：グローバル化のなかの東アジアメディア交通。

越境する知５、文化の市場：交通する。Ｐ65、東京大学出版会、東京、2001）



(039-005-II)           グローバルな知識の獲得

知識の獲得それ自体が、いまやグローバル。。。

これが意味するところは、歴史上、初めて人間の知
識の総体が獲得可能になったということ。。。主要な
文明の知識・経験・知恵・思想が、近代以前・近代・
近代以後を通じて、開かれた、学習可能なものに
なった。。。

（Wilber, K : Integral Spirituality（松永太郎訳：インテグラル・スピリチュアリティ、p3、春秋社、
東京、2008）



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
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、異端（阿岸鉄三）

（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）



Something Intelligently  Integrated
The  Intelligently Integrated

統合知

一つの
科学知

ほかの
科学知

パラダイムシフト

パラダイムエクスパンション

科学知 非科学知

拡大された科学知

すべてが科学的

統合知

科学的と非科学的

インテグレィション

異論・争論・結論

直観にもとづく
世界観の変化

(037-II-001)



(037-II-022)           統合とは、統合知の創生

科学的医療と非科学的医療の統合の結果：

The Intelligently Integrated
Something Intelligently Integrated
Integrative Intelligence

量と質・科学と宗教・からだとこころとスピリチュアリティ・

科学的な物事/事象と非科学的物事/事象を

transdisciplinarily perspecting学通的に洞察する

新しい統合知の創生

ref : 現代科学に挑戦

ref : avant-garde（前衛隊）

ref : aggressive war（先制攻撃）→侵略戦争
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