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香山雪彦 講演原稿集（2009～2010） 
 
 
 ここに掲載するのは香山雪彦が福島県立医科大学を定年退職する前の２年間に行った講

演、あるいは特別講義の原稿です。同じ表題で話しても講演のたびに原稿は少しずつ違え

ていましたが、その場合は最も代表的と思うものを掲載しています。実際に話した時は原

稿にない脱線も多かったのですが、それは含んでいません。 
 香山の本職は神経生理学講座の教授で、その仕事の内容は脳の機能についての研究と教

育です。しかし、その本職と関係しないところで、「福島お達者くらぶ」と若い人たちによ

って名付けられた、摂食障害の人たち（およびその家族の人たち）の自助的な活動を目的

としたグループの運営スタッフを務めてきました。 
 その両方の立場で考えてきたことを講演で話してきたのですが、私を講演に招いていた

だいた人の立場によってどちらが中心になるか、バランスが大きく違っています。この下

に示す７つの主題の講演の主な対象は、次のとおりです。 
 
人文・社会科学系の教養課程・専門課程の学生諸君（１） 
自然科学系・工学系の教養課程の学生諸君（２） 
脳機能を扱う専門職の人たちおよびその課程の学生諸君（３） 
医療系への進学希望の人たちを中心とする高校生諸君（４） 
摂食障害の自助グループなどが催す会に集まった人たち（５） 
摂食障害に関係する専門職の学会のシンポジウム聴講者（６，７） 
 
 違った対象の方々への講演でも全く同じ内容が出てくることがありますが、それは違っ

た面から眺めていることでもありますので、その重複部分をそのまま載せていることをご

了解ください。プロジェクターで図を示しながら話した講演については、その図がなくて

も理解できるように、少し書き直したところがあることもご了解ください。 
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2 
 

不安の時代の家族と、その中の思春期の子ども 
 
はじめに：思春期の危機 
 家族環境の変化が、家族から出て行こうとする思春期の少年たちに表れる 
 酒鬼薔薇聖斗に始まる衝撃的な事件：なぜ 14 歳、17 歳に 
  昔は 15 歳で大人の仲間入りだった、それが 18 歳に繰り上がった 
  思春期の性衝動に含まれる独立の欲求：その独立戦争を一人で闘う不安 
  衝動や不安な気分をコントロールする智恵がまだない 
 衝撃的な少年犯罪を厳罰化で防げるか 
 大人の年代に入っても、引きずり続ける思春期 
 
地域社会の崩壊と家族の崩壊 
 産業構造の変化による人口の都市集中 → 地域社会の崩壊 → 家族の孤立 
     → 頼れるものは家族しかない → 家族内の密着 
  孤立し、支援のない家族の中での虐待 
  家族の愛情と期待から独立できない子ども 
 親の威厳で子どもを家にとどめておける余地は小さくなっている 
  知識はインターネットでの検索にかなわない 
  人生の智恵は社会の変化のスピードについていけない 
 生き方の違いを理解できない世代間の衝突 → 感受性の一番強い子どもが症状を 
 
病理現象の例としての拒・過食症 
 拒食症（Anorexia nervosa 神経性食思不振症） 
  自分の命を危うくしかねない行動でしか訴えられない事情を抱える 
 過食症（Bulimia nervosa 神経性大食症） 
  食べ物を詰め込んでいる間だけ不安を忘れられる 
 なぜこんながりがりの体型を理想としてこころに焼き付かせる？ 
 悪循環を起こす過食・嘔吐の苦しみ 
 
行動への依存という捉え方 
 アルコール・薬物依存との共通点 ： 行動への依存（dependence） 
 嗜癖（addiction）となりやすい行動 

ギャンブル  勉強・運動  拒食・過食 

ゲーム   世話焼き  買い物 

暴力・虐待  人間関係・恋愛 万引き 

飲み屋がよい  セックス  リストカット 

痴漢・のぞき  携帯・メイル  抜毛（ばつもう） 

仕事   インターネット おっかけ 

 苦しさを訴えるためと同時に、不安を忘れるため、生き延びるための手段として 
  拒食・過食、リストカットは、逃げるよりも、命を賭けて闘っている 

それはかまわない、やってでも生き延びよう 
  ただし、薬物依存はいけない（生き延びる前に体も脳もボロボロに） 
  共依存も断ち切らなければならない（抜け出せなくなる） 
 
不安という時代の空気 
 社会の変化→父親・母親が子どもの生き方のモデルにならない 
  女の子にとってのダブル・バインド ： 自立せよ vs. かわいい女で 
 自分の未来を描くことの難しい時代 → 自暴自棄になる人も 
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子ども時代の不安の蓄積 

 大人は不安を生き延びるためにそれぞれに合う手段を持つ 
 不安を処理する言葉も行動力もない子どもは？ 守ってくれる存在が必要 
  しかし、親が苦しさや怒りをかかえていたら･･･ 
 安心を得られない育ちによる不安の蓄積 ： 体で示すか、行動で示すか 
  不登校の子どもの朝の腹痛 
  中学生くらいの子どもの過呼吸症候群 
  知的レベルが高くなると体で示せず、行動に 
 
家族システムの中で育つ自己評価 
 子どもに接する母親は自分を責めるけれど： 母親は自分を責めてはいけない 
  子どもは母親を苦しめている自分をまた責める 
  家族システム全体のどこかにおかしいところがある 
   どこがおかしいかは家族によって異なる 
   子どもが守られるべき時に守られていない 
 三つ子の魂、百まで（行き過ぎた三歳児神話になることもあるけれど） 
 低い自己評価 →よい子としてしか生きられない 
   →数字で出てくるものに頼る 
  頼る数字がないと、引きこもるか、オームに行くか、何かに依存するか 
 
生きづらさの世代連鎖：そこから抜け出すために 
 自己評価の低さによる生きづらさは世代を超えて連鎖する 

  その連鎖を母親が切るためには：母親自身が幸せに 

  その連鎖を子どもが切るためには：親を捨て、支援の手につながる 

 あるがままに受け入れられ、安心できる場所と人間関係が必要 

 差し出した手は試しまくられる 
 
親の３つの仕事 
 地域社会の崩壊で、親の仕事が大きく、難しくなってきている 
 親の仕事は３つしかない 

子どもを愛し、守る仕事    「母なるもの」の仕事：子どもを抱く 
子どもに社会の掟を教える仕事 「父なるもの」の仕事：万能感を摘む 
子どもと別れる仕事       子どもの持ち味で生きさせてやる 

 
霧に包まれた谷にかかる一本橋をわたる 
 思春期に人は「霧に包まれた谷にかかる一本橋をわたっている」 
  その危険を渡りきるのには、しっかりと足が地面につく安心感が必要 
  その安心感は親が見守り愛してくれたことで育つのだが 
 この「霧に包まれた一本橋」は現代社会に漂う「不安」という空気の比喩 
 鋭い感受性を持つ人、誠実に生きようとする人ほど、この不安、恐怖に苦しむ 
  過食などの「症状」でもって、その不安を訴える 
 
おわりに：自分の不安に向き合い、言葉に 
 大人は、子どもの訴えの基にある不安を聞く耳を持ち、受けとめる 
  子どもをコントロールしたい欲求の基にある自分の不安に向き合う 
 生きづらさに苦しむ人は、不安と、その基にある人生の物語を言葉にして伝える 
  「言わなくてもわかってよ」というのは甘えで、破局へと導く 
  そこに生じる共感、あたたかい触れあいだけが心を癒す 
 傷ついてきた過去を見つめる気力、それを言葉にする知恵、それを伝える勇気を 
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思春期の危機 

 私たちの生きているこの現代、私たちを取り囲む環境が急速に大きく変化してきていま

すが、家族関係もまたその激動から逃れることができず、その影響は家族の中でしか生き

られない子どもたちに強く出ます。その影響が家族から外に出ていこうとするところで最

も不運な形で現れてしまった、思春期の少年の起こした事件のことを最初に振り返ってみ

たいと思います。 
 近年、少年たちが社会を騒がせる衝撃的な事件を起こすことが重なり、その低年齢化が

問題となっていますが、そのきっかけとして衝撃を与えたのは 1997 年に神戸で起こった連

続児童殺傷事件です。今の大学生はこの事件を知らないかと思いますが、その２年前、1995
年の神戸大震災とオーム真理教サリン事件と共に社会の大転換期の象徴と言えますから、

ぜひとも知っておいてほしいと思います。この事件を起こしたのは酒鬼薔薇聖斗と名のっ

た 14 歳の少年で、この年は他にも同年齢の少年が起こす事件が相次ぎ、14 歳という年齢が

注目されました。その３年後の 2000 年には 17 歳の少年の起こしたバスジャック事件が起

こり、この年には 17 歳の少年の事件が相次ぎました。なぜこのように重大な事件を起こす

ことが多いのは 14 歳だったり 17 歳だったりするのでしょうか。 
 歴史を振り返ると、男は 15 歳で元服、女も「15 でねえやは嫁に行き・・」と歌にあるよ

うに（嫁に行くといっても、ごくふつうの庶民、特に農家では、次の世代を継いでいく子

どもを産むためよりも、当面の労働力だったのですが）、子どもたちは 15 歳で大人の列に

加えられるのが通例でした。この状況は、多くの人達が中学卒で就職していた、ほんの数

十年前まで続いてきました。東北地方からは、まだ昨日までいがぐり坊主に詰め襟の学生

服やおかっぱにセーラー服でいた中学生が、ボストンバッグを手に不安を心にいっぱいか

かえて上野駅に降り立った集団就職列車はその象徴だと思いますが、その集団就職列車は

1975 年まで運転されたということ、たった 35 年前のことです。 
14 歳というのは、その大人の中に入っていく 15 歳直前の、大きな不安を抱える時期なの

です。自分はもうまもなく甘えてなんかいられない大人の世界に入っていかなければなら

ないけれど、それがうまくできるだろうかという不安とともに、多くの若者は 14歳の時に、

将来にわたってどのように生きるかを具体的に決めることになる職業の選択について考え

なければなりませんでした。 
そこに、思春期特有のとまどいを含む性衝動が加わります。その衝動には、単に性的な

欲求だけでなく、それまで一方的に親からの愛情と庇護をうけてきた（あるいは反対に殴

られるばかりだったという場合もあるでしょうが、その場合も親からの一方的な働きかけ

を受けてきた）状態から、自分も一人前の人として他の人に働きかけたいという独立の欲

求も含まれます。それは独立戦争ですから、それまでのように親に頼れず、一人で闘わな

ければならない不安とともに、その衝動や不安定さをうまくコントロールする知恵をまだ

持っていない、思春期というのは誰にとっても非常に危険な時期なのです。ロミオへの許

されぬ恋に揺れたジュリエットも 14 歳になる直前でした。 
職業選択に関しては、高学歴社会となって生き方の決定を考えはじめる時期が中学校よ

りも高校卒業を控える 17 歳に繰り上がり、そこでもう一度不安定な時期が来ると考えられ

ます。ここでも、とりあえずは大学や専門学校に行くことにして、生き方の決定を先延ば

しすることはできます。しかし、そうするにしても、大学のどの学部、どの分野の専門学

校を選ぶかは考えなければならず、それは生き方の選択を意味しています。 
このように 14 歳、17 歳をピークにして、思春期が危機であることは昔から変わっていま

せん。それなのに、思春期の少年たちが起こす事件がこのように大きな衝撃となる現代は

何が変化したのでしょうか。 
 少年が起こす犯罪の数自体は、犯罪白書（法務省）や警察白書（警察庁）に見られるよ

うに、第二次大戦直後および 1960 年頃を２つのピークにして、それ以後には大きく減少し

て、現在も増加の傾向はありません。しかし少年の起こす事件が社会に大きな衝撃を与え
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るようになったのは、なぜそのような事件を起こすに到ったのかを理解しにくい不可解さ

が人々の不安を煽るからでしょう。 
これを政府は、世論の声にも押されて、刑事裁判を受けさせることのできる年齢の 16 歳

から 14 歳への引き下げと厳罰化という少年法の改正で対応しようとしたのですが、昔から

あるような暴行や強姦といった粗暴犯はさておき、理由の不可解な事件の発生をそれで抑

止できるとは思えません。実際、少年法の改正から間もなく、４歳の子どもを駐車場ビル

から突き落として死亡させた 12 歳（中学１年生）の少年の事件（長崎 2003 年）、さらには

同級生の首をカッターナイフで切って死亡させた 11 歳（小学６年生）の少女の事件（佐世

保 2004 年）が起こり、さらなる低年齢の子どもたちの事件が衝撃を強くしました。 
 そのような低年齢化の一方で、100 万人に迫ると言われている引きこもりや、あとで述べ

ます拒食症・過食症などで、社会の中でのふつうの生活にうまく適応できずに苦しむ人た

ちが非常に増えてきており、しかも、本来は思春期の問題であったこのような人たちの平

均年齢が上がり続けています。引きこもりでは 30 歳代の人たちが増え、その親ではもう定

年退職した人たちが年金生活で減った収入で子どもを支えられるかが問題になっています。

摂食障害でも、1990 年代初頭には中学生・高校生が中心だったのが、今は大学生以上に広

がり、過食を始めたのも大学を出て就職してからだったり、子どものいる人など、高齢化

が目立ちます。 
このような引きこもりや摂食障害の高齢化は、思春期に解決しておくべき問題が放置さ

れ、あるいは解決できずに引きずり続けていると言えます。このように、思春期が、一方

で低年齢化し、他方で高年齢化している、その変化の根源に何があるのかを考察していけ

ば、現代社会の特徴が見えてくるのではないかと考えます。 
 
地域社会の崩壊と家族の崩壊 
 もう一度まとめますと、このような事件を含む社会現象は、家族というものの変化が家

族の中でしか生きられない小さい子どもたちに一番大きく作用し、それが不安定さに揺れ

る思春期の世代で吹き出してきているものと考えられます。その「家族」を大きく変化さ

せた最大の要因は、産業構造の変化によって引き起こされた人口の大都市への集中でしょ

う。それにより、日本の伝統的な農村型社会の中核にあった、血縁の大家族による「家」

と、地縁に基づく共同体である「地域」社会の、両方が崩壊へと進んできました。 
大都市に暮らす人々は核家族か単身の人たちであり、地域社会について回る付き合いの

煩わしさは少ないけれど、みんな孤立してしか生きられません。そこではどうしても頼れ

るものは家族しかないという思いが強くなり、親子の密着が起こります。その家族の孤立

と、家族内の密着から、いろいろな問題が起こってきているのを感じます。それは、一方

では孤立した家族の中での児童虐待のような問題となり、他方では子どもの幸せを願う親

の愛情や子どもへの期待の強さから独立できない子どもが引きこもったり拒食・過食など

のさまざまな異常行動に陥ったりするという問題になっています。 
 そして今、その家族自体が崩壊しはじめているのです。親や祖父母の世代の持っている

知識はインターネットで即座に調べて得られるものにかなわず、長く生きてきた中で培わ

れた人生の智恵も世の中の変化のスピードに付いていけなくて、尊敬の念で受け取られる

ことが少なくなり、親としての威厳でもって大きくなった子どもを家族にとどめておける

余地は小さくなっていると言わざるを得ません。 
その中では、家族に心配をかけないことがやさしさであると考えてしまう人も多くなっ

たように感じます。そこに家族に対しても自分の弱さは見せられないというプライドが複

雑に絡み合って、自分の抱えている苦しさや問題、例えば借金やリストラや、子どもなら

いじめられていること、あるいは過食やリストカットなどの行動も、家族の誰にも伝えず

に一人で抱え込んで、さらに追いこまれていくことになってしまうことも多く、それも家

族崩壊の一つの姿でしょう。 
 大都市圏とくらべると私たちの住んでいる地方圏、特に少し郊外に出た農村部では三世
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代同居の家族がまだまだ多いのですが、そのような場合でも、それぞれの世代が全く違っ

た文化的背景の中で生きていて、お互いに生き方の違いを理解できないままに、複雑に衝

突を繰り返している風景をよく見ます。その世代間の摩擦が臨界点に達したとき、その矛

盾を不安定な思春期の子どもたち、特に兄弟姉妹の中で最も感受性の強い子どもがある種

の病理現象で表すことがよくあります。その病理現象の例として、私が一番身近に見てい

る摂食障害について、少し詳しく話させていただきたいと思います。 
 
病理現象の例としての拒食症と過食症 
 摂食障害は、正式の医学用語では神経性食思不振症・神経性大食症ですが、ここでは一

般社会に広く通用している拒食症・過食症を使うことにします。これから述べていきます

ように、この摂食障害は摂食調節機構の障害ではなく、周りの人たちとあたたかい心のつ

ながりを作ることが困難となったしまった対人関係の障害です。 
 摂食障害についてまず理解していただきたいことは、拒食症・過食症の人たちの食べな

い・食べるという行動は、普通の人が美しくなりたいためにダイエットする、あるいは生

命維持や快楽のために食べる、というのと質的に違ったものだということです。味付けを

発明した人間、特に甘味料をふんだんに使える現代人にとって、食べることは快楽であり、

普通の人は食べることに快感ないしは安心感くらいは持つでしょう。しかし、拒食症の人

たちはその快感・安心を拒否してしか生きられない、けれどもそれを言葉にして訴えるこ

とができない、本人もはっきりと意識できていない事情があって、その心の底にあるもの

を自分の命を危うくしかねない拒食という行動でしか訴えられないのです。 

過食症の人たちも心の中のわけのわからない苦しさを食に絡む行動でしか訴えられない

という点では拒食症の人と同じですが、拒食の人たちとは逆にたくさん食べるという行動

をとるのは、その行動がその時だけ不安を忘れさせてくれるためです。このことをある女

性は「私は今生きているのが怖いんです。次に息を吸うのさえも怖い。その怖さは食べ物

を詰め込むことでしかやり過ごせないんです。」と表現していました。 

拒食症の時は、長く続く低血糖のために摂食中枢はもう麻痺したように働かなくなって

いるので空腹感に悩まされることもなく、自分が理想とするほっそりとした体型に近づい

ていきますから、周囲の心配をよそに、栄養失調で動けなくなる直前まで、過剰なくらい

に動き回る人もたくさんいます。（ちなみに、なぜこんながりがりの体型を理想と思い描く

のかは、やせた人を美人とする傾向の強いメディアが創り上げた幻想的文化の影響は大き

いのでしょうが、それだけでは説明できそうにないし、ふっくらした大人の女性の体にな

るのを嫌う成熟拒否という説にはあてはまらない人たちもいて、私には謎が深いところで

す。何も自由にならないこの日常の中で、体重だけは自分の意志の支配下にあるという感

覚は大きいと思われます。） 

しかし、一転して過食症になると、それは食べたくて食べているのではなく、ただ不安

が作る摂食衝動に突き動かされて食べるのですが、食べるとどうしても体重は増えて理想

の体型からはずれる（あるいはそれを恐れる）ために、食べることがより強い罪悪感を伴

って気分が落ち込み、拒食の人よりもはるかに強い苦しみの中にのたうち回ることになり

ます。それから逃れるためにも食べることしかなく、のどを指で刺激して戻すことを覚え

ると、食べ吐きのセットは、疲れて動けなくなるまで続くことになります。人々の心を癒

す歌声を聞かせてくれたカレン・カーペンターは、あれだけ成功してもてはやされても、

それゆえにさらに不安が強くなって過食を止められず、中枢性催吐剤まで使うようになり、

それで電解質バランスが狂って（血中のカリウムイオン濃度が下がるのです）、ある日突然

心臓が止まりました。 

 

行動への依存という捉え方 

食べるという快楽であるべき行為が不安を一瞬忘れるためだけの行動に転化されてしま

って、そのためによけいに苦しくなるという点では、この異常な過食はアルコールや麻薬・
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覚醒剤などの薬物に溺れることと共通するところがあります。アルコール依存の人がアル

コールを飲むというのは、酔って気分がよくなるのを楽しむために飲むのではなくて、今

のつらさやむしゃくしゃする気分を忘れるために飲むのであって、だから強い酒を一気に

あおる人が多いのです。 

さらには、薬物でなくても、ギャンブルの興奮に我を忘れて抜け出せなくなるのも同じ

です。それはギャンブルの興奮やスリルを楽しんでいるのではなく、パチンコの玉をはじ

いている間だけ、あるいは馬が走っている間だけ、この世の煩わしいこともすべてを忘れ

ることができ、しかしそれは生活をさらに苦しくするもので、その苦しみから逃れるにも

またギャンブルしかない故にそこから離れられなくなって溺れていき、それに依存してし

まうことになるのです。 

依存（dependence）を起こしやすい、すなわち嗜癖（addiction）となりやすい行動を表

にまとめてみました。 

ギャンブル  勉強・運動  拒食・過食 

ゲーム   世話焼き  買い物 

暴力・虐待  人間関係・恋愛 万引き 

飲み屋がよい  セックス  リストカット 

痴漢・のぞき  携帯・メイル  抜毛（ばつもう） 

仕事   インターネット おっかけ 

この依存行動の表の左列にあるものは男性が陥りやすいもの、右列は女性が陥りやすいも

のです。しかしそれらは明確に分けられるものではなく、パチンコに溺れて子どもを忘れ

てしまう女の人たちもいます。拒食や過食の男性もまだ少数だけれどまちがいなく増えて

きていて、男女のどちらが多いかというだけです。これらの行動は、アルコールも含めて、

合併して見られることもよくあります。 

これらの行動がすべて依存だというのではけっしてなく、ふつうにおこなわれれば全く

正常というものもたくさんあります。仕事はその典型で、仕事に熱中するというのは大切

なことです。しかし、例えば男が、意識しているにせよ無意識のままにせよ、家族のやや

こしいことはすべて奥さんに任せて、それから逃れるために仕事に没頭しているなら、そ

れは容易に依存となり、それから逃れるのが難しくなります。女性も責任ある仕事をまか

せられることが増えてきている分、女性の仕事依存者も増えてきています。 

繰り返しになりますが、依存というのは、本来は快楽であったり利益を与えるはずのも

のが、そのときのつらさや不安を忘れるためだけの行動に転化されてしまって、そのため

によけいに苦しくなるけれど離れられないというもので、これはまさにアルコールや麻

薬・覚醒剤などの薬物に溺れることと同じです。 

これらの依存行動には、前述の訴えるための行動という意味に加えて、その利益を利用

して苦しい現在を生き延びる手段としての意味があります。このことをぜひ理解してくだ

さい。特に、アルコール・薬物やギャンブルへの依存は苦しさを逃げる意味が強いのに対

し、自分の命を賭けるような拒食、吐くという非常な苦しさに耐えてまで続ける過食、あ

からさまに自分を傷つけるリストカットなどは、その行動でのしかかってくる恐怖と必死

に闘っているのだと私には感じられます。それゆえ私は若い人たちに、「そのような行動は

かまわない、過食でもリストカットでも、やって生き延びよう、生き延びていれば生きて

いてよかったと思える時が必ず来る、それを私は経験として知っている」と伝えています。

実際、そうやって生き延びて、「生きててよかったです」と伝えてくれた人達がたくさんい

ます。本当に残念なことに、そこまで生き延びられなかった人たちもおられるのですが。 
（ただし、依存でも、薬物依存は得られる快感が強くて離れられない上に、生き延びる前

に体も脳もぼろぼろにしてしまうので、絶対に止めなければなりません。もう一つ、アル

コール依存の男とそれを支える妻や殴る男と別れられない女、あるいは過食の娘とその食

料を用意してあげる母、また、引きこもりの息子とそれをかばう両親といった共依存は、

お互いの依存を強め合って抜け出せなくなるため、誰かの力を借りてでもその依存を断ち
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切らなければならないのですが、これについては詳しく話す時間がありません。） 

 

不安という時代の空気 

私自身もパソコンのゲームから離れられなくなることがありました。ゲームが終わって

「もう一度やりますか？」と質問が出たら、自分の意志とは関係なく Yes を押してしまっ

ていました。最後は目が血走ってきてもやめられないときもあり、やればやるほど苦しく

なることはわかっているのにやめられず、自分でこれはもう依存だとわかってもいるのに、

それでもやめられないのです。なぜこんなことになるのでしょうか。 

このゲームもですが、特に拒食・過食、リストカットなどの行動に依存してしまうこと

になる、新しい型の依存の根元にあるものは「不安」であると私は考えています。私もゲ

ームを止められなかったのは、これから先の生き方に迷いを生じていた頃でした。 

昔は、農家の息子は農業を継ぎ、商家の息子は商売を継ぐ、女の子たちはお母さんと同

じように嫁に行き子どもを産んでお母さんになる、というのが当たり前でした。しかし今

は、息子が農業を継いでも、農産物の輸入が自由化されて、農業だけで生きていくのは難

しくなっています。商売も、たとえ町の中心地にある老舗であっても、郊外に大資本が大

規模店を作れば、いつ立ち行かなくなるかわかりません。 

ふつうのサラリーマンの息子も、父親と同じように生きることは難しい時代になってし

まいました。父親は会社員になったとき、大部分の人は終身雇用であり、それゆえ少し努

力すれば誰もが中産階級になれました。親は、自分たちが生きてきたように、そのような

安定した暮らしを子どもにもと望むでしょう。しかし、その日本のシステムはあっという

間に崩れ去りました。今は会社に就職しても、その会社がいつつぶれるかわからず、定年

までの数十年も存続するのは奇跡かもしれません。それどころか正社員になること自体が

難しく、派遣という名の非正規労働にしか就けない人も多い。 

女の子にとっての状況はもっとつらいかもしれません。女だって仕事を持って自立して

生きるべきだという考え方が一般的になり、メディアは理想的な女性として仕事を持って

はつらつと生きるキャリアウーマンに対する憧れをかき立てています。一方、やっぱり女

はかわいくなくちゃとか、女は子どもを持って一人前だなどという男たちは相変わらず多

い。特に政治や行政の中枢を握っている男性たちは圧倒的にこの自分たちにとっての古き

良き時代を引きずっていて、男女共同参画社会の責任者たるべき厚生労働大臣が「女は子

どもを産む機械」と発言するような状態です。若い男たちも、ついそんな都合のいい女を

求めます。女の子たちはそんな相矛盾する２重の縛り（ダブルバインド）に苦しまざるを

得ません。素直に自分の母親のように結婚して子どもを産めないでしょう。 

そのように、今は、若い人たちにとって父親も母親も人生のモデルになりにくい、大き

な変革の時代です。そして、メディアは新しいものを次々に宣伝して欲望はふくらませら

れる一方で、その欲望を自分の能力が保証してくれるかどうか全くわからない、そんな中

で「どう生きるべきか」どころか、「どうなら何とか生きられるのか」という不安をかかえ

て現代の人は生きざるをえません。 

バブルの時代はただ眼をつぶって突っ走っていたら何とかなりました。倒れたって、ま

た立ち上がって走り出せたのです。しかしバブルがはじけて以来、この不安は誰の目にも

明確になってきました。経済は立ち直り、景気は好調だと言われていた数年間だって、そ

の好調さは、誰もが安心して生きられる社会を犠牲にした経済格差の拡大で維持され、時

代の空気からこの不安感が消える様子はなかったのに、2008 年秋のリーマンショック以後

の経済危機で、この不安はまた一気に増大してしまいました。 

そのような中では自分の未来を描くことは難しく、そこで心を癒してくれる温かい人間

関係を得られない人は自暴自棄になって、世の中に対する復讐の思いを込めて、人を道連

れにして自分の人生を終わらせてやろうと考えてしまうことだってあります。それが最も

象徴的に現れたのが 2008 年６月の秋葉原無差別殺傷事件でしょう。この事件は、2001 年

６月の池田小学校事件のような、自分が入れなかったエリート集団を狙うという動機さえ
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もない、全く行き当たりばったりの人たちが被害に遭い、そのような事件が不安をますま

すあおります。 

 

子ども時代の不安の蓄積 

その不安を大人達は言葉にして発することによってある程度は解消することができます。

アルコールやカラオケだってあります。ある私の友人は、若い独身の頃、イライラした気

分がたまると、わざと酔っぱらって街で弱そうな男に喧嘩をふっかけて殴る、と言ってい

ました。繁華街でやりますから警察が来るのですが、警察も酔っぱらいのケンカにいちい

ちかかわっておれず、留置所に一晩泊められれば次の朝には釈放で、彼はそのためのシャ

ツやネクタイの替えを持っていっていました。全く確信犯なわけです。そのように、大人

はそれぞれ不安をかかえても生き延びるための自分に合う手段を持つことができます。 

しかし、子どもたちはそんな不安を何とか処理する手段としての言葉や行動力を持って

いません。家族の中で若い親たちが不安をかかえていると、その不安は必ず小さい子ども

たちに伝わりますが、子どもたちがその不安を心にかかえながらも無事に生きていけるの

は、母親、父親というしっかり守ってくれる信頼できる存在を持っているからです。２－

３歳の子どもがお母さんかお父さんと公園に遊びに行った光景をを想像してみてください。

その頃の子どもは好奇心が強いですから、面白そうなものを見つけるとたたたっと走り出

し、けれどふと不安になって振り返ってお母さんやお父さんの存在を確かめる、そこにに

こっとほほえんでくれるお母さん・お父さんを見つければ、それはあなたをちゃんと見守

ってますよという信号ですから、子どもはまた安心して走り出す、そのようにして人は独

立した大人に育っていくものです。 

しかし、例えばお母さんが、大都会の地域社会の崩壊した中で誰の支援も得られない中

で思うようにならない子育てで孤独に苦しんでいたり、あるいは地方都市の三世代同居の

家族の中で舅・姑にいじめられて怒りを抱えていたりしたら、その時に子どもにほほえん

であげられなくてもしかたないでしょう。だから、私は母親を単純に責めたりできません。

けれども、その子どもはどうなるでしょうか。心にかかえたことを言語化して処理できな

い子どもの時にしっかり守ってくれる存在を持てなかったとしたら、人はかかえた不安を

ひたすら心の中に蓄積していかざるを得ないでしょう。 

そしてそんなふうに育てば、どのような場合には人を信用してよいか勉強できなかった

ことによって、成長して言語能力は発達した後もその蓄えられた不安を言語で表して人に

伝えることに心は自分でストップをかけ、その結果としてそれを体や行動で表現せざるを

得なくなったものが、心身症や拒食・過食などの行動への依存であると考えられます。 

小学生なら身体的な病気に逃げ込めます。例えば、不登校の子どもが登校時間になると

おなかが痛くなるのは、けっして詐病ではありません。私はそれをアルツハイマー病が進

み出して感情が子ども返りした母親で知らされました。同居するようになった娘と衝突す

ると、「私はもう一人で暮らす」と言って荷物をまとめるのですが、翌朝にはみごとに腰痛

や腹痛を出し、腹痛の時は実際に下痢が起こります。すなわち、大腸の収縮が強く起こっ

ていて本当に痛いのです。不登校の子どもの腹痛を学校へ行きたくないための「仮病」と

決めつけると、子どもたちは一番大切な親にも理解されずに絶望を深めてしまいます。 

中学生くらいになると、自律神経症状ではなく、過呼吸症候群などを起こしたりします。

しかし、知的なレベルが高くなるほど身体的な病気に逃げられなくなって、行動で示す他

なくなることが多いのだと、私は捉えています。 

 

家族システムの中で育つ自己評価 

こんなふうに言うと、直接に子どもに接する役目を負うことの多い母親たちは、自分が

悪かったのだとひたすら自分を責めることがよくあります。しかし、母親が自分で責任を

背負い込んでも何もよくなりません。子どもは母親をそんな苦しい状態に追い込んでいる

自分自身をよけいに責めていることが多いし、何よりも悪いのは決して母親だけではない
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からです。まだまだ男社会と言える状態が続いている中では、男である父親の方が原因に

なっていることも多く、母親をそのような状態に追い込んでいるまわりの家族、その両親

など、家族全体をシステムとして考えなければなりません。拒食症、過食症などの行動へ

の依存は子どもの頃の家族システムのどこかに異常があることがもっとも大きな要因とな

って作られるものであると考えられます。 

どのような異常がこれを作るかは、両親の不和や離婚、特に虐待などの暴力の介在、子ど

もに対する過剰な厳しさ、兄弟姉妹の間の差別、過剰な期待など、家族によってすべて違

っています。強すぎる愛情も問題で、子どもの幸せを考えるあまり親の考える道で生きさ

せようとしたら、やはり子どもを縛ります。いずれの場合も、子どもが守られるべき時に

守られていない、甘えさせてもらうべき時に甘えさせてもらえていないことがおおもとの

ところにあります。 

このように、心に不安が蓄積するのは、「三つ子の魂百まで」という２－３歳ころの最初

の（無意識な）独立の衝動が生じた頃に最も強く、少しずつ弱まりながら思春期に到る、

子どもの時期の育ち方が一番大きく関係しています。それも、お前は家の跡継ぎだからと

か、おりこうさんにしたらとか、あるいはかわいいからとか成績がよいからといった、理

由や条件があるからではなく、ただお前がそこにいるからということで守られかわいがら

れる必要があります。（ただし、このことが三歳児神話のようになって行き過ぎた形で語ら

れ、その弊害が大きくなっていることも指摘しておかなければならないと思います。） 

ともかくも、子ども時代に無条件に世話をうけ甘えさせてもらえる時期を持てないと、

人は自分をこれでよしと認められず、自分の存在や行動を自分できちんと評価できなくな

ります。そのような状態を私たちは「自己評価が低い」と言います。自己評価の低い子ど

もは、ひたすら自分の願望を殺して「よい子」として振る舞うことで親や周囲から受け入

れてもらうことでしか生きられなくなることも多く、その場合、本当の独立を促す性衝動

の生じる思春期以後にはそれも困難になって、強烈な不安に襲われてしまいます。 

このように自己評価が低いと、自分の考えは信用できないし、それゆえ他人の評価を過

剰に気にするけれど、親をはじめとする他人も信頼できなくなってしまっているから、い

きおい具体的な数字で出てくるものに頼る他はなくなってしまいます。中学・高校などの

進学校では試験の成績や順位がこの数字を与えてくれる場合があるでしょう。しかし、試

験の成績は大学に入ったり、ましてや就職すれば意味をなさなくなります。そんなところ

で容姿を評価されがちな女性たちに体重や食べるもののカロリーがその数字を与えてくれ

ると、ダイエットが容易に拒食へと転じていきます。 

頼るべき数字が何もないと、ただ引きこもる以外になくなったり、オーム真理教のよう

な陶酔を与えてくれるものにはまったりするかもしれません。４年前（2006 年６月）には、

成績に頼ることができなくなった進学校の生徒が、全てを一気にリセットしたかったので

しょう、家に放火してお母さんと妹が亡くなったという痛ましい事件がありました。 
 

生きづらさの世代連鎖：そこから抜け出すために 

このように育ってきた状況から自己評価が低くなってしまうと、人生は非常に生きづら

いものになりますが、この生きづらさは家族の中で世代を超えて子どもたちに伝わってし

まうことがよくあります。例えば、虐待されて育った子どもは、親になると自分も子ども

を虐待するようになりやすいことは良く知られています。そんな世代連鎖を誰かが知って、

断ち切らなければなりません。 

そのためには、親が、子どもの苦しさは自分たち家族に起因するもので、自分自身の生

き方も窮屈で苦しいものだったと理解して、自分も楽になるとともに子どもにとって家族

が安心を与えてくれる場所に変わってくれることが一番望ましい。特に母親が、家族のた

めに生きるのではなく自分のために生きて、自分自身が幸せになって、幸せのモデルにな

らなければなりません。しかし、そんな母親は自分の幸せなんて考えたこともない人たち

が多くて、それがなかなか難しいし、親はもう 50 年ほども生きてきて自分の世界を作り上
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げており、簡単には変わってくれません。 

その時は子どもの方からこの連鎖を断ち切らなくてはなりません。18 歳を過ぎた子ども

の場合には、親に理解してもらい愛してもらうという幻想を捨て、親を捨てるという作業

をすべき場合もあります。しかし、子どもの方から断ち切るのはきわめて困難です。それ

を可能にするためには、心の中に「自分はここにいていいのだ」という居場所の感覚を与

えてくれるものが必要です。家族に代わってその人をあるがままに受け入れてくれる場所

や人が必要で、自助グループはそのために非常に有効な場です。また、親しい友達や学校

の先生、医療やカウンセリングの場がそれに役だってもらえればと思います。 

私はそのような関係と場所を与えて上げられる存在でありたいと思っていますが、諸君

の中にも、自分も友達、特に付き合っている人に対してそのような存在でありたいと思う

人がいるでしょう。その人たちに私の経験から伝えておきたいことがあります。親でも友

達でも、先生や援助職の人でも、手を差し出した場合、差し出された手が本当のものなの

か、試しまくられることを覚悟しなければなりません。わざと怒らせることもいっぱいや

られます。それに耐えて、時間をかける他ありません。子どもの頃に何年もかけて作られ

た性格は簡単に変わるような柔なものではないから、仕方ないです。 

その人たちは切れやすく、こちらのちょっとした言葉に怒って責めまくられると、つい

「そんなに言うならもう来なくていい、勝手にしなさい」と言いたくなりますが、それを

言ったら負けです。それを聞いた瞬間、その人達は「それ見てごらん、あんたはりっぱな

ことを言っているけれど、結局ふつうの人と同じじゃない」と一瞬勝ち誇り、次の瞬間に

は信じたいと思っていた唯一のものが崩れて地獄の底に突き落とされ、その日のうちに薬

をのむか、深く手首を切ることになるかもしれません。 

それで私もそう言いたい気持ちを抑えていました。しかし、何年もやっていると、その

心を抑えなくてよくなりました。そんなふうに人を責めまくっているのは、必死になって

「助けて、私を愛して」、そして「私もあなたが大好きです」と訴えているのだということ

が伝わるようになったからです。私を試すために万引きされたりしたときなど、どうして

よいかわからなくて一緒に泣いてあげることしかできなかったのですが。 

 

親の３つの仕事 
以上に考察してきましたように、この不安が高まっている時代の空気の中で子どもが無

事に大人になって行くには、地域社会の崩壊により家族の持つ意味が大きくなっていて、

それゆえ親の果たすべき役割が昔よりも難しくなってきていると感じます。親自身がさま

ざまな社会状況の中で追いこまれて余裕を失い、その状態で孤立して周囲の援助を受けら

れない場合、子どもを育てる仕事はさらなるストレスを生み、児童虐待へとつながってい

く可能性も高くなるでしょう。 
そのような状況にある現在、親の仕事ということをよく考えてみる必要があるでしょう。

親の大きな仕事は次の３つであると考えられます。 
１． 子どもを愛し、守る仕事 
２． 子どもに社会の掟を教える仕事 
３． 子どもと別れる仕事 
 「子どもを愛し、守る仕事」というのはわかりやすいと思います。２－３歳をピークに

思春期までの性格が形成される時期にこれがないと、子どもは自己評価が低くなってしま

って、すなわち自分を愛せなくなって、思春期以降にそれがさまざまな行動化で吹き出し

てくる、ということを述べてきました。この仕事は子どもを抱くという、母子関係に見ら

れるべったりと密着した感覚の世界のことであり、言葉は必要ありません。 
 しかし、何があってもすべて受け入れるという密着関係がその時期を過ぎて学童期以降

も続いたら、その子どもたちには万能感が生じます。その万能感は、社会の中で生きてい

くためには、あるところで適当に摘みとられ、社会に生きるための掟を教えられる必要が

あります。これが２番目の仕事で、昔は、もちろん親もそれをしていたけれども、地域社
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会の中や、子ども同士の遊びの中で自然に補われていました。それが社会の変化で今は大

きな部分が親の仕事になってしまっています。 
この仕事のためには、子どもを甘い包容から切り離してやらなければならないのですが、

その切るという仕事は、抱くという母親の仕事に対して、父親の仕事です。子どもに嫌わ

れたくなくて物わかりのよい父をやっているばかりでは、親の仕事を手抜きしていること

になります。 
 ただし、ここで必要なのは「父なるもの」であって、実際の父親とは限りません。多く

の母子世帯では母親が「母なるもの」と平行してこの「父なるもの」の仕事もしています。

しかし、実際に父親がいてもいなくても、「父なるもの」がいない場合、子どもはそれを外

に探しに出て行きます。すなわち、自分の振る舞いにストップをかけ、時には自分を罰し

てくれるものを求めて世の中をさまようことになります。いわゆる非行の中にはこの「父

探し」のためである場合も多いと思われます。 
 この２番目の仕事は３番目の「子どもと別れる仕事」へと続いていきます。子どもはや

がて独立した一人の人に育っていくべき存在です。そのためにはまず親と自分のあいだに

境界線が引けなければならない。それを教えるのが親の仕事ですが、親が子どもを自分の

所有物や付属物と考えていたり、子どもを自分と一体化していたり、ましてや子どもの存

在だけを頼りに生きていたりしたら、それはきわめて難しいことになります。地域社会の

崩壊で頼れるものは家族しかないという感じが強くなって、どうしても子どもに期待を掛

けてしまうことも多いこの時代、この仕事は本当に難しくなっていると感じられます。 
 子どもは手放してやらなければならないのです。そして、子どもは親と違う独立した別

の存在ということを意識して、子どもの持ち味でもって生きさせてやらなければならない

と、強く感じています。 
この持ち味で生きせてやるということはなかなか理解されず、子どもを愛することはで

きるだけ子どもの世話をすることと思われがちです。「子どもの幸せを願わない親はいな

い」とよく言われますが、それは違っていて、子どもを憎む親、逆に親を憎む子どもは、

知識階級の人たちにだってまちがいなくいます。しかし、大多数の人は自分の子どもを愛

し、その幸せを願うでしょう。しかし、そのあまり、自分の考える幸せを押しつけて、そ

の枠にはめ、引いたレールの上を走らせようとする人もたくさんいます。それに反逆する

力のある子どもはいいのですが、よい子であるほど、今まで話してきましたように、そこ

で苦しむことになりがちです。 
 
霧に包まれた谷にかかる一本橋をわたる 
 私はこのようなことを考え始めていて以来、家族の中に心を休ませることのできない若

い人たちをたくさん見てしまうようになりました。不安を休める場所がどこにもないとし

たら、その人たちは心を全部殺してしか生きられないかもしれない。あるいは、どこかで

一気に爆発させるか。 
 思春期という不安定な時期は「霧に包まれた谷にかかる一本橋をわたっている」と言え

ます（2007 年に亡くなった心理学の河合隼雄先生の言葉を少し変更しました）。恵まれた状

況にいて広い橋を何も迷わずにわたりきってしまった人は、その後、そこにそんな危険が

あったことに気付くことのないまま一生を終えます。しかし、厳しい状況の狭い橋を渡っ

ている人はなかなか怖く、中でも非常に眼のいい人（すなわち鋭い感受性を持つ人）は霧

を通して谷底が見えてしまい、とたんに足がすくんで身動きできなくなってしまいます。 
その橋が多少狭くても、さらに谷底が見えても、自分が踏み出す足がしっかりと固まっ

た地面につく安心の感覚があれば、一歩一歩、何とか無事に渡りきれるのではないかと思

います。その安心感は親や教師が歩く方向を示してやったり、あるいは手を引いてやった

りしても得られません。いかに方向がわかったって、足元がふわふわ、ゆらゆらしていた

のでは怖くて歩けず、そこにしゃがみ込むほかないでしょう。 
 その安心感は、育ってきた中で親がしっかりと見守り、愛してくれたことでしか得られ



13 
 

ないものです。しかし、いくら愛していても、その愛が子どもを縛るものだったら、独立

の衝動を持つ思春期の子どもたちはその縛りから自由になろうと身をよじり、周りの見え

ないまま違った方向に足を踏み出し、そのまま谷に落ちてしまうこともあり得ます。 
この霧に包まれた谷の喩えは、この社会に漂っている「不安」という空気、その空気を

吸ってしか生きられない「恐怖」の象徴です。拒食症・過食症が日本でも見られるように

なった 1970－80 年代に思春期に拒食・過食に苦しんだ人たちは、ようやく漂いはじめたそ

の空気を感じ取るすさまじく感受性の高い人たちばかりでした。しかも、自分が感じるも

のをごまかしたり見ないですませようとできず、誠実に生きようとするゆえに苦しみまし

た。おかしい人ではなく、すぐれた人であるゆえに苦しんだのです。今はその不安の空気

が濃くなって誰でも感じ取れるようになったために、過食症は普通の人たちにも広がって

いますが、その人たちも決しておかしい人ではないこと、そして、感受性が鋭く、誠実に

生きる人ほど苦しみが深いことを、本人自身も、周りの人もわかってほしいと思います。 
 
おわりに：自分の不安に向き合い、言葉に 
 話してきましたように、例えば過食という「症状」は、そんな不安を言葉にできないま

ま抱えていることを訴えるものです。親をはじめとする周りの人には、その訴えの基にあ

る不安を聞きとる耳を持ってほしい。聞いてくれる耳があり、それが自分を決して裏切ら

ないものだとわかれば、人はその不安の源にあるものを言葉にして語ることができるよう

になって、そんな行動で訴える必要はなくなります。（ただし、生き延びる手段としての過

食などの行動は残りますが、前にも言いましたように、そんなものはかまわないのです。） 
 その訴えの基にある不安を聞きとれる耳を持つためには、人は自分自身の不安を感じと

り、それに向き合っていなければなりません。例えば子どもに幸せのレールを引いてその

上を走らせてやりたいと考える親がたくさんいますが、それは子どもをコントロールした

い、もう少し強く言うと支配したいのであり、そのコントロール欲求は自分自身が意識で

きていない不安から出てくるものです。諸君も、付き合っている人の携帯の着信・発信記

録やメイルをチェックしたいと感じたり、実際にチェックしてこれは誰だ、どういう関係

だと責めたくなる人がいるでしょう。それはまさにコントロール欲求であり、不安がそれ

を引き起こしているだと知って欲しい。その欲求の背景にある自分の不安に気づき、ごま

かさずにそれに向き合う勇気が必要なのです。 
 一方、過食症などに象徴されるような、わけのわからない生きづらさを抱えて苦しんで

いる人も、そこから脱するためには、自分が抱えている不安に向き合わなければなりませ

ん。そして、その不安と、なぜそのような不安を抱えるようになったのかという人生の物

語を、言葉にして大切な人に伝えることが必要です。親子なら、夫婦なら、彼氏・彼女な

ら、あるいは先生なら、言わなくてもわかってよ、というのは単に甘えで、その甘えは必

ず破局につながります。不安な気分は伝わるけれど、なぜそんなに不安なのかは、言葉に

して伝えないと絶対に伝わらないのです。 
人々の中にはそんな言葉を受け取ることのできない人もいますから、そんな人に伝えて

自分が傷つくのが怖いし、伝えたらうざったい奴だと嫌われるのも怖いでしょうが、その

言葉を受け取ってくれない人にこだわるかぎり決して幸せになれませんから、話を聞いて

くれる人かどうかを見極め、言葉が通じない人ならあきらめるためにも、言葉にしなけれ

ばなりません。ただ、自分では何もせずにただ人にすがったり、何か人を利用してうまく

やりたいと思っている人の言葉は受け取ってもらえませんが、それは仕方ありません。 
しかし、ただただ一生懸命生きている人なら、その姿を見ている人達の中には、その心

の奥底から吐き出された言葉をちゃんと受け取り、共感してくれる人が必ずいます。その

ような言葉による共感から生まれるあたたかい心の触れあいだけが心を癒してくれます。

今まさに苦しんでいる人には、傷ついてきた苦しい歴史を見つめる気力と、それを言葉に

する智恵と、それを受け取ってくれる人に伝える少しだけの勇気を持ってもらえたらと願

います。それが私が若い人達に送るメッセージです。 
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「いのち・脳・こころ」 
 
 
生理学：生きることの理（ことわり）を考える分野 
 狭い意味では － 生物の体や細胞を機械としてみて、その働きと調節を考える 
 （解剖学－形を考える；  生化学－体を構成する、その中で働く物質を考える） 
 
生物は種々のものの変換装置 
 肝臓 － 物質の変換 

筋肉 － エネルギーの変換 
脳  － 情報の変換 

 
熱力学が教えること 

自然界における変化の基本的法則  Ｆ＝Ｅ－ＴＳ 
Ｆ（自由エネルギー＝仕事として取り出せる）を小さくする方向に変化が起こる 

  Ｅ（内部エネルギー＝総エネルギー量）；   ＴＳ（拘束された部分） 
   Ｔ（絶対温度）；  Ｓ（エントロピー＝無秩序性を示す数値） 
 温度が低いと、エネルギーを小さくする方向に変化が起こる 
 温度が高いと、エントロピーを大きくする（無秩序になる）方向に変化が起こる 
 
温度＝分子の運動速度の尺度（運動エネルギーの平均値をマクロ（巨視的）に見たもの） 

一人の人を分子と見立て、その移動速度（距離）の平均値を社会の温度と見なす 
 歴史とともに社会の温度は上昇し、近年は急上昇している 

 それに伴って、社会の動向を決めるものがＥからＳへと変化した。 
 社会を支配するものは 力 ではなく 情報 を握るもの 
歴史の教訓は、今でも役に立つか － それでも歴史を学ぶことの重要性 

 
答のない問題に満ちた世界 
 最善の答を導くためには、膨大な情報を集め、解析する必要 
  コンピューターが大きな武器になる 
 しかし、コンピューターにミサイル発射ボタンを押させることはできるか 
 脳は膨大な情報をうまく処理できるだろうか 
  人類が滅亡するとしたら、情報処理の混乱から 
   その前触れのような チェルノブイリ原子力発電所の爆発 
 
脳機能研究の発展 
 ある神経症状を示した人の死後、脳の共通して壊れている部分はどこかを調べる 
 CT（コンピューター断層撮影）で生きている人の脳を調べることができる 
 機能的画像法の発達で、脳のどこが活動するかを調べることができる 
 神経難病や精神疾患の理解・治療の進歩 
 
「心」とは何？ どこにある？ 
 心の傷（トラウマ）が新たに大きな問題となってきた 
 「心」とは脳の働きその物である；そう言える証拠が積み重なってきている 
  快感を起こすドーパミン神経系 
  不安、恐怖など、ネガティブな感情を処理する扁桃核 
  母性行動、愛着行動を促進するオキシトシン 
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一人ひとりの心のありよう＝性格 
 Cloninger の７因子モデル 
  遺伝性の強いもの： 新奇性追求、 損害回避、 報酬依存、 固執 
  環境で決まるもの： 自己評価、  協調性、  自己超越 
 生きづらさを生み出す自己評価の低さ（どんな時も「まあ、いいか」と言えない） 
 
自己評価：不安という時代の空気の中で育つと･･･ 
 「三つ子の魂百まで」３歳頃からの子ども時代に甘えられ、安心感を得られたか 
 社会の変化→父親・母親が子どもの生き方のモデルにならない 
  終身雇用という日本のシステムの崩壊 
  女の子にとってのダブル・バインド ： 自立せよ vs. かわいい女で 
 不安の時代：大人は不安を生き延びるためにそれぞれに合う手段を持つ 
  不安を処理する言葉も行動力もない子どもは？守ってくれる存在が必要 
  しかし、親が苦しさや怒りをかかえていたら･･･ 
 安心を得られない育ちによる不安の蓄積 →低い自己評価 
  →よい子としてしか生きられない 
  →数字で出てくるものに頼る（例えば拒食・過食症） 
  →頼る数字がないと、引きこもるか、オームに行くか、爆発するか 
 
生きづらさをかかえたら 

 不安という空気に満ちた社会に生きるには 
  心を受け止め、共有してくれる人の存在が生きる力になる 
 心を言葉にして伝えられない中高年男性は、苦しさを一人でかかえて自殺を 
  女性はおしゃべりで、感情を共有してもらえるから死なずにすむ 
  ただし、気分を吐き出すだけの言葉は無効（「うざい」「きもい」） 
 感情の共有よりも、物語の共有を 
  言わなくてもわかってよ！ と、つい思ってしまうけど 
  それは言葉にしないと伝わらない 
 傷ついた心をかかえて苦しんでいる人に 
  自分が傷ついてきた歴史の物語を見つめる少しだけの気力と、 
  それを言葉にする知恵と、 
  それを受け取ってもらえる人に伝える少しだけの勇気を 
 
 
生理学：生きることの理（ことわり）を考える分野 
 今日は私が自分の専門分野を取り囲む状況についてふだんから考えていることを話させ

ていただきます。私の専門は、広くいうと生命科学で、すなわち「いのち」というものを

相手にしています。その生命科学の中で私は生理学を専攻しています。 
その生理学というのは、狭い意味で使うときには生物やそれを構成する細胞、私は医学

部にいますから特に人間の体を機械としてみたときに、その機械がどのように働き、その

働きがどのように調節されているかを調べる学問で、体を形の面から調べる解剖学、体を

作ったり体の中で働いたりする物質を調べる生化学と合わせて、医学部の中で最も基礎的

な分野となっています。 
しかし、ノーベル賞の「医学・生理学賞」の生理学はもっと広い意味で使われていて、

それは生きることの「ことわり」を追求する学問ということです。私も自分の専攻である

生理学を、体だけでなく、心も含めて、私たちが生きているということはどういうことな

のかを人間全体としてみていく学問分野と捉えています。生理学の中でも私が専門として

いるのは脳の働きを調べることですが、それはあとで話しますように「こころ」というも



16 
 

のを考えることに直結しています。 
 その私の基本的な立場どおり、今日は生理学の中でも専門にしている脳のこと、そして

その脳が紡ぐ心のことを話そうと考えています。命というのは体を構成するすべての臓器

がそれぞれの機能を果たすことによって保たれるものだけれど、そのほぼすべての機能が

最終的には脳によってコントロールされており、その意味では、脳こそ命と言えるのでは

ないかと考えるからです。特に人間ではその脳が紡ぐ心の状況が体の機能、ひいては命の

ありように大きな作用を及ぼします。 
 
物質・エネルギー・情報 

 さて、生物はあるものを別のものに変換することで生きています。例えばある物質を別

の物質に変換する代表的な臓器は肝臓です。肝臓は外界から取り込んだブドウ糖をグリコ

ーゲンに組み立てて貯蔵し、必要に応じてそれを分解してブドウ糖にして体に供給します。

また、タンパク質・アミノ酸が代謝されると有害物質であるアンモニアが生じますが、肝

臓はそれを毒性のない尿素という物質に組み立てて、腎臓から排出できるようにします。 
 筋肉はエネルギーの変換装置の代表例で、ATP という化学エネルギーを力学的なエネル

ギーに変換します。そのとき、ATP のエネルギーを全て力学的エネルギーに変えることは

できず、一部分は熱エネルギーとして逃げてしまいますが、寒いときなどにはふるえとい

う細かい筋収縮を起こして、その熱エネルギーを体温維持に使います。 
 そして脳はと言うと、情報の変換装置です。脳は感覚として入力された情報や記憶とし

て脳内に蓄えられている情報を組み合わせて処理し、運動の指令という情報を筋肉へと出

力したり、体の状態の調節の情報を自律神経系や内分泌系を通じて出力するのです。脳生

理学を専攻する私は、その情報がどのように入力されて伝えられ、どのように処理されて、

どのような指令として出力されるのかを研究している、ということになります。 
 
変化の方向を決める熱力学 

 そのような生体内のさまざまな変換は自然界の変化の方向に逆行して起こりうるのが生

物の特徴であり、それこそが「命」の本質なのかもしれません。それでは自然界で起こる

変化の方向とは、どのようにして決まるのでしょうか。それを追究したのが熱力学で、そ

の一番基本的な原理は Ｆ＝Ｅ－ＴＳ という式で示されます。 
Ｆ（自由エネルギー＝仕事として取り出せる）を小さくする方向に変化が起こる 

 Ｅ（内部エネルギー＝総エネルギー量）；   ＴＳ（拘束された部分） 
  Ｔ（絶対温度）；      Ｓ（エントロピー＝無秩序性を示す数値） 
このＦは自由エネルギー（free energy）と呼ばれ、これを小さくする方向に自然界の現

象は起こります。Ｅはある状態における全エネルギー量、Ｔは絶対温度で表記される温度

（temperature）ですが、Ｓで示されるのはエントロピーといいます。エントロピーという

のは馴染みのない人もいると思いますが、分子などがてんでん勝手バラバラな状態にある

ほど大きな数値となる、すなわち無秩序性の度合いといえるでしょうか。 
 自然界、といっても生物ではなく物理学的な世界では、この自由エネルギーＦを小さく

する方向に変化が起こります。例えばリンゴは位置エネルギーを小さくするために木から

落ちます。しかし、空気の分子のように小さいものだと位置エネルギーは小さく、それよ

りもＳを大きくする、すなわち無秩序にする方がＦを小さくするのに効率的ですから、酸

素、窒素、炭酸ガスなど、分子の質量が違っても気体は完全に入り混じります。 
 また、例えば鉄の分子はスピンの回転方向がそろっている方がエネルギーレベルが低い

ので磁性を示して磁石になるのですが、その磁石を熱すると（すなわちＴの値を大きくす

ると）、Ｓを大きくする、すなわち無秩序になる方がＦを効率よく小さくできるので、スピ

ンの回転方向がバラバラになって磁性が失われます。この磁性が失われるのは、水が 100
度で気体になるのと同じように、摂氏 768 度あたりの臨界温度で急に起こります。 
 このようなことを大学の教養科目で勉強したとき、私は次のようなことを考えました。



17 
 

物理学の人にはあまりに乱暴だと叱られそうですが、物理学をあまり知らない人間の強み

だと言えるかもしれません。 
 温度というのはある状態における分子の運動速度を表す尺度であり、その２乗に比例す

る運動エネルギーの平均値をマクロ（巨視的）に見たものです。そこで、一人一人の人間

を分子に見立てて人間社会の温度というものを考えてみると、社会の温度は人間の歴史が

始まって以来長い間ほぼ一定に保たれていたでしょう。しかし、馬に乗ったり、それに車

を付けた馬車の利用などでその温度はしだいに上がり始め、近代から現代にいたっては交

通手段の発達で人々の行動範囲は急速に広がった、すなわち移動速度が速くなったわけで、

社会の温度は急上昇していると言えます。 
 その温度が比較的低かった時代には、人間社会の動きの方向を決めたものはＥで、大き

な力、大きなエネルギーを持った人間が社会を支配しました。原始社会では腕力の強い人、

もう少し歴史が進むと武器をうまく操った人間、産業革命の頃になると蒸気機関などで大

きなエネルギーを取り出す手段を手にした人々です。 
 しかし、社会の温度がさらに上昇して、世界を支配するのに必要なエネルギーが原子力

という、使い方を誤れば人類全体が滅亡する可能性のあるものに達したとき、社会を支配

するものがＥからＳに換わりました。この変化は鉄を熱していくとある温度で急に磁性が

失われるのに似て、第二次世界大戦後の数十年という、長い人類の歴史から見るとほんの

一瞬と言うべき時間で起こりました。 
 このＳに相当するものは、無秩序な状態を秩序立てるために必要なもの、すなわち情報

です。実は情報理論でもＦ＝Ｅ－ＴＳと同じ式が成立するのだそうで、そのあたりについ

ては詳しく解説する力がありませんが、現代は情報を握れるかどうかが社会を支配するの

に重要だということを理解してください。大きな力を握っても、それを使いこなせるため

の情報がなければ意味がないのです。 
 
歴史の教訓（？）、人類の滅亡 
 話が「いのち」から外れますが、私たちがどのように行動すべきか迷うようなときには

「歴史に学べ」と勧める人たちがいます。しかし、人間の歴史は、現代史のほんのわずか

の部分をのぞいて、すべて力の時代のものです。その力の時代の歴史の教訓は、情報の時

代である現代における世界戦略の意志決定には役立たないばかりか、危険であることだっ

てあると私は思います。 
 ただ、断っておきたいのですが、私は歴史を勉強するのは意味がないと言っているので

は全くありません。それどころか、世界史を勉強することは極めて重要です。例えば、半

世紀以上にわたって繰り返されていて解決の糸口さえ見えないパレスチナ人とユダヤ人の

戦争は、紀元前 650 年ころにその種がまかれています。ダビデ、ソロモンと繁栄を誇った

ユダヤ人の国ヘブライ王国が分裂してまもなくアラブ人の国であるバビロニアに滅ぼされ、

ユダヤ人は全員奴隷として都であるバビロンに連れて行かれた、そのバビロニアがペルシ

ャに滅ぼされた後、ユダヤ人はイスラエルの地に帰ることを許されずに世界中に散らばり、

生きるべき土地のないユダヤ人は生き残るためにひたすら金を稼がざるを得ないことにな

りました。時はそれから２千数百年経って、イギリスが第二次世界大戦に勝つためにはユ

ダヤ人のお金が必要になって、自分たちの連合国側につく見返りとしてイスラエル建国を

ユダヤ人に約束したために、そこに住んでいたパレスチナ人は（パレスチナ人の側からす

れば理不尽に）追い出された、そのような双方の歴史上にさかのぼった怨念を理解するこ

となしには、この戦争を解決することは不可能でしょう。 
 しかし、そのような歴史は力の勝負だったのを教訓として、さらに強大な力を持つこと

を目指しても、今は決して勝てないのです。世界を支配するためには、できるだけ早く情

報を収集し、適切に処理し、その結果を迅速に出力するシステムが必要です。その情報処

理システムとして、コンピューターは非常に有効です。 
しかし、例えば敵の国からミサイルが発射されてこちらに向かって飛んでいるのを優れ
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たセンサーとそれを識別するソフトを組み込んだコンピューターで知ることはできますが、

それに対してこちらからもミサイルを発射するかどうかを決定し、そのボタンを押すこと

をコンピューターにまかせられるでしょうか。そこはいかにコンピューターが発達しても、

その国の最高責任者が決定すべきでしょう。なぜなら、そこでミサイルを発射するべきか

どうかという問いには、もともと正しい答というものがなく、コンピューターで計算して

も答が得られないからです。 
 
答のない問題 
 そのように、諸君が取り組んできた受験勉強の問題と違って、この世の中には正しい答

のない問題があふれています。私たちはその中で最善の答を探し求めて行動を決定しよう

とします。例えば私のように医学部にいる人間にとって身近な問題で言うと、例えば、慢

性腎不全の患者さんは１週間に３日は４－５時間かけて人工透析を受けるというつらい治

療なしには生きていけませんが、腎臓の移植手術を受けるとそんな苦しさから解放されま

す。しかし、腎臓の提供者はなかなかいません。そんな時、フィリピンやタイに行くと片

方の腎臓を売ってくれる人がいます。その腎臓を買って移植を受ける日本人たちがすでに

相当数いるのですが、お金があるからそれは可能だけれど、それがよいかどうか、答はあ

りません。 
 ちなみに、フィリピンで腎移植を受けるには 3000 万円くらいのお金がかかるのですが、

その大部分は斡旋業者と医師が取り、提供者に支払われるのは数十万円だということです。

中国でも臓器移植が発展していますが、その臓器の大部分は死刑が執行された人から了解

なしに取り出されたものが使われるということで、中国も先進国として認められるために

は、そのような人権を無視するようなことは改めていかなければならないことを政府は意

識しはじめましたし、WHO が人権問題にかかわることの多い国際的な臓器移植に対する禁

止の決議をしようとしていますから、外国に出て行っての臓器移植は難しくなっていくで

しょう。それに対して、日本はどうしたらいいでしょう。 
 そのような絶対の正解のない問題に出会ったときは、それでも最善の答を探るのですが、

と言っても誰かに最善の答は他の人にとってはマイナス方向の答になることだってたくさ

んあります。そのような複雑な問題を考えるのにはさまざまな情報を総合しなければなら

ないのですが、そこで考えなければならない情報が膨大なものになってきています。そこ

で脳は情報が多すぎて混乱を起こしてしまわないでしょうか。 
 私は人間が滅亡する日が来るとしたら、それは食糧危機とかではなく、脳の情報処理の

混乱からだと思います。実際にそのような混乱が起こり始めています。1986 年 4 月 26 日

に起こった旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故は、原子炉を定期点検のために停

止させるときに、原子炉が止まった際に備えた実験をしていたところ、その実験の命令系

統の混乱に予期せぬ事態が重なって、運転員も命令者も機械から発せられるデータを無視

したりその状況の判断を間違った対応をしたために、原子炉が不安定状態から暴走に到っ

て、最終的に爆発しました。正確な発表はなされていませんが、死者は周辺住民を巻き込

んで 40,000 人に達すると言われている大惨事でした。同じようなことがもっと地球規模で

起こる可能性もあるでしょう。 
 私たちはそのようなカタストロフィーを防ぐシステムを作らなければなりません。その

ためには、人が脳でどのように情報を処理しているかを知る必要があると考えて、私は神

経生理学を専攻しました。 
 ついでですが、その脳というのは、原理的にコンピューターと非常に共通した性質を持

っています。どういうことかというと、脳を構成する神経細胞はいつも一定の大きさの活

動電位を発するか何も活動しないかという２つの状態しか取り得ないところが、０か１か

どちらかの状態しかないコンピューターの素子の働きと似ているのです。ただ、コンピュ

ーターはほとんど間違いを起こさないのに比べて、神経細胞は相当に精度が低く、よく間

違いを起こします。その精度の低さを、脳はたくさんの神経細胞を同時に働かせてその統
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計的な性質で情報を処理するようにして精度を保ちますが、それでも間違いはよく起こり

ますし、間違いは起こるものだと思っておかなければなりません。 
例えば病院は、医療事故は起こってはならないという方針だと医師も看護師もどうして

も事故を隠すように行動してしまいますから、事故は起こりうるものだから、それがなぜ

起こったのかを分析して、再発防止に役立てる、というように方針を変えています。 
 一方、コンピューターと言っても間違いが起こる確率は全くのゼロではありません。で

すから、ミサイルの発射ボタンを押すかどうかを判断するためなど、万が一にも間違いが

起こってはいけない情報の処理には、複数のコンピューターを並列に動かして、間違いが

起こるのを防ぎます。この点でやはり脳に似ていると言えます。 
 
脳機能の研究方法 
 というわけで、私は脳を研究してきたのですが、私はその脳の働きを動物実験で、一つ

ひとつの神経細胞の活動を記録して追求してきました。 
一方でヒトの脳の研究については、麻痺とか失語症とかのはっきりとした神経症状を呈

する患者さんたちが亡くなったあとに解剖して脳をとりだし、その人たちに共通して壊れ

ている部位はどこかを調べるしかなかったのですが、30 年くらい前に画期的な方法が使え

るようになりました。X 線 CT（コンピューター断層撮影）という方法で、生きているヒト

の脳の形を簡単に調べられるようになったのです。 
さらに技術が発達して、核磁気共鳴という現象を利用した MRI という方法で脳の形を見

ることもできるようになり、これだと放射線を使わなくてすみます。また、この MRI の応

用や、陽電子を放射する同位元素を利用して、脳の形だけでなく、脳のどの部分が活動し

ているかを調べる機能的画像法が使えるようになって、ヒトの脳での研究が急速に進むよ

うになりました。ある状況や何かの課題を実行してもらった時に脳のどこが活動するかな

どを調べることができるようになってきたのです。 
そのようなヒトの脳での研究に、動物実験で調べてきた、どこにはどんな神経細胞があ

って、その一つ一つの神経細胞はどのように働いているのかという研究成果や、さらに遺

伝子解析技術が誰にでも使えるようになったことから、どのような分子がどのように働い

ているかを調べた研究成果などが総合されて、いろいろな病気がどのようなことで起こっ

てくるかが非常に具体的にわかるようになってきました。それは治療の進歩に確実に結び

ついてきています。 
脳の病気で言うなら、神経内科で扱うパーキンソン氏病や神経難病と言われる種々の病

気、また精神科で扱う統合失調症やうつ病などは、今でも難しい病気であることには違い

ありませんが、20－30 年前とは全く違った薬が使えるし、病気の捉え方自体が変わってき

ています。統合失調症だって、早い目に発見してきちんと薬物治療を行えば、十分に社会

生活を続けられるようになってきています。 
 
「こころ」とは何？どこに？ 
そういう時代になって新たに大きな問題になってきたのが、心に傷を受けて苦しむ人達

です。トラウマという言葉を聞いた人もいると思いますが、トラウマというのはもともと

外科の言葉でただの傷、外傷のことでした。それが今は心の傷のことを指すことが多くな

ったのは、それだけ問題が大きくなってきているからです。この心の傷がその後長く続く

生活の困難を起こす PTSD（外傷後ストレス障害）が研究の対象として本格的に取り上げら

れるようになったのは、1970 年頃にアメリカでベトナム戦争から帰ってきた退役兵が、安

全な故郷に帰ったのに恐怖に怯え続けたり、その結果としてアルコールや麻薬依存に陥っ

たりすることが続出するようになってからです。 
そのことを考えるために、「心」というものをもう少し考えておきたいと思います。諸君

は「心」とはどんなものと思っているでしょうか。体とは切り離されたものでしょうか、

それともあくまでも体に宿るものでしょうか。体に宿るとしたら、体のどこでしょうか。
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胸、心臓でしょうか。それとも頭、脳でしょうか。 
これはもう、今ははっきりしていると、脳生理学を専攻している私には言えます。心と

は、脳の働き、そのものです。そう言いきれる証拠がたくさん積み重ねられてきているの

です。 
 例えば脳の中にはドーパミンという伝達物質を持つ神経細胞があるのですが、この神経

細胞が働くと快感が生じます。覚醒剤や麻薬はいろいろなメカニズムでこのドーパミンの

量を増やすために強い快感が生じ、そのためにそれを使い続け、やめられなくなって薬物

依存に陥っていきます。 
 脳が心の座であることを示す別の例ですが、不安や恐怖といったネガティブな感情は側

頭葉の端っこの方にある扁桃核が働く学習によって生じます。機能画像法で脳の活動をモ

ニターしながら人の顔の写真を見せると、扁桃核はふつうの穏やかな表情の顔では活動し

ませんが、恐怖の表情の顔などを見たときは強く活動します。この扁桃核が両側性に壊れ

てしまった人が世界中で何人か報告されているのですが、その人たちは人の顔を見て、そ

れが誰か名前は言えるけれど、その表情に表れる感情を読み取ることは全くできません。 
 もう一つ、ごく最近わかってきたことを紹介します。脳下垂体後葉から分泌されるホル

モンであるオキシトシンは、子供が生まれる分娩の時に子宮筋を収縮させたり、生まれた

あとは赤ちゃんがおっぱいに吸い付いたことが刺激になってミルクを分泌させる作用があ

ります。このオキシトシンは実は脳下垂体後葉で作られるのではなく、脳の視床下部とい

う部分の細胞で作られて、脳下垂体後葉に延びた神経線維の中を通って送られてその末端

から分泌される、もともと脳に属するものですが、これは脳内でも働いていて、ヒトも含

めた動物の行動を変化させていることが明らかになり始めています。オキシトシンが働く

と、子供の世話をする母性行動や、仲間や異性への愛着行動、性行動が促進されます。オ

キシトシンを鼻の粘膜に噴霧するとそこから直接に脳に作用するらしいのですが、そうす

るとお金をかけたゲームで相手に譲りやすくなるという論文も世界で一番権威がある雑誌

に発表されています。 
以上、いくつかの例を挙げましたが、「心」はまちがいなく脳の活動自体によって作られ

ていると明確に言える時代になったと、私たち脳科学者は思っています。 
 
「心」のありよう：性格 
 それではその「心」とはどのようなものでしょうか。みんな一人ひとり違う心を持って

いますが、そのみんな違う心のありようを人格と言ったり、性格と言ったりするのだと私

は理解しています。（人格と呼ぶか、性格と呼ぶかは言葉の定義の問題なので、ここではわ

かりやすいように性格ということにします。）その性格を古今東西、たくさんの人が定義や

分類を試みてきましたが、その中で私に一番理解しやすく、現実の生活の理解に役立つと

感じている Cloninger の７因子モデルを紹介します。Cloninger は、性格はお互いに独立し

た７つの因子の組合せで捉えられると結論しました。 
新奇性追求 損害回避 報酬依存 固執 
自己評価 協調性  自己超越 

このそれぞれについて、ある人は高いか低いかあるいはその間のどのあたりかという得点

が付き、それの組合せがその人の性格特徴だというのです。 
 そして、一緒に育ったり最初から分けられて育った双子の研究から、上の４つは遺伝子

で決まる傾向が強く、下の３つは育った環境で決まることが示されました。遺伝性が強い

というのは、特にドーパミンやセロトニンといった伝達物質に関係するタンパク質のサブ

タイプやその発現量が遺伝子によって決まってくることによると考えられますが、詳しい

ことはほとんど何もわかっていません。 
 遺伝で決まるものの中で新奇性追求を取り上げてみると、これは要するに新しい物好き

かどうかということですが、私はあそこの店のあの食べ物はおいしいよと言われても特に

食べに行きたいとは思わない人間ですし、仕事ならどこにでも行きますが観光旅行には全
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く行きたいと思わない人間で、この新奇性追求の得点の非常に低い人間です。ただ毎日自

分の仕事をしていればいいのですが、そんな生活はつまらないですねぇと言われても、こ

れは遺伝子で決まるのだからしかたないものだし、実際、私にとっては全然つまらないこ

とはなくて、満足しています。 
 一方、環境の影響で決まる因子の中で、現実の生活に一番大きな影響を与えるのは自己

評価です。自己評価が高い人というのは、何事かがうまくいかないときでも自分に対して

「まあ、いいか」と言ってあげられるのですが、自分に対してどんな場合にもそう言えな

い自己評価の低い人は苦しい生活を強いられます。 
 そのような、「生きづらさ」を抱えた若い人達が増えていると感じます。諸君の中にも、

希望の大学に入れてみんな明るくしゃべったりしている中に自分も入りたいのだけれど、

どうしてもなじめずにうつうつとしていたり、あるいは中に入って明るく振る舞っている

けれど、心の中ではそんな自分に違和感を感じて、本当は虚しい、死にたいとさえ思って

いる人もいるかもしれません。それは、この自己評価の低さに起因することが多いと私は

感じています。 
 
自己評価：不安という時代の空気の中で育つと･･･ 

 それでは、その自己評価はどのようにして決まってくるのでしょうか。それは、「三つ子

の魂、百まで」という諺にあるように、その「三つ子」というのは３歳児という意味です

が、２～３歳ころに一番強い影響を受け、思春期頃までに固まってしまう、子ども時代の

育ち方で決まります。その子ども時代に、愛され、甘えさせてもらえて、自分はここにい

ていい人間なのだという安心感を得られたかどうかが一番大きく影響します。 
 私達が生きている現代は、その安心が得られにくい時代になってしまったと感じます。

この時代の空気の中に「不安」が満ちている、その空気を吸ってしか私達は生きられない

からです。その「不安」のことを少し考えてみたいと思います。 
昔は、子どもは親のあとを継いで、親と同じように生きるのが当たり前でした。しかし

今の時代、息子は農業を継いでも、商売を継いでも、父と同じようにはやっていけません。

さらに、ふつうのサラリーマンの息子も、父親と同じように生きることは難しい時代にな

ってしまいました。父親は会社員になったとき、大部分の人は終身雇用であり、それゆえ

少し努力すれば誰もが中産階級になれました。親は、自分たちが生きてきたように、その

ような安定した暮らしを子どもにもと望むでしょう。しかし、その日本のシステムはあっ

という間に崩れ去りました。今は会社に就職しても、その会社がいつつぶれるかわからず、

定年までの数十年も存続するのは奇跡かもしれません。それどころか正社員になること自

体が難しく、派遣という名の非正規労働にしか就けない人も多い。 

女の子にとっての状況はもっとつらいかもしれません。女だって仕事を持って自立して

生きるべきだという考え方が一般的になり、メディアは理想的な女性として仕事を持って

はつらつと生きるキャリアウーマンに対する憧れをかき立てています。一方、やっぱり女

はかわいくなくちゃとか、女は子どもを持って一人前だなどという男たちは相変わらず多

い。特に政治や行政の中枢を握っている男性たちは圧倒的にこの自分たちにとっての古き

良き時代を引きずっていて、男女共同参画社会の責任者たるべき厚生労働大臣が「女は子

どもを産む機械」と発言するような状態です。若い男たちも、ついそんな都合のいい女を

求めます。女の子たちはそんな相矛盾する２重の縛り（ダブルバインド）に苦しまざるを

得ません。素直に自分の母親のように結婚して子どもを産めないでしょう。 

そのように、今は、若い人たちにとって父親も母親も人生のモデルになりにくい、大き

な変革の時代です。そして、メディアは新しいものを次々に宣伝して欲望はふくらませら

れる一方で、その欲望を自分の能力が保証してくれるかどうか全くわからない、そんな中

で「どう生きるべきか」どころか、「どうなら何とか生きられるのか」という不安をかかえ

て現代の人は生きざるをえません。 

 家族の中で若い親たちがそのように不安をかかえていると、その不安は必ず小さい子ど
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もたちに伝わります。大人である親の方は、その不安を言葉にして発することによってあ

る程度は解消することができるし、アルコールやカラオケやゴルフだってありますが、子

どもたちはそんな不安を何とか処理する手段としての言葉や行動力を持っていません。子

どもたちがその不安を心にかかえながらも無事に生きていけるのは、母親、父親というし

っかり守ってくれる信頼できる存在を持っているからです。 

 ２－３歳の子どもがお母さんかお父さんと公園に遊びに行った光景をを想像してみてく

ださい。その頃の子どもは好奇心が強いですから、面白そうなものを見つけるとたたたっ

と走り出し、けれどふと不安になって振り返ってお母さんやお父さんの存在を確かめる、

そこににこっとほほえんでくれるお母さん・お父さんを見つければ、それはあなたをちゃ

んと見守ってますよという信号ですから、子どもはまた安心して走り出す、そのようにし

て子どもは育っていくものです。 

しかし、例えばお母さんが、大都会の地域社会が崩壊して支援も得られない中で思うよ

うにならない子育てで孤独に苦しんでいたり、あるいは地方都市の三世代同居の家族の中

で舅・姑にいじめられて怒りを抱えていたりしたら、その時に子どもにほほえんであげら

れなくてもしかたないでしょう。だから、私は母親を単純に責めたりできません。けれど

も、その子どもはどうなるでしょうか。心にかかえたことを言語化して処理できない子ど

もの時にしっかり守ってくれる存在を持てなかったとしたら、人はかかえた不安をひたす

ら心の中に蓄積していかざるを得ないでしょう。 

そのように、子ども時代に無条件に世話をうけ甘えさせてもらえる時期を持つことで安

心の感覚を得られないと、人は自分をこれでよしと認められず、自分の存在や行動を自分

できちんと評価できなくなる、すなわち自己評価が低くなるのです。自己評価の低い子ど

もは、ひたすら自分の願望を殺して「よい子」として振る舞うことで親や周囲から受け入

れてもらうことでしか生きられなくなることも多く、その場合、独立を促す性衝動の生じ

る思春期以後にはそれも困難になって、強烈な不安に襲われてしまいます。 

このように自己評価が低いと、自分の考えは信用できないし、それゆえ他人の評価を過

剰に気にするけれど、親をはじめとする他人も信頼できなくなってしまっていますから、

いきおい具体的な数字で出てくるものに頼る他はなくなってしまいます。中学・高校など

の進学校では試験の成績や順位がこの数字を与えてくれる場合があるでしょう。しかし、

試験の成績は大学に入ったり、ましてや就職すれば意味をなさなくなります。そんなとこ

ろで容姿を評価されがちな女性たちに体重や食べるもののカロリーがその数字を与えてく

れると、ダイエットが容易に拒食やそれが転じた過食へとつながっていきます。 

頼るべき数字が何もないと、ただ引きこもる以外になくなったり、オーム真理教のよう

な陶酔を与えてくれるものにはまったりするかもしれません。４年前（2006 年６月）には、

成績に頼ることができなくなった進学校の生徒が、全てを一気にリセットしたかったので

しょう、家に放火してお母さんと妹が亡くなったという痛ましい事件がありました。 
 
生きづらさをかかえたら 

 それでは、自己評価の低さゆえの生きづらさをかかえてしまった人はどうしたらいいの

でしょうか。それを詳しく話す時間がないのが残念ですが、残った時間で少しだけ話させ

ていただきたいと思います。 
 我々は絶え間なく変化し続けて落ちついていられない、不安という空気に満ちあふれた

社会に暮らしています。その中で生きていくのに、その不安をかかえた心を受け止め、共

有してくれる人がいることが大きな力になります。中高年の自殺は男性に多いのは、その

ような人を得られないためです。なぜなら、その心を受け取ってもらうには、言葉にして

伝えるほかないのに、男はべらべらしゃべらないものだという文化を刷り込まれてしまっ

ているために、自分の心の中にあるものを人に伝えることができず、一人で抱え込んで死

へと追い込まれていくのです。一方、女性はだいたいにおいておしゃべりで、１時間でも

２時間でも話し続け、そこで「そうだよね、そうだよね」と感情を共有してもらえるから、
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死なずにすみ、生きていけます。 
 そのように、心を伝えるには言葉が必要なのだけれど、学生諸君のような若い人たちの

言葉の文化はだいぶん変わって来ていて、男性も女性も同じような言葉を話すようになっ

て性差がなくなり、自殺の様子も変わってきています。例えばネット心中では男も女も性

別に関係なく、性的な関係なんかないままに、ただ集まって死にます。その若い人たちの

言葉の中には「うざい」とか「きもい」とかの気分をただ吐き出すための言葉が多くなっ

ていて、それでは感情を共有してもらえず、生きる力にはなりません。生きる力になるに

は、きちんと心の内容を表す言葉でなければなりません。 
 そのようにして感情を共有してもらえる人がいれば生きていけるといいましたが、もっ

と有効なものは、物語を共有してもらえる人がいることです。物語の共有とはどういうこ

とでしょうか。例えば数年前の「Always 三丁目の夕日」という映画にあったシーンですが、

売れない小説家が飲み屋の女の人にほれて、指輪を贈ろうとする、しかしお金がないから、

指輪の箱だけ贈ります。小説が売れたら中身を贈るという意味です。そうしたら、その中

身がないのをいた女の人は箱を返し、「その指輪をはめてよ」といいます。そこで男は本当

はない指輪をつまみ上げ、女の人の指にはめてやるまねをする、そうすると女の人はその

指を電灯にかざして、「まあ、きれい」と言うのです。この二人には、間違いなく一つの物

語が共有されました。 
 このように、物語を共有してくれる誰かがいれば、人はうんと生きていきやすくなりま

す。しかし、そんな指輪の箱のようなものに込めた物語は受け取ってもらえるかどうかわ

からない。「馬鹿にしないで」と突き返させるかもしれません。だから、物語の共有には、

ふつうは言葉が必要です。 
 諸君は、付き合っている人がいるとして、彼なら、彼女なら、言わなくてもわかって欲

しいと思うかもしれない。親に対してはもっと、親なら言わなくても察して欲しいと思う

ことだってあるでしょう。しかし、なにやら落ちついていないとか、不安そうだという気

分は伝わっても、なぜそんなに不安なのか、何があって落ち着けないのかは、言葉にして

伝えないと絶対に伝わらないのです。だから、自分の思いはきちんと言葉にして伝えなけ

ればなりません。 
 けれども、例えば苦しさをかかえた心を伝えたら、そしてそれに対してどうして欲しい

と伝えたら、うざったいやつだと嫌われるかもしれない。それが怖いかもしれないけれど、

精一杯の言葉を受け取ってくれない人と一緒にいても絶対に幸せにはなれませんから、そ

んな人とは別れる方がいい。そうしたらまた新しい人を探せます。そのように、一緒にい

て幸せになれる人かどうかを見極めるためにも言葉が必要なのです。 
 もちろん、相手のことも考えずにただ身勝手な要求をぶつける言葉は受け取ってもらえ

ないでしょう。しかし、心の中から一生懸命に紡ぎ上げられた言葉は、必ず受け取ってく

れる人がいます。そのように、言葉にしよう、物語を共有しよう、というのが、私が諸君

に送りたい人生の知恵です。もしここに心に傷をかかえて今まさに苦しんでいる人がいた

ら、自分が傷ついてきた歴史の物語を見つめる少しだけの気力と、それを言葉にする知恵

と、それを受け取ってもらえる人に伝える少しだけの勇気を持ってもらえたらと思います。

それが私の学生諸君の世代へのメッセージです。 
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意識の世界と無意識の世界：心の神経機構にせまる 
 
意識・無意識の神経機構について、どのような立場から話すか 

 1970 年 麻酔科医になる － 麻酔剤の作用機序の研究 
  バルビツール酸誘導体：徐波睡眠と同じく活動レベルを下げて意識消失 
  ケタミン：脳の興奮レベルを上げ、混乱を起こして意識消失？ 
 1978 年 神経生理学に転向 － 最初は視覚中枢（特に外側膝状核）の研究 
 1987 年 福島県立医科大学赴任 － 睡眠覚醒の神経機構の研究に転じる 
  無麻酔・行動下のラットで性質の同定された単一ニューロン活動を記録 
 1992 年 福島お達者くらぶ（摂食障害に苦しむ人と家族のグループ）スタッフに 
  摂食障害の人たちは無意識の世界に押し込められた記憶に縛られている 
 
「意識」という用語に含まれる意味 

 「意識がある」  意識レベル≒覚醒レベル 
 「意識する」  （≒awareness）知覚・運動の意識や、統合された内省的意識 
 
覚醒としての意識 ： それを保つ神経機構 

 上行性網様体賦活系説の提唱（1949）  意識を保つ中枢としての中脳網様体 
 解剖学の発達によって明らかになった脳幹からの広範性投射系：脳を一斉に支配 
  青斑核（locus coeruleus）からのノルアドレナリン作動性投射系 
  背側縫線核（dorsak raphe）からのセロトニン作動性投射系 
  外背側被蓋核（LDT）からのアセチルコリン作動性投射系 
 それらの核からの単一ニューロン活動記録と、その核の刺激の視床に対する作用 
  ノルアドレナリン作動性投射系 覚醒を起こして維持する 
  セロトニン作動性投射系  謎が多い（衝動を抑える？） 
  アセチルコリン作動性投射系 急速な覚醒反応、逆説睡眠の導入 
 視床下部の覚醒系：ヒスタミン作動性投射系と、オレキシン作動性投射系 
 
Awareness としての意識（「意識する」意識） 
 神経機構については謎が多い 

 知覚についての意識：（局所麻酔下の手術）体性感覚野刺激で種々の感覚が意識に 
  感覚情報が意識されるには大脳皮質での数百ミリ秒以上の過程が必要 
 運動についての意識： 運動前野刺激では運動の意識は生じない 
  頭頂葉刺激によって運動の意図や運動が実行されたという意識が生じる 
 高次の統合された内省的な意識については前頭葉の働きが重要 
  この意識は左半球優位（分離脳の人での研究） 
 
Awareness としての意識は他覚的にモニターできるか 
 事象関連電位 P300 は？ 
 植物状態の人での機能画像検査（functional MRI） 
  植物状態の意識障害は単純な意識レベルの低下ではない 
 意識がモニターできれば、心を理解できるか？（例えば茂木健一郎氏は・・・） 
  意識下に広がる膨大な心の世界がある 
 
無意識の世界の広がり（その１） 睡眠中の「夢」 

 逆説（REM）睡眠中の夢 ： 場面が脈絡なく展開、現実にあり得ない内容 
 徐波（nonREM）睡眠中の夢 ： 現実にそっくりそのままあり得る内容 
  バルビツール酸誘導体麻酔中にも同様の夢 － 自白強制剤に 
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無意識の世界の広がり（その２） 意識に上らない感覚や行動 
 感覚記憶 ： 意識に上らないが、脳のどこかに刻印されて残る可能性 
 自動化された行動 ： 意識が生じるより前に錐体路に運動指令が出される 
 
無意識の世界の広がり（その３） 心の傷による意識に上らない記憶 

 記憶の抑圧 ： 記憶されていたものが意識の領域から消されて、無意識の領域に 
 解離性健忘 ： あまりに衝撃が強いと、最初から意識される記憶に残らない 
 意識に上る記憶と意識に上らない記憶 
  意識に上る、言語化されうる記憶  左半球に 
  意識に上らない、情動の記憶    右半球に 
 記憶の抑圧で情動の記憶だけが残ると、わけのわからない恐怖におびえる 
  過食症の人はその恐怖を、口の中に食べ物を押し込むことでやり過ごす 
 
ＰＴＳＤへの発展と、回復の援助 

 恐怖の記憶は読み出されるたびに不安定化し、再固定される 

  救いのない状態で蘇り、より強い恐怖となって再固定されて PTSD に 
 恐怖体験の切れ切れの記憶を紡ぎ合わせて、一つの物語に構成して話す 
  左半球の言語化される記憶でもって、右半球の情動の記憶に対抗 
 信頼関係を大切にし、安心できる状況で話してもらう 
  少しずつ和らいだ形の記憶にして再固定を繰り返していく 
 そのために、何よりも安心できる場所と、信じてよい人間関係を 
 
 
意識・無意識の神経機構について、どのような立場から話すか 

 私が本来の研究テーマとしているのは睡眠・覚醒の神経機構なのですが、その睡眠とい

う状態は、「意識」が（薬物などによるのではなく）自然に生活リズムの中で可逆的に消失

している状態と定義できるかもしれません。それではその意識とは何でしょうか。この言

葉に含まれる内容を明確にすることは、なかなか難しいと言わざるを得ません。 
 私はその「意識」、および意識に上らない状態、すなわち「無意識」について、私の考え

ているところを話させていただきたいと思うのですが、どのような立場からこのようなこ

とを話すのかを最初に少し紹介させていただきます。 
私がどんなことを経験し、見てきたかと言いますと、まず私は大学を卒業して最初の８

年間、麻酔科に所属して手術のための麻酔をかけるという臨床医としても働きながら、麻

酔薬は脳にどのように作用するのかを、ネコで脳波・誘発電位・単一ニューロン活動を記

録して脳生理学的に追求する研究を行いました。意識をなくすこと、およびそのメカニズ

ムの追求が仕事だったわけです。例えばバルビツール酸誘導体の麻酔薬は、脳波に睡眠時

と同じような徐波を生じさせ、すなわち睡眠と同じように脳の活動レベルを下げて意識を

消失させます。しかし、ケタミンという今は麻薬に指定されてしまった麻酔薬は、麻酔状

態を作るのに脳の興奮レベルを下げるのではなく、強く作用したときには小発作様の痙攣

波を生じさせるなど、逆に興奮レベルを上げて、脳の活動に混乱を起こして意識を消失さ

せるらしいことを明らかにしました。 
その後、本格的に脳生理学の研究に取り組みたくて臨床医をやめ、大阪大学医学部の（今

は組織が変わりましたが）当時の高次神経研究施設で視覚中枢、特に外側膝状核の研究に

あたりました。その後、秋田大学を経て福島県立医大に赴任してからは、この 20 年ほどは

睡眠・覚醒の神経機構に取り組んできました。私たちのグループは、睡眠・覚醒をくり返

す無麻酔の動物で、単一ニューロン活動をどの種類の神経細胞であるかを同定して記録す

る研究では世界のトップを走っていると自負しているところで、それによって覚醒、睡眠
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の調節に関わる脳幹や視床下部の神経機構を追求してきました。 
そのように、覚醒という意味ではありますが、「意識」にかかわる研究をしてきたために、

「標準生理学」（医学書院）という医学分野では代表的な生理学の教科書の 2000 年発行の

版から「大脳皮質活動」の章を担当するように指名された時、それまでその教科書が「意

識」を全く扱わなかったのはおかしいと考えて、私は「意識」の項を設け、親しい心理学

の先生とディスカッションしながら、上述の覚醒とは違う、内省的な「意識」についても

考察を付け加えました。 
 また、そのような本来の仕事の傍ら、たまたまひどい過食症の学生に支援を求められた

ところから摂食障害の勉強をするようになり、福島お達者くらぶというグループの世話を

するスタッフとして活動するようになりました。福島お達者くらぶというのは 1992 年に精

神科医や看護師の有志によって設立されて以来、摂食障害の人たちやその家族のための自

助的な活動を続けている会ですが、そこで拒食症や過食症に苦しむ人たちを見ていて、心

の中の大きな部分に居座るけれども意識に上ることのない、あるいは意識から消されてし

まった「無意識」の世界のことを考えるようになりました。 
 
「意識」という用語に含まれる意味 

 さて、そのように「無意識」も含めて「意識」というものを考えていきたいのですが、

私の本来の専攻は、脳の中で起こっている具体的な現象やその調節メカニズムを追求して

いる脳生理学ですから、この場でも意識の神経機構について、脳内ではこんなことが起こ

っているのですよと説明したいところです。ところが、これが難しいのです。 
 この意識についての解説が難しいのは、意識という言葉の定義自体がはっきりしないこ

とも大きな原因だと思います。そこでまず意識という言葉を整理してみますと、「意識」と

いう用語はかなり違った２つの意味があります。 
一つは脳外科や麻酔科を中心に「意識がある・ない」と表現されたり「意識レベル」と

いった言葉として使われるもので、この「意識」は「覚醒」に近い意味で使われます。 
もう一つは日本語では「意識する」という動詞でも使われたり、「自意識」という言葉に

含まれる「意識」で、英語なら Awareness が近い意味に使われることがありますが、日本

語には他に近い意味の言葉は思い当たりません。 
この２つは、これを次元の高低とする考え方もありますが、「意識する」という動詞は覚

醒の意味には使われませんから、同じ言葉で表されていても内容は全く異なったものであ

り、異なった神経機構で発現するものと私は考えています。少なくともここでは違ったも

のとして扱いたいと思います。 
 
覚醒としての意識 ： それを保つ神経機構 

 まず、覚醒としての意識のメカニズムについて話させていただきます。 
覚醒としての意識を維持する神経機構としては「上行性網様体賦活系」説が有名で、一

時はこの説に触れずには教科書を書けなかったくらいに一世を風靡しました。中脳網様体

を刺激すると寝ていたネコは起き上がる、その部を破壊すると昏睡状態になるため、この

部が大脳の活動水準を上げるための中枢と考えたのです。しかし、中脳網様体を広範に壊

しても時間が経てば昏睡から回復してくるなど、この説では説明できない現象も見つかり、

脳幹からの上行性投射系の形態や伝達物質の詳細が明らかになった現在、大幅な修正が必

要です。 
そこで、脳幹にある小さな核から発して、脳全体を広く支配するノルアドレナリン投射

系、セロトニン投射系、アセチルコリン投射系がこの上行性賦活系の正体たり得るかを検

証しようとしたのが私達の研究の発端でした。青斑核から起こるノルアドレナリン投射系、

背側縫線核から起こるセロトニン投射系、さらに青斑核と背側縫線核のちょうど間にある

外背側被蓋核とその上小脳脚周囲への延長部から起こるアセリルコリン投射系は、それぞ

れのニューロンの軸索線維が枝分かれを繰り返して脳の広範な部位を同時に支配していて、
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睡眠・覚醒のような脳全体の状態のコントロールに適した神経系です。 
そこでまず、これらのニューロンの活動を無麻酔で無痛的に頭だけ固定したラットで記

録してみました。ガラスピペットの記録電極に色素を詰め込んでおいて、実験後に特定の

ニューロンを特異的に染めた組織切片上で記録したニューロンの位置を同定します。その

ニューロン活動を睡眠・覚醒の状態を判断するための脳波と筋電図を同時記録します。 
そうすると、モノアミンニューロン、すなわちノルアドレナリンニューロンもセロトニ

ンニューロンも例外なく覚醒時に活動し、徐波睡眠（＝nonREM 睡眠）時にはその活動が

弱まり、逆説睡眠（＝REM 睡眠時）には活動がほとんど完全に停止してしまいます。 
一方、アセチルコリンニューロンには色々な振る舞いをするものがあるのですが、その

中で最も特徴的なものは、モノアミンニューロンと全く逆に、REM 睡眠時に高い活動が維

持され、覚醒時にはほとんど活動しないニューロンです。それらの多くは徐波睡眠では弱

い活動がありますが、そこから REM 睡眠に入る 30 秒くらい前から活動が高まります。ア

セチルコリンニューロンには、覚醒時にも REM 睡眠時にも活動するニューロンもあり、こ

の場合の活動は脳波の脱同期と並行していますが、脱同期に先行して、その数秒前から活

動が高まります。 
 上行性網様体賦活系説が唱えられたのは、中脳網様体の電気刺激などの実験からですが、

その網様体の付近にはいろいろな投射系の神経線維が走っています。そこで私たちは、そ

の入り混じった神経線維の刺激を避けるために、それぞれの細胞体の集まる核を刺激する

実験を行い、その刺激の効果を、それらが投射する視床のニューロン活動を記録して検証

しました。視床では、大脳と違い、記録しているニューロンの種類が容易に特定できるか

らです。 
 そうすると、視床の中継ニューロンの活動はノルアドレナリン作動性の青斑核の刺激で

は興奮、セロトニン作動性の背側縫線核の刺激では抑制、アセチルコリン作動性の外背側

被蓋核の刺激では興奮が起こりました。実際の実験では、これらの効果がそれぞれの伝達

物質の受容体遮断薬で消失することを確かめています。興奮を起こす刺激について比べて

みますと、青斑核刺激ではその興奮は刺激をやめた後も残ってゆっくりと回復するのに対

し、外背側被蓋核刺激ではその刺激の効果は後には残らず、それどころか刺激中に減弱す

ることもありました。 
 これらの実験はそれぞれ別の動物での記録なので、一つのニューロンではどうかを、そ

れぞれの伝達物質を微小電気泳動法という記録しているニューロンだけに薬物を作用させ

る方法で試してみると、アセチルコリンではぱっと効いてぱっと消える興奮が起こり、ノ

ルアドレナリンではゆっくりと現れてゆっくりと消退していく興奮が起こります。セロト

ニンでは長く続く抑制が見られ、これらの効果はそれぞれの細胞体の固まる核の電気刺激

と同じであることがわかりました。 
 このようにニューロンの記録と起始核の刺激の両方の実験を、ここではお示しできなか

ったこれらのニューロンの感覚刺激に対する反応なども含めてまとめてみますと、脳幹か

らの広範性投射系の機能は次のようにまとめられます。 
 ノルアドレナリン作動性投射系 覚醒を起こして維持する 
 セロトニン作動性投射系  謎が多い（衝動を抑える？） 
 アセチルコリン作動性投射系 急速な覚醒反応、逆説睡眠の導入 
青斑核からのノルアドレナリン作動性投射系は、覚醒時に活動し、その刺激はゆっくりと

作用する上位中枢の興奮を起こしますから、覚醒を起こして維持する系と考えられます。

それに対して、アセチルコリン作動性投射系も脳波の脱同期が見られるような上位中枢の

興奮を起こしますが、その作用はもっと急速に現れる覚醒反応に関係すると考えられます。

また、別の種類のアセチルコリンニューロンは逆説睡眠（＝REM 睡眠）を起こし、それを

維持することにも働きます。 
 それらに対してセロトニン作動性投射系は、それ自体は覚醒時に活動するのに、その刺

激は上位中枢の抑制を起こし、その機能的な役割については謎が多いところです。セロト
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ニンの量を増やす SSRI と呼ばれる抗うつ薬がパニック発作に有効とされるようなことか

ら考えて、この系は覚醒時に働いて大脳に緩やかな抑制をかけ、突発的な現象が起こりに

くく抑えておく役目をしているのかと想像しています。 
 もう一つのモノアミンであるヒスタミンを伝達物質とするニューロンは、起始細胞は脳

幹ではなく視床下部の後部にありますが、ノルアドレナリンやセロトニン作動性投射系と

同じように脳の広い部位を支配する広範性投射系を形成します。そして、モノアミンニュ

ーロンの例に漏れず覚醒時に特異的に活動しますし、その作用を止める抗ヒスタミン薬は

眠気を起こしますから、これもノルアドレナリンニューロンと同じように覚醒系の一つで

す。しかし、その活動の変化はノルアドレナリンニューロンのように脳波の変化に先行し

ないことを私たちの研究室の高橋が明らかにしました。それ故、ヒスタミン系は脳幹から

の投射を受けて興奮し、大脳の興奮を強めるシステムではないかと考えられます。 
 視床下部にはもう一つ、外側視床下部にオレキシンを伝達物質とするニューロン群があ

り、それも覚醒を起こす系です。その系がうまく働かないと、覚醒を保てずに頻回に寝込

んでしまう、ナルコレプシーという困った状態になります。 
 このように、脳幹と視床下部に由来するノルアドレナリン、ヒスタミン、オレキシンな

どの広範性投射系の働きによって覚醒としての意識状態が保たれることが明らかになって

います。 
 
Awareness としての意識（「意識する」意識） 
 ここから Awareness としての意識についての話に移ります。この意識には、比較的単純

な知覚や運動についての意識と、自己意識も含んで高次の認識過程にかかわるような内省

的な意識があり、それらは脳の異なった部位が関係していると思われます。しかし、いず

れも内的・主観的な状態であり、動物実験は不可能だし、ヒトでも外から確定的にモニタ

ーする方法がなく、その神経機構はまだ謎が多いところです。 
 〔知覚の意識〕そのうちの知覚の意識については、だいぶん昔に体性感覚について B. 
Libet が局所麻酔下の脳外科手術の患者さんで大脳の直接電気刺激の効果を報告していま

す。ちなみに脳の実質は痛覚がないため、脳外科の手術は皮膚と硬膜を局所麻酔で切開す

れば可能で、それゆえ、まだ全身麻酔がよく発達していなかった頃は局所麻酔の方が安全

で、Penfield たちはさかんに脳を刺激した時の患者さんの反応を確かめながら手術しまし

た。Libet の研究では、体性感覚野を場所やパラメーターをいろいろ変えて刺激すると患者

さんにさまざまな感覚が生じたとのことで、中には手のひらでタルカムパウダーをこねて

いるような感覚なども報告されています。ただし、刺激を強くしてもじりじりするような

（tingling）感覚になるだけで、痛覚だけは生じず、痛覚は他の体性感覚とは全く別の機序

で生じます。 
 それらの感覚は患者さんが言葉で報告しているのですから意識されているわけですが、

それはその場所で意識に上っているのか、別の場所への投射によって意識されているのか、

それ以上は不明です。 
 ちなみに、Libet はその感覚事象が意識に上るには数百ミリ秒かかることを示しました。

無麻酔での脳外科手術中に、手の先に触覚刺激を与えます。それから一定時間をおいたあ

とに、露出された大脳の体性感覚野の手の領域に弱いトレインパルスで電気刺激するとき、

そのトレインパルスが感覚刺激から数百ミリ秒後のあたりをカバーしていると、感覚刺激

が意識されません。すなわち、感覚刺激が意識に上るためにはその大脳皮質で数百ミリ秒

後の活動が乱されずに起こる必要があり、意識はそのあたりで生じると考えられるのです。 
 〔運動の意識〕運動の意識については、2009 年に画期的な研究報告を見ました（M. 
Desmurget, et al., Movement intention after parietal cortex stimulation in humans. 
Science 324:811, 2009.）。やはり局所麻酔での脳外科の手術時に頭頂葉や前頭葉を電気刺激

した研究です。この場合は脳腫瘍切除の術後の後遺症を最少にできるように、患者さんの

反応を確かめながら手術するために局所麻酔にしたものです。 
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 前頭葉で刺激したのは premotor area です。この部の刺激では実際に筋収縮が起こりま

すが、その動きは動かそうとする意図も動いたという感覚もないままに起こります。一方、

頭頂葉の方で刺激により運動関連の反応のあったのは area 39 と 40 で、その刺激によって

筋肉は全く動かなかったけれど、動かそうとする意図が生じ、刺激を強くするとある動き

が実行されたという感覚に置き換えられました。すなわち、運動錯覚を生じたことになり

ます。例えば、ある人は弱い刺激では「唇を舐めたいという欲求を感じた」と報告、強い

刺激では「口を動かして何かを話したけれど、何を話したか？」と尋ねたとのことです。 
 このように、運動の企画は前頭葉の運動野の前の部分で行われますが、その運動の意図

や遂行が意識されるのは、運動を起こす部位とは別の、頭頂葉の働きである、ということ

になります。 
 〔内省的な意識：前頭葉の重要性〕高次の統合された内省的な意識については、前頭葉

の働きが重要であると考えられます。てんかんの患者さんたちは痙攣発作と意識消失が起

こりますが、この時、前頭葉にてんかんの焦点がある人でのみ意識消失が痙攣よりも先に

起こることをバンクーバーのブリティッシュコロンビア大学におられた和田純先生が指摘

されており、それは前頭葉に意識の座があることを裏付けています。 
 また、東北大学におられた神経心理学の山鳥先生にお聞きしたことですが、この意識に

関しては左右の大脳半球に機能差が認められ、ふつうの右利きの人では左半球優位である

とのことです。それは脳梁を切断して左右大脳半球の連絡を絶ち切った分離脳の人での研

究によるのですが、分離脳の人では右視野のものは言語中枢のある左半球で処理されます

からそれが何であるか言えますが、左視野のものは右半球から言語中枢には到達できない

ため、その物の名前を言えません。その際、「何か見えたけれど、何かわからなかった」の

ではなく、「何も見えなかった」と言うことが多く、すなわち意識には上っていないわけで、

自分の心理過程に自分で気がついているということを「意識」とすると、意識は左半球に

偏っていると言えます。 
 この分離脳の人たちでは、右手で何かをしようとしたとき、例えばドアのノブを回して

ドアを開けようとしたとき、自分ではそのつもりが全くないのに左手が出てきてその動き

を邪魔したり元に戻したりすることがあるそうです。時には左手が自分の首を絞めたりす

ることもあるということです。その左手の運動は全く意識に上らないのです。 
 
Awareness としての意識は他覚的にモニターできるか 
 この Awareness としての意識は本当にモニターする方法がないのでしょうか。 
 例えば P300 と呼ばれる事象関連電位がそれに使えないかという考えがあります。２種類

の感覚刺激のうち、その刺激が出るとスイッチを押すことになっている Target 刺激によっ

て大きな P300 が誘発されるのですが、その刺激は意識されるだろうし、一方無視してもよ

い刺激はほとんど意識に上らないだろうから、P300 は意識と何らかの関係があるのではな

いかという考え方も出来ます。しかし、P300 の意味や発生メカニズムは十分に解明されて

おらず、target 刺激が明らかに意識に到達してそれに対する反応を起こせていても P300
が出ないことがあるし、逆に意識に到達していなくても発生することがあるため、意識の

十分なモニターとしては使えません。 
最近になって、この意識をモニターできる可能性を示唆する論文がありました（A.M. 

Owen et al., Detecting awareness in the vegetative state. Science 313:1402, 2007.）。こ

の患者さんは交通事故の頭部外傷から５ヶ月後の 23 歳の女性で、前頭部に陥没骨折の痕が

あります。論文によりますと、睡眠・覚醒サイクルは保たれているけれど呼びかけには全

く応答せず、植物状態の診断基準 international guideline を全て満たす状態の人です。機

能的画像法である functional MRI のスキャン中に、この患者さんにテニスをしているとこ

ろをイメージするようにと呼びかけたところ、補足運動野の活動が高まりました。また、

自分の家の部屋から部屋へと歩く様子を思い浮かべるように呼びかけたところ、運動前野、

頭頂葉後部、海馬傍回の活動が高まりました。これらの部位は対照となった健常人での検
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査で活動する部位と完全に一致していました。 
すなわちこの患者さんは、声による呼びかけを理解し、脳の活動によって反応している

と考えられます。この応答をみると、自分自身と周囲のことが意識されているのではない

かと想像され、何らかの意図も働いているのかもしれません。このような機能的イメージ

ングが「意識」のモニタリングに使えるのかどうか、さらなる症例の積み重ねが必要かと

思っていたのですが、2010 年 2 月 3 日の New England Journal of Medicine（電子版）に

それが報告されました。植物状態と診断された人 54 人のうち、約１割の５人でこれと同じ

ように健常者と同じ反応が得られたとのことです。さらにその１人に兄弟はいますかとい

う質問を試み、「はい」ならテニスを、「いいえ」なら自宅を想像するように指示したとこ

ろ、正しく回答し、会話もできる可能性が示されました。 
このような植物状態の意識障害というのは、昔からの考え方では単純に意識レベル、す

なわち覚醒レベルの低下と考えられていましたが、そうではなく、障害されているのは

Awareness としての意識だったり、その表出機構だったりする場合もあることを考えてお

かなければいけないのだろうと思います。 
 
意識で心を理解できるか 

 この Awareness としての意識というのは心の内面の精神世界の現象ですが、もしこの意

識をモニターできるなら、他人の心を理解できるでしょうか。 
 最近、物理学出身でありながら脳や心をテーマにして、たくさんの本を出版している茂

木健一郎氏は、人の心というものに「意識」から切り込もうとしています。例えば 2004 年

の日本生理学会大会で「心脳問題をいかに捉えるべきか」というシンポジウムがあったの

ですが、そこに招待されていた茂木さんも、もう一人招待されていた、大学で物理学と哲

学の両方を終えたというサイエンスライターの竹内薫さんも、共に意識のことばかり話さ

れていました。 
しかし、私から見ると、意識というのは心のほんのわずかの部分、北極の海に浮かぶ氷

山が水の上に見えるのはごく一部分で水面下の部分が圧倒的に大きいのと似て、心の中に

は意識に上ることのない膨大な「無意識」の世界が広がっています。 
 
無意識の世界の広がり（その１） 睡眠中の「夢」 

 例えば、睡眠中は意識がないですが、その間にも精神活動は続いています。睡眠中の夢

はその証拠でしょう。夢には性質の違った２種類の夢があります。 
一つは、場面が脈絡もなく展開して、目が覚めてみると何でこんなおかしな、と思って

しまう夢で、これは逆説睡眠（REM 睡眠）のときの夢でしょう。現実には起こりえないよ

うなはちゃめちゃな展開になることが多いのがこの夢の特徴かと思います。 
もう一つは、はっと気がつくと「今見ていたのは夢だったのか現実だったのか」一瞬迷

ってしまうような、そのままの形で現実にあってもおかしくないような夢で、これは徐波

睡眠の時の夢だと思われます。ふつう、徐波睡眠ではあまり夢を見ないものとされていま

すが、それは、徐波睡眠は脳の機能が抑制された状態であり、その状態では当然それは意

識には上らないし、また記憶の固定が起こらないから覚醒時には残っていないだけで、夢

様の脳活動は徐波睡眠の時にも必ず起こっていると私は思います。 
徐波睡眠の時にも夢を見ることがあるのだという証拠として、夢中遊行は徐波睡眠の時

に起こることが上げられますが、それが現実そっくりの夢になると考えるのには、私の麻

酔科医時代の経験もあります。バルビツール酸誘導体の麻酔薬はある深さでは脳波も誘発

電位も単一ニューロン活動も徐波睡眠の時と全く区別がつかないような状態を作ります。

そのような麻酔状態、特に覚め際に夢を見ることは麻酔医にはよく知られていて、その時

の夢は現実にそっくりそのままあってもおかしくないような内容なのです。私も、麻酔の

覚め際に突然「メンタンピンドライチ」と言った学生を知っており、起こして聞いてみる

と、「酒を飲んで麻雀していて、親マンを上がった」とのことでした。その男の日常にはそ
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んなことがよくあったのだろうと思われます。バルビツール酸系の薬による浅い麻酔状態

では、実際に頭の中、すなわち記憶にあることしか想起されないのでしょう。実際、アモ

バルビタールは代表的な自白強制剤で、この薬で引き起こされる状態は徐波睡眠の夢様活

動と共通しているのだと思われます。 
 精神分析を専門にする人たちの中には夢の内容の解釈を重要視する人たちもおられます

が、その人たちには夢にはこのように脳の全く異なった活動状態に基づく２種類のものが

あることを知っておいていただく必要があるのではないかと思います。 
 
無意識の世界の広がり（その２） 意識に上らない感覚や行動 
 さて、夢の話はそのくらいにして、起きているときのことを考えたいのですが、覚醒時

なら精神活動はすべて意識に上るかというと、決してそのようなことはありません。 
例えば、感覚入力で脳に入ってきた情報の中で意識に上るのはごく一部分であり、大き

な部分はそのまま消えてしまいますが、消えずに脳のどこかに意識に上らない記憶として

刻み込まれるものもあります。それを感覚記憶と言ったりします。 
また、随意運動も自動化されてしまうと意識に上る前に起こってしまい、意識に上らな

いままになることもあります。ランプがついたときにレバー引くことをサルに学習させて、

その時の第一次運動野の錐体路細胞の活動を見た、今や古典と言える Evarts のグループの

研究では、学習が完全に成立しますと筋肉を収縮させる指令となる錐体路細胞の活動電位

はランプがついてから 200 ミリ秒以内の潜時で生じます。前に述べましたように、感覚刺

激が意識に上るには数百ミリ秒の時間がかかることが示されていますから、この筋収縮の

指令は、意識を介さずに起こっていることになります。このように、運動は自動化される

と意識を介さずに、いわば無意識に起こることが多いのです。 
 我々の随意運動がいちいち意識を介していたら、時間がかかって困るし、脳は疲れてし

まうでしょう。学習が進むとこのようにして意識を介さないで行動が起こるのです。 
 
無意識の世界の広がり（その３） 心の傷による意識に上らない記憶 

 無意識の世界での脳の活動にはまた違った種類のもの、心の傷に基づくものもあります。

私は最初にも紹介したように、摂食障害に苦しむ人たちと深く接しているのですが、その

人たちは、その無意識の世界に押し込められた記憶に突き動かされて行動したり、あるい

は逆にそれに縛られて身動きできなくなっているのを見ます。育ってきた中での親子関係

や、あるいは大きな心の傷となる事件との遭遇が摂食障害の基になっていることが多いの

ですが、それらの記憶は、それが意識にあると苦しくて生きていられないために、記憶の

抑圧と呼ばれる現象により意識の領域からは消されて無意識の領域に押し込められること

がよくあります。この記憶の抑圧が実際に起こり、その時には右半球の前頭前野が働いて

記憶に関係する部位の活動を抑えることがヒトでの functional MRI を用いた研究で示され

ています（B.E. Depue, et al., Prefrontal regions orchestrate suppression of emotional 
memories via a two-process. Science 317:215, 2007.）。 
また、あまりに苦しさや恐怖が強いときには、解離性健忘として最初から意識に上る形

の記憶には残されないこともあります。 
このような不安や恐怖といったネガティブな感情が脳の中でどのように処理されるのか

を見た研究がありました（J.S. Morris, et al., Conscious and unconscious emotional 
learning in the human amygdale. Nature 393:467, 1998.）。人の顔の写真を２枚、１枚は

ふつうの穏やかな顔、もう１枚は怒りに燃えている顔を用意して、その内の１枚を 30 ミリ

秒、すなわちビデオの１コマほどの時間だけ一瞬だけ見せ、すぐに別の顔の写真に置き換

える、マスキングの実験を行います。例えば怒りの顔を一瞬見せてすぐに穏やかな顔でマ

スキングすると、その怒りの顔のことは記憶に残りません。しかし、その怒りの顔が過去

の嫌な思い出につながっているときには、たとえ記憶に残らなくても、脳の一部分の活動

が高まることが示されました。それは不安、恐怖、怒りといったネガティブな感情に関わ
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っている扁桃核のうちでも、右半球の扁桃核です。それに対して、写真の順番を替えて後

で怒りの顔を見せると、それは記憶に残りますが、その時は左半球の扁桃核の活動が高ま

ります。 
このように、恐怖などのネガティブな感情が記憶に残っていくとき、それが意識に上り、

言語化されうる記憶であるときには、それは左半球で生じる。一方、意識には上らずに、

それでも脳に刻印が残るときには、それは右半球に生じると考えられます。 
私は過食症の人たちの話しを、医師としての診療ではなく個人として時間をかけて聞い

ているのですが、例えばレイプされたというような過去の重大事件が記憶から消されてい

るのを知ることがあります。またお母さんに愛されなかったのではないかという辛い思い

を自分で否定している場合もあります。そのような場合、意識に上らないように消すこと

が出来る記憶というのは左半球の言語化できる記憶だけで、言語化されない右半球の記憶、

すなわち恐怖や不安などの情動の記憶は残り、それが心を縛っているのだと考えられます。

その心の中を言語化して説明できないだけ、よけいにわけのわからない恐怖におびえ、そ

れをとりあえず食べ物を口に押し込むことでやり過ごすほかなくなる、それが過食症だと、

私は考えています。 
 
ＰＴＳＤへの発展と、回復の援助 

恐怖の記憶は読み出されるごとに不安定になって、そのたびに再固定されることを示し

たラットでの研究がありました（K. Nader, et al., Fear memories require protein 
synthesis in the amygdale for reconsolidation after retrieval. Nature 406:722, 2000.）。
条件刺激として音を聞かせ、その直後に足に電撃を加えると、ラットではたった１回の試

行で学習され、恐怖の条件付けが成立します。そうすると、その条件刺激の提示でフリー

ジングがおこりますが、そのときに扁桃核にタンパク合成阻害薬を注入して記憶の固定が

起こらないようにすると、その恐怖の記憶が消去されて、条件刺激を与えてもフリージン

グが起こらなくなるのです。 
そのような危険な薬剤を使わなくとも、βブロッカーが有効だとか、その再固定の起こっ

ている時間帯に条件刺激が無害であることを繰り返して示す消去手続きをすると、恐怖の

記憶の再固定は起こらず、それが安全であるという記憶で置き換えられること、その手続

きはヒトでも有効である可能性を示した研究も最近発表されました（D. Schiller, et al., 
Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms. 
Nature 463:49, 2010.）。 
 このようなことから考えると、恐怖の体験の記憶が蘇ってきたときに、そこに誰も助け

てくれる人がいなくてさらに恐怖が強くなった形で再固定が繰り返されていくと PTSD を

生じてしまうのではないかと考えられます。しかし、そこに共感し、手を差し伸べてくれ

る人がいたなら恐怖は和らぎ、そのようにしてしだいに恐怖が弱まった形で再固定してい

くと、恐怖の体験はそのように病的に発展せずにすむのでしょうし、それが回復への援助

の重要な方法を与えてくれると思います。 
 そのためには一度その人たちに恐怖の記憶を蘇らせてもらわなければなりませんが、

PTSD に苦しむ人たちは、先ほども言いましたように、言葉に出来る左半球の記憶は抑圧さ

れてしまっているときがあります。そのような人には、自分はここにいてよい人間なのだ

と感じられる安心できる場所と、心があたたかく通い合っていることを感じられる信頼で

きる人間関係が何よりも大切で、そのような状況の中で、表面上は意識から消えていたけ

れど心を縛ってきた切れ切れの記憶を思い起こして言葉にし、それをつなぎ合わせてその

人の生きてきた物語に紡ぎ上げて話すことが必要です。そのように言語化すれば、心を縛

ってきた訳の変わらない恐怖が何に由来するか説明がつき、その時に自分は決して悪くな

かったのだというような再解釈もできるようになります。そうやって、言葉に出来る左半

球の記憶で右半球の恐怖の記憶に対抗するとともに、自分の心が通じ、受け止めてくれる

人がいるという安心でもって恐怖の基になる記憶を弱めながら再固定を繰り返していく、
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それが精神科医やカウンセラーといった援助職の人たちの重要な仕事だと思います。 
 
おわりに 

 今回、「意識」というキーワードをめぐって、いろいろな話をさせていただきました。ま

とまりのない話になってしまいましたが、それだけ意識という言葉がさまざまな意味を持

ち、さまざまな現象に関係しているのだとご理解いただければと思います。 
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摂食の調節とその異常：肥満、ダイエット、拒・過食症 
 
   目次 
 人間を機械としてみる立場（？？） 
 摂食の調節：摂食中枢と満腹中枢 
 摂食の調節：新たな展開 

 人間の特殊な状況 
 BMI（body mass index） 
 ダイエット 
 なぜ、食を拒む？ 食に溺れる？ 
 ある種の行動に依存してしまう 

 不安という時代の空気：鋭い感受性ゆえに 

 家族というシステムの中の３歳の子 

 身体あるいは行動で表現される不安 

 低い自己評価→頼れるのは数字だけ 

 この時代をどう生きるか 

 
 
人間を機械としてみる立場（？？） 
 私は医学部を卒業して最初の８年間、麻酔科に所属して臨床医もしていましたが、その

後、研究に対する強い思いに押されて基礎医学に転じました。現在私が専門としている生

理学は、広い意味では生きる理（ことわり）を追求する生命科学全体を示し、私も基本的

にその立場に立っていますが、狭い意味では、人間（あるいは生物）を機械として見て、

その中でそれぞれの臓器や細胞がどのように働き、その働きがどのように調節されている

かという、機械としての特性を調べる学問分野です。臨床医をしていた時代の麻酔をかけ

たり ICU で重症患者の治療に当たったりというその仕事も、人間を機械として見て、それ

が壊れない状態を保つ、あるいはそれを修理することでした。 
この機械としての人体を知っていなければ医療は成立しません。しかし、人間を機械と

して見るだけでは解決しない問題がたくさんあることは誰にでもわかることでしょう。人

の「心」ということを考えなくては、決してよい医療にはなりません。私は生理学の中で

も脳生理学を専門にする人間ですから、（今日は詳しく話す時間がないのが残念ですが）心

とは機械としての脳の活動そのものであると明快に言える根拠が積み重なってきているこ

とを知っています。しかし、現実の医療では、「心」についての問題は人間を機械としてみ

たのでは解決できないところがたくさんあります。 
そして、今生きている私たちの「心」は現代の社会のありようから切り離しては考えら

れません。今日は「食べる」ということをめぐる話をさせていただきたいのですが、それ

は、食べるという生きていく上で最も基本的な行為に、人の体と心に絡む現代社会の状況

が最も典型的に現れていると感じるからです。それを私は生理学という本業と離れたとこ

ろで、摂食障害に人達の自助的な活動グループである福島お達者くらぶのスタッフとして

拒食症・過食症の人たちとかかわってきて、思い知らされてきました。 
 というわけで、この講義ではまず最近急激に知識の積み重ねられてきた摂食の調節機構

について解説し、ついで肥満・生活習慣病、さらには女性の心を捉えてしまうダイエット

について、そして食べることに囚われてしまった過食症について考えていることを話す、

そのようにして食をめぐる問題をさまざまな角度から考えることにしたいと思います。 
 
摂食の調節：摂食中枢と満腹中枢 
すべての哺乳動物は共通の摂食調節機構を持っています。その基本となることは 50 年く

らい前に明らかにされていますが、食べるという行動は脳底部にある視床下部という部位
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に局在する摂食中枢と満腹中枢のバランスでもって調節されています。 
この２つの中枢は動物実験で見つけられました。脳底部近くにある視床下部の外側部に

電極をさし込んで、そこを電気刺激するとその動物はいっぱいに食べた直後でも必ずえさ

を食べ、その部分を破壊してしまうと全く食べなくなって強制的に胃の中に食べ物を入れ

てやらないとそのまま餓死してしまう、そんな部位が見つかり、そこは食べるという欲求

を起こすところだと考えられるので、摂食中枢という名前が付けられました。 
逆に、視床下部の内側部に電極を入れて刺激すると、今がつがつと食べていても食べる

のをやめ、破壊すると食べるのをなかなかやめなくてまるまると太る、そんな部位も見つ

かり、そこは十分に食べたという感覚を作ると考えられるので、満腹中枢と名付けられま

した。 
このような摂食中枢、満腹中枢は種々の哺乳動物で全く同じ部位に見つかっていて、人

間では実験できないけれど人間でも同じように存在していると考えられます。 
摂食中枢、満腹中枢に作用する一番典型的な調節物質はブドウ糖（glucose）です。この

ブドウ糖は摂食中枢を抑制しており、ふつうの状態では食べたいという欲求、衝動は起こ

らないようにしています。しかし、活動によりエネルギー源である血中のブドウ糖が使わ

れて血糖値が下がってくると、この抑制がとれるために、摂食中枢が興奮して摂食衝動、

すなわちおなかがすいた、食べたいという欲求が起こります。そこで食べると、食物中に

あるデンプンが分解されてできたブドウ糖が消化管で血中に吸収されて、そのブドウ糖が

血液に乗って脳に運ばれると、そこで摂食中枢を抑制し、同時に満腹中枢を刺激して、動

物は満足して摂食をやめます。 
このとき、食べたものが分解・吸収されて血糖値が上がってくるまでには 15 分以上かか

ると言われており、がつがつと一気に食べるとこのメカニズムで満腹感が得られる前にた

くさん食べてしまうことになります。それで、少ない食べ物で満足感を得ようとするなら、

ゆっくりと時間をかけて食べる方がよいことになります。ゆっくりとよくかめば、唾液の

アミラーゼがよく作用してデンプンの分解も促進されます。 
このように、視床下部の神経細胞自体がブドウ糖のセンサーとなって摂食を調節してい

るのですが、センサーは消化管にもあって、胃が空っぽのままで収縮を始めると強い空腹

感を起こしますし、いっぱい食べて胃の壁が伸展されると満腹感が生じます。しかし、こ

の消化管のセンサーよりも視床下部のセンサーの方が敏感で、視床下部が働かないときは

満腹感はうんとたくさん食べないと生じません。 
 
摂食の調節：新たな展開 

それ以外のもっとゆっくりとした調節機構として、最近さまざまな物質が関係している

ことが明らかになってきました。そのきっかけになったのは、遺伝性に肥満を起こすネズ

ミの遺伝子解析から、1995 年頃にレプチン（leptin）というホルモンが発見されたことで

す。このホルモンは摂食中枢を抑制して摂食量を減らし、さらに体では糖や脂肪の代謝を

促進して、体重を減らすように（というよりは、増やさないように）作用します。 
このホルモンを分泌するのは脂肪細胞だとわかった時には驚きました。昔考えられてい

たように、脂肪細胞は単なる脂肪の貯蔵庫ではなかったのです。脂肪が増えるとレプチン

が増えて、体重をできるだけ一定に保とうとするフィードバックになっているわけです。

（ちなみに、このレプチンの発見以後、脂肪細胞が重要な物質を分泌していることが次々

と見つかってきました。例えば、太っている人が糖尿病になりやすいのは、脂肪細胞がイ

ンスリンというホルモンの効き方を悪くする物質を分泌することが大きな要因になってい

ます。） 
ヒトでもレプチンが働いています。世界で１家系だけですが、レプチン遺伝子の変異に

よる異常な肥満の２人の子供が報告されています。２人とも正常体重で生まれましたが、

１人は２歳で体重 29 kg、体脂肪率 54％、もう１人は８歳で体重 86 kg、体脂肪率 57％で

した。彼らは外からのレプチン投与によって見事に正常の体型に戻りました。 
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 レプチンと逆に摂食を促進する物質も見つかっています。その例であるグレリン

（ghrelin）は胃から分泌され、脳下垂体前葉に作用して成長ホルモンを分泌させるホルモ

ンですが、これが摂食を促進します。このことは、成長ホルモンで体が大きくなるときに

は栄養が必要であることを考えれば、理にかなっています。レプチンやグレリンの作用が

摂食中枢に伝えられるのには、摂食中枢の興奮や抑制を起こす神経伝達物質を持つ視床下

部の他の部位の神経細胞がその作用を仲介するなど、さまざまな物質や神経細胞が視床下

部の中で関係していることが明らかにされてきています。 
また、ストレスがかかると食欲が落ちるのは、ストレスに耐えられる体の状態を作るた

めのホルモンであるコルチゾールを副腎皮質から放出させるホルモン（ACTH）を脳下垂体

前葉から放出させる視床下部のホルモン（CRH）が脳内でも摂食中枢に作用して、その活

動を抑制するためであると考えられます。（人間だけは、ストレスがかかるとやけ食いとい

う行動をとる人がいて、ちょっと単純でないのですが。） 
このように摂食の調節にかかわる何種類もの物質が発見され、それらの研究がこの数年

華やかに進んでいます。このような研究は、うまく当たれば生理的な痩せ薬として大儲け

できるからです。しかし、臨床的なテストが行われたレプチンについては、統計学的には

有意に体重を減らすけれど、それは毎日注射して（レプチンはタンパク質なので、のみ薬

にはできません）体重 80 kg の人で平均３kg ぐらいだったと、実質的に意味のある効果は

得られなかったようで、現在のところまだこの種の研究がやせ薬の開発には結びついてい

ません。 
 
人間の特殊な状況 

いずれにしても摂食は視床下部で調節されていて、ふつうの動物は完全にこの調節に従

って生きています。例えば、アフリカのサバンナでライオンは空腹の時以外には狩りをし

ません。もしこの強くて頭もいいライオンが趣味のように狩りをするとサバンナの草食動

物は滅亡してしまうかもしれませんが、空腹の時以外は狩りをしないのは資源保護を考え

ているためではなく、ただ視床下部の命令に従って行動しているだけなのです。 
しかし、人間では大脳が非常に発達したために、視床下部の調節系だけでは動けなくな

り、その中には精神的なものも強く含まれる大脳の影響が非常に大きくなってしまってい

ます。また、社会的な束縛も強く、たとえば昼休みには食事をとっておかないと午後の仕

事が始まれば食べられなくなるなど、空腹でなくても時間が来れば食べるというように、

習慣でもって食べるようになったことも大きな意味を持ちます。摂食中枢や満腹中枢に頼

って、空腹を感じたら食べ、いっぱいになったらやめるという生物学的な調節に頼ること

ができなくなってしまっているのです。 
その上に、味付けという文化を持つことになって食べ物がおいしくなり、さらに現代で

は甘味料の大量生産も可能になったため、食べることが快楽になりました。それゆえ、食

べるには困らない先進国では、現代人は放っておくとつい食べ過ぎてしまいます。さらに、

ストレスが強い現代社会では、そのストレスの解消に食べることの快楽が無意識のうちに

利用されがちです。 
そして、食べすぎると、肥満・高血圧・動脈硬化・糖尿病など生活習慣病を引き起こし

て寿命が短くなったり、死なないまでも生活の質（Quality of Life）が低下するため、私達

にはどのようにどの程度に食べればよいという学習が必要です。 
 
BMI（body mass index） 
 そのように生活習慣病の危険性が高くなるくらいに太った人にはダイエットが必要なの

ですが、特に女性では、決して太ってないのにやせようとしてダイエットに走る人もいま

す。本当にダイエットしなければいけない人もいるのだけれど、しない方がよい、しては

いけない人さえいる状態です。 
 それでは、ダイエットすべきかどうかは何で判断すればいいのでしょうか。それを判断
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するのに body mass index （BMI）という数値が使われます。BMI というのは、体重を

kg で表し、身長をｍで表して、体重を身長の２乗で割った数値です。実際に計算するとき

は、体重を身長で割り、その答えをもう一度身長で割ります。 
 なぜこんな数値が出てきたかといいますと、理論的には、人の基礎代謝量や心拍出量は

体の大きさによって変わる、その体の大きさとして体表面積を持ってくると一番よく比例

することが知られていた、それと一致する考え方です。なぜ体の大きさを体表面積で表す

とよいかというと、太っている人は脂肪が多く、脂肪組織は血流は少ないし酸素消費も少

ないので、その分を差し引いて考えるのに、脂肪が多いと体が丸くなり、丸いと体積に比

して表面積が小さくなるので、それで体表面積が脂肪の分を差し引いて体の大きさを考え

るのに適しているのだろうと考えられます。 
 衛生統計のデータは BMI の考え方を支持しています。がりがりにやせた人でも、かなり

太った人でも長生きする人はいますが、確率的にいうと BMI で 22～23 くらいの人が一番

長生きする確率が高いということが示されているのです。この数値が 25 を超えると太り気

味、30 を超えると明らかに太りすぎ、19 以下になるとやせ気味、15 以下は明らかにやせ

すぎです。日本肥満学会では、BMI 25 以上では生活習慣病を持つ人の確率が比例的に高く

なっていくので、BMI 25 以上を肥満症と呼ぼうと提案しています。BMI が 30 以上の人は、

たとえ今は何もなくても、いずれ生活習慣病を起こして生活に困る状態が来る可能性が極

めて高いから、ダイエットが必要です。 
 
ダイエット 
 しかし、食べるという生きていくのに最も基本的な行動の習慣を変えるのはきわめて難

しく、ダイエットは簡単ではありません。女性雑誌に出てくるような何とかダイエット、

例えばヨーグルトダイエットとか、リンゴダイエットとかバナナダイエットとか、そんな

ものはまず失敗するものと思っておかなければなりません。女優さんたちは失敗すると使

ってもらえなくなって生活がかかっているし、やせていることで称賛される報酬が大きい

から成功する人もいますが、あとで言う拒食症に入っていく人を除けば、普通の人はまず

100％失敗すると思っておいた方がいいと思います。 
 空腹感に負けて食べてダイエットに失敗するとリバウンドという状態になります。その

とき、たとえ体重が元に戻るだけですんだとしても、大事なことなのですが、やせていく

ときは脂肪と同時に筋肉も落ちていくのに、リバウンドのときに戻る体重の 95％は脂肪だ

ということです。筋肉は常にエネルギーを消費しているのですが、リバウンドした人はそ

れが少なくなりますから、体重は同じでもエネルギー消費は少なくなって、食べたカロリ

ーがよけいに脂肪に変わりやすくなってしまいます。 
 だから、楽してダイエットするために薬に頼りたくなりますが、現在知られているもの

は副作用の強い危険なものばかりです。 
 それでは、確実にダイエットに成功しようとするとどうすればいいでしょうか。その一

つの方法として、ある肥満外来で行われている１日４回体重を計る方法があります。（これ

には 50－100ｇ単位ではかれる体重計が必要です。）朝起きてトイレに行ってすぐに体重を

計ると、その時体重は一番低くなり（寝ている間に水を失うのです）、朝ご飯を食べて計る

と少し増える、夕ご飯のあとに計るとたいていの人は夕食をゆっくりと多い目に食べるか

らまたちょっと増える、そして寝る前に計るとちょっと減っている、そんな体重のリズム

がきちんとできる人は、食べる量をちょっとだけ減らしてやると、ゆっくりと体重が落ち

ていって、何ヶ月かかけてダイエットといえる体重減少を得るのです。しかし、不規則な

生活をして、このリズムがぐちゃぐちゃの人は、絶対にやせられません。 
ダイエットには規則正しい生活が必要です。規則正しく食事して、それを少しだけ減ら

すとともに、筋肉をつけて基礎代謝を増やし、好気性（エアロビック）代謝を維持する強

さの運動を行ってカロリーを消費する以外に方法はないのです。 
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なぜ、食を拒む？ 食に溺れる？ 
さて、食に関する問題が全く違った形で表れる摂食障害のことを話したいと思います。

摂食障害（eating disorders）は正式には神経性食思不振症、神経性大食症と呼びます。こ

れが世界中で使われているラテン語の病名 anorexia nervosa, bulimia nervosa の正式の訳

語なのですが、ここでは社会的に通用している名称に合わせて拒食症、過食症と呼ぶこと

にしたいと思います。 

まずわかっていただきたいのですが、拒食症の人たちの食べない、過食症の人たちの食

べるという行動は、普通の人が美しくなるためにダイエットする、あるいは生命維持や快

楽のために食べる、というのと質的に全く違ったものであることです。上に述べたように、

食べることは快楽であり、普通の人は食べることに快感ないしは安心感くらいは持つでし

ょう。しかし、拒食症の人たちは、その快感・安心感を拒否してしか生きられない事情を

心に抱えています。その事情というのは本人もはっきりと意識できていないもので、した

がって言葉にして訴えることができなくて、その心の底にあるものを自分の命を危うくし

かねないような拒食という行動でしか訴えられないのです。 

過食症の人たちも心の中のわけのわからない苦しさを食べることに関する行動で訴える

という点では全く同じですが、拒食の人たちとは逆に強い摂食衝動に突き動かされて食べ

るという行動をとるのは、その行動がその時だけ不安を忘れさせてくれるためです。ある

女性は、「いま生きているのが怖いんです。次に息を吸うのも怖い。その怖さは口に食べ物

を詰め込むことでしかやり過ごせないのです。」と言っていました。 

拒食症の時は、もう摂食中枢は麻痺したように働かなくなっていますから空腹感に悩ま

されることもなく、自分が理想とするほっそりとした体型に近づいていきますから、周囲

の心配をよそに、栄養失調で動けなくなる直前まで、過剰なくらいに動き回る人もたくさ

んいます。（なぜこんながりがりの体型を理想と思い描くのかは、やせた人を美人とするメ

ディアが創り上げた文化の影響は大きいのだろうけれど、それだけでは説明できないし、

ふっくらとした大人の女性の体になっていく成長の拒否だと言う人もいるけれど、それも

当てはまらない人もいて、私には謎が深いところです。何も自由にならない人生の中で、

体重だけは自分の支配下にあるという感覚が大きいと思われるのですが。） 

しかし、一転して過食症になると、それは食べたくて食べているのではなく、ただわけ

のわからない不安や恐怖に突き動かされて、それを何とか生き延びるためには食べるしか

なくて食べるのですが、食べるとどうしても体重は増えて理想の体型からはずれる（ある

いはそれを恐れる）ために、食べることがより強い罪悪感を伴って落ち込み、拒食の人よ

りもはるかに強い苦しみの中にのたうち回ることになります。それから逃れるためにも食

べることしかなく、指で喉を刺激して食べたものを戻す自己誘発嘔吐を覚えると、食べ吐

きのセットは、疲れて動けなくなるまで続くことにもなります。私達の世代には忘れられ

ない歌声を聞かせてくれたカレン・カーペンターは戻すために中枢性催吐剤まで使うよう

になり、それで血液のミネラルバランスが狂って、ある日突然心臓が止まりました。 

 

ある種の行動に依存してしまう 

食べるという、本来は快楽であるべきものが不安を一瞬忘れるためだけの行動に転化さ

れてしまって、そのためによけいに苦しくなるという点では、この異常な過食という行動

は、アルコールや麻薬・覚醒剤などの薬に溺れることと共通するところがあります。さら

には、薬物でなくても、ギャンブルの興奮に我を忘れて抜け出せなくなるのも同じです。

それは、その行動に依存し、溺れるのです。 

暴力や虐待、それが自分に向かうリストカット、買い物、わざと自分を罰してもらうた

めの万引き、さらには恋愛も含めた人間関係などにも依存することがあります。それらを

嗜癖行動と言います。 

嗜癖（addiction）に陥りやすい、すなわち依存（dependence）を起こしやすい行動を次

の表にまとめてみます。 
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   依存を起こしうる行動 

仕事   勉強・運動  拒食・過食 

飲み屋がよい  世話焼き  買い物 

ギャンブル  人間関係・恋愛 万引き 

ゲーム   セックス  リストカット 

暴力・虐待  携帯・メイル  抜毛（ばつもう） 
痴漢・のぞき  インターネット おっかけ 

 この表の左列にあるものは男性が陥りやすいもの、右列は女性が陥りやすいものです。

しかしそれらは明確に分けられるものではありません。パチンコにおぼれて子どもを忘れ

てしまう女の人たちが出てきていますし、拒食や過食の男性も、まだ少数だけれど、まち

がいなく増えてきていると感じられ、どちらが多いかというだけです。アルコールも含め、

これらの行動は合併して出てくることもよくあります。 

これらの行動がすべて依存だというのでは決してなくて、ふつうに行われれば全く正常

というものもたくさんあります。仕事なんかはその典型で、仕事に熱中するというのはす

ばらしいことです。しかし例えば男が、意識するにせよ無意識のままにせよ、家族のやや

こしいことはすべて奥さんに任せ、それから逃れるために没頭しているなら、それは依存

で、それから逃れるのが難しくなります。女性も責任ある仕事を受け持つことが多くなっ

てきていて、それだけ仕事依存の女性も増えてきています。世話焼きだってそうで、人の

世話をしていないと落ち着かないという状態になると依存です。 
まとめてみますと、依存というのは、本来は快楽であったり利益を与えるはずものが不

安を一瞬忘れるためだけの行動に転化されてしまって、そのためによけいに苦しくなるけ

れど離れられないというもので、この点で、これらの行動はアルコールを飲むことや麻薬・

覚醒剤などの薬に溺れるのと全く同じなのです。 

アルコールだって麻薬・覚醒剤だって、最初は飲んだり注射したりしたときの気分を楽

しむためだったでしょう。だけど、典型的なアルコール依存の人になると、それは酔って

解放された気分を楽しむために飲むのではなくて、ただその時の不安やむしゃくしゃする

気分を忘れたくて、だから強い酒を一気にあおります。酒に酔っていないと、とても生き

ていけないのです。酒がないだけで不安になるくらいです。 

過食症の人の食べるのはこれと全く同じです。先ほど言ったように、不安、恐怖をやり

過ごすために食べるほかないのです。だけど、それで生き延びられるなら、やってもかま

わない、過食だってリストカットだって、やって生き延びようと私は伝えたい。生き延び

てさえいれば、生きていて良かったと思えるときが必ず来ます。そのことを私は、「生きて

てよかったです」と言ってくれた人がたくさんいる、そんな経験で知っています。（ただし、

薬物は生き延びる前に体も脳も傷んでしまいますから、絶対にやめなければならないので

すが。） 
 
不安という時代の空気：鋭い感受性ゆえに 

私もパソコンのゲームから離れられなくなることがありました。自分の生き方に行き詰

まりを感じて、これから先どのように生きるか迷っていた頃でした。ゲームが終わって「も

う一度やりますか？」と質問が出たら、自分の意志と関係なく、意識する前に yes を押し

てしまっていました。やればやるほど苦しくなることはわかっているのにやめられないの

です。（ただ、これは依存寸前ではありますが、本当の依存ではありません。なぜなら、そ

うやって時間を使ってしまっても、何とか「まあ、いいか。まあしょうない。明日がんば

ろう。」と自分に言ってやれたからです。本当の依存の人はそう言えずに、自分を責めるば

かりなのです。） 

それにしても、なぜこんな行動に依存を起こすことになるのでしょうか。 

この拒食、過食などの行動に依存してしまうことになる、その根源にあるものは「不安」

であると私は考えています。農家の息子は農業を継ぎ、商家の息子は商売を継ぐ、女の子
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たちはお母さんと同じように嫁に行き子どもを産んでお母さんになる、といった生き方に

何の疑問も感じなかった時代にはこのような摂食障害はありませんでした。 

今は、農業だって商売だって、それを継いでもこの先それで生きていくのは相当に難し

い時代です。サラリーマンの息子だって同じです。父親が会社員になったとき、それは原

則として終身雇用でしたから、少し努力すればみんな中産階級になれました。しかし、そ

のような日本のシステムはあっという間に崩壊しました。今は会社に就職しても、その会

社がいつつぶれるかわからない。それどころか、正社員になることが難しく、派遣という

名の非正規労働にしか就けない人も多い。そのような中で未来に対する希望をつなぐこと

は難しく、心を癒してくれる温かい人間関係も持てなかった人は、復讐の思いを込めて他

の人を巻き添えにして自分の人生を終わらせようとすることだって起こりえます。昨年６

月の秋葉原無差別殺傷事件はその典型です。 

女の子にとっての状況もつらいです。女だって仕事を持って自立して生きるべきだとい

う考え方が一般的になり、メディアは理想的な女性として仕事を持ってはつらつと生きる

キャリアウーマンに対する憧れをかき立てます。一方、「やっぱり女はかわいくなくちゃ」

とか、「女は子どもを持って一人前だ」などという男たちは相変わらず多い。今、政治や経

済の中心にいる男たちはほとんどそうで、男女共同参画社会の責任者である厚生労働大臣

が「女は子どもを産む機械」と発言する始末です。若い男たちだってそんな都合の良い女

を求めるかもしれません。女の子たちはそんな矛盾する二重の縛り（ダブルバインド）に

苦しみます。素直に自分の母親と同じように結婚して子供を産めるでしょうか。 

そのように、今、若い人たちにとっては父親も母親も人生のモデルになりにくい、大き

な変革の時代です。そして、立て前上は自由が拡大されて欲望はふくらませられる、その

一方で、その欲望を自分の能力が保証してくれるかどうか全くわからない、そんな中でど

う生きるべきかどころか、どうなら何とか生きられるのかも見えにくい。そんな不安をか

かえて現代の人は生きざるをえないのです。経済状況がこの不安を大きくしますが、景気

が良かったときも、時の首相が日本の競争力を優先する政策でそれが維持したために経済

格差が拡大し、大多数の人にとって不安感は強くなるばかりです。 

そんなふうに、不安というこの時代の空気の中で現代人は生きています。しかし、鈍感

な人間にはそれは感じられないし、感じられても感じていないふりをして生きる人もいま

す。けれども、鋭い感受性を持っている人ほどそれを強く感じてしまうし、人生に誠実に

向かい合う人ほどそれに苦しむことになります。実は、過食症などに苦しむ人というのは、

この感受性が豊かで、しかも誠実に生きようとする、非常にすぐれた性質の人なのです。

過食症などの人は決しておかしい人なのではない、すぐれているゆえに見え、ごまかせず

に苦しんでいるのだということを、本人自身も、友達や家族や学校の先生などの周りの人

も、ぜひとも理解してください。このことが、私が強く訴えたいことの一つです。 

 

家族というシステムの中の３歳の子 

ともかくも、大人たちはその不安を言葉にして発することによってある程度解消するこ

とができます。アルコールやカラオケだってあります。他にも方法はあって、私の友人の

商社マンは若かった独身の頃、イライラした気分がたまると、わざと酔っぱらって街で弱

そうな男に喧嘩をふっかけて殴る、と言っていました。繁華街でやりますから警察に連れ

て行かれますが、警察も酔っぱらいのけんかに一々関わっておれず、留置場に一泊すれば

解放で、彼はそのためにシャツやネクタイの替えを持って行くという確信犯でした。 

しかし、子どもたちはそんな不安を何とか処理する手段としての言葉や行動力を持って

いません。若い親たちが不安をかかえていると、その不安は必ず小さい子どもたちに伝わ

りますが、子どもたちがその不安を心にかかえながらも無事に生きていけるのは、母親、

父親というしっかり守ってくれる信頼できる存在を持っているからです。 

例えば 2－3 歳の子どもと公園に遊びに行った時を考えてみてください。その頃の子ども

は好奇心が強いから面白そうなものを見つけるとたたたっと走り出し、ふと不安になって
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振り返ってお母さんの存在を確かめる、そこににこっとほほえんでくれるお母さんを見つ

ければ、それはちゃんとあなたを見ているよという信号ですから、また安心して走り出す、

そのようにして人は独立へと成長していきます。 

しかし、お母さんが例えば大都会の孤立した家族の中で一人で子育てに苦しんでいたり、

夫や姑との関係などで苦しんでいたりして、その時に子どもにほほえんであげられなかっ

たらどうでしょうか。そのような状況で、心にかかえたことを言語化して処理できない子

どもの時にしっかり守ってくれる存在を持てなかったとしたら、人はかかえた不安をひた

すら心の中に押し込めていかざるを得ないでしょう。 

 こんなふうに言うと、直接に子どもに接する役目を負うことの多いお母さんたちは、自

分が悪かったのだとひたすら自分を責めることがあります。しかし、母親だけが悪いとい

うことは絶対にありません。お母さんをそのような状態に追い込んでいるまわりの家族、

その両親など、家族全体のことを考えなければなりません。まだまだ男社会が残る中でお

父さんの方が原因のことも多く、過食症などの行動への依存は子どもの頃の家族システム

の異常状態がもっとも大きな要因となって作られるものであると考えられます。 
どのような異常がこれを作るかは、両親の不和や離婚、特に虐待などの暴力の介在、子ど

もに対する過剰な厳しさ、兄弟姉妹の間の差別、過剰な期待など、家族によってすべて違

っています。強すぎる愛情も問題で、その愛情が自分から離れていくようなら知らないわ

よとただ引き寄せるものだったり、あるいは子供のためと言って親の考える幸福を押しつ

けたりするものであるとしたら、やっぱり子どもを不安にさせ、縛ります。いずれの場合

も、子供が守られるべき時に守られていない、甘えさせてもらうべき時に甘えさせてもら

えていないことがおおもとのところにあります。 

 

身体あるいは行動で表現される不安 

このように育ってきた中で蓄積された不安はその人の存在をおびやかし、そうなるとひ

たすらよい子として振る舞って受け入れてもらわなければ生きていけないことになります。

この子たちは種々の問題を出し始めるまで、あるいは問題が起こり始めていてもそれを押

し隠して、本当によい子のことが圧倒的に多いのです。問題が隠せなくなって表に見え出

すと、あんなよい子たちが何で？と思われてしまうのですが、それはそのように本当の自

分を殺してしか生きられなかったのであって、種々の問題行動はそれまでの育ち方に異議

を唱え、やっと自分を主張し始めた、独立戦争の始まりです。 

そのように自分を殺しながら生きてきた中では、どのような場合には人を信用してよい

か勉強できません。そうすると、成長して言語能力は発達した後もその蓄えられた不安を

言語で表して人に伝えることに心は自分でストップをかけ、その結果としてそれを体や行

動で表現せざるを得なくなって出てきた問題が、ある種の心身症やこの拒食・過食といっ

た行動への依存です。 

例えば、不登校の小学生たちが登校時間になると腹痛を起こすことがあります。あれは

本当に痛いのです。それを学校へ行きたくないための仮病（医学用語では詐病といいます）

と決めつけると、子どもたちは絶望を深めるほかありません。中学生くらいになると過呼

吸症候群を起こしたりします。さらに知的レベルが高くなると身体的な病気に逃げられな

くなって、行動で示す他なくなります。いわゆる非行にはこのような不安の表現である場

合もありますし、そこで反社会的行動でお母さんたちを悲しませたくないという思いが強

ければ、女の子たちは拒食・過食にしか行くところがないのだと、私には感じられます。 

 

低い自己評価→頼れるのは数字だけ 

そのように心に不安が蓄積するのは、「三つ子の魂、百まで」という、２－３才の最初の

（無意識な）独立の衝動が生じた頃から思春期までの育ち方が大きく関係しています。そ

れも、おりこうさんにしたらとか、あるいは美人だからとか家の跡取りだからといった、

理由や条件があるからではなく、ただあなたがそこにいるからということで守られかわい
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がられる必要があるのです。無条件に世話を受け甘えさせてもらえる時期を持てないと、

人は自分を褒めてあげられない、自分の存在を自分できちんと評価できないようになりま

す。私達はそのような状態を「自己評価が低い」と表現します。そうなると、親からの本

当の独立が迫る思春期以後、強烈な不安に襲われるのです。 

 このように自己評価が低いと、自分の考えは信用できないし、それゆえ他人の評価を過

剰に気にするけれど、親をはじめとする他人も信頼できなくなってしまっているから、い

きおい客観的な数字で出てくるものに頼る他はなくなってしまいます。中学・高校時代に

は試験の成績なんかがこの数字を与えてくれる人もいます。しかし、大学に入ったり仕事

に就くとそれは頼りにならなくなり、女性の場合に頼れるものは体重しかなくなると、ダ

イエットが拒食症へとつながっていきます。 
 頼れる数字が何もないと、引きこもるほかない人もいるでしょうし、オーム真理教など

の現実を超越した説に陶酔するかもしれません。心に積もったものがあるところで一気に

爆発する人もいるでしょう。成績に頼れなくなった有名進学校の生徒が、全てを一気にリ

セットしたかったのでしょう、家に放火して義理のお母さんと妹が亡くなるという痛まし

い事件がありました。 
 

この時代をどう生きるか 

 先ほど話したように、不安という空気の立ちこめるこの時代、多くの若い人達が生きづ

らさを抱えてしまっていると感じます。そんな中で、諸君はこれからどう生きればいいの

でしょうか。特に、本当はすばらしいところをいっぱい持っているのにそれを自分で認め

られない低い自己評価を持ってしまった人達はどうすればいいのでしょうか。 
 そこで生きていけるようになるためには、自分もここにいていいのだという感覚を与え

てくれる場所や人間関係が必要です。では、どのようにすればその感覚を得ることができ

るでしょうか。 
 それには心の中をきちんと言葉にして、自分にとって大切な人達に伝えることからはじ

めなければなりません。家族だったら、彼・彼女だったら、言わなくてもわかってよ、と

いうのは単なる甘えです。どんな場合でも、例えばつらい気分は雰囲気で伝わっても、な

ぜ、何がつらいのかは言葉にしなければ絶対に伝わりません。 
 言葉にすればそれは相手に伝わり、その思いを受け取ってもらえたことがわかれば、こ

こにいていいのだという感覚が生まれ、それによって少しずつ自己評価を高めていけます。

伝えたものが何かの要求であっても、それが叶えられるかどうかは問題ではありません。

伝えることができた、そしてそれが通じたという感覚が得られればいいのです。 
 そんな心の中を伝えたら、うざったいやつだと嫌がられてしまうのではないかと心配に

なることもあると思います。確かにそのような言葉を受け取れない人もいます。しかし、

相手に対する思いやりも持ちながら誠意を込めて伝えた言葉を受け取ってもらえないとし

たら、その人と一緒にいても苦しくなるばかりで絶対に幸せになれない関係ですから、そ

のような人とは早く別れる方がいいのです。 
 ただしその言葉というのは、ウザイとかキモイとかいった、ただ自分の気分を吐き出す

ためだけの言葉ではなくて、なぜ自分は今そう思うようになっているのかという感情の内

容とその背景、すなわち自分の物語を相手に伝えるものでなければなりません。そのよう

に言葉にして伝えた心を共有してくれる人がいれば、人は生きていけるのです。 
 ここにいる諸君は社会で生きていくための十分な能力を持っている人達だろうと思いま

す。その能力は、諸君を社会的な成功へと導いてくれる場合でも、心安らかに生きていく

ことを保証してくれるものではありません。どうか、自分の心をきちんと自分で言葉にし、

それによって他の人と心の物語を共有できる幸せな関係を作っていってください。それが、

私が 60 年以上を生きた中で得た人生の知恵であり、若い諸君に伝えたいメッセージです。 
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拒食・過食の人達が伝えようとしていること、 

         その人達に伝えたいこと 
 
 
はじめに ： 私はなぜ（何を）話すのか 
 生理学：人間を機械と見てその働きを追求する学問 

→ そこからなぜ心の底をのぞくような摂食障害の人とのかかわりに？ 
 福島お達者くらぶ：摂食障害に苦しむ人たちとその家族の会 
 
拒食症と過食症 
 拒食症（Anorexia nervosa 神経性食思不振症） 
  自分の命を危うくしかねない行動でしか訴えられない事情を抱える 
 過食症（Bulimia nervosa 神経性大食症） 
  食べ物を詰め込んでいる間だけ不安を忘れられる 
 なぜこんながりがりの体型を理想として心に焼き付かせる？ 
 過食 → 理想の体型から外れる → 罪悪感 → 不安とウツ → 食べるしかない 
 
行動への依存という捉え方 
 アルコール・薬物依存との共通点 ： 行動への依存（dependence） 
 嗜癖（addiction）となりうる行動 

仕事   勉強・運動  拒食・過食 

飲み屋通い  世話焼き  買い物 

ギャンブル  人間関係・恋愛  万引き 

ゲーム   セックス  リストカット 

暴力・虐待  携帯・メイル  抜毛（ばつもう） 

痴漢・のぞき  インターネット  おっかけ 

 本来は快楽であったり利益を与えるはずのものが不安を忘れるために転化される 
  それがよけいに不安を強くするために、離れられなくなる 
 
不安という時代の空気 
 社会の変化 → 父親・母親が子どもの生き方のモデルにならない 
  非正規労働にしか就けない中で未来を描けるか ： 秋葉原事件の衝撃 
  女の子にとってのダブルバインド ： 自立せよ vs. かわいい女であれ 
 大きな変革の時代 ＋ 安心して生きられる社会を犠牲にして維持される経済 
  その中で「どう生きるべきか」、「どうなら何とか生きられるか」 
 
子ども時代の不安の蓄積 
 大人は不安を生き延びるために、それぞれに合う手段を持つ 
 不安を処理する言葉も行動力もない子どもは？ 守ってくれる存在が必要 
  それが得られない子どもは、不安を心に蓄積していくほかない 
 
言葉にできない不安の表現 
 不安を言葉で伝えることに心がストップをかける → 体で示すか行動で示すか 
  不登校の子どもの登校時の腹痛、中学生くらいの子どもの過呼吸症候群 
  知的レベルが高くなると体で示せずに、行動で 
 

システムとしての家族と、その中で生じる自己評価の低さ 
 お母さんは自分の育て方が悪かったと自分を責めるけれど、問題はそれだけ？ 
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 システムとしての家族全体のどこかにおかしいところがある 
  どこがおかしいかは家族によって異なる 
  子どもが甘えさせてもらうべき時に甘えさせてもらえていない 
 ２－３歳から思春期までに不安が蓄積すると、自己評価が低くなってしまう 
 
独立戦争の中の思春期：優れた人ゆえに 
 よい子だった子ども：自分の願望を殺し、大人に受け入れてもらって生きてきた 
  思春期の独立の衝動がそれに異議を唱え、問題行動で独立戦争を始める 
 自己評価の低い人は、自分を信用できないから他人の評価を気にする 
  他人も信用できないから、具体的な数字に頼る：試験の成績や体重など 
 自己評価の低さが嗜癖行動や薬物への依存へと駆り立てる最大の要因 
  みんなが認める天才でも、この不安から逃れられないことがある 
 思春期に人は霧に包まれた谷にかかる一本橋を渡っている 
  鋭い感受性を持った人は、霧を通して谷底が見え、動けなくなる 
  不安を鋭く感じ取り、それをごまかせずに誠実に生きる優れた人ゆえに 
 
苦しさの世代連鎖と、親の仕事 

自己評価の低い人たちの苦しさ・生きづらさは世代連鎖する 
  その連鎖を親が断ち切る ： 母親自身が幸せにならねばならない 

その連鎖を子どもが断ち切る ： 支援者や仲間の力を借りて母と離れる 
 親の３つの仕事 
  子どもを愛し、守る仕事  「母なるもの」の仕事：子どもを抱く 
  社会の掟を教える仕事  「父なるもの」の仕事：万能感を摘む 
  子どもと別れる仕事   子どもの持ち味で生きさせてやる 
 過食も非行も、育ってきた中での言葉にできない不安を訴えるための症状 
  大人はその訴えと元にある不安を聞き取る耳を持たなければならない 
  聞いてくれる耳があり、それが決して裏切らないものだとわかれば 
   言葉で語れるようになり、行動で訴える必要がなくなる 
 子どもをコントロールしたいという欲求は、親自身の不安から生じる 
  大人がその自分の不安に気づき、ごまかさずにそれに向き合う勇気を 
 
拒食・過食の意味の再確認：生き延びるために 
 拒食・過食には２つの意味：訴えるためと生き延びるため 
 不安の中で生き延びるための様々な行動：人を傷つけたり支配したりすることも 
  食べることは人を傷つけなくてすむ一番の方法 
  拒食も生きるため：誇りを持って生きるためにはやせた体が必要 
  リストカットも自分を確認して生きるため 

食べ吐きだってリストカットだって構わない、やってでも生き延びよう 
  生き延びてさえいれば、生きていてよかったと言える日が必ず来る 
 

生き延びるために必要なもの：あたたかい心の触れあいしかない 

 （ちょっと気分を変えて）脳科学の進歩の話を：心とは脳の働きそのもの 
  脳内で働く物質の研究は神経疾患、精神疾患の治療を大きく変えてきた 
 しかし、心の傷に基づく苦しさは薬では治せない 
  それでも薬は役立つ：心を少しでも落ち着けて、自分を見る余裕を作る 
 人の心を癒すものは、人と人とのあたたかい心の触れあいしかない 
  自分はここにいていい人間なのだと感じられる場所と人間関係が必要 
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あたたかい心の触れあいのために：言葉を、物語を！ 

 （また話しがずれるけれど）中高年の自殺者は男性に多い：言葉にできないから 
  感情や、物語を共有してくれる人がいれば生きられる 
 拒食・過食の人達の物語は傷ついてきた歴史であり、封じられていて話せない 
  しかし、その切れ切れの思い出をつなぎ合わせて物語として話す 
  話さないとなぜ不安なのかは伝わらない 
   「言わなくてもわかってよ」は甘えで、人間関係を壊す 
  安全な場所で話すことで、受け止め、共感してくれる人が必ずいる 
 今まさに苦しんでいる人に持って欲しいこと 
  傷ついてきた歴史の物語を見つめる勇気と、それを言葉にする智恵 
  そして、それを受け取ってくれる人に伝える少しだけの勇気 
 

まとめとして：どのように受け止めるか 

 本当の病気は、人に気を遣うばかりで、本当の自分を出せないこと 
  本当の思いは「私の苦しさをわかって、私の方を向いて、私を愛して」 
  逆説的な言葉や行動で、こんなことをしても見捨てないか試している 
 不安を受け止め、あたたかい心のつながりを回復させてあげたい 
  信頼してよい人がいることを教えてあげたい 
  しかし、「他の人なんか信じない」という拒否が心に根を張っている 
 絶対的な治療法はない：同じように見える人でも、みんな違っている 
  抱きとめてあげるべき時も、突き放してただ見守ってあげるべき時も 
 治してあげようとするのではなく、そのままを受け入れ、時間をかけて見守る 
 
 
はじめに：私は何故（何を）話すのか 

 私は医科大学の教師をしていますが、所属は生理学という部門で、それが本来の専門で

す。生理学というのは、人間を機械として見て、体やそれぞれの臓器がどのように働いて

いるか、それがどのように調節されているかを追求する学問分野です。その前に８年間、

医師として働いていましたが、その時も麻酔科や集中治療室という、まさに人間を機械と

して、それが壊れないように、どのようにその状態を維持するかに心を配る部門にいまし

た。いずれにしても人間を機械としてみる仕事をしてきたわけです。 
 しかし、今日話させていただくのはそんなこととは全く逆に、人間を機械としてみたの

では何も解決しないような、心の奥底をのぞくようなことと言えます。生理学者である私

がなぜそんなことに関わるようになったかと言いますと、教えていた学年にいたひどい過

食症の学生に支援を頼まれたことがあり、その学生と深く関わって、人の心とは何と奥深

いものか、と言うより、何と怖ろしいものかと思い知らされ、打ちのめされたからです。

人間は 40 年ほども生きると、世の中とか人間とかがわかったようなつもりになっていた、

そんな自信めいたものを、彼女によって根底からうち砕かれました。 
そこから新たに勉強して、今は精神科の医師や看護師の有志の人たちと一緒に、拒食症・

過食症の人たちの会の世話をしています。その会は「福島お達者くらぶ」という、老人く

らぶのような名前なのですが、これはその会のメンバー本人たちが付けたもので、創設か

ら 17年になります。私達スタッフが世話をしていますから自助グループではありませんが、

10 年以上続いている会というのは東京や大阪といった大都会以外にはほとんどなく、それ

なりに頑張ってきたのだと思っています。 
 福島お達者くらぶで私は家族ミーティングの司会をしたり、会報の編集をしたりしてい

ますが、そのミーティングや、私自身も自分の大学の学生を中心に深く関わってきた人達

から聞いてきたこと、そこで考えたことをこれから話させていただきたいと思っています。

過食症はこの十数年、非常に増えてきていて、すなわちこの現代を象徴していると言えま
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すから、過食症を通してこの時代というものを考えてみることにもなるかと思います。 
 
拒食症と過食症 

さて、我々人間は調理法や味付けを発明して、食べ物がおいしくなりました。特に砂糖

という甘味料をふんだんに使える現代人にとって、食べることは快楽であり、普通の人は

食べることに快感ないしは安心感くらいは持つでしょう。強いストレスの中で生きざるを

得ない現代人は、無意識のうちに食べることの快楽をストレス解消に使ったりしますから、

つい食べ過ぎて糖尿病や動脈硬化といった生活習慣病に陥りがちです。 

しかし、まず最初にわかっていただきたいのは、過食症の人たちの食べるという行動は、

普通の人たちが快楽のために、あるいはそこまで行かなくても生命維持のために食べる、

というのと全く違ったものであることです。 

同じように、拒食症の人が食べないのも、普通の人が美しくなるためにダイエットする

というのと全く性質の違った行動です。拒食症の人たちは食べることの快感・安心感を拒

否してしか生きられない、それもそれを言葉にして訴えることができない、本人もはっき

りと意識できていない事情があって、その心の底にあるものを、自分の命を懸けたような

拒食という行動でしか訴えられないのです。 

過食症の人たちも心の中は拒食症の人と同じですが、拒食の人たちとは逆に異常にたく

さん食べるという行動をとるのは、食べている時だけその行動が不安を忘れさせてくれる

ために止められなくなったのです。ある女性は「私は今、生きているのが怖いんです。次

に息を吸わなければならないと思うと、それさえも怖い。その怖さは食べ物を詰め込むこ

とでしかやり過ごせないんです。」と言っていました。 

拒食症の時は、脳の摂食中枢はもう麻痺して働かなくなっているので空腹感に悩まされ

ることもなく、自分が理想とするほっそりとした体型に近づいていきますから、周囲の心

配をよそに本人は元気で、栄養失調で動けなくなる直前まで過剰なくらいに動き回る人も

います。（ちなみに、なぜこんながりがりの体型を理想と思い描くのかは、やせた人を美人

とする傾向の強いメディアが創り上げた文化の影響は大きいのだろうけれど、それだけで

は説明できないし、ふっくらした大人の女性になっていく成長の拒否などとも言うけれど、

それでは説明できない人たちも多くて、私としてもいろいろ考えることはありますが、時

間の関係でこれ以上触れずに謎のままおいておきます。） 

しかし、一転して過食症になると、それは食べたくて食べているのではなく、ただ不安

が起こす衝動に突き動かされて食べるのですが、食べるとどうしても体重は増えて理想の

体型からはずれる（あるいはそれを恐れる）ために、食べることがより強い罪悪感を伴っ

て落ち込み、拒食の人よりもはるかに強い苦しみの中にのたうち回ります。それから逃れ

るためにも食べることしかなく、指でのどを刺激して戻すことを覚えると、食べ吐きはセ

ットになって、疲れて動けなくなるまで繰り返されることになります。 
私達の世代には忘れられない歌声を聞かせてくれたカレン・カーペンターは中枢性催吐

剤まで使うようになり、それで電解質バランスが狂って、ある日突然心臓が止まったと聞

きました。私もそのようにして突然亡くなった人を身近に見ています。血液中のカリウム

イオン濃度が低下するのが直接の原因です。過食・嘔吐が激しい人は、どうか病院に行っ

てカリウムイオンのチェックだけはしてください。 
 

行動への依存 

このように、快楽であるべきものが不安を一瞬忘れるためだけの行動に転化されてしま

って、そのためによけいに苦しくなるという点では、この異常な過食という行動はアルコ

ールを飲むことや麻薬・覚醒剤などの薬に溺れることと共通するところがあります。アル

コール依存の人がアルコールを飲むというのは、酔って気分がよくなるのを楽しむために

飲むのでは全くなくて、今の苦しさや不安や恐怖やムシャクシャする気分を忘れるために

飲むのであって、だから強い酒を一気にあおります。アルコール以外の薬物だって、この
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点では同じでしょう。 

さらには、薬物でなくても、ギャンブルから抜け出せなくなるのも同じです。それはギ

ャンブルの興奮やスリルを楽しんでいるのではありません。馬が走っている間だけ、パチ

ンコの玉が踊っている間だけ、この世の煩わしいこともすべてを忘れることができる、し

かし生活はよけいに苦しくなって不安は増し、それ故によけいにそこから離れられなくな

って溺れていき、それに依存してしまうことになるのです。 

依存を起こしやすい、すなわち嗜癖となりやすい行動を表にまとめてみました。そこにあ

るように、暴力や虐待、それが自分に向かうリストカット、わざと自分を罰してもらうた

めの意味もある万引き、買い物、さらには恋愛も含めた人間関係や世話焼きなどにも依存

することがあります。 

ギャンブル  勉強・運動  拒食・過食 

ゲーム   世話焼き  買い物 

暴力・虐待  人間関係・恋愛 万引き 

飲み屋がよい  セックス  リストカット 

痴漢・のぞき  携帯・メイル  抜毛（ばつもう） 

仕事   インターネット おっかけ 

この嗜癖行動の表の左にあるものは男性が陥りやすいもの、右は女性が陥りやすいもの

です。しかしそれらは明確に分けられるものではありません。パチンコに溺れて子どもを

忘れてしまう女の人たちが出てきていますし、拒食や過食の男性もまだ少数だけれどまち

がいなく増えてきていて、男女のどちらが多いかというだけです。今はこの真ん中の列に

ある携帯電話、メイル、インターネット、出会い系サイト、といったものが加わりました。

これらの行動はアルコールを含めて合併して出てくることもよくあります。 

これらの行動がすべて依存だというのではけっしてなく、ふつうにおこなわれれば全く

正常というものもたくさんあります。仕事などはその典型で、仕事に集中するというのは

大切なことだと思います。しかし、それが意識しているにせよ無意識のままにせよ、例え

ば男が家族のややこしいことはすべて奥さんに任せて、それから逃れるために没頭してい

るなら、それは依存で、それから逃れるのが難しくなります。女性も責任ある仕事を任さ

れるようになって、女性の仕事依存も増えています。 

まとめ直してみますと、依存というのは、本来は快楽であったり、利益を与えるはずの

ものが、そのときのつらさや不安を忘れるための行動に転化されてしまって、そのために

よけいに苦しくなってますます離れられなくなるもので、これはまさにアルコールや麻

薬・覚醒剤などの薬物に溺れることと同じです。 

しかし、拒食・過食はアルコールや覚醒剤と大きく違っているところがあると、私は感

じています。アルコールは飲めば酩酊して、面倒なことを忘れさせてくれます。覚醒剤な

ら一瞬にしてそうなります。薬剤でなくても、ギャンブルは非常に大きな興奮を起こして、

それが面倒を隠してくれます。すなわち、それによって現実から逃げていると言える面が

あるでしょう。しかし、生命の危険を賭けなければいけない拒食、吐くという苦しさに耐

えなければいけない過食、さらには実際に痛みに耐えなければいけないリストカットなど

は、最初にも言ったように生き延びるための行動であり、それによって襲いかかってくる

不安に満ちた現実と闘っているのだ、ただ逃げているのとは違うと、私は深く関わった人

たちを見ていて感じます。その人たちを見ていて、私は傷ましさと同時に、そうしてでも

生きようとする、その勇気に対する称賛の思いも持っています。 

 

不安という時代の空気 

実は、私もパソコンのゲームから離れられなくなったことがありました。人生に行き詰

まりを感じ、これからどう生きるかの選択に迷っていた頃でした。ゲームが終わって「も

う一度やりますか？」と質問が出たら、自分の意志とは関係なく Yes を押してしまってい

ました。最後は目が血走ってきてもやめられないときさえある。やればやるほど苦しくな
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ることはわかっているのにやめられない。自分でこれはもう嗜癖行動だとわかってもいる

のに、それでもやめられない。なぜこんなことになるのでしょうか。 

このような行動に依存してしまうことになる、その根元にあるものは「不安」であると

私は思っています。農家の息子は農業を継ぎ、商家の息子は商売を継ぐ、女の子たちはお

母さんと同じように嫁に行き子どもを産んでお母さんになる、といった生き方に何の疑問

も感じなかった時代には、例えば過食症はありませんでした。今は、農業を継いでも農産

物の輸入の自由化などもあって、それだけで食べていくのはかなり困難です。商売も、い

くら町の一等地の老舗だって、大資本が郊外に大きな店を作ったらおしまいです。 

 ふつうのサラリーマンの息子も、父親と同じように生きることは難しい時代になってし

まいました。父親は会社員になったとき、大部分の人は終身雇用であり、それゆえ少し努

力すれば誰もが中産階級になれました。親は、自分たちが生きてきたように、そのような

安定した暮らしを子供にもと望むでしょう。しかし、その日本のシステムはあっという間

に崩れ去りました。今は会社に就職しても、その会社がいつつぶれるかわからず、定年ま

での数十年も存続するのは奇跡かもしれません。それどころか正社員になること自体が難

しく、派遣という名の非正規労働にしか就けない人も多い。そのような中では自分の未来

を描くことは難しく、そこで心を癒してくれる温かい人間関係を得られない人は自暴自棄

になって、世の中に対する復讐の思いを込めて、人を道連れにして自分の人生を終わらせ

てやろうと考えてしまうことだってあります。それが最も象徴的に現れたのが昨年６月の

秋葉原無差別殺傷事件でしょう。 

女の子にとっての状況はもっとつらいかもしれません。女だって自立して生きるべきだ

という考え方が一般的になり、テレビドラマは理想的な女性として、仕事を持ってはつら

つと生きるキャリアウーマンに対する憧れをかき立てます。その一方で、やっぱり女はか

わいくなくちゃとか、女は子どもを持って一人前だなどと言う男たちは相変わらず多い。

特に政治や経済の中枢で力を握っている男たちほどそうかもしれません。男女共同参画社

会推進の責任者である厚生労働大臣が「女は子供を産む機械」と発言したことがあるよう

な状態です。若い男たちだってそんな都合のよい女性を求めます。女の子たちはそんな二

重の縛りに苦しみます。素直に母親と同じように結婚して子供を産めるとは思えません。 

そのように、今、若い人たちにとっては父親も母親も人生のモデルになりにくい、大き

な変革の時代です。そして、立て前上では自由が拡大されて欲望はふくらませられるけれ

ど、その欲望を自分の能力が保証してくれるかどうか全くわからない、そんな中でどう生

きるべきか、どころか、どうなら何とか生きられるのかという不安をかかえて現代の人は

生きざるをえないのです。 

バブルの時代はただ眼をつぶって突っ走っていたら何とかなりました。倒れたって、ま

た立ち上がって走り出せたのです。しかしバブルがはじけて以来、この不安は誰の目にも

明確になってきました。経済は立ち直り、景気は好調だと言われていた数年間だって、そ

の好調さは経済格差の拡大で維持され、時代の空気からこの不安感が消える様子はなかっ

たのに、リーマンショックの経済危機でこの不安はまた一気に増大してしまいました。 

 

子ども時代の不安の蓄積 

大人たちはその不安を言葉にして発することによってある程度解消することができます。

アルコールやカラオケだってあります。他にも方法はあって、私の友人の商社マンは、若

い独身の頃、イライラした気分がたまると、わざと酔っぱらって街で弱そうな男に喧嘩を

ふっかけて殴る、と言っていました。繁華街でやりますから警察が来ますが、酔っぱらい

のケンカにいちいちかかわっておられず、留置所に一晩泊められれば翌朝には釈放で、彼

はそのためにネクタイやシャツの替えを持っていっていましたから、確信犯です。 

そのように、大人はそれぞれに合う生き延びるための手段を持てます。しかし、子ども

たちはそんな不安を何とか処理する手段としての言葉や行動力を持っていません。若い親

たちが不安をかかえていると、その不安は必ず小さい子どもたちに敏感に伝わりますが、
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子どもたちがその不安を心にかかえながらも無事に生きていけるのは、母親、父親という

しっかり守ってくれる信頼できる存在を持っているからです。 

例えばお母さんが２－３歳の子どもと公園に遊びに行った時をイメージしてみてくださ

い。その頃の子どもは好奇心が強いから面白そうなものを見つけるとたたたっと走り出し、

ふと不安になって振り返ってお母さんの存在を確かめる、そこににこっとほほえんでくれ

るお母さんを見つければ、それはあなたをちゃんと見てますよという合図だから、子供は

また安心して走り出す、そのようにして子どもは育っていきます。 

しかし、例えばお母さんが、子どもができたからやむを得ず仕事をやめたけれど、自分

はおしめを洗う毎日なのに夫は仕事だ付き合いだと言って毎日午前様、その中で誰の支援

もなく孤独に思うようになってくれない子育てに苦しんでいたり、あるいは同居している

舅・姑にいびられているけど夫は全く自分の味方になってくれないなど、絶望感や怒りを

抱えていたりして、その時に子どもにほほえんであげられなかったらどうでしょうか。私

はそんなお母さんを責められません。しかし、そのように、心にかかえたことを言語化し

て処理できない子どもの時にしっかり守ってくれる存在を持てなかったとしたら、人はか

かえた不安をひたすら心の中に蓄えていかざるを得ないでしょう。 

 

言葉にできない不安の表現 

そして、そんなふうに育てば、どのような場合には人を信頼してよいか勉強できなかっ

たことによって、成長して言語能力は発達した後も、その蓄えられた不安を言葉にして人

に伝えることに心は自分でストップをかけ、その結果としてそれを体や行動で表現せざる

を得なくなったものが、心身症やこの拒食・過食といった行動への依存でないだろうかと

私は考えています。 

小学生なら身体的な病気に逃げ込みます。例えば、不登校の子供が登校時刻におなかが

痛くなるのは、本当に痛いのです。決して仮病（医学的には詐病と言います）ではありま

せん。それが仮病でないことを私はアルツハイマー病が進行し始めて感情が子供返りした

母親で知らされました。母は一人暮らしが難しくなって、私の妹、母にすると実の娘と暮

らすようになりました。ところが、母－娘というのは遠慮がなくてしょっちゅう衝突する。

そうすると母は「もう私はこんなところで暮らしていられない」と荷物をまとめるのです

が、次の朝、出て行こうとする時間になるとみごとに腹痛や腰痛が出るのです。腹痛の時

には実際に下痢をする、だから本当に腸が動いていて痛いのです。 

脱線しますが、その母親について少し追加しますと、妹の方が燃え尽きて体を壊し、５

年前から母は私たちのところに来ました。私たちはその母をそのまま受け入れたら母親は

不安も怒りもほとんど出すことはなくなってきて、今はよい施設に入所できて、私は日曜

ごとにゆっくり話しに行っていますが、安心して穏やかに暮らしています。ありのままを

受け入れることは、過食の人達に教えてもらってきたことで初めてできたことです。私は

もともと非常にコントロール欲求の強い人間だったのですが、「ああしなさい、こうしなさ

い」と伝える、あるいは無言でも「こうしてほしいなぁ」という思いを極めて感受性の高

い人たちに感じ取らせることでコントロールしようとすることが、その人たちを縛り付け、

不安にするのだということを深く勉強させてもらったのです。 

話を戻します。蓄積した不安は、中学生くらいになると、腹痛のような自律神経症状で

はなく、脳が関係して過呼吸症候群などを起こすことが多くなります。しかし、知的レベ

ルが高くなるほど、そのような身体的な症状に逃げられなくなって、行動で示す他なくな

ることが多いのだと私は感じています。いわゆる非行の中にはこの不安の表現であるもの

もあると感じますし、お母さんたちを反社会的な行動で悲しませたくないという思いが強

ければ、女の子たちは拒食・過食にしか行くところがないのだと、私は思っています。 

 

システムとしての家族と、その中で生じる自己評価の低さ 

こんなふうに言うと、直接に子どもに接する役目を負うことの多いお母さんたちは、自
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分が悪かったのだとひたすら自分を責めることがあります。しかし、お母さんが自分で責

任を背負い込んでも何もよくなりません。子どもはお母さんをそんな苦しい状態に追い込

んでいる自分自身を責めていることが多いからです。そして、それよりも何よりも、悪い

のは決して母親だけではないのです。母親をそのような状態に追い込んでいるまわりの家

族、その両親など、家族全体を考えなければなりません。まだまだ男社会が続いている状

況では、父親が母親をそのような状態に追い込んでいることも多いと感じます。 

だから私は決してお母さんを責められません。お母さんだって否応なくそんな状態に追

い込まれて苦しんでいるのですから。そんな周りの事情を考えようともせず、「母親の育て

方が悪い」などと言って、さらにお母さんを苦しめる医者がいるのも困ったものです。そ

んな医者は、子供の苦しさの本当の由来を理解できていないのです。 

とにかく、家族を一つのシステムと考えた時、過食症などの行動への依存は子どもの頃

の家族システムの異常状態がもっとも大きな要因となって作られるものであると考えられ

ます。どのような異常がこれを作るかは、両親の不和や離婚、特に虐待などの暴力の介在、

子どもに対する過剰な厳しさ、兄弟姉妹の間の差別、過剰な期待など、家族によってすべ

て違っています。強すぎる愛情も問題で、その愛情が、自分から離れていくようなら知ら

ないわよとただ引き寄せたり、お父さんと別れたいのだけれど…ちゃんのために我慢する

わねと言ったり、（もっとよく見られるのは）親が考える道にレールを引いて子供が自由に

生きることを許さないものであるとしたら、やっぱり子どもを縛ります。いずれの場合も、

子供が守られるべき時に守られていない、甘えさせてもらうべき時に甘えさせてもらえて

いないことが大元のところにあります。 

このように、心に不安が蓄積するのは、百まで続く三つ子の魂という、２－３才の最初

の（無意識な）独立の衝動が生じた頃の育ち方が一番大きく関係しています。そのころか

ら少しずつ弱くなりながら思春期までに、自分がここにいていいのだという感覚を得られ

るように育ててもらえたかどうかで決まってきます。それも、家の跡取りだからとか、言

うことを聞いた、おりこうさんにしたからとか、あるいはかわいいからとか成績がよいか

らといった、理由や条件があるからではなく、ただあなたがそこにいるからということで

守られかわいがられる必要があるのです。無条件に世話をうけ甘えさせてもらえる時期を

持てないと、人は自分を褒めてあげられない、自分の存在を自分できちんと認められない

ようになります。私達はそのような状態を「自己評価が低い」と表現します。そうなると、

思春期以後、強烈な不安に襲われるのです。 

 

独立戦争の中の思春期：優れた人故に 

 小さな子どものころはひたすらよい子だった人たちもいます。しかしそれは、育ってき

た中で蓄積された不安がその人の存在をおびやかし、そのためひたすら自分の願望を殺し、

よい子として振る舞って受け入れてもらわなければ生きていけなかったからです。その人

たちが思春期になって様々な問題行動を起こし、あんなよい子が何故？と思われてしまう

ことがあるのですが、それらの行動は、それまでが本当の自分を殺してしか生きて来れな

かったのであって、思春期の独立の衝動がそれまでの従属の生き方に異議を唱えさせ、そ

の結果やっと自分を主張し始めた独立戦争なのです。 

そのような自己評価が低い人たちは、自分の考えは信用できないし、それゆえ他人の評

価を異常なくらい気にするけれど、親をはじめとする他人も信頼できなくなってしまって

いますから、いきおい具体的な数字で出てくるものに頼る他はなくなってしまいます。私

が見ている医学部の学生たちのように中学、高校時代には試験の成績がこの数字を与えて

くれる人もいます。しかし、成績なんて大学に入ったり、ましてや社会に出たりしたら何

の頼りにもならなくなり、そこで体重とか食べ物のカロリーとかいった数字が評価を与え

てくれると摂食障害につながります。ある本には、リストカットして出血量がある量以上

ないと満足できない人のことが書かれていて、心が痛みました。 

 この自己評価の低さということが、過食といった行動への依存でも、アルコールをはじ
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めとする薬物への依存でも、依存へと駆り立てていく最も大きな要因だと私は考えていま

す。みんなが認める天才的なすばらしい能力を持っている人たちでも、この自己評価の低

さが心の奥底に根を張ってしまっていたために、何かへの依存へと駆り立てられていった

人たちがたくさんいます。例えば前述のカレン・カーペンターでも、また、アルコール依

存症の人たちの平均寿命といわれている 52歳の前後でなくなった有名人の名前を挙げてみ

ても、いかに人々にもてはやされても、どうしようもなく持つことになってしまった自己

評価の低さゆえに生じた不安がいかに大きいものかわかります。 
 そんな思春期の不安定な時期に、人は「霧に包まれた谷にかかっている一本橋をわたっ

ている」と表現できます。恵まれた状況にいて広い橋を何も迷わずにわたりきってしまっ

た人は、その後、そんな危険なことがあったことも気づくことのないまま一生を送ります。

しかし、つらい状況を抱えて狭い橋を渡る人はなかなか怖く、特に眼のいい人は霧の下に

谷底が見えてしまう。そうしたら、とたんに足がすくんで、進むもならず退くもならず、

身動きできなくなってしまいます。 
 そんなふうに、この思春期の、さあ今から独立して大人になっていこうとするときに動

けなくなって、その苦しさをさまざまな病気や適切でない行動で示すようになる人という

のは、ちょっと前までは普通の人には見えにくいものも見てしまう眼、すなわちきわめて

鋭い感受性を持った、非常に優れた能力を持った人たちでした。その人たちが感じ取った

ものは変わりゆく社会に流れる不安だったのですが、その不安という時代の空気が濃くな

り、今は鈍感さを嘆かざるを得ない私を含めて普通の人にまで見えるようになってきて、

過食症はふつうの人たちにも増えてきています。しかし、優れた能力を持っている人ほど

苦しみも深いと感じられます。それも、そんなものをごまかして生きることだってできる

のに、それをよしとせず誠実に生きようとする人ほど苦しみます。 
 このことをぜひとも理解してあげてください。過食などに苦しむ人は、決しておかしい

人なのではなく、優れている故に他の人なら見過ごす不安を感じ取り、誠実に生きようと

する故に苦しみを深くする、優れた人たちなのです。 
 

苦しさの世代連鎖と親の３つの仕事 
このような自己評価の低い人たちが抱える苦しさ・生きづらさは世代を越えて受け継が

れていきやすいことを知ってください。例えば、虐待されて育った子どもは、親になると

自分も子どもを虐待するようになりやすいことは良く知られるようになっています。そん

な世代連鎖を、親か子どもか、誰かが知って、断ち切らなければなりません。 

母親の方から断ち切るためには、母親が家族のために生きるのではなく、自分のために

生きて、自分自身が幸せにならなければなりません。三世代同居の家でお母さんが姑さん

達にいじめられてつらい目に遭っている、その母親の代わりに子どもが過食などの症状を

出していることがよくあるのですが、そのような場合には特にそうです。しかし、そんな

母親は、自分の幸せなんて考えたこともない人たちが多くて、それがなかなか難しいので

す。その娘さんの出している過食という症状は「うちの家はおかしいよ、もっとみんなが

幸せになろうよ」というメッセージなのですが、それを理解し始めたあるお母さんからの

手紙には「この前、娘と一緒に映画を見ました。映画館で映画を見るのは生まれて初めて

でした。私は今、娘に手を引かれて、初めて青春を味わっています」とありました。 

しかし、親の世代は 50 年も生きて、もう変われない人達も多い。その時に子どもの方か

ら断ち切るためには強力な支援者が必要です。成人した子どもなら、親にわかってもらう

という幻想を捨てて自分の人生を生きればいいのだけれど、これも支援者や仲間がいなけ

ればできません。しかし、そのような人が得られたとしても、娘にとって母親を捨てるこ

とはきわめて難しいのです。実際、母から離れるために日本を離れた人もいます。 

そのような苦しみを抱えるようなことにならないように、子どものころに安心を感じて

成長してもらいたい。それが家族の場であり、親がその場を作って欲しい。そこで親の仕

事ということを考えてみたいと思います。親の仕事は次の３つだと私は考えます。 
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 １．子どもを愛し、守る仕事 
 ２．子どもに社会の掟を教える仕事 
 ３．子どもと別れる仕事 
 子どもを愛する仕事というのはわかりやすいでしょう。２－３歳の性格が形成される一

番重要な時期にこれがないと、子どもは自己評価が低くなってしまって、すなわち自分を

愛せなくなって、思春期以降にその苦しさが吹き出してくる、という話を今までしてきま

した。この仕事は子どもを抱きとめるという、母子関係に見られるべったりと密着した、

感覚の世界のことです。言葉はいりません。 
 しかし、何があってもすべて受け入れるという密着関係が、その時期を過ぎて学童期に

かかっても続いたらどうなるでしょうか。その子どもたちには万能感が生じます。しかし、

社会の中で生きていくためには、その万能感はあるところで適当に摘み取られなければな

りません。それはべったりと密着した感覚の世界から、言葉と掟の世界へと導いてやるこ

とで、これが２番目の仕事です。昔はそれは子ども同士の遊びの中で自然に行われていま

したし、近所のおじさん・おばさん達もしていましたが、それらがあまり機能しなくなり、

親の仕事という意味合いが強くなりました。 
 その仕事のためには、甘い包容から切り離してやらなければならない。その切るという

仕事は、抱くという母親の仕事に対して、父親の仕事です。子どもに嫌われたくなくて、

物わかりのよい父をやっているばかりでは、親の仕事を手抜きしていることになります。 
 ただし、ここで必要なのは「父なるもの」であって、実際の父親とは限りません。多く

の母子世帯では母親が「母なるもの」と平行してこの「父なるもの」の仕事もしています。

しかし、実際に父親がいてもいなくても、「父なるもの」がいない場合、子どもはそれを探

しに外に出ます。すなわち、自分の振る舞いにストップをかけ、時には自分を罰してくれ

るものを求めて世の中をさまよいます。いわゆる非行とはこの「父探し」のことである場

合も多いと思います。ある過食の女性は、万引で２回目に捕まったときに、１回目に取り

調べた警察官が飛んできて「お前、またやったのか」とビンタを張られ、父親に殴られた

こともなかったから衝撃だったけれど、そのビンタに愛情を感じたと言っていました。 
 この２番目の仕事は３番目の「子どもと別れる仕事」へと続いていきます。子どもはや

がて独立した一人の人に育っていくべき存在です。そのためにはまず親と子どものあいだ

に境界線が引けなければならない。それを教えるのは親の仕事なのですが、子どもを親の

付属物や所有物と考えていたり、親が子どもを自分と一体化していたり、ましてや子ども

の存在を頼りに生きていたりしたら、それはきわめて難しいことになります。地域社会が

崩壊して頼るものは家族しかなくなったこの時代では、この仕事は非常に難しくなってい

ると感じます。 
 子どもは手放してやらなければならないのです。そして、子どもは親と違う独立した別

の存在ということをきちんと意識して、子どもの持ち味でもって生きさせてやらなければ

ならない。しかし、子供はなかなか自分の持ち味で生きさせてもらえず、親の考える生き

方を強制されます。「子どもの幸せを願わない親はいない」とよく言われますが、それは違

っていて、子どもを憎む親、逆に親を憎む子どもは、知識階級の人たちにだってまちがい

なくいます。とは言え、大多数の人は自分の子どもを愛し、その幸せを望むでしょう。し

かし、そのあまり、自分の考える幸せを押しつけ、その枠にはめようとする人もたくさん

います。子どもの持ち味で生きさせてやる、そして子どもを手放してやるということがど

れだけ難しいことかと思わされます。 
 霧に包まれた谷に架かる橋の話を思い出してください。この橋を無事わたりきるのに必

要なものは、自分が踏み出す足がしっかりと固まった地面につく感覚でしょう。その安心

感は親や教師が歩く方向を示してやったり、あるいは手を引いてやったりしても得られま

せん。いかに方向がわかったって、足元がふわふわ、ゆらゆらしていたのでは怖くて歩け

ず、そこにしゃがみ込みたくなるでしょう。 
 その安心感は、育ってきた中で親がしっかりと見守り、愛してくれていたことでしか得
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られないものです。しかし、いくら愛していても、その愛が子どもを縛るものだったら、

独立の衝動を持つ思春期の子どもたちはその縛りから自由になろうと身をよじり、足を踏

み外して落ちてしまうことにもなります。その時に谷底が見えてしまう鋭い感覚を持った

人はそれもならず、立ちすくむだけになるでしょう。 
 今日話させていただいたように、たとえば過食という「症状」は、そんな不安を言葉に

できないまま抱えていることを訴えるものです。いわゆる非行だってそうでしょう。親も、

周りの大人も、その訴えを聞く耳を持たなければなりません。聞いてくれる耳があり、そ

れが自分を決して裏切らないものだとわかれば、人はその不安の源となるものを言葉にし

て語ることができるようになって、そんな行動で訴える必要はなくなります。 
 とにかく、今、親を含めて大人たちに必要なものは、そんなふうに子どもたちが出して

いる症状によって投げかけている訴えを聴く耳と、その大元にある不安を見抜く眼を持つ

こと、そして、それを受け止め、決して裏切らない姿勢です。 
 そのためには大人も自分の不安と向かい合わなければならない。例えば子どもの幸せの

ためにレールを引いてその上を歩ませてやりたいと考えるのは、実は子どもをコントロー

ルしたい、もう少し強くいえば支配したいのであり、そのコントロール欲求は自分の不安

から出てくるものだと私は指摘したい。そして今、その自分の不安に気づき、ごまかさず

にそれに向かい合う勇気が、大人にこそ求められているのだと強調したいと思っています。 
 

拒食・過食の意味の再確認：生き延びるために 

 もう一度拒食・過食の話に戻ります。最初にも触れたように、拒食や過食といった行動

には２つの意味があります。一つは、自分の苦しさや言葉にできない心の奥深くに隠され

た思いを訴えるためです。このことは後で少し違った角度から考えます。 

 もう一つは恐怖に襲われ続ける中でも何とか生き延びるためです。生きている中で不安

や苦しさに襲われたとき、人は生き延びるために、誰でもいろいろなことをします。虐待

やいじめといった、人を傷つけることで生き延びる人もいます。暴力まで行かなくても、

子どもを自分が思うような道で生きさせようとコントロールすることだって、親が自分の

不安を処理するためです。若い人たちが付き合っている人の携帯の着信記録やメイルを見

て、これは誰！これは消して！と追求したりするのも、自分の不安ゆえのコントロール欲

求です。ギャンブルだってクレジットカードでの買い物だって、それに溺れてしまうこと

になり得るのは、それが今の不安を忘れるために使われるからです。そんなことに比べれ

ば、食べることなんかは一番他の人を傷つけなくてすむ手段だと言えます。カラオケでマ

イクを離さずに歌いまくるのと変わるところはありません。 

 過食が生き延びるためだというのはまだわかりやすいだろうけれど、拒食だって生き延

びるためです。死ぬために拒食する人はいません。自分が誇りを持って生きるためにはや

せた体が必要だと思い込んでしまっているために、生きるために拒食しているのです。 

リストカットだってそうです。リストカットは、最初は自殺の目的でやることもあるけ

れど、１回か２回やればこれでは死なないということがわかります。それでも繰り返す人

が多いのは、切って出血すれば周りの人たちが自分のために騒いでくれたり、少なくとも

騒いでくれるかどうかを試せるし、あるいはまわりに迷惑ばかりかけている自分を罰する

ためということもありますが、そんなこともどうでもよくなって、ぼんやりと何で自分が

生きているのか自分でもはっきりしなくなったようなときに、切れば、いくら慣れていて

も痛いし、赤い血が出るし、それを見て「ああ、自分も生きているのだ」と確認して、ま

た生きられるから切るようになります。 

そうやって、過食だってリストカットだって、生き延びるのに大きな力を持つ手段にな

るわけで、これで生き延びられればいいのです。過食なんかかまわない、腕に傷を付けた

って全くかまわない。とにかく生き延びてください。生き延びてさえいれば、「生きていて

よかった」と言える日が必ず来ます。それは証明のしようがありませんが、私は長くかか

わってきた人から、経験として知っています。 
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これが私が訴えたかったことの一つです。とにかく生き延びてください。過食している、

あるいは拒食している、それは生き延びるためです。そうやってでも生き延びてください。

生き延びてさえいれば、生きていてよかったと思える日が必ず来ます。 

 

あたたかい心の触れあいしかない 

 そこで生き延びるためには何が必要でしょうか。ちょっと気分を変えるために、摂食と

違う話をします。私の本来の専門は脳の働きの研究で、その学問の最前線を追いかけてい

ますから、心とは脳の働きそのものだと言える証拠が積み重ねられてきているのを知って

います。例えば、快感、気持ちの良さは脳の中でドーパミンという伝達物質を持つ神経系

が働くと生じることが知られていますし、恐怖などのネガティブな感情は扁桃核というと

ころが働く学習で生じます。最近では、以前から脳下垂体後葉ホルモンとして知られてい

たオキシトシンが脳の中でも働いていて、それが母性行動や愛着行動や性行動に関係して

いることが示されるようになってきました。 

 それ以外にも脳内でどのような物質がどのように働いているかが明らかにされてきて、

その働き方を変える薬がたくさん開発されるようになってきています。このような分野の

発展により、例えばパーキンソン病のような神経疾患だけでなく、統合失調症やうつ病の

ような精神疾患の治療が大きく進展しました。 

 しかし、そのような薬で、心に受けた傷によって生じた摂食障害のような苦しさは根本

的には治りません。私も、薬を積極的に使うことを勧めます。しかし、それはその薬によ

ってちょっと心が落ち着いたら、自分のことを見つめる余裕が少しでもできないかと思う

からです。夜、眠れなかったら、どんどん悪いことばかりが頭に浮かんできて、体もへと

へとになるでしょう。そんなときは睡眠導入薬を使って寝てしまえばいい、そうしたら体

の疲れが少しとれるでしょう。心が余りに揺れ動いて苦しいときは、抗不安薬や抗うつ薬

で少し落ち着けて心を休ませてあげればいい。そうすれば頭もちゃんと働いてくれやすく

なります。薬はそのためにあります。 

 しかし、それで心の傷が癒えるわけではありません。結局、人の心を癒すことのできる

のは、人と人とのあたたかい心の触れあいしかないと私は思うのです。心の傷をかかえて

も生きていけるようになるためには、そのようなあたたかい触れ合いによって、自分はこ

こにいていい人間なのだ、ありのままの自分で受け入れられているのだ、と感じられる場

所や人間関係を得て、それを積み重ねていく以外にありません。一回だけの経験で変われ

るほど人の心は柔なものではありません。しかし、それを何度も、何年も積み重ねていけ

ば、絶対に変わっていける、それを私は保証します。 

 

言葉を、物語を！ 

 それでは、そのあたたかい心の触れあいをどのようにして得るかということを話さなけ

ればなりません。 

 そこでまた話しが少しずれますが、自殺者が年間３万人を超えて、減少の気配がありま

せん。そのうち、中高年の自殺は圧倒的に男性に多い。なぜでしょうか。それは、例えば

私たちの大学生のころには男の象徴のような三船敏郎という有名な俳優が出てきて「男は

黙って＊＊ビール」とビールビンをどんとテーブルにおくコマーシャルがあった、もうち

ょっと最近にも、やはり男のあこがれである高倉健が出てきて、ぼそっと「不器用ですか

ら・・・」と言う、そんなコマーシャルに象徴されるように、男は昔からべらべらしゃべ

らないものだと刷り込まれてしまっていて、自分の苦しさを誰にも伝えられずに、黙って

死を選ぶしかなくなるからです。 

 一方、女性はだいたいにおいておしゃべりで、友達と１時間でも２時間でもしゃべり続

け、そこで「そうだよね、そうだよね」と感情を共有してもらえるから、死なずにすみ、

生きていけるのです。 

 しかし、感情の共有よりももっと強く生きていく力になり得るのは物語の共有です。物
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語の共有とはどういうことでしょうか。例えば 2005 年秋に公開された「Always 三丁目の

夕日」という昭和 30 年代を描いた映画にあった場面ですが、売れない小説家が飲み屋の女

の人に惚れて、想いを伝えるのに指輪を贈ろうとします。しかしお金がないから、指輪の

箱だけ贈ります。「小説が売れたら中身を贈るから」という意味です。その女の人は箱を開

けて中身がないのを見て、男に手を差し出し、「その指輪をはめてよ」と言います。そこで

男は（本当はない）指輪をつまみ上げて、初めて女の人の手に触れてその指に指輪をはめ

てやる（ふりをする）、そうすると女の人はその仮想の指輪を電気にかざして「まあ、きれ

い」と言うのです。その二人には間違いなく一つの物語が共有されました。 

そんな物語を共有してくれる人がいたら、人は生きていけます。感情の共有でもいいけ

れど、できたら物語を共有する人がほしい。それには、指輪の箱などに込めた思いは受け

取ってもらえるとは限らず、ふつうは言葉が必要です。しかし、その言葉というのは、「う

ざい」とか「きもい」といった、自分の気分を吐き出すためだけの言葉ではだめで、自分

の心の中にあることを、たとえそれは切れ切れの思いでも、それをつなぎ合わせて物語と

して話さなければいけません。 

 しかし、拒食・過食に苦しむ人たちにとって、その物語は生きてきた中で安心を得られ

ずに傷ついてきた歴史ですから、自分で記憶から消して意識に上らないようにしているか

もしれないし、記憶にはあってもそれが思い出されるたびによけいにつらくなるから、と

ても話せないことが多いでしょう。実際、親や親しい友人たちも「（あなたが悪かったんじ

ゃないから）そんなことは忘れてしまいなさいよ」と言うことが多いでしょう。 

しかし、私は強調するのですが、それは決して忘れてはいけないのです。逆に、きちん

と言葉にしなければいけない。なぜなら、忘れる、すなわち記憶を蘇らせる手がかりを抑

圧して思い出せないようになるのは大脳の左半球に貯蔵される言語にできる出来事の記憶

だけであり、恐怖といった右半球に貯蔵される感情の記憶は残っていて、何かの拍子にそ

の感情の記憶がよみがえったとき、なぜそんなに怖いのか説明できないために、よけいに

わけのわからない激しい恐怖に襲われてしまうからです。 

 それゆえ、抑圧されて切れ切れになっている記憶を呼び起こしてつなぎ合わせ、一つの

物語として話さなければなりません。そのように言葉にすると、そのとき自分は悪くなか

ったのだ、そんな中でも自分は頑張って生きてきたのだと再解釈が可能になって、少しず

つ生きやすくなっていきます。 

私は最初に、拒食・過食は生き延びる手段であると同時に、自分の心の中にかかえた苦

しさや言葉にできない思いを訴える手段だと言いました。しかし、そんな手段で訴えても、

なぜそんなに苦しいのか、その不安の正体は何であり、なぜそんな不安をかかえることに

なったのかは絶対に伝わりません。親子なら、夫婦なら、彼氏・彼女なら、あるいは先生

なら、言わなくてもわかってよ、というのは単なる甘えで、なぜそんなに不安なのかは、

物語の言葉にして伝えないと絶対に伝わらないのです。その甘えは、親しい人間関係を壊

すことになるだけです。 

いずれにしても「こんな自分でもちゃんと受け入れてくれる人がいる、そこにいていい

場所がある。」とわかってもらうことしかこの苦しさを抜け出す道はないと私は感じていま

す。そのように安心できる場所で、心の中にあるさまざまな思いや切れ切れの思い出を言

葉にしてつなぎ合わせ、一つのストーリーとして語ることができるようになれば、それま

での自分を縛ってきたがんじがらめの呪縛から少しずつ自由になっていけます。 
人々の中にはそんな言葉を受け取ることのできない人もいますから、そんな人に伝えて

自分が傷つくのが怖いし、伝えたらうざったいやつだと嫌われるのも怖いでしょうが、そ

んな人にこだわる限り決して幸せになれませんから、話しを聞いてくれる人かどうかを見

極め、言葉が通じない人ならあきらめるためにも、言葉にしなければなりません。 

そのように、安心できる場所で、心の中にあるさまざまな思いや切れ切れの思い出を言

葉にしてつなぎ合わせ、一つのストーリーとして語ることができるようになれば、それま

での自分を縛ってきたがんじがらめの呪縛から少しずつ自由になっていけます。そして、
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その言葉をちゃんと受け取り、共感してくれる人が必ずいて、そのような言葉による共感

から生まれるあたたかい心の触れあいだけが心を癒してくれます。今まさに苦しんでいる

人たちには、自分が傷ついてきた歴史の物語をしっかりと見つめる勇気と、その苦しさを

言葉にする智恵と、そしてそれを受け取ってくれる人に伝える少しだけの勇気を持っても

らえたらと願います。 

 

まとめとして ： どのように受けとめるか 

そろそろ話をまとめなければなりません。ここには摂食障害本人の方もおられるだろう

と思いますが、家族の方々もおられるでしょう。その人たちに、それでは苦しんでいる子

どもさんたちをどう受け止めるか、私の考えるところを話させていただきたいと思います。 

世界が複雑になり、いつも緊張していなければならないように不安が高まって、過食症

などの新しい型の依存症は非常に増えています。この人たちの本当の病気は、人に気を遣

うばかりで、本当の自分を出せない、自分が思っている本当のことを言えないことだ、と

言うこともできます。本当に望んでいることを自分自身でわかっていないことも多くて、

言葉では言えないから、過食みたいな行動、これは症状ということもできますが、そんな

逆説的な行動で「私の方を向いて！」と訴えているのです。 

みんな生きるのが下手で、心の中の本当の気持ちは「私を愛して。私もお母さんが大好

きなの。」と言いたいのに、それが言えなくて過食でしか示せなかったり、やっと何か言え

たとしても、つい口をついて出てくるのは「どうしてこんな私にした」とか「このくそ婆」

とか、全く逆のものになってしまいます。実際にものを投げつけたり、家の中をむちゃく

ちゃに壊したりすることだってありますが、そんな人だって奥にある気持は同じで、「こん

な私でも見捨てないでほしい、愛してほしい」のです。 

 そして、自己評価の低い人たちは、みんな自分に自信がないから、いつでも見捨てられ

不安を持っています。実際、私は「もうこんな人間は嫌になったでしょう、もう手放して

ください」と言われたことがあります。もっと頻回には、激しい言葉の攻撃を何度も受け

ましたが、それはこんなことをしても手放さないか試す意味が強かったと思います。 
 それらの言葉や行動は「決して私を離さないで」という信号ですから、私は決して「も

う勝手にしなさい」なんて言いません。最初の頃は、「もう知らない、そんなに言うなら、

もう勝手にしたら」と言いたい気持ちが起こったときに、それを言ったら負けだと抑えて

いたのですが、今はそんな気持ちを抑える必要がなくなりました。そんな言葉や行動は「私

を見捨てないで。私は先生が大好きだから。」という言葉なのだと自然に思えるようになっ

たからです。そんな言動を、特に怒りを持ってぶつけられると悲しいし、万引きが私を試

すためだと感じられたときなど、どうしていいか困惑してしまいました。しかし、そんな

ふうにしか表現できない人が愛おしく感じられるときだってあります。 
そのような人をどうすればよいのでしょうか。何よりも基本的なことは、不安を受けと

め、温かい心のつながりを回復させてあげることだと私は思っています。そんな人たちに、

とにかく、人々の中には温かくつながることのできる人、信頼してもよい人もいることを

教えてあげたい。しかし、その人たちの心には「他の人なんか信じない」という信念が根

を張っていて、これはなかなかに困難です。何年もかかります。 

みんな違う背景を持っているから絶対的な治療法はありません。同じような状態に見え

る人でも、あるいは一人の人でも時期によって、抱きとめてあげるのか、突き放してただ

見守ってあげるのか、全く逆のことをするべき時もあって、長い時間をかけて話を聞いて

いかないと判断できない難しさがあります。しかし、必ずよくなります。ただ、その人の

抱えている苦しさの原因の整理に時間はかかります。10 年、20 年と抱えてきた心は、そん

なに簡単に変わるような柔なものではないからです。 

 家族など、周りにいる方々には、その時間がかかることを認めて、何とか治してやらな

ければと焦り、そのために子どもにどうしなさいと指導、コントロールしようとするので

はなく、たとえ食べ吐きしている姿は醜くても、その背後にある苦しさを理解してあげ、
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あるがままの姿で受け入れてあげていただければと思います。そして、子どもと言っても

独立した一人の人として認め、たまたまかけがえのない親しい関係として一緒に暮らして

いるのだけれど、それはこの世界を一緒に生きていきたい人なのだと、本当に独立できる

ように育っていくまでただただ見守ってあげていただければと思います。 
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共依存を考える 
 
   目次 

 はじめに 

 生きるためのプライドから共依存へ 
 ドメスティック・バイオレンス 
 共依存からの脱出 
 おわりに 

 
 
はじめに 

 私は拒食症・過食症に苦しむ人達と付き合ってきました。その人たちがなぜ食べて戻す

といった行動を繰り返すかというと、毎日、生きづらい、苦しい、しかしなぜそんなに苦

しいのか自分でもわからないから言葉にして訴えられず、食べ吐きのような行動で「私は

苦しい」と訴えている、と同時に、そのような行動でとても生きていけないような今の瞬

間を生き延びているのです。 
 私はその人たちに、「食べ吐きでも、リストカットでも、やって生き延びよう」と言いま

す。生き延びてさえいれば、生きててよかったと言える時が必ず来る、それを私は経験と

して知っているからです。そのように私に伝えてくれた人が何人もいるのです。 
 しかし、過食やリストカットといった行動への依存はかまわないけれど、薬物依存はダ

メです。その依存を止めるほかないのです。なぜなら、生き延びる前に脳も体もボロボロ

になって、生き延びられないからです。 
 
生きるためのプライドから共依存へ 
 薬物依存とともに、もう一つ避けなければならないものは「共依存」です。薬物やある

種の行動だけでなく、人間関係も依存を起こすことがありますが、そのときには共依存と

いう、お互いに依存を強め合って抜け出すのがきわめて難しい状態に陥ることがあるので

す。 
 この人間関係への依存に基づく困難な状況については、薬物依存や過食などの行動への

依存とは違った様相を持ち、違った対応が必要でしょう。この関係依存について考えてい

るところを話してみたいと思います。 
 一人では生きにくい人は誰か他の人にすがりついて生きることがあります。それがただ

助けてもらうだけでなく、その人間関係に依存しているという状態になっている時、人は

その誰かを頼って生きているようでありながら、実はその人を自分から離れられないよう

に巧妙に支配していることになっている場合があります。 
 頼られている方の人がそのことを理解した上で頼らせてあげているならいいのですが、

たいていは無意識であり、その関係は頼られている（すなわち頼らせてあげている）人の

方に怒りが蓄積して爆発して終わるか、あるいは共依存に陥って続いていきます。 
 共依存は、例えばアルコールやギャンブルに依存する男とそれを支える女、過食の娘と

そのために食料を用意してやる母親（あるいは父親）、引きこもりの息子と腫れ物に触るよ

うにその要求を聞いてやる両親、というような組み合わせに見られます。 
 いずれも相手を暴力などで支配することに依存する人と、その人のためにつくすことを

生き甲斐にして、それでもって自分なしでは生きられないようにすることで相手を支配す

ることに依存するようになる人がいて、それがお互いの支配と依存の悪循環を生じて抜け

られなくなっている状態です。 
 なぜこのようなことになるのでしょうか。共依存に陥って抜け出せなくなるのは自己評

価の低い人たちですが、何故その人たちは共依存に陥るのか、もう少し詳しく見てみたい

と思います。 
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 自己評価が低い人たちでも、プライドを持っているということでは普通の人と全く同じ

です。人間はプライドを根底まで傷つけられると生きていけません。例えば、2000 年に続

いた 17 歳の少年の事件の中でも最も重大だったバスジャックを起こした少年は、行きたか

った高校には進学できず、やむを得ず行った高校では同級生たちからは馬鹿にされ（階段

の踊り場から飛び下りる勇気なんてないだろうと言われて飛び下り、骨折したりしました）、

ネオ麦茶と名乗ったネット社会でも馬鹿にされ、母親からも受け入れてもらえずに入院さ

せられて、プライドをずたずたに傷つけられました。そんな中で、自分もここに人を支配

する力を持って生きているぞ、と知らしめることによって今すぐにプライドを回復させる、

それを今から何十年か生きることよりも優先させることでしか生きることができなかった

のだと、私はこの事件の時に感じました。 
 自己評価が低い人たちは、それだけよけいにプライドを傷つけられやすいでしょう。傷

つき続けて、たとえ小さくなけなしのものになってしまっているとしても、生きていくの

に必要なぎりぎりのプライドは保てなければなりません。ふつうに生きているだけではそ

のプライドを保てない場合、その傷ついたプライドをどのようにかして少しでも回復させ

るための戦略が必要になります。その戦略として、ここでは２つのパターンを考えてみた

いと思います。 
 一つ、わかりやすいのは、自分よりも弱い対象を見つけて力を見せつけるパターンです。

パートナーを殴るドメスティック・バイオレンスの男はまさにそうでしょうし、いじめも

このようにして生じるのでしょう。そうやって、力でもって相手を支配することでプライ

ドを保つのです。〔だから、いじめ問題は、いじめる子どもを学校から隔離するようなこと

では解決できません。いじめられている子どもを保護すると同時に、いじめている人のプ

ライドを、そんな力を見せつけるような方法ではない、別のやり方で保ってあげる必要が

あると、私は考えています。〕 
 もう一つのパターンは、何らかの神話を作って、それにすがることです。どんな神話か

というと、ドメスティック・バイオレンスの被害者の人たちによく見られるのは、「あの人

は私がいなければ生きていけない。あの人には私が必要なのだ。」というものです。その神

話を支えるために、せっせと男につくします。あるいは、「あの人は酒を飲んでしまうとあ

んなだけれど、酔ってないまともなときは私のことを愛してくれているのだ。」と信じて、

自分も必死にその男を愛しようとします。これらの行動は、支える自分がいないと相手は

生きていけない状況を作って、それでもって相手を支配するということでもあります。 
 そのような力の行使や神話の創作という戦略がうまく行くと、誰でもそれに依存して生

きるようになります。そのように自己評価が低く、何らかの戦略で生きなければならない

男と女が出会って一緒に暮らしだすと、その支配戦略への依存をお互いに強め合う状態に

なります。すなわち、共依存に陥ることになってしまうのです。 
 しかし、そのようにして保つプライドはどこか疑わしい（本当の幸せにはつながらない

のではないか）と心のどこかで感じていて、そのためにますますその戦略にこだわらなけ

ればならなくなるのではないでしょうか。 
 
ドメスティック・バイオレンス 
 セックスが絡むとその悪循環はもっと抜け出しにくいものになります。好きな人ができ

て、その人に抱かれて温かい体に接するだけでも、自分をこんなにも受け入れてくれて包

んでくれるといううれしさがあります。その上に、セックスをして、その快感があればな

おさらだけど、快感は得られなくても相手に喜んでもらえるといううれしさがあって、そ

んな関係は人の心を虜にしてしまいます。 
 特に親から愛された経験のない人なら、初めて自分を受け入れてもらえた、初めて自分

を必要としてもらえたという思いから逃れることはきわめて困難でしょう。殴られたって、

殺されそうになったって、別れることはできないだろうと思います。 
 しかし、繰り返される暴力は殴られる人のプライドや生きる力をさらに奪い、その人の
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価値や尊厳を侵す犯罪です。夫婦やそれに類するカップルの間の暴力が、単なる夫婦げん

かではなく、ドメスティック・バイオレンス（DV）と英語でよばれる犯罪として、社会的

に認識されるようになってきました。〔ドメスティック・バイオレンスは、日本語にすると

「家庭内暴力」ということになりますが、それは引きこもりの子供が家の中で暴れること

をさすことになっていますので、英語のまま使うようになりました。〕 
 その DV は、少し前までは、アルコール依存の夫のいる少し年を経た夫婦の間のものと

思われていました。しかし現在、結婚していないどころか、付き合いだしてわずかな時間

しかたっていない若いカップルにも増えてきています。それを「デート DV」と呼ぶことも

提唱されていますが、私は学生たちにもその実例を見ています。 
 高校生や中学生の間の性的な関係は、もはや「性非行」と扱っていたのでは何も解決し

ないくらいに、ふつうの生徒たちに広がっています。この状況は大人たちが規範としてき

た純潔教育では何も解決できないでしょう。それは、よく言われるように社会の強い刺激

にさらされて性衝動の強さを抑えきれないということもあるでしょうが、それよりはるか

に強く、メディアの発達によって子どもたちはそんな純潔を言う大人たちが何をしている

かを見たり、その言葉にうさんくささを感じ取ってしまっているからだと私は考えます。 
いずれにしても、そのような思春期の性的な関係は、容易に相手を支配しようとしてし

まい、それが DV につながります。なぜなら、相手を支配したくなる「コントロール欲求」

はその人の抱えている不安が作るものであり、思春期の人達は、これからどう生きるのか

という大きな不安をかかえてこのコントロール欲求が強いことが多いからです。 
交際相手の携帯の着・発信記録やメイルをチェックしたくなる（あるいは実際にチェッ

クして相手を責める）人は多いですが、その人たちは、それは自分の不安から生じるコン

トロール欲求の起こさせるものであることを意識してほしいと思います。そうすれば、そ

の不安自体をきちんと言葉で伝えることもできるようになり、それを受け止めあえるよう

な関係を作っていくこともしやすくなるのではないでしょうか。 
 
共依存からの脱出 
 この共依存から脱出することは、私達が生きるこの現代、家族の力の足りないところを

補ってくれる地域社会が崩壊したために、以前よりもずっと難しくなったと感じます。無

理やり昔のような地域社会を再建しようとしても、団地の夏祭りでの砒素入りカレー事件

のようなことが起こりますから、頼れるものは家族しかないという思いが、否応なく私達

の心にふくらみます。 
 しかし、DV の夫婦だけでなく、過食の娘に恥ずかしい思いをさせたくないと買い物を引

き受ける母親と娘でも、暴力を受けても引きこもりの子どもをかばう親と子でも、家族の

力だけでは共依存から絶対に抜けられません。これは斎藤環氏が「社会的ひきこもり」（PHP
新書 1998 年）などで主張されるところです。特に、世間体を保つために家族の中で自分や

相手を守り通そうとすると、ますます共依存を強めることになります。共依存から脱出す

るためには、家族の外からの力が必要です。 
 その力は何のために必要でしょうか。それは次の三つのことを理解してもらうためだと、

私は考えます。 
 一つは、すがっているもの、すなわち神話への傾倒や弱いものへの暴力は、あなたのか

かえている弱さのゆえであること、 
 二つ目は、その弱さはあなたがどうしようもないダメな人だからではなく、あなた自身

に責任のない子供時代の環境から、ただそのように育ってしまったのだということ、 
 そしてもう一つは、それにすがらなくても生きていけるのだ、ということです。 
 DV の加害者は力という強さに頼っているのですから、神話に頼っている人よりもずっと、

この弱さを認めるのは難しいかもしれません。しかし、力や神話に頼らなくてもその人の

プライドが保たれるなら、この三つのことを理解してもらえる可能性が開けるのではない

でしょうか。そのためには、心を開いてつながれる仲間や、その出会いを得られる場所が
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役に立ち、ここに自助グループの意味があります。 
 
おわりに 

 今、「プライドが保たれるなら」と言いましたが、本当はいわゆる「プライド」といった

小さなことではなく、「存在が認められる」という、もっと大きなテーマとして捉えるべき

かと思います。「プライドが守られる」にしても、「存在が認められる」にしても、例えば

引きこもりの子どもが親に「あれをしろ」、「あれを買ってこい」と要求したような時、そ

こで大切なことはその要求が叶えられることではありません。その要求に込めた（時には

本人も気づいていない）心の内のメッセージが相手の心に届いて受け止めてもらえ、それ

に共感してもらえるかどうかが一番の問題なのです。その共感があれば、たとえ要求自体

は叶えられなくても、人は「自分の存在は認められた」、「自分もここに生きていていいの

だ」と感じることができます。そして、相手を支配するのではなく、一緒に並んでこの世

を生きていくことができるようになります。 
 生きづらさをかかえて、暴力やギャンブルや過食やリストカットなどの嗜癖行動に苦し

む人の周りにいる親、教師や援助職の人たちは、その人を支配、コントロールしようとす

るのではなく、その人がそれでも生きようとしているその姿に共感し、その存在をそのま

ま受け入れてあげて、お互いに一人の人として一緒に生きていこうよ、と呼びかけてあげ

ていただければと思います。私もその人たちに対して、治療者でも援助者でもなく、この

同じ時代を同じ地面に立って、一緒に生きる同行者でありたいと思っています。 
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摂食障害の自助グループにおける共感：それは傷の舐めあいか？ 
 
   目次 

 はじめに 

 自助グループは回復に役立たないという意見 

 パターナリズムをなかなか捨てきれない 
 自助グループは傷の舐めあいか？ 
 おわりに 

 
 
はじめに 

 私は医学部にいて医師の資格も持っていますが、臨床の場とは違った立場から摂食障害

にかかわってきました。本来の職務は神経生理学の研究と教育で、しかしその本職とは関

係しないところで摂食障害本人たちおよびその家族のグループである福島お達者くらぶの

運営スタッフをしています。なぜそんなことになったかというと、まだ助教授だった頃に

教えていた学年にいたひどい過食症で留年を繰り返していた学生に支援を求められてかか

わり、大きな衝撃を受けたからです。それまで 40 年ほど生きてきて、そのくらい生きると

「人間とは、人生とは何なのかわかった」という自信めいたものを持つようになってきて

いた、それが根底から覆され、人間の心は何と深いものか、と言うより、何と恐ろしいも

のかと思わされました。そこから専門家向けも一般の人向けもたくさんの本を読んだりし

て摂食障害の勉強を始めたのですが、今の大学に赴任してしばらくしたころに福島お達者

くらぶが創設され、私もスタッフに加えてもらったのです。 
 そして、いつの頃からか本来の研究は若い人達にまかせ、この摂食障害との関わりの方

が私の活動の中心になってきています。福島お達者くらぶでは会報の編集発行と家族ミー

ティングの司会が私の主たる役割であり、個人的に関わってきたのは自分の大学の学生か、

会報にすさまじいまでの体験や鋭い洞察を寄稿してくる少数の人達だけですが、その人た

ちとは時間を忘れて話し込んだり長い手紙やメイルを交わすなどして、深く交流してきま

した。 
 福島お達者くらぶは医師、看護師、心理士の有志数人がスタッフとして運営されていま

すから自助グループではありませんが、1992 年の創設から数年は本人ミーティングに東京

の自助グループの主だったメンバーの人達に参加してもらってきたように、自助的な活動

を目標にしています。それから紆余曲折の経過がありましたが、ともかくも現在まで毎月 1
回のミーティングを一度も欠けることなく続けてきています。私はその活動の中で、全国

のいろいろな自助グループの人たちと知り合ってきました。そのようなところから、自助

活動について考えてきたことを摂食障害にかかわる専門家たちの集まる学会で発表したり

もしています。 
 
自助グループは回復に役立たないという意見 

 そんな学会のある年のシンポジウムで「摂食障害の自助グループは回復に役に立たない」

と複数のグループ名も挙げて話された先生がおられました。それに対して、私は会場から

手を挙げて「そのようなことを聞くと自助グループの人たちは『それならあなたたち専門

家は、医療につながれないでいる、あるいは医療で十分に受け止めてもらえないでいる多

くの人たちに何をしてくれたのか』と言うでしょう。2000 年代に入って各地に自助グルー

プが定着してきている状況を考えるべきでないか。」と発言しました。 
そういった経過があってでしょう、その次の年に発行されたその学会のニュースレター

にその先生が「摂食障害の当事者運動（自助グループ）との付き合い方」という文章を寄

稿されていたのですが、その中では「摂食障害の自助グループはリーダーが人格的に未熟

で、回復のための運動体になり得ていない。もっと十分に回復した人がリーダーになる日
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を待ち、医療と友好な関係を持てる日まで静観するしかない。」と書かれていました。もう

少し詳しくその文章の内容を書いてみると、次のようなことです。 
 

摂食障害の当事者運動（自助グループ）との付き合い方 （要約） 

アディクションの病気に関連した自助グループはたくさんあるが、その中でＡＡは回復の

ための運動体であり、強い一体感で結ばれ、12 ステップというバイブルを持ち、医療と友

好関係を持てる存在である。それに比較すると、摂食障害の自助グループはあまりにも未

熟であり、一体感に乏しく、スピリチュアリティに欠けているし、ステップによるミーテ

ィングが成立しておらず、医療に対する批判も強いし、回復のための運動体になり得てい

ない。これらの弱点は、グループのリーダーが十分に回復していなかったり、人格的な未

熟さを残しているためである。回復のために自助グループは欠かすことができないが、摂

食障害の自助グループが、もっと年齢の高い十分に回復した人がリーダーになる日を待ち

望み、医療と友好的な関係を持てる日が来てほしいと願いながら、それまでは静観するし

かないと思っている。 
 

 しかし私は、「アディクションには自助グループが必要であり、摂食障害のグループが未

熟だというなら、その成熟に手を貸すのが治療者・援助者として重要な仕事になるのでは

ないか」、また、「たとえ未熟なグループであっても、そこで苦しさを共感してもらえたこ

とで生き延びられた人たちがたくさんいる」と考えます。さらに、「自助グループの人たち

が医療に対する批判が強いとしたら、それは医療の側がその人たちのニーズに応えられて

いないからではないか」とも思います。 
そこで私は、いくつかの自助グループの中心的な人や、自助グループと関わりのある医

師・援助職の人たちに先ほどのニュースレターのコピーを送って、意見を求めました。医

師・援助職の人たちは、もともと自助グループに関わってきたような人たちですから、私

と同じような意見が多かったし、自助グループの人からも「摂食障害の自助グループとい

ってもグループによって、同じ名前のグループでも地域によって違うのに、どれくらいの

事実を知っておられるのか」といった意見がありました。 
ところが、自助グループの人たちからはそのほかに思いがけない感想が寄せられました。

問いかけたグループに共通して、「言わせておきましょ。私たちはそんなことに関わってい

る暇はありません。」、あるいは「私たちは外部の論争に巻き込まれないで、自分たちの立

場を守ることを信条にしています。」といった言葉が返ってきたのです。さらには、「そん

なところで名前が出てくるなんて、私たちも認知されるようになったんだねぇ」という感

想を寄せてくれた人もいました。 
これは、いちいち引っかかってカッカとしている私よりもずっと成熟していると感じざ

るを得ませんでした。 
 
パターナリズムをなかなか捨てきれない 

ちなみに付け加えさせていただきますが、私は摂食障害の世界では新参者であり、特に

臨床の世界のことをよく知らなかったので、その先生に思わず突っかかってしまったので

すが、後ほど知ったところでは、その先生はこの世界ではパイオニア的な役割を果たして

こられた重要な方であり、立派な仕事を積み上げられてきたことを知りました。そのお仕

事には尊敬の思いを持っています。 
ただ、上に紹介した自助グループに対する考え方だけは、先を行くモデルになる人たち

もいない中で試行錯誤しながら頑張ってきたリーダー的な人に対して失礼なのではないか

と思います。なぜそのような偉い先生が摂食障害の自助グループに対してだけはそのよう

な思いを持つようになったのでしょうか。それには医師に昔からつきまとってきたパター

ナリズムのことを考えなければならないと私は思います。 
拒食症・過食症は、今ではごくふつうの人たちにも広がっていますが、今リーダー的な

立場になっている人たちが思春期だった 1980 年代頃には、拒食・過食に陥って苦しんだ人
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たちの多くは高い知的能力と異様なほどに鋭い感受性を持った人たちでした。その人たち

は誇り高く、（機能不全家族という考え方が提唱される以前の時代ですから）医師たちが何

故このような恵まれた状況にいる人たちが苦しむことになっているのか理解できないまま

に、一般的な精神科治療、あるいは嗜癖の専門家でもアルコールの経験などをもとにした

治療をしようとするのに反発して、医師のもとを飛び出していった人たちがたくさんいた

のでしょう。中にはその医師を責めた人たちもいたと思います。 
昔から医師は自分の下に来る患者さんたちに「自分にすべてまかせておきなさい」とい

うパターナリズム的な態度で接しがちなものです。しかし時代は変わり、情報が行き渡る

ようになったことも関係するのでしょう、今の時代はそれでは最善の治療はできなくなっ

ています。医療は医師、コメディカルスタッフ、そして患者さんやその家族の共同作業で

行われる時代になっているのです。それでも医師はパターナリズムをなかなか捨てきれま

せん。それに対する反発を早い時代から一番強く出してきたのが摂食障害の人たちだった

のかもしれません。 
そういう私も、もともとコントロール欲求が強く、しかも強迫的な性格傾向を持ったま

ま摂食障害に関わるようになって、まさにパターナリズムの権化のような状態だったのだ

ろうと思います。全くの善意からとは言いながら、今から思うと幼稚な仕方で手を差しだ

そうとして、ずいぶん怒りをぶつけられました。深く関わった人たちからひどく責められ

たことも何度もあります（なぜか私はその人たちにとって責めやすい人間みたいです）。そ

れで勉強させてもらって、私はパターナリズム、コントロール欲求をずいぶん捨てること

ができてきました。 
例えば、私は自分の子どもたちには生き方を全く指示、強制しませんでした（二人の息

子の両方に私と同じ医療の道は絶対に嫌だと言われたのは少し寂しかったのですが、致し

方ありません）。それは長く自分が生きる道を探るのに精一杯で十分に遊んでやれなかった

後ろめたさの裏返しに過ぎないのかもしれませんが、数年前に引き取ったら認知症が明確

になった母の（筋も何もない）話しをそのまま「そうだね、そうだね」と素直に聞けるよ

うになりました。それは母が穏やかに暮らせていることに役立っているのではないかと思

います。その点でも、私にコントロール欲求のことを教えてくれた、私を責めた（それだ

け私に真剣に関わってくれた）人たちに感謝しています。 
それでもまだパターナリズムが残っていて、上に述べた先生の考えに対する意見を自助

グループの人に尋ねたのも、それらをまとめて翌年のその学会でぶつけてみたい、という

考えが頭のどこかにありました。自助グループの人たち自身がその学会に出て反論を述べ

るのはかなり困難だろうと勝手に想像し、その代わりに私が、という思いでした。しかし

ある自助グループの人から「香山先生はご自身の考えを発表されるべきではないですか。」

と鋭く指摘され、まだパターナリズムが残存していることを自分で意識しました。 
とは言え、私は深く関わってきた人たちに、私は治療者なんかではない、話を聞いて必

要なときには手を差し出してあげる援助者でもない、この時代を一緒に生きていく同行者

として接していたい、と強く感じています。たとえ今は私の方が手を差し出してあげるこ

との方が多いとしても、いずれ言葉を、心を交わしながら並んで歩いていく人になってほ

しいと心から願っているのです。 
 
自助グループは傷の舐めあいか？ 
話を自助グループのことに戻します。 
上に述べた先生だけでなく、自助グループ活動に対して批判的な意見を持つ医師・援助

職の人たちはたくさんいます。その人たちに一番誤解があるのは、「自助グループなんて傷

の舐めあいにすぎない」という考えではないかと私は思います。摂食障害の当事者（本人）

でもそう思っている人がいます。摂食障害の自助グループは本当に傷の舐めあいにすぎず、

回復にはつながらないものでしょうか。あるいは、どのような力が働くと回復へとつなが

っていくのでしょうか。 
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 人がこころ安らかに生きられるためには、どのようにあるべきという姿ではなく、自分

はありのままの姿で受け入れられている、ここに居てよいのだと感じられる人間関係やそ

れを得られる場所が必要でしょう。それを家族内で得られずに苦しむことが多い摂食障害

の人たちにとって、自助グループはそれらを与えてくれる場所になり得ます。 
摂食障害の自助グループは、生きるには食べることを完全に止めることはできないこと

が関係するのでしょうか、絶対に止めるほかない薬物やアルコールのグループの厳しさに

比べてあたたかい場所であることが多いので、そこでは甘えが出がちであり、傷の舐めあ

いのような雰囲気になる可能性は他の嗜癖グループに比べると高いかもしれません。 
しかし、摂食障害グループに集まってくるのは非常に鋭い感受性を持った人が多いので、

そのような（甘えを含んで）いたわってもらおうとする気持ちは見抜かれてしまいます。

何しろみんな自分が生きることに精一杯の人たちですから、そんな甘えてくる人を受け入

れている余裕なんてありません。 
そのようにして受け入れられていないと感じた人はまもなく来なくなります。「自助グ

ループなんて傷の舐めあいだ」と言っている摂食障害本人を私が実際に知っているのはご

く少数なのですが、そう発言するのはこのようにして慰めてもらいたい気持ちを受け入れ

られていないと感じた人達ではないかと、その少数の経験から推察しています。 
それでは、摂食障害のグループを成り立たせているものは何でしょうか。それは、「慰

めあう」という甘いものではなく、どうにも隠したり繕ったりすることができなくなった

自分のぎりぎりの姿を率直に見せたときにのみ、聞いていた人の心に生じる共感だと私は

考えています。私が深く関わってきたある人の言葉ですが、「本で読んだり、TVで見たり

するのではない、目の前にいる人が語る生々しい現実が心に流れ込んで自分に重なったと

ころに強い共感が生じた」、その共感が積み重なったところに初めて「私は孤独な人間で

ない、この人たちと同じ感覚を持って、同じこの世界に生きている」という安心が生じる

のです。 
その共感と安心感、そして、何かある毎に揺れ動きながらも、共感と安心感が積み重な

って産まれる「自分も生きていていいのだ」という思い、それがグループを成り立たせて

いるのだと思います。傷の舐めあいのような甘えを含んだ関係はあったとしてもごく一部

分で、決して主たるものではないと私は強く感じています。 
 そのような共感と安心の場が家族の中にできてほしいと私たちは願います。それで福島

お達者くらぶでは開設以来、家族ミーティングも並行して行ってきました。その結果、過

食などの症状で子どもが示していたのは自分たち自身の問題であったと両親が理解して、

家族が変わり、家が安心の場になった例もたくさんあります。その場合でも、家から外に

出ることには恐怖を感じ続けるかもしれません。見ず知らずの人たちに受け入れられる自

助グループはその恐怖を少しずつ取り去っていくためにも役立つでしょう。 
 そのような自助グループが活動を続けられるようにと願い、その人たちとのよい関係を

模索しながら、（お節介の手を差し出すのではなく）見守っていきたいと思います。 
 
おわりに 
 私は医師として働いていたときには（麻酔科という、摂食障害とは対極にあるような部

門でした）、自分の人生はこれでいいのか、と思い続けていました。それを辞めて神経生

理学の研究者になって、それなりに評価されるポジションに就いても、研究業績の先陣争

いや研究資金獲得のパワーゲームの中で自分の生き方の迷いがありました。そのような中

で摂食障害の人たちと関わりだして、その人たちとなら何時間話していても飽きることが

ない自分を発見して、生き方が定まりました。私はその人たちに成長させてもらえたと感

じ、関わってきたすべての人たちに感謝の思いを持っています。そして、その人たちのこ

とを語れば、言葉があふれ出してくるのを感じています。今後もその人たちと言葉を交わ

し、心を触れ合わせながら、この同じ世界に足を置いて並んで歩いていければと思ってい

ます。 
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