
気をどう考えるか

気とはなにか
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気功の効果は、さまざま。。。

医療として効果のある医療気功



手をかざすと、
身体が動く、
反応する



気功によって、
杖なしで歩けた。
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透析歴27年・65才・女性。閉塞性動脈硬化症・全身アミロイドーシス合併。

外気功・指圧の後、肩関節の痛み・運動制限改善 007003
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1998年7月2日 1999年4月12日

右乳がんに対する気功の効果



では、気とは、

気功とはなんだろう？



(023－003)

日本人は、気が大好き日本人は、気が大好き日本人は、気が大好き日本人は、気が大好き



(023－004)



サイキックヒーリング

- 手かざしの進歩の歴史 - 006002

• 古代エジプト：B.C.1552ころの「エベルス・パピルス」に記載あり。

• ギリシャ：B.C.400。病人の治療に手かざし療法。

• ex) 失明の回復・不妊女性の懐妊。

• 聖書：医学的応用や霊的な応用についての記載あり。

• キリストの奇跡的な癒しは手かざしによる。

•• 「私が行っていることは，あなた方にもできることだ。

• あなた方ならもっと上手にできるだろう」（キリスト）。

• 初期キリスト教聖職者：手かざし療法は、説教・秘蹟と同じ仕事。

• ヨーロッパ：王様たちの癒しのわざは「ロイヤル・タッチ」。

• ex)瘰癧（るいれき）の癒し

• イギリス王ウィリアム4世（1765〜）時代に廃止。
• （Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

• （真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p352、日本教文社、2000年。)）



(028-018) Trance and Trauma.  Functional Nervous Disorders and the Subconscious Mind . 

Wikipedia. Figure 23. In Mesmer’s (1779) view, cure was effected through “magnetic passes” of 

the physician’s hands.



サイキックヒーリングのメカニズム
- 磁気のようなエネルギー - 006003

• 生体磁気説（ホッヘンハイム1493年〜）：人間と宇宙との照応関係に基づく医学体系。生命力

は個人の体内に閉じ込められているものではなく，光輝く天体のように体の内外に放射して

おり，遠く離れた場所にも作用する。

• フラッド：光と生命の源としての健康における太陽の役割を強調。太陽は地上に存在するあら

ゆる生き物に必要な「生命の光線」を供給してくれる。

• メスメル（1778年）：患者が治癒したのは宇宙に充満する「流体」というエネルギーを利用した•
せい。「流体」は、人間と他の生命体・生物同士・地球や天体と結び付ける媒体であると主張。

「流体」＝「動物磁気」と命名。

• そのエネルギーの最も強い放出点は手のひら。

• フランス国王（1784年）メスメルの治癒実験を調査委員会に諮問。

• 治療効果は否定せず，「流体は存在しない」と結論。

• 医学アカデミー（1831年）動物磁気の再検討。メスメルの視点を1部公認。

• （Gerber R:Vibrational Medicine,1988 

• （真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p352、日本教文社、2000年。)）



本態も、効果も、

なんだかよく分からないけど、

日本の健康保険に収載されている気功日本の健康保険に収載されている気功



(表１）心身医学療法に診療報酬

I 004 心身医学療法（１回につき）

１.入院中の患者 ７０点

２.入院中の患者以外
イ 初診時 １１０点

ロ 再診時 ８０点ロ 再診時 ８０点

（心身医学療法について）

（１）この心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリング、

行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、交流分析、

ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療

法、一般心理学療法及び簡便型精神分析療法が含まれる
（平成１４．３．８保医発０３０８００１）

（医科点数表の解釈：p341,社会保険研究所、平成１8年、４月版）



Some Equivalent Terms for Biofield （０３８－ＩＩ－００６）

生体エネルギー



気功は、スピリチュアリティに関係？



015－056

健康における祈りと霊性

気功は、霊的要素をもつ気功は、霊的要素をもつ気功は、霊的要素をもつ気功は、霊的要素をもつ



(026－002)  ヒーラーは霊的存在の仲介者

治療師（ヒーラー）は治療エネルギーというか

生命力を伝える仲介者にすぎず，霊的存在の

助けを受けていることが分かったのである。助けを受けていることが分かったのである。

（Shine B : Mind to Mind,1989

（中村正明訳：スピリチュアル・ヒーリング、p170、日本教文社、東京、1991））



011-030

それでは、気功は祈りとも関係がある？それでは、気功は祈りとも関係がある？それでは、気功は祈りとも関係がある？それでは、気功は祈りとも関係がある？



現代科学的にみた気・気功



012-033



012



気は、共感する。

共通感覚



脳波の同調 011-035

011-035 (町好雄：気は脳の科学、東京電機大学出版局、東京、1996年)



(019－019) 共通感覚論

• 共通感覚を奪われた人間とは，まことに，論理的に考える

• ことのできる動物以上のものではない（H。アーレント）。
• 青年たちは，なによりもセンスス・コムーニスのうちで教育

• されるべきである（ウィーコ）。

• 五感の形成は，現在に至るまでの全世界史の一つの労作で• 五感の形成は，現在に至るまでの全世界史の一つの労作で
ある（マルクス）。

• 共通感覚とは，他のすべての人々のことを顧慮し，他者の立
場に自己を置く能力である（カント）。

• 音楽を聴いても，いろいろの音が耳の中に入り込んでくるだ
けで，何の意味もないんです（離人神経症者）

• （中村雄二郎：感覚と生命。生命の文化論（芦津丈夫ら編）、p155、人文書院，京都，２００３年）



(026－018) ラポール（rapport）

• Freudの源流となったMessmerの動物磁気説の中での概
念。

• 精神科の医者の間では日常語として使っている言葉。。。
言葉を使わないで患者と治療者の間で気持ちが通じ合う
ような現象。Messmerの磁気・治療を受けにきた個人の磁
気が，宇宙の磁気と感応しあって動物磁気の治療が成立気が，宇宙の磁気と感応しあって動物磁気の治療が成立
すると考え，人から人への感応をラポールと呼んだ。。。

• ラポールは1つの感覚で，個人の感覚というより共通感覚
に直接つながる二人で共有する感覚。。。

• ref:気が合う・気が通う ref:placebo効果

• ref:政治家・役者・歌手の存在感、カリスマ性

• ref:vibrational medicine

• （木村敏：生命の文化論、芦津丈夫ら編、 p160、人文書院、京都,2003）



気は波動の性質をもっていて、

伝播する（＝共通感覚？共感）

気の合う仲間と酒を飲んでワイワイやると、
気分が高揚し盛り上がる。

波長が合うので、共鳴する。
共鳴し過ぎると、集団ヒステリーになる。
気の合わない奴と飲むと悪酔いする。気の合わない奴と飲むと悪酔いする。

政治家・役者・歌手で、カリスマ性があるとは、
多くの人と気の波長を合わせるtuningことのできる人。
共感すると気分のトーネードが発生する。
共感を利用すると、マインド・コントロールができる。



人のもっとも一般的なコミュニケーション・
ツール（意思疎通手段）は言語。

だけど、

言語以外にもいろいろな手段がある。言語以外にもいろいろな手段がある。



音楽の起源についての説 (036-II-021)

1．求愛説：鳥の歌（バードソング）とその生物学的役割からの

類推。。。愛が究極の情動であるなら、歌こそは究極の情動喚
起装置。

2．社会集団における共同・協力・紐帯を高める機能：現代でも、
国歌・軍歌・労働歌。応援歌・校歌が全国津々浦々にまで。。。

3．親の子育てや、面倒をみる行動を促す機能：鳥のヒナが鳴3．親の子育てや、面倒をみる行動を促す機能：鳥のヒナが鳴

き立てたり、哺乳類でも仔の鳴き声を聞けば、親は駆け寄って
餌を与えたり。。。

4．言語との同型性：言語は人類のみに共通で、互いの交流な

しに各地で独自に発生し。。。言語としての共通の特徴（文法・
意味論・発話・語用法など）をを備えています。諸民族の音楽

に共通の構造というのと似た話。。。
• （下條信輔：サブリミナル・インパクト（ちくま新書）、p060,筑摩書房、東京、2008）



音楽は情動に特化したコミュニケーション

言語はもともと動物の叫び声やほえ声のように情動
的な信号だったはずで、それが次第に状況を記述し
たり、情報を伝えたりするものへと進化してきたと考
えられる。これが言語の進化の主な筋道。。。だとす
ると、そこから枝分かれした、いわば裏街道で、逆にると、そこから枝分かれした、いわば裏街道で、逆に
情動的なコミニュケ－ションに特化して発生したのが
音楽だと考えられないでしょうか。

（下條信輔：サブリミナル・インパクト（ちくま新書）、p068,筑摩書房、東京、2008）



声を揃えて吠えるオオカミ

声や雰囲気や姿勢なども含め、体のあり方が周りの体にどう影
響されるのかは、人間にまつわる謎の一つだが、それがあるか
ら社会全体がまとまっていられる。それはまた、はなはだしく過
小評価されている現象でもある。。。音楽は私たちを夢中にさせ、
気分に影響を与えるので、多くに人が同時に聴くと、必然的にみ

(035-II-053)

んなの気分が一つになる。全聴衆が、気分が高揚したり、憂鬱
になったり、物思いに耽ったりする。。。

動物の場合も、同じような例は簡単に見つかる。。。声を揃えて
吠えるオオカミの群れや。。。明け方に一斉に声を出すので有名
なホエザル。。。

（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009(柴田裕之訳：

共感の時代へ、p93、紀伊国屋書店、東京、2010））



他者の感情の影響

• 他者の感情が私たち自身の感情にどのように影響を与えるのかは、
完全にはわかっていない。身体先行説によると、まず体から始まっ
て感情がそれに続くという。他者のボディランゲージが私たちの体に
影響を与え、それが感情のこだま生み出し、それを私たちが感じ
る。。。

(035-II-054)

• 感情先行説では。。。私たちは、他者のボディランゲージを見たり、
声の調子を聞いたりすることで、相手の感情を推し量る。そして、そ
れが私たち自身の感情の状態に影響を与える。じつは、私たちは相
手の顔を見なくても、相手と同じ表情を浮かべる。。。感情の伝染は、
他者と自分の感情を結ぶ直接の経路に頼っているのかもしれない。

• Ref:気？
• （Frans de Waal:The Age of Empathy、2009(柴田裕之訳：共感の時代へ、p119、紀伊国屋書

店、東京、2010））



(036－001) ジャズの演奏家は即興の作曲家

20世紀の初めに興ったジャズという音楽においては，

作曲家の占める位置は能う限り少ない。ここで問われるの

プレーヤーたちの個々の即興の変奏の才能である。つまり

この世界で音楽家といえば作曲家のことではなく演奏家の

こと。。。この，譜面も読めない演奏家たちはテーマとなること。。。この，譜面も読めない演奏家たちはテーマとなる

メロディーを聴き和音さえ掴めば，あとは自在にイマジネー

ションを駆使して即座に曲を組み立てて演奏することが

できる。その意味では彼らは当意即妙の作曲家である。

だがこの場合の作曲は譜面のことではない。

• （石井宏：反音楽史，p325、新潮社，東京，2004）



(036－004) 音楽の”人を動かす要素”

• ある音楽がヒットして，一時のものでなく続いているとすれ
ば，そこには何らかの人の心を動かする真理が含まれて
いる。しかし，その曲のもつ”人を動かす要素”が何である
かは，形式論や技術論では解析できない。その真理は最
も測りがたい深層心理の中にあって，作品の解析などのも測りがたい深層心理の中にあって，作品の解析などの
中にはない。その真理が音楽の深層心理という無意識の
中から湧き上がって，ある日ヒット・ソングを誕生させるが，
その間欠泉の働きの頻度が高い人ほどすぐれた資質に
恵まれた音楽家ということができよう。

• Ref : 歌唱力のある音楽家。

• 由紀さおりの日本語の歌が、外人をも感動させる。

• （石井宏：反音楽史，p338、新潮社，東京，2004）



身体動作・行動による

意思表示というのもある。



慰めの行動 (036-II-042)

• 子供たちは、言語が反応行動の中で多くの役割を担う時
期よりはるかに早い、一歳のときにはすでに、慰めるとい
う行動をとる。。。この実験の最中に、家族で飼っている
ペットも同じような反応を見せることを偶然に発見した（ア
メリカの心理学者キャロリン・ツァーン＝ワクスラー）メリカの心理学者キャロリン・ツァーン＝ワクスラー）

• （Frans de Waal:The Age of Empathy、2009

• (柴田裕之訳：共感の時代へ、p132、紀伊国屋書店、東京、2010））



慰めをもたらす体の触れ合い (036-II-043)

慰めをもたらす体の触れ合いは、哺乳類の生物学
的特質で、母親が子供に乳を与えたり、子供を抱い
たり、抱えて移動したりすることに元をたどれる。人
はストレスの多い状況に置かれると、体の触れ合い
を求めたり与えたりする。たとえば、葬式のときや、を求めたり与えたりする。たとえば、葬式のときや、
病気やけがで入院した大切な人を見守っているとき、
戦争や地震が起きたとき、スポーツの試合で負けた
とき、互いに触れたり抱き締め合ったりする。

Ref:日本人は、別の文化。儒教的？

変わりつつある日本人の習慣 hug hug, choo choo
（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009

(柴田裕之訳：共感の時代へ、p136、紀伊国屋書店、東京、2010））



犬の慰めの行動 (036-II-047)

ベルギーの生物学者たちが、犬たちの間で起きた
2000件近い喧嘩を観察。。。激しい喧嘩のあとには、

近くにいた犬たちが喧嘩した犬の一方（たいていは、
負けたほうの犬）に近づいて舐めたり、鼻をすり寄せ
たり、脇に座ったり、いっしょに遊んだり。。。そうするたり、脇に座ったり、いっしょに遊んだり。。。そうする
ことで群れの動物が収まるらしく。。。

• （Frans de Waal:The Age of Empathy、2009

• (柴田裕之訳：共感の時代へ、p135、紀伊国屋書店、東京、2010））



色彩も、意思を伝える



(035-II-052)                  色のヒーリング効果
• 1）オレンジ 心が明るく朗らかになりチャレンジ精神がわく。

• 2）イエロー 気分を発散する。心の動きを促し，孤独感を和らげる。

• 3）ピンク 心が優しく穏やかになる。若さや美しさ・女性らしさをもたらす。

• 4）バイオレット 自分自身を見つめ直したいというときや，次なるエネルギーを

• 蓄えたいときに効果的。疲れを取って回復させる。ヒーリング効果
大。

• 5）グリーン 目にも負荷をかけず優しい・穏やかという性質を持っている。緑を身
近に欲するときは健康に向かおうという力が湧いてきている。ストレスケアに緑は
絶大なる存在感を持っている。

• 6）ブルー 明るい青は清涼感，暗い青は落ち着いた状態を作る→疲れをとり回• 6）ブルー 明るい青は清涼感，暗い青は落ち着いた状態を作る→疲れをとり回
復。

• 7）レッド 体や心にエネルギッシュなパワーをもたらす。積極的な意欲がわく。

• 8）ホワイト 心身が浄化され，新たな気持ちになれる→明るく身を軽くする。

• 9）がブラック 自信を与える→心身を落ち着かせる。

•

• （ 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

• p275, 三恵社，名古屋，2.007）



013ｰ011 植物同士のコミュニケーション

Baldwin IT & Schulz JC,1983の実験

ポプラ・カエデ・オークの葉を故意に破ると，草食動物が

食べることのできない物質，特にタンニンがその植物の

ほかの部分で合成量増大。

同時に近くの同一種の他の植物も同様に反応。樹木間

には何らかのコミュニケーション手段の存在？には何らかのコミュニケーション手段の存在？

エチレンによる化学的コミニュケーション。仲間に警告？

ref:日本人は、岩・石・山にも神性を認める

（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p88、工作舎、東京、1997）



テレパシー 006001

テレパシーは、微細エネルギーレベルにおける個人間

コミュニケーションの一形態である。

テレパシーの効果は、送信者と受信者の間における一種の

エネルギー場の共鳴現象に類似したものである。

その思考は単語の集合によってではなく、

内容の大意として伝えられる。内容の大意として伝えられる。

テレパシー受信者の脳は，受信した思考パターンを受信者と

送信者に共通する心的語彙のシンボル・映像・言語・フィーリング
などの表現法にしたがって翻訳していく。

テレパシー現象は、送信者と受診者の精神エネルギー場の間に
発生するエネルギー共鳴現象の反映である。

（Gerber R:Vibrational Medicine, 1988

（真鍋太史郎訳：バイブレーショナル・メディスン、p328、日本教文社、2000年。)）



意思の伝達の結果、

特異な意識状態に陥ることも。。。



（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)



（027－064） 集合的無意識

• 究極的には普遍的なものとしてとらえられる集合
的無意識とは，「すべての人間においてそれ自体

同一的な心」なのである。それは，小宇宙としての

人間と大宇宙としての世界の根底にある「一なる

世界」としてとらえられる。このレベルにおいては心世界」としてとらえられる。このレベルにおいては心
と世界とは唯一不二である。

•

• （渡辺学：ユングと自己の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）、p212、人文書院、京都、2003年)



こころとからだは、繋がっている。



(025－026) 精神的側面と肉体的側面の

内なる繋がり

• 思慮がある医者なら誰でも，人の一般的な健康と病気へ
のかかりやすさは，その人の心理的および社会的状況が
決定的な役割を演ずることを知っている。だがここに問題
がある。医学理論そのものは人間の生物学的モデルに基
づいて作られているが，そのモデルからこうした人の心理づいて作られているが，そのモデルからこうした人の心理
的，社会的状況での役割が体系的に排除されている。な
ぜなら，他の全ての科学と同様に，生物学はデカルトの古
い二元論に基礎を置いているからだ。それは人間の精神
的側面と肉体的側面の間の内なる繋がりを許さない。

• (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、p116、青土社、東京、2005

年））



（019－059） QOLの脳画像的評価

QOLは，症状と一緒に患者の心理状況を加味した

概念である。。。かなり主観的で。。。客観的に評価する

ことは困難。。。しかし，脳機能画像化法を用いることで，

QOLの脳画像的評価の可能性がある。

ref : こころの動き・情動を画像で捉える。

（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



（019－060） 感情の脳内表現
• 感情には，悲しみ・喜び・怒り・ひがみ・不安・苛立ち・陶酔など様々な

• 要素がある。なぜこのような内的感覚を持つのか。。。

• 反射を主体とする単純行動は，生存に必ずしも有利とはいえない。

• 反射行動を遅らせたり，ときに止めさせる機構が必要。。。得られた

• 情報を解釈し，自己の生存に適した信号。。。反射脳が得た情報の

• 性状や，反射能の反応を修飾する脳内機構として上位の機構が

• 発達。。。これが感情。感情は，情報を取捨選択し記憶する色分け

• として機能している。

• 反射脳を制御するのであるから，感情の座は，反射脳を取り巻く領域、

• すなわち大脳辺縁系。。。大脳辺縁系の活動電位を脳PET画像（ドーパミ

ンD2受容体を画像的計測）で、あるいはMRIによるマッピングで

• 表現。。。
• （伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



（019－061）（伊藤正敏ほか：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－25，2005）



（019－063）代替医療の脳科学的研究-プラシーボ効果-

パーキンソン病患者にプラシーボ薬を用い、実際に線条
体における内因性ドーパミン分泌を誘導できることをPETに
より観察 (de la Fuente-Fernandez)(de la Fuente-Fernandez)

（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



（019－064）経穴・経絡と脳 PET MRI（伊藤正敏ほか：医工学的手法による代替医療

の評価。統合医療2（2）：21－25，2005）


