
第 32 回 抗加齢統合医学研究室勉強会 

 

日 時：2018 年 5 月 19 日 土曜日 18:00-20:00 

場 所：東京アメリカンクラブ 2 階、ミーティングルーム II 

出席者：岩田明子（心理カウンセラー）、浦尾弥須子(日本鋼管病院耳鼻咽喉科部長)、奥野

哲治（Clinic E.T.院長）、吉川栄省（日本医科大学多摩永山病院精神科部長）、長崎綾子（な

がさき内科医院院長）、村上篤良（TBS）、山本勇人（山本歯科医院院長）、堀雅明（耳鼻咽

喉科ほりクリニック院長）、中田光紀（医療福祉大学公衆衛生学教授）、熊丸（AAIMC 室長

/AOI 国際病院副院長） 

 

本日は私がドイツ留学をした小田君を介して知り合った、心理カウンセラーの岩田明子さん

をご紹介します。立教大学文学部大学院を経て、ハイデルベルグ大学神学部博士課程に留学

し、比較宗教学、宗教心理学を修めながら、ドイツの自然療法と精神神経免疫学を基礎とす

る心理療法の資格もお持ちです。今夜のテーマはキリスト教とドイツ自然療法についてお話

しいただきます。（浦尾） 

 

 

 

今年の 2 月にイスラエルに 10 日間の聖地巡礼旅行にいき、その話を浦尾さんにご報告す

ることになっていたのが、折角なのでこの勉強会でキリスト教についてみんなに話して欲

しいといわれて、この機会をいただきました。 

医師の方々が集まる会だと伺い、先日改めて浦尾先生と相談しながら、それならばキリ

スト教だけでなく、キリスト教文化圏から生れたいわゆる西洋医学、それを補足するもの

としてのドイツ自然療法、占星術なども含めながらお話したほうが面白そうだということ

になり、次のような内容についてお話しすることになりました。 

 

「精神と肉体をつなぐ糸とは？ 隠れた水脈を探す試み」 

1． 宗教の果たす役割 

2． 「見えない身体」について 

3． 宗教改革がもたらしたもの 

4． 自然療法が果たす役割 

 

宗教と医療のテーマをからめての話をするのは今回が初めてです。自分としても興味深い

テーマ。専門用語は入れないようにしました。どうぞお楽しみ下さい。 

 

「はじめに（自己紹介もかねて）」 



先ず宗教と医療の架け橋に関して。昔はシャーマニズムに示されるように、宗教と医療

は同じ領域だったはず。それが近代以降は分かれてしまっている。なぜか？ 

なぜ人間だけが宗教を持つのかは高校時代から興味がありました。高校時代に具合が悪

くなり何故か言葉が出づららくなった時期があり、修道院でのお祈りに関心をもちました。

祈りには言葉以外の何か別の力が働いていると感じたからです。修道院に入りたいと思っ

たのもそういう理由から。しかし実際には修道院に入るのは難しいとわかり、妥協策とし

てキリスト教神学を学ぼうと思った。祈りの生活ができると思い、神学を勉強することに

なった。 

ところが、キリスト教神学の文献検索・研究はとても抽象的であり、自分は宗教体験に

興味があったので、25 歳頃から徐々に宗教体験を実際に経験した人たちの神秘主義者の書

物や禁断書（異端書）を読み始めた。これがとても興味深くて、神学部にいることが窮屈

になってしまった。次第にキリスト教を超えた比較宗教学に興味が湧いて、その方向に進

み始めたのが 20 代後半。その頃ドイツに留学。宗教体験をした時にどういう心の状態にな

るのかを研究するのは宗教心理学のテーマの 1 つであり、それがその後の研究テーマ、カ

トリックにおける「奇跡的治癒」のテーマにつながっている。 

実は自分はカトリックの洗礼を受けたときに、マリア・ベルナデッタと言う洗礼名を貰

った。この名前をいただいたことと関連があるのかどうか不明だが、奇跡的治癒、心の力、

祈り、瞑想・観想が、心や身体に影響を及ぼすだろうという考えを、25 歳頃から抱くよう

になった。ただ、このような分野を研究する方法論がなかなか見つからなかった。 

ドイツ留学中の指導教官はアフリカの輪廻の研究者だった。フィールドワークが好きな

方でアフリカを往復して、毎回興味深い報告をしてくれた。私が所属した研究室は、以前

はミッション（布教のため）に必要な情報を研究するために設置されていたらしいが、現

在は布教のためではなく、異なる宗教間の平和的コミュニケーションがテーマとなってい

る。 

留学時に同じドイツの大学の医学部で輪廻の研究をしていたグループがあった。今から

25 年前、欧米では輪廻療法が流行っていた。催眠退行をして、過去生を思い出すことで、

現在の悩みを癒やしていくという心理療法。私の指導教官もこのグループの一人で、東洋

から来た自分に、日本にはこんな魅力的な文化があるのに、なぜキリスト教を勉強しに来

てるの？ 輪廻ってどう思う？ 四十九日って何？などと質問攻めにあい、当時タイから

留学してきていたお坊さんと四十九日についての発表することに。 

この研究グループ（医学部＋神学部）に携わっていくことで、ヨーロッパでは、実は教

会が人々の心のよりどころの筈だったのに、近代以降そうではなくなってきていること、

人々の心のよりどころが崩壊してきている事がわかったてきた。 

その問題はどうやって解消されてきたのかというと、ドイツでは自然療法によって、キ

リスト教では補えなくなった要素を、補填してきたのだろうと考えるようになった。 

その為、自分のドイツ滞在の後半 5 年間は自然療法の研究となった。文献研究ではなく



て、臨床現場でのフィールドワークという形で行うことになった。 

ドイツの自然療法学校においては、心身相関論に基づく内観療法を専門領域として専攻

した。内観療法は心理療法の一種であり、その構造は宗教的な祈りや観想などと似た要素

をもつ。宗教性を抜いた心理療法。結局のところ、10 代の頃に関心をもっていた領域に戻

ることになった。 

 

１「宗教が果たす役割」 

世界的宗教学者のエリアーデによると、ボン教（仏教伝承以前のもの、土着宗教）のチ

ベット伝承では、もとは神々が人間と会うための「天」と「地」を結ぶ網が存在していた。

それが、人間の堕罪と死の到来以後、「天」と「地」をつなぐ網は切り落とされ遮断された。

それ以来人間の臨終の時のみ魂が「天」に上ることができ、肉体は「地」に残るようにな

った。多くの魔術的技法、とりわけボン教では、人々は今日でさえ、魔法の網によって「天」

へ上ろうと努力する。信心深いものは臨終の際に目に見えぬ網によって「天」へと引き上

げられるのだと信じている。 

「宗教」とは religio（再びつなぎ合わせる）に由来していて、どの宗教にもこの様な考

え方があって、しかしこの網とは何かは学問的には解っていない。 

 

この網を説明するものとして、アカデミックな世界ではあまり使われていないが、わか

りやすいので、インド哲学をベースに近代人達が築き上げてきた神智学（シュタイナーは

神智学から人智学を発展させた）の文献を引用する。 

 

「プラーナ（中国の気にあたる）は生命の網に沿って働きつつ、これら個々の細胞を結

合して一個の複雑な全体として化せしめる。ちなみに生命の網は想像を絶する精妙かつ微

妙な、美しい微光を放つ黄金色の網である。それはスートゥラートマーsutratma（生命の糸）

が伸びたもの、すなわちブッディ質量の 1 本の糸で造られたもので、その網目の中に、よ

り粗雑な原子群が組み合わされて形を成している。」  

A・E・パウエル『神智学大要 エーテル体』 

 

ここでは、宇宙のプラーナを入れておく網目の籠が「エーテル体」と表現されている。

仏教で言う初七日～四十九日の間は、このエーテル体が肉体から離れても未だ存在してい

る時期を指している。『チベットの死者の書』には、人が亡くなった時に祈りが捧げられる

が、それがこのエーテル体（そう呼んでいたかは不明だが）に届いていると書かれている。 

人間の肉体と、神々（人間には認識できない高次の情報のようなものと自分では認識し

ている）をつなぐ中間領域として「見えない身体」を設定している考え方は、多くの宗教

文献に残されている。 

 



２「見えない身体」について 

神智学・人智学ではエーテル体が、より高次のアストラル体（心/感情）、霊体（意志）、

コーザル体（これより上は魂）、ブッディ体、アートマ体、モナド体と、人体をつないでい

る。エーテル体の見えない身体は高次の次元からの情報の受け皿として、次のように様々

な呼び名で語り継がれている。 

 

心理学では「サトルボディ」：変容プロセスそのものを含む 

仏教では「報身」（三身：法身-報身-応身のなかの 1 つ） 

キリスト教では「キリスト・イエスのエーテル体」「聖霊の受け皿として」 

欧州で古くから有る錬金術では「栄光のからだ」 

タオイズムでは「黄金のからだ」 

パラケルスス（医師）によれば「第 2 の不可視の身体」 

ユングによれば「類心的」身体的無意識（著作にはあまり残されていない） 

 

 

「網、それによって造られている籠の役割とは？」 

＊高次の情報を受け取り、私たちに伝えてくれる場 

＊イメージ・象徴が立ち現れ、それを読み取る場 

＊生命と関わりの深い場 - 初七日～四十九日 

（例えば；「バウムテスト（木を描くユング派の心理テスト）」において、病床に伏して

いる子供に樹を描かせると、樹にりんごの実を５つ書いた子供が 5 週間後に亡くなるとい

った、未来予知が頻繁にみられる：自分の死期を知的な層とは別のレベルで知っていると

思われる現象） 

＊心身相関論を可能にする領域 ―心と体は共時的関係にある（カール・A・マイヤー説） 

（マイヤーはユングと同時期のドイツ人学者：心身相関論を「意味ある偶然の一致」と表

現した。ユングは心身相関論の領域で、つまり広義な意味でシンクロニシティという概念

を使うことを否定していたが、現在ではこのマイヤー説はドイツ語圏の心理学分野では一

般的に活用されている。ユングの共時性の概念は、量子力学者パウリとの共著『自然現象

と心の構造』河合隼雄・村上陽一郎訳を参照のこと。） 

 ＊大宇宙と小宇宙（=人間）の照応を可能にする領域（ドイツのルネッサンス期に復活） 

 ＊占星術（synchronicity：意味ある偶然の一致；同上；ユングとパウリの共著参照） 

 ＊ウヌス・ムンディ（一なる世界） 

 

 人間観の変化を見てみると、以前は医療と宗教が一致しており、肉体と精神や高次の次

元をつなぐ役割をエーテル体（それに相当するもの）が二つの領域をつなぐ役割を担って

いた。しかし近代の人間観は、肉体と精神のつながりは「脳」の分野が（脳が心をつくっ



ているという説が現在は優勢だが）、かろうじて橋渡し的役割を果たそうとしている程度。 

（前者は 3 つの円「要素」の重なり、後者は 2 つの円の重なり） 

 

 ３「宗教改革がもたらしたもの」 

 こうした人間観に変化をもたらしたもの；自分は宗教改革の影響が大きいと考えている。 

16 世紀にマルチン・ルターが始めた宗教改革は、何をどのように改革したのか？  

カトリックでは日曜日に教会へ行くと、十字を切る、跪く、頭を下げると言った儀式が

あるが、先ずそうした儀礼や身体の象徴表現を否定した。 

更に最も否定されるべき対象となったものが、視覚的なもの；偶像（キリスト像、マリ

ア像、イコン）、煌びやかなステンドグラス、神の超越性を象徴するゴシック建築の教会様

式等； 

その他、感覚に訴えるものは、神との直接関係を邪魔するものとして音楽も否定した。

神に帰依するのに何故教会でシューバルトのミサ曲（コンサート）を聴く必要があるのか？ 

と批判された。 

味覚への通路も閉鎖された。それまでの象徴的な意味として、パンはキリストの体、葡

萄酒はキリストの血とする考えがあった。（神秘主義者は、これらの味を高次の感覚で表現

することがある。） 

臭覚；世界中の宗教でお香を焚くが、カトリックでもお香を焚く場合がある。 

高次の次元へ導く感覚的なものすべてが否定され、神とのコンタクトを可能にする媒体

は「聖書」のみとなり、つまり「言葉」を通してのみ神に近づけることとなる。 

感覚を否定することによって禁欲主義の要素が入り込む。聖書（言葉・理性）によって

のみ神に近づくことができるという思想のなかに、近代の萌芽をみることができる。 

 つまり宗教改革が否定したものとは、象徴表現としての”Imago Dei”（Imago イメージ：

Dei 神=神の像）であった。ミサでは、人間が神に似せて創造された存在（Imago Dei）で

あることを思い出すことがひとつの目的としてある。時空を越えて「イエスの復活体」に

アクセスし、そこに自分を関連づけ，近づけていくための儀式であり、象徴表現の意味を

受け取る受け皿としてエーテル体を活性化するための機会でもあった。 

カトリックの儀式は、古代エジプトのミトラ教に起源を発するとされているが、初期キ

リスト教に取り入れられたもの。エーテル体は様々な事象が時空を越えて共時的に共生す

る場であるが、こうした儀式を通して、天界と人間をつなぐ綱としてのエーテル体が培わ

れてきたのではないか。 

それが宗教改革によって弱体化され、天界（見えない世界）から切り離され、物質世界

に閉鎖された人間観へと変わっていったと考えることができる。 

 

ここまで宗教改革をネガティブに捉えてきたが、この宗教改革が近代合理主義を生んだ

と唱えたのが、マックス・ウェーバー（1864～1920）であった。 



それまでの教会は、罪を犯してもお金を払えば許されるという「免罪符」（他力）の制度

があったが、これも勿論、宗教改革によって変革された。免罪符の廃止は、「他力」から「自

力」へ、禁欲・勤勉、そこから更に（作業）能率という概念が登場し、個人の能力を促進

させる近代合理主義へと発展していった。 

宗教改革の中心概念「聖書のみ」という思想を通して精神・理性面が強化され、やがて

17～18 世紀における理神論（Deism）へと発展していく。 

理神論はイギリスで始まったもので、科学の進歩を促進させる神学的な根拠となってい

く。理神論においては、キリストの存在自体を否定、啓示・恩寵・奇跡が否定されたが、

人間は神に似せて造られたものだと言う考えだけは残した。自然界では人間だけが理性を

もっている。そこが神と似ている点。だからこそ人間は神に代わってこの世界、自然を管

理（支配）する権限ありと解釈された。管理するからには自然に関する研究は大いにすべ

きであり、その結果自然科学が飛躍的に発展していくことに。 

さらに 19 世紀にはダーウィンの進化論が唱えられることによって、自然は神が創造した

ものではないという解釈まで広まる。それは現在のイギリス進化生物学者、無神論と合理

主義などで知られるリチャード・ドーキンスに受け継がれている。（ドーキンスによってキ

リスト教神学に言及した本は欧米で話題に） 

 

宗教改革による変化は、別の角度から見ると、宗教体験にみられる「つながる機能」の

低下、エーテル体の弱体化としてとらえることができる。シンボルが持つ救済性の喪失。

それは自殺率（プロテスタントはカトリックの 3 倍！）の上昇にもつながっている。（宗教

改革における、告解、懺悔の機会喪失がその原因と思われる） 

こうした事態はキリスト教文化圏に情動面の孤立化をもたらし、近代化において心と体

の二分化が進んだ（西洋医学の発展もこうした土壌から生まれた）。 

以前は教会は町の互助会的なものだったが、改革以来、プロテスタントの強い地域では

個人主義が重んじられ、日本で言う大家族よりは核家族という傾向が強くなってきている。 

こうした流れの中で 19世紀に心理学がアカデミックな領域において生まれた。心理学は、

心・感情の分析を科学的に行う学問として誕生したが、キリスト教が本来担っていた「心

のよりどころの喪失」を埋めるために必然的に生まれてきた学科と考えることができよう。 

 さて、理神論によって、理性・精神・言葉を持つ人間が、特別な存在として自然を管理、

支配しても良いと言う考えが広がっていったが、そもそも人間は進化しきっているのか？ 

つまり神のように振舞ってよいと手放しに言ってもよいのだろうか、という疑問が残る。 

 この疑問はゲーテも抱いていたようだ。彼は 2 つの世界大戦を経験していないにもかか

わらずこう考察している。「人間は、時として動物よりも動物的だ」と。 

 

４「自然療法が果たす役割」 

「ドイツ自然療法の系列」 



 ドイツにおいては、ゲーテが自然療法に与えた影響は絶大。自然療法が生まれ、その後

発展したのもゲーテがいたからといえる。 

次に、ドイツ自然療法の系列について、少しさかのぼって話をしたい。 

自然療法の源流をたどるとパラケルスス（1493～1541）という人物にたどり着く。彼は

ドイツ建国以前の帝政時代、ドイツ語圏の現在のスイスで活躍した医師であり思想家、錬

金術師でもあったが人物。実はパラケルススの文献はあまり残っていない。彼の数少ない

語録のなかに「星の配置を見ることなく病気を治すことはできない」というものがある。

占星術と自然療法の結びつきは、このパラケルススの発言にさかのぼる。 

 さて次にゲーテ（1749～1832）だが、彼は日本では詩人、劇作家、小説家としての認識

が強いが、自然科学者としての顔をもつ。彼の業績は、色彩論・形態学・地質学・気象学

と広い範囲に及び、こうした生態学的な見地が、現代における保養地医療の素地にもなっ

ている。保養地医療では土地そのものの資材やエネルギーが活用されるが、空気や水の質

は国が管理している。空気の保養地、水の保養地など症状別に選べるようになっている。 

自然研究を含むゲーテの文献を研究したのがシュタイナー（1861～1925）である。シュ

タイナーに関してはシュタイナー学校だけでなく、シュタイナー医学も現在ドイツではま

すます需要が高まっている。（浦尾先生も実感されたことでしょう）。 

 余談ながら、ドイツ医学を学び日本に伝えた森鴎外（1862～1922）はシュタイナーとほ

ぼ同世代であり、ドイツに軍医として滞在した。1882 年に衛生学を学び、1887 年には北里

柴三郎と共にコッホの細菌学を学んでいる。当時細菌学はドイツが世界最高峰であった。

森鴎外はゲーテ文学の紹介者でもあるが、ゲーテの自然科学の分野には関心がなかったよ

うだ。自然療法に出会ったとしてもピンとこなかったであろう。 

 日本が近代以降、東洋医学を排除し西洋医学のみを推奨していったのに対して、ドイツ

では自然科学に基づく医学と自然療法の 2 つの道が並存してきた。しかしこの２つは方法

論的に全く異なる内容をもっている。まとめてみるとスライドのようになる。 

 

「ドイツ医学（西洋医学）」 

 ＊ドイツ医学は自然科学を基礎とした因果論によって成り立っている。 

＊知覚対象は「精神」の能動的働きによって自然から抜き取られたもの。 

＊どの知覚対象にも自分の見方が移植され、すべてが実在する 1 個の物として固定され

る。 

＊「これは何のためにあるのか？」という視点から探求され、論理中心（logozentrisch）

の思考形態。新しい脳（新皮質）によって解析される。 

＊観察・研究対象は「諸原因に分解された物」であり、たとえば心臓はポンプ仕掛けの

機械と見なされる。 

 

「ドイツ自然療法」 



 ＊自然療法では、生命の学として、目的論（telos：アリストテレス哲学を復興させた概

念：神との合一という意味も含む）を基礎に成立している。 

＊目的論では、たとえば銀杏の種が発芽して木として成長していくのは、元々（apriori）

そういう「目的」をもって造られたという考え方をするため、未来から呼ばれているとい

う視点をもつ。したがって人間の在り方や関わり方も、目的論的な視点をもつ。 

＊頭ではなく「心」の受容的な働きによって自然から受け取られるという知覚の仕方。

知覚は受容的・没我的で、対象とは境界がなく、生きた形象（イメージ）が観察される（ゲ

ーテにみられる観察方法。資料①②）。 

＊「それはどのようなものであるか？」という姿勢。 

＊生命中心（biozentrisch）の思考形態、古い脳（辺縁系や旧皮質）に関連。 

＊観察対象は「形象・イメージ」であり、ここでは、動物だけでなく無生物も、あたかも

人間の姿の如く“心と形”を備えた生ある存在として経験する（アニミズム的表現の仕方）。 

 

この 2 つの異なる特徴をわかりやすく比較すると（昨夜自分で表現を考えたのだが）、動

物的知覚と植物的知覚というように分けられると思う。 

 

「動物的知覚」 

動物的知覚においては自らが動いて対象を探し、捕獲して命を奪い消化して自分の栄養

とする。動物的知覚においては、自力で動き能動的な態度を取り、神経系で言えば随意運

動と連動している体制神経系と、それに関わる知覚神経を通して知覚される。 

 

「植物的知覚」（いわゆる“超感覚的知覚”を含む：見えないものの知覚） 

植物的知覚においては自ら動くことなく、太陽の光を受け取りながら天体のリズムに従

い、命の糧を自分で作り出していく、あたかも植物のような知覚の仕方。 

植物的知覚は他力で受容的態度である。神経系としては自律神経系（植物的神経系）、不

随意運動、第三の目とも言われる松果体の働き（概日リズム）と関係がある。 

エーテル体との関連で考えると、この植物的知覚の系列が深くかかわっている。現代人

において弱体化しているのは植物的知覚の方。 

自分としては、エーテル体を強化することが現代人の健康維持には欠かせない要素だと

考えている。（内観療法を研究しているのもそのため） 

 

 

「ルドン（1840～1916）における知覚」 

フランス人の画家ルドンの絵画の 2 点を、植物的知覚の代表として紹介。 

 

「起源」（左側）：ルドンは、ダーウィン（1809～1882）の『種の起源』（1859）を意識し



てこの絵のタイトルを「起源」としている。この絵のルドンの覚書には「おそらく花の中

に最初の視覚が試みられた」とある。   

 

「仏陀」（右側）：1 本の樹の手前に仏陀が瞑想している様子が描かれている。仏陀の周辺に

色とりどりの幻想的な花が宙に浮いた様子で描かれている。花に眼があることを前提（「起

源」）に考えると、これらは仏陀の「目えない体の眼」として描かれていると解釈できない

だろうか。 

 

 

「ドイツ自然療法で許可されているもの」 

特徴としては、無意識の分野も包括しているということ。見えない身体（経絡・プラー

ナ）、解明されていない自然の力も扱っているということ。 

とはいえ自然療法の資格をとるには、生理学、解剖学、病理学を基礎として学ぶことが

義務づけられている。ドイツでは西洋医学で扱うべき症状と、自然療法で扱った方がよい

症状の区別することで、両者の調和のある連携が実現でいるよう社会的仕組みが作られて

きた。資格をとるためには医療問題が起こらないように法的な内容も学ぶ必要があり、自

分でクリニックを立ち上げることも許可されている。 

 

＊東洋医学：中国医学・アーユルヴェーダ 

＊芸術療法：色彩療法・音楽療法 

＊波動療法：ホメオパシー 

＊保養地療法：土地の独自性（形やエネルギー）を活用、リハビリに必要な作業療法な

ど（土地のエネルギーに関してハイデッガーは「ゲニウスロキ＝土地の神様」という概念

を復興させた。土地にもエーテル体あり。こうした考え方はグローバリズムに対抗する要

素として評価される一方、ナチスドイツの政治的方向性に重なる問題として浮上すること

もあり微妙なテーマ。） 

＊植物療法：アロマセラピー・フラワーエッセンス療法（古い脳にアクセス） 

＊心理療法：バウムテストなど 

＊内観療法：自律訓練法（自己催眠）、催眠療法（他者催眠）を含むイメージ療法。心身

相関論の観点から音（マントラ）・色・イメージ・言葉をつかう手法。 

＊医療占星術・心理占星術 

西洋医学を補うものとして自然療法が法律的に認められ、ドイツ国内では共存している。 

 

「占星術とキリスト教」 

 西洋占星術においては、キリスト教が広がった過去 2000 年間は、歳差運動に基づき「魚

座時代」と位置づけられている。（現在は水瓶座の時代、あるいは移行期とされる。） 



魚座を見ていただくとわかるが垂直な魚と水平に泳ぐ魚が 2 匹いる。この縦と横の線は

アルファ星によって結びついているが、縦と横の魚がキリスト教における「十字架」と関

係づけられている。キリスト教の大きなテーマ、犠牲・禁欲・救済は、また魚座の特徴的

な性格でもある。 

 

垂直と水平の 2 匹の魚には、それは次の内容内容が象徴されている。 

＊超越と内在 

＊精神と物質 

＊理性と感情 

＊男性性と女性性 

 

以上のように相反する要素を十字架にかけることによって（エゴの死）、二つの要素を統

合させることが魚座時代に課せられたテーマ。 

つまり、西洋医学が悪いとか自然療法が良いという問題ではなく、キリスト教時代とい

われているおよそ２０００年間続いた魚座時代は、対立する要素（たとえば精神と物質、

宗教と科学など）が出そろい、この相反する性質の統一が課題だった時代として位置づけ

ることができる。 

水瓶座への移行期にはいり（２０００年を過ぎてから）統合の兆しが実際に見え始めて

いる。たとえばドイツにおいては西洋医学の医師達が自然療法の知識を習得しなければな

らないという制度に変更されたなど。ドイツでは、これまで自然療法士が担っていた役割

を、医師自身のなかで統合していく新しい流れがある。 

別の例；ゲーテが提唱した「色彩論」や「メタモルフォーゼ（変形・変態論）」は、当時

の自然科学的世界観では根拠のないものとされてきたが、それぞれ「量子力学」（ハイゼン

ベルク）や「分子生物学」によって、近年ゲーテの主張が別の角度から承認されるにいた

っている。（参考資料 ①②） 

「水瓶座」時代においては、たとえば「精神」（垂直）と「物質」（水平）という二つの

対立が止揚されるような新しい思想や立場が生まれてくるはずだ（『生物と無生物のあい

だ』福岡氏などもこの流れのなかにある）。 

日本においても、これまで決して交わることがないように見えていた様々な分野（心と

体、精神と物質、宗教と科学、見えない体と見える体 etc）が統合されるような、より深い

視点が次々に生みだされていくだろう。それに伴い医療の分野も新しい時代を迎えること

になるにちがいない。 

 

以上 

 

 


