
演題：日本学術会議会長の談話をめぐって

演者：阿岸鉄三（東京女子医科大学名誉教授）



「ホメオパシー」についての会長談話 (1)

ホメオパシーはドイツ人医師ハーネマン（1755 - 1843年）が始めたもので、レメディー（治療薬）

と呼ばれる「ある種の水」を含ませた砂糖玉があらゆる病気を治療できると称するものです。近
代的な医薬品や安全な外科手術が開発される以前の、民間医療や伝統医療しかなかった時
代に欧米各国において「副作用がない治療法」として広がったのですが、米国では1910年のフ

レクスナー報告に基づいて黎明期にあった西欧医学を基本に据え、科学的な事実を重視する

医療改革を行う中で医学教育からホメオパシーを排除し、現在の質の高い医療が実現しまし
た。

こうした過去の歴史を知ってか知らずか、最近の日本ではこれまでほとんど表に出ることがな
かったホメオパシーが医療関係者の間で急速に広がり、ホメオパシー施療者養成学校までが
できています。このことに対しては強い戸惑いを感じざるを得ません。
その理由は「科学の無視」です。レメディーとは、植物、動物組織、鉱物などを水で100倍希釈し

てする作業を１０数回から３０回程度繰り返して作った水を、砂糖玉に浸み込ませたものです。
希釈操作を３０回繰り返した場合、もともと存在した物質の濃度は１０の６０乗倍希釈されること
になります。こんな極端な希釈を行えば、水の中に元の物質が含まれないことは誰もが理解で

きることです。「ただの水」ですから「副作用がない」ことはもちろんですが、治療効果もあるは
ずがありません。

物質が存在しないのに治療効果があると称することの矛盾に対しては、「水が、かつて物質が
存在したという記憶を持っているため」と説明しています。当然ながらこの主張には科学的な根
拠がなく、荒唐無稽としか言いようがありません。

過去には「ホメオパシーに治療効果がある」と主張する論文が出されたことがあります。しかし、
その後の検証によりこれらの論文は誤りで、その効果はプラセボ（偽薬）と同じ、すなわち心理
的な効果であり、治療としての有効性がないことが科学的に証明されています1。英国下院科
学技術委員会も同様に徹底した検証の結果ホメオパシーの治療効果を否定しています2。



「幼児や動物にも効くのだからプラセボではない」という主張もありますが、効果を判定するの
は人間であり、「効くはずだ」という先入観が判断を誤らせてプラセボ効果を生み出します。

「プラセボであっても効くのだから治療になる」とも主張されていますが、ホメオパシーに頼るこ
とによって、確実で有効な治療を受ける機会を逸する可能性があることが大きな問題であり、
時には命にかかわる事態も起こりかねません3。こうした理由で、例えプラセボとしても、医療
関係者がホメオパシーを治療に使用することは認められません。

ホメオパシーは現在もヨーロッパを始め多くの国に広がっています。これらの国ではホメオパ
「1 Shang A et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of 

placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet 2005; 366: 726 

2 Evidence Check 2: Homeopathy 2010. 2.8 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/45.pdf 

3 ビタミンＫの代わりにレメディーを与えられた生後２ヶ月の女児が昨年１０月に死亡し、これを
投与した助産婦を母親が提訴したことが本年７月に報道されました 」

シーが非科学的であることを知りつつ、多くの人が信じているために、直ちにこれを医療現場
から排除し、あるいは医療保険の適用を解除することが困難な状況にあります4。またホメオパ

シーを一旦排除した米国でも、自然回帰志向の中で再びこれを信じる人が増えているようです。
4 WHO

日本ではホメオパシーを信じる人はそれほど多くないのですが、今のうちに医療・歯科医療・獣
医療現場からこれを排除する努力が行われなければ「自然に近い安全で有効な治療」という
誤解が広がり、欧米と同様の深刻な事態に陥ることが懸念されます。そしてすべての関係者は
ホメオパシーのような非科学を排除して正しい科学を広める役割を果たさなくてはなりません。

最後にもう一度申しますが、ホメオパシーの治療効果は科学的に明確に否定されています。そ
れを「効果がある」と称して治療に使用することは厳に慎むべき行為です。このことを多くの方
にぜひご理解いただきたいと思います5。
平成２２年８月２４日 日本学術会議会長金澤一郎



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（１）

談話：
科学の無視
100倍希釈を30回繰り返すと106の希釈となり、元の物質は含まれない

見解（阿岸鉄三）：
すべての希釈液に含まれないは、科学的に誤り
単数、あるいは複数の希釈液のなかに含まれている可能性を否定できない
当代の科学技術では、検出できない可能性がある

元の物質が含まれている
可能性は否定できない

含まれていない



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（２）

談話：科学の無視 科学的な根拠がなく、荒唐無稽
見解（阿岸鉄三）：
仮に、元の物質が含まれていないとして、溶媒に、元の物質と一緒だったなんらか
の情報が記憶・瑕疵として残る可能性はないか？

現代の科学技術では、検知できないような。。。

例えば、重水素が発見される前は、水はH
2
Oだけだった。

Wikipedia：重水素重水素重水素重水素（じゅうすいそ、deuterium（デューテリウム））は水素の安定同位

体の1つ。元素記号は2Hで表し、略号としてDやdで表記されることも多い。例えば重
水の分子式はD

2
Oと表記される。三重水素との区別のために二重水素二重水素二重水素二重水素と呼ばれる事

もある。水素原子の原子核が陽子1つなのに対して、重水素原子核（重陽子）は陽子
1つと中性子1つから構成される。

見解（阿岸鉄三）：現代科学で理解できない、すなわち、現代科学的には非

科学的なところに、真理のある可能性を否定するのは、科学的態度ではな
い。科学は進歩する。“今日の非科学的”は、“明日の科学的”かも知れない。

医療奇跡が、通常医療になったのを、われわれは見てきた立会人である。

真理は、科学の進歩と別のところに存在する。



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（３）

談話：科学の無視 科学的な根拠がなく、荒唐無稽

見解（阿岸鉄三）：

今日、医学・医療を科学だけで理解するのは適切でない。医学・医療を科

学だけで理解する考えは、すでに破綻している。

例えば、

１．医学・医療に密接に関係する生命（いのち）は、科学の対象ではなく、

宗教・哲学などの問題である。
２．WHO特別委員会は、1998年に、憲章の健康定義に、”身体的・精神的・

spiritual・社会的“の文言を加えるべきと提言。時代の思潮に沿うものと評

価されている。Spiritualityは、今日、科学的であり得ない。

３．日本国厚生労働省は、EBMといいながら、人道的見地からOrphan drug

を保険医療で認めている。

都合のいいときだけ科学的と拾い、
訳が分からなくなると非科学的と捨てる。



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（４）

見解（阿岸鉄三）：
科学至上主義は、過去の遺物となった現実に

科学者は氣づくべきである。

例えば、
１．BSE(bovine sponge encephalopathy狂牛病）牛肉輸入再開

では、科学的より政治的判断
２．科学と宗教の統合
３．量的研究と質的研究の統合
４．統合医療‐科学的医療と非科学的医療の統合‐

統合知Integrative Intelligenceの創生



ホメオパシーに関する金澤一郎日本学術会議会長

（平成２２年８月２４日 ）の談話の問題点（５）

見解（阿岸鉄三）：
ホメオパシーの本質に関する問題と

運用・利用における問題とを混同

助産師のことは、運用・利用の問題
通常医療では、運用・利用（ex.処方・手術）に誤りがあっても、

それ自体は否定される訳ではない



ゆらぐ科学のリアリティー 004003

かって、「科学」は万能であり、すべ

てに「科学的」であることが目指された。

＜輝かしい未来＞＜客観的な正しさ＞

「真理」の象徴であったが、変容した。

1.代表の物理学は繰り返し可能性・客観

性⇨時間の流れは不可逆的 ex)生命・環境

2.世界の予知・支配・制御の世界観⇨カ

オス・複雑系（遠い将来は予測不可能）。

「無知の知」へ ex)天気予報・株価変動

3.科学→技術の構造⇨テクノロジー→理

論 ex)遺伝子研究・ゲノム解析・携帯電話

4.科学を旗印とするマルクス主義の衰退。

時代は、「科学」単一原理主義から、

宗教・経済・民族・テクノロジー、原始

的/最先端など様々な要素が複雑に絡み合
う様相へ。（黒崎政男：朝日新聞2002年6

月19日、夕刊、2版、13頁）



(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w・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）



(025－011) 科学は、約束事

科学というものは，科学者社会によって承認され，

社会もまたそれを真に受けている約束事だが，真

理であるかどうかは分からない。その意味で，科学

はある程度先進国の普通の教育を受けた人が信

じている文化と伝統のようなもので，いつ恣意的に

変わるか分からない。

（池田清彦：さよならダーウィニズム。講談社選書メチエ120，p231,講談社，東京，1997）



(026－034) 科学主義は，狭隘な哲学的立場

• 伝統的な自然科学の方法は，物質的現象の研究におい
ては精密で簡潔で有効であるが，その一方で，人間に関
する諸事の研究においてはしばしば不適切で，無効で，還
元主義的で，また有害である。人間を研究するためには
他の方法－現象学的・民族誌学的・歴史的・文学的・物語
的・理論的・解釈学的方法－が，伝統的な科学的方法に
よって捉え，そして扱うことができない、微妙で精妙な人間
的現象のための捕蝶網の役割を果たさなければならない。
科学は知の探求である。他方，科学主義は自然科学の方
法が全ての研究調査活動に用いられるべきであるとする，
狭隘な哲学的立場である。

• （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、p264 、星雲社、東京、2000年）



科学的判断の脆弱性
013-040

（朝日新聞２００４年１０月日１４版３頁）

現代では、科学的判断は、絶対的で

はない。政治的決断に負ける。





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）



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)



(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。

• Ref : 気づきalertness, awareness←啓発・啓蒙

• 合意的トランス (Charles Tart)からの脱出←直観

• （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）


