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スピリチュアリティと医工学治療
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Q:スピリチュアリティと、
医工学治療はなんの関係があるのか？

Q:なぜ、スピリチュアリティに関心をもつのか?

A:まず、気功に興味をもった
欧米では、spiritual/psychic healing
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現代医療では、起こり
得ない“医療奇跡”・“超
常現象”



（019－046） 超常体験の処理

ref :科学的報告は、
統計的に観察できる普通に起きることの提示

奇跡・超常現象は、きわめて稀にしか起きない
→統計的分析はできない→非科学的

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。。。

（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）
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Ref : 20世紀後半から今日まで、それまでは“医療奇跡”であった
ものが、通常医療になった事例を、数多く目撃してきた。



(031－005) 気功は、古今東西を問わず

気功：外気功 vs 内気功

古代中国の道教由来

日本の気功は別物とも

手かざし・真光教・浄霊・MOA etc.

animal magnetism（動物磁気） : 

Mesmer, Mesmerism

spiritual healing :イギリスで医療保険適用

psychic healing :

therapeutic touch :アメリカで医療保険適用



(023－004)



(038-005-II)保険医療に収載されている気功
心身医学療法に診療報酬：生体エネルギー療法

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
（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０３０８
００１）

第10部 手術 K 551 開心心臓マッサージ
心臓マッサージってなんですか？
鍼灸・マッサージ
科学的？ 補完代替医療？

（医科点数表の解釈：p341,社会保険研究所、平成20年、４月版）



気功は、
スピリチュアルspiritual・サイキックpsychic



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。)）



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。)）



(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.

Cited from 
Wikipedia



(038-011-II)                    英国における心霊研究

心霊研究が英国で始まった理由

１．英国における化学・物理学における実験重視の傾向

その風潮は、16・17世紀に定着

2．19世紀に、産業革命の技術的改良・新工業製品の

要望から実験科学は飛躍的に発展

マイケル・ファラディ：電磁誘導の発見→メスメリズム

ニュートン力学の支配下にあった物理学を、

実験の方向へと大きく転換
（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P74、講談社、東京、2008年）

ref : Mesmerの動物磁気の考えは、Freudの精神分析の下敷きに



(038-014-II) 心霊現象の研究対象
1.物理的心霊現象（1）音響現象：叩音・空中音声・超常的音楽現象（たとえ
ば死者が憑依して演奏また作曲する）（2）物体の出現・消失・物体を他の
物体が通り抜ける・人の意志によらぬ人体移動・物品引き寄せapports遠
隔移動teleportation（3）自動書記（トランス状態でメッセ―ジなどを書く）・
直接書記（霊が直接書く）（4）生物への作用（たとえば掌を向けると植物の
成長が促進されるなど）（5）化学的現象（発光する・芳香が漂う・心霊写
真）（6）火熱を感じなくなる（耐火現象）（7）浮揚現象（人体や家具などが浮
かび上がる）（8）物質化現象（幽霊・人体の1部などの出現）・非物質化現
象（物体が他の物体を通るときなどに起こる）（9）物体自身による移動や
振動（テレキネーシス・ポルターガイスト）・物体の重量の増減（10）塑型
（霊の手や足の痕跡・またはそれによる型取り）（11）霊の手による接触・杖
占い（12）人体の変化およびそれに属する現象（身長の伸び縮み・身体に
傷などの痕の出現・幽体離脱・聖痕・オーラ・エクトプラズムの出現）（13）
熱力学的現象（物体の温度の上昇・原因不明の空気の動きや風・冷気現
象）
２．心理的心霊現象 霊視（千里眼）・霊聴・霊言（トランス状態で話す）・異
言（トランス状態で本人の知らない言語を話す）・水晶球画像・予言・未来
予知・心霊治療・憑霊現象・サイコメトリー（物を通してそれにワーまつわる
事実を語る）・テレパシー
（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P2２１、講談社、東京、2008年）



(038-015-II)                                      心霊治療の流行

SAGB(Spiritualist Association of Great Britain, London, 
Great Britain)へ行けば一週間を通じていつでも治療を受
けることができる。しかも料金は払わなくてもいいし、献金
したい者は懐の許すだけ置いていけばいい。英国全体で
約２千人の治療師がいると言われ、全国的な組織である
心霊治療師全国連盟は国民保険に加入するために政府
に働きかけている。まだ実現に至っていないが、医師や病
院との間に協力関係が進んでいて、共同で治療に当たる
例も少なくなはない。そういうことが可能なのは、一つには
心霊治療がボランティアが低料金で行われるからである。

（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P219、講談社、東京、2008年）



(038-006-II)                              PSI の研究
論文「Extra-Sensory Perception,ESP（超感覚的知覚）」
ジョゼフ・バンクス・ライン（デューク大学・心理学）,1934年
超心理学（Parapsychology）と呼ばれるようになって、「心霊研究」をア
カデミズムから駆逐、ESPがテレパシー・透視に代わって学術用語。
念力（psychokinesis, PK, サイコロの目が出るのを念じる）

ロバート・H・ソーレス（英国の心理学者）
「PSI＝サイ」の提唱

ESP（extrasensory perception）=予知と透視と
PK(psychokinesis)=念力を一緒にして

ref : ESPは、五感（five senses）を超えるsixth sense

（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P229、講談社、東京、2008年）



(038-018-II)               日本スピリチュアリズムの問題点
欧米のスピリチュアリズムとの比較：
その閉鎖性。スピリチュアリズムの土台を担っているのは霊能者たちだが，それぞれ
「守護霊」または「支配霊」といわれる「霊界の指導者」によって導かれ。。。
それらの総称が「背後霊」であるが，その背後霊が日本人の多宗教・多神教的な
精神の土壌を反映して，欧米に比べて実に複雑多様，そのため日本の霊能者は
他の霊能者の背後霊については知らない。自分の背後霊を唯一無比の存在を考える
傾向があり，排他的・独善的となるか，他の霊能者に対して全く無関心。。。
支持者・追従者が「取り巻き」となって「先生」と呼び，別格な存在としてますます
孤立化する。いわゆる「教祖」になりやすい。欧米の場合は，「背後」のシステムは
比較的簡単。唯一神であり創造神である「神」が根源に控えている。欧米の背後霊
たちも実際非常に多様で，祖先・古代の有名人・聖書中の人物・エンジェル・ネイティブ
アメリカン・中国人など。霊能者は彼らを通じて変えず最高神の存在を意識する。
自分の力は背後霊からではなく，神様からの賜物で，悪用すれば取り上げられ
てしまうという意識が一般的。また共通の「神」をいただき「神」の前で平等であるという
意識が彼らに連帯感を抱かせ，霊能者同志の交流を行いやすくさせ，一般人に対しても
教祖的にはならず，対等な態度で接しよう。。。彼らの霊能に対する報酬も場末の
芝居小屋の木戸銭のようにわずかなもので、とくに心霊治療の場合には「こころざし
」だけ。。。あちらでは背後霊が積極的に実験に協力する。。。彼らの地球人に対する
計画の一部であるという。

（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P286、講談社、東京、2008年）



医療に入り込む
宗教性と霊魂性spirituality

現代科学的医療・医学の立場からは、
理解できない・受け容れられないのに。。。



（027－066）医療におけるスピリチュアリティへの関心

1910年：William Osler 「癒す信仰」の論文。

以来，宗教心・スピリチュアリティが健康・治療に

影響を与える可能性の探求。

1982年以降：MEDLINE・ＣＩＮＡＨＬで論文発表急増。

（鶴若ら：生命倫理；11（1）、2001年）

1998年：WHOの健康の新定義提案。

健康とは，身体的・心的・スピリチュアル・社会的

という４っの領域での良好。。。

（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）、p255、人文書院、京都、2003年)



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)



（027－055） WHOにおける健康定義に
スピリチュアリティ書き加え提案の背景

1．スピリチュアリティを重視する立場も，慎重あるいは
反対の立場も当然ありうる。

2．背景として、 QOLの様々な側面が問題とされるように
なった状況がある。

3．WHOは宗教的な祈祷による治療や民間療法などをも
軽視・排除しない。

4．social/physical/psychological/cultural/spiritualなどの
形容詞を同列に列挙することで健康を総体的にとらえている。

5．1984年の第37回総会ですでに決議前文では、
スピリチュアルな側面について言及されている。

(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在
（湯浅泰雄監修）、p145、人文書院、京都、2003年)



WHO憲章の健康定義は書き換えられていない。
スピリチュアリティは、世界共通か？
蛇足ですが、異教徒の宣誓は、有効か？
米国議会

証人宣誓は、聖書に左手を
添え、右手を立てて。。。

イスラム教徒の証人はどうする、
コーランが必要？

豊田章男社長の行為は、
意味があるか？仏教徒？

政教分離は、
チャンチャラ可笑しい！！！

米国社会は、他国の人権問題に介入するのに、
自国の人権問題には、鈍感！！！



(026－041) 医療における宗教性・霊性

医療 宗教的

霊性的

vs.

芸術的側面

科学的側面

etc.

医療

宗教的・霊性的
要素

芸術的要素

科学的要素

社会的要素

etc.

対置的・並立的に
外部にあるとするのではなく

医療における宗教的・霊性的側面aspect、
宗教的・霊性的要素componentのように
内部にあるとする

宗教的
霊性的



巷間、人気のあるスピリチュアリティ

日本女性は、
スピリチュアリティ O.K.
スピリチュアルパーフォーマンス/グッズ市場
霊性・霊的 拒否的
幽霊・怨霊・悪霊の連想？
おどろおどろしい？ いかがわしい？
テレビ番組の霊視・霊媒はO.K.?



016-016

Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ ＤＣ

芸能人に人気



016-019

ＷａｓｈｉｎｇｔｏｎＤＣ



ところで、
スピリチュアリティって、なんなの？

改めて説明されると、
かえって、混乱するかも。。。

でも、説明すると。。。



（027－068） スピリチュアリティの意味の分類

1．religion宗教・religiosity宗教心．
religiousness宗教性などと同義に用いられる傾向。

欧米では，チャプレン・聖職者がスピリチュアル・ケアの専門家。

2．スピリチュアリティの語義は不分明。
意味自体の検討の必要性。

3.スピリチュアリティは宗教・宗教性より広い概念で，
生の意味・価値・目的にかかわるもの。

ref : スピリチュアル・ケアなしに、死の告知

（鶴若麻里ら：スピリチュアルケアに関する欧米文献の動向。生命倫理11（1）；2001）



(027－044) 現代キリスト者と霊

キリスト教世界は，歴史的に霊をイエス・キリストや父なる
神との関連で理解（三位一体論）。

多元化した現代社会では多くのキリスト者にとってイエス・
キリストとの関連でのみ、霊を理解することには大きな抵
抗を感じるのではないか。この枠組みで霊の働きを理解
することは，イエス・キリストという存在を知らない人を暗黙
のうちに霊体験ができないものと位置づけてしまう危険が
あるから。。。現代の多くのキリスト者は自らが関与する宗
教は制度としての宗教と認め。。。暗黙のうちに，世界に
は様々な霊体験があることを認め，その体験を正当に評
価しようとする。

(永見勇：スピリチュアリティとキリスト教。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p53、

人文書院、京都、2003年)



(027－046) 基層的なスピリチュアリティ

スピリチュアリティ（霊性）を考えるとき，「いのち」の尊さの
感覚はその大きな一部。。。

基層的なスピリチュアリティは原理や理性のみに基づくとい
うより，感情や情緒を重視するものと理解される。支配した
り服従したりすることより、共感し支え合うことを，つまりタ
テの関係より，ヨコの関係を基盤とするものととらえられる。

仏教の慈悲・キリスト教の愛・儒教の仁・神道のまごころと
いった理念はこのような基層的なスピリチュアリティの各
宗教における表現。。。それは特定の宗教伝統とを結びつ
くことがなくても十分に伝えられ，育てられてきた。。。

(島薗進：先端医療技術の倫理と宗教。スピリチュアリティの現在（湯浅泰雄監修）、p108、

人文書院、京都、2003年



(026－019) 霊性と宗教性

今日，宗教的でないが非常に霊的な多くの人々と，
特に霊的ではないが非常に宗教的な多くの人々が
いる。霊性と宗教性は同じものではないということ，
また，真正の霊性は，組織宗教の壁の内側に見い
出されようと外側に見い出されようと，尊敬に値す
るということをわれわれの社会が認めるべき時が
来ている、と私は信じる。

（Elkins, ND:Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p7、星雲社、東京、2000年）



(026－021) 現代の宗教と霊性

今日，状況は一変した。人々は，もはや教会・寺院
を彼らの人生の中心とみなしておらず，自分の魂
の世話のために、司祭・牧師・あるいはラビに頼ら
ない。ルネサンス中に芸術・科学は教会と手を切り，
次の350年にわたって科学は西洋文化における最
終的権威として確立され。。。中世の人々が教会を
頼ったのとほぼ同じ仕方で科学に頼るようになっ
た。。。徐々に科学的言説がわれわれの心に浸透
し，しばしば古い宗教的言説を侵食した。
（Elkins, ND:Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p15、星雲社、東京、2000年）



(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
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。。。
ref : 関わられるのは、ウザい。だけど、完全自立はムリ。

（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）



(０２６－０42) 霊（魂）性・宗教性の概念モデル

創唱宗教 一神教的宗教

キリスト教 儒教化仏教 イスラム教など

造物主 八百万神 animism 神道

something great intellectual design オカルト集団など

霊(魂）性spirituality

霊spirit 魂soul

普遍的本質 元型（ユング） 世界霊・宇宙霊

共通（感）感覚 ラポール homo curans/patiens

制度化宗教（内部批判） インド仏教など

阿岸鉄三

2006

癒し スピリチュアルヒーリング

祈り 祈念 祈願 祖先尊崇 声明

奉仕 供物 献金

霊
（魂)

性

深
い

宗
教
性

深
い

Ref : 宗教は約束事・科学は先行的決定事項を追求しない(引力・脳の意識作用）

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

理念型 ：

表現型 ：

理念型 ：

表現型 ：



(026－023) 宗教からの霊性の分離－霊性革命－

西欧の二千年の歴史で初めて，霊性が伝統的宗教から
独立し。。。
第1波：1960年代の人間の潜在性開発運動human 
potential movement。。。創立者のアブラハム・マズローは，
個人的霊性は，人の心理的成長または自己実現の主要
な要素と見なした。。。
第2波：1980年代に，new-age movementはアメリカ全域に
及んだ。何百万ものアメリカ人が，チャネリング・霊魂の再
生・過去生セラピー・スピリチュアルヒーリング・ニューエイ
ジミュージック・数珠・ピラミッド・水晶に興味をそそられた。
第3波：1990年代初め，魂へのムーブメント。主として宗教、
またはブルースと結び付いていた魂soulという言葉は，霊
感を与える物語りから親密な関係にまでのあらゆるもの
に。。。

（Elkins, ND:Beyond Religion,1998
（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p20 、星雲社、東京、2000年）



(026－025) 霊性についての個人的見解
１）霊性は普遍的である。ある一つの宗教，ひとつの文化，または
一つの集団に限られていない。２）霊性は人間的現象である。人間
存在の生得の自然な潜在能力。３）霊性の共通の核心は，内的，現
象学的レベルに見いだされる。霊性は無数の外的形態に現れるが，
その下には，聖なるものへの共通の切望，生の神秘に触れ，それを
讃えたいという普遍的願望がある。４）霊性の本質的性格は神秘的
であり，霊性は魂に根ざしており，聖なるものの体験によって培われ
る。５）霊性に結びついた一定の神秘的エネルギーがある。魂は，こ
の聖なるエネルギーによって養われると活発になり，人の存在は熱
情，力，および深さを吹き込まれていく。６）霊性の目的は同情であ
る。霊的生活は心の優しさから生じ，真正の霊性は他の人々への
情愛がある行為を通じて現れる。
（Elkins, ND:Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p45 、星雲社、東京、2000年）



禅を西欧に広め
「日本的霊性」を書いた
Spiritualityを霊性と訳した？

鈴木大拙における
キリスト教的でない
日本的霊性とは？



013ー018 霊性の意義

霊性を宗教意識といってよい。。。

霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる。

普通に精神と言っている働きとは違う。

精神には倫理性があるが，霊性にはそれを超越している。

精神は分別意識を基礎としているが，

霊性は無分別智である。

霊性の直感力は，精神の直感力よりも高次元のもの。。。

（鈴木大拙：日本的霊性，p1６、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



013ー025 霊性と文化の発展

霊性は民族がある程度の文化段階に進まぬと

覚醒せられぬ。

日本民族についても今日の日本民族の一人びとりが

みな霊性に目覚めていて，正しき了解者だというわけ

にはいかない。．．

霊性の覚醒は個人的経験で、最も具体性に富んだ

ものである。

Ref : 文化的に開発途上であっても、霊性は覚醒される

（鈴木大拙：日本的霊性，p18、岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



013ー027 日本的霊性

精神活動の諸事象の上に現れる様式には，
各民族に相違するものがある。

霊性の日本的なるものとは何か。
自分の考えでは，浄土系思想と禅とが，最も純粋な形でそ
れであると言いたい。。。自分は仏教を外来の宗教だとは
考えない。禅も浄土系も，外来性を持っていない。仏教は
渡来したというが，渡来したのは仏教的儀礼とその付属物
であった。。。神道各派が，日本的霊性を伝えていると考
えてもよかろうが，神道にはまだ日本的霊性なるものがそ
の純粋性を顕していない。神社神道または古神道などと
唱えられているものは日本民族の原始的習俗の固定化し
たもので，霊性には触れていない。

ref : 日本人の霊性は、鎌倉時代から進歩していない！！！
（鈴木大拙：日本的霊性，p20,  岩波文庫，岩波書店，東京，1972（大東出版社、1944））



現代日本人にとっての
霊性とはどんなものか？



（027－056） スピリチュアリティの概念

学生対象の調査：

「日本語として意味は分かる」が

「日常生活にほとんど関係ない」

クリスチャン以外のグループ：

「日本人の感覚と合わない」

クリスチャン：

「全く問題がなく受け入れられた」

（欧米の宗教観に大きく影響されている・

特定の宗教を持たないという日本文化の特殊性の影響）
(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p151、人文書院、京都、2003年)



（027－057） スピリチュアリティにためらい

。。。スピリチュアリティという言葉に。。。

とくにEBM(evidence-based medicine)が主流となろうと

する現代の医学・医療状況は，思弁を排する強い風圧が

あり，非科学的，というより迷信に類する印象を与える

この言葉は，格別使用がためらわれる。

(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）、p160、人文書院、京都、2003年)



（027－058） スピリチュアリティは感覚

スピリチュアリティは、超自然的な力や存在に
自己が影響を受けている感覚

• （小池靖：ニューエイジとセラピー文化－文化論の視点から。宗教と社会6；133，2000）



（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。

• Ref ： 憑依・狐憑きは、変性意識状態。統合失調症は別

(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)



スピリチュアリティは、理解困難

いろいろな概念が錯綜している
キリスト教の霊・神・キリストの三位一体
霊性のない現代宗教

日本的霊（魂）性（鈴木大拙的）
生命（いのち）の本質的機能
超越的感覚

超心理学（Parapsychology）の対象
商業主義（イベント・グッズ・ TV番組）の対象



では、
どのようにしてスピリチュアリティに

触れるか・目覚めるか？



神の啓示に触れる

柳田 人知をはるかに超えた大きなものを眼の
前にすると、霊感に打たれるというか、神の啓示
のような感覚に触れることがありますね。新しい
世界への突破口を見出したい、と潜在意識下で
何かを切実に求めている時には、自分からでは
なく向こう側から訪れてくる出会いがある。

（仲代達也・柳田邦男：がん闘病「魂」は受け継がれる。
文藝春秋2010年2月号、p354-360,文藝春秋社、東京、2010)

Ref : 潜在意識 → 集合的無意識



（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)



(038-020-II)                       サイキックオープニング

スピリチュアルな変容のプロセスにある人々は、感受性や直感能力
が高まり、その結果、自分がテレパシー・予言・体外離脱・空中浮揚
等の超常的能力を持っていると自覚する場合がある。こうした超常
的能力に固執することは、さまざまな霊的伝統や神秘学者たちによ
れば、意識の発達上自然ではあるが危険性のある段階だと述べら
れている。そうした能力を獲得したと自覚すると、自分の獲得した能
力におびえたり、その能力に過度に固執したりすることが少なくない。
グロフは、重大な問題として、「超常的に能力の獲得を、自分の優秀
さを示し、特別な召命を受けたものだと考えてしまうことである」と指
摘している。サイキックオープニングにおいて、最も危険なのは、こ
のような体験への固執である。
（向後善之：スピリチュアルな成長の挫折と自己肥大、そしてその危険性について。

スピリチュアリティとは何か（尾崎真奈美ら編）、p85,ナカニシヤ出版、京都、2007）



(032-055-II)                                     トランスtrance
(1)生気の部分的な停止状態、あるいは機能不全状
態。ぼぅっとした（眩惑）状態。茫然自失状態。

(2)宗教的黙想の場合のような深い放心状態（忘我の
境）。エクスタシー。

(3)深い催眠状態のような眠りに似た状態。

---Webster’s New Collegiate Dictionary (1973)---

Ref : 憑依状態・狐憑き

（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up

（吉田豊訳）、p137,コスモ・ライブラリー、東京、2001）



(032-056-II)                                               祈りとESP
人々が、自分がそうしているとは知らずにサイを使うことが
できる。。。実証的実験の結果、人は知らないうちにESPに
よって状況を走査scanして。。。

われわれが祈りのことを（物質の本質についてのわれわ
れの現在の概念に照らして）「非物質的」なレベルの現実
または諸存在と接触する一つの仕方とみなすなら、ESPは
意思疎通の明白なメカニズムであり、ある種のPKは人が
「幸運」になるように現実を変えるための手段である。

（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up

（吉田豊訳）、p374、コスモ・ライブラリー、東京、2001）



(032-062-II)                                合意的トランス

合意的トランスは通常の催眠よりもはるかに浸透しており、
強力で、人為的状態であり、そしてきわめてトランスに似て
いる。。。

合意的トランスは、われわれの本質的活力の多くの喪失を
伴う。それは、（完璧なまでに）生気の部分的な中断状態
であり、機能不全状態であり、ぼうっとした（眩惑）状態、茫
然自失状態である。また、深い放心状態－直接的に感知
され、本能的にとらえられる現実から、現実についての抽
象物への大幅な退却－でもある。
（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up

（吉田豊訳）、p137,コスモ・ライブラリー、東京、2001）

ref : 露天風呂の中のガマ蛙の例 冷たい水の中で目覚め



(032-060-II)        教育と合意的トランス誘導
われわれは「教育」に非常に関心を持っているが，教育と呼ば
れているもののうちのどれくらい多くがもっぱら合意的トランス
誘導に利用されているかほとんど気付いていない。われわれ
の関心は，「信頼できる，正常な」人間－適切な外界の状況が
到来するとき，自動的に適切なことを経験し，そして行う，文化
的に催眠状態にいる被験者たち－を生み出すことにある。正
常な人々がAを見るとき，彼らは「自然に」Bを感じ，Cを行う。普
通の手順で催眠術にかけられた被験者に，彼がXを聞くまたは
見るときは，彼はYを経験し，Zを行うという暗示を与えられてい
るのに比べられる。
Ref : 会社の入社研修は、mind control 
Ref :常識とは、限られたcommunityにおける合意的トランス

（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up
（吉田豊訳）、p169、コスモ・ライブラリー、東京、2001）



(032-070-II)                                                   目覚まし

ウスペンスキーは、通常の意識を一種の眠りとみなすグル
ジェフの類比を用いて、われわれは眠りから目覚めるため
の「目覚まし時計」を必要とすると主張。。。アラームは、静
かな寝室で突然鳴り出す目覚まし時計の音のように、
ショックを与えてわれわれを眠りから目覚ますのに充分な
ほど通常の入力とは異なる、突然の刺激である。けれども、
このアラームとしての物理的な出来事の使用はしばらくの
間効果があるだけである。こうした慣れの問題に対処する
一つのやり方は、具体的なアラームを頻繁に変えることで
ある。しかし、結局は効果がなくなる。

（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up

（吉田豊訳）、p391、コスモ・ライブラリー、東京、2001）



もし、阿岸鉄三は、“変なオカルト・新興宗教
に凝っている”と謗られたら、

お返しは、
あなたがたの大部分は、mind controlされて
“科学教という宗教を信仰している”。。。
それしかないと、思い込まされている！！！
世間の常識というトランス状態にある。。。
ぬるま湯の心地よさから抜け出せない。。。



スピリチュアリティなどのこころと
からだの機能は繋がっている



1）不公平感：なぜ私が？2）無価値観：家族や他
人の負担になりたくない。3）絶望感：そんなことをし
ても意味がない。4）罪責感：罰が当たった。5）孤独
感：誰も私のことを本当にはわかってくれない。6）
脆弱感：私はダメな人間である。7）遺棄感：神様も
救ってくれない。8）刑罰感：正しく人生を送ってきた
のに。9）困惑感：もし神がいるのならば，なぜ苦し
みが存在するのか。10）無意味感：私の人生は無
駄だった。
（天保英明ほか：緩和ケアチームにおけるスピリチュアルケア。こころの臨床24（2）：p175、２００５）

（０３２－０２１－II) Kayeのスピリチュアルペイン



(032-050-II)       抑鬱は、否定的な結果を招く
喪失に対する一つの反応は嘆きであり、ひどい悲しみと
して特徴づけることができます。もう一つの反応は抑鬱で
すが、これは悲しみとは別のものです。抑鬱というのはひ
どくうつろな状態で、この場合には特徴的な感情の経験が
ありません。悲嘆は、抑鬱とは非常に異なる影響を生理反
応に及ぼす可能性があります。回りの状況に応じて感情
が反応できるということは、精神的な適応力があることだ、
という考え方と合致。。。抑鬱のような状態では、環境に反
応して十分な感情を覚えることができず。。。現在では、慢
性的な抑鬱は生物学的にも精神的にも否定的な結果をも
たらすというデータが集まって。。。配偶者を亡くした人た
ちが、それから半年か1年以内に自分も亡くなる可能性が
高くなるという、かなりしっかりしたデータがあります。彼ら
の多くが抑鬱状態に陥るからだという理由が考えられます。
（Bill Moyers : Healing and the Mind,1993

(小野善邦訳：こころと治癒力。P258、草思社、東京、1994）



(032-045-II)感情の表出がナチュラル・キラー細胞を活性化

喜びにせよ悲しみにせよ、感情を経験することを自
体が、精神衛生上健全で、なおかつ生理的にみて
健康によいと言えるかもしれません。ナチュラル・
キラー細胞の活動は、陰性と陽性の両方の感情の
状態において増大します。

（Bill Moyers : Healing and the Mind,1993

(小野善邦訳：こころと治癒力。P254、草思社、東京、1994）



こころ・超常体験・スピリチュアリティと
医工学治療領域とをどうつながるのか？



(038-017-II)動物磁気による治療/Mesmerism（Franz Anton Mesmer1734~1815）
（三浦清宏：近代スピリチュアリズムの歴史。P60、講談社、東京、2008年）から作図

桶の中に、磁性を生ずる
水・砂・石・ガラス瓶

鉄の棒

電線で繋ぐ

患者

医師

鉄の棒で患者に
触れる

痙攣
発汗
大声
嘔吐

軽快
回復



(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）



(032-071-II)                            論理体系を変える
一つの論理体系は、いくつかの仮定をすることによって創り上げら
れる。おなじみの論理、幾何学、を使うために、平行線は、どんなに
遠くまで延長しても同じ距離を保つという考えを考慮してみるとよい。
普通のユークリッド幾何学の「公理」、基本的仮定、の一つである。
それは明らかに真理なのではないだろうか？

けれども、平行線が無限大まで延長されると、ついに交わると仮定
する幾何学もある。無限大まで延長されるにつれて、ついに無限大
に遠くまで離れると仮定する三番目の幾何学もある！これらの異
なった幾何学は数学者たちには非常に役立ち、宇宙航空学におい
て実用的な価値がある。基本的なポイントは、真の論理は一つしか
ないと信じているかぎり、知的機能は制限され歪められるということ
である。一つの論理体系を実際に知り、それを正しく使うことは、人
間のもっとも偉大な才能の一つである。さらに、いつその論理体系
が不適切で、いつそれを使うべきでないかを知ることは、なおいっそ
う偉大である。

（チャールズ・T・タートCharles T. Tart：覚醒のメカニズムWaking Up
（吉田豊訳）、p257、コスモ・ライブラリー、東京、2001）



スピリチュアルな感覚を含むこころを
機械的（科学的）に表現できるか？



(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概
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））



(029-004-II)                     意識は、non-computable

私たちは、意識の物理的側面についてさえ、十分理解してい
るとはいえない。。。私自身のアイデアの中心になるのは、「計
算不可能」（non-computability）です。現在知られている物理法
則は、すべて計算可能なタイプです。つまり私たちは、現在の
物理学の描像の外側にいかなければならないのです。

（Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）：
ペンローズの量子脳理論。P83、ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）

Ref : 現代では、人工頭脳・人工知能は
computerによると考えている



(029-005-II)                    意識はコンピュータ以上

私自身の用語法によれば、次のようなことが示唆される。

（a）「知性」(intelligence)は、「理解」(understanding）を前提とす
る。

（b）「理解」は、「覚醒」(awareness)を前提とする。ここに、「覚醒」
は、「意識」(consciousness)の受動的な側面を表している。。。

ペンローズの議論は、

(a)コンピューターには計算可能なプロセスしか実行できない。

(b)意識は、計算不可能なプロセスが実行できる。

(c)したがって、意識は、コンピューター以上のことができる。
（茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996

（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）： ペンローズの量子脳理論。P243、

ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



(029-011-II)           脳は単なる計算機以上のなにか

ペンローズによれば、人間の脳は単なる計算機以上の何
かであり、たとえば人間の意識は計算不可能だという。

だが、世の中には、人間の脳は単なる計算機である、と
言い切る人たちもいるのだ。いわゆる「強い人工知能派」
（strong AI）の面々である。

（Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）：

ペンローズの量子脳理論。P60、ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



(029-013-II) 宗教と科学 －メタ概念―

「宗教」が「意識」や「心」の問題を解決できる可能性はほとんどな
い。「科学」にこそ、「意識」の問題を解決できる可能性がある。
「科学」の最大の特徴は、それが変化に対して常にオープンであ
るということ。。。つまり、一定の手続き（＝「論理的整合性」や「実
験による検証などの条件にさえ則ってさえいれば、どんなに革命
的な理論でも、科学は、それを自分のシステムの中に取り入れて
しまう。たとえば、量子力学と相対性理論の二大革命を経た現代
の「科学」は、ニュートンの時代の「科学」とは全く内容が異なる。
それでも、両者は同じ「科学」という名前で呼ぶのは、どちらも「科
学的方法論」という同じ手続きによってその存在が保証されてい
るからだ。変化しても同じものであり続ける概念を、「メタ概念」
（metaconcept）と呼ぼう。科学は、変化にもかかわらず自己同一
性（identity）を保つ、「メタ概念」なのである。だからこそ今日みら
れるような高度の進化を遂げた。
（茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996
（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）： ペンローズの量子脳理論。P297、

ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



(029-014-II) 科学と宗教－宗教は意識を解けない―

一方、宗教の多くは、「変わらないこと」をその存在理由に
している。少なくとも今日存在する宗教では意識の問題は
解けないということになる。なぜならば、現代の人類の知
識の水準では、「意識」の問題が解けないことは明らかだ
からだ。人類の知的水準が、上がらない限り、「意識」の問
題は解けない。変化を拒否する宗教では、「意識」は解明
できないのだ。もっとも、「意識」の問題を取り込んだ「科
学」は、今日私たちが理解している「科学」とは、全く異なる
ものになるだろう。それでも「科学」なのは、「メタ概念」だ
からだ。
（茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996

（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）： ペンローズの量子脳理論。P298、

ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）



メタ（meta-）概念

メタ概念（meta-concept）
（茂木健一郎：Roger Penrose:Beyond the Doubting of a Shadow,1996

（竹内薫・茂木健一郎訳・解説）： ペンローズの量子脳理論。P297、
ちくま学芸文庫、筑摩書房、東京、2006）

(新英和大辞典（第5版）：研究社、東京、1980）

meta-
1.主に科学用語で

a…の後、…を越えた
b（位置・状態の）変化
c二次的…
２．…より包括的な；超…
既存の学問を批判的に扱う

新しい関連学科名

Ref:
meta-analysis
meta-stasis

meta-scienceは、科学か？
creation science（創造科学）は、
科学か？科学の名がついてい
るから科学？
似非（エセ）科学・ニセ科学は、
科学か？科学でない根拠は？



（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。

（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）



スピリチュアリティは、聖なる感覚？
その起源は？
天の彼方から？宇宙から？

Yesとすると、

スピリチュアリティをもった
(銀河）系外知的生命体は存在するのか？



宇宙と生命の発展
宇宙が誕生して200億年、太陽は46億歳なので、比較的新しい星。
太陽が生まれたとき、宇宙にはすべての元素が満たされた状態
であった。つまり化学的に生命を作り出す材料はすべてそろって
いったのだ。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の間のみである。こ
の太陽と地球がちょうどよい距離であったことが2つ目の幸運。ま
た太陽の質量が今の1.2倍以上をあったな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のである。

（奥健夫：宇宙と生命の発展。奥健夫ら監修。知的生命情報概論、ｐ7、三恵社、名古屋、2002）



フランク・ドレークが作った銀河中の惑星系に存在する知的文明の数Nを推定する式（1961年）

ドレークの式

N=1/10万～10億 Ref : Ｎ＝０ではない
（平林久：地球外知的生命体を探す。宇宙に知的生命体は存在するのか（佐藤勝彦編著）、

p174、ウェッジ、東京、2008）



(039-031-II)        火星隕石中の生命の痕跡

生命の痕跡とされるものが発見されたのは、ALH84001という火星
隕石から。。。この隕石中に、バクテリア状の形態を含む炭酸塩鉱
物が生成されたのは、今から40－41億年前。。。そのころの火星
表面は温暖で液体の水が存在できるような状況だったと考えられ
ます。生命が存在しておかしくない環境であったことは確かです。
一方で、今から40億年よりも前の地球は、しばしば大金が干上が
り高温になるような環境だったと考えられ。。。生命は発生しても
死滅してしまうかもしれない。そこで、火星で発生した原始生命が、
隕石にのって地球に運ばれて、地球の生命の源になったという可
能性があります。

（佐々木晶：太陽系探査。宇宙に知的生命体は存在するのか（佐藤勝彦編著）、
p33、ウェッジ、東京、2008）



ティプラーの論理

「星間宇宙旅行は可能だ」、「宇宙人が地球に来
ていない」、この2つを正しいとすると、銀河に地
球外知性はいないという、単純明快な論を張る
のがいわゆる「ティプラーの論理」。。。

（平林久：地球外知政対を探す。宇宙に知的生命体は存在するのか（佐藤勝彦編著）、
p179、ウェッジ、東京、2008）



スピリチュアリティを理解するには、
Computableな思考だけでは不足。
Meta-scienceまで拡げても、

まだ足りない。
Non-scientific thinking regionまで

拡げる必要がある



Something Intelligently  Integrated
Integrated Intelligence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

異
論
・争
論
・結
論

直観にもとづく
世界観の変化

争
論
よ
り
、
学
通
的
透
察
力



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：
Integrated Intelligence
Something Intelligently Integrated

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



“こころ”・“いのち”・“スピリチュアリティ”を
医工学治療の洞察力で理解する

こころ（心ではなく）
いのち（生命ではなく）
スピリチュアリティ（霊性ではなく）

医工学治療の洞察力
＝統合知

科学的だけでは、
理解不能

人工頭脳モデル
銀河系外知的生命体モデル

メタ科学と呼ぶのか？

スピリチュアリティと医工学治療だって！！！


