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系の機能調節異常及び視床下部－脳下垂体－副腎皮質系（ＨＰＡ系）、－甲状腺系（ＨＰＴ系）、－性腺

系（ＨＰＧ系）を主とするホルモン分泌調節障害による機能異常という両要素の変調が基盤になってい

るものと考えられる。

躁鬱病は気分が高揚し、意志発動が促進される躁状態、または逆に気分が沈滞し、ゆううつとなり意志発

動が抑制されるうつ状態が周期的に生じる精神疾患の一群で、それぞれの病態は躁病、うつ病といわれる。

そして精神分裂病とは、病期をもち、その間に正常な時期が存在する点で、原則的には明確に区別される。

また躁鬱病では上記の精神症状に加えて自律神経系症状、内分泌系症状として現れる身体症状が、いろい

ろな割合で認められる。

　躁鬱病の生化学的研究の歴史は、脳内アミン研究の歴史といっても過言ではない。1946年の von　Euler

による哺乳動物の脳でのノルアドレナリンの発見は、脳の芳香族アミンの研究の幕あけとなった。1954年

には、Vogt，Ｍ．によりノルアドレナリンの脳内分布が明らかにされ、脳幹網様体に豊富に存在すること

が報告された。つづいて 1958年には、Carlsson らにより哺乳動物でドーパミンの脳内分布が検討され、ノ

ルアドレナリンの分布様式とは異なり錐体外路系の諸核に選択的に高濃度に分布していることが発表さ

れ、翌年このことは佐野らによりヒトの脳を用いて確認された。このような研究から、ノルアドレナリン

と脳幹網様系の機能、ドーパミンと錐体外路系の機能との関係が注目されるようになった。

　一方、セロトニンは 1948年に Rapport，Green および Page により構造決定がされたが、1953年には

Twarog と Page により哺乳動物脳内での存在が、つづいて Amin らにより視床下部に比較的高濃度に限局

していることが明らかにされた。1957年に至り Udenfriend一派は哺乳動物の脳内分布を詳細に検討し、大

脳辺縁系といわれる部位に高濃度に分布していることを報告し、情動に関係した自律神経機能との関連

を示唆した。

　1960年代に入って蛍光組織化学の開発により、モノアミン作動神経の走行も次第に明らかにされ、さら

に免疫組織化学的、薬理学的、電気生理学的方法および RI法などを用いて、これらのニューロンの詳細な

分析が急速に進められ、アミンニューロンと脳機能との関係が検討されるようになった。一方、1951年の

フランスにおけるクロールプロマジンの開発と精神病の治療への応用、さらにアメリカでのレセルピン

の薬理作用の研究は精神薬理学の端緒となった。その後、モノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤によるう

つ病の治療効果が Kline らにより報告され、1957年には Kuhn がイミプラミンによるうつ病の治療効果を

発表したことにより、うつ病の病因究明に向けて薬理学的研究と生化学的研究が生理活性アミンを中心

に互いに関連して行なわれてきた。1960年代に提出された躁うつ病のアミン仮説、すなわち、うつ病にお

ける脳内アミンの減少，躁病におけるその増加という考えはのちの研究により，いくつかの修正や統合

がなされながら今日に至っている。

　今世紀中頃より始まった躁うつ病のアミンを中心とした薬理生化学的研究は，神経刺激伝達機構の解

明の研究と相まって神経伝達物質の受容体の機能の異常あるいは障害にその病因ないし病態因を求めよ

うとする方向へと進んでいる。
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躁うつ（欝）病 　英 manic-depressve  psychosis,独 manisch-depressives  Irresein,  仏 psychose

maniaque-dépressive（西丸）

《感情精神病 affective-psychosis,感情循環病 Zyklothymie,循環性精神病 zirkuläres Irresein,  psychose

circulaire》［deressive という代りに melancholic ともいう。欝（ユー）は中国語では郁を用いる。depression

は de 下へ premo押し下げる、押さえつける意味、melancholy は ギmelas黒い ギkhole胆汁で、ギリシアの４

つの体液 humor,  sanguis血,  phlegma粘液,  chole胆汁,  melanchole 黒胆汁により、それぞれ血気、不精鈍感、

かんしゃく、憂うつに当たるもので、こうして気質を定めたことによる］爽快と憂うつ、行動の増減（興

奮と抑制、思考－言語行動なら奔逸と抑制）が対なす主症状である。内因性とされ、発病期 Phase と健康な

中間期 Intervall の長さはまちまちであるが、数週から数カ月のことが多く、躁とうつ（鬱）とは必ずしも

交代せず、うつ病の方がはるかに多い。うつ病の憂うつは生気的 vital で、生気感情 vitales Gefühl の憂うつ

で身体あるいは器官の不調 devitalization, dysvitalization といわれる。このため身体病としての疾病感、身体

的不調――仮面うつ病 masked depression, maskierte Depression, dépression masquée――が現われうる。

躁病では爽快と興奮、うつ病では憂うつ（不安）と抑制が組になっているが、爽快と抑制、憂うつまた

は興奮が組になれば混合状態 mixed state, Mischzustand, état mixte で興奮性抑うつ、不安躁、躁性昏迷など

の形もありうる。更年期にはうつ病が起こりやすいが不安な落ち着きなさ、単調な歎き moan, Jammern,

geindre のある興奮がよくある。うつ病の自発性や活動の減少を無為 abulia といわないのは習慣である。ま

たうつ病患者は分裂病患者より精神的に影響されにくい点で「自閉的」であるがこれも習慣上自閉といわ

ない。うつ病が精神的情況によって誘発されると心因反応的に見れば、ストレス、根こぎ、実存、引越し、荷

おろし、喪失、抑うつであり、体因・内因・心因が併せ考えられ、反応性のものより生気的 vital である場合

には内因反応性気分変調 endoreaktive Dysthmie（Weitbrecht）である。更年期うつ病というと内因性より

よけい身体側に近よる。うつ病の危険は自殺、躁病の危険は向こうみずなやりすぎと脱線行為である 。

mania, depression は躁病、うつ病というべきときと、躁、抑うつ（状態）というべき場合とある。（西丸四

方）

躁うつ病の神経解剖学的考察

人のこころが知・情・意の側面を持つとすれば、躁うつ病はこのどの領域にも変化をき

たす障害である。したがって、こころの座である脳において、その障害に巻き込まれる領域

は、広範囲にわたるのであろう。知・情・意の３要素は、互いに独立したものではない。知を

司る新皮質（特に連合野）、情を生みだし、知覚情報に生物学的意味を負荷する大脳辺縁系

意と関係が深い大脳基底核、これらの領域は密な連絡路で互いに結ばれている。したがって

どこの障害が一次性であろうとも、その程度が強ければ、影響が広く及ぶと考えられる。し

かもこれらの領域は、脳幹に起始し広く投射線維を張り巡らせているモノアミン神経系の
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入力を受ける。臨床的に有効性が確立している抗うつ薬の作用点が、モノアミン系の神経終

末にあるトランスポーターやモノアミン酸化酵素であるという事実は、躁うつ病の障害部

位を研究していく上で今後いかなる意味を持ってくるのであろうか。

神経科学はこころの座を明らかにしつつある。特に機能的画像研究の目覚ましい進歩に

よって、感情の座＊１あるいは躁うつ病の障害部位を同定しようとする試みが盛んに行われ

るようになった。今回はこの領域の研究を紹介しようと思う*２。

１情動と情動の座

ここでまず情動と情動の座について説明を加えたい。なぜならば、躁うつ病の障害部位は

情動の座を巻き込んでいると考えられるし、情動は実験動物で実によく調べられているか

らである。

情動とは、個体および種族維持のための生得的な要求が脅かされる、あるいは充たされた

時の「感情体験」およびそれに伴う行動などの「身体反応」と定義される（堀、1991）。情動は

また、一次性情動と二次性情動とに分けられる。一次性情動とは個体の生存および種族維持

の不可欠な身体的要求を知らせる感情であり、渇き、空腹、空気飢餓、求温、求冷、睡眠、休息

要求、性欲などの欲である。二次性情動とは、一次性情動から派生する感情であり、基本的要

求が充たされない（あるいは脅かされる）状況で発生するのが、不快、怒り、恐れ、不安であ

り、充たされそうな（あるいは充たされた）ときに生じるのが、快感、喜び、安心感、エクス

タシーである。そして、これらの情動に基づく行動パターンが、攻撃、防御、探索、満足、落胆、

愛撫であるとされる。

感覚入力には、外部環境や内部環境を背景として、情動的評価が付加される。この時、ヒト

の二次性情動は、多くを学習に依存し、過去の体験により修飾を受ける。そして、その脳内過

程には、一次性情動の主要な座である扁桃体と視床下部から構成される辺縁系の基本回路

に、前頭葉腹内側部（主に、眼窩前頭皮質）が加わるとされる（永福ら、1998）。トラの叫び

声は、動物園で聞けば感動を呼び起こすだろうが、闇のジャングルで聞こえたならば、身も

凍るような体験に生まれ変わる。感動が、辺縁系と前頭葉の営みで決定されているがゆえに

この様な違いが生じるのである。

次に、なされた情動的評価に基づく行動への動機付けが生まれ、行動が決定される。ここ

では、視床下部と大脳基底核の役割が大きい。そしてまた、視床下部を中枢とする神経内分

泌系および自律神経系の反応が生まれる。

２　躁うつ病と前頭前野

前頭前野*３の障害によって生じる。無感情、意欲の欠如、無為、無気力などの症状は、うつ

病の中核症状と類似している。このことから、George ら（1994）は、前頭前野の一時的な機

能障害がうつ病に起こっており、うつ病でみられるその他の症状は、前頭葉と辺縁系などと

の機能統合の障害の結果として生じるのではないかと推定した。さらに、躁病は前頭葉によ
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る扁桃体への制御の欠如が原因ではないかとも述べている。

MRI による検討では、前頭前野の容積が、重症のうつ病患者（48名）では、健常者（76

名）に比べて、７%少なかったという報告がある（Coffey ら、1993）。MRS で同部位に生化

学的異常を報告した研究も数多い（加藤、1996）。FDG PET で、脳代謝率を調べた Baxter ら

（1989）の報告では、左前外側前頭前野（ALPFC）での糖代謝率が、すべてのうつ病患者で

健常者に比べて低下していた。しかもうつ病の重症度と糖代謝率との間に負の相関がみら

れ、うつ病が改善した時には糖代謝率も改善したという。前頭前野、中でもALPFC の血流の

低下も数多く報告されている。H2
15OPET で局所脳血流を測定した Bench ら（1992、1993）に

よれば、うつ病患者（33名）は年齢をマッチさせた健常者（23名）に比べて、左帯状回（前

部）および左 ALPFC の血流が低下していたという。しかも、①精神運動制止の程度と左

ALPFC の血流低下との間に、また②認知機能障害と左内側前頭前野の血流低下との間に、さ

らに③不安の強さと右帯状回および両側の頭頂葉下部の活動性の亢進との間に、それぞれ

相関が認められている。SPECT による血流測定においてもほぼ同様の結果が出ている。高齢

うつ病患者ほど左前頭葉の血流低下が著明であったという報告もある（ Anstin ら 、

1992）。Mayberg ら（1994）は、再発性で治療抵抗性の重症うつ病患者において、前頭部、側

頭葉前部。帯状回前部、尾状核の両側性の血流低下、中でも前頭葉下部、側頭葉前部、帯状回

などの傍辺縁皮質での著明な血流低下を認めている。

精神作業負荷による賦活試験も行われている。ロンドン塔問題と呼ばれる、計画を立てて

遂行する作業を与えると、健常者にみられる、右前頭前野、尾状核、帯状回前部での血流増加

が、うつ病患者では著明に減弱していることを、Elliott ら（1997）が報告している。

再発性家族性うつ病（躁病の家族歴がない）と双極性障害（躁病相）患者を対象として、

PET を用いた脳血流と糖代謝率の測定に、さらに MRI による体積の測定を組み合わせて、厳

密な検討を加えた Drevets ら（1997）の研究が最近報告され、話題を呼んだ。彼らは、帯状回

前部に位置し、脳梁膝に接して腹側に局在する無顆粒皮質領域（脳梁膝下野： subgenual

prefrontal cortex）において、双極性障害うつ病相で、血流および糖代謝の低下を認め、単極性

うつ病患者で糖代謝率の低下を確認した（図 1）。また躁病患者では逆に、同部位の代謝率

の代謝率の増加の認めた。さらに、MRI で同部位の体積を測定したところ、双極性障害およ

び単極性障害ともに、健常者に比べて、体積が小さいことが判明した。同部位の体積は、病相

が寛解しても変化はみられなかった。したがって、認められた器質的変化は、躁うつ病の脆

弱性と結びついている脳の発達障害か、あるいは再発を繰り返した結果生じた器質的変化

のどちらかであろう、と推論している。

以上みてきたように、比較的厳密に行われた画像研究の結果は、一致して、躁うつ病の病

態に前頭前野が関わっていることを示している。George ら（1994）は、「前頭前野の機能障

害が、自己、世界、未来に対する悲観的で、頑なで、自動的な考えを生み出してしまうのであ

り、前頭前野が正常に機能している状態では、外界からの感情的入力を適切に処理でき、あ

るいは自己の情動反応を柔軟に調節できるのであろう」と述べている。
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前頭前野は大脳基底核や辺縁系などと密接な神経ネットワークを形成している。これら

のループ機能の障害が躁うつ病の広範囲にわたる臨床症状の形成に重要な役割を持つのか

も知れない。一方、前頭前野の機能障害が、皮質下に起こった障害の結果として生じている

可能性も十分考えられる。そこで以下に、躁うつ病の皮質下の構造について行われた研究を

紹介したい。

３　躁うつ病と皮質下構造

扁桃体

内臓感覚は直接に、他の感覚は視床あるいは感覚連合野を介して、すべての感覚が扁桃体

に入ってくる。扁桃体は、これらの感覚刺激の価値評価と意味認知に深く関わっている。扁

桃体はまた、視床下部と下位脳幹に密な線維連絡を持ち、情動の表出（情動行動、自律神経

反応、内分泌反応）にも重要な働きをしている（Aggleton ら、1986）。

Drevets ら（1992）は、単極性うつ病患者を対象に、H2
15OPET を用いて、血流を解析し、左

扁桃体における血流の増加を認めた。前頭前野と扁桃体との間には密な同側性の線維連絡

が存在すること、また扁桃体が感情の制御に深く関わっていることから、彼らは、扁桃体の

機能異常がうつ病と深く関わっていることを推定した。

尾状核

尾状核をはじめとする大脳基底核とうつ病との関係は、この部位に器質性あるいは機能

性変化を起こすハンチントン病や多発性硬化症あるいはパーキンソン病に、感情の障害が

多くみられることから、古くより関心が持たれてきた。Drevets ら（1992）の上述の研究では、

両側尾状核の血流低下も認められており、この結果は Baxter ら（1985）の結果ともよく一

致している。

近年では、MRI の普及により、神経学的に無症候性の脳梗塞病変（ silent cerebral

infarction：SCI）が発見されるようになった。その結果、初老期・老年期発症のうつ病患者の

半数以上に、この領域に SCI が認められることが分かってきた（藤川、1997）*４（表 1）。ま

た初老期以降発症の躁病患者（65％）においては、SCI がさらに高頻度に認められている

（Fujikawa ら、1995）。高齢発症の躁うつ病と SCI との関連性については、今後さらに検討を

加える必要があろう。

海　馬

かつて Axelson ら（1993）は、うつ病患者で、血中コルチゾール・レベルが高値であるほ

ど海馬の萎縮の程度が強いという相関を見いだしていた。1996年になって、再発性うつ病患

者（Sheline ら、1996）とベトナム戦争で心的外傷後ストレス障害になった患者（Gurvits ら

1996）において、MRI で海馬の萎縮所見が報告された*５。海馬は、グルココルチコイド受容体
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が密に分布している部位であり、うつ病で高頻度に機能亢進がみられる HPA 系へ、ネガティ

ブ・フィールドバックをかける重要な部位と考えられている。動物実験では、グルココルチ

コイドが海馬神経細胞を傷害することが示されている。慢性うつ病や過度のストレスがグ

ルココルチコイドの過剰な分泌を引き起こし、二次的に海馬の萎縮を生じたとすれば、注目

に値する所見といえる。

　　　　　　　本文、完

註

＊１．感情の座

これまで感情の座を求める研究は、辺縁系など感情の座と考えられる部位を刺激したり

破壊したりする実験的研究、あるいは偶発的に損傷を受けた患者を対象とした臨床的研究

が主だった。しかし、刺激ないし破壊の及ぼす影響の範囲および時間的経過、他の脳部位の

機能状態、個々の年齢やホルモン分泌の状態により、局所脳機能は異なったパターンを呈す

るので、これらの研究だけでは情動の中枢を明確に同定することは困難であった。

近年その技術が大きな発展を遂げた機能的脳画像研究により、健常者の感情の座がどこ

に位置しているかが調べられつつある。被験者が悲しい出来事を想起すると、前部帯状回、

内側前頭前野、側頭葉、脳幹、視床、線条体の血流（活動性）が亢進し、喜びを体験すると右

前頭、側頭－頭頂領域の低下が起こる（George ら、1995）。最近の報告（Lane ら、1997）によ

れば、喜び、悲しみ、不快の感情は、ともに前頭前野（Broadmann area９）、両側の側頭葉前部、

視床の活性化と関連していた。また喜びは、両側の側頭葉中部～後部と視床下部の、悲しみ

は両側の側頭葉中部～後部、小脳外側部、小脳虫部、中脳、淡蒼球、尾状核の、不快は中脳の活

動性の亢進とそれぞれ関連していた。

＊２．躁うつ病の障害部位

本稿に恣意的に引用する研究結果が必ずしも決定的なものではないこと、いずれも否定

的な追試報告があることを承知して読み進めていただきたい。将来、脳機能の時間・空間分

解能の十分に高い新たな評価手段が開発される時が来るだろう。結論はそれまで持ち越さ

れるであろうが、躁うつ病の脳局在に関する現時点での研究成果を簡潔にまとめることに

する。

＊３．前頭前野（PFC）系

眼窩前頭野（orbitofrontal area）は、報酬と罰についての情報を統合する機能を担い、将来

の行動に影響を与え、複雑な社会生活に適応するために、現在および未来の状況を以前の情

動的体験から推論および判断する上で重要な部位であるといいわれている（Damasio ら 、

1990）。例えば、腹内側前頭前野に障害を受けた患者では、正および負の感情を呼び起こす

反応に対して自律神経反射が消失し、結果を予測した社会的行動ができなくなるという。
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脳梁膝下皮質は、サルやその他の動物で、扁桃体、内側視床核群、外側視床下部、側坐核、脳

幹のモノアミン神経起始核との間に密な線維連絡を有していることが明らかにされており、

情動行動や自律神経・神経内分泌反応に深く関わっていると推定されている部位である。

＊４．潜在性脳梗塞（SCI）

SCIを合併する高齢うつ病患者は、抗うつ薬治療反応性が悪く、せん妄やパーキンソン症

候群などの中枢神経系副作用を出しやすいことが指摘されている（藤川、1997）。

＊５．海馬の萎縮

心理的ストレスが、脳に器質的な影響を及ぼす可能性は、脳の形成期においては、さらに

重要な意味を持つかも知れない。胎生期、新生児期に受ける過度の心理的ストレスが、その

後ミクロなレベルでの、脳形成に影響を与え、ストレス応答に過敏なネットワークを刻み込

む可能性が動物実験で示されている。その逆に母親からの接触を多く受けて育った場合に

は、ストレスに対する耐性が高くなる可能性も指摘されている。脳の持つ可塑性は、遺伝子

と環境とのダイナミックな相互作用の影響を受けながら、疾患への脆弱性あるいは逆に耐

性　　　　を作り出しているかも知れない。その輪郭がもうすこしはっきりしてきた段階

で、取り上げてみたい魅力的な研究領域である。

1998．３ No.10　　Psychiatric Bulletin　　　神庭重信

大脳辺縁系の機能からみたうつ病

１．はじめに

　うつ病と大脳辺縁系の機能との関連性、ないしはうつ病における大脳辺縁系の機能状態

を調べ、論じる方法には、おおよそ次のようなものが考えられる。① PETや SPECT を用いて、

うつ病者の大脳辺縁系におけるグルコース代謝や局所脳血流量を調べる。さらに最近では

MRS を用いてモノアミンや他の脳内物質を測定することもできる。② CTやMRI を用いて、

うつ病者の大脳辺縁系の形態異常の有無を調べる。③てんかん性症状としてみられる抑う

つ（ictal depression）の発現に大脳辺縁系がどのように関与しているか、あるいは大脳辺縁

系の電気刺激によって抑うつがひき起こされるかどうかを調べる。④抗うつ薬の作用部位

として大脳辺縁系はどのように位置づけされるかを検討する。これには、モノアミン受容体

の大脳辺縁系における分布も重要な関わりを持つことになる。⑤うつ病の動物モデルにお

ける大脳辺縁系の役割を明らかにする。⑥うつ病者に見られる症状や行動変化を、大脳辺縁

系の行動上の機能と比較検討し、うつ病における大脳辺縁系の機能状態を推測する。
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　これらの研究方法のうち、③と⑥とを除いたものは本特集の他章で触れられると思われ

るので、本稿では③と⑥に絞って論を進めていくことにしたい。

２．大脳辺縁系の解剖および機能

　大脳辺縁系は古くは旧皮質、古皮質などと呼ばれた脳部がその主体をなし、系統発生的に

も下等な哺乳動物からよく発達しているが（図１）、また、情動脳とも呼ばれていたように

情動との関連がよく知られている部位でもある。近年では、それに加えて記憶との関わりも

強調されるようになってきているが、まず、これらの事情を簡単に概観していみたい。

１）解剖

　大脳辺縁系は、図１に示されているように、大脳新皮質と間脳・脳幹部との間に狭まれる

形で存在している。その内部構造はかなり複雑なものであるが（図２）、線維連絡や機能の

観点から海馬・中隔系と扁桃核系の２つのシステムに分けられる。

　大脳辺縁系へは、感知された環境刺激に由来するあらゆる種類の感覚情報が、大脳新皮質

で情報処理された後に流入してくる。すなわち、視覚、聴覚、触覚などの感覚情報が、それぞ

れの第１次感覚皮質や連合野を経て側頭葉へ集まり、そこから皮質下へと下降して海馬あ

るいは扁桃核に到達する（図３）10）。この過程で、情報処理の各段階ごとに諸感覚情報は前

頭前野へも送られる。

　大脳辺縁系からの主な下降性遠心路について述べると、海馬からの出力線維は脳弓を通

ってまず外側中隔に投射し、そこでシナプスを介してさらに外側視床下野などの脳幹部へ

達する。扁桃核からは、分界条や腹側投射系を通って内外の視床下部や他の脳幹部へと投射

する（総説参照）6）。

　海馬および扁桃核からの下降性遠心路の共通の投射野となっているのが脳幹情動系の最

重要部分である視床下部であることに、以下に述べるような極めて大きな意味が存在して

いる。視床下部は情動（内側視床下野は怒りと恐れ、外側視床下野は快感）だけでなく、自

律神経、内分泌、さらには生体調律系の最高中枢でもあることは言うまでもない。

２）海馬・中隔系の機能

　ここで、海馬・中隔系の機能に関する研究の１次資料に触れるだけの余裕はない。それら

については他の総説 7）や成書 14）を参照していただきたい。この事情は次の扁桃核系につい

ても同じである。　

　情動行動における海馬・中隔（外側中隔）系の機能は、先に述べた経皮質性の感覚情報

を変換して、快感をもたらす脳幹情動系を駆動し、逆に怒りや恐れをもたらす脳幹情動系に

対しては抑制をかけることであると考えられている。たとえば、ラットやネコの外側中隔を

破壊すると動物は途端に凶暴となり、当然、性行動や食行動など快感と関係の深い本能行動

は抑制される。逆に、外側中隔の電気刺激は動物に顕著な脳内自己刺激行動をもたらし、人
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間では強い多幸感、恍惚感を生じることが知られている 3）。

　記憶との関連では、海馬は、長期記憶のうち宣言的記憶 declarative memory

と本質的に関わっているとされる 14）。宣言的記憶とは、個人の過去の出来事の記憶（エピソ

ード記憶）と世間一般の知識の記憶（意味記憶）のことである。海馬が損傷を受けると、こ

れらの長期記憶を新たに獲得することができなくなり、また、損傷以前に獲得されていた記

憶も逆行性に障害される（逆行性健忘）。

３）扁桃核系の機能

　扁桃核系と海馬・中隔系とは、大脳新皮質で処理されたさまざまな感覚情報が流入する

点では同じであるが、情動行動に関しては全く逆の機能を持っている 6）。すなわち、扁桃核

系は、そのような感覚入力を受けて怒りや恐れの脳幹情動系を駆動・促進し、性行動や食行

動は抑制する。これらの機能は、その逆転像として古くから、扁桃核を含めた側頭葉を両側

性に破壊されたサルにみられる Klüver-Bucy 症候群としてよく知られているところである。

人間でも、扁桃核を電気刺激すると怒りや恐怖の感情が起こる 3,13）。

　扁桃核系も記憶に関わっていることは、しばしば言及されるところであるが、なかでも刺

激と報酬の連合過程に関与していることが示唆されている 4,10）。

Klüver-Bucy 症候群として知られる精神盲や怒り・恐れの喪失も、破壊以前には見られてい

た行動が変容したという点では、情動的意味に関する記憶障害の結果であると見なすこと

も可能であるが、学習の要素を必要としない生得的行動としての情動反応も障害されると

考えられることから、単純に記憶障害として解釈することもできない。しかし、無条件反射

性の情動反応を基にした条件反射の形成に扁桃核系が関わっていることは十分に可能なこ

とであり、その意味では、刺激と報酬の連合と言うよりも、刺激と情動の連合に関与してい

ると言うべきであろう。

４）前頭前野の機能 1,5,9）

　大脳辺縁系の機能や解剖を論じるにあたって、それとの密接な関連性なかでも相補性と

いう観点から、どうしても考慮に入れておかねばならないのが前頭前野である。前頭前野と

は前頭葉から運動皮質を除いた部分のことであり、ここへは環境刺激に由来し新皮質での

情報処理を受けた感覚情報が到達することは先に述べたとおりである。

　前頭前野は背外側部と眼窩面（傍辺縁系の一部と見なされている）とに分けられる。こ

のうち情動行動との関連性が深いのは眼窩面である。人間や動物で眼窩面が破壊されると、

衝動性が高まり状況に適応した行動がとれなくなる。このような行動変化は、この部位が自

らの行動を、動因や行動がもたらした効果との関連で自己評価する機能を担っていること

によると考えられている。背外側部は遅延交替反応や空間的遅延反応といった学習や反応

の抑制的統御に関わっており、行動の時間的構成化（Fuster）をもたらすと考えられている。

Luria は、このような前頭前野の機能を総括して、記憶－知性過程を含めた行為のプログラミ
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ング、調節、制御であるとしている。先に述べた前頭前野への感覚情報の流入は、このような

行為のプログラミング等に際して必要な手がかりを提供していると思われる。

　大脳辺縁系が環境刺激を認知し脳幹情動系を駆動する入力過程に関与していると考えら

れるのに対して、前頭前野は、情動などの動因によって発動される行動のプログラミングや

その評価、すなわち出力過程に関わっていると見なすことができる。情報の入出力の観点か

ら、大脳辺縁系と前頭前野の機能関係を図示したものが図４である 8）。

３．大脳辺縁系の機能からみたうつ病

　うつ病の諸症状は、これまで素描してきた大脳辺縁系の機能という側面からみるとどの

ように理解できるであろうか。ここでは、大うつ病の典型的な症候学を念頭において検討を

加えてみたい。

　大脳辺縁系の主な機能は情動と関係していることから、当然のなりゆきとして、うつ病で

はどのような情動・感情の変化がみられ、それは大脳辺縁系のどのような機能状態を示唆

しているかということがまず第１の分折点となる。うつ病の症状が完成されると、生の喜び

や愉悦の感情がみられなくなるだけでなく、怒りや恐れ（恐怖）の情動も抑制されており、

情動のあらゆる面が凍結されているかのようにみえる。食欲や性欲といった欲動も減退す

る。これらの事実は、うつ病においては、快感や食欲、性欲に対して促進的に働いている海

馬・中隔系の機能が低下しているだけでなく、怒りや恐れを促進している扁桃核系の機能

も抑制されていることを物語っている。あるいは、脳幹情動系全体の活動性低下によるもの

かもしれない。時には食欲の亢進がみられることもあるが、その時に性欲の亢進とかを伴う

わけではなく、食欲制御のメカニズムが単純ではないことの証左であろう。

　うつ病では精神運動制止も顕著である。精神運動制止は刺激に対する反応の鈍さであり、

一旦生じた反応（言語や行動）のテンポの遅さでもある。これは、環境刺激に対する入力な

らびに出力過程の情報処理のスピードの遅さを反映していると言えよう。殊に、言葉や行動

そのもののテンポの遅さは、先に紹介した前頭前野の機能抑制を想定させる所見である。逆

に焦燥をみることも稀ではないが、これとても、少くともその一部は、効率のよい行動のプ

ログラムの形成に至らない、前頭前野における情報処理の混乱の反映であると見なすこと

も可能である。

　典型例でみられる日内変動や早期覚醒、さらには REM潜時の短縮といったリズム障害と

しての側面は、視床下部や脳幹の生体調律機能の変調を示唆している。また、月経不順やデ

キサメサゾン抑制試験陽性などは視床下部－脳下垂体系の機能異常を示唆する。便秘、発汗

動悸、めまいなどの自律神経症状もしばしば見られる。これらのことを考慮すると、視床下

部水準で考察しても情動系だけでなく、調律系、内分泌系、さらには自律神経系とあらゆる

機能の失調の存在が示唆されることになる。

　うつ病の中心的症状への言及が最後になってしまったが、抑うつ感、さらには無価値感と

か罪責感といった、より高等な陰性感情を、大脳辺縁系の個別的機能から論じることははな
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はだ困難である。これまで推定してきたような大脳辺縁系、前頭前野、さらには視床下部を

含んだ広範な部位の機能抑制を背景にして初めて発現する感情なのかもしれない。また、う

つ病者にしばしば見られる心気的不安とか希死念慮なども大脳辺縁系などの機能から単純

にその発生機序を推論することはできず、生物・心理。社会的視点が要請されてくる。

４．てんかん性抑うつ（ictal depression）

　てんかんの発作症状として抑うつがみられることがある 15.16）。報告はそれほど多くはな

いが、その１つによると 16）、抑うつ発作の持続は通常の発作よりも長いものが多く、観察さ

れた 21例中８例では１日以上の持続を示したという。これらの抑うつをすべて発作症状と

して理解するには多少無理があるように思われる。発作間欠時の脳波所見も、発作性の恐れ

や怒りでは側頭葉の前半部に棘波焦点をみることが多かったのとは対照的に、抑うつでは、

脳の特定の領域の突発性異常に帰することはできなかった。発作時脳波による検討が待た

れるところである。

　一方、てんかんの外科治療などに際して、人間の脳、なかでも側頭葉や大脳辺縁系を電気

刺激した記録もかなり残っている 2.3.13）。Gloor ら 2）は、大脳辺縁系が刺激された時に恐れや

怒りなどの情動や、幻覚あるいは錯覚などの体験反応が現れることを報告しているが、抑う

つ反応の記載はない。このことは他の報告においても同様である。

　これらの事実は、少なくとも側頭葉や大脳辺縁系の特定の部位に限局したてんかん性放

電やその電気刺激が抑うつをひき起こすことはないことを物語っており、前項での考察と

矛盾しない。

５．おわりに

　本稿では、情動や記憶との関わりが深い大脳辺縁系およびその関連脳領域の機能という

観点から、うつ病でみられる主要な症状を見直し、その評価に基づいて逆にうつ病における

上記脳領域の機能状態を推測するということを試みた。その結果、典型的な内因性うつ病で

は大脳辺縁系を含む入力過程、視床下部、前頭前野を含む出力過程のすべてが抑制されてい

ると推測した。

　このように広範な脳領域が一様に抑制される機序は当然のことながらまだ不明である。

この機序を仲介する候補の１つとして、抗うつ薬の作用機序との関連が強く、脳幹部からこ

れらの脳領域へ非選択的、全般的に投射する神経伝達物質であるノルアドレナリンやセロ

トニンの関与がまず挙げられよう 11,12）。うつ病におけるこれらの神経伝達物質の代謝や受

容体の動態は、本特集の他稿で述べられているとおりである。今後、脳の機能をも考慮にい

れた総合的な精神医学の発展が期待される。
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　　　　　　　　　　（こころの臨床ア・ラ・カルト、1994, Sept.前田久雄） 

うつ病のモノアミン仮説はどう変わったか

－アミンの欠乏から受容体へ、そして脆弱性－ストレスモデルへ－

「ナットターナーの告白」や「ソフィーの選択」の著者として知られ、現代アメリカを代表す

る作家のひとりであるスタイロンは、1985年のパリ訪問後、重いうつ病に苦しめられること

となった。彼はこの時の経験を４年後にジョンスホプキンス大学主催の感情障害のシンポ

ジウムで講演し、それをもとに「虚栄の市」というエッセーを発表した。「この世の闇Darkness
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Visible」はこのエッセーをもとに、うつ病の苦悩と回復の喜びを単行本にして上梓したもの

である。

　彼は、うつ病というのは脳内のセロトニンやノルエピネフリンの欠乏やコーチゾルの上

昇で起こるのであろうか、常用していた睡眠薬のせいではないか、いや幼児期の対象喪失が

本当の原因ではないかと自問している。

　一体何が原因で数ヶ月にわたり、死をも考える程の気分や意欲の低下、快感の喪失、身体

的不調が生じるのであろうか。本稿では躁うつ病の基盤にある脳の機能異常や薬の奏効す

るメカニズムを考えるうえで、欠かすことのできないアミン仮説がどう変わったかを紹介

し、この疑問に答える手掛かりを提供してみたい。

Ｉ．モノアミンと躁うつ病

１．脳のセロトニンとノルアドレナリン

　精神疾患と関連の深いモノアミンは、カテコール核を有するドーパミン、ノルアドレナリ

ン、アドレナリンなどのカテコールアミンと、インドール核を有するセロトニンなどのイン

ドールアミンに大別される。アメリカでは慣用的にノルエピネフリンといい、ヨーロッパで

はノルアドレナリンというが以後は後者に統一する。必須アミノ酸であるトリプトファン

とチロジンは消化管から血中に吸収された後、血液脳関門を通過して脳内に入り、能動的に

神経細胞体や神経終末に取り込まれ、簡単な合成過程により各々セロトニン（5-HT）やノ

ルアドレナリン（NA）となって貯蔵され、ニューロン（神経細胞）の活動に応じて神経伝

達物質としてシナプス間隙に遊離される。モノアミンを伝達物質とするニューロンの解剖

学的特徴は、60年代にスウェーデンのカロリンスカ研究所の研究者によって明らかにされ、

大脳皮質全体に軸索が延びていることが示されている。

　それでは一体どういう経緯でモノアミンと躁うつ病が結び付けられるようになったので

あろうか。

２．初期のモノアミン欠乏説の誕生

　1952年にパリ大学のドレーやドニケルらによって、クロールプロマジン抗精神病作用が

あることが発見された。同じ年に、古代インドの医学書アーユルヴェーダ以来、高血圧や精

神疾患に相応する病態に用いられていたインド蛇木から有効成分であるレセルピンが抽出

され、クロールプロマジンと同じく抗精神病作用を有することが明らかにされた。クロール

プロマジンに類似した化学構造を有するイミプラミンを合成していたスイスの製薬メーカ

ー、ガイギー社は直ちに分裂病に対する臨床治験を行なったが結果は否定的なものであっ

た。しかし気分昴揚作用を有することが示唆され、クーンにより早速うつ病に対する検討が

行なわれた。その結果明らかな抗うつ作用が認められた。最初の三環系抗うつ薬の誕生であ

る。同じころ抗結核薬として用いられるようになっていたイソニアジドやイプロニアジド

にも気分昴揚作用のあることが注目され、とくに後者がイミプラミン同様、うつ病に有効な
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ことが示された。

　こうした薬剤の登場により、分裂病や躁うつ病の基盤にある脳の機能異常を研究する糸

口がつかめたことになる。大著「無意識の発見」で有名なエレンベルガーの言葉を借りれば、

ピネル、フロイトの革命に続く、精神医学の第３の革命である。

a．ノルアドレナリン欠乏説の登場

　まずイミプラミンやイプロニアジドの薬理作用がうつ病の病態を解明する手掛かりとし

て検討された。イミプラミンはシナプス間隙に遊離されたモノアミンとくにノルアドレナ

リンとセロトニン細胞内への取り込みを強力に阻害し、その作用を増強することが明らか

にされた。イプロニアジドは、アミンの分解酵素であるモノアミン酸化酵素（MAO）の作用

を阻害し、同じくシナプス間隙におけるアミンを増加させることが示された。一方レセルピ

ンを服用した患者の一部に（15%程度といわれる）、内因性のうつ病とまったく同じうつ症

状が惹起されることが報告され、しかもレセルピンが神経終末におけるモノアミンのシナ

プス小胞への貯蔵を阻害し、枯渇させる作用のあることが明らかにされた。動物実験でもイ

ミプラミンが、レセルピンなどのモノアミン枯渇作用を有する薬物の作用に拮抗すること

が明らかにされた。

　このように脳内のモノアミンニューロンのシンプス間隙におけるノルアドレナリンやセ

ロトニンを増加させることによりうつ病が回復し、減少させることによりうつ病が惹起さ

れることが示唆された。

　こうした研究成果をもとに、1965年にハーバード大学のシルトクラウトはアメリカ精神

医学会誌の第 122巻に「感情障害のカテコールアミン仮説」と題する論文を発表した

（Schildkraut, 1965）。彼は、「うつ病は脳内のカテコールアミンニューロンのシナプス間隙

において作用するノルアドレナリンの量が、何らかの原因で絶対的ないし相対的に減少す

ることによって生じ、抗うつ薬はシナプス間隙におけるアミンの再取り込みや分解を阻害

し、その濃度を高めることによって効果を発揮し、躁病は逆にシナプス間隙におけるノルア

ドレナリン量の過剰によって生じるのではないか」という仮説を提唱した。同じ年にバニィ

とデーヴィスも同様の仮説を提唱している（Bunney and Davis, 1965）。

b．セロトニン欠乏症

　２年後の 1967年にコッペンは、セロトニンの分解酵素である MAO の阻害薬や、セロトニ

ンの前駆物質トリプトファンがうつ病に有効ということから、前述のカテコールアミン欠

乏仮説と同じ論理で、うつ病は脳内のセロトニンの欠乏によって生じるというセロトニン

欠乏仮説を提唱した（Coppen, 1967）。トリプトファンは現在も英国では“optimax”という

商品名で難治性のうつ病の補助的な治療薬として市販されているが、アメリカでは好酸球

増加筋痛症候群という原因不明の副作用で死亡例も出たため禁止され、英国でもその使用

は登録制になっている。
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ｃ．セロトニンとノルアドレナリンを組み合せた説

　当時、脳のセロトニンのはたらきに関しては不明な点が多く、アメリカではノルアドレナ

リン説が、ヨーロッパではセロトニン説が有力であった。

　これに対して、躁うつ病患者ではもともと脳のセロトニン系の機能が低下していて、スト

レスなどによりノルアドレナリン系の機能が低下するとうつになり、逆にノルアドレナリ

ン系の機能が亢進すると躁になるという説も唱えられ注目された。この説では病気になり

易さ（脆弱性といい、おそらくは遺伝子レベルの問題）と発症のメカニズム（病態生理）

とを区別している点が特徴である。

　いずれにしても、これらの仮説では何故アミンの欠乏が起こり長期持続するのか、そうし

たアミン欠乏からどのようにしてうつや躁の症状が出現するのかは一切説明されていない

（図１ a）。

Ⅱ．うつ病ではアミンの受容体に異常があるか

１．うつ病患者の脳でアミンは欠乏しているか

　60年代後半に登場したアミン欠乏説を証明するため、うつ病患者の尿や血液、脳脊髄液を

材料としてモノアミンの最終代謝産物の濃度を測定することが盛んに行なわれた。うつ病

で脳内アミンの欠乏があればこれらの濃度が低下しているはずである。ノルアドレナリン

の場合は３－メトキシー４－ヒドロキシフェニルエチレングリコール（MHPG）、セロトニ

ンの場合は５－ヒドロキシインドール酢酸（５－HIAA）が測定されたが、結果は否定的な

ものであった。ただ髄液５－HIAA に関しては自殺（未遂）者で低いことなどから、衝動性

と中枢セロトニン系の関連でなお注目され続けている。

２．受容体異常説の登場

　アミンニューロンから遊離されたセロトニンやノルアドレナリンは、わずかの間隙を隔

てたシナプス後部側のニューロンの膜に存在する受容体に作用して情報を伝えるわけであ

るが、70年代になって、それまで理論上の存在であった受容体の測定が可能となり、アミン

仮説は新たな展開を迎えた。ノルアドレナリンの受容体には大きく４つ、セロトニンの受容

体には７つのサブタイプがあるが、それに選択的に結合する物質（リガンドという）が得

られれば放射性同位元素でラベルして、各受容体のサブタイプごとに、その数や親和性の変

化を測定することが可能となった。

　

a．アミン欠乏説の矛盾

　こうした状況のなかで、抗うつ薬によるアミンの取り込み阻害作用は試験管内ではすぐ

に現われるのに、実際にうつ病患者に効果が現われるのに２～４週間以上かかることの矛

盾や（時間のずれ）、アミンの取り込み阻害作用を有するのにうつ病に効かない薬物が存
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在すること（例えばコカイン）、アミンの取り込み阻害を示さない第２世代の抗うつ薬

（ミアンセリンなど）が登場し、アミン欠乏説では説明がつかなくなってきた。これらの事

実から、抗うつ薬を２週間以上投与したときに生じる、大脳皮質ニューロンのアミンの受容

体の変化が抗うつ効果と関連しているのではないかと考えられるようになった。さらに既

存の抗うつ薬や電気けいれん療法（略して ECT、動物実験の場合は電気けいれんショック

ECS。現在わが国でも重症うつ病の治療方法として、欧米なみの無けいれん療法が再評価さ

れている）に共通する作用を明らかにすることにより、うつ病の基盤にある脳の機能異常

が解明できるのではないかと期待され、多くの研究者により追及されるようになった。

b．うつ病の βアドレナリン受容体機能亢進説

　抗うつ薬を反復して動物に投与すると、ノルアドレナリンニューロンによって調節され

ている皮質ニューロンに存在する β アドレナリン受容体の数は次第に低下し、うつ病患者で

効果が出始める２週間後には平均 20～30％程度減少する（これをダウンレギュレーション、

下向き調節と呼ぶ）。ECT の反復施行でも同じ変化が生じることが明らかとなった。一方セ

ロトニンの受容体に関してはとくにセロトニン－２というサブタイプが、抗うつ薬では減

少するのに、ECT では逆に増加と一致する結果が得られなかった。アセチルコリンやヒスタ

ミン、ドーパミンなど、うつ病との関連が推定されるその他の伝達物質の受容体にも一致し

た変化はみられなかった。

　1981年に米国のチャーニィらはそれまでの研究成果をまとめ、「受容体の感受性と抗うつ

薬治療の作用メカニズム」と題する論文を発表し大きな話題となっった（Charney et al.,

1981）。抗うつ薬や ECT は慢性投与により、脳の β アドレナリン受容体とくにそのサブタイ

プのひとつである β １アドレナリン受容体数を減少させ、ノルアドレナリンの神経伝達を低

下させることにより効果を発揮すると考えられるようになった。

　このことから逆にうつ病患者では大脳皮質の β アドレナリン受容体数が増加していて、ノ

ルアドレナリンの神経伝達が異常に亢進しているのではないかと考えられるようになり、

自殺者の脳を調べた研究などからもこれを支持する報告がみられるようになった。これが β

アドレナリン受容体機能亢進説で、アミン欠乏説とはまったく正反対の説である（図１

b）。

３．セロトニン受容体機能亢進説

　一方セロトニンに関しても、わが国における躁うつ病の生物学的研究の中心であった故

高橋良らの研究グループにより、うつ病では素因として脳内のセロトニン受容体とくにセ

ロトニン－２受容体の機能亢進があり、ストレスによりセロトニンの放出が亢進するとセ

ロトニン系の伝達が過剰となり発症するという、うつ病のセロトニン機能亢進説が唱えら

れ一時かなり注目された。

　このほかにも、感情障害ではノルアドレナリンニューロンの細胞体や神経終末にあって、
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神経の活動やアミンの遊離を抑さえ、自己調節のはたらきをしている α ２アドレナリン自己

受容体に異常があり、抗うつ薬はこの受容体のはたらきを正常化することにより効果を発

揮するという説や、β 受容体と同様にシンプス後部側にあってノルアドレナリン系の神経伝

達を担っている α １アドレナリン受容体を介した神経伝達が躁うつ病治療薬の作用点で、こ

れを介した神経伝達が異常に低下するとうつになり、逆に亢進すると躁病になるという α １

アドレナリン受容体仮説なども提唱された。

　このようにアミン欠乏説とは逆に、ノルアドレナリンかセロトニンの機能亢進がうつ病

の基盤となっているという２つの説が一時期風靡した。もしこの説が正しければ頻脈や高

血圧症の治療に用いられている βブロッカー（その代表であるプロプラノロールはアドレ

ナリン受容体だけでなくセロトニン受容体の阻害作用も有する）が即効的な抗うつ効果を

示すはずであるが、逆にうつ状態が惹起されることが報告されている。

Ⅲ．アミン機能低下説の再登場

　80年代になって、伝達物質が受容体に結合した後、どのようにして細胞内の中で情報が伝

達され、生理的な反応が生じるのか次第に明らかとなってきた。脳はニューロンの発火パタ

ーンの変化により情報を処理しているが、これらは主にアミノ酸伝達物質により直接開閉

される孔を通じたイオンの出入りによって調節されている。

１．セロトニンブームとセロトニン機能低下説の再登場

　これに対して、ノルアドレナリンやセロトニンの受容体はその後の情報伝達の仕組みが

異なっていることが明らかとなった。アミンの受容体は膜に存在するＧタンパクと呼ばれ

る情報を増幅する分子と組み合わさっており、その後細胞内の２次的、３次的な情報伝達の

メッセンジャーとなる物質を介してゆっくりと生理的な機能を発揮する。受容体にはさま

ざまな種類があるが、細胞の中の情報を伝達する経路はどの細胞でも共通していて、数種類

に限られ、異なる受容体からの情報が細胞内でクロストーク、すなわち相互作用しているこ

とがわかっている。

　現在米国を中心に、選択的にセロトニンの取り込み阻害作用を示す抗うつ薬（SSRI と略

す）が爆発的といってもよい程、広く使用されるようになっている。セロトニンニューロン

の活動に及ぼす抗うつ薬の作用を研究してきたカナダのプリエやドゥモンティグニィらは、

SSRI をはじめとする多くの抗うつ薬は、慢性投与によりシナプス後部のセロトニン－1A 受

容体を介した伝達を高めることにより抗うつ効果を発揮すると主張し、かなり受け入れら

れている（de Montigny and Blier, 1984）。このことから再びうつ病ではセロトニンの神経伝

達が低下していると考えられるようになってきている。

　

２．セロトニン／ノルアドレナリン機能低下説

　これに対して著者は、うつ病では、種々のストレスにより相対的にノルアドレナリン系や

26



セロトニン系を介した伝達効率が低下し（アミンの欠乏によるものではなく、これらの経

路のどこかの機能が低下すれば起こりうる）、抗うつ薬や ECT は慢性投与により次第に低

下した伝達を正常化することにより効果を発揮するのではないかと考えている。両者に共

通した生理的な機能である皮質ニューロンの信号／雑音比が広範に低下することにより

（ラジオに例えるとチューニングが合わず、雑音が多くて聴くき取りにくい状態）、

“arousal 覚醒レベル”や“readiness 反応準備性”が低下することが抑うつ症状の基盤にあ

る脳の情報処理障害ではないかと推定している。これも初期のアミン欠乏説の修正版とい

える（図２）。

３．ドーパミン機能異常説

　これらの説では抗うつ薬の効果が出始めるころには、多少の受容体の減少があっても、シ

ナプス間隙に遊離されるアミンの量は増加しているので正味の変化としてみれば神経伝達

は増加していると考えているわけで、あとはセロトニン、ノルアドレナリンのどの受容体を

介した伝達を重視するかの違いである。

　ところで躁うつ病の発症に脳内ドーパミン神経が関係していることは、躁病にドーパミ

ン遮断薬である抗精神病薬が有効なことなどから、以前から推定されていたが、カナダのフ

ィビガーらはドーパミンの神経伝達の亢進によって躁病が、低下によってうつ病が生じる

という感情障害のドーパミン機能異常説を唱えている（Fibiger, 1990）。最近の研究で、前頭

葉におけるドーパミンの遊離を種々の抗うつ薬が促進することが示されており、この説を

支持するデータも多くなっている。

　いずれにしてもこれらの神経系は相互に機能が関連しているので、どれもなんらかのか

たちで躁うつ病の発症に関与していると考えるのが妥当であろう。

　このようにうつ病のアミン異常説というのは、抗うつ薬の作用から逆に類推されたもの

で、うつ病の原因というよりはうつ状態の基盤にある脳機能の異常のごく一部、すなわちひ

とつのニューロンレベルでの異常を説明する説に過ぎないことがわかる。うつ病といって

もその原因や発症のメカニズムはタイプによって異なるものと考えられている。とくに遺

伝的な基盤が重視されている、躁とうつを反復する双極性障害の患者では、受容体からの情

報を増幅変換して細胞の中に伝えるトランスジューサーの役割を果たしているＧタンパク

の機能が遺伝的に異常に亢進しており、これによって神経伝達の異常な亢進や低下が生じ

ることが発病の原因ではないかというＧタンパク機能異常説なども提唱されており、今後

の検討が期待されている。

おわりに――遺伝子レベルの研究から、包括モデルへ

　最近 C 型肝炎治療のためのインターフェロンによるうつ状態や自殺が問題となっている。

また癌患者の心理状態と免疫能の関連がサイコオンコロジーという学問となり注目されて

いる。免疫細胞から放出されるサイトカインと呼ばれる一群の物質は、近年ニューロンやグ
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リア細胞などからも放出されることが知られており、インターフェロンもその一種である。

一方従来よりうつ病患者の血中コーチゾルは高値を示すことが多く、デキサメサゾン抑制

試験で抑制されない例が多いなど、ストレス反応に関与する視床下部－下垂体－副腎軸の

ホルモンの調節異常が注目されてきた。

　このように生体内では神経系と内分泌系、免疫系の３つが相互に関連しあって情報を伝

達し、種々のストレスに対する防御機構として働いているが、躁うつ病もこれらの系に異常

が生じているものと推定される。最近ではストレス刺激により遺伝子レベルでの変化つま

り長期に持続する蛋白合成の変化が生じることも明らかとなり、遺伝的な脆弱性と心理社

会的ストレスを組み合せた病因モデルの物質的基盤が示され、より包括的なモデルと、それ

による新たな治療法、治療薬の開発が可能となりつつある。

参考文献

　ここでは個々の引用論文は割愛させていただき、米国の躁うつ病患者のユーザーグルー

プの文献リストの筆頭にも挙げられている Goodwin らの本と、Paykel編集の最新のハンド

ブックを示すにとどめたい。

　Goodwin, F. K.＆ Jamison, KR：Manic-Depressive Illness. Oxford University Press, New York

Oxford, 1990.（著者の Goodwin はごく最近まで米国国立精神保健研究所の所長で躁うつ病

研究の大家である。938ページにもわたる大部の本を２人で著しており、詳細かつ強迫的と

もいえる記述と文献リスト、脚注が付いている。残念ながら翻訳されていない）

Delgado, P. L.,  　Aprice, L. H., Heninger, GR  ＆Charney, DS：Neurochemistry. In (Eds.),

Paykel, E.；Handbook of Affective Disorders. Churchill Livingstone Edingburh London Madrid

Melbourne New York and Tokyo, p219-253. 1992.（これも英国におけるうつ病の臨床研究の大

家 Paykel が編集したハンドブックで、Goodwin の本よりも新しく、最新の研究がまとめられ

ているが、やはり翻訳されていない）

　　　　　　　　　（こころの臨床ア・ラ・カルト、1994, Sept. 田島　治 ） 

躁うつ病（単極型うつ病を含む）および抗うつ薬のモノアミン仮説

monoamine hypothesis

躁うつ病の症例に比べて単極型うつ病症例がはるかに多いため、もっぱらうつ状態の研

究報告が多数を占める。

躁うつ病治療薬の歴史の項で触れたが、1950年代後半に、より良い抗精神病薬を得るため

chlorpromazine の構造を一部変えた薬剤を合成し、臨床応用した。この薬剤は分裂病のため諸

28



症状を改善することはなかったが、その代わりうつ病の若干の症状を著明に軽減した。これ

が imipramine であり、モノアミン仮説の端緒となった。当初 imipramine の抗うつ効果として

考えられたものは、本剤による脳内 monoamine 再吸収阻害作用であった。すなわちうつ状態

とは神経端末からシナプス間隙に放出される monoamine が正常者より著しく再取り込みさ

れ、したがってより早く不活性化されてしまう状態であること、換言すれば生物活性をもつ

noradrenaline（以下 NA と略）、serotonin（5－hydroxytryptamine，以下 5－HT と略）の脳内

での減少が神経伝達を停滞させ、これがうつ病を起こすとする考え方であった。ところで

imipramine はシンプス間隙に放出された NA，5－HT の再取り込みを阻害する結果これらの

アミン量を増やすので、今までうまくいかなかった神経伝達が円滑にいくようになり、これ

がうつ病を改善させるとの解釈であった（図 1-5）。その後この取り込み阻害作用と治療効

果が時期的にずれることが明らかになったので、この古典的仮説は否定されているけれど

も、これをきっかけに imiparamine類似薬すなわち一連の三環系抗うつ薬が合成された。

次に脳内 monoamine を不活性化するもの一の機構として酵素による分解があげられるが、

その分解酵素の一つである monoamine oxidase（MAO）の活性の異常な高まりが

monoamine level を低下させるので、これがうつ状態を発現するものと考えられた。事実

MAO の活性を阻害する薬物すなわちMAO inhibitor (MAOI)は、結果的に脳内 monoamine

level を高めるのであるが、とにかく抗うつ作用を示した。本剤使用の発端は結核の治療薬の

iproniazid であり、1952年Delay，J．らは同薬剤を投与された結核患者に気分の高揚と食欲

の亢進を見出した。しかし肝毒性のため使用は中止された。これを契機にうつ病の治療薬と

して多くの MAO阻害薬が合成されたが、肝毒性のためそのほとんどの薬剤の使用が中止さ

れた。現在わが国で発売されているのは safrazineだけであって、難治性うつ病や遷延性うつ

病に限り一部の臨床家が三環系抗うつ薬と併用して投与している。しかしながら当初推定

されたうつ病者における monoamine 代謝関連酵素の活性の異常は、その後の研究では認め

られていない。すなわち血漿や脳脊髄液（CSF）中の dopamine－β－hydroxylase (DBH)活性

あるいは赤血球の acatechol－ο－methyltransferase（COMT）活性はうつ病と対照者との間に

著明な差はないし、血小板の MAO の分析では当初うつ病者ではこの活性が亢進していると

報告されたが、その後の研究では構想の活性は家系と密接に関連しているけれども、うつ病

躁病とは関連がないことが明らかになった。

Monoamine の欠乏とうつ病とを関連づけた他の成績には、1960年代には reserpine を血圧

降下剤として投与された患者の一部にうつ症状が発現したことにあった。また抑うつ発作

歴 の あ る 患 者 に は 、 本 剤 の 連 用 で 自 殺 す る こ と も あ っ た 。 reserpine は 、

NA，dopamine（DA）、5－HT の貯蔵顆粒への取り込みを阻害する。その結果、神経終末内に

遊離された NA は MAO によって分解される。また、DA は貯蔵顆粒内に存在する DBH によ

る作用を受け得ないため、その多くは NA に転換できない。さらに細胞質内に入った DA は

MAO によって分解される。こうして resepine は脳内 monoamines を枯渇させるのだが、これ

がうつ状態の発現と関連づけられた。
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このように imipramine, MAOI，reserpine などの薬理作用から“monoamine 欠乏仮説”が

生まれ、1960年代から 1970年代にかけて活発な研究が行われた。これらの研究は主として、

さまざまな体液中の monoamineやそれらの代謝産物を測定することによって、うつ病者の

monoamine 系伝達物質の活性の低下あるいは量的変化を見出すことを試みていた。

１）5－HT代謝の異常

1960年代の CSF を用いた研究では、うつ病者における 5－HT と 5－HIAA濃度が正常者

よりも低値であるといわれていたが、近年の研究では、一致した結果が得られていない。加

えて CSF を用いた研究報告は、現在のところ著しく減少している。この理由の一つは、人道

上の問題である。すなわち CSF を採取するための腰椎穿刺法が患者に不必要な危険を与え

るという理由である。次に脊髄には活動性の高い 5－HT 神経が存在しているので、腰椎部か

ら得た CSF における 5－HT、5－HIAA の濃度変動の主要側が脳か脊髄かの判定には困難な

ことがある。事実、脳室と腰椎部の CSF を同時に採取した実験では、両部位の indolamine量

に相関がないとされている。少なくとも現時点では、腰椎部の CSF の 5－HT、5－HIAA濃度

は、脳のそれではなく、脊髄にある 5－HT 神経の活動性を反映しているものとも考えられる。

いくつかの報告にみられるうつ病者の 5－HT、5－HIAA量の低値は、おそらくうつ状態に

しばしば伴う運動量の低下を単に反映しているものであり、脳にもともとあった神経化学

的な欠陥を反映しているわけではないようである。

死後脳を用いた研究は、CSF の研究とは別の意味での問題点をもっている。特に自殺者の

場合、うつ病の既往をもっていたとしても、自殺した時点で本当にうつ状態にあったかどう

か不明である。というのは、自殺者の若干は、死直前に通院加療を受けていないからである。

またすでに記載したように、うつ病の回復期にも自殺しばしば認められることから、うつ病

発現に関与している生化学的変化は、自殺時点（すなわち回復期）では正常域に近づいて

いる可能性もある。

２）catecholamine代謝の異常

かつては、躁うつ病の素質のない脆弱性は 5－HT 系の活動性の低下であり、これに

catecholamine（特に NA）系の活動性の低下が現れるとうつ病が、増加によって躁病が発現

すると考えられていた。この一因として躁うつ病のうつ期の症例に MAO阻害剤、三環系お

よび四環系抗うつ薬を過量あるいは長期投与すると躁転することが認められたためのあっ

た。またこの説を支持する臨床生化学的研究として、躁うつ病のうつ期の症例の尿では、NA

の代謝物の MOPEG量は低いが、躁期には上昇するとの成績を示した。ただしこれらの変化

が患者の気分と関係があるのか、あるいは気分変動に対応した運動性変化の結果二次的に

惹起されたものかは不明である。他方、躁うつ病者の CSF中の catecholamine とその代謝物を

測定した結果は当然のことながら一致しておらず、また死後脳における catecholamine量に

は、正常例と比べて著変はない。さらに CSF、血液中の DBH活性、赤血球の COMT の活性も
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正常者と比べて大差はなく、当初うつ病者に認められた血小板MAO活性の変動も、その後

の追試によって躁うつ状態とは関連のないことが示された。

ところで、三環系抗うつ薬のシナプス間隙における NA、5－HT の再取り込み阻害作用

（図 1－5、表 1－5）については既述したが、これが投与後ただちに起こってくるのに対し、

抗うつ作用の発現は１～３週間投与してからでないと認められないので、これら amine の取

り込み阻害の対象の amine に対する選択性の違いは、臨床効果の違いと関連するのかもしれ

ない。例えば第二級 amine に属する desipramine, nortriptyline は NA取り込み阻害はきわめて

著明であるが、5－HT取り込み阻害は軽度である。そしてこれらの薬物は意欲賦活作用をよ

り著明にもっているので（表 1－5）、狭義の気分障害（病的な悲哀感、抑うつ感、孤独感

等々）に対する治療よりも、精神運度抑制、意欲減退等に対する治療に向くといわれる。そ

の一方、第三級 amine に属する imipramine, clomipramine のように他の抗うつ薬に比べて 5－

HT取り込み阻害がきわめて著明な薬剤（表 1－5）は、狭義の気分障害に対する治療効果が

大であるといわれる。このように三環系抗うつ薬に限って言えば、おのおのの amine に対す

る阻害効果の違いに対応して治療効果が異なってくるのだが、これがどういう仕組みによ

るのか、あるいは偶然そのような組み合わせになったのか、現在のところは不明である。

ところで四環系抗うつ薬の maprotiline は、desipramine, nortriptyline と類似の構造をもつ二

級 amine（図 1－5、図 2－21、112ページ参照）であって、しかもNA の取り込みを著明に阻

害する（表 1－5）。したがって NA 神経系活動を賦活するものと考えられるが、臨床効果と

しては精神運動抑制、意欲減退に対する治療効果に併せて気分障害（特に抑うつ気分）を

も改善するといわれる。これらの効果の発現は、他の抗うつ薬と違って比較的早期（４日

間）である。

ｍ aprotiline のように主として NA 神経系活動を促進するものが、抑うつ気分をも改善す

る事実は、情動障害は必ずしも 5－HT level の選択的低下あるいは 5－HT 神経系の活動性の

低下によるものではないことを示唆している。

躁うつ病のモノアミン仮説を否定する治療として、mianserin, setiptiline のように

monoamine 再取り込み阻害作用がきわめて低いか（表 1－5）、あるいはイプリンドール

iprindole のようにそれをほとんど示さず、しかも monoamine level に目立った影響を与えな

い薬物にも強い抗うつ作用が認めれることがあげられる（表 1－6）。さらにチアネプチン

tianeptine のように 5－HT 再取り込みを逆に促進する薬物の連用が抗うつ作用をもたらすこ

とも、この仮説を否定する材料になっている。

1980年代の初期には抗うつ薬の receptor down regulation（受容体数の減少）が注目され

た。その理由は、受容体数の減少が臨床効果の発現と時期的に一致していることにある。投

与後間もなく臨床効果を示す mianserin は、すみやかに受容体数の減少を引き起こすが、三環

系抗うつ薬では２～３週間投与した後でないとそれが起こってこない。さらにうつ病の動

物実験モデルと考えられる強制水泳ラットでは 5－HT 受容体の数が増えており、うつ病が

monoamine receptor の感受性亢進によるものだと仮定すれば、これらの受容体数を減らす薬
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物が抗うつ作用をもつ理由ともなりうる。

多くの研究において三環系抗うつ薬の慢性投与は、共通してラット脳の β 受容体（小脳

以外のすべての脳部位の β 受容体の約 60%を β1が占める）を減少させることを確認した。

この理由として、ラット脳における β 受容体の減少は、三環系抗うつ薬による NA のシナプ

ス間隙における取り込み阻害の結果、同間隙内の NA量が日数の経過につれて増加し、一定

level に達した時に feedback mechanism によって二次的に生じてくるものと推測されたが 、

iprindole のように再取り込み阻害効果のないものでも何故か β 受容体の down regulation を

引き起こすので、前記の推測では不十分であろう。いずれにしても抗うつ作用が認められる

時点で β－receptor の down regulation が発現するため、一部の研究者は β－receptor の down

regulation が抗うつ薬の作用機序であると提唱した。換言すれば β－receptor の up regulation

が抑うつ状態をもたらすということになる。しかし β 受容体の働きは、主として心機能の促

進、脂肪分解促進（いずれも β1）、平滑筋弛緩（β2）にあって、中枢作用は不明である。例え

ば β遮断薬のうちプロプラノロール propranolol は容易に中枢に移行し、実験動物に大量投与

するときは鎮静をもたらすが、それが脳内の β 受容体を遮断（結果として down regulation と

同じ）した結果かどうかは不明である。加えて、ヒトに投与した場合には、抗不安薬の代償

効果は認められるが（208～209ページ参照）、抗うつ効果は示されない。したがって各種抗

うつ薬の慢性投与の結果 β 受容体の down regulation が認められても、それで抗うつ作用を説

明することはできない。

また α1および α2受容体を抗うつ薬が減少させる可能性であるが、現在のところ抗うつ薬

の慢性投与はラットを用いた実験において、α 受容体結合に対して一定の変化を示していな

い。

次に、抗うつ薬の効果で最も注目されているのは 5－HT ２受容体数の変動である。前述し

たように強制水泳ラット（“実験的うつ病テスト”）にみられる 5－HT 受容体の up

regulation を勘案すると、この受容体の down regulation が抗うつ作用と密接に関係してくる

かもしれない。事実、一連の抗うつ薬を少なくとも３～４週間毎日投与するとラット皮質の

５－HT ２受容体の down regulation が起きる。このメカニズムは不明だが、少なくとも、５－

HT 再吸収阻害によるシナプス間隙の 5－HT tlevel の高まりが、二次的に５－HT ２受容体の

down regulation を起こしたわけではない。というのは、desipramine, mianserin, iprindole のよう

に、５－HT取り込み阻害効果がきわめて低いか（表 1-5）、あるいはまったく認められない

抗うつ薬でも 5－HT ２受容体の down regulation が認められるからである（表 1-6）。もっと

もシタロプラム citalopramやフロキセチン fluoxetine のような選択性の高い５－HT取り込

み阻害薬をラットに連続しても皮質 5－HT ２受容体の down regulation をもたらさないが、こ

の場合もMAO阻害薬をシタロプラムに併用すると急速に（投与後３時間）down regulation

が起こる。

抗うつ薬にみられる５－HT ２receptor down regulation は、もちろんこれら薬物の作用機

序と直接つながるものではない。まして５－HT ２receptor の up regulation がうつ状態を誘
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発する可能性は臨床では明示されていない。しかしながらうつ病の中のある一定の症状の

発現とその持続を抗うつ薬が抑制していく過程に、この down regulation が随伴してくる可

能性は否定できない。

次に、抗うつ薬の慢性投与が５－HT １受容体数、GABA 受容体数に及ぼす効果についてで

あるが、これについては一定した結果が得られていないし、現時点では前述の β 受容体、５－

HT ２受容体数の変動と比べて注目に値する成績は得られていない。

以上、躁うつ病（およびうつ病）および抗うつ薬に関するモノアミン仮説の概略を記し

た。

躁うつ病（およびうつ病）は、既述したように観念奔逸（逆に精神運動抑制）、活動性亢

進（逆に意欲減退）、爽快感（逆に悲哀感、抑うつ感）、自我感情の亢進（逆に停滞）等々

を主症状とし、それに付随して不安、焦燥、心気症状、妄想などの精神症状を始め複雑な身体

症状を伴う多彩な疾患群の総称である。この総称は言うまでもないことだが、一貫した病理

組織学的、生理学的裏付けをまったく欠いたものである。したがってこれらの疾患群を共通

の機構の下での一定の伝達物質の働きと考えることは、研究を袋小路に追い込むだけであ

ろう。

同様の問題は抗うつ薬（および抗躁薬）の作用機序についても言えることである。現在

筆者らが知り得ている薬剤は、実際のところ、既述した症状の多くを一様に消退させるもの

ではなく、それぞれ限定されたいくつかの症状を改善するだけであり、その効果の強度、違

いはおのおのの抗うつ薬（および抗躁薬）によって多様に異なってくる（表 1-5）。それに

かかわらず、おのおの症状とそれに対する薬理作用を対比した研究を軽視して、いたずらに

これら薬剤の作用機序を共通の機構にまとめる努力を続けることは、Elliott, J.H., Stephenson,

J. D.が言うように、まるで“血圧降下薬のすべてを共通の作用機序にまとめ上げる努力”を

続けるのと同様ではないだろう。

近年ラットを用いて、wet-dog shakes を始めとする５-HT mediating behaviour に対する各種

抗うつ薬の作用と、その効果に関する生化学的機序の解明が地道に続けられている。もちろ

ん小動物の 5－HT mediating behaviour がただちにヒトの躁うつ症状と結びつくわけではな

い。それは基礎学的研究の限界でもあるが、こうした控え目な実験の積み重ねは、遠い将来

確立されるであろう抗うつ薬の多元的な作用機序の解明の一助となってゆくものと考えら

れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床精神薬理学（小林　著、1997）より

抗うつ薬と“モノアミン仮説”

抗うつ薬についても、ニューロンのシナプス機構に及ぼす効果から、一定の作

用機序が考えられている。これを抗うつ薬の“モノアミン仮説”という。

三環系抗うつ薬および数種の四環系抗うつ薬について従来成書に記載された
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作用機序は、図 1－5 に示すように、脳内において神経末端からレセプター間隙へ

放出されるノルアドレナリンあるいはセロトニンの再取り込みを阻害すること

にある。その結果として、シナプス後膜にあるレセプターの、これら内因性アゴ

ニスト（神経伝達物質）の量は増加するので、今までうまくゆかなかった神経

伝達が円滑にゆくようになり、これがうつ病の治療効果と関連すると考えられ

た。三環系抗うつ薬の中でもトリミプラミン、クロミプラミン、四環系のシタロ

プラム、ジメリジンは主にセロトニンの再取り込みを阻害するが、他方三環系の

デシプラミン、ノルトリプチリン、アモキサピン、四環系のマプチロリンは、主に

ノルアドレナリンの再取り込みを阻害することがわかっている。（図 1－5、表 1

－5）。一方、他の四環系抗うつ薬のミアンセリンにはそうした作用はないが、前

のシンプスの α2 受容体、後シナプスの 5－HT2 受容体を遮断する。これも言わば

モノアミン仮説に属するであろう。

抗うつ薬はまた、慢性投与によって脳内モノアミン受容体数を減少させる

（表１－6）。しかしながらこれらの変化がどこまで抗うつ作用と結びつくのか

現在のところ確たる見解はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　臨床精神薬理学（小林　著、1997 より）

４）パニック障害(PD)
   

５）統合失調症(SCZ)と精神病
　　

　　5a) 精神医学関係　（I）生物学的視野

精神分裂病（schizophrenia）

現実ばなれすることもある脳の病気（臺 弘）

精神病は不自由病である（ハインロート、臺 弘）

指揮者のないオーケストラ

綴じ目を失った本

　いまだに原因不明の病気である。精神機能の異常であることには異論がないが、その機能の異常がいか
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なる時期にいかなる物質レベルの変化に起因するのか今後の研究が望まれる。精神分裂病の原因として

物質的な変化を想定してもよいと思われるもっとも大きな理由は分裂病に遺伝的要因が関与していると

いう事実である。分裂病の家族研究で家庭内に発病者が多く、近親者ほど頻度が高いことは古くからいわ

れてきた。

　分裂病が広い意味での脳の器質的疾患であることは確かであろう。脳の器質性疾患とは、脳自身の物

理・化学的変化すなわち組織学的あるいは分子レベルでの変化による脳機能の障害であり、その原因が

脳そのものにあることも、脳外の疾患にある場合もある。そしてこのような病気の場合にその症状が精神

分裂病と区別しがたいことがある。このことは精神分裂病と精神分裂病様症状を呈する器質性脳疾患と

の間に共通した脳機能障害が存在する可能性を示している。器質性脳障害の中で、アンフェタミンやメト

アンフェタミン中毒、側頭葉てんかん、ハンチントン舞踏病の初期などで、精神分裂病の妄想、幻想に似た

症状を起こすことがある。

　最近精神分裂病患者の頭部ＣＴで、脳萎縮がしばしば存在し、特に前頭葉に強いことが報告されている。

分裂病の中でも慢性に経過し、自閉、無意欲、感情鈍麻といった陰性症状が強い患者に脳萎縮が強いとさ

れている。また大脳皮質の左右差と分裂病との関係を主張している研究者もある。さらにポジトロンＣＴ

の出現に伴い、脳局所の血流やブドウ糖消費量の変化が測定できるようになった。それらの研究で、分裂

病では前頭葉、特に灰白質で血流が低下しているという報告もある。同様の結果は Xe の放射性同位元素

を用いた研究でも示されている。また、大脳皮質での局所的な脳代謝の異常が存在する可能性は高い。

　私見として、分裂病は、扁桃体－視床下部－連合野が関連する辺緑系の情動制御の両価性

（ambivalence）の障害を中軸とするものとして把え得るように思う。

　通常、分裂病は種々の異なる原因で起こる病気ではないかと可成りの人々が考えている。同一の原因で

起こる疾患単位であるならば、共通した症状や経過をとり、病理組織像も共通したものであろう。事実 、

Kraepelin はそのような定義による疾患単位を理想として疾病分類を行い、dementia　praecox として分裂

病の原型を抽出してその概念をつくった。この場合原因は不明だし、病理組織でも異常を見出していない

ので、症状と経過とを重視して、しかしこの考えに反論も多く、Ｅ．Bleuler は経過より心理機制を重視し

た、観念連合弛緩、両価性、自閉、感情鈍麻を基本として分裂病概念をつくり上げ、彼は Gruppe　der

Schizophrenien として疾患群と考えた。これが分裂病の範囲を拡大させ、北米における分裂病は極めて広

義に用いられるようになった。     polygene で決定されているもののようである。将来、染色体上の複数の

座位が決定される可能性も充分考えられる。

　このように分裂病は、均一で単純（単一）の疾患とはみなされない（heterogeneity）。Crow は 1980年に、

精神分裂病は妄想、幻覚や思考障害のような陽性症状で特徴づけられるⅠ型と、感情鈍麻や会話貧困のよ

うな陰性症状で特徴づけられるⅡ型に分類されると提唱した。Ⅰ型の症状は Schneider の一級症状に類似

しており、Ⅱ型の症状は Kraepelinや Bleuler の分裂病の基本症状に一致している。すなわちⅠ型症候群は

急性分裂病、Ⅱ型症候群は慢性分裂病の欠陥状態に呼応する。さて、このⅠ型は脳内ドーパミン伝達系の

何らかの変化に関連し、Ⅱ型はドーパミン伝達系の変化には関連せず、むしろ知的障害や脳の構造変化に

おそらく関係していると述べている。

　戦後生化学的な代謝異常の立場から研究が行なわれたが進歩がなく、仮説（ドーパミン仮説 、
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Carlsson、1963；ヒスタミン代謝異常説；ノルエピネフリン異常説；セロトニン仮説など）が出ては消え

去るという状態が続いた。その後抗分裂病剤とドーパミンとの関連が注目され、覚せい剤とも結びつき、

さらに一方レセプターの研究に刺激され、分裂病研究はたしかに一歩の前進をみた。その後ほかのアミン

やペプチドの伝達物質やそのレセプターをめぐって研究がなされたが、明らかな結論を得ずに終わって

いる。

精神分裂病　英 schizophrenia, 独 Schizophrenie, 仏 schizophrénie（西丸）

［ギschizo 分裂する、ギphren心、Spaltungsirresein］古い時代から幻覚も妄想も錯覚も鈍感も鈍感無為も痴

呆様状態も記載されてはいたが、１つの病気としてまとめられなかった。1856年にモレル Morel が早発性

痴呆 démence précoce、1868年にカールバウム Kahlbaum が緊張病 Katatonie, 1870年にヘッカー Hecker が

破瓜病 Hebephrenie を規定し、1896年にクレペリン Kraepelin が今日の分裂病に当たる早発性痴呆

dementia praecox を規定し、主として経過によって定めたがそれでも 13％は完全に治癒することを認め。

また早発しないもの、痴呆といっても器質性痴呆とは違うことを認めた。1908年にブロイラー Bleuler は

精神の各要素が連絡がなくなることから精神分裂とし、それも複数の（病気はいくつもある）精神分裂

の群Gruppe der Schizophrenien とした。ブロイラー Bleuler は連合障害や両価性や自閉を基礎症状とし、幻

覚や妄想や緊張症状は付随症状とした。クレペリンは症状を列挙分類するのみであったが、ブロイラーは

心理的基本障害から他の症状を導こうとした。ヤスパース Jaspers は心理的に了解できないものは病的過

程プロツェス Prozess によるとし（精神的過程 psychischer Prozess）、これを脳の病気とはいわなかったが、

多くの人は未知の脳の病気を想定した。シュナイダー Schneider は自我障害 Ichstörung が質的に違うもの

で分裂病特有のものとした。その後、心理的に根本的なものは自閉とされ、現実との生きた接触の喪失

perte du contact vital avec la réalité（Minkowski）、自己愛への退行（フロイト）、分裂性の世界内存在（ビ

ンスワンガー）からの説明は、皆、自閉世界に陥った患者の反応として解する。患者は脳の機能障害によ

り、あるいは積もり積った困難から退くために別の世界に陥る。この世界にいる者は正常の世界にいる者

と正しい接触がとれず、自閉的で、話も行動も通じない。これは概念崩壊、支離滅裂、奇妙な行動となる。初

めこういう世界に陥ると不安を感じ、世界破壊感となるが、この不安を軽くするために幻の対象が作り出

され、それが幻の声、特別の意味の発見で、幻覚妄想となる。病気が進めばこの自閉世界に安住して、外か

ら見ると感情意欲のない欠陥分裂病となる。精神分裂病には、独特の冷たさ、硬さ、奇妙さ、気心の分らな

さがあり、これが諸種の精神活動の特徴となる。全般的にみれば分裂病くささ、接触の悪さ、不可解性、人

格の崩壊、個々にみれば独持の幻覚と妄想、精神活動のまとまりなさ、感情の鈍さ、無関心、奇妙な行動、意

欲の減退がある。感情意欲の減退の主なものは破瓜型、奇妙な行動の増減が主ならば緊張型、幻覚妄想が

主ならば妄想型というように分けられる。このほかさらにこまかく型を分けることもできる。

放置しても治療しても長い目でみれば１／３は治り、１／３は欠陥を残して治り、１／３は痴呆様の欠

陥状態に陥る。これを痴呆Demenz といわず鈍化 Verblödung, Verödung, Versandung といって情意鈍麻性痴

呆様状態として器質性痴呆と区別する。病気の経過には浮沈があり、周期性、増悪 Schub,寛解 remission を

示す。頻度は人口の１％、毎年人口１万人につき 15人の新しい患者が発生、20～30才に多く発生、各文化

圏における患者の差は非常に少ない。遺伝性は両親が分裂病なら 50％、片親が分裂病なら 15％、一卵性双
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生児なら 70％、二卵性なら 10％位である。原因は不明（内因性）、物質的には自家中毒、自己免疫、性ホル

モン不全、細菌毒、酵素不全、代謝不全（カテコールアミン、インドールアミン）、心因的には幼時からの

精神的外傷、家族成員間の矛盾した関係（たとえばダブルバインド情況 doubie-bind situation, Bateson,

Jackson,親の言葉と態度に矛盾があって、子供には何の情報か分からず、どうしていいのか分からない）

などが論ぜられる。

分裂病という名称のついた種々の表現には、非定型分裂病 atypische Schizophrenie（中核群Kerngruppe

でない、分裂病にふつうみられない症状や経過を示すもの）、遺伝変性分裂病 heredodegenerative

Schizophrenie（脳の遺伝変性病と仮定されるもの）、潜在分裂病 latente Schizophrenie（単純型分裂病

schizophrenia simplex）、偽神経症性分裂病 pseudoneurotic schizophrenia（1949 Hoch, Polatin,神経症様の分

裂病）＝schizose（Claude）、症状性分裂病 symptomatische Schizophrenie（外因反応型としての分裂病）、

体 感 分 裂 病 cenesthesic  schizophrenia,  zönästhetische  Schizophrenie,  koenästhetische  Schizophrenie,

schizophrénie cénesthésique（1957 Huber,  体感異常と第三脳室拡大のあるもの）、悪性、致死緊張病

pernicjöse Katatonie, tödliche Katatonie（Stauder,激しい興奮と重い身体障害のあるもの）、欠陥分裂病

Defektschizophrenie（欠陥治癒Heilung mit Defektまたは重い痴呆様状態 Verblödung）などがある。経過の

悪い分裂病は Schizocarie〔cariesくさること〕（1931 Mauz）といわれる。（西丸四方）

分裂病基本症状　英 primary symptoms of schizophrenia,  独 Grundsymptome der Schizophrenie,

symptômes primaires de la schizophrénie, （西丸）

分裂病の診断に特に重要な症状や根本的な症状。ブロイラー Bleuler の４つの A, Association（連合） 、

Affekt（感情空虚）、Autismus（自閉）、Ambivalenz（両価）が有名。このほかベルツェBerze, グルーレ

Gruhle, シュナイダー Schneider などは一次症状 Primär-symptomeや一級症状 Symptome ersten Ranges をあ

げている。ミンコフスキー Minkowski の現実との生きた接触の喪失 perte du contact vital avec la réalité など、

今日において分裂病の根本障害を考えるときには、自閉Autismus の概念が最も用いやすい。ヤスパースは

了解不能性、ベルツェは精神活力減退または意識緊張減退、グルーレは幻覚、自我障害、衝動障害、思考障

害、言語障害、妄想を一次症状とする。シュナイダーの一級症状は主として自我障害である。ユングはコン

プレックスの独立化、ジャネは心的水準の低下とする。（西丸四方）

精神分裂病の形態学的研究

表　　脳の領域別にみた形態異常の有無に関する主要な報告
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小脳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

虫部の容積減少　　　　　　　　　　　　　　　   　Weinberger, 1980　　　　　

プルキンエ細胞密度の減少                         Reyes, 1981，Lohr，1986

 

脳幹

黒質外側域の容積減少と内側部の神経細胞の矮小化 　Bogerts, 1983

脳室周囲灰白質の容積減少                      　 Lesch, 1984

青斑核の細胞数減少を伴わない容積減少           Lohr, 1988; Karson, 1991

青斑核の細胞密度に変化なし                       Garcia-Rill，1995

脚間核、背側被蓋核のコリン作動性神経細胞の増加　 Karson, 1991; Garcia　　　    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　-Rill, 1995

基底核

マイネルト核大型コリン作動性神経細胞の変性    Buttlar-Brentano, 1956： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Averback，1981　　　

マイネルト核神経細胞数に変化なし　              Ardent, 1983

淡蒼球内節の容積減少          　                Bogerts, 1985, 1990

淡蒼球神経細胞数に変化なし                   Ardent, 1983 ; Pakkenberg，

          　　　            　                 1990

線条体小型細胞の矮小化　　　　　　　　　　　　　Dom, 1981

線条体、淡蒼球の体積増大　                      Hecker, 1991 b 

側坐核の容積と細胞数の減少　                    Pakkenberg, 1990

視床

背内側核の容積・神経細胞、グリア細胞の減少      Pakkenberg, 1990, 1992

視床枕の小型神経細胞密度の減少                  Dom, 1981

第３脳室周囲灰白質容積の減少                    Lesch, 1984

脳梁

脳梁中央部の構造異常　                          Raine, 1990

脳梁彎曲が顕著                                  Casanova, 1991

大脳皮質および全般                              

脳重量の減少                                    Brown, 1986

大脳前後径の減少                                Bruton, 1990

脳全体の体積減少、脳室拡大                      Pakkenberg, 1987

大脳容積に変化なし  　　　　　　　　　　　　　　Rosenthal, 1972 ;
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                                                Heckers, 1991 b

皮質の幅の減少                                  Colon, 1972；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakkenberg, 1987

前頭葉

前前頭皮質錐体細胞数・密度の減少                Benes, 1986；Arnold,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995

前前頭皮質錐体細胞数・密度の増加                Benes, 1991；Selemon

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995　

前前頭皮質介在ニューロン密度の減少　　　　　　　Benes, 1991　

前部帯状回浅層の垂直軸索増加、第２層神経細胞の配列    Benes, 1986, 1987

                                                      a, b, 1991

異常、介在ニューロン減少

前頭前野 NADPH-d陽性細胞の分布異常            Akbarian, 1993 a

側頭葉・辺縁系

海馬、扁桃核、海馬傍回の容積の減少     Bogerts, 1985, 1990；Brown, 1986；

　　　　　　　　　　　     　         Falkai, 1986, 1988；Jeste, 1989;

                                    　Altshuler, 1990

左側脳室下角拡大と周囲組織の減少　　　Bogerts, 1985, ; Brown, 1986 ;Crow,

                                      1989；Heckers, 1990, 1991a

海馬領域の白質容積の減少            　Colter, 1987；Heckers, 1991

嗅内野を含む海馬領域の神経細胞のサイズ　　　　Falkai, 1986,1988；

と数の減少など　　　　　　　　　　　　Jakob, 1988；Jeste，1989；Benes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1991；Casanova,1991　

嗅内野を含む海馬、帯状回の細胞構築の乱れ　 Kovelman, 1984；Jakob, 1986;

                                           Benes,1987a;Falkai，1989；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arnold，1991：Conrad，1991

側頭葉 NADPH－d陽性細胞の分布異常　　　Akbarian, 1993b

形態異常研究全般についての概観

１．画像診断法による分裂病研究

 　画像診断法の利点は精度や技術的な制約はあるものの、ダイナミックに変化する脳の形

態や機能を経時的にとられることができる点にある。分裂病の形態学的研究が再び見直さ
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れるきっかけとなった画像上での異常に関する報告を簡単に通覧する。

分裂病の画像研究は 1970年代の CT スキャンによる研究に始まったといってよい。CT で

は脳実質よりも脳室や脳溝の計測が中心であり、側脳室と第３脳室の拡大、前頭前野での脳

溝の開大の指摘が主要な結論である。脳実質についての評価は WRI の導入で可能となった。

また MRI では測定面積を積算して脳室や各脳葉の体積が検討されている。脳室系では側脳

室の有意な拡大がほぼ一致した見解であり、CT で報告された結果を支持している。興味深い

ことに一卵性双生児での検討では健常群に比べて分裂病群に有意の側脳室の拡大が　認め

られるという。また未治療の分裂病者でもMRI で側脳室拡大、ことに左前角および下角の拡

大が報告されている。各脳葉では前頭葉と側頭葉・辺縁系の異常に関する報告が多い。前頭

葉では面積あるいは体積が減少しているとする報告とこれを否定する報告があり、見解は

一致していない。側頭葉ではその内側部、特に扁桃体・海馬・海馬傍回において左側優位の

体積減少があるとする報告が多い。この結果は解剖学的な形態計測研究を促した。ところで、

これら画像上の異常は発病初期や年少期発症の分裂病 51）でも認められ、進行性ではないと

する見解が多い。このほか、脳梁や大脳基底核の計測が行われている。

PETや SPECT により脳の血流やグルコース利用などを測定することで脳の機能情報が

得られるようになった。機能画像研究の最大の成果は分裂病者の脳機能の前頭葉での低下

（hypofrontality）に関するものである。Ingvar と Franzen47)により前頭葉での血流低下が報告

されて以来、多くの研究が前頭領域の活性低下を支持している。特に陰性症状の強い患者で

hypofrontality が強いという。さらに activation study と呼ばれる課題遂行時の局所脳機能の測

定でも、健常者に比して慢性分裂病者では前頭領域の障害が示唆されるという。このほか、

基底核領域では MRI による神経核の容積の変化、PETや SPECT を利用した脳血流や代謝異

常が報告されている。

２，形態学的異常研究の概観

画像診断法での報告は側頭葉内側部・辺縁系と前頭葉に関するものが多いが、　死後脳

での病理検索もこれらの領域に異常を認めるものが多い。おもに 1980年代以降の主要な報

告を領域別にみると表に示したように、異常部位として挙げられている領域は、表に掲げな

かったものも含めてほぼ脳の全域に広がっている。これらの報告に共通している異常のタ

イプは、何らかの侵襲が脳に加わりそれに対する組織の反応を伴うという、病理学的に疑い

ようのない変性病変ではなく、組織の容積の変化、細胞のサイズや密度、数の減少、細胞の配

列異常、細胞構築の乱れや異所性といった形態計測や統計処理を行ってはじめて有意の変

化として認知できるようなものである。すなわち、このような異常は傷害が脳の発達期に起

こったり、プログラムされた細胞死によるものであり、アストロサイトの反応があったこと

を示す痕跡としてのグリオーシスを残さないとされる。1980年代以降の形態研究では新た

に蛋白化学や分子レベルの技法を取り入れた研究においても形態計測学的手法を視野に入

れている。以下、側頭葉内側部・辺縁系と前頭葉領域以外の脳の各領域の形態研究報告を概
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観する。

１）脳幹領域の異常に関する研究

脳幹領域の異常に関する研究は、黒質 19）、青斑核 39、59），脚間核、背側被蓋核 39、58）において

報告されている。この領域の報告はドーパミン、ノルアドレナリン系の神経伝達物質の異常

と結びつけられている。異常のタイプは、脳幹神経核の容積の減少、細胞の矮小化、細胞数の

減少あるいは増加などである。少数の報告が中脳水道周囲の線維性グリオーシスの存在を

指摘している 25、74）以外は、通常これらの変化に伴って起こる組織の反応をともなっていな

い。しかし、これらの領域の異常に対する反証もあり、一定の見解は得られていない。

２）基底核領域の異常に関する研究

基底核領域では、マイネルト核 5，8，26）に関する報告のほか、抗精神病薬のない時代の保存

脳を用いたユニークな検討がある。抗精神病薬が投与されていない脳では、線条体と淡蒼球

外節の容積に変化はないが、淡蒼球内節の容積がやや減少し、同時に線条体小型神経細胞が

矮小化している 20）。一方、抗精神病薬が導入された後の長期服用脳では線条体の容積は増大

しているという 44）。これは線条体にドーパミン受容体が豊富であることと、向精神薬投与に

よるドーパミン入力遮断に伴う機能過活性の反映であると解釈されている 22）。この領域に

おいても、脳幹領域と同様に、画像所見を含めて一定の見解は得られていないが 64）、線条

体・淡蒼球は協調運動の調節にかかわっているので、その機能不全は緊張病型の病態と関

連があるかもしれない。線条体を含めてドーパミン受容体は分裂病研究の１つの焦点であ

る。線条体にほぼ限局して強い変性が起こるハンチントン病の半数程度は舞踏病症状より

も精神症状が先行し、しばしば分裂病様症状を示すことが知られている。これは線条体が精

神症状の発現に重要な意味をもつ可能性を示す例証である。

３）視床の形態異常に関する研究

視床では背内側核の神経細胞数の減少 63～65）や視床枕の小型神経細胞密度の

減少 35）が報じられている。第３脳室周囲の灰白質の容積の減少 57）は CT での第

３脳室拡大の報告に一致している。ここでも視床の器質障害の際に認められる

意欲低下、不眠あるいは傾眠、もの忘れ、昏迷などの症状は分裂病の陰性症状に

類似していることが指摘されている。

４）脳梁の形態異常に関する研究

脳梁の形態異常は MRI と剖検脳の両方で正中部において指摘されているが
67）、これに否定的な見解もあり一定した結果は得られていない 71、72）。分裂病群で

は脳梁の彎曲がより著明であるという報告もある。
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５）大脳皮質の異常に関する研究

　大脳皮質を正確に形態計測することは意外に困難なことであるためか、定量

的な報告は少ないが皮質の厚みの減少と皮質深部で細胞消失がある 31）、あるい

は皮質容積の減少があるとする報告 62）と、これを否定する報告 45、71）がある。

６）大脳全体の異常に関する研究

大脳全体に関しては、剖検脳で脳重量の減少（５～８％） 24）、前後径の減少

（４％）25）や脳室拡大が報じられているが、一方で脳重量と体積は対照と変わ

らないとする報告もある 45）。

以上、脳の各領域に分けて病理組織学的異常についての報告を簡単に通覧し

たが、最初に述べたように、異常の報告はここに紹介しなかったものも含めると

脳のほぼ全領域にわたると同時に、上述した領域では異常を肯定する報告と否

定する報告がある。これに対して、側頭葉内側部・辺縁系と前頭葉領域での研究

はその数が多いことに加えて異常の存在を肯定する報告が多いようである。以

下、この２領域について、自験の結果も合わせて紹介する。

側頭葉内側部・辺縁系についての研究

側頭葉内側部・辺縁系の形態変化の報告は他の領域に比べて圧倒的に多い。

（表）。内容上では大きく２つに分けられる。１つは領域全体としての容積やこ

の領域での神経細胞の数、密度、大きさの計測といった量的異常に関する報告、

もう一は、細胞構築の乱れ、細胞の配列異常、異所性に関する報告である。これら

の観察結果に基づいて分裂病の側頭葉内側部の発達障害仮説が提唱された。

辺縁系全体の大きさについては、分裂病者の約 25％で正常群との間に有意差

があるといい、海馬領域の容積は減少する 20、21、52）、あるいは不変４，25、43)とされて

いる。これは MRI による計測で辺縁系に属する各領域の体積についての報告と

一致している。研究の焦点となっている領域は、辺縁系の中核をなす海馬本体

（hippocampus proper）と海馬傍回（おもに嗅内野）からなる海馬領域と総称さ

れる部位である（図 1）。

Benes ら 12)は CA1-4 を検索し、この領域では神経細胞密度に変化はないが、細

胞のサイズの減少があり、対照と比べて特に CA1 で最も大きな相違をみたとい

う。Arnold ら 7)もまた CA1-4、海馬支脚、嗅内野皮質の海馬領域と新皮質である一

次運動野と視覚領野の２カ所を検索し、対照群と比較して、新皮質では有意差は

ないが、海馬領域では、海馬支脚と内嗅皮質の Pre-α 層（ⅠⅠ層）の神経細胞が

有意に小さいこと、この２領域よりも程度は軽いが、CA1やその他の海馬亜領域

でも細胞が小さい傾向をみたという。神経細胞密度については、嗅内野皮質で減

少 37､55)あるいは不変 7、43、54)と報告されている。これらはいずれも組織の反応を伴
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わない変化であった。これらの領域の神経細胞のサイズが小さいことは、構造あ

るいは機能不全の存在を反映しており、それが海馬領域間の線維連絡の障害を

もたらす結果、重大な行動障害を引き起こすと解釈されている。ところで、この

ような神経細胞が小さいということをもたらす原因を明らかにする 2～3 の試み

がなされている。神経細胞体の大きさは一般的にその細胞が代謝を支えている

軸索の長さ、樹状突起の広がりや細胞骨格の集積を反映していると考えられる

ので、ゴジル法で樹状突起の形態、分枝、棘（spine）の密度を解析したり、細胞骨

格蛋白発現の異常の有無が調べられている。

神経細胞の構築の乱れ、配列異常、異所性の報告は海馬から海馬傍回、特にそ

の前方部を形成する嗅内野に集中している。先に少し述べたようにこの領域は

大脳辺縁系の一部を構成し、側副溝を境に新皮質と区別される旧・古皮質に属

し、海馬本体・海馬傍回を合わせ、全体を称して海馬領域と呼ばれる。海馬の

CA1-3 の錐体細胞（III 層）はほぼ一定の方向性をもって配列しているが、その

方向性の異常が左あるいは左右両側の海馬の特に前半部に認められるという。

海馬に続く海馬傍回では約１/３の症例で、前方の嗅内野に明らかな細胞構築異

常がある。ここでは pre-α 層の細胞が集団をなして島状に分布しているが、その

位置や形態の異常があるという。これらの変化にはグリオーシスを伴っていな

いことが強調されている。このような細胞構築からみた側頭葉内側部の神経細

胞の異常な配列と層分布は胎児期の神経細胞の遊走不全、すなわち発達障害の

反映であると述べられている。この説に肯定的な報告と懐疑的な報告をいくつ

か紹介する。

Kovelman と Scheibel54)、そして後に Conrad ら 32)は、海馬のアンモン亜域内の錐

体細胞はその細胞軸の方向性に有意の偏位があり、それは亜域間の接点領域で

最も顕著であるという。正常では均質な配列を示すこの錐体細胞の不整は発生

期の遊走障害によると解釈されている。しかしながら、類似あるいは別の方法で

のいくつかの検索では、これが事実であるとは証明されていない 3,7,12,28,）。脳の発

達過程における神経細胞の異常な遊走という考えは海馬本体と密接な線維連絡

のある嗅内野皮質の細胞構築の研究でも示唆されている。Jacob と Beckmann48～50)

は、彼らが検索した症例のうち 2/3 に層分化の異常を見いだしている。この異常

の中核となる所見は pre-α 層に特徴的にみられる神経細胞塊が通常よりも深層

に位置しているというもので、異所性異常と見なされている。Arnold ら 6)は

Yakovlev archives から慎重に選んだ６例の分裂病脳で嗅内野の細胞構築を評価

した結果、すべての症例に種々の異常を見いだした。その異常とは、普通は平滑

な嗅内野皮質表面が奇妙に陥入している、表層の細胞が少ない、深層部分が薄い

層分化に乏しい、pre-α 層の神経細胞魂の発達が乏しい、あるいは pre-α層の神経

細胞群の異所性位置異常、であった。しかしながら、量的および質的に細胞構築
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分析をした最近の研究では、これらの所見は確定しえなかったという 55)。

海馬領域での細胞構築学的研究が困難である理由として、この領域では頭部

から尾部に至るまでにみられる形態の違いが大きい（図 1A）ことからもわかる

ように、細胞構築の正常な変異が大きいことに加えて、各個体間で正常範囲内の

バリエーションがあるという点にある。グリオーシスという質的・量的変化の

指標を伴わない所見を扱っている以上、海馬領域に限らず、この種の研究には常

について回る問題である。我々はこれまでの報告を検討した結果、上記の脳の形

態・機能分化の問題、測定の方法論的問題を考慮して、従来の報告よりも多数の

分裂病死後脳について厳密に正常対照をとり、海馬の錐体細胞の配列と密度を

計測した。また、病歴をもとに病型や症状と神経病理学的異常との関係も解析し

た。対象は都立松沢病院で死亡した精神分裂病患者、正常対照者の死後脳とした

死亡時年齢 65歳以下とし、薬物乱用歴のある症例、中枢神経に影響を及ぼす可能

性のある基礎患者を有する症例は除いた。分裂病の診断、病型の分類は DSM-IV

によった。正常対照者は精神神経疾患を有さない症例とした。海馬領域全体を吻

側から尾側まで前額断で連続性に切裁して切片を作製した。組織学的に CA1～

CA4 を同定後、全例同一レベルの切片で任意に１カ所（CA1 は２カ所）を選び、

光学顕微鏡よりデジタルカメラ HC-2000 を用いて、画像データをマイクロコン

ピューターに取り込んだ。その画像データから細胞体全体、核、核小体が明瞭に

確認できる錐体細胞を同定し、NIH Image1.60 を用いて錐体細胞の向き、密度を

測定した。その結果、分裂病群では錐体細胞の配列に有意な異常が確認されたが、

錐体細胞の密度には有意差はみられなかった。錐体細胞の配列と特定の精神分

裂病の病型、症状との相関はみられなかった。海馬本体以外の領域の検索の結果

を待たなければならないが、現時点で我々は少なくとも一部の分裂病の側頭葉

内側部には微細な形態異常が存在すると考えている。発達異常関連以外の研究

では、認知障害のある分裂病者の神経病理学的背景を探る試みがなされている

が、高度の認知障害を説明するに足る形態異常は見いだされないと結論されて

いる。これに関連して、向精神薬の影響についての研究では、Wisniewski ら 78）は

向精神薬がない時代の保存脳と比較して、向精神薬を投与された脳では海馬領

域に神経原線維変化が増加していたと報告している。我々 61）が都立松沢病院で

長期にわたって向精神薬を投与された分裂病７例（平均年齢：63.4歳、投与期

間：13～35年、平均総投与量：クロールプロマジン換算 3.05㎏）について、海馬

領域の老年変化を検討したところでは、神経原線維変化を含めて対照群と有意

差は見いだされなかった。本邦に向精神薬が導入されてほぼ 40年になるが長期

投与が脳に及ぼす影響についてはまだ十分に検証されていない。これは今後の

１つの課題である。
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前頭葉の研究

１．各分野からの知見

最近の病理形態学的研究では前頭葉が最も注目されている。最初に前頭葉機

能障害を示唆する各領域からの知見を簡単に紹介し、次いで前頭葉に報告され

ている病理形態学的異常と、我々の研究結果を紹介する。

分裂病が単一な疾患ではなく症候群であると考えられることは臨床類型や経

過の多様さからもうかがえるが、前頭葉穹隆面の症状として知られる自発性や

意欲の低下、感情と情動反応の鈍麻などの特徴は、分裂病の中核症状である感情

の平板化、意欲・発動性の減弱、思考の貧困化、注意の障害などの陰性症状と総

称される病態と類似性がある。hypofrontality（前頭葉低活性）の概念が SPECT

や PET を用いた分裂病者の局所脳血流やグルコース利用の測定から導き出され

たことはすでに紹介した通りである。前頭葉機能に関する課題遂行試験

（Wisconsin Card Sorting Test）で脳を賦活された時の局所脳機能を画像診断法

で測定すると、健常者では背外側前頭前野の局所脳血流が増加するのに対して、

慢性分裂病者では増加がないという。一方、後方の大脳皮質機能に関連する課題

遂行時（Raven's Progressive Matrices）には、分裂病者と健常者の間で局所機能に

差がないことから、分裂病者では背外側前頭前野の障害が示唆されている 16）。神

経心理学からの注目される報告は一卵性双生児の一方が分裂病者で、もう一方

が健常者である一卵性双生児不一致例に関するものである。Wisconsin Card

Sohting Testほかの神経心理学的検査を 16組みの不一致例で行った結果では、分

裂病群のみに前頭葉と側頭葉の障害が示唆された。特に重度の慢性分裂病では

前頭葉性認知障害を示していた 40､41）。このほか、追跡眼球運動や脳波、事象関連

電位でも前頭葉機能低下が示唆されている。

以上、各分野から前頭葉機能と分裂病、特にその hypofrontality と陰性症状との

相関が指摘されている。これらはすべての分裂病例に当てはまるわけではない

が、かなりの割合、ことに慢性分裂病群では前頭前野が要となる領域であること

を示している。

２．前頭葉の形態学的研究

前頭葉、特に前頭前野における機能異常が各方面から示唆されているが、分裂

病死後脳の病理検索は、古くは立津により、Bodian染色法で観察した前頭前野の

軸索異常が報告され、宮川は電顕で前頭前野のニューロンのシナプス小胞喪失

と神経細胞膜の異常を報告している。側頭葉内側部・辺縁系と同様に、前頭葉に

おいても神経細胞の数、密度、サイズの計測に関する報告があり、錐体細胞密度

の低下 9､12）やサイズが小さいこと 68)、介在ニューロンの減少 12,73）が述べられて
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いる。しかし、結果は必ずしも一定ではなく、Rajkowska ら 68)は前前頭皮質の神経

細胞密度の増加を報告しており、これ樹状突起やその他のニューロピル要素の

減少を伴う神経細胞のサイズの減少によるためと考えられている。最近の研究

で注目されるのは、Benes らの一連の前頭葉、特に前部帯状回の組織学的異常の

観察 10～15）と、これに基づく皮質内局所神経回路障害の仮説である。Benes らの結

果は以下の３点に要約される。

１）機能円柱の縮小

　大脳皮質の最小の機能単位とされる機能円柱は約 300μm であるが、一定面積

内のすべての神経細胞について相互間の距離を測定して神経細胞間距離のヒス

トグラムを作成すると、帯状回前部のⅡ～Ⅳ層、特にⅡ層で細胞間距離が 260～

300μm のところの頻度が有意に減少していた。これは分裂病群ではⅡ層におい

て機能円柱が正常対照群よりも小さくなっている、すなわち機能円柱同士の距

離が離れており、皮質統合に障害があることを示している。

２）垂直性軸索数の増加

　１）の結果に基づいて、帯状回Ⅱ～Ⅲ層上部で垂直性軸索の定量を行ったと

ころ分裂病群では垂直性軸索数が対照群よりも 25％多く、特に長垂直性軸索

（連合線維）の数は 62％増加していた。これは空いた機能円柱の間隙を増加し

た垂直性軸索が埋めるためであるという。

３）介在ニューロンの減少

帯状回前部で介在ニューロン（抑制性 basket cell）の減少を含むカテコラミ

ン系神経支配の分布の異常があり、特にⅡ層で高度であった。また同じ領域で神

経細胞体の GABA-A 受容体の著しい増加があった。

Benes らは、以上の観察から、分裂病の帯状回に皮質内神経回路の異常を想定

した。Benes らの仮説を簡略化した図２で解説すると、分裂病脳では求心性連合

線維が増加しているので（図２の太線）、帯状回に入る他の皮質からの連合線

維は錐体細胞と過剰な興奮性シナプス性を形成する。したがって、錐体細胞は過

剰な発火を起こしやすい状態にある。この状態は抑制性介在ニューロンが減る

ほど錐体細胞の発火を抑制することが困難になるのでさらに症状発現に至る。

一方、ドーパミン性の抑制性求心線維（図２の破線）は残存する介在ニューロ

ンとシナプスを過剰に形成しているのでドーパミン受容体遮断薬を使用するこ

とで、抑制性介在ニューロンの発火が促される結果、錐体細胞の過剰な発火が抑

えられ治療効果が現れるという。Benes らはこれらの異常の原因として遺伝的要

因や周産期脳損傷を想定しており、側頭葉内側部の研究で提唱された分裂病の
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発達障害仮説を支持している。この一連の観察結果は注目に値するものである

が、陰性症状が説明されない問題がある。Benes らの研究は神経回路の異常の追

求であったが、これは分裂病の奇妙な思考や認知障害が軸索、樹状突起、シナプ

スで作られる神経網の異常にあるとする仮説 38、42）に都合のよいモデルである。

前頭葉に関しては、もう１つの注目される報告は、nicotinamide adenosine

dinucleotide phosphate-diaphorase（NADPH-ｄ）の性質を利用した巧妙な研究で

ある。NADPH-ｄは、nitric oxide（NO）合成に関与する神経細胞の電子伝達系の

補酵素であり、中枢の NO はシナプス可塑性、学習と記憶、細胞死など様々な機能

との関連が注目されている 34）。免疫組織化学的な検討で NADPH-ｄは nitric

oxide synthase（NOS）と共存していることがわかっており、その活性もNOS の

活性と相関しているという 18）。一方で、NADPH-ｄ陽性細胞は変性や虚血などの

神経細胞障害因子に抵抗性であることがわかっている 34）。さらに、NADPH-ｄ陽

性細胞は胎生期の subplate由来の介在ニューロンで、中枢神経の分化発達に重

要な役割を担っているが、大半は成熟過程で役割を終えて細胞死を迎えるとい

う。大脳白質の NADPH-ｄ細胞はその残存細胞であり、発生的に古い細胞である

とされている 29）。NADPH-ｄ陽性細胞の分布は大脳皮質 II 層からⅥ層、および大

脳白質にわたっている。NADPH-ｄ陽性細胞が発達期以降のダメージに左右され

にくいということは、この細胞の分布を検討し、正常対照と比較すれば発達障害

仮説を検証できることになる。分裂病での報告はまだ少ないが、Akbarian ら 1,2）の

研究では外側前頭前野と側頭葉で NADPH-d陽性細胞が対照例と比較して皮質

で減少し、深部白質で逆に増加していた。これは神経細胞が皮質へ移動する過程

での遊走異常を示しているのだという。

我々は都立松沢病院の剖検例で追試を行った。詳しい方法は略すが、症例ごと

に NADPH-ｄ陽性細胞を画像解析処理し、大脳皮質各層ごとの陽性細胞の密度

を測定して分裂病群と正常対照群で比較した。その結果、全症例の大脳皮質Ⅱ層

からⅥ層および大脳白質に NADPH-ｄ陽性細胞が観察された。統計処理を行っ

た結果、前頭前野では皮質Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ層、側頭葉ではⅡ、Ⅲ、Ⅵ層において分裂

病群で NADPH-ｄ陽性細胞の密度が有意に低下していたが深部白質では有意差

はなかった。我々の結果は Akbarian らの報告を一部支持するものであった 。

NADPH-ｄ陽性細胞の減少は NO の機能不全を示唆していると考えられる 。

NOS（NADPH-ｄ）は中枢の各部位で神経伝達物質と共存しているが、特に

NMDA 受容体での機能がよく知られている。海馬では NMDA レセプターの作用

発現に正のフィードバックをかけるという役割を担っており、NOS阻害剤の投

与で海馬の錐体細胞の long term potentiation（LTP）が阻害され、学習障害が出現

することが報告されている。このように、NO のシナプス可塑性、学習と記憶など

様々な機能との関連が考えられており、NO の機能不全が精神分裂病の様々な症
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状を生み出す可能性が考えられる。

側頭葉内側部・辺縁系と前頭葉機能障害の関連

分裂病脳のこれまでの形態学的研究は側頭葉内側部・辺縁系と前頭葉に統計

的な解析で検出される程度の異常があることを示している。それではこの両領

域はどのように統合されるのであろうか。

両領域の機能解剖学的に密接な関連は、Nauta と Domesick66)が解剖学的観察を

通して、前頭前野と側頭葉前内側部の密接な線維連絡について述べ、Pribram66)が

霊長類での前頭葉と内側側頭領域の機能所見の観察に基づいて両領域を

“frontolimbic”と分類したことからもうかがわれる。2～3 の補足的な証拠を挙

げると、イボテン酸でラットの腹側海馬を損傷すると前頭前野のドーパミン代

謝が低下し、側坐核のドーパミンレベルが増加するという実験結果 56）や病的海

馬の外科的切除で前頭葉機能検査の改善が認められるという臨床報告 46)など、

多くの観察が両領域間の機能相関を支持している。分裂病での報告では、Breier

ら 23)は前頭前野白質の体積減少とこれに相関する扁桃体・海馬の体積減少を認

めている。また分裂病初発例では海馬前部の容積低下と神経心理学テストでの

前頭葉機能低下の間に相関があるという 17)。これらは前頭前野と側頭葉・辺縁

系ともに異常があるか、あるいは側頭葉・辺縁系の解剖学的異常とこれに基づ

く前頭葉の hypofrontality のような線維連絡を通しての異常を間接的に示唆して

いる。

Weinberger ら 76､77)は前頭葉の機能低下と側頭葉・辺縁系の解剖学的異常の関

係を両領域の密接な線維連絡を基礎に発達障害過程でとらえている。すなわち、

前頭葉と側頭葉・辺縁系の間には、図 3 に示したように、（１）前前頭野と辺縁

系間の単あるいは多シナプス経由の両方向性の皮質内投射、（２）パペッツの

回路、（３）両領域から側坐核に投射し、側坐核から淡蒼球、視床背内側核を経

て再び前前頭野へ返る回路があり、これらの経路に発達過程で結合不全が起こ

ると考えている。脳の様々な領域での髄鞘化の差を調べると、11～17歳の間に髄

鞘量が著明に増加するのは嗅内野の pre-α 層と海馬を結ぶ perforant pathway, お

よび帯状回と海馬を結ぶ帯状束である。これは思春期～青年期発症の説明に都

合よく、Weinberger らが主張するように、両領域の連絡は発病に何らかの関与を

しているかもしれない。もし分裂病の病因の１つが前頭・側頭間の線維結合の

障害にあるとすると、これらの領域の選択的な脆弱性の検証や、分裂病症状が選

択的な神経ネットワークの機能障害で説明されうるのか、といった問題が検討

されなければならない。
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神経発達障害仮説と今後の課題

組織や神経細胞の変性とグリオーシスという病理学的証拠を伴わない場合、

死後脳の検索で何十年も前に起こった出来事の痕跡を検出することは容易なこ

とではない。しかし、これまでの膨大な形態研究の成果をもう一度振り返ってみ

ると、解剖学的な異常は発病時にはすでに存在し、非進行性であるという画像診

断法からの情報、側頭葉内側部における組織構造、特に海馬領域の細胞密度、細

胞配列や細胞群の位置の異常、側頭葉ほど具体的な形態学的異常の報告は多く

はないが、多方面からの前頭葉の低機能（hypofrontality）の報告、側頭-d陽性細

胞に関する最近の知見、前部帯状回での一連の異常の報告は、分裂病の神経発達

障害仮説を支持している。

これらの報告で示されている細胞構築上の異常の性質を明らかにするために

グリオーシスの有無には特に注意が払われており、Holzer染色などの古典的な組

織検索法に加えて、GFAP での免疫組織化学的検討も多く行われているが、グリ

オーシスは見いだされていない 33）。脳の侵襲に対する組織修復反応は妊娠中期

以降になって初めて起こる出来事であるので、これらの領域にグリオーシスの

証拠を見いだすことができないということは、妊娠初期に起こった何らかの侵

襲に対応する組織変化と解釈される。海馬の神経細胞の配列異常や嗅内野の皮

質上層細胞群の異所性は、皮質への細胞遊走が胎児期５ヶ月末には終了する事

実からすると、妊娠 4，5ヶ月までに加わった脳への侵襲に基づくと考えられて

いる。また、何らかの傷害が胎生第６週以前に加わったものであるとすると、か

なり広汎に皮質領域の発達障害やエクトピアが起こるので、分裂病にみられる

微細な異常は６週以降の出来事に対応すると推定される。ところで、側頭・前頭

を含めての形態異常は統計的な有意差で示され、すべての症例にみられるもの

ではないこと、肯定する報告とこれを否定する報告があることは、発達期障害に

基づく分裂病が存在するにしても、それは多因子疾患と考えられている分裂病

の一部を構成するものと考えられる。Roberts70)は胎児期の内側側頭葉障害を中心

に、遺伝子異常や周産期障害のように他因子も含めて分裂病の発達障害仮説を

示している（図 4）。側頭葉内側領域は、大脳皮質連合野、視床、視床下部など脳

の広汎な領域からの情報が集中して入力し、ここからさらに perforant pathway を

経て海馬へ情報が伝えられる要となる所であり（図 1B）、認知、情動、記憶機能

に重要な領域である。嗅内野の Pre-α 層は、特異的に老年変化（神経原線維変

化）が起こりやすく、この領域が冒された症例の精神症状の発現からみて重要

な領域である。すでに述べたように、嗅内野を含めて辺縁系から直接、間接に前

前野へ強力な線維連絡があることから、この両領域の形態・機能異常の統合の

検討が今後の課題である。方法論上の問題として、死後脳を扱う以上、そこには

常に死後時間、脳の固定法や条件、死戦期の問題など、結果に干渉する多くの要
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因がある。微細な形態異常をとらえるには prospective な視野を持ち、一定の条件

のもとにできるかぎり多くの対象について検討をすすめる必要がある。

おわりに

分裂病脳の形態学的異常は、脳の多くの領域について検討されているが、研究

の焦点は海馬領域を中心とした側頭葉内側部と前前頭領域に絞られてきている

これまでの報告と我々の検討結果から、形態異常の性質は、変性のような質的な

相違ではなく、統計的な有意差として示される量的な増減や統計処理でのみ明

らかにされる細胞の位置や配列の異常であり、これを説明するには脳の発達障

害が最も合理的である。

分裂病を単一病因で理解することは困難であり、分裂病症状の発現には遺伝

子異常から脳の粗大な病理変化まで重層的に考えるべきであり、発達障害によ

る脳の微細な構造異常を分裂病発現の１要因としてとらえる視点は重要である。

文　献

１）Akbarian S, Bunney WE, Potkin SG, et al : Altered distribution of nicotinamide-

adenine  dinucleotide  phosphate-diaphorase  cells  in  frontal-lobe  of  schizophrenics

implies disturbances of cortical development. Arch Gen Psychiatry 50：169-177, 1993a

２）Akbarian S, Vinuela A, Kim JJ, et al：Distorted distribution of nicotinamide-

adenine dinucleotide phosphate-diaphorase neurons in temporal lobe of schizophrenics

implies anomalous cortical development. Arch Gen Psychiatry 50：178-187, 1993b

３） Altshuler  LL,  Conrad  A,  Kovelman  JA,  et  al： Hippocampal  pyramidal  cell

orientation in schizophrenia．Arch Gen Psychiatry 44：1094-1098, 1987

４ ） Altshuler  LL,  Casanova  MF,  Goldberg  TE,  et  al ： The  hippocampus  and

parahippocampus in schizophrenic,  suicide,  and control  brains.  Arch Gen Psychiatry

44：1094-1098，1990

５） Ardent  T,  Bigl  Y,  Arendt  A,et  al： Loss of  neurons in  the  nucleus  basalis  of

Meynert  in  Alzheimers  disease,  paralysis  agitans,  and  Korsakoffs  disease.  Acta

Neuropathol 61：101-108，1983

６）Arnold SE, Hyman BT, Hoesen GWV, et al：Some cytoarchitectural abnormalities

50



of the entorhinal cortex in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 48：625-632，1991

７）Arnold SE，Franz BR，Gur RC，et al：Smaller neuron size in schizophrenia in

hippocampal subfields that mediate cortical-hippocampal interactios. Am J Psychiatry

152：738-748，1995

８)Averback P：Lesions of the nucleus ansae peduncularis in neuropsychiatric disease.

Arch Neurol 38：230-235，1981

９）Benes FM，Davidson J，Bird ED：Quantitative cytoarchitectual studies of the

cerebral cortex of schizophrenics. Arch Gen Psychiatry 43：31-35．1986

10）Benes FM，Bird ED：An analysis of arrangement of neurons in the cingulate

cortex of schizophrenic patients. Arch Gen Psychiatry 44：608-616，1987a

11）Benes FM，Majocha R，Bird ED，et al： Increased vertical axon numbers in

cingulate cortex of schizophrenics. Arch Gen Psychiatry 44：1017-1021，1987 ｂ

12）Benes FM，McSparren J，Bird ED，et al：Deficits in small interneurons in

prefrontal and cingulate cortex of schizophrenic and schizoaffective patients. Arch Gen

Psychiatry 48：996-1001，1991

13）Benes FM，Sorensen I，Vincent SL， et al： Increase density of glutamate-

immunoreactive  vertical  processes  in  superficial  laminate  in  cingulate  cortex  of

schizophrenic brain. Cereb Cortex 2：503-512，1992

14）Benes FM：Neurobiological investigations in cingulate cortex of schizophrenic

brain, Schizophr Bull 19：537-549，1993

15 ） Benes  FM ， Todtencopf  MS ， Taylor  JB： A shift  in  tyrosine  hydroxylase-

immunoreactive varicosities（ＴＨ－IRv）for pyramidal（PN）to nonpyramidal (NP)

neurons  occurs  in  layer  II  of  the  anterior  cingulate  cortex  of  schizophrenics.  Soc

Neurosci（Abstr）21：25，1995

16 ） Berman  KF ， Illowsky BP ， Weinberger  DR： Physiological  dysfunction  of

dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia. IV：Further evidence for regional and

51



behavioral specificity. Arch Gen Psychiatry 45：616-622，1988

17）Bilder RM，Bogerts B，Ashtari M， et al：Anterior hippocampal reductions

predict frontal lobe dysfunction in first episode schizophrenia. Schizophr Res 17：47-

58，1995

18）Blottner DG，Gossrau R：Histochemistry of nitric oxide synthase in the nervons

system. Histochem J  27：785-811，1995

19）Bogerts B，Hantsch H，Herzer MA：A morphometric study of the dopamine-

containing  cell  group  in  the  mesencephalon  of  normals,  Parkinson  patients,  and

schizophrenics. Biol Psychiatry 18：951-971，1983

20）Bogerts B，Meertz E，Schonfeldt-Bausch R：Basal ganglia and limbic system

pathology in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 42：784-791，1985

21）Bogerts B，Falkai P．Hauots M．et al：Post-mortem volume measurements of

limbic system and basal ganglia structures in chronic schizophrenics： Initial results

from a new brain collection. Schizophr Res 3：295-301．1990

22）Bogerts B：Recent advances in the neuropathology of schizophrenia. Schizophr

Bull 19：431-445，1993

23 ） Breier  A ， Buchanan  RW ． Elkasshef  A ， et  al  ： Brain  morphology  and

schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 49：921-926，1992

24）Brown R，Colter N．Corsellis JAN，et al：Postmortem evidence of structural

brain changes in schizophrenia：Differences in brain weight,

temporal horn area. and parahippocampal gyrus compared with affective disorder. Arch

Gen Psychiatry 43：36-42．1986

25）Bruton CJ，Crow TJ，Frith CD．et al：Schizophrenia and brain：A prospective

clinico-neuropathological study. Psychol Med 20：285-304，1990

26）Buttlar-Brentano K：Zur weiteren Kenntnis der Vernderungen des Basalkernes

bei Schizophrenen．J Hirnforsch 2：271-291．1956

52



27）Casanova MF，Carosella N，Kleinman JE：Neuropathological findings in a

suspected casa of childhood schizophrenia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2：313-

319．1990

28 ） Christison  GW ， Casanova  MF ， Weinberger  DR ， et  al： A quantitative

investigation  of  hippocampal  cell  size,  shape,  and  variability  of  orientation  in

schizophrenia． Arch Gen Psychiatry 46：1027-1032，1989

29）Chun JJM，Shatz CJ：Interstitial cells of the adult neocortical white matter are

the remnant of the early generated subplate neuron population. J Comp Neurol 282：

555-569，1989

30 ） Colter  N ， Battal  S ， Crow  TJ ， et  al ： White  matter  reduction  in  the

parahippocampal  gyrus  of  patients  with  schizophrenia.  Acrh  Gen  Psychiatry  44 ：

1023，1987

31 ） Colon  EJ： Quantitative  cytoarchitectonics  of  the  human  cerebral  cortex  in

schizophrenic dementia. Acta Neuropathol 20：1-10，1972

32）Conrad AJ, Abebe T，Austin R，et al：Hippocampal pyramidal cell disarray in

schizophrenia as a bilateral phenomenon. Arch Gen Psychiatry48：413-417，1991

33 ） Crow  TJ ， Ball  J ， Bloom  SR ， et  al： Schizophrenia  as  an  anomaly  of

development of cerebral asymmetry：A postmortem study and a proposal concerning

the genetic basis of the disease. Arch Gen Psychiatry 46：1145-1150．1989

34）Dawson TM，Dawson VL，Snyder SH：A novel neuronal messenger molecule

in brain：The free radical, nitric oxide. Ann Neurol 32：297-311，1992

35）Dom R，de Saedeler J,Bogerts B, et al：Quantitative cytometric analysis of basal

ganglia in catatonic schizophrenics.  In： Perris C, Struwe G, Jansson B, ed ．  Biol

Psychiatry．Elsevier, Amsterdam, pp 723-726, 1981

36）Falkai P，Bogerts B：Cell loss in the hippocampus of schizophrenics. Eur Arch

Psychiatry Neurol Sci 236：154-161，1986

53



37）Falkai P，Bogerts B，Rozumek M：Limbic pathology in schizophrenia：The

entorhinal region-a morphometric study. Biol Psychiatry 24：515-521，1988

38）Frith CD, Done DJ：Towards a neuropsychology of schizophrenia.Br J Psychiatry

153：437-443，1988

39）Garcia-Rill E，Biedermann JA，Chambers T，et al：Mesopontine neurons in

schizophrenia. Neurosci 66：321-335，1995

40 ） Goldberg TE ， Weinberger  DR ， Berman KF ， et  al： Further  evidence  for

dementia of the prefrontal type in schizophrenia？  Arch Gen Psychiatry 44：1008-

1014，1987

41）Goldberg TE，Ragland D，Torrey EF，et al：Neuro-psychological assessment

of monozygotic twins discordant for schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 47：1066-

1072，1990

42）Gray JA, Feldon J，Rawlins JNP，et al：The neuropsychology of schizophrenia.

Behav Brain Sci 14：1-84，1991

43）Heckers S ，Heinsen H，Heinsen YC， et al：Limbic structures and lateral

ventricle in schizophrenia：A quantitative post mortem study．Arch Gen Psychiatry

47：1016-1022，1990

44）Heckers S，Heinsen H ，Geiger B， et al：Hippocampal neuron number in

schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 48：1002-1008，1991a

45）Heckers S，Heinsen H，Heinsen YC，et al：Cortex，white matter, and basal

ganglia in schizophrenia：A volumetric postmortem study.  Biol Psychiatry 29：556-

566，1991b

46）Hermann BP，Wyler AR，Richey ET：Wisconsin Card Sorting Test performance

in  patients  with  complex  partial  seizures  of  femporal  lobe  origin  .  J  Clin  Exp

Neuropsychol 10：467-476．1988

54



47） Ingvar DH，Franzen G：Abnormalities of cerebral blood fiow in patients with

chronic schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 50：425-462，1974

48 ） Jacob H ， Beckmann  H： Prenatal  developmental  disturbances  in  the  limbic

allocortex in schizophrenics. J Neural Transm 65：303-326，1986

49 ） Jacob  H ， Beckmann  H： Gross  and  histological  criteria  for  developmental

disorders in brains of schizophrenics. J R Soc Med 82：466-469，1989

50）Jacob H，Beckmann H：Circumscribed malformation and nerve cell alterations in

the entorhinal cortex of schizophrenics：Pathogenetic and clinical aspects. J Neural

Transm 98：83-106，1994

51）Jacobsen LK，Giedd JN，Vaituzis AC，et al：Temporal lobe morphology in

childhood-onset schizophrenia. Am J Psychiatry 153：355-361，1996

52） Jeste  DV ， Lohr JB：Hippocampal  pathologic findings  in schizophrenia：A

morphometric study. Arch Gen Psychiatry 46：1019-1024，1989 

53）Karson CN，Garcia-Rill E，Biedermann JA，et al：The brain stem reticular

formation in schizophrenia. Psychiatry Res 40：31-48，1991

54）Kovelman JA，Scheibel AB：A neurohistological correlate of schizophrenia. Biol

Psychiatry 19：1601-1621，1984

55）Krimer LS，Herman MM，Saunders RC，et al：Qualitative and quantitative

analysis  of  the  entorhinal  cortex  cytoarchitectual  organization  in  schizophrenia.  Soc

Neurosci（Abstr）21：239，1995

56）Lipska BK，Jaskiw GE，Chrapusta S，et al：Ibotenic acid lesion of the ventral

hippocampus  differentially  affects  dopamine  and  its  metabolites  in  the  nucleus

accumbens and prefrontal cortex in the rat. Brain Res 585：1-6， 1992

57）Lesch A，Bogerts B：The diencephalon in schizophrenia：Evidence for reduced

thickness of the periventricular grey matter. Eur Arch Psychiatr Neruol Sci 234：212-

219，1984

55



58）Lohr JB，Jeste DV：Cerebellar pathology in schizophrenia?：A neuronometric

study. Biol Psychiatry 21：865-875，1986

59）Lohr JB，Jeste DV：Locus ceruleus morphometry in aging and schizophrenia.

Acta Paychiatr Scand 77：689-697，1988

60 ） Nauta  WJM ， Domesick  VB： Neuronal  associations  of  the  limbic  system,

Neuronal Basis Behav 10：175-206，1982

61）Niizato K，Ikeda K：Long-term antipsychotic medication of schizophrenics does

not promote the development of Alzheimer’s disease brain pathology． J Neurol Sci

138：165-167，1996

62 ） Pakkenberg  B ： Post-mortem  study  of  chronic  schizophrenia  brains.  Br  J

Psychiatry 151：744-752, 1987

63） Pakkenberg B，Gunderson HJG：Total number of neurons and glial  cells  in

human brain nuclei estimated by the dissector and the fractionator. J Microsc 150：1-

20，1988

64 ） Pakkenberg B： Pronounced reduction of  total  neuron number in  mediodorsal

thalamic nucleus and nucleus accumbens in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 47：

1023-1028，1990

65）Pakkenberg B：The volume of the mediodorsal thalamic nucleus in treated and

untreated schizophrenics. Schizophr Res 7：95-100，1992

66）Pribram KH：The hippocampal system and recombinant processing. In：Issacson

RL， Pribram KH ， ed. The Hippocampus ． Plenum Press ，New York， pp 329-

370，1986

67 ） Raine  A ， Harrison  GN ， Reynolds  GP ， et  al： Structural  and  functional

characteristics  of  the  corpus  callosum in  schizophrenics,  psychiatric   controls,  and

normal controls. Arch Gen Psychiatry.，Arch Gen Psychiatry 47：1060-1064，1990

56



68）Rajkowska G，Selemon LD，Goldman-Pakic PS：Reduction in neuronal sizes in

prefrontal  cortex  of  schizophrenics  and  Huntington  patients.  Soc

Neurosci（Abstr）20：620，1994

69）Reyes MG，Gordon A：Cerebellar vermis in schizophrenia.  Lancet II：700-

701，1981

70）Roberts GW：Schizophrenia：A neuropathological perspective. Br J Psychiatry

158：8-17，1991

71 ） Rosenthal  R ， Bigelow  LB ： Quantitative  brain  measurements  in  chronic

schizophrenia． Br J Psychiatry 12：259-264，1972

72）Rossi A，Stratta P，Gallucci M，et al：Quantification of corpus callosum and

ventricles  in  schizophrenia  with  nuclear  magnetic  resonance  imaging ： A  pilot

study．Am J Psychiatry 146：99-101，1989

73）Selemon LD，Rajkowska G，Goldman-Rakic PS：Abnormally high neuronal

density in the schizophrenic cortex：A morphometric analysis of prefrontal area 9 and

occipital area 17. Arch Gen Psychitry 52：805-818，1995

74）Stevens CD，Altshuler LL，Bogerts B，et al：Quantitative study of gliosis in

schizophrenia and Huntington’s chorea. Biol Psychiatry 24：697-700，1988

75）Weinberger DR，Kleinman JE，Luchins DJ， et al：Cerebellar psthology in

schizophrenia ： A controlled  postmortem  study ． Am  J  Psychiatry  137 ： 359-

361，1980

76 ） Weinberger  DR ： A  connectionist  approach  to  the  prefrontal  cortex.  J

Neuropsychiatry Clin Neurosci 5：241-253，1993

77）Weinberger DR，Lipska BK：Cortical maldevelopment，anti-psychotic drugs,

and schizophrenia：A search for common ground. Schizophr Res 16：87-110，1995

78）Wisniewski HM，Constantinidis J，Wegiel J，et al：Neurofibrillary pathology in

brains of elderly schizophrenics. Alzheimer Dis Assoc Disord 8：211-227，1994

57



 

　　精神医学・39（6）：570-582，1997　　池田研二　黒木規臣　入谷修司

分裂病の神経発達障害仮説

Neurodevelopment disturbance hypothesis of schizophrenia

神経発達障害仮説とは

　分裂病発症に脳の異常が関与していることはほぼ間違いない。とはいっても、機能的異常

はいうまでもないが、器質的異常に関しては分裂病として診断されるすべてのタイプに関

与しているかどうかは明確でない。しかし、少なくとも中核となるタイプ、あるいは陰性症

状を示すタイプでは脳の器質的変化が存在しているといわれている。

分裂病の画像研究からの刺激

　脳の器質的異常の存在については、古来、多くの議論があった。20 世紀前半の数多くの病

理組織学的研究の結果、分裂病には特異的な脳の器質的病変はないとされてきた。ところが

70年代以降の CT、あるいは MRI などの画像研究によって、分裂病で、①脳室、とくに側脳室

下角や第３脳室の拡大、②側頭葉内側部の萎縮、③辺縁系、傍辺縁系の萎縮、④前頭葉などの

大脳皮質の萎縮、などが指摘されるようになったのである。それをきっかけに、分裂病の病

理組織学的研究がふたたび脚光を浴びてきた。

分裂病の側頭葉内側部にみる病変

　分裂病脳の変化として、まず肉眼的に、脳重量の減少や脳室、とくに側脳室下角の拡大、側

頭葉内側部の海馬、海馬傍回、扁桃体などの体積の減少などが指摘された。このような CT所

見や脳肉眼所見からも、もっぱら病理組織学的検索の関心は側頭葉内側部にむけられてき

た。80年代前半からのことである。

　その結果、海馬の錐体細胞（とくに CA3、CA4）の減少や方向性の異常、海馬傍回内側部お

ける神経細胞の減少、海馬傍回の pre-α細胞の形成異常、構築異常、migration 異常、嗅内野の

神経細胞の減少、pre-α、pre-β細胞の減少・形成異常・構築異常・異所性変位などが指摘され、

注目されるようになってきた。Kovelmann ら（1984）、Bogerts ら（1985）、Brown ら

（1986）、Falkai ら（1986、88）、Jakob ら（1986）、Roberts ら（1986、87）、Jeste ら

（1989 ）、Amold ら（1991）、Conrad ら（1991）の業績である。

　それに加えて重要な事実は、これらの病変にグリアの反応（グリア細胞の増加、グリオー

シス）がみられないという所見であった。つまり、グリオーシスがないということは、そこ

にみられる病変は後天的なものでなく、先天的な、生まれつきの形成異常であることを示唆
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している。

　このような経緯で、分裂病の側頭葉内側部の形成不全説、あるいは発達障害説が唱えられ

ることになった。

分裂病の側頭葉内側部発達障害仮説

　現在この仮説が注目されているのには二つの理由がある。第１に、側頭葉内側部、つまり

海馬、海馬傍回、嗅内野などのいわゆる辺縁系の機能、あるいは辺縁系と前頭葉との構造・

機能関連が、分裂病の病態や症状と密接に関連していることが知られているが、まさにこの

仮説がその証拠となりうること、第２に、分裂病の生物学的背景として最大の根拠であった

遺伝性、あるいは遺伝子異常という所見と思春期以降の発症という事実とのあいだにあっ

た大きなブラックボックスが、この仮説によって多少とも明らかにされてきたということ

である。発症に至るまでのメカニズムについて、Roberts は図①のような過程、因子を考えて

図式化している。

側頭葉発達障害仮説の問題点

　この仮説によってこれまで不明であったことがかなり正当に説明できるようになったこ

とは異論がない。しかし、問題点がないわけではない。最も根本的なことは側頭葉内側部の

病変自体が本当に間違いない事実であるのかどうかという検討である。残念ながら、いまの

ところ、まったく異存のない所見とはいいきれていない。

　つぎの問題点は、側頭葉内側部の異常があるとして、それが分裂病群全体にあてはまるの

か、ある特殊なタイプにのみ該当するのか不明である。この問題点は臨床的に分裂病をどう

概念化するかに深くかかわっている。

　また、側頭葉内部側の発達障害がもし事実だとして、その障害が側頭葉内側部の限局した

ものなのか、前頭葉を含めた新皮質には障害が及んでいないのかどうかは、現在のところま

ったくわかっていない。しかし歴史を振り返ってみると、今世紀前半での分裂病脳の病理組

織学的研究のなかで、新皮質で神経細胞の層構築に異常があり、神経細胞が斑状に抜けてい

る部分（Luckenfelder）があることが指摘されていた。そのような点を考慮すると、障害は

側頭葉内側部のみならず、新皮質まで広汎に波及していると考えるべきかもしれない。これ

らはこれから解明していかなければならない問題である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松下正明）
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精神分裂病の発病に関する仮説

ａ，ドパミン仮説　dopamine hypothesis

 精神分裂病、特に妄想、幻覚を主症状とした陽性症状は、ドパミン受容体の過感受性による

とする説は久しく以前より知られている。この端諸は前記したように覚醒剤精神病の症状

が分裂病の陽性症状（特に妄想型分裂病）と類似していることにあった。他方、両者の陰性

症状の類似性について、最初に報告したのは台（1961）であった。彼は特にメタンフェタミ

ン methamphetamine 連用動物がヒトの精神病のモデルとなることを示した。すなわちメタン

フェタミン連続投与後３週間持続するラットの自己刺激の著しい減退と自発運動の抑制を

認め、これらをメタンフェタミン依存者の同薬剤連用の中断後の長期間持続する無為、不活

発、常同の平板化等の症状と比較検討し、メタンフェタミン連用動物は分裂病の陰性症状の

モデルとなることを報告した。これより数年遅れて著者の恩師Randrup, A.は、アンフェタ

ミン amphetamine（特に d－type）連用中の動物にみられる行動異常は妄想型分裂病のモデ

ルとなることを報告し、さらにこの行動異常が抗精神病薬（特に dopamine receptor blocker、

例えばハロペリドール haloperidol）によって著明に抑制されることから、脳内ドパミン

dopamine（DA と略）の代謝異常が分裂病の陽性症状発現と密接にかかわることを示唆し

た。これが“陽性症状にかかわる DA 仮説”の端緒となったのである。

その後 DA 仮説の臨床的評価は、チオキサンチン誘導体の α－フルペンチキソール α－

flupentixol の連用によってさらに確認された。α－フルペンチキソールは、DA感受性のアデ

ニル酸シクラーゼ活性（特に D1受容体は、アデニル酸シクラーゼと GTP蛋白を介して促進

的に共役する。9～10ページ参照）を阻害する（図 1－３）のみならず、D2 受容体への

［3H］ハロペリドール高親和性結合に対する阻害作用すなわち D2受容体に対する著明な遮

断効果をもち（図 1－6、2－4）、しかも分裂病の陽性症状のうち幻覚、昏迷、思考の異常など

の改善に著しく有効であることが判明した。これに対してアデニル酸シクラーゼ阻害効果

D2受容体遮断効果をほとんど有さない β－フルペンチキソールには、このような治療効果は

まったく認められなかった。その後行われた［３H］フルペンチキソール研究では、この薬剤

の臨床結果は特に D2受容体遮断によることが明らかにされた。また α－フルペンチキソー

ルはセロトニン（5－HT）受容体遮断効果についても、β－フルペンチキソールに比して強

いことが確認されているが、受容体結合実験により得られた 5－HT 受容体遮断効果と抗精

神病薬としての作用の強さとの相関性が低いので、α－フルペンチキソールの抗精神病作用

は 5－HT 受容体遮断作用に起因しているとは考え難い。
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一つの推論としては、DA の代謝回転（図 2－5、2－6）が精神分裂病者の脳内では亢進し

ており、これが急性症状の発現と結びつくものと考えられる。しかしながら分裂病者の脳脊

髄液では、DA の主要な代謝産物であるホモバニリン酸 homovanillic acid濃度は正常者のそ

れと大差がなかった。すなわち分裂病者の脳の DA 代謝回転の亢進は観察されなかった。

次に分裂病者の死後脳を用いた研究においても、分裂病者の脳内の DA 代謝回転の亢進を

示唆する知見は得られていない。また DA 代謝酵素（TH, DDC, MAO, COMT他。図 2－5，2

－6）の活性も正常者死後脳のそれと同様であった。他方 DA 神経系と相互作用をもつ

GABA 作働性およびコリン作働性ニューロンにも、分裂病者脳には変化は生じていなかっ

た。

このように DA 代謝系は分裂病の発症に直接関与しているわけではないが、次に記載する

受容体研究では一定の成果が得られている。

すなわち［3H］スピペロン spiperone を D2受容体リガンドとして用いた研究では、分裂

病者の脳では正常者脳に比べて著明な D2受容体数の増加が認められた。他の ligand を用い

た研究においても同様な知見が得られている。したがって分裂病者において生じていると

考えられる DA 神経系機能の亢進は、DA 代謝系の亢進よりもむしろDA 受容体（特に D2受

容体数）の増加に起因することが推測された。

しかしながら、この D2受容体増加については一致した見解がない。動物実験では抗精神病

薬の投与により、線条体の DA 受容体は 25～50%増加することが認められている。このため

分裂病者脳における D2受容体の増加は、単に抗精神病薬の投与に起因しているのか、あるい

は分裂病の病態に関連して生じているのかという問題点に関しては議論の分かれるところ

である。すなわち死亡前に薬物治療を施行されていない分裂病者の脳において、D2受容体数

が増加しているという報告がなされているのと同時に、同様なケースの分裂病患者におい

て D2受容体数は対照患者の場合と差異が認められないという報告もなされているのである。

またハンチントン舞踏病およびパーキンソン病で死亡した患者のうち、死亡前に抗精神

病薬の投与を受けた症例を、治療を受けていない症例と比較検討したところ、両群間に有意

な D2受容体数の差が認められないことが判明したことから、分裂病者群に認められる D ２

受容体数の増加は、単に抗精神病薬投与に起因するものではないことが証明されたとする

報告もある。これらの症例のなかには、分裂病者の場合と比較して、抗精神病薬の投与量が

少ない症例もあるが、分裂病者の場合と同様の用量を数年間投与された症例も含まれてい

る。その一方、分裂病者では対照者に比して、尾状核および側坐核において D2受容体数が有

意に増加しているが、この増加は死亡するまで抗精神病薬を投与された患者に限って認め

られるという研究結果もある。

以上のように、分裂病者脳における D2受容体の増加は、大方の研究において認められるけ

れども、分裂病者における抗精神病薬投与と D2受容体数との関連性については未だ未解決

である。
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その他の分裂病発症に関する生化学的仮説については、モノアミンオキシターゼ仮説を

除いては否定的見解が多い。

以下、参考程度に DA 仮説以外の分裂病仮説を紹介する。

ｂ，メチル基転移反応異常

１）DMPE仮説

DA は COMT によって 3－MT（3－methoxytyramine）に変換される（図 2－5、2－6）。正

常者ではその次の物質（例えば HVA）に代謝されるときはメチル化されない。しかし分裂

病者では異常にメチル化反応が生じているので、3－MT はさらにメチル化されて 3,4－ジメ

トキシフェニルエチルアミン 3,4－dimethoxyphenylethylamine（DMPE と略）に変換される。

この物質が精神異常をきたすとの説である。初期の研究では分裂病者の尿中に DMPE は検

出されるが、正常者尿には検出されなかったのでこの仮説が出された。しかしその後測定条

件を厳密にした研究では分裂病者の尿中には DMPE は検出されず、しかも正常者に１㌘ま

での DMPE を投与しても、精神的には何ら影響が出ないので、この仮説は否定された。

２）インドールアミン仮説

メチル化されたインドールアミン類、特に N,N－ジメチルトリプタミン N,N－

dimethyltryptamine（DMT）が分裂病の症状（特に幻覚）を誘発するとの仮説である。食餌

中のトリプトファン tryptophan はメチル化されて DMT に変換される。正常者ではこの変換

酵素濃度は低いので、DMT は低いレベルにあるが、分裂病者ではこの酵素活性が高いので、

多量の DMT が生成されるとの仮説である。しかしその後測定条件を厳密にした研究では、

分裂病者血中の DMT レベルは正常者のそれとほとんど差がないので、この仮説も否定され

た。

３）メチオニン仮説

大量のメチオニン methionine とモノアミン酸化酵素阻害剤（MAOI）を併用投与すると

分裂病者に急性増悪（特に幻覚症状）が惹起されることから、この仮説が出された。すなわ

ちMAOI処置下でメチオニンを患者に内服させると、メチル基供与体の S－アデノシルメチ

オニン S－adenosylmethionine が高濃度に生じ、その結果メチル化反応が高まり、症状を誘発

するとの説である。しかしその後のわが国における研究において、MAOI（イソカルボキサ

ジド）、メチオニン併用後の尿中のカテコラミンメチル化誘導体（ノルメタネフリン

normethanephrine, メタネフリン methanephrine）濃度を測定したが、MAOI 単独投与例と比べ

て差はなかった。また尿中フェノールアミン phenolamine, インドールアミン indole amine の

メチル化物質も得られなかった。さらに観察された症状は、分裂病陽性症状ではなく中毒性

精神病像であった。その後メチオニン仮説を否定する報告が続いたため、現在では研究のい

対象ではなくなっている。
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ｃ，セロトニン serotonin（5－HT）仮説

化学構造上、5－HT に類似した多くの薬物、例えばハルミン harmine,  ブホテニン

bufotenine,  リゼルグ酸ジエチルアミド lysergic acid diethylamide（LSD）、プシロシン

psilocin, プシロシビン psilocybin などがヒトに知覚認識の変化、思考異常、気分変動、幻覚な

どを惹起することから、5－HT の脳内レベルの異常が分裂病の原因であるという仮説を生

んだ。しかしこれらの物質の中には抗 5－HT様作用を有するものもあるため分裂病が 5－

HT の過剰によるものか、あるいは欠乏に起因するものかについての推測をなし得ず、また

分裂病者の死後脳を用いた研究によっても、上記のいずれが原因なのかを特定しうる知見

を得られなかった。脳内の 5－HT 代謝過程の主要な最終代謝産物である 5－ヒドロキシイン

ドール酢酸 5－hydroxyindoleacetic acid（5－HIAA）は、分裂病者脳内では変動が認められな

いことから、分裂病では 5－HT の代謝回転には変化がないことは明らかである。ただし 5－

HT2受容体遮断作用の強力な薬物（リスペリドン、クロザピン、オランザピン等々）は、分裂

病陰性症状に対する治療効果すなわち感情鈍麻の改善、意欲の賦活、抗自閉効果、疎通性の

改善などをある程度もっているといわれているので、5－HT の関与をまったく否定しきる

ことはできない。1996年６月以後 D2遮断作用とともに 5－HT2遮断作用の著明な前記リス

ペリドンが市販されている。

ｄ，ノルアドレナリン作働系神経の欠落

分裂病者の思考異常は、中枢性ノルアドレナリン作働性ニューロンの変性の結果である

とする説である。分裂病者の死後脳の分析によると、ドパミンを加水分解してノルアドレナ

リン noradrenaline に変換させる酵素（ドパミン－β－ヒドロキシラーゼ dopamine－β－

hydroxylase, 図 2－5、2－6）の活性が低下しているとのことであった。しかしその後に報告

された研究結果では、ドパミン－β－ヒドロキシラーゼ活性の低下を確認できないとしてお

り、さらに脳内のノルアドレナリンおよびその代謝産物の濃度を測定した研究でも、分裂病

者においてノルアドレナリン作働性ニューロンの欠落を証明する知見は得られていない。

ｅ，アドレナリン受容体の関与

クロルプマジン chlorpromazine, チオリダジン thioridazine ,  クロザピン clozapine のように

幻覚、妄想に対する治療効果よりも、むしろ精神運動興奮の抑制に著効を示す薬物（図 2－

7）は、D1受容体遮断（Ki値＝10～300nM）および D2受容体遮断（Ki値＝20～160nM、表 1

－7）よりもアドレナリン受容体（特に α1受容体、表 1－7）遮断効果の方がはるかに強力で

ある。このことが、これらの薬剤の著明な自律神経遮断作用を理由づけているが、同時に精

神運動興奮、不安、焦燥と脳内の α1受容体の増加との一定の関連が推測される。しかし α1受

容体の選択的遮断薬で高血圧治療薬のプラゾシン prazosin には、抗不安作用はほとんど認め

られない。また非選択的 α 受容体遮断薬のフェノキシベンザミン phenoxybenzamine, ジベナ
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ミン dibenamine, フェントラミン phentolamine にも前記の中枢作用は認められない。したが

ってこの受容体機能の異常亢進が前述の分裂病陽性症状に関与するとしても副次的なもの

であろう。

ｆ，モノアミンオキシダーゼ（MAO）仮説

この仮説は、慢性分裂病者における血小板MAO活性の低下と分裂病者への MAO阻害剤

の投与による病状の悪化などの治験から一時期注目された。しかし、その後の研究では血小

板MAO活性値は正常者の例と差違がないこと、死後脳の分析でも、脳内各部位の MAO活性

値には低下が認められないことから、MAO 仮説を否定する者が多い。しかしながら、一部で

は現在も研究が続いている。

　　　　　　　　　　　　　　　　臨床精神薬理学（小林　著、1997）より

精神分裂病の神経解剖学的研究

近代精神医学の黎明期に、Kraepelin，Alzheimer，Nissl，Spielmeyer，Spatz らにより着手

された精神疾患の脳研究は、今ようやく１世紀が過ぎようとしている。神経病理学の先駆者

たちが精力的に精神分裂病（以下分裂病）に取り組んだにもかかわらず、その病理は明ら

かにされず、分裂病の神経病理学的研究は至難の技と考えられてきた。しかし、近年の神経

科学の進歩、とりわけ画像解析と神経解剖学的研究の進歩により、分裂病といえども構造異

常を伴う脳の疾患に他ならない、という理解に至っている*１。

神経発達過程における障害に分裂病の原因を求めようとする仮説は、分裂病の神経発達

仮説（neurodevelopmental hypothesis）と呼ばれる。もっともKraepelin の時代から、胚種毀損

が原因の一部をなすのではないか、という意見はあったようであるが、神経細胞の分化と複

雑な神経回路の構築の基本原理が少しずつではあるが明らかにされてきた今日、脳の形成

過程と分裂病に認められる神経解剖学的変異ないし異常との関連が具体的に議論されるよ

うになってきている。

１　分裂病と脳の形態学的変化

脳室の拡大や脳萎縮が分裂病患者に認められることは、気脳写の時代に既に指摘されて

いた。しかしながら、脳の形態学的な研究が本格的に行われるようになったのは CT の登場

以来である。CTやMRI により、脳の２次元あるいは３次元再構成画像を定量的に解析でき

るようになると、分裂病の一部では、脳室拡大や皮質の萎縮などの所見が発病初期に既に認

められること、しかも多くの場合、その程度が病前の不適応と関連し、分裂病の経過ととも

には進行しないことが明らかになってきた*２。すなわち、脳の萎縮は、分裂病の結果ではなく、

むしろ原因と関係している可能性が示唆されたのである。
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図１は比較的一致した解剖学的所見を図示したものである（Heymen ら、1992）。すなわ

ち、主要な脳画像所見として、側脳室の拡大、内側側頭葉構造の容積減少、皮質容積の減少な

どが認められている。

死後脳の剖検でも同様の所見が得られている。平均で脳の重量が健常対照者に比べて

５％少ない、脳室の拡大、側頭葉、特に海馬、海馬傍回などの側頭葉内側の容積の低値などで

ある。また、背内側視床、線条体、脳梁の容積の減少なども報告が多い。

萎縮が認められている部位において、細胞構築が詳細に調べられた。その結果、海馬の錐

体細胞の配列に不整が認められている（Kovelman ら、1984）（図２）。また嗅内野

（entorhinal cortex）では、第Ⅱ層に存在すべき神経細胞（pre-α細胞）が第Ⅲ層に存在する

という誤配置も見つかっている（Jacob ら、1986；Arnold ら、1991）。さらに最近では、前頭

前野、側頭皮質、海馬体において、白質深部に残存する神経細胞が多いという所見が認めれ

ている（Akbarian ら、1993；1996）。これらの結果は、以下に述べるような神経細胞の移動

（migration）に欠陥を生じた可能性を示唆している。

また、局所脳血流では、両側上前頭野、両側中前頭野での低下と、左側視床、基底核、両側前

帯状回、右側下前頭野での増加が認められている。なかでも前頭葉の機能低下は陰性症状と

関連があるとされ（Andreasen ら、1992）、幻聴の聞こえている際には、側頭葉、左海馬、海馬

傍回、右側線条体で強い活性が認められている（鈴木ら、1993；MaGuire ら、1993）＊３

このように初期の CT 研究では、われわれの報告（Shima ら、1985；Kanba ら、1987）も含

めて、技術上の問題もあり、結果の解釈は明解ではなかった。しかし、その後の脳画像解析技

術あるいは神経病理学のさらなる進歩を受けて研究が推し進められ、一部の分裂病は、神経

発達の障害に基づく、脳のマクロおよびミクロなレベルでの器質的異常を伴う疾患ではな

いかという可能性が導かれた。この点において、CT の登場は重要な技術革命であったように

思う。

２　分裂病と脳の構築過程

これらの細胞構築の所見は、妊娠初期から中期にかけての胎児の脳の形成時期に、神経細

胞が増殖し、その後移動し最終的な配置につく遊走過程（migration）、あるいはその後の神

経回路の形成に際して起こるプログラム死（apoptosis）の過程に何らかの障害が生じた結

果ではないかと考えられている（図３）。

例外はあるものの、分裂病の脳病理所見では一般的にグリオーシスが認められないこと

も、この発達時期の障害であることを支持する結果となっている。すなわち、神経細胞の分

化・発達はグリア細胞のそれに先立ち、妊娠初期から中期に起こる。したがって、この時期

に加わる障害はグリオーシスを生まないと考えられている*4。

また、神経細胞の遊走に際しては放射状グリア（radial glia）との相互作用が重要である。

すなわち、終脳では、脳室付近で生じた神経芽細胞が放射状グリアの突起に導かれるように

して脳の表面に移動する（図４）。ここでは神経芽細胞と放射状グリア（小脳ではバーグ
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マングリア）との接着に、細胞接着因子（cell adhesion molecule：CAM）をはじめ多くの因

子が関与している。分裂病で CAMやその遺伝子の検索が盛んに行われている理由はここに

ある。

次に神経回路の形成が起こる。分化を終え所定の位置についた神経細胞は軸索を伸ばし

始め、標的に向かって進んでいく。成長中の軸索の先端は成長円錐（growth cone）と呼ばれ、

手のひらを広げたような扇型状の特殊な構造をしており、カハールにより１世紀も前にそ

の存在が認められていた。ちなみに成長円錐はカハールの命名である。

成長円錐は、手探りしながら周囲の状況を感知しているかのような運動をし、接着因子、

誘発因子、反発因子などの様々な因子を感知して突起進展の方向を決定し、目的とするシナ

プスを形成する。

脳の神経回路は生まれたときに遺伝的に決定される形で大まかにできあがっっている。

その後生まれてからの知的学習あるいは運動性の学習によって、特定の神経回路が次第に

強化される一方で、後天的に不要とされる回路は取り除かれていく。神経回路の選択淘汰に

際してはプログラム死が起こっていると考えれられている。このような神経回路の形成仮

説を指して、選択淘汰説、ニューロンダーウィン主義と呼ばれることがある。この過程は現

在急速に解明されつつあり、分裂病の原因を神経回路の形成過程に見出そうとする研究が

行われるのも時間の問題であろう。

３　脳の構築過程の環境因子

神経系の発生と分化の過程に起こる異常はそのすべてが遺伝的に規定されたものではな

いらしい。一卵性双生児の分裂病不一致例で画像と神経心理学的所見をまとめたものが表

１である（倉知ら、1996）。これらの研究は、分裂病で認められている遺伝因子に加えて、何

らかの環境因子が加わることで、疾患に至る場合のあることを示唆している。

環境要因として注目されているのが、妊娠中の母親のインフルエンザ感染、母体の低栄養

や精神的ストレス、出産時の産科的合併症などであり、いずれも脳の発達形成障害に結びつ

けられて議論されることが多い＊５。

分裂病患者の生まれ月が冬季に多いことはよく知られている。このため、患者は胎生期、

特に妊娠中期にインフルエンザの流行に遭遇した可能性があるとして、コホート研究が行

われている。例えば、ヘルシンキでは、1957年の秋にインフルエンザA2 が猛威を振るったが、

この時期に妊娠中期にあったコホートは、他の年に生まれたコホートに比べて、精神病院へ

入院した分裂病の率が高かったという報告がある（Mednick ら、1988）。

分裂病とウイルス感染症との関係を探る試みとして、患者の血清の抗ウイルス抗体の検

出がある。患者の多くに検出されるウイルス抗体には、、ヘルペス、サイトメガロウイルス、

エプスタインバーなどがある。最近では、死後脳における研究において、分裂病とボルナウ

イルスとの関連がいわれている。しかしながら、いずれもはっきりした結果は得られない＊６。
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４　分裂病の思春期発症の謎

小児期にピークとなるシナプスの数は、思春期になると 30～40％減少するという。これを

シナプスの pruning という（図 3）。この時期に一致して、分裂病が好発することから、シン

プスの pruning と分裂病と関わりも注目されている（Feinberg ら、1983；Kesharan ら 、

1994）。実際に、シナプスと関連するリン脂質であるシナプシンやシナプトフィジンが分裂

病患者の内側側頭葉で低下しているとの所見が報告されている（ Eastwood ら 、

1995）。Neuropil の容積や樹状突起の spine の数の減少も報告されている（Selemon ら 、

1995）。また思春期を過ぎても一部神経系の髄鞘形成は持続することがわかっている。した

がって、この時期の髄鞘形成の異常に思春期発症の要因を求めようとする仮説もある

（Benes ら、1989；1994）。

さらにこれらの思春期に起こる神経系の変化に対して、思春期にピークを迎える性ホル

モンや副腎皮質ホルモンの影響が関わる可能性も否定できない（Stevens ら、1992）＊７。

　　　　　　　　　　　　　　　本文、完

註

＊１　立津らの報告した脳病理所見

1960年代、立津政順らを中心とする研究者たちは、特殊な銀染色技術を開発し、分裂病患

者に特徴的な脳病理所見を報告した（立津、1967）。要約すると、軸索の肥大化・硬化・乱

雑な配列、神経細胞の周囲の空隙が狭い、神経細胞およびその核が大きい、などの所見であ

った。立津が特に注目したと思われるのは、軸索の走行の乱れであり、それが特に前頭葉に

強く認められたことであった。

＊２　　神経発達障害の傍証

分裂病患者には、身体形成にも微小な異常が認められることが多い（岡崎、1992総説）。

特に頭部顔面に、また口、耳、眼、四肢、手指、指紋などに形成異常が報告されている。高危険

児の追跡調査では、幼児期から神経学的異常や通知表による行動特徴などが報告されてい

る。これらの所見は神経発達障害仮説を間接的に支持するものとして議論されることが多

いが、結果の再現性、疾患との関連性をさらに検討していくべきであろう。

＊３　注目される扁桃体の障害

側頭葉内側に位置する扁桃体は、ここで注目される、側頭連合野と前頭前野眼窩皮質を含

むかなり広範囲にわたる皮質連合野ならびに海馬と連絡をもち、価値・評価の判断をする

上で重要な部位である。分裂病の本質は、精神内界の失調あるいは知・情・意の乖離ではな

いかとみなされることがある。川村（1993）は、分裂病の研究を進めるに当たり、連合野と

辺縁系、中でも扁桃体あるいは視床下部との機能的統合の障害に着目することの重要性を
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強調している。

＊４　神経細胞の分化過程

神経管の最前部が脳の原器であり、神経管が屈曲して脳が形成されていく。神経管はもと

もと I 層の神経上皮からできており、細胞は著しい細胞分裂を繰り返しながら、神経管の内

部と外部とをエレベーター運動している。一部の細胞は分裂を終えて、神経芽細胞や神経膠

芽細胞となり、移動した後、神経細胞やグリア細胞へと分化する。ちなみに神経細胞とグリ

ア細胞は共通の前駆細胞に由来している。最近ショウジョウバエで見つかった glial cell

missing (gcm) という遺伝子が働いて、グリア細胞への分化のスイッチを入れていることが

わかった。すなわちこの遺伝子が作用しないと、前駆細胞はすべて神経細胞へと分化する。

＊５　分裂病と周産期障害

遷延性分娩、早期破水、胎位の異常、鉗子分娩などが高率にみられるとの報告が多い。ただ

し、周産期障害は低酸素、虚血による脳の器質性障害を主体とするため、グリオ－シスを伴

わない異常な細胞構築の原因としては考えにくい。

＊６　分裂病ウイルス仮説

ウイルス感染が神経発達にいかに影響するかについてはいくつかの仮説が提唱されてい

る。動物実験においてはＡ型インフルエンザウイルスをウサギに接種すると海馬、皮質、小

脳の組織と反応する抗体が産生され、Ａ群溶連菌、髄膜炎菌では、それぞれ線条体・視床下

部および接着因子の CAM と反応する抗体を誘導することが報告されている。すなわち、妊

娠中の母体がウイルスに感染して産生する抗体が、交差反応により胎児の脳の神経発達に

影響を与え、成人後の分裂病発症の基礎を作るのではないかと考えられることもある。この

仮説は、抗脳抗体の陽性率の高さとも関係して説明される。また、母体の受ける精神的スト

レスが免疫機能を低下させ、その結果常在ウイルスの再活性化を招き、サイトカインの過剰

産生などを通じて胎生期の神経発達障害やその後の分裂病の発症をもたらすとする仮説も

ある（Waltrip ら、1990）。いずれの仮説も、これまでのところ実証的証拠に乏しく、さらに今

後の検討が必要である。

＊７　分裂病とエストロジェン

女性では分裂病発症年齢が高いこと、性周期や妊娠に伴いエストロジェンが高値となっ

たときに、症状の軽症化が認められることなどから、エストロジェンが分裂病の保護作用を

もつ可能性が注目されている。エストロジェンには、数多くのモノアミン系や神経ペプチド

に対する作用が報告されている（Lindamer ら、1997）。しかしエストロジェンを含めステロ

イドホルモンによる神経発達あるいは伝達機能への作用と精神疾患との関係は間接的な議

論にとどまっている。
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知、情、意の世界

記憶、情動、意志についての概説

意識について（睡眠と覚醒）

　いきなり心理学的あるいは哲学的なことから話を始めることになるが、日常的にわれわ

れはいろいろな意味で”意識”という言葉を使っている。第一に、意識エネルギーの水準が

高いとか低いとか言う場合、覚醒あるいは睡眠の水準が深いとか浅いとかと同様な意味で

使われている。俗にいう、意識があるとか意識を失うという場合である。この意味での意識

は、動物一般に存在する。第二に、周囲の対象を認識するという範疇で言われる場合には、多

くの場合、この意識の存在を言葉で確かめるという方法がとられるので、ヒトの心理にのみ

該当するようにみえる。しかし、よく考えてみると、動物の応答反応からも行動心理学的に

判定することもできるので、この意味でも動物とヒトに共通の基盤があると考えることが

できる。この場合の意識の統合様式は、おそらく、過去のニューロン活動に裏打ちされた高

次神経活動の所産（広い意味での記憶）と、新しい現実の刺激とが分析的に組み合された

結果として表現されるものと考えられよう。しかし、より高次の自己意識といわれるような

第三のレベルの内省的なものは、言葉のはたらきと結びついた抽象概念の形成を必要とす

るので、本来、動物には認められない。

　　第二、第三の水準の意識は、大脳新皮質とくに後者は、皮質連合野のうちヒトにのみ存

在する領域の機能としてとらえられるが、古代類人猿が生活条件の変化にともなって、集団

化し道具を使って労働し、それに続いて獲得した有節言語を使って意見を交換するなかで

形成された意識形態である。言語利用は、抽象的思考を可能にし、個々ばらばらに感覚し知

覚された事物の映像を脳内で結合（cross-match)することを可能にした。この点、意識という

問題を考えるとき、ヒトの意識と動物心理との共通点とともに、重要な差異としてとらえる

視点が必要である。

　　ヒトや動物の日常生活では、意識水準は変動している。その最も著しいのが睡眠と覚醒

の変化である。ここでは、まず、第一の水準の意識、すなわち、覚醒と睡眠の考察から始める。

Pavlov(1927)によれば、。。大脳半球の働きについて。。大脳皮質の各部分に存在するニューロ

ン群の活動によって規定される神経過程は、興奮と抑制（または制止）という二つの相反

する過程で構成され、しかもおのおのの瞬間には、その一方が優位を示している。そして、大

脳の皮質全体が複雑な動的なモザイクの形をなしており、あるニューロン群は興奮の状態

にあり、別のニューロン群は抑制の状態にある。興奮過程が一定の強さで集中しているとき

興奮過程はそれにつづいて、あるいはそれと同時に、抑制の出現をひきおこす。パヴロフ学

説の立場からみれば、睡眠は抑制状態が脳全体、すなわち皮質および皮質下の中枢、に広く
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ひろがった生理現象である。

cf. 川村浩　　脳の構造と機能、下巻、664p,意識

認知機能についての機能解剖学的考察と精神分裂病

 はじめに

外界からの刺激、すなわち、光、音、熱のような物理的エネルギーまたは物質の選択的な結合

によって感覚受容細胞の膜に変化が起こり、それが電気現象としての興奮を惹き起こし、末

梢神経をへて脊髄と脳に伝達される。中枢神経内の電気的興奮は、神経伝導路と称するシナ

プス回路を上位中枢に向かって進み、前脳部で感覚・知覚の解析がなされる。その結果、一

部がいわゆる記憶として保持され、繰り返し解析結果が総合的に判断される。そして、その

解析結果が環境に対して運動系および自律系の反応を通じて表現される。前脳部の構造と

しては、大脳新皮質、海馬、扁桃体、基底前脳部（または前頭葉基底部）、基底核、視床、視床

下部などが含まれる。もっとも、生物学的に全体的に認知と行動の問題をみてみると、最も

下等な単細胞動物では、これらのプロセスはすべて一つの細胞内で行われているが、高等動

物になるにつれて、それぞれに分化した器官が役割を分担するようになり、次第にその機能

が分化してくる。動物は外界の刺激を知覚し、認知して、あるいは、体内環境を受容し、かつ

コントロールして、自律系反射を含む活動を基本とした反応を行うが、神経系が発達し脳と

脊髄（中枢神経系）が高等化するにつれて、その反応形態は一層複雑巧緻となる。 

１）認知機能の要素について

感覚器官を通して、視覚、聴覚、身体感覚、嗅覚、味覚の刺激が脳の内に情報源として入って

くる。嗅覚と視覚の刺激は前脳から、聴覚と味覚の刺激は後脳から、身体知覚は後脳と髄脳

から中枢神経系内に入り、そこの感覚性ニューロンを興奮させることから、認知機能の最初

のステップが始まる。興奮活動の主たる流れは、脳内を上行して前脳レベルの上位中枢にま

で達するものと、後脳レベルの下位中枢に向かうものとに分かれる。動物性機能に関わるも

のとして、前者は大脳の認知機能に後者は小脳の運動機能に関連しているものと考えられ

る。この他、植物性機能に影響を与える刺激は脳の広い範囲に拡散する。ここで問題とする

のは動物性機能のうち大脳にまで上行する認知ないし認識の系に関わるものであるが、第

一次の大脳感覚野への上行性伝導路についての系統的な記述は一般の教科書にゆずること

にする。さて、嗅覚系を含めてすべての感覚系の刺激・興奮は視床核を経由して大脳に至り

そこでそれぞれ特定の皮質感覚野に伝えられる。この伝達様式であるが、個別の感覚は、一

般に模式的に考えられているように直列的に第一次、ついで第二次の皮質領野へとすべて
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の興奮が伝わるのではなく、皮質への入力は並列的になっている。すなわち、それぞれの皮

質感覚野は視床皮質繊維が終止する異なる複数の領域をもっている。それぞれの感覚様態

を伝える脳幹からの入力繊維が終止する感覚性視床特殊核は各々が独立しており、しかも、

特定の感覚野以外には繊維を送らない。大脳皮質のうち、感覚野および運動野としてその機

能が末梢刺激の知覚あるいは効果器への作用と対応する領域はむしろ小さく、大脳皮質に

は非常に大きな皮質連合野と呼ばれる高度な情報処理機能を有する領域が、高等な動物ほ

ど発達しており、その最たるものがヒトにおいてみられる。上記の皮質感覚野からは皮質連

合野へ皮質皮質間繊維（連合繊維）が送られている。感覚と知覚とを、どちらも刺激が感覚

器官へ直接に働きかけて発生し、その働きかけが終わると停止するものという意味で区別

せずに、一括して「感覚」と呼ぶ場合もある。しかし、この両者を区別するとすれば、外界の事

物または現象の個別的な要素的な性質（感性的特性）が反映された映像が「感覚」であるの

に対して、これらの感覚を基礎にしながら、体験される諸感覚が孤立したものとしてでなく

統合的に一つの像として、つまり総合的に意味のあるものとして反映されたものが「知覚」

である。さらに、知覚と認知の関係について言えば、現時点で知覚している対象の知覚像を、

記憶している一般的表象と照合して「是これ也」と判断することを「認知」すると言う。用語

の問題に深入りしたが、これらの事象が大脳皮質の感覚野および連合野で起こるのである。

ところで、大脳皮質連合野には、前（頭）連合野（または前頭前野）と後連合野があり、後

連合野はさらに頭頂連合野、後頭連合野および側頭連合野に分けられる。各々の感覚皮質野

と皮質連合野との間およびこれら複数の皮質連合野間の結合様式はたいへん複雑である。

いわゆる大脳の高次機能といわれるものは、これらの結合、すなわち、神経回路網の上に成

立する興奮伝達ないし神経活動の総合的な所産である。要素的感覚の認知から符号・図

形・空間・音質・化学物質などの認知ないし認識や意味付けの段階をへて、複雑な符号認

識の最たるものである言語認識あるいは抽象的（論理的）認識の問題を総合的に研究する

者にとって、現在の解剖学、生理学、生化学などを背景とした分析的戦略のみでは克服でき

そうにない壁が立ちふさがっているように見える。分析的定量的な解析を基盤としつつ、さ

らに進んで、言語認識の領域に踏み込むためには、脳を構成する物質の機能の質的変化を発

展（飛躍）的に捉えるという観点から考察しなければならない。記号ないし符号の任意性

がまだ萌芽的なサル以下の動物の身振り記号と、記号の任意性を獲得したヒトの音声記号

（これによって初めて抽象的概念が表される）とは異なっており、進化的には神経細胞の

量的増大として進んできたのには違いないが、その量的変化がヒトという動物種固有の機

能として、質的に異なったものをうみだした。ヒトの認知を研究の対象とするとき、生物進

化のプロセスの中で起こったこの重要な質的変化に注意をはらわなければならない。われ

われは、言語活動の上に成立する抽象的認識にいたるまでの脳内プロセスに迫る研究を正

しく進めるために、物質のダイナミズムを基盤とする哲学を必要としている。そこには、神

やオカルト的要素が入り込む余地はない。

71



２）大脳皮質間の結合について

大脳皮質間の結合を解剖学的にみたとき、その特徴としていえることは、第一に、

体性感覚野、視覚野、聴覚野など、各々の同一皮質感覚野内の領域が、比較的短い連合繊維に

よって、互いに強く結合されていることである。その反面、異なる第一次の皮質感覚領野間

の直接的な結合、あるいは、第一次感覚領野と皮質運動野との間の結合は皆無に近いか、存

在したとしても非常に弱い。しかしながら、皮質皮質間結合の第二の特徴として、一般によ

り高次の領域と考えられている皮質連合野間の相互結合はかなり強く存在しており、この

結びつきは高等な動物の脳ほど顕著である。このことは、最近、行動生理学的研究によって

明らかにされた以下の事実と一致する。すなわち、イヌ、ネコの類では同一知覚間照合

(intramodal matching)が可能であるが、異種知覚間の照合(intermodal matching or cross-modal

transfer)は、サルの段階になって初めて可能となる。この場合には、個々の知覚から独立した

イメージ(image)が成立していると推察されるので、次の高い段階である言語的符号ないし

シンボルと照合されるまでの途は、すでに踏み出していることになる。次いで、興味深いこ

とは、大脳辺縁系に属する海馬周辺のいわゆる古い皮質領域と、最も新しいこの皮質連合領

域とが相互に強く結合しており、この結合関係も、動物が高等になるほど、領域的にも、量的

にも大きく強くなっていることである（図１）。

以上の事実は、筆者が、ネコ、サルにみられる連合繊維の結合様式を調べてみた結論であり

1930,40年代に発表されたチンパンジーの皮質間結合の知見をも勘案して、元来実験的に調

べることのできないヒトの脳の場合にも当てはまるというのが、筆者の見解である。

見る、聞く、触れる、などの感覚が、感覚器官で受入れられたのち、興奮がニューロンを介し

て、上位ないし高位の中枢に運ばれて知覚され、そして認知される。このプロセスでは興奮

域の周囲が皮質視床間のいわゆる反響回路により抑制的な機能領域となり、皮質感覚野で

「浮き彫り現象」的に処理されるという特徴がある。Pavlov流に言えば、大脳皮質の一群の神

経細胞に興奮が起こり、他の神経細胞に外抑制の法則によって、誘導のため抑制が起こる。

このために、特定の客体が選びだされたり集団化されたりする。次いで、より高次に位する

感覚性連合野（後連合野）で、古い皮質、たとえば、海馬などと照合されて、統合的に認知さ

れる。ヒトの場合に重要なことは、このほかに、抽象概念を理解できる基盤である言語認識

という機構が加わっていることである。次項では、この抽象概念の形成を司る脳領域につい

て考察する。

３）大脳皮質連合野関連の諸問題  

  ①  後連合野で起こっていること；

後連合野において、外界からの感覚刺激を知覚し、認知する。皮質レベルで連合繊維間のシ

ナプスが替わるにつれて、一般に神経細胞はより複雑に加工され、処理された情報としての

刺激を受けとるようになる。視覚系に例をとれば、点から線、形、容貌といったように。感覚

器官、脳幹、間脳、第一次感覚野、後連合野内という一連の刺激伝達系と称される神経路内で
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は、段階的(stepwise)に受けとる信号パターンが異なっている。サルにおいては、この連合野

内にある特定の領域、すなわち、上側頭溝後部の周囲皮質(posterior STs 域) に体性感覚、視覚、

聴覚などの入力が、一定のパターンをもって集中して終わっている。同様の皮質レベルの感

覚刺激伝達の集中性は、ネコにおいても認められ、サルの STs 域とネコの中 S上溝周囲皮質

(MSs 域)が対応している。サルの脳にみられるこの STs 域は、視覚性、聴覚性および体性感覚

性の性質をもつ各連合野に囲まれており、ヒトの大脳皮質の発達段階にくらべて、たとえ質

的に“低次”で萌芽的 (rudimentary) であるとしても、皮質内の位置的関係（やおそらく繊

維結合上）の類似性からして、進化論的にみて、ヒトの 39 野（角回）や 40 野（縁上回）ー

感覚性言語中枢域（Wernicke中枢）ー に発達し分化する可能性を内蔵している領域と考え

てよいように思われる（図２）。

系統発生学的ないし進化論的にみて、この段階の完成が進むなかで、感覚的知覚・認知から

簡単な弁別学習の経過をへて符号認知への基盤が形成されるものと考えられる。さらに高

次の符号（言語）を媒介として抽象的思考の段階に進むためには、より発達した強力な前

（頭）連合野（前頭前野）への入力（形態学的表現でいえば刺激の伝達経路）の存在が必

要条件となる。この条件がみたされた時に不断の社会的接触と労働を通じて脳が全体的に

発展していく（運動野、感覚野、後連合野の活動で皮質ニューロンは相互に影響を与えつつ

機能的に質的発展をとげる）。この過程のなかで前頭前野内に能動的性質をもった言語に

関する領野が新しく形成されてくると考えられる。この段階になって初めて概念を形成し

判断を下し、推理を試みるという思考能力を備えた前頭葉皮質が形成され発達してくる。こ

のようにみてくると、「言語」の使用と直立歩行の結果として自由となった手を用いる労働、

および、その後の生産の重要な鍵となった「道具」の使用がサルからヒトへの進化の根源と

なったことが理解される。なお、 Pavlov(1927)は感覚、知覚認知と言語活動の関係について考

察し、ヒトと動物に共通のものである感覚を「第一信号系」と呼び、これに対置して、ヒトに

のみ特有のものである言葉を、感覚の信号（ないし符号）という意味で「第二信号系」と名

づけた。ヒトの主観的世界（心理や意識や創造性）の中で、客観的実在を思いうかべる記号

としての言葉の認知と理解（感覚的構語機能、いわゆる Wernicke 言語中枢において）並び

に主観的内的活動を何らかの物理的媒体を通して表出し他の人に伝達しうる言語の構築

（積極的構語機能、いわゆる Broca 言語中枢において）も、両者ともに、物質に基盤を置いた

自然科学の対象となりうる。こうして、言語が特殊な信号系として追加されることによって

新しい神経活動の原理、すなわち抽象と普遍化が行われるようになる。

  ②  前頭連合野で起こっていること；

次に、形態学的に前頭連合野への入力についてみてみると、①視床皮質投射（背内側核MD

核より前頭前野への投射）と、②後連合野から前頭前野への皮質・皮質間投射の増加が考

えられる。ここで、サルとネコとを較べてみると、ネコの後連合野からの前連合野に向かう

連合繊維は、量的にはわずかであるが、サルの段階になるとかなり多くなり、その上、集中性

の傾向が認められる。しかも、サルの STs 域内の起始ニューロンの部位と前頭前野内の終止
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部位との間の関係をみると、この皮質間の連合繊維投射系には、ある程度の部位局在性が明

らかに存在する（図３）。たとえば、STs 域の尾側半からは前頭眼野（8 野）に投射があり、

一方、STs 域の吻側半からの投射をみるとその背側壁からは、前頭前野の主溝の背側皮質部

分に、その腹側壁からは主溝の腹側皮質部分に、それぞれ、多くの連合繊維を送るという傾

向が認められる。また、興味のひかれる点は、 Walker (1940)が細胞構築学上 45 野と名づけた、

弓状溝下行枝の前方域へ投射する起始ニューロンの分布が、STs 域内で Bruce ら(1981)が見

いだした STP 域 （superior temporal polysensory area, 上側頭溝周囲皮質内にみられる多種感

覚性反応ニューロンが多く存在する領域）の範囲によく一致していることである。一方、逆

方向である前連合野から STs 域近傍への投射は発達が悪く、弓状溝前方域や主溝周囲の比較

的限られた領野から連合繊維を受けているにすぎない。また、嗅内野など、ヒトでいう海馬

旁回の付近からの後連合野への投射も、ある程度の量が存在しており、さらに、鉤状束を形

成する前連合野の腹側部分と、側頭連合野の前方域（側頭極）との間の相互結合も、サルの

段階ではかなり強く認められる。

次に、サルの前頭連合野の弓状溝の前方域について、その領域が視覚性および聴覚性の選択

的注意に関わっていることに触れておきたい。すなわち、この前頭葉内の領域には、物体を

注視した時に反応するニューロンが部位局在的に存在しており、また、音源を選択的に注意

して聴いた時にとくに反応するニューロンも視覚性注視反応ニューロン存在領域の周囲に

位置して認められている(弘前大学・鈴木のグループにより,1986)。これらのニューロンが同

定された領域は、物体の位置や視空間の認知機能に関連している頭頂連合野 (5,7 野）から

の連合繊維を受けており、視覚性および聴覚性、さらには体性感覚性の認知（ないし認識）

を考察する上で今後重要な機能解明へのターゲットとなってくると思われる。

以上、皮質連合野の発達と機能およびその関連について考察したが、前頭前野から後連合野

にいたるいわばフィードバックともいうべき逆方向の皮質皮質間投射は、前頭前野への投

射に比べて、量的に非常に少ないことをとくに注目したい。なお、連合野で高度に処理され

た情報のアウトプットについて、その一部を次項で考察する。

４）皮質連合野と扁桃体・海馬を中心とする辺縁系との関係  

大脳皮質連合野、とくに、側頭連合野と前頭連合野の腹側部は扁桃体および海馬周辺皮質と

かなり強い相互的な繊維結合が認められている（図４）。扁桃体とくにその内側・皮質核

群はその他、視床下部、視床背内側(MD)核、側坐核、手網核にも繊維を送っており、視床下部

やMD核を介して、前頭葉の主に眼窩面皮質とも密接な関係をもっている。

いわゆる固有の海馬 (hippocampus proper)と呼ばれる CA1～CA4 の領域は最も新しい皮質で

ある皮質連合野とは直接的には結合しておらず、嗅内野や海馬台といわれる領野（ヒトの

海馬旁回(28 野)に相当する所）を中継領域として、間接的に結びついている。さらに、この嗅

内野は扁桃体と結びつくとともに、海馬台、乳頭体（脳弓を介して）、視床前核、帯状回と

順々に連結し、いわゆる情動の回路(Papez,1937)内の重要な位置を占めている。
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ここで海馬も扁桃体も共に記憶(memory)に関与していることを一言述べておきたい。これ

らの構造物が記憶の情報処理の中で果たす役割を理解するために、これら領域内のニュー

ロンの性質をサルを用いて神経生理学的に分析することが最近可能となった (富山医科薬科

大学・小野のグループにより,1992)。その結果海馬の領域内に空間や場所を認知する記憶ニ

ューロンが存在すること、および扁桃体内に外的刺激の生物学的意味（報酬性か嫌悪性

か）を判断する認知・記憶ニューロンが存在することが明らかにされた。つまり、海馬には

ある特定の場所に動物がおかれたときに反応するニューロンが存在する。筆者自身の経験

でも、新しい職場に通勤することになったとき、道順や乗物を待つ場所や曲り角にある標識

を認めたりする行動のパターンが決まり安定するまでの期間、かなり“疲れる”ものであ

る。自己と環境との連続的に変化する位置関係を認知し、なかば無意識的な状況においても

大きな間違いをすることなく動作するようになるまでのこの過程では、おそらく種々の部

位の海馬ニューロンが海馬旁回を介して新皮質と照合されて活動しつづけると思われる。

この段階がすぎると、新皮質優位の知的探索がスムースにできるようになる。

このように海馬は、環境への定位に関する‘新しい’情報を、新皮質に蓄えてある‘古い’

保存情報と照合させながら、区別して記憶すべきものとして定めるという（一種の連想作

用ともいうべき）重要な役割をもっている。これが行動と結びつくとき、探索（的）活動と

して現れてくる。Pavlov によれば、探索（または探求）活動とは定位（または詮索、指南）

反射（「これはなんだ反射」の別名がある）を基礎にして形成された複雑な反射活動である

この定位反射（無条件反射と条件反射の二種類がある）に関与するニューロン集団の内に

は、海馬や前頭前野にみられる「選択的注意をしたときに新しい事象、物体、場所などに対応

して反応する」ニューロン群も含まれると言えよう。

一方、扁桃体は、主として側頭連合野と前頭前野眼窩面皮質を含むかなり広範囲にわたる皮

質連合野と相互に連絡しており、互いに情報を交換することによって、直面する外界刺激と

情動とを連動させて意味づけをすることを可能にしている。つまり、‘どろどろした’生活

に根源的な事象、出来事、物体などの価値判断や評価を行っている。海馬からくる空間的出

来事の連合記憶の情報は、扁桃体にもインプットされ、さらに、視床下部を中心とした情動

性神経回路網の内に取り込まれる。このように扁桃体は、快、不快の情動の発現を惹き起こ

す要（かなめ）となっている。なお一言すれば、個人や家族や社会に関わるいわば‘高尚

な’人生の価値意識とか価値体系については、前頭連合野が関与しているが、繊維結合の上

からみて、両者は視床下部で連結されているといえよう。

情動の脳内機構は複雑で不明な点が多い。ただここに、視床下部を中心とした領域が情動行

動に深く関わっていることを示す研究がなされているので言及しておく。すなわち、情動に

は以下の二つの系が考えられている。

１  報酬系快接近行動 positive

２  罰（痛みなどの嫌悪）系不快逃避／攻撃行動 negative

報酬系は中脳被蓋の腹外側部から視床下部の外側部を上行する内側前脳束  (medial forebrain
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bundle ) に一致した領域で、この束の一部をノルエピネフリンや ドパミンなどの カテコー

ルアミン上行経路が形成していることは興味深い。一方、罰系の方は中脳の背内側部から視

床、視床下部、前脳基底部の内側部に連なる背側縦束 (Sch¨utz  bundle) の経路にほぼ一致した

領域で、室周系を中心としている。 これらの領域と扁桃体が神経繊維によって結びついてい

る。扁桃体と海馬との間の繊維連絡がサルで存在することが明らかにされており、価値、評

価の判断をする役割が扁桃体で、それを支えている短期記憶系がおそらく海馬であろう。こ

れらの出力が視床下部に入り（図５）、情動の表出が形成される。さらに一部が乳頭体・視

床前核・帯状回・前頭前野・補足運動野から構成される神経回路をつうじて、意識化され

た意欲の形成ステップにもつながっている。この意味において、意志は、ある意味では、意識

の機能の一つである感情の一種であるとも考えられ、知・情・意の連係はこのようにして

脳内に形成されていく。 連合野から大脳辺縁系（皮質および皮質下）への投射が動物が高

等化するにつれて増加することは、生存の基盤となる神経機構である大脳辺縁系に対して、

この投射系が環境から得た最も組織化された情報を供給するメカニズムであることを考え

ると非常に興味深いものがある（図１）。

このようにみてくると、われわれの認知機能というのは、感覚の要素的なものから、高度に

意識化された抽象的認識の段階までの広いスペクトルをもっており、これらを、統括的にみ

てみると、言語機能（感覚性および運動性）領域を含めた広範な皮質連合野および扁桃体

と海馬を含む大脳辺縁系とが相互的に結合することによって、現在の環境内の情報が評価

され判断され、情動ないし感情に結びつき自己中心的空間(egocentric space)のなかで認識さ

れるという仕組みが判かるような気がする。精神分裂病の認知機能の異常というものは明

らかに感覚要素的なものではない。少くとも、これを中心とするものではない。Minkowski

(1953) が分裂病者の認知障害の本質を突いて、「現実との生ける接触の喪失」と言って自閉症

の本質ないし分裂病心性の基本的概念を提示したが、これは言葉をかえて言えば、「自分が」

「現在」「比処に」「居る」という正しい時間、空間を環境の内で情緒的にも安定した自己とし

て認知することが障害された結果であるとも言えないだろうか。

５）抽象的認識の獲得と前脳機能の乱れ

連合野の機能が発揮されるためには、後連合野と辺縁系皮質および前連合野との関連、さら

には、前連合野と辺縁系皮質との関連が正しく機能していなくてはならない。これらの関連

を生理学的に研究し、明確な結論を引き出すことは現在むづかしいが、解剖学的には、これ

らの領域は神経繊維によって互いに結合していることが明らかにされている。問題はその

構成を霊長類で詳しく調べて、ヒトの脳の前脳機能の基盤を類推することを可能にし、さら

に大事なことは、ヒトの非侵襲的検査のデータとつきあわせてその正常および異常（機能

の乱れ）の状態を研究することができるようにすることである。

前頭葉の働きを大胆に表現すれば、“低次”から“高次”までを含む発展段階に相応した

“運動関連系”の範疇に属するものの総体であると言ってもよいであろう。つまり、病的機
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転としては、運動麻痺も運動性言語障害も自発性減退もすべて能動的機能の低下または障

害として把えられてよい。

基礎的理解として、前頭葉の構造上および機能的な部位局在が、これまた、質的に程度の差

こそあれ、明らかに存在することは容認されよう。Pavlov (1927) の大脳皮質構成に関する動

的モザイク説（皮質領野内で、興奮領域と抑制領域とが静的に定常化しているのではなく、

その部位と範囲が瞬間、瞬間にダイナミックな変化をするという説）が今や CT(computed

tomography),  rCBF(regional  cerebral  blood  flow),  PET(positron  emission  tomography),

NMR(nuclear magnetic resonance)などの近代的武器を使うことによってヒトの脳を対象にし

て日常臨床の場で検証される時代に入っている。

ヒトの大脳皮質は、動物の脳と同様に、いや、それ以上に、複雑に走行する皮質間繊維によっ

て結合されている。これらの連合繊維が離断されたときに現われる機能障害（ないし症

状）は、それらの起始部位、障害部位、終止部位の少なくとも３つの脳部位に起因する機能

障害がミックスされ修飾された形で症侯（群）として観察されるものであろう。この切断

症状群 (disconnection syndrome,Geschwind,1965) の場合、神経学で問題とされるいわゆる器質

的な切断のみではなく、機能的な切断をも広く含んでいる。これによる機能障害は、episodic

に一過性に出現し、概して回復が可能な経過をとるものである。臺(1979)は、切断症侯群には

「解離現象」と「照合障害」の二面を区別し得るとして、以下のごとき説明を加えている。すな

わち、‘解離とは、一連の機能系が他から隔離して支配的となり、他の機能系への転換可能

性が制限されること’を言い、‘照合障害とは、認知面では、外界からの知覚情報とイメー

ジやシェマ(Piaget)との照合、注意の選択的関門、瀘過作用、記憶面では再認や想起、思考面で

は、論理的整合性や構想の検討、行動面では、企図と遂行のチェック、訂正など、総じて脳内

の情報処理過程のうち、異同（＝ or ≠）の判別を明らかにする機能の障害’を指している。

また、われわれは、“局在”の問題にしても、理論上でなく実際上の問題として、形態的局在

から、機能的局在、さらには症候的局在に至るまでの異なる次元での問題を統括して考察で

きるレベルにまで脳の研究が進歩することを期待するものである。

６）おわりに

Kraepelin 以来、精神分裂病は精神内界の失調 (intrapsychische Ataxie) であるとか、知・情・意

の乖離（Spaltung）とか看做されてきた。‘知’とは意識と言語活動を基盤としてはじめて

成立する抽象的認識の上に形成されるものである。情’を根源的（一次または低次）なも

のと高等（高次）なものとに便宜的に分けられるとして、前者は間脳および辺縁系のレベ

ル、後者は前頭連合野のレベルがその責任領域ということになろう。そして、この両者は視

床背内側核、視床前核、帯状回を介して互いに結びついている。‘意’の成立機序は不明の

点が多いが、‘情’と密接に関連している（上述）。帯状回前部－補足運動野・運動前野を

中心とする前頭葉皮質全体の機能水準と関係するとの説もある。とすれば、diffuse に分布し
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ているカテコールアミン系やインドールアミン系の分布の変化（病的機転でこの変化がみ

られるであろうことは充分に考えられる）にともなうシナプスレベルの考察も重要であろ

う。

いずれにせよ、認知・記憶ニューロンの機能的な集団（module）間の機能的な連絡が構造

的に変化することによって、記憶、ひいては認知のパタンが変化し、一面高次になり、またそ

れが‘乱れ’たときには認知障害を惹き起こす。これらを支えている神経連絡の構造的変

化が、新しい神経回路の形成によるとは到底考えにくい。おそらく外界からの強い連続的刺

激が加わったとき、シナプスを構成する要素の修飾が起こり、シナプスにおける伝達効率の

持続的変化を惹き起こすと考えられる。このような修飾の様式として、伝達物質受容体の数

の変化、受容体の親和性の変化や、シナプス後膜のイオンチャンネルの透過性の変化が起こ

ることが、Aplysia のような下等動物から哺乳動物にわたる中枢神経系で明らかにされてい

る。受容体やイオンチャンネルの特性の持続的変化を惹き起こす分子機構の一つとして、蛋

白質リン酸化酵素の活性化を介して、受容体やイオンチャンネルを構成する蛋白のリン酸

化による立体構造の変化が誘導されることが示されている。この蛋白質リン酸化酵素の活

性化は、神経興奮によってニューロン内に生成されるセカンドメッセンジャーや、流入する

カルシウムイオンによって惹き起こされる。このようなプロセスが認知機構の適応性変化

に対応するものであり、外界との適応性の獲得の基礎となっていると考えられる。そして、

精神分裂病で認められる、線条体および側坐核におけるドーパミン受容体の数の増加は、病

因であるかあるいは病態の結果であるかは現在不明であるとしても、シナプスにおける分

子レベルでの異常が外界との適応性の破錠として反映される機序の解明へのいとぐちにな

ると思われる。現在の神経科学は、繊維連絡とシナプス活動の分析的解析から、それらの総

合的機能であるヒトの高次神経活動や、その破綻のメカニズムを解明できる地点までには、

かなり遠くにあり、近くには到達していないように思われる。しかし、だからと言って、精神

の異常と物質的基盤に立った形態・機能の異常とを乖離させるのは、自然科学の領域へ不

可知論や宗教がしのびこむ余地を生ぜしむるものであり、正しい科学的発展を阻害するも

のとなろう。

嗅覚的表現で稿を終わるのは本意ではないが、分裂病の認知障害の本質にせまるために臭

う相手を指定するとすれば、敵は辺縁系（海馬、扁桃体、視床下部）と連合野あたりにある

ように思われる。根拠に乏しいが、筆者の嗅覚をとくに強く刺激するターゲットは扁桃体・

視床下部投射系（分界条、stria terminalis はその一つ）であり、これらを視床下部の諸核の発

達と対応させて研究することによって、何らかの手がかりが得られるような気がしてなら

ない。もちろん、ここで視床下部の機能について論じる際、単に喜怒哀楽とか食欲、性欲など

の、いわゆる動物性機能のみでなく、生体（有機体）の内部環境の恒常性を支配する植物性

機能や液性伝達経路の機能についても言及することは、個体全体の統一性を考える上で欠

くことのできない視点である。種々の理由で、この領域に踏み込めなかったが、いずれ視床

下部を中心とした分野で仕事をする機会があれば、そのときに考えてみようと思っている。
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神経科学の一分野である（生物学的）精神医学が自然科学の分野の成果を広くとりいれ、

それを基盤にして観念論哲学や機械論的認識論の影響を排除し、ヒトの高次神経機能の異

常にせまって行くことが現在の重要な課題であると思われる。
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図の説明

図１：サル(A)とネコ(B)における新しい皮質から古い皮質への連合繊維の投射の比較

（川村,1977,より)。

図２：ネコ(上段)、サル(中段)、ヒト(下段)の大脳皮質内においてみられるであろう種々の感

覚性刺激の伝達経路を示す模式図。アラビア数字は Brodmann による皮質区分番号を表す。
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皮質連合野は点描されている(川村,1982,より)。

図３：サルの後連合野から前頭前野への部位局在性を示す皮質間投射。上側頭溝周囲皮質

(STs 域)は展開され（A）、その領域の４つのレベルの冠状断面が示されている(C)。起始域と

終止域が同じマークで示されている。B は STs 域内とその近傍の皮質領野にみられる繊維結

合を示す(Kawamura & Naito,1984,より)。

図４：扁桃体と大脳皮質の相互繊維結合(Nieuwenhuys ら,1988,より改変)。

図５：情動に関与する視床下部(Hy)への入力(Nieuwenhuys ら,1988,より改変)。

　5b) 精神医学関係　（II） 歴史・学説・治療

19世紀後期の精神医学

　ピネル、エスキロール以後およそ 20 世紀の入口までの精神医学の状況をひとわたり眺め

てみよう。

　（アニマ、soul）と（body）とがどうかかわるか、というような大上段に構えた問いはし

ばらく措いて、医学の主流が近代に入ってはあの多義なマニアの話をいわば括弧に入れて、

病気を身体の問題とひとまず割り切ることによって、はなはだ多くの実質的な成果を挙げつ

づけてきたこと、つまり、近代医学の中心が言うならば「身体医学」（‘somatiatry’）にあっ

たとみられることはわれわれの本書で学んできた通りである。

　ところで、医学の対象がほかでもない人のであるかぎり、純生物学的な身体医学なるもの

はありえないはずだし、それについてはわれわれも歴史の流れを追いながら本書でまた考え

る折りがあるだろうが、それはそれとして、一次的に精神ないしはこころ――またしてもあ

いまいな言葉だが――が病んだとみられる病人が現実に少なくないこともまた事実であっ

てみれば、「身体」医学と並んで「精神」医学（psychiatry）が当然いつも用意されてよかった

はずである。

　もっとも、それを当然とみるのは多少とも近代的な考え方で、これまでわれわれが学んで

きたように、アニマが身体に滲わたっていた昔は、とりたててアニマの病気をソーマのそれ

から分けて考えるきっかけに乏しかった一方、もしまた、前にも述べたように、高い次元の実

体であるアニマが病むなどということはありえない、という神学・形而上学を高飛車にふり
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かざせば、その帰結の一つの形として、言うところの精神病者たちを悪魔の支配下にある―

―われわれの間では「狐が憑いた」といういかにも日本的な風土的表現になる――呪われた

存在とみるにも理由があるわけで、そうまで言わないとしても。さまざまな思惑によって精

神病者たちが永く疎外されつづけて、まともな医療の対象に

ならなかった事情は想像にかたくないだろう。

　およそそうした背景をおいて眺めれば、フランス啓蒙思潮の流れの中であのピネルやエス

キロールが現われた思想的の文脈もよく了解できる。ピネルが精神病者たちを鉄鎖から解放

したのももちろんたいそう意味の深いできごとであったには相違ないが、ここではそれを、

「イデオローグ」たちと思想的に近しく、経験主義的なパリ学派の大先達であった彼の臨床医

学の一環として記憶しょう。精神の病もまた臨床医学の対象としてうけとられたということ

は、あたりまえのようでけっしてあたりまえではない。

　われわれはここで、医学の流れがその後ほどへてパリからドイツに移ってそこで急速に現

代に近づいた事実を考慮しながら、しばらくドイツ語圏を中心に、19 世紀中葉以後の精神医

学の動向を眺めてみよう。

　19 世紀後半のドイツにおけるもっとも影響力の強い精神病学者は、前記ヴィルヘルム・

グリージンガーである。1845年に初版の出た彼の「精神病の病理と治療」（Die Pathologie und

Therapie der psychischen Krankheiten）はその後数十年にわたってこの領域での標準的の書物

であったし、今日でもそれは精神病学の古典の一つとして残っている。著者は当時まだ 30歳

にみたない弱冠であった。彼はまた多くのすぐれた業績を残した内科学者でもあった。

　そのグリージンガーは、同じテュービンゲン出の同志ヴンダーリッヒ、およびローザー―

―後にマールブルクの有名な外科教授となった――とともに、1842年に創刊された前記「生

理学的医学宝函」（Archiv für physiologische Heilkunde）の主筆の一人であったことを思い出

す必要がある。ずっと前に詳しく述べたように、ドイツ医学の流れを大きく変えたその雑誌

の心棒をかたちづくっていたのは、強い反ロマン主義と、新時代の自然科学――そこでは象

徴的にとよばれたのだが――へのひたむきな志向であったから、そのプロタゴニストの一人

であったグリージンガーの精神病学にもまたその刻印がおされていたのは首尾の通った話

である。

　この世紀の 3，40年代までドイツを風靡したロマン主義医学については前に詳しく述べ

たが、精神の病がいろいろな意味でロマン主義的思考になじみやすい面をもつことは容易に

想像される通りである。おのずから、一口にロマン派精神医学とは言ってもその内容は一様

ではないのだが、中でたとえばハインロート（Johann Christian Heinroth, 1773－1843）のよ

うに、その強いプロテスタント神学的偏向――彼は精神病を霊魂の病、罪にもとずく自由の

喪失と理解する――にもかかわらず、ある意味で人の心理を深く洞察し、もしその所説の概

念装置を現代風におきかえれば、人の心理のをある程度正確に眺め、人をとらえようとした

――「精神身体的」（psycho－somatic）という言葉は彼にはじまると言われる――学者もな
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いわけではないし、ほかにもそれぞれ立場は違うが、ハインドルフ（Alexander Haindorf, 

1782－1862）、イーデラー（Karl Wihelm Ideler, 1795－1860）ら、注目すべき学者のあったこ

とも事実である。だが、それらを含めて通じてそこには例のの説に象徴されるような、観念的

で歯どめのない思弁で濃く彩られていたことも争われない事実で、そのようなロマン派医学

に内在する本質的な弱点にまで目をつぶってそれを一面的に高く再評価しようとする現代

の一部の傾向がどこまで是とされるかは別の問題でなければならないだろう。

　およそこのようにして、精神医学の歴史におけるロマン派医学者たちの功罪は、前に述べ

た一般医学――もとより医学をそのように無鉄砲に截断できるかどうかは措いて――にお

けるそれのように一意的でないのだが、同時代者としてのグリージンガー、あの戦闘的な反

ロマン主義者ヴンダーリッヒの同志で、ヨハネス・ミュラーに象徴されるドイツ医学の新し

い空気を吸いこんで機械論的な生理学の洗礼をうけていたこの若い学者にとって、ロマン派

精神医学の観念的・詩的な学風が強い反撥をさそったのももっともであった。

　グリージンガーにとっては精神病は脳の病（ein Symptomenkomplex verschiedener 

anomaler Gehirnzustandes）でなければならなかった。それは、ロマン主義一流の奔放な思弁

に出た観念論的偏向――もっともその一方にはこれもたましいに関する思弁と絡んだ一面

的に歪んだたちがあって両者の間に不毛な争いがあったのも事実だが――に対して経験

的・実証的な「生理学的医学」の旗印を高く掲げた気鋭の一人が、精神の病を医学と結びつけ

ようとしたいかにももっともな努力であったとみることができるだろう。精神病が脳の病で

あると言いきった彼は、今日の眼でみれば明らかに身体論陣営の学者であるには相違ないけ

れども、その脳において精神もまた病むと信じた彼は、歴史的にはむしろ折衷派の一人――

同じく折衷派とみるべきすぐれた精神病学者に新ヴィーン学派の前記フォイヒテルスレー

ベンがあった――とみるのが妥当だろう。

　新しい時代の空気を吸って自然科学的な立場を堅持しようとしたグリージンガーの精神

病学の拠りどころとなったのは脊髄の反射の生理学であった。ベル、マジャンディの名に象

徴されるこの時代の神経生理学に彼が独自の寄与をしたとは言えないにしても、反射の生物

学的意義に関する彼の理解は透徹していたと言ってよい。ところで、精神の座を脳に求める

彼は、感覚器官にはじまる求心的な印象が、大脳（皮質）を介してさまざまの形の「表象」

（Vorstellung）に転換される反射の機構（psychische Reflexaktion）の存在を「アナロジー

（‘Analogie’）によって」想定する。ここに表象と言われたのは、19 世紀ドイツの心理学史

の扉を開いた哲学者ヘルバルト（Johann Friedrich Herbart, 1776－1841）の心理学――表象

力学説と言われる――から借りたもので、精神現象の基本的な形と考えられているのだが、

前記の医者で物理学者のロベルト・マイヤーの親友であったグリージンガーは、独持な精神

的エネルギー論に立って、意識的の、あるいは意識下の表象のさまざまな質の変化

（Qualitätsveränderung, Umwandlung）――思考、意欲、衝動、感情、等もまた表象のいろいろ

な形にほかならないものと解されている――を考察する。脳の刺激（Irritation）――それは

かならずしも外界からの刺激にかぎらない――によってその反射機構に故障がおこり、その

84



表象（Vorstellen）と衝迫（Streben）ないし意欲（Wollen）とがさまざまな姿にみだされた

とき、そこに精神の病がある。

　彼はその精神の病をメランコリーのような情緒の障害から、思考、さらには意欲の障害へ

と進む過程として考える。彼はなお知覚の障害にもとづく幻覚、錯覚を記述している。それら

の記述にみる臨床家としての彼の眼は当代の精神病学者、哲学者ヤスパースの賞讃するとこ

ろであると言われる。

　グリージンガーの病因論、治療法――彼は患者の人道的な扱いをもってきこえた人の一人

である――の話にはここでは立ち入るまい。

　上に記したように、グリージンガーの精神病学の骨組みは、彼自身悪びれずに言っている

ように、アナロジーに基づいてつくられたものであったことを見落としてはなるまい。多く

の場合これと言った病変の認められない精神の病に、の生理学、病理学においてようやく確

立しようとした原理を一意的に貫こうとしたところに、ロマン派のそれとはある意味で裏返

しの哲学が彼の思考を導いていた気配が濃いのは事実だが、だからと言って彼を底の割れた

身体論者たちと同列に扱うのは、それがヘルバルト学説に準拠したふしが多いにはしても、

彼が、意識下のできごとや、自我（Ich）の発生や、その統一的の自我（人格）のみだれとし

ての精神病論や、前記のエネルギー論、等を含む彼の心理学への志向を故意に無視した党派

的の批判と言わなければならないだろう。グリージンガーが、とくにドイツで深く重んぜら

れたのには、それだけの理由があったとみられるのである。

　精神の病が身体的な語彙と文法とで語りつくせないことには誰にもおおむね異議がない

としても、反面、それがしばしば身体と深くかかわる事実に目をつぶることもまた許されな

いはずである。言いかえれば、精神病学が神経病学に含まれるかどうかは措いて、その二つの

間に大きくそして入りくんだ接触面のあることを見損ずるのは怠慢とされなければならな

いだろう。現に前にも述べたようにベイルやカルメイユは、すでに 19 世紀の 20年代に、進行

麻痺が脳膜ないしは脳実質の慢性の炎症にほかならない――それが梅毒の一つの形である

ことを決定的に証明したのは今世紀の野口（英世、1876-1928）のもっとも記憶すべき業績

（1913年）であった――ことを説いているし、あるいはまた、内分泌病としてのクレチン病、

老人性の精神病、さらにはアルコ－ルやモルヒネの中毒等を考えても、一次的な身体の病が

精神の病を招く場合の少なくないことは否むことができない。

　ブローカによる言語中枢の発見（1861年）が諸機能の局在論を刺激したことは前に述べ

た。ところでいま、その言語中枢を例にとって考えてみれば、その故障によっておこった失語

症が通常神経病学的疾患として扱われるのは当然のようでもあるが、ひとまず医学教科書的

な見方を離れて、思考における言語の意味を考えれば、それはどうやらこころの病気でもあ

るわけで、神経病と精神病との区別は、かならずしも分明でない場合のあることはこれを認

めなければならないだろう。であってみれば、大脳生理学における局在論の発展が一部の精

神病学者たちをあらためて強く身体論的な方向に導いたとしても不思議はないだろう。失語
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症の研究に貢献のはなはだ大きかった前記のヴェルニッケがその有力な一人であった。たし

かにこうした傾向が精神病学者の間からたとえばニッスル（Franz Nissl,1860-1919）――彼

はしかし局在論的傾向には強く批判的であった――やアルツハイマー（Alois Alzheimer, 

1864－1915）のような今日でもよく憶えられているすぐれた神経病理組織学者をうんだこ

とを忘れてはなるまい。

　この時代のの代表的な存在は上記ヴェルニッケの師であったヴィーンのマイネルト

（Theodor Meynert, 1833－1892）である。彼はロキタンスキーと親しく、脳の病理形態学の

発展に大きな役割を演じたすぐれた学者であったが、一面、精神病学を単なる脳病理学と割

り切って、前脳と脳幹との間の拮抗的な血液循環の異常という独特の学説に基づいて、精神

病の分類をつくり上げた。それが脳神話学（Hirnmythologie）とも空中楼閣（luftig 

aufgeführte Gebäude）とも評されたのももっともで、それは精神病学における一面的な身体

論の運命を象徴しているように思われる。

　

　上に記されたような機械論的、身体論的学風は、60年代に入ってドイツのあちこちの大学

で精神科学教室が独立するに伴って、とみに強まったものだが、実を言えばそれに先き立っ

てこの世紀の 20年代ごろからドイツの諸方に続々と設立された公立の精神病院の医者たち

――上述のグリージンガーの精神病学に深い影響を残しているツｪラー（Albert Zeller, 1804

－1872）がその一人である――の職掌がらすぐれて臨床的な、よく事実に即した営みのあっ

たことが思い出される必要がある。

　性急な「科学的」、機械論的精神病学の不毛ないしは破綻がようやくはっきりとしてくるの

に伴って、大学の中にも、あれこれの理論づけよりも前に臨床的な記述、言いかえればこの種

の対象について可能なかぎりでの疾病記述、の重んずべきことを意識する学者があちこちに

現われてくる。それは、精神の病について個々の症状を気ままに並べて話がすんだとするの

でなしに、全体の経過と転帰をつかんで、言うならば精神病の自然誌をつくろうとする企て

であった。そのころの人々の精神病の理解がおよそどのようなものであったかは、たとえば

史家ジルボーグがメランコリーについて紹介している次のような気ままで多端な「病名」を

みてもおよそ察することができるだろう。Melancholia furens (憤怒性メランコリー、以下同

断)、misanthropica（厭人性）、erotica（色情性）、attonita（無力性）、errabunda（放浪性） 、

simplex（単純性）、religiosa（宗教性）、catacriseophobia（有罪判決恐怖性）、oneirodynia

（夢悩性）。

　思い出せば、精神病学における疾病記述は、すでにピネルやエスキロールのような先進が

踏みこんでいた道であったし、身体論者と言われる陣営の中にもその理論とは別にその種の

寄与がいろいろな形で残されていないわけでもないのだが、それにしても、精神病学が成立

するためにもそれがどうやらひとまず必要な手続きであったと考えられるのである。

　この領域ですぐれて先駆的な仕事を残した学者にカールバウム（Karl Ludwig 

Kahlbaum,1828－1899）がある。精神病院の勤務医でケーニヒスベルクの私講師であったこ
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の学者は病院で接した多くの患者の精細な観察の間からいろいろな型――彼はそれを症候

群（Symptomenkomplex）とよんだ――をとり出そうとする。中でもカタトニー（緊張病

Katatonie）の記載（1872年）は、彼の弟子で終生の友人でもあったヘッカー（Ewald Heker, 

1843－1909）のヘベフレニー（破瓜病 Hebephrenie）のそれ（1871年）とともにあとあと

まで残る意味をもっていた。

　こうして、ドイツの精神病学には新しい傾向がはっきりと認められるのだが、精神病全般

を見渡してなお混迷が続いたのを、ひとまず見事にしめくくったのが巨匠クレペリン（Emil

Kraepelin,1856－1926）であった。

　ヴュルツブルクで学生の時代から精神病に関心をもった彼は、ミュンヘンの精神病学者グ

ッテン（Bernhard Aloys von Gudden, 1824－1886）について神経病理学を学んだ後、82年ラ

イプツィヒで当時すでに名声の高かった実験心理学者のヴント（Wihelm Wundt, 1832－

1920）――彼はさきにベルリンでヨハネス・ミュラーの門に学んだことがある――に接触

して実験心理学、神経心理学に深く心をよせる。やがてヴントおよび彼がそのクニリックで

はたらいた前記の神経病学者エルプの勧奨によって臨床精神病学に再び専念した彼は、ドル

パート、ハイデルベルクを経てながくミュンヘンの精神病学教室を主宰し、その後も同地の

精神病学研究所長として内外に名声がきわめて高かった。1883年に初版の出た彼の「精神病

学綱要」（Kompendium der Psychiatrie）はたびたび改訂増補されて――後の版では「精神病

学教科書」（Lehrbuch Psychiatrie）と改称される――多くの版を重ね、今世紀の 20年代まで

斯学の標準的な教科書として広く行われた。

　世紀を跨って高く聳えるこの精神病学者は、彼に深い影響を与えたヴントがそうであった

ように、基本的にはグリージンガーと同じ 19 世紀ドイツ自然科学の子であったとみてよい

だろう。おのずから、精神病学者としての彼の長い経歴は身体論的な傾向を孕んでスタート

する。だが、たしかに彼は実験生理学と外因性精神病に対する執心をながく捨てることがな

かったにしても、すぐれた臨床家であった彼の観察が、科学者として事実を重んずるかぎり、

精神の病が病理形態学によっても局在論的な生理学によっても割り切ることのできないこ

とを彼に強く教えたのは当然のなりゆきであったと言ってよいだろう。こうして彼は、その

後長い間ドイツのアカデミックの精神病学の正統となった記述精神病学、つまり精神の病を

対象とする疾病記述（なお後を見よ）と分類体系への道を歩みだすことになる。

　それが病気の種（Species）であるか、症候群（Symptomenkomplex）であるか、あるいはそ

れを形態圏（Formenkreis）、臨床単位（klinische Einheit）とよぶのが適切であるか、という

ようなおおむね名目上の論議は措いて、とくに 19 世紀に入って一般医学が次ぎつぎと手に

してきたような、手ごたえのある形態学的、あるいは生物学的なの欠けた精神病の間にカテ

ゴリーを設けようとした場合に、誰もが遭遇する大きな困難に対するクレペリンの姿勢は、

基本的には上に言ったような身体論的傾斜をもちつつ、病因論への考慮と、臨床心理学的―

―それを現代風に行動にあらわれた異常と表現することもできるだろう――な角度からの

全経過の観察、等を綜合したとも言うべき性格のものであった。それは精神病の自然詩と了
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解されていたもののようにみえる。

　アルコールを含めた諸種の中毒（彼は熱心な禁酒論者であった）代謝の障害、発熱、その

他外因性――情緒的な擾乱も外因に含められる――の疾患の話はここでは省くが、内因性の

精神病の基本的なものは、早発性痴呆（dementia praecox）と躁鬱病（manisch-depressives 

Irresein）の二つである（前記教科書第６版、1899年にその学説が定立する）。それにパラノ

イア（paranoia）、ノイローゼ（ヒステリーと癲癇）、痴愚（Imbecilität）ないし白痴

（Idiotie）が加わる。

　早発性痴呆（démence　précoce）の名は、それよりさきモレル（後述）にもみえている―

―もっともクレペリンはその変質論を採らない――のだが、彼はその中に前記の緊張病や破

瓜病のほかにパラノイア様（）等の亜型を考える。通じてそれは脳の器質的な病気と理解さ

れ、多く思春期におこり、一方的に破壊的な経過をとって進行し、精神荒廃に導かれる。躁鬱

病においては、これに対して、精神の興奮、観念奔逸、等の発揚状態と、憂鬱、抑制の状態がい

わば循環的に訪れ、中間には「正常の」時期が挾まって、予後も悪くない。

　クレペリンの疾病記述にたいそう重くみられていたの問題――それは早発性痴呆すなわ

ち今日言う精神分裂病（schizophrenia, 後を見よ）の治療の見通しにも当然かかるわけだが

――に対して向けられた多く異論はしばらく別として、彼の仕事はエキスキロール門下の学

者たちからカールバウム、ヘッカーに至るすぐれた臨床家たちのそれの集大成とみるべき面

の大きかったのも事前に言ったその時代の混乱を一応見事に整理して大きな成功を収めた

し、ピネ実である。だがそれにしても、彼のすぐれた記述に基づく精神病の分類体系は、ル、エ

スキロールにはじまった近代の精神病学が近代医学の中でようやくはっきり自立したもの

とみる人が多かったとしても不思議はない。少なくともここからはもはやあの魔女裁判に戻

る道はないだろう。

　もちろん、同じように記述を志す精神病学者たちの間にもクレペリンの所説にいろいろ異

議がなかったわけではない。その種の細目にはここではわたらないが、しかしそれより前に

考えなければならないことは、疾病記述ないし疾病分類、すなわち病気のカテゴリーを設け

る企て一般に対する批判が、一般医学の場合よりもこの領域においてとりわけ強い――実は

それはの話と言うよりはやや後にはじまって今日に至って衰えないとみるのが正確だが―

―という問題である。上に触れたように、精神病の場合には、病因論的、形態学的、生理学的な

手がかりを欠いて、その代りに主として外にあらわれた行動の観察に基づく心理学的なもの

さしがあてがわれるわけだが、おのずからそこでは、種としてのヒトでなしに、病む人めいめ

いの代置しえない要素（unique person　with unique history）がきわめて濃いわけで、一般医

学では医術の段階に至ってはじめて強く出た問題が、ここでは医学そのものの理解にすでに

深く絡まっているのである。だが、クレペリンに向けてもその非難がないではないように、た

しかに一般病像ないし、「病名」で足踏みして、人格をそなえた個々の患者の精神の襞のゆき

とどいた理解がそこに阻まれがちである弊は否めないにしても、だからと言ってカテゴリー

一般の否認は学問の断念を意味せざるをえないだろう。誰が少なくとも精神分裂症とヒステ
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リーとの区別を無用とするだろうか。

　それよりも、おおむね器質的な立場をとって、精神病の成立に遺伝あるいは代謝の障害等

を重くみるクレペリンの心理学が、多分に生理学的の枠内にとどまって、な理解に欠けてい

る、という、少々あとになって出てきた評判をこそ問題にすべきだろう。だがそれは、彼の大

きな業績が、一つの時代においては大きな進歩であったものが、その後の発展にとっては

往々阻害的にはたらくことがある、という、歴史にしばしばくり返される型の一つであった

とみるのが妥当だろう。

　　　

　一種の身体的立場をとって、一時帰依者の少なくなかった精神病学説に、上に一言したモ

レル（Benedict Augustin Morel, 1809－1873）を主唱者の一人とする有名な変質

（dégénérescence）の説がある。ヴィーン生まれのフランス人で、前記ファルレに精神病学を

学び、クロード・ベナールの友人であったこの学者によれば、変質（dégénérescence）とは、

人間性の正常からの逸脱（déviations maladives du type normal de l´humanité）で、遺伝的に伝

達され、代を重ねるごとに進行してついにその家系の消滅（déchéance）に至るものとされ

る。変質者（dégénéré,デゲネラント）の発生の原因として彼がアルコール中毒、マラリア、社

会環境、背徳、先天的、後天的の障害等、さまざまの異質のものを挙げていることからも何ほ

どか察せられるように、その説くところは単純ではない。

　変質の説はパリのサン・タンヌ病院のマニャン（Valentin Magnan,1835－1915）によって

いっそう発展する。彼は精神病を二群に分け、正常の人たちに強度の原因によっておこるも

のと、もともと精神状態に曇りをもっている変質者、つまり平衡喪失者（deséquilibré）――

その間にも解剖学的変化の認められるもの、そうでないもの、いろいろの区別はあるが――

において比較的軽度の原因によっておこるさまざまな精神疾患とに分ける。彼の見解では、

アルコール中毒、性倒錯などもこの中に入る。マニャンにはモレルのような宗教的、社会的色

彩はない。

 ある意味でダーウィニズムの思想的影響の争われないこの変質理論は、フランスを一時風

靡したばかりでなく、ドイツにも入って、性心理学できこえたクラフト・エービング

（Richard von Krafft-Ebing, 1840-1902）やシューレ（Heinrich Schüle, 1840-1916）らの学説に

大幅にとり入れられる。それはまた 19 世紀の後半にさかんであった天才論と接触し、有名な

イタリアの精神病学者、法医学者ロンブローゾ（Cesare Lombroso,1836－1909）の犯罪者論、

天才論をうんだ。

　一時は医学の枠をこえて反響の大きかったこの変質論は、しかしまもなく下火になった。

その遺伝論は近代遺伝学以前のものであったし、全体としてその学問的骨組みが弱かったこ

とは否まれない。

　　　　　　　　　　（近代医学の史的基盤　下　川喜田愛郎　1977、より）
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精神医学瞥見（20世紀初頭より）

　空気の圧力なり電磁波なりの形で外界から入って、聴覚あるいは視覚の器官で電気的エネ

ルギーに変換された上、中枢で統合される信号は、そこに言語という枠がはまると、もはやそ

れは単なる知覚でなしに一つの意味をもうようになる。入力はしばしば命令として行動をも

たらし、また課題として思考を促し、あるいは「何か」に愬えて喜悦、不安、羞恥、その他さまざ

まの感情に変わる。というシュリントンにはじまる概念をそこまで拡張すれば、その入力－

出力の間の統合には明らかに生理学的過程として観測される事象の枠をはみでたこころの

問題がそこに含まれているとみなければなるまい。もとよりそれは、心という非物質的な実

体の存在を許すことにはならないし、しばしば不用意に論ぜられてすれ違いになる心身二元

論・一元論の論議にここでかかり合う気持もないのだが、その生理学の彼岸にあるとみられ

る領域をしばらくこころとよんでいいだろう。それが上にも学んできたように、脳・神経系

からさらにはからだ全体の生理機能と密接に交渉し合うところに問題のむずかしさがある。

　そこには心理学（psychology；ψυχη, anima より）というわたくしがはなはだあやふやな

理解しかもっていない学問の出番があるはずである。わたくしにとってその理解のむずかし

さは、どうやらそこには、ひとしく「心理学」ので語られながら、左は上に触れた生理学者と自

任する研究者たちの実験行動学と境界のない行動主義心理学者から、右はもっぱら内省によ

って心の真相にわけ入ろうとする学者たちまで、そこにさまざまの色合いの諸学説があって、

何を心理学とよんでよいかの判断に苦しむからでもある。もとより、上には常識のレヴェル

でしか語ることのできなかった心について学問的に考える筋道と、それぞれの方法での成果

とについてわれわれがそこから学ぶふしははなはだ多いにしても、いま言ったような割り切

れない気持がどうしてもそこに残るのは、それこそが心というものの本性なのかもしれない。

いずれにしても、精神医学（psychiatry）――今にはじまったことではないし外国語でも事

情は同じだが、ここで同じ ψυχη（psyche）という言葉が一方では「心」と訳され一方では「精

神」と訳されているばかりかまだ「霊魂」という常用の訳語まであるあたりにこの辺をめぐっ

て話がどんなにもつれやすいかをうかがうことができるだろう――や、後にまた一言触れる

はずの、今世紀のいわゆる精神身体医学（あるいは心身医学、psychosomatic medicine）など

の問題を、医学も医学史も抱えているからには、心理学への関心をわれわれも強く「心の底」

にもってはいるのだが、事情かくのごとくであってみれば、その話をここではしばらく棚に

上げておくよりほかはない。

　大脳生理学にとってブローカ以来の古典的課題である言語の話がきっかけになって、はか

らずも上にわれわれは心の問題に接触する機会をもったのだが、形のないアニマである心に
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はさまざまなところにその出番がある。ことの性質上分析的なアプローチのしやすい感覚・

運動という一連の事象について、その入口からたどってみても、視神経を通して入った信号

が「赤いリンゴ」として感覚され、知覚される過程にすでに心のはたらきがあると考えなけれ

ばならないし、そのリンゴを手にとるこみいった運動のプログラム――運動の遂行は前述の

オートマトンの仕事とみてよいだろうが――をつくるのは、生理学的方法からはもっとも距

離のありそうな意志と企画という心のはたらきである。上に述べた諸問題を含めていまその

種の話を長く続けるつもりはないが行きつく先きのもっともむずかしい問題は、おそらく、

意識――実はさきに触れた意識の話は脳波というような形でとらえたいわばその影にほか

ならないものであった――という外からはうかがうことのできない消息や、自発的な意志―

―古来の難問である「自由意志」という言葉を別の文脈の論議のためにここでは手をつけず

に残しておくのが賢明だろう――の二つに帰するのではあるまいかとわたくしには考えら

れる。前者は方法の限界という泣きどころをわれわれに示しているし、後者は入力なしの出

力として機械論に挑んでいる。それらはもはや、神経生理学はもとより、心理学の手にも余る

問題であると言ってよいだろう。

　わたくしは今、これらの問題にこれ以上立ち入るつもりはないし、実のところ余力もない。

ただこの場所でこうした話を、いたく粗雑で未整理な形でももち出さざるをえなかったのは、

「現代的な」生理学、ないし医学の教科書が、故意にか無作為にかしばしば素通りするこの辺

――言うまでもないことながら科学が細分化され精密になればなるほど盲点のうまれるき

っかけも多くなる――に実は医学にとってゆるがせにすることのできぬ話のあることを一

言指摘しておきたかったからである。それは、あの不謹慎な――好学心から出たという情状

酌量の弁護論をわたくしは却下したのだが――学校（あるいは研究室）医学用語「マテリア

ル」でない、の中にいる人の問題にもかかっている。

　もっぱら今世紀中葉の基礎科学について考えてきたこの章ではいささか木に竹をついだ

感がないでもないが、脳・神経系の話がこころに及んだここで、世紀の変り目にクレペリン

とフロイトという二人の巨匠に出会って以来、久しく無沙汰のままにすごしてきた精神医学

の近況を一瞥してみたい。甲羅の厚いその専門領域は外から容易に窺知をゆるさぬ消息にみ

ちていて、の異常に起因する「悩み」に応接する狭義の医学とのかかりむすびもさだかでない

ふしを多く含んでいるのだが、それを顧みることなしに医学史も医学論もたいそうあと味の

悪いこともまた否めない。

　ところで、「20 世紀医学鳥瞰」と題された先き立つ数章で、わたくしが無謀にも現代医学史

を覗く企てをあえてしたのは、現代の病理学が、医術の本質に照らしたその制約の話はひと

まず措いて、今やとにもかくにも生物学をかたくふまえた方法論的基盤を樹立しているため

に、その進展を眺めるにほぼ安定した視座をわれわれがもっているという自覚が曲りなりに

もそこにあったからである。

　精神病理学の世界はそれとまったく異なった消息である。もとよりそれはあの醒めたヒポ
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クラテスの「神聖病について」にはじまり、ピネル、エスキロール、グリージンガーらを経て、

19 世紀の終わりから今世紀第一 4半期にかけての前記二人の画期的な仕事に至る経験世界

の話であるには相違ない。この精神あるいはこころ（psyche）の世界に対するアプローチと

して心理学（psychology）なる経験科学の存することをわれわれは知らないではないし、そ

れがこの分野のもっとも強力な武器であることは言うまでもないが、精神の病理学はしばし

ばその心理学をも忍者のごとく愚弄する。今世紀哲学思想の畑から出た的方法に対する関心

がおよそ 20年代以後、ビンスヴァンガー、カール・ヤスパース（Karl Jaspers, 1883－1969）

その他有力な精神医学者たちの間に強まってきたのもこの文脈で考えてよいだろう。

　もとより一口に精神障害と言っても、たとえば急性熱性疾患、尿毒症、糖尿病昏睡、等に際

してみられる一時性の現象はしばらく措くとしても、出産時の外傷、先天性の内分泌病、さら

には老化ないし動脈硬化症の一つの結末、あるいはあの古典的な進行麻痺にみられるような、

明らかにな対応をもつ軽重さまざまのそれから、他方には、フロイトによって拡張された心

理学的方法によって深い切り込みが可能となった神経症の緒型にようなもっぱらこころの

深奧の話まで、幅の広いスペクトルをもっている。その間には、たとえば脳波の研究によって

部分的には脳疾患性の露見した癲癇のような古来の精神病の大名題の一つも挟まっている。

それらの総まくりを試みることはもとより本章では 場違いだから、ここではしばらく、精神

医学のを象徴するともみるべき精神分裂病――それは精神病院の入院患者のおおむね半数

を占めるのだが――について少々考えてみよう。あの魔女裁判は遠い昔の話になったが、わ

れわれはそれについていま何を知っているだろうか。

　それは近代医学の埒外にある対象であるようにもみえる。

　現代臨床医学の扉がパリ・ダブリン・ヴィーン・ベルリンの病理形態学によって開かれ

たこと、その方法が今でも医学の心棒になっていることはくり返すまでもないが、この精神

分裂病ではピネル以来これと言った病変がみつかっていないし、検索技法の桁違いに進んだ

今日でも所見はまったく陰性――もう一つ躁鬱病についても話が同断だが――である。それ

ばかりか生理学的・生化学的にもこれまでのところたしかな手かがりがみつかっていない。

　おのずから人は、行動の観察を含めてさまざまな心理学的方法なり、さらにはこの領域の

学者たちの言う意味でのな手続きに専心せざるをえないだろう。だが、事実として病気の患

者の内景は、しばしば「」な世界に属している。あの「正常からの偏倚」（deviation from the 

normal）という身体医学のガイドラインはここまではまったく通用しない。そもそもまた精

神現象について正常と異常とをいかなるものさしできめるのだろうか。

　およそそんなわけで、たしかに、身体医学の枠組みをつくっている病気のカテゴリーとは

別途に考察されなければならないふしが多いにしても、いわゆる精神分裂病

（schizophrenia）なるものが、おおむね一定の症状を示す「」で、多くは青年期に発病して、し

ばいば精神荒廃に向って経過する――それがかつて強調されたようなの意味をもつかどう

かは問題だとしても――精神疾患の何ほどかはっきりした一つの類型としてみられること

は、専門外のわれわれにもどうやら納得できる話のように思われる。少なくとも、他のさまざ
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まな精神病理現象を一つ一つ除外した上――それがどの程度まで相談になる話であるかの

吟味はここでは省こう――で、そこに人格の全体的な変貌を主徴とする一群の患者たち、ブ

ロイラーの門から出たフランスのすぐれた精神病理学者ミンコフスキー（Engène 

Minkowski,1885－1973）の言う「現実との生命的接触の喪失」（perte du contact avec la 

réalité）ともみられる不可思議な状況の存在することは否みがたい事実である。

　ところで、話はたいそう唐突だが、われわれは、病原細菌学の初期において、感染病の病理

学をほとんど空白に残したまま、確認された病因の除去によって病気の発生防止にめざまし

い成果の挙がったことを思い出す。因果の世界の消息をこうした局面にもち出す危険を配慮

した上であえて言うならば、当面話題の病気についても、もしその原因が判明すれば「病理」

のブラック・ボックスはそのまま残してもその予防を達成する方途があるかもしれないと

考えるなにほどかの理由はあるだろう。

 残念なことにはしかし、ここでもまたわれわれは、古くから論議の多い遺伝の話を含めてそ

れが身体的原因に基づくものか、精神分析学者の言う心理的というような患者の「生記録」の

中で溯って求められた心理的次元のものか、あるいはまた、近年一部の精神医学者よって主

張されるような家族関係、さらに拡げて社会的・文化的次元のものかについて専門家たちの

間においてなお定説のあることを知らないのである。しかもそこには、当今往 「々反精神医

学」というような発想の出る余地さえあることもまた思い合わされなければなるまい。

　精神医学をめぐる話題はなおはなはだ多く、ことにまたそれが、その「責任」の所在は知ら

ず、事実として平常な家族ないし社会関係に往々激しい不協和音をもちこむ場合が多いため、

「悩み」の拡散ないし「転移」が身体疾患とまた異なる位相をもっている――種々の精神異常

児を前にして医学が教育学と接触しあるいはまた古くからの法医学の重な課題の一つに精

神鑑定が数えられていたというような事実にその一斑をうかがうことができるだろう――

ことが注意されなければなるまいが、それはいまわれわれの話題ではない。

　だがいずれにしても話がおよそ上のようであってみると、精神医学領域の近年の多くの話

題がまだ歴史的なプロセッシングになじまないようにみえるし、それより前にコンヴェンシ

ョナルな医学史の軸に照らした精神医学の座標についてさえさまざまに異なった見解があ

りうるだろう。だが、身体の「」をこころの話と離して考えては学問的にも首尾を全うしない

ことはくり返すまでもないし、またある種の精神病をかりに医学の外に置くとしても、似た

ような現象が一次的にな原因によってもしばしばおこる可能性が残る以上は、そののために

も医学者は精神医学についての関心を怠ることが許されないだろう。だが、そうしたいわば

官僚的な縄張り論議もさることながら、その本性は何であれ、いろいろな意味で人の「身体」

の活動域とはなちがたい「」の一相をもつ患者たちがわれわれの眼の前にある事実の重みを

こそわれわれはいつも考えなければならない。

　今世紀における精神医学領域での治療の進歩について一言述べよう。

　ヴィーンの精神医学者ヴァグナー・ヤウレッグ（Julius Wagner von Jauregg, 1857－1940）

の進行麻痺に対するマラリア（発熱）療法の卓効は大きな視聴をひいたが、この身体的な原
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因をもつ重い精神疾患そのものがほとんど絶えた今日では詳しく語るにも当るまい。

　精神分裂病という難敵に対するインシュリン・ショック、電気ショック等、30年代以後流

行したショック療法は今ではすたった。これも 30年代にはじまった前記モーニスらのロボ

トミーも一時世界的に広く行われ、49年にはノーベル医学・生理学賞まで与えられたが、理

論的にも弱く、しかも往々被術者の人格に対する侵襲をももたらすその手術法は、今日では

一般に強く忌まれるようになった。代って登場したのが薬物療法である。

　近年この領域の治療に画期的な変貌をもたらした抗精神病薬（antipsychotic drugs）の筆

頭に数えられるフェノチアジン・トランキライザーは、前世紀末葉にはじめて合成されて寄

生虫薬として用いられたフェノチアジン誘導体に端を発した。それは今世紀の 40年代にボ

ヴェー（Daniel Bovet, 1907－　）の抗ヒスタミン剤に関する有名な研究に登場したが、それ

に示唆をえたフランスの外科医ラボリ（Henri Laborit, 1914－　）は、手術時のショックを防

ぐ目的で試みにそれを用いて、はからずも被術者の精神状態を鎮静するすぐれた効力を発見

した。それがきっかけとなって新たに合成された誘導体の一つが今日広く知られているクロ

ールプロマジンである。

　ラボリの勧奨によってそれを精神分裂病患者にはじめて用いてその卓効を証明したのは

ドレイ（Jean Delay, 1907－　）らの仕事である。以来数年の間にそれは世界中に広まって、

精神病院の様相を一変した。それは分裂病のさまざまな症状の中でも、たとえば思考障害、感

情鈍麻、幻覚、妄想、等、著明な効果のあるものと抑鬱、不安等、効果のみられないものとあっ

て、その詳細にはここでは立ち入らないが、いずれにしても、それはかつては不治と考えられ

ていた分裂病の完治をもたらすとは言わないまでも諸症状をいちじるしく寛解し、患者の行

動にあらわれた変化は、いまも一言したように、あのビセートルにおけるピネルの叙述に象

徴される精神病棟の奇怪とも言うべき状況は劇的な変貌をもたらして、われわれの住む世界

と距離をいちじるしく狭めたし、分裂病患者の通院治療がむしろ日常の姿としてみられるよ

うにさえなった。

　もっとも、その有効な薬量に関しては個体差がはなはだ大きいこと、また低血圧症状、錐体

外路系（パーキンソン病様）症状の出現、等の副作用に対する考慮等、臨床的にはさまざま

の問題があるがここでは立ち入らない。

　抗分裂病薬として神薬とも言うべきフェノチアジン系トランキライザーは、しかし躁鬱病

には薬効がない。それがどのような機序によって分裂病患者の行動を変えるかについても、

未だ定まった答はないとみるのが妥当だろう。それがドパミンのを高めること――上記の副

作用の一つとしてのパーキンソン病様症状を思い合わせよう――と関係づけようとする近

年の有力な学説の検討は、本書の枠からすでに出ている。

　それとまったく別途に、古来インドで民間医療（ヘビの咬傷、循環器障害、精神病等）用い

られていたインドで蛇木（Rauwolfia serpentina）の根のエキスの薬効が、インドの近代医学

者たちによって再検討されていたが、スイスの製薬会社がそれから単離してレセルピン

（reserpine）と名づけたアルカロイドにもまた分裂病に対するすぐれた薬効のあることが、
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これも 50年代のはじめにアメリカで発見されて大きな注目の的となった。今日ではしかし

レセルピンは分裂病よりむしろ高血圧症に対する薬効のゆえに広く用いられている。

　抗分裂病薬以外にも精神医学と関係の深いいろいろな薬物（抗鬱病薬）あるいは毒物

（たとえば LSD、マリファナ、アンフェタミンその他）があってそれをめぐる話題も多いが

ここではすべて省こう。

（近代医学の史的基盤、下　６，脳神経系の諸問題　－（付）精神医学瞥見－川喜田愛郎著

1977年より）

ジャクソンの階層理論とエイの器質力動論

今世紀のなかばに至って、フランスの精神科医エイ Ey, H. (1900～1977)は、ジ

ャネの心的緊張の概念、フロイトの力動論、ジャクソンの階層理論を結び付け、

それを基盤として一段と発展させた学説「器質力動論」organo-dynamisme を発表

した。この学説は現在に至るもフランス、アメリカはもちろん日本の若干の精神

科医の神経病理学、精神病理学の理論的基礎となっている。

エイは器質力動論を展開するにあたり、その前提としてジャクソン Jackson, J.

H. （1834～1911）の階層理論を次のようにまとめた。

ジャクソンによれば、生体の進化はより単純で次元の低い機能から、より複雑

で高次元の機能へと発展していくが、これは精神機能にも同様のことが言える。

また各段階の機能を維持するために必要な精神的エネルギーが想定されている

高次のものほど新しく形成されたものであるので、それだけ脆弱である。健常者

では最も高次の機能によって、それより低次のものが統制されているが、この統

制機構はピラミット型の階層構造（ヒエラルキー Hierarchie）を呈している。こ

の統制が何らかの病的な原因で崩れると低次の機能が露呈されてくる（解体あ

るいは退行）。このような高次の機能の崩壊の直接の結果としての症状は一次

症状（脱落症状または陰性症状）と呼ばれ、反対にそれまで統制されていた低

次の機能が表面化することに関係して現れる症状を二次症状（解放症状または

陽性症状）という。これはジャネの理念と共通していた。しかしジャクソンが分

類している陰性症状、陽性症状は、現在分裂病の論議で対象となっている陰性症

状、陽性症状とは異なる。またジャクソンの説は、神経症、心身症、“器質障害に

起因する神経・精神障害”の基本理念の一部分にはなりえても、精神病とりわ

け分裂病、うつ病の特徴を説明する根拠となりうるかどうか疑問がもたれてい

る。その理由の一つとして、ジャクソンが陰性症状として示した知覚の欠陥、推

進力の減弱、周囲への適応力の減少、繊細な感情の欠如などの症状は多くの精神

疾患に認められるからである。ジャクソンは神経病学者であって、精神病学者で
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はないし、精神疾患に関する論文はほとんどない。このことはジャクソンが精神

病研究を十分に行っていたかどうか疑問が残るといわれている。

エイ自身も下記のように疑念をもたらしている。

「ジャクソンの研究対象は、ほとんど神経系の損傷、その中枢や機能の損傷に

限られていたので、ジャクソンから借用した学説――また彼が神経系の段階

tages の説明に用いた学説――を精神医学に適用しようとすることは、無理か、

あるいは少なくとも危険に見えるかもしれない。この逡巡は、精神医学を簡単か

つ単純に神経病学に同化させることを――理由のないことではないが――きら

う精神医学者によってしばしば行われている。そこで精神疾患にジャクソン概

念を適用する前に、彼の概念を徹底的に改訂することが必要であると思われ

る。」（アンリ・エイ著、石田　卓・編：精神疾患の器質力動論。ｐ p.24－25．金

剛出版、1976 初版）

エイは、ジャクソンの説を説明する中で、前述の高次機能の障害（換言すれば

上層構造のインテグレーションの退行）による低次機能の露呈（換言すれば下

層構造の力の解放）について、特に上層構造の退行には全体的退行と部分退行

の区別があるものと記載した。しかし実のところ、ジャクソンはこの区別を重視

していなかったのである。エイは部分的退行は神経病学の対象であり、全体的退

行は意識やパーソナリティーの動作を行うエネルギーの退行であって、これは

精神病学の対象とした。さらにエイは、これもジャクソンの説とことわりながら

神経症、精神病質、精神病の間の区分を設けず、そのすべては前述したように精

神生活のエネルギーの中枢すなわち上層構造の器質的障害の高低に応じた機能

の退行の差が臨床像の違いをもたらしているのであって、いずれも独立疾患で

はなく、単に症候群にすぎないとした。

彼はこのようにジャクソンの説を“エイ説”にまとめ、それを基盤として器

質力動論すなわちネオジャクソニズム neo-Jacksonisme を展開した。

器質力動論は、ドイツの若干の精神病学者を除き、ヨーロッパはもちろんアメ

リカの精神医学者にも多くの影響を与え、さらに日本では三浦岱栄一門を始め、

若干の精神科医の理論的支柱となった。したがってネオジャクソニズムは、その

理論の是否はともかくとして、精神薬理学を学ぶ者にとって重要であるから、後

節で詳述する。

　　　　　　　　　　　　　　　　臨床精神薬理学（小林　著、1997）より

機能の階層（ジャクソンと精神医学－アンリー・エーより）

形態も運動もただ一まとめに同時的に「見る」可視構造の機械的な恒常性のう
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ちに凝固してしまったイメージに代って、18 世紀には部分を全体に従属させ秩

序づける組織化のイメージが現れた。というのは今述べたように、時間の導入は

形態と運動が刻々に姿を変えて展開されることを目ざして行われただけでなく

て、形態と運動に一つの方向を与えることを目ざしているのであり、それは一つ

の「平面」（地図）なのではなく、組織化の次元（戦略）なのである。神経系の機

能が統合されてゆく場合の（とりわけ形態学ならびに生理学において見られる

ような）組織化における機能の階層というこの理念は、当然 H・ジャクソンが

「神経系」に関する体系のかなめ石としたものである。しかしあまりにも厳格に、

「空間的な階層」にだけ、脊髄の各分節に反映しているような中枢神経系の層の

つみ重ねを考えることにだけとどまったので、ジャクソンは、感覚－運動性の反

射中枢を考察することにとらわれて、関係的生活を統合の諸水準という機能の

階層をわきへ押しやってしまう危険をおかした（そしてこれが、平行論的な併

存の原理に基礎を置くジャクソンのあらゆる体系がおかす危険を、とくにきわ

立たせている例である）。機能の階層は、中枢神経系のうちにおいてのみならず、

確実に中枢神経系によって組織化されるものである。基本的にジャクソンは、反

射という機械論的な装置のつみ重ねにとどまることによって、（生きている脳

のたえざる内的進化という）力動論を除外する危険をおかしたのである。

H・ジャクソンのすばらしい見通しに敬意を表するためにだけでも、彼が神経

－精神の組織化という構築学的モデルを展開することを目ざしていた時でさえ

神経－生理学は、神経系を統一するもの、それは反射である 3)、とする考えに支配

されていた（それは今日でさえそうなのだが）ことは忘れないようにしょう。

反射とは、刺激に対する運動の自動的な反響であり、「フィード・バック」である。

反射の布置は、程度の差はあっても幾何学的－機械論的構造として現れる。デカ

ルト、トマス・ウィリス、バグリヴィ、ついでマーシャル・ホール（1831年）が、

反射弓を、その自律性を中枢神経系の本質構造とすることを提唱したのはこの

意味であった。事実神経系は自律的な分節のつみ重ねである（脊髄の形態学が

はっきりとしたその明証性を与えている）とする見方ほど、この考えによく相

応するものはない。そこでは各水準ないし各中枢で、予め形成されている、ある

いは後天的に形成された（条件反射）同じ連合装置の（刺激と応答との単純に

結びついた）発射が行われる。

分節の自律性に関して、虫類ないし昆虫類の分節構造からの系統発生的モデ

ルを与えてくれるのはいうまでもなく比較解剖学である。虫類ないし昆虫類は

体節から成り立っているが、それらの体節はつみ重ねられていると同時に、その

自律的活動により切り離すこともでき、切り離されても生存し続ける。切り離す

ことのできる断面は、これら虫類ないし昆虫類が属している系統樹で切り離し

うる断面に当る。すでに 18 世紀から学者たちの関心を長く集めていた除頭動物
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に関する研究もある（カンギレームがこの主題にあてた章を参照のこと――ブ

ルーメンバッハが動物の断片の自動運動に関する 232もの理論を数え上げてい

ることからも 18 世紀の学者たちの関心がわかる）。横断実験（フルトン）の最

初の犠牲でありその主役になったのは蛙であった。まむし、サンショウウオ、亀

も、この時代の生理学者たちに、分節構造を持った生体の自動運動という自律性

に関する観察と実験の豊富な材料を提供した。J・A・ウンツァー（1771）、G・

プロシェスカ（1784）、S・ホールズ（1784）の仕事は、脊髄を切断した蛙ない

しは脊髄猫の反射を正確に記載したので、当然神経－生理学を準備するものと

なった。ここから生まれてきたのがプッリューガーの有名な反射の法則

（1853）であり、運動の局在と放散の諸特性を定めたものである。それは運動の

自律性、規則性、無目的性、そして脊髄のさまざまな分節に含まれる前成性によ

ってあらわになったものであった。4)

したがって、感覚－運動中枢の空間的階層という見方は、中枢神経系の解剖学

者、生理学者、病理学者の多くの人びとの考えの内にあった。しかしこのような

空間的な（マグーンなら「地質学的」と言ったに違いない）機械論的な考え方は

決してジャクソンの心の満足させなかった。彼は、障害の座と機能の中枢と解剖

学的局在とを全く同一とする考え方を拒んでいた。

たしかにジャクソンは、神経系の機能の進化とは「上昇的発展」であり、それは、

もっとも組織化された中枢（彼がつけ加えているように、ここで言われるよく

組織化された中枢とは、きわめて密な連携を保ち、固定した中枢である）、つま

り下位の中枢から、あまり組織化されていない上位中枢への移行という特徴を

もつ（最初の「クローニアン・レクチャー」）、とする考えを受け入れ、長くこれ

を発展させてきた。だからジャクソンは恐らく、進化とはもっとも単純なものか

らもっとも複雑なものへの単なる移行であり、下位中枢と「最高水準」の中枢

（最高次中枢）の間の差はこの複雑さの単なる段階的差異に属するもの 5)であ

って、最高位中枢も同じ本性を持ったもの（同じ神経要素による構成と同じ感

覚－運動性反射という機能的価値を持っている）と考えられる、と述べ、たえず

これを繰り返してきたものであろう。しかしながら H・ジャクソンは、自らの説

にも逆らうかのごとく、進化とは自動的なものから意図的なもの 6)への移行であ

ることを示すことにより、神経系の錐体路の組織化として一つの新しい基本的

な次元を導入したのであった。一般に組織化という概念（これは 18 世紀の自然

研究者たち、とりわけキュヴィエが、そして 19 世紀のビシャやクロード・ベルナ

ールのような生理学者たちが、生を保つために各部分が一点に集まる統一体と

して、つまり時の内へと繰り拡げられる空間構造にまつわる存在として生体を
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定義し、それにふりあてた概念である）、それは進化の思想と密に結びついてお

り、ここからジャクソンは、つみ重ねの理念を階層の理念へ、噛み合わせの理念

を統合の理念へ結びつけるようになった。というのは下位諸中枢というジャク

ソンの考え方を述べる際に指摘したように（72ページ注（5）参照）、H・ジャ

クソンにとっては、空間でつみ重ねられているものは時間の内で継起するもの

であり、さらに、下位のもの、それは（より固定したものであるためには）、より

偶発的であるようなそれより上位のものに従属させられているものだからであ

る。これは神経機能の階層の内に示される目的論であり、そこでは、統合の思想

が神経機能の一つの平面を、一つの論理を作っており、下位機能ないし道具的機

能は「最高水準」のものによって「コントロール」され従属させられていて、それ

は語の統辞法に対する関係、手段の目的に対する関係に当る。言い換えれば、ジ

ャクソンの神経機能に関する考え方はある面では外見上機械論的に見える（反

射の理念から借りてこられた機械論として――単純にきまりきった条項を見た

場合や形而上学的錯覚にとらわれた場合）けれども、彼は、中枢神経系の階層構

造というモデルを考えてわれわれに示したものであった。このモデルは脊柱構

築のモデルというよりむしろ、関係的生活の自律の個体発生のモデルであった。

ジャクソンは中枢神経系のいろいろな水準についてのすぐれた記載を残したの

であるが、それは彼がはっきりと述べているように、「解剖学的」水準としてであ

る（以前に私が指摘したように、H・ジャクソンからすれば、生体にとって、この

「解剖学的」水準は「地理学的」水準ないしは純粋に空間的な水準と混同されては

ならないものであった）。そして「」のものに関しては、ジャクソンが印象と運動

の協調の機能をそれにあてている（「生き生きとしたイメージ」、「あわいイメー

ジ」）ことをマックス・レヴィンが指摘している（1961）。これらわかることは、

「最高水準」（もっとも複雑で組織化のもっとも少ないもの）とは、綜合、つまり

可塑的統合（）と同じものであり、この綜合は固定した下位の統合中枢による

統合ほど自動的でなく、もっとも単純な反射弓（本書 51-53ページ参照）に対し

てヘッドがあてた「」による総合のように自動的でもない。したがって、下位活動

水準、上位活動水準という機能の階層の原理を見つけてゆかなくてはならない

のは、複雑さのうちではなく、統合機能のはたらきのうちである。たしかに、ラッ

セル・ブレインが、統合に根本的な差異水準はない、と指摘した（1958）のは正

当であった。しかしそれは、統合が、あらゆる水準で本質的に感覚－運動の協調

を行い、現在と過去を結びつけ、想像されたものと知覚されたものを結び合わせ

る場合のことである。「最高水準」を定めるもの、それはジャクソンが繰り返し述

べているように偶然性であり、一言で言えば自由である。機能の階層の論理の場

を占めているのは、自動性と恣意性のカテゴリーだからである。この階層の形態

学、つまり目に見えるにせよ見えないにせよ神経系の配列は、ただ関係的生活の
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自由な運動のさまざまな位相を構成しているだけのものである。この点で、ジャ

クソンの思想にもっとも近縁なものはバイヤルジェの思想である。

「最高水準の諸中枢」という概念によって出された H・ジャクソンの考察は 、

1880年以後ずっと続けられることになった。失語と癲癇についての研究から、と

りわけジャクソンが、言語の中枢と意識の中枢の働きについて考えるようにな

ったのは、至極当然のことである。

言語の「諸中枢」に関して、ジャクソンは、これを機能の階層を考えるよりどこ

ろにしていた 8)。これはまさに、いま私が述べたことに合致するもので、さまざま

な水準のものがつみ重なり、継起するものであった。それはもっとも自動的なも

のからもっとも意図的なものまで、つまり、感覚－運動の連合から命題を持った

表現にまで至るものであり、のちにクルト・ゴールトシュタインが述べたよう

に、感嘆詞から範疇的思考の言語にまで至る階層である９）。

機能の階層を考えるジャクソンの理論のつまずきとなった（そしてこれはジ

ャクソンの思考そのものにおけるつまずきであった）「意識の中枢」という理念

は、討論の賭け金――それによってすべてが得られるかもしれないし、また失わ

れるかもしれないような――となり、20 世紀に入ってもたえず議論の対象にな

った（ヒクソンのジンポジウム、1948。W・リーゼ、1950－1960。マックス・レヴ

ィン、1954。サン・マルグリットのジンポジウム、1954。F・M・ウォルシュ 、

1957。ラッセル・ブレイン、1958。J・ヘンリック、1961 など）。ここで問題にされ

ているのは、H・ジャクソンがつねにかっこ付きで用いた表現「精神器官」を「」て

ゆく神経機能の進化と階層のである。この「最高水準」のもの、「組織化の乏しい」

もの、「自動的でない」ものとは、神経系のの頂点である。しかしジャクソンによ

れば、それは決して単なる精神の道具でもないし、精神を構成するものでもない。

これこそジャクソンの「平行論」が、それ自身の矛盾に遭遇するところであり、ジ

ャクソンの注釈者たち（Ｗ・リーゼ、B・シュレージンガー、マックス・レヴィ

ン、Ｆ・Ｍ・ウォルシュ、ラッセル・ブレインなど、ジャクソンの考えをほめる

にせよけなすにせよ）がしばしば指摘するように、Ｈ・ジャクソンが、精神（意

識）と物質（脳）のつながりを考えた観念的な二元論からゲッシュタルト心理

学的「類質同形論」へと移って行った、とずっとのちになって言われる（ケーラ

ー）ところである。事実を厳密に観察すると、Ｈ・ジャクソンは、彼自身の矛盾

によって精神と脳の「併存」という体系の矛盾を何とかのがれることができてい

るのだ、ということを強調しても、それはおそらく彼に非難を向けることでなく

むしろ彼の功績を認めることになるだろう。というのは最終的には、脳の各部分

の並列という空間における配分の代りに、上昇性の神経系、究極的には超越的な

――その方向ずけと統合という意味そのものにより――神経系の組織化という

次元を導入することより、ジャクソンは、平行していたものを収斂させた――実
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は平行論の原理そのものを破壊した――のであった。より明確に言えば、低次の

ものから高次のものへ、自動的なものから意図的なものへの移行を必然的に含

む進化の方向へとこの平行を変形させたのである。それは、Ｈ・ジャクソンの航

跡の中でこそクルト・ゴールトシュタインにも言えたように、「要素的な目標を

こえた個体の自己実現」が可能になるための変形であった。意識のあらゆる行為

の布置そのものとしての「ゲシュタルト」の理念は、とりわけ 1887年の第２番目

のテキストに十分に示されている。このテキストは、「進化と解体について」とい

う標題を持つもので（『選集』Ⅱ巻、92-97 ベージ）、そこでジャクソンは、意識を

その対象から、形態をその内容から分つ距たりを縮めようとし、また、能力ない

し機能（意志、記憶、理性、感情）とは人為的に分たれたものである、ということ

を主張している。この同じテキストでジャクソンは、主観的意識の「解剖学的基

盤」は客観的対象意識の「解剖学的基盤」よりもより完全に組織化されている、と

いうことを前述の主題に関してはっきりと述べているのだが、それでもなお併

存の原理を肯定している。この区別が、意識の形態の不変性とその内容の恣意性

の区別を目ざしているとしても、結局のところ、併存の原理によって限りなく永

遠に距てられたままになる筈の２つの平行しているものを統合する、その統合

そのものの特色が示されているのは高水準の意識の活動である、ということを

われわれは認めざるを得ない。というのは、実際、脳が「行為の夢」を含むこと 10)

を発見したのはＨ・ジャクソンの大きな功績であり、それは、脳が思考（意識、

精神）の道具にすぎないことを認め（ベルクソンが『物質と記憶』でしたよう

に）続けながら、であることを否定しつつも、「最高水準」の統合という理念その

ものによって、それが脳自身の組織化の主体であり、動因であり、作者であると

ジャクソンはみなしているからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みすず書房（大橋ら訳・1979）

Des idées de Jackson  un modèle organo-dynamique en psychiatrie （per Henri Ey,

1975）

アンリ・エイ Henri Eyの学説－下位構造から上位構造への発達と組織化および

その解体の弁証法的学説－

すでに述べたように、精神病理学にはいわゆる“記述的精神病理学”と“力

動的精神医学”がある。前者は Jaspers, K.（1883～1969）によって厳密な方法論

が確立された。これは精神現象を先入観念と仮説を排して、もっぱら患者の述べ
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る自覚的体験を治療担当者の心の中に再現させて症状を把握する方法である。

この学派は第３章 1.6項チュービンゲン学派とハイデルベルグ学派（148～152

ページ参照）で詳述したシュナイダー Schneider, K. とグルーレ Gruhle, H. によ

って飛躍的に発展した。

彼らは患者の心理状態を治療担当者の心の中に再現されうるものすなわち了

解可能な心理状態と、心理的に再現が困難なものすなわち了解不可能な心理状

態とに区別し、さらに了解可能なものを静的了解と発生的了解とに分けた。静的

了解とは、患者の心理状態を治療担当者がそのまま自ら追体験できるもの、すな

わち自身の事柄としても理解できるものであり、発生的了解とは、この場合の患

者の心理的異常は、治療担当者にとってそのままでは理解し難いが、他の理解し

得る心理的要因からそれが派生したものをさしている。この例として“神経

症”（Schneider はこの呼び方を否定しているが）、心身症（Schneider が心因性

身体障害と呼んでいるものに類似）がある。了解不能な心理的異常（あるいは

精神症状）の例として循環病（躁うつ病）、精神分裂病などがある。しかし後述

するように、Ey はこの見方に同意していない。

力動精神医学は、既述したように Freud の精神分析（143～145ページ参照）か

ら始まり、“自我心理学”や新フロイド派 néo-Freudien（145～146ページ参照）

につながっている。力動精神医学の影響のもとに発達したものに心身医学

psychosomatic medicine がある。

Ey の学説は、“精神医学における機械論”と彼が決めつけた後述の思想に対

する反動として起こった。Ey の言う“デカルト的二元論の庇護のもとで発達し

た”古典的機械論にしても、一元論的立場にたつ機械論にしても、その基本は彼

によれば次の通りである。

①正常人および病者の心的現象は相互に無関係な、単なるモザイクのような

現象である。

②病理解剖学的過程がもたらす刺激によって基本的症状が直接引き起こされ

る。

③個々の病的過程はそれぞれ特異的で、単一疾患を構成する。

②については必ずしも否定されるものではない。と著者小林は考えるが、どう

だろうか。

Ey が批判したのは症状分析そのものではない。そうではなくて、症状の階層的

重要性、全般的症状に対する各症状の従属関係、各症状の相互関係を考慮せず、

乱雑に孤立した要素的症状をピックアップして羅列したことを批判したのであ

ろう。

Ey によれば、生体と精神は異質の２つのものではなく、精神は生体を含み、そ

れを越えた上位構造である。これを基礎として、器質力動論 organo-dynamisme は
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以下のように定義された。すなわち精神疾患の原因は器質的なものであり、その

精神症状形成は精神構造の、後述するような力動的要因による、と。そして、身体

的下位構造（道具的機能を司る構造）l'infrastructure organique から精神的上位構

造 super-structure psychique への生体 l'organisme進化の推移 passage を生む運動

movement を重視する学説である。

器質的なものという名詞は、肉眼的、組織学的な病態変化を伴う現象を意味す

るが、さらに遺伝、内分泌障害、産褥、酒精、性病、流行性脳炎、他の脳症外傷、腫瘍、

加齢等々の身体的要素であって、必ずしも組織・解剖学的には明らかでなくと

も、ある程度生理・生化学的に把握しうるものである。

Ey の器質的概念には Jackson の思想の基本的観点――あらゆる精神・神経機

能の異常状態においては、脳の最高中枢は多少とも何らかの器質的病的過程に

よって一過性に、あるいは持続的に機能を喪失している。そして神経系の機能喪

失あるいは脱落が、その組織、解剖学的、生理・生化学的変化なしに起こること

はない――が大きく影響している。

Ey は Jackson の思想を高く評価し、その基本的立場に基づいて精神疾患を評価

し、多くの著作を発表してきた。そのため彼は新ジャクソン主義者 néo-

Jacksonnienne と呼ばれたが、これは彼にとってはきわめて不快なことであった 。

Ey によれば Jackson の概念はあくまでも神経病学にとどまっているものであっ

て、Ey は精神病学の立場にたって Jackson を乗り越えてはるか先まで思想を発展

させたと自負している。それはともかくとして、Jackson と同様に「精神変調には

必ず組織の解体が伴っている」と述べている。したがって Ey は、いわゆる内因も

心因もまったく否定しているのである。

心因の否定は、多くの精神病理学研究者を当惑させている。なぜなら心因が神

経系に器質的変化をきたし、その結果として精神疾患を惹起するという発病過

程は、理論的には十分考えられるからである。これは心身医学の基本である。し

かしこの場合も、心因が器質的変化をきたしやすい遺伝的背景、生来の身体的要

因を考え併せるべきであろう。

また Ey によれば、神経症も精神病も程度の差はあれ、精神病理学的構造であっ

て、器質的混乱の結果として表出されるとして、表 4－1 に示すように、精神分裂

病とともに神経症をも人格の病態として分類している。これは著者小林には理

解し難い。さらに慢性精神疾患として、精神分裂病とともに精神病質、神経症を

加えていることも、著者小林を当惑させる。詳しくみてみると、Ey は意識の病理

学的表象、すなわち急性精神疾患（発作性疾患、crises, 突発性疾患、accès, 激越状

態 étates paroxystiques）として、急性神経症性反応（情動性精神神経症）をあげ

る一方で、人格の病理学的表象、すなわち慢性精神疾患として不安神経症、恐怖

症、ヒステリー、強迫神経症、“全般型”神経症（おそらくこれはいずれの
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subtype の症状をも有し、しかもいずれにも決め難いものを呼んでいるのであろ

う）を加えているのである。もちろんこれらを狭義の精神病 psychose（分裂病、

パラノイア、パラフレニー等々）には加えず、広義の精神疾患maladie mentale の

中に含めているが、その精神病者、神経症者に対する病態の説明はほとんど同様

である。

表 4－1，Ey による精神疾患の“臨床的種類”espéces cliniques

意識の病理学的表象

pathologie de la conscience（急性精神疾患）＊

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

発作性疾患 crises， 特発的症状の発作 accès，周期性をもつ疾患の発作（激越状

態）etates paroxystiques をさす。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

急性神経症性反応（情動性神経神経症）＊＊

躁病発作

抑うつ状態およびメランコリー型発作＊＊

躁うつ性周期性精神病

急性せん妄性精神病

（錯乱病相期、幻覚性病相期、夢幻様状態）

錯乱性精神病

（錯乱夢幻精神病、コルサコフ症候群、急性せん妄状態）

てんかん

人格の病理学的表象

pathologie de la personnalité （慢性精神疾患）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

病的人格の諸型には反応閾値の低下が考えられ、そのため発作性疾患、急性精神

病を伴うこともある。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

精神病質＊＊＊

神経症（全般）＊＊＊＊

不安神経症

恐怖症
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ヒステリー

強迫神経症

慢性妄想病　系統性慢性妄想病（パラノイア）

　　　　　　慢性幻覚性精神病

　　　　　　空想性妄想病（パラフレニー）＊＊＊＊＊

精神分裂病性精神病

痴呆

発達不全状態（精神薄弱）

………………………………

＊Ey によれば、急性精神疾患とは、患者の生活力を衰えさせない有益な発作

crises salutaires であって、むしろそれを保護するような生活的突発的大変動

catastrophes vitales である。

＊＊小林註：Ey がこの著作を発表した時点（1960年代初頭）では、メランコリ

ー型性格の破錠によるうつ病型発作を、うつ病から独立した病型としていたが、

現在ではうつ病に含まれている。本症は特に 45歳以後に初発するので退行期う

つ病と呼ばれている。また精神神経症という呼び方はなくなった。

＊＊＊Ey は以下のように考えている。

　①精神病質が性格特徴の畸型ないしカリカチュアであるとしても、それらが

遺伝因子の偶然の結合に因る特性によって生まれつき宿命的に単純に構成され

ると考えることは正しくない。

②精神病質人格（性格）は確かに「素質」constitution（先天的な心身の構成）

に基礎を持っているが、この素質は性格という存在のひとつの「極」を構成する

にすぎない。それはもちろん固有の宿命である。しかし性格というものは、単に

宿命に従うだけでなく、宿命に反抗しながら形成されるものである。換言すれば

精神病質的性格の形作りは、その固定性と宿命性から自己を変革しえないこと

による。

③性格の病的形態の臨床は、素因的偏見から始めるべきではない。

＊＊＊＊171ページ参照。

＊＊＊＊＊小林註：分裂病性思考障害、接触性の障害などはなく、人格はよく保

たれている。主症状は幻覚、妄想である。抗精神病薬によく反応し、予後はよい

Kraepelin, E. が早発性痴呆の妄想型から区別したものであるが、この区別を認め

ない見解が多いので、ICD－10 ではパラフレニーの用語は用いられていない。

（アンリ・エイ著，石田卓訳・編：精神疾患の器質力動論、p.77, p.180,

金剛出版、1976 初版をもとに小林が作表）
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………………………………………………………・・

Ey の定義によると、慢性の精神疾患とは、その症状の進行につれて人格の体系

を変質させ、そしてついには回復困難な平衡状態に至るあらゆる種類の精神的

障害を意味している。そしてこれらの精神疾患は人格体系の力動的構造解体に

よって特徴づけられている。

抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬を主体とする療法が普及する以前では、この

定義は了解されよう。しかしながら前述したように、Ey は“あらゆる神経症”

（そして痴呆も）をこの中に加えているのである。Ey は、「周知の思想に基づい

た従来の分類を多大の勇気をもってくつがえした」と自画自賛している。そして

彼によれば精神病者にしろ、神経症者にしろ、その自己意識は侵されており、

（すなわち自分の意志で動いていない。他の誰かによって動かされている）、し

たがって意識は清明であっても、患者は自身の精神障害（今ある自分は自己に

よって支配されていないし、自己自身でもないと信じこんでいる状態）につい

ては「無意識」である、という点で同様の病態と考えている。換言すれば、精神病

者はもちろんのこと、神経症者も作為体験に裏打ちされた精神症状をもち、病識

を欠いているか、あるいは著しく低下していると説明されているにのである。

すでに Schneider，K．が明確に指摘しているように、神経症（彼の分類におけ

る異常体験反応）は、心的資質の著しい変異あるいは偏倚であって、何らかの身

体的過程があるとしても、それらは組織・解剖学上の、あるいは生理・生化学上

の変異あるいは偏倚であって、疾病ではない。すなわち正常な精神活動に対応す

る身体過程と、原則として何ら異なるところのないものと考えるべきである。要

するに正常人が体験できないような質的異常現象（自我障害、周囲世界の妄想

様改変、作為体験、病識の欠除、幻覚、妄想等々）は、神経症者では認められない

のである。またいわゆる精神病質も一種の性格的変異あるいは偏倚である。そし

てまた精神病質人格は、決して病的なものではない（表 4－1注＊＊＊Ey の精神

病質に対する見解と比較されたい）。

神経症は果たして人格の病態（すなわち自我の解体の段階的変容）であろう

か。Ey によれば神経症者は、精神病質者に比べてさらに自己意識の変容度が高く

人格の統合が崩れている。すなわち人格が解体され、二重化している。そして神

経症的自我とは自我を作るプロセスの奇型であり、その下部水準への退行であ

る。換言すれば、神経症者では自我の属性が他者に所有されている。すなわち自

己意識を２つにわかつ分身の一方が他者の姿をとっている。神経症的であると

は、“他者とその偽りの歴史に捕らわれの身となった自己意識”をもつことで

ある。この他者は「彼」にとって決して歓迎されているものではないが（この点
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は分裂病者の意識の中の他者に対する「彼」の態度とは異なるが）、彼にとり憑

いて離れようとしない。そして“他者”によってさまざまな“ドラマ”を演じ

させられる。

不安神経症者の場合、豊かな自我に近づくことができなくなり、自罰的に「下

位自我」（精神分析家による「上位自我」・「超自我」。Ey はこれらの命名をナンセ

ンスと記載している）によって容赦なく道徳的意識にはまりこまされている。

もし不安神経症者がその分断された意識から、自己を他者から切り離して建て

直そうとすれば、たとえ偽りのもの、「にせ」のものであれ、“一人の登場人物”

となるほかはない。彼は「不安」を、その対象の、行為の、状況の恐怖へ置換する。

この顕示が恐怖症や「不安ヒステリー」である。そうでなければ逆に彼の不幸を

希釈、中和して禁止と呪術的儀式へと増殖させ（強迫神経症）、あるいは精神身

体的な表現のあらゆる手段を用いて、彼の存在の苦悩 mal または畸型

malformation の代償として身体疾患maladie の喜劇を自己に、または「他者」に演

じてみせるのである（転換ヒステリー）。

以上のような“神経症分類”に関する彼の“文学的表現”は魅力的であるけ

れども、前述の「他者の介在を前提」としての理論的展開は、むしろ神経症に近い

境界域の分裂病像ではないだろうか。この点については、Ey の研究家諸兄の御教

示を仰ぎたい。

批判を覚悟の上で記載を続けるが、Ey の分類上の問題点は、彼が活躍した時代

（1950年代）の精神薬理学の限界を反映しているものであろう。少なくとも現

在われわれは抗不安薬、とりわけ benzodiazepine誘導体の“神経症”に対する治

療効果――分裂病に対する抗精神病薬の効果とは質的に異なった効果――から

も、Schneider の指摘の正当性を肯定しうると思うが、どうだろうか。さらに簡易

精神療法、自律訓練法、森田療法をはじめ各種の心身症、“神経症”に対する療

法は分裂病に対する療法とは質的に異なったものではないだろうか。少なくと

もこれからの療法は「“他者の介在”を払いのける療法」ではないのである。

このように Ey の器質力動論には理解し難い面があるが、後述する“反疾病分

類主義”特にその弁証法的展開は魅力的である。

彼の器質力動論は、上位段階の解体と、それによる下位の機能段階の活動的衝

動 pulsion active によって定義づけられる。Ey によれば、精神機能の下位段階では、

認知、行為、言語、条件反射等々の機能は神経系の構造に密接に結びついており、

それらの機能は神経系の中に具象化 incarnéesされている。すなわちそれらの機

能の変化は、神経系基質（その病理組織学的、生理・化学的基質）の変化と平行

している。これに反して、エネルギー的精神機能（上位段階の機能、Janet のいう

心理学的緊張）すなわち現実への適応機能と高度の意識系（小林註：超自我の

系）は、下位段階ほど神経系に従属していない。なぜならそれらの活動は神経系
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の局在的働きでもないし、生理・生化学的機能の反射でもない。自由、熱情、昇華、

罪業、責任、自己犠牲等々の“es”を超越した sur－moi（小林註：超自我）の働

きは、上位段階の機能による。その機能に関わる身体的支持組織に異常がない限

り、その機能の変異（あるいは偏倚）はたとえ過度であっても何ら病的ではな

い。しかしその身体的支持組織の異常（損傷）が上位段階の総体的機能の阻害

をきたすほど高度であれば、精神はその自由を失い、精神疾患が人格を襲う。

次に Ey は Jackson にならって精神疾患の種々の症状をエネルギーの欠落と抑

制解除 symptômes de libération とに分けた（彼は特に脳幹にエネルギー的機能を

考えていたようである）。これらは後記する解体の程度に左右される。彼は他の

病因を認めていない。すなわち種々の臨床的病像を互いに無関係な、独立的な、

モザイク的配置をとるものとは考えていない。換言すれば単に臨床症状のみか

ら精神疾患を疾患単位として分類することに反対している。そして解体の深さ

の度合いによって疾患を把握しようとしており、ここに Ey の器質力動論の弁証

法的特徴である「反疾病分類主義」がある。

それでは Ey自身が分裂病、慢性妄想病、パラノイア、神経症、躁うつ病等々の

分類を行っているのはなぜか。彼によれば、これはあくまでも「臨床的種

類」espéces cliniques をあげているのにすぎないのである。（表 4-1）。それらは解

体の程度、段階に依存して相互に移行する「種類」にすぎない。このことは、人格

の病態であって、したがって慢性疾患である分裂病が、なぜ意識の病態であって

急性疾患である躁うつ病の病像を示すのか、逆に躁うつ病がなぜ分裂病に類似

した病像ことに幻覚妄想体験を示すのか、という疑問に対する答えでもある。繰

り返すが、病像は解体の深度のあらわれであって、時期によって相互に移行しあ

うような病像を示すことは当然であると。Ey によれば、慢性精神疾患は時に意識

障害を含むこともあり、また意識障害を持続的存在様式に組織化することもあ

る。この病的人格の諸型には反応閾値の低下が考えられる。つまり慢性妄想病や

分裂病には、意識の病態を招きやすい反応閾値の低下が考えられ、それが躁うつ

病症状をきたしやすい、と。

Ey によれば、解体が人間存在全体ないし人格全般への波及、換言すれば全体的

均一的解体、関係生活（植物生活に対する言葉で、人間や高等動物が外界の刺激

に適応していく行動をもつ生活）を含む解体、すなわち高次精神機能の全体的

退行は精神医学の研究領域である。また解体が部分的、局部的で、しかも関係生

活の道具的機能（認知、行為、言語機能、条件反射の系列など）の解体にとどま

っていれば神経病学の研究対象とされる。

繰り返すが、Ey によれば、精神疾患はそれがどのような形をとろうと、どのよ

うな程度であろうと身体的構造の病的状態であり、これが上位構造を下位機能

段階、あるいはその過去の時期に変化または退行させるのである。すなわち上位
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段階のエネルギーの欠落の結果、精神症状は、その病的過程から構造的に組織さ

れ、それに合わせて今まで統制され、抑圧されてきた下位機能段階が解放されて

表出したものである。つまり Ey が述べる精神疾患は、新しく生み出されるので

はなく、下位機能の抑制の解除である。表出される症状には２つの側面がある。

すなわち陰性、原発性、欠損性の側面と陽性、続発性、反応性の側面である。当然

のことであるが、解体が深ければ深いほど残存する下位機能は乏しくなる。例え

ば人格の深い解体である痴呆の場合、陽性症状は乏しくなる。したがって痴呆は

それが老人性、脳動脈硬化性、外傷性、中毒性など原因のいかんを問わずその症

状は類似してくる（解体が深い場合の陰性症状は睡眠の状態に似ている）。逆

に解体が浅い場合すなわち残存する下位機能の部分の大きい時は、痴呆とは逆

である。つまり抑制解除の部分と人格の再構成の余地が大きい。そこでは人格の

素質的因子が陽性部分の活動と共働してくる。したがって解体の最も浅いもの

すなわち精神病質、神経症、そして比較的程度の浅い躁うつ病などでは陰性症状

がわずかしかみられないが、陽性症状は多彩である。解体が進行した分裂病でも

少なくともその最初の段階では華々しい陽性症状“florid syndrome”を示すもの

が多いが、解体がさらに深まると、さまざまな陰性症状（感情の鈍麻・平板化，

思想の貧困，意欲の欠如，快感消失，社会的ひきこもり等々）が出現する。

次に Ey が歴史的に評価してきた精神病学者、逆にきびしい批判してきた精神

病学者を参考までに列記する。これは Ey の学説を理解する上で重要である。

まず分裂病を遺伝的変質によって、発病後急速に痴呆化するものと記載し、初

めてその名称「早発性痴呆」demence precoce（クレペリン Kraepelin, E．は

Dementia praecox として名称を継承した）を記載したモレル Morel, B．A．を好

意的にあげている。そのほか広く知られているウェルニッケWernicke, C., マイネ

ルト Meynert, T., パブロフ Paylov, I. P., フロイト Freud, S., ジャネ Janet. P., ヤスパ

ース Jaspers, K., シュナイダー Schneider, K., ブロイラー Bleuler, M., サリヴァン

Sullivan, H. S. （néo-Frendian, 彼の学説に手厳しい批判を加えているので意外で

ある）を評価している。Ey は特に Bleuler を“Burghlzli の巨匠”とまで讃えあ

げており、Bleuler の学問的立場すなわち分裂病の本質として、一方においてその

原発的、過程的、脱落的側面（一次的、陰性的過程）をあげ、他方では分裂病性自

閉の妄想的、幻覚的、緊張病的諸現象の精神力動的、続発的側面（二次的、陽性的

過程）をあげていることを高く評価している。

Schneider についても彼の有名な見解を、わざわざ原文をあげて紹介している。

“Krankheit ist immer krperlich；Krankheit gibt es nur im Leiblichen；Krankheit

heien wir seelisch abnormes Sein dann, wenn es von Krankheit verursacht ist ”「疾患

は常に身体的である。疾患はひとえに身体的要素の中に存在する。心的異常状態

が（身体的）疾患によって惹起された時のみ、我々はそれを（精神）疾患と呼
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ぶ。」

この引用の後で、彼は Schneider と彼の師である Jaspers との違いを指摘してい

る。Jaspers によれば、精神を病む者は心理的動機づけが完全には分析できない。

すなわち了解しえない何かが残り、それによって精神病者と定義される。と、し

たがってここでは精神的原因性（心因性）を重要視している。Schneider とは違

って、ここで Jaspers はとどまっている。既述したように Ey にとっては、分裂病、

パラノイア、さらに神経症にしてもそれらの病的儀式を徹底的に研究すると、そ

れらの疾患が純粋に心理的原因と結びつくとはどうしても考えられない。何故

なら、それらの儀式は、つねに精神構造の倒壊あるいは退行のあらわれとして起

こるのであり、決して関係生活（植物生活に対する言葉で、人間や高等動物が外

界の刺激に適応していく行動の過程をもつ生活）の変化あるいはその急変に対

する通常の精神活動の異常な反応や投射に基づくのではない。したがって彼に

よれば、「動機づけの了解性の高低」は、精神疾患の診断にとって決定的なもので

はないのである。

Ey によって最もきびしく批判されたのはクレペリン Kraepelin, E. であった。

Ey によればKraepelin はてんかん、パラノイア、分裂病、躁うつ病、ヒステリー

等々の「精神疾患」を、純粋かつ相互に無関係な「疾患単位」として並べた。これら

の疾患単位は独立的に定義されている。しかしこの定義の基礎づけには偶然的

要素が多かった。Ey はこれを“専門領域の恥”とさえ述べている。かくして疾病

論と分類学に多大の混沌がもたらされた。この無秩序は、Kraepelin の著作のあい

つぐ諸版の目次の混乱からも明らかである。繰り返すが、Kraepelin は損傷の偶然

的発見や巧妙な病因的仮説によってでっち上げた「疾患」を、混乱したまま集積

した。疾患の数が今後無限に増加しないという保証はない。この見解に立って Ey

は、Kraepelin の疾患単位を「残りカスのよせ集め」caput mortum と酷評している。

さらに Ey は Kraepelin をはじめ精神科医が躁うつ病およびそれらの単極型を、伝

統的に性格あるいは人格の病態として分類してきたのに対して、前述したよう

に、それらを意識の病態に入れてしまった。

次に、かえす刀で、Kraepelin の対極にある英米の精神科医、とりわけ Sullivan,

H. S. を中心とする病因論にも批判を加えている。Ey によれば、彼らの理念では

もはや精神疾患は存在しない。彼らによれば精神疾患は、行為 conduite の不適応

とか状況の変化に対する適応の困難さ、すなわち適応障害 maladjustement あるい

は反応異常にすぎないのである。このような反疾病論的学派においては、何ら病

理学的事実を認めようとはしない。したがって彼らには前記した「疾患単位」は

ないが、同時に実際的な病像の特徴を無視している。別の面からみれば、彼らに

よれば規準あるいは平均に合わない人は、すべて精神を病む者ということにな

る。たとえば過度に不安がる人、過度に恐怖する人、過度に興奮する人、過度に道
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徳的、逆に過度に背徳的な人々すなわち適応性の統計的水準から逸脱した人々

は、ことごとく精神病者になってしまう。前述した機械論者達の“鈍重な精神医

学”psychiatrie lourde が行き過ぎとするならば、アングロサクソン系の精神病理

学は物足りない。いわば“軽率な精神医学”psychiatrie lgre といえよう。精神疾

患は確かにその人間の思考の変異、行為の異常、不適切な選択と関わるが、それ

はこの疾患の一面にすぎない、と Ey は述べている。

最後になるが、器質力動論が実験的にも可能な治験が見出された時、彼は大き

な喜びをもってそれを紹介している。

そのひとつはモロー・ドウ・トウール Moreau de Tours の大麻に関する研究で

あって、これが Jackson の概念に近いものであることを、1947年の著書『La

Psychopathologie de Moreau de Tours』の中で強調している。そして精神薬理学に関

する非常な興味が復活していると記述している。さらに精神薬理学的研究、特に

モデル精神病 Modell-Psychosen の誘発に用いられる多くの薬理学的物質の開発

と、それらの物質の精神機能に与えるメカニズムの解明が重要であり、特にこれ

らの物質によって惹起される意識野の構造解体の研究によれば、これらは心的

存在の機能にかかわる脳組織あるいは力動的階層的構造にだけ影響する事実が

明らかにされていると述べている。したがってこれらの物質は、機械的に症状を

起こすものではなく、陰性および陽性症状の“合成的結果”である退行を惹起

するものとして、精神疾患の一種の実験的モデルとなると強調している。

次いで精神薬理学的革命の端諸となった chlorpromazine の合成と臨床的効用

は、彼の器質力動論の先見性を示したと大いに満足しているのである。

しかし Ey は抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬による治療の進歩についてこれ

以上を記載していない。ここでは単に、偏狭な科学的・生物学的治療も、単なる

精神療法も完全には精神病者を治すことはできないと指摘するにとどまってい

る。Ey がこの著作『Esquisse d'une Conception Organo-dynamique de la Structure，de

la Nosographie et de l'tiopatholognie des Maladies mentales (精神病に関する、病因

病理学、疾病記述学および構造的要素からまとめた器質力動論の要点)』を脱稿し

たのは 1960年代初頭である。そしてこの解説書の基礎資料である“精神医学書

の試作”３部作「Etudes Psychiatriques, Tome I (

Historique,  Mthodologie,  Psychopathologie  Gnrale ） ,  l  re  d  ,  (1948),  Tome

II（Aspect Smiologiques） , l  re  d , (1950), Tome III（Structure des Psychoses

Aiqus et Dstructuration de la Conscience）, 1954, nouvelle dition en preparation 」

は 1940年代後期～50年代前期に出版されたものである。第２章で記述したよう

に、1958年に登場した haloperidol は、抗精神病薬として chlorpromazine よりも

一段と広い薬効すなわち病的興奮の抑制にとどまらず、幻覚、妄想および連合弛

緩等々に対する改善をもたらし、精神病治療を一段と発展させたのであるが、そ
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れが一般的に評価されたのは、Ey が脱稿した後であった。同様に初期の三環系抗

うつ薬の imipramine（1960年市販開始）の臨床上の評価の定着、さらに抗不安

薬の benzodiazepine誘導体、抗躁薬の lithium の評価の定着も脱稿後であった。し

たがって Ey の器質力動論の弱点は、彼が活躍した時代の向精神薬研究レベルに

一因があろう。

以上 Ey の器質力動論の概略を述べた。Ey の文章は難解であり、その持って回

った表現に著者は悩まされた。この論文を理解するために彼が 1948～1963年に

かけて出版した「Etudes Psychiatrique I, II, III」（前述）La Conscience（初版

1963）と、その英語版、日本語解説にも眼を通したが、依然判断に苦しむ個所が

数多く残った。したがって必ずしも正確に伝えているかどうか心残りである。Ey

の研究家諸兄の御教示を仰ぎたい。

　　　　　　　　　　臨床精神薬理学（小林雅文著）　南山堂（1997）より、

 

１９世紀、２０世紀の精神科学（粗描）

　１８世紀末にピネルが鉄鎖から開放するまでは、精神病者は人格も認められ

ない、悪霊にとりつかれた罪人のように扱われていた。精神病が脳の病気として

自然科学的方法をもって医学の研究対象となったのは、グリージンゲル書の「精

神病の病理と治療」(1861年)以降といわれている。当時の自然ならびに社会科学

的事項をピックアップして時代背景をみてみよう。この１０年前後の間にダー

ウィンが「種の起源」を出版し、パスツールが生物の自然発生説を否定し、メンデ

ルが遺伝法則を発表し、マルクスが資本論第１巻を刊行している。考えてみると

価値観というか世界観の変革をせまられたすごい時代であった。

　閑話休題。ヒトの脳は数百億の神経細胞から成るといわれている。神経の回路

網や構成については可成り明らかにされてきたが、脳病の成立機序が解明され

るのは次世紀であろう。あらためて歴史を繙いてみる。1838-39年に、シュライデ

ンとシュワンによって細胞説が確立され、その 20年後にはウイルヒョウが「細胞

病理学」なる大書を著わしているが、精神障害の身体的基盤が信じられるように

なったのは、クレペリンが、他の身体疾患と同じく、精神病にも原因、経過、転帰、

病理解剖の同一性をもつ疾患単位があると考察した 1883年（「精神医学書」を出

版）頃からで、この頃には神経細胞（ニューロン）の概念もほぼ固まりかけて

いた。

　19 世紀の遺産をひきついで、20 世紀前半には輝かしい成果が産まれた。パブロ

フの大脳皮質の働きを中心とする条件反射理論、カハールのニューロン説、シェ
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リントンの神経生理学、モルガン一派による近代遺伝学の基盤の確立、シュペー

マンによる形成体の発見、ベルガーによる脳波の導出、ヤスパースによる精神病

理学の方法論の確立等々、小生の身近な領域に限っても数え挙げれば切りがな

い。

　以上、20 世紀後半に精神医学と神経科学の分野で学問をさせて貰ってきた小

生が、前世紀および今世紀前半の遺産をどれ程に受用してきたかを知りたくて

概観してみた。今世紀後半のワトソン・クリックによる核酸  DNA の二重らせん

構造説(1953年)に始まる分子遺伝学の発展成果を神経発生生物学と結びつけよ

うという小生たちにとって今や「ジーン、ブーンで夜も眠られぬ」時代である。２

１世紀前半には、ヒトゲノムの全配列も解明されるという話だが、脳の世紀とい

われる２１世紀のいつ頃に、脳の発達とその障害の研究成果が精神病と結びつ

いて科学的に説明され、且つ治療面で精神疾患に病む者が勇気づけられるよう

になるだろうか。

（未完）

精神神経科学への道程

来世紀はこころの問題にぶつかるとよく言われる。こころとは”高次神経活動の所産”のこ

とであるが、その研究の基礎にヒトの発生・分化についての＜これからどんどんでてくる、

明らかにされてくる＞ベースがどうしても必要である。これから１０年位が、勝負である。

精神医学の基本となる知識

精神病　英 psychosis,  独 Psychose（1845－Feuchtersleben）〔ギ psyche 精神、ギ osis（病的）状態〕 、

Geisteskrankheit,仏maladie mentale

精神障害の中で比較的重いもの、異常性の強いものを漠然と精神病という。器質性脳病によ

るものに限るとすると、分裂病や躁うつ病には今のところそれは証明されないし、軽い器質

性障害は神経衰弱状態しか示さないので精神病ともいえない。重い意識障害は重い精神病で

脳侵害も重いが、これより分裂病の方がずっと狂って crazy, verrückt, fou, 精神病的に見える。

躁うつ病は狂っては見えてないので精神病 Geisteskrankheit に対し心情病 Gemütskrankheit と

いわれる。心因性反応は精神病とはいいがたいが異常性の著しいものは心因性精神病ともい

われる。精神病ではパーソナリティが侵されるというのは人格というより人間性である。精

神病という言葉は次第に用いられなくなる。アメリカでは器質反応、分裂反応、神経症反応と

いうように見る。法律でいう精神病は責任能力の点からみるので、理非善悪弁別障害の重さ

によるべきで、精神病の質でなく量を見る。従って著しい精神病質も精神病に入れる。精神病

という名称には種々の原則で形容詞が付加され、不安があれば不安精神病、自己意識障害が
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あれば自己精神病、脳振盪があれば脳振盪精神病、年齢によれば更年期精神病、産後なら産褥

精神病、手術後なら手術後精神病、典型的でないと非定型精神病、マラリアによればマラリア

精神病、一種の精神病しかないとするなら単一精神病、原因によれば内因性精神病などがあ

る。

精神病院に当たる各国の言葉を、古くなったものや俗語も加えて並べると、insane asylum,

institution, Narrenhaus（古い）、Irrenanstalt（1807）、Heil- und Pflege-anstalt, maison de santé,

maison d’aliénés, asile〔ギ asylon, a 否 ,ギ sylao 奪う、捕えられることのない避難所〕 、

Irrenkolonie（19 世紀）などがある。

精神医は psychiatrist, Psychiater, Irrenarzt（19 世紀）、aliénist といわれる。精神病患者は

insane, craze, Irrer（19 世紀）、Geisteskranker, psychisch Kranker, aliéné（1838）と呼ばれる。

精神病は、 insanity, lunacy, madness, Irrsinn（18 世紀）、 irresein（19 世紀）、Psychose,

aliénatuon mentale, folie といわれる〔ラ luna月,lunatic月に影響されて,ラ fallis空袋〕。（西丸四

方）

精神病とそれにまつわる研究の歴史（広い視点から捉えること）

ピネル　Philippe Pinel（1745-1826）

1793年にフランスの精神病院の改革、フランス革命の自由思想にのっとりビセートルで患

者 40人を鎖から解放したことが有名。近代精神医学の出発。ビセートル Bicêtre、次にサルペ

トリエール Salpêtrière の院長となり、近代精神医学の基礎を築いた。精神病の分類は、マニー、

メランコリー、デマンス（錯乱）、イディオティスム（痴呆）。精神病の医学哲学論 Traité

médicophilosophique  sur  l‘aliénation  mentale,  ou  la  manie.  Paris,  Richard,  Caille  et

Ravier（1801）、第２版は 1809年。第１版の英訳は 1806年に Daniel Davis（1777-1841）によ

り A Treatise on Insanity, ディヴィスはロンドンの産科医でヴィクトリア女王をとりあげた。

（西丸四方）

サルペトリエール　仏Hospice de la Salpêtrière

ルイ 13 世の建てた火薬工場で、1650年に娼婦の収容病院となり、一時は 8,000人も収容、ピ

ネル Pinel により正規の精神病院となり、エスキロール Esquirol があとをつぎ、1862年にシャ

ルコー Charcot が主任となった。ビセートル Bicètre はやはりルイ 13 世の作った負傷兵病院

で、のち監獄となり、精神病患者の浮浪者も収容され、1793年にピネルがここで 40人を開放
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した。（西丸四方）

エスキロール　Jean Etienne Dominique Esquirol（1772－1840）

Pinel の弟子、1810年からサルペトリエール病院、両者とも現代精神医学の祖で情欲が精神

病を起こすとした。この点ハインロートと同じ意見で、人間学的精神医学のもとである。1838

年精神病について Des maladies mentales, 同年 Bernhard の独訳 Von der Geisteskrankheiten,精

神病をうつ狂 lypémanie［ギ lype 悲しみ］、単一狂あるいは理性狂 monomanie（ folie

raisonnante）、躁狂manie, 錯乱狂 démence, 痴呆狂 idiotisme に分けた。どの病にも狂 délire が

多かれ少なかれあるとした。（西丸四方）

グリージンガー　Wilhelm Griesinger  (1817～1868)　

ドイツの内科医－精神科医で、チュービンゲン, キール, チューリッヒ、ベルリンの大学教授

となる。1845年にドイツ最初の教科書、精神病の原理と治療 Pathologie und Therapie der 

psychischen Krankheiten 精神病の病理と治療 (1845) を著し、精神病は脳の病気によるという

自然科学的な考え方をした。1868年に雑誌Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten を創

刊、今日に至る。（西丸四方）

ジャクソン　John Hughlings Jackson（1835－1911）

イギリスの神経学者、ロンドンのてんかん病院長、1863年ジャクソンてんかん、1864－1872

ジャクソン症状群またはジャクソン麻痺（交代麻痺）、1866年失認を記載した。ジャクソン

選集は 1931年に James Taylor に編集され出版された。進化論の哲学者スペンサー Herbert

Spencer により、神経系の機能の発達 evolution, Aufbau と、破壊の際のその逆の退化、解体

dissolution, Abbau の理論をたて、神経学では 1920年代に失語 失行 の古典論に代わる全体論

にとり入れられた（Monakow, Head, Pick, Goldstein, Sittig, Kroll）。また精神医学ではフラン

スの新ジャクソン説 néojacksonisme,器質力説動説 organodynamisme（Henri Ey）に大きな影

響を与えた。（西丸四方）

 クレペリン Emil Kraepelin（1856－1926）

1878年ミュンヘン、1882年ライブチヒ、1885年ドレスデンに学びグッデンの弟子、1886年に

30才でドルパートの精神科教授、1891年からハイデルベルクェブルク、ガウプ、ニスル、ワイ

ガント、ウィルマンスなどであった。1903年でフュルストナー Fürstner の後任、共同研究者は

アルツハイマー、アシュッフにミュンヘンのブムBumm の後任となり、1917年にミュンヘン
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に精神医学研究所 Forschungsanstalt für Psychiatrie（カイザーウィルヘルム研究所の一つ）

を設立。教科書は 1883年 Kompendium der Psychiatrie, 精神病学綱要、1910年代の第８版

Psychiatrie は４冊、1927年第９版は弟子のランゲ Lange が初めの２冊を改訂して出しただけ

であった。1892年の Einführung in die psychiatrische Klinik は臨床講義集である。1892年精神

薬理研究、1896年の体系論は内因性痴呆（早発性痴呆）と躁うつ病を規定、これをそれぞれ

一つの病気、疾患単位としようとした。クレペリンは経過からみて躁うつ病は循環性にきて

欠陥なしに治り、早発性痴呆は永続的な欠陥をきたすことを目標としたが、ことに後者は一

つの病気か症状群かのきめ手はない。クレペリン病 Kraepelinsche Krankheit（1936 Grünthal

命名）は老人病で速かに進行する痴呆、興奮。言語障害、緊張症状を呈し、経過は１～２年で、

皮質神経細胞のニッスル顆粒の消失、神経細胞の喰現象が前頭薬、時にアンモン角、後頭葉、

ことに第３、第５皮質層にみられる。クレペリン症状群Kraepelinsches Syndrom syndrome de 

Kraepelin（1915）は災害後の驚愕神経症 Schreckneurose で心気症状を呈するもの。クレペリ

ン連続加算法Kraepelinscher Rechentest, Dauerrechenversuch, cahier de Kraepelin は練習、疲労、

発動性をしらべる数字加算の心理テストで、計算量を作業曲線Arbeits-kurve としてあらわし

て成績を比較する。（西丸四方）

Sigmund Freud (1856-1939)　精神分析  Darwin に学ぶところ多かった？(p.993)

フロイト Freud, Sigumnd  1856～1939 (415)

オーストリアの生理学者、精神病理学者、精神分析の創始者。チェコのユダヤ人系の家庭に

生まれ、幼いときからウィーンに移り、そこの大学で医学を学び、1938年ナチスの迫害をの

がれてロンドンに亡命。かれは心的過程の病理学的研究から、心的作用の変化を生理学的原

因に帰着させて説明する俗流唯物論的な方法をしりぞけて、同時に唯物論一般を否定し、心

的作用の研究に客観的方法を用いることをもしりぞけて、主観的理論をたてることになった。

心的作用を物質的諸条件から切りはなし、心的過程は物質的過程と並行して存在する独立な

ものと考えて（精神物理的並行論→並行論）、意識の深層にある特殊な、不可知的な、永久的

な心的力が、心的過程を支配しているとみて、ここから精神分析なる理論をつくりあげた。

［主著］Traumdeutung, 1900（新関訳、夢占い）；Zur Psychopathologie des Alltagsleben,

1901（丸井訳、日常生活の精神病理学）；Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905 （懸田訳、

性理論への三論文）；Vorlesungen zur Einführung in dei Psychoanalyse, 1916～1918（丸井ほか

共訳、精神分析入門）。日本には、フロイト選集、フロイト著作集の名で出版されている。→精

神分析

フロイト　Sigmund Freud

フライベルク（メーレン）で生まれ４才のときからウィーン、1938年ナチの反ユダヤ主義

のためロンドンへ亡命、上顎癌で死亡した。1885年マイネルトの許でウィーン大学神経学私
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講師、初め組織学や神経学を研究したが（失語の研究が有名）、1885－86年シャルコーの許

でヒステリーや催眠を学び、ヨゼフ ブロイアー Joseph Breuer とともに催眠カタルシスを行

い、1895年ヒステリー研究を著した。次に記憶を催眠によって呼び起こすのでなく自由連想

を精神分析の根本法則とし、性的動機を強調した。次の時期には 1905年まで欲動の発達、夢

解釈、性理論を説いた。この後は転移 Übertragung を問題にし、1915年以後は哲学的宗教的な

テーマが主となった。初めは性欲 Libido, Eros と自我との争いを神経症のもとと考えたが、最

後には生の欲求と死 Thanatos［死の神、ローマなら Mors］の欲求の争いを考えるようにな

った。（西丸四方）

精神分析　英 psychoanalysis,独 Psychoanalyse（1893 Freud）、仏 psychanalyse

心因反応では動機から今の病的症状が了解しうるごとく（意味を持って）現われるのであ

るが、精神分析では意識されない動機、コンプレックス complex を想定して、了解されない病

的症状にまで了解を広げる。動機は放置されえず、正しく消化されて解消 abreagierenされな

いとそれは当人に不満の苦しみを与えるので、間に合わせの解消をはかる。これはすべて無

意識的に自動的に行われるので、防御機構 defence mechanism, Abwehrmechanismus といわれ、

想定された無意識の動機からの症状の出現は了解されるものである。間に合わせの解消によ

って現われるものは意識された神経症やヒステリーの症状、あるいは夢である。動機は無意

識的なものの場合には了解性が漠然としていて、象徴的に意味づけられるやっとのことでの

了解なので、これを解釈 interpretation, Deutung という。神経症の症状から無意識の動機を解

釈的に想定してその存在が納得され正しく解決されれば動機は解消されるが、このためには

同じ動機から出る夢（動機の象徴的出現の意味で神経症の症状と同列のもの）を解釈した

り、実験的場面での自由連想 free association, freie Assoziation, association libre で動機の姿が知

らず知らずに出現するのを発見したりする。症状は全部動機から象徴的に意味づけられ、人

間のあらゆる行動も性格もこのように意味づけられる。根本的は動機は無意識の性欲エス

id, Es で、これを社会的規範、超自我 superego, Überich が抑圧 repress, verdrängen するのである

が、こういう力の作用も無意識に動く。意識的な心は自我 ego, Ich としてこの２つの力の間

に左右される。

性感は乳幼児には口、２～３才では肛門、４～５才では性器に移るというように段階的に

発達する。このおのおのの時期に性欲満足が得られず、哺乳、排便のしつけ、父母との関係―

―性的関係、エジプス－コンプレックス――の欲求不満が、後年の神経症のもととなる。神経

症の症状も性格の型も性的発達のある段階のあらわれと解され、その段階から発達しない、

あるいはその段階へ逆戻りするのであると解される。患者のあらゆる態度は意味づけられ、

治療者の態度も意味づけられ、患者が治療者に好悪の情を感ずれば患者の子供のとき親に抱

いた感情の再生とし、治療者が患者に感ずる好悪も同様に解され、それぞれ転移 transference,

Übertragung, transfert,逆転移 counter-transference, Gegenübertragung, contre-transfert といわれる。

精神分析の諸派はフロイトの根本的動機としての性欲の代りに、権勢欲、創造的生命力、社
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会人間関係、世界内存在のあり方を持ってきてその破錠から神経症ないし、精神病の発生と

内容を解釈する。（西丸四方）

精神分析 psycho-analysis (255-6)

オーストリアの精神医学者フロイトの学説。彼の名によって、フロイト主義(Freudism)とも

よばれる。その学説は、＜自由連想法＞という方法を用いた神経症治療の技術として、また、

人間心理の解明としてなりたっている。＜自由連想法＞は、夢や言いちがえ・書きちがえな

どの現象をとらえて、そのとき心に浮かぶことをつぎつぎと述べさせることで、意識されな

いで心理の奥深くにかくされ抑圧されてきた心理の働きを読みとり、それにもとづき神経症

の療法をたてることをいう。かれの心理学説は＜深層心理学(depth psychology)＞といい、心

理に、意識・前意識（自分で反省してそれがとらえられる意識）・無意識の三層を区別し、

これによって心理現象を説明しようとするもの。その方法は生物学的主義であり機械論的な

扱いを特徴とする。心理の基礎を本能におき、本能は不快を回避し快を要求するものである

が、これを客観的にいうと、種および個体保存の本能である。フロイトはこれらの二つの本能

をあげているが、かれが主として論じたのは種保存の本能、すなわち性欲であって、これをも

って心理のすべてを説明しようと試みる。しかし性欲の満足は、そのままの発現では社会的

制約にぶつかり抑えられる。そこから性欲という本源的欲求（これをイド、またエスといい、

その発現のエネルギーをリビドーと称する）が、現実生活に適応する力によって＜抑圧＞さ

れることが生じる。このようにかれは、無意識の底からくる性的本能と、これを抑圧する力と

を、機械論的に説明している。本源的欲求エスとこれをうけとめている自我、そして自我がみ

ずからを制御する＜超自我＞があって、この＜超自我＞に反する場合に自責が生じ、ここか

ら憂鬱や劣等感などが生みだされる。そこで、エスによる欲求の力（コンプレックス）が抑

圧されるのを、なんらかの方法で解放するところに神経症療法があるわけである。さらにさ

まざまな文化を説明して、それらはこういう性的本能のエネルギー・リビドーが社会的に通

用するかたちで、つまり社会的価値がみとめられるかたちで、あらわれたものだとされる

（→昇華）。このフロイトの学説は、現在では、ユンクやアードラーらによってうけつがれ、

変容も加えられ、また社会史の解釈にも適用されるようになっていて（たとえば、フロム、カ

ーディナー［1891～アメリカの精神分析学者］などが代表する）、ここに、いわゆる新フロ

イト派ができている。

コンプレックス complex (156)

精神分析の用語。観念複合体という訳語がある。一定の感情（情緒）を中心として集合し

た精神的諸要素およびこれから連想される集合要素からなるもの。フロイトは、これを抑圧

された観念複合体と解して、それ自体は無意識であるが、意識的な思考・感情・行動に影響

をおよぼすものとした。コンプレックスの考えは、広く心理学、社会学に用いられていると同
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時に、日常語ともなっている。この場合には、心のなかにできあがった一定のわだかまりであ

って、一時的なあらわれでなく固定したもののことである。劣等感(inferiority complex)という

ように使われるのが多いが、精神分析では＜エディプス・コンプレックス＞＜エレクトラ・

コンプレックス＞、その他があげられ、前者は、男の子が母親に愛着をもち、同性の父に対し

ては反発する感情、後者は、女の子が父親に愛着をもち、同性の母親に反発する感情をおこさ

せるような、コンプレックスである。

精神力動論　英 psychodynamics, 独 Psychodynamik, 仏 psychodynamique 

精神現象がいくつもの精神的な部分の力の働きによって現れてくると解する見方で、精神分

析はこれである。意識－無意識、エス－自我－超自我という人間機械の部分があって、その機

械仕掛 mechanism の力の働きで精神現象があらわれる。人間の精神活動における了解性

Verständlichkeit, 意味含有性 meaningfulness を機械仕掛で説明する。（西丸四方）

ブロイラー、Eugen Bleuler (1857-1939)　　精神分裂病 (1911)

スイスのチューリッヒ大学の教授（1898－1927）。クレペリンの早発性痴呆の説から精神分

裂病 Schizophrenie の概念と名称を作る（1911）。フロイトの説も取り入れ力動説な考え方

をした。連合障害 Assoziationsstörung, 両価性 Ambivalenz,自閉Autismus を分裂病の３つの根

本的障害としたが、自閉の概念はその後の種々の学説の根底となった。早発性痴呆またの名

は精神分裂病（複）の群 Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien（1911）はアシャ

フェンブルクの精神医学全書の１冊、このほか 1916年に精神医学教科書を作り、息子の

Manfred が改定、1972年に 12版、英訳もある。（西丸四方）

Karl Jaspers (1883-1969)　精神病理学　了解不能  unverständlich

             ヤスパース Jaspers, Karl 1883～1969 (480)

現代ドイツの実在主義哲学者。ハイデッガーとならび称されるドイツの実存主義の代表者

で、1921年からハイデルベルク大学教授だったが、1938年ナチス政権により教授の地位を追

われ戦後に復職。1948～61年にはスイスのバーゼル大学教授。はじめ精神病理学の研究者と

して出発し、この研究がかれの哲学に大きく影響している。精神病理的現象のうちに、人間の

個性のつよい探究があらわれていると考え、哲学的思考の源泉をそこからくみあげる。合理

的な科学の研究のしめすものは真の存在の暗号を扱っているのであり、この暗号を解き、合

理的知識ではとらえられない世界を支配する非合理的なものを明らかにするところに最高

の知がある。哲学はすなわち＜暗号読み＞を内容とし、最高の知をあらわにするのを課題に

している。この場合に＜限界状況＞が重要な意味をもち、この状況において人間に自己の実
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存の意義が現前して、暗号のうちにあって日常的な配慮や世界についての科学的見解からと

きはなたれ、実存そのものに当面し、また神の真の経験をうる。こうして実存に目ざめた人間

の交わりである＜実存の交わり＞が、真実の人間社会の在り方だという。かれは《原爆と人間

の未来(Die Atombombe und die Zukunft des Menschen)》(1958)で、限界状況説から冷戦の有意

義さを認める意見をだしている。［主著］ Psychologie  der  Weltanschauungen,  1919;

Philosophie, 3巻, 1932; Vernunft und Existenz, 1935（草薙訳）。

ヤスパース　Karl Jaspers（1883-1969）

1909-1915年ハイデルベルクの精神科、ニッスル（神経病理学者）の許で精神病理学研究 、

1921-1937年に哲学教授、夫人がユダヤ系なのでナチ下活動を禁ぜられ、1945-1948ハイデル

ベルク哲学教授、のちバーゼルに移った。 1913 年精神病理学総論 Allgemeine

Psychopathologie, 1946年全改定版。静的了解（現象学）と力動的了解と説明など、精神医学

方法論の解明を行った。（西丸四方）

Eugene Minkowski (1885-1973)　　現実との生ける接触の喪失

呉秀三(1865-1932) （ 精神病者として）この邦に生まれたるの不幸

1901－1925東京大学教授、巣鴨－松沢病院長、1897年ウィーンのクラフト－エービング、ま

もなくミュンヘンのクレペリン、ニッスルに学び、クレペリン説の移入、近代病院の建設、患

者の福祉、医学史の研究につとめた。この時代の今村新吉（1864－1932）は京都大学教授で

フランス系、ベルグソン、ジャネ、レヴィーブリュール、ブロンデルに依った。このほか東北大

学の丸井清泰はこれより時代はあとであるが、アメリカ的で、マイヤー、フロイトに依った。

（西丸四方）

　　　川喜田著：近代医学の史的基盤 (p.1184-、脳神経系の諸問題、精神医学瞥

見)、参照

精神病に対する薬物治療研究の歴史

　　生物学的精神医学への道（cf. 心の病気と分子生物学、バロンデス著、石浦・丸山訳）

　　精神病理学と生物学的精神医学の問題点―精神医学の在り方を探ってー（諏訪望、精神

経誌 98/6,1996,413-417）
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モノアミンと精神神経薬理

神経伝達物質の応用的側面を物語る最も良い例の１つは、1950年代、60年代のモノアミン

と関連して起こった精神神経薬理の発展であり、今後の伝達物質関連薬物の開発に大きな指

針を与えるものと思われる。これは 1946年に U.S.　von　Euler がノルアドレナリンを交感

神経伝達物質と確定したのに引き続いて起こった発展である。以下に 2,3 のハイライトにつ

いて述べる。

１．ドーパミンと精神分裂病

1951年、フランスの外科医 H.Laborit は製薬会社のローン・プーラン社と共同して、安全

な外科手術を可能にする薬物の開発を行っている中で、chlorpromazine による人工冬眠麻酔

法を考案した。これはその当時パリで大きな話題を呼び、それを聞いた精神科医の J.Delay,

P.Deniker らは種々の精神疾患に chlorpromazine を用いた結果、これが精神分裂病に著効を示

すことを発見した。Delay らの原著をみると精神分裂病についてそれ程明確に書かれている

訳ではないが、事実は何よりも人を納得させるものであったのだろう。これに引き続き 1958

年ベルギーの製薬会社の P.Janssen が haloperidol を発見し、今日の精神分裂病の薬物療法の

基礎ができた。このような背景の中で A.Carlssn らは chlorpromazine および haloperidol がマウ

ス脳内のカテコールアミン代謝物を増加させることを見出し、この事実の解釈として、これ

らの薬物がモノアミン受容体を遮断し、それを補うためにモノアミン作動性ニューロンの

活動が高まり、代謝産物も増すと考えた。このような一見些細に見える事実から、どうして

このような推測が可能であったのか驚く他ないが、Carlsson らの推測は正しかったのである。

その後、多くの精神分裂病治療薬がドーパミンＤ２受容体を遮断することが次第に明らかと

なり、さらにその治療効果に基づいて、精神分裂病はドーパミンの働きが過剰なためである

とするドーパミン仮説が提唱されている。ただし、この仮説が 100%証明された訳ではない。

これに関連して思い出されるのは戦後間もない昭和 20年代に、methamphetamine（ヒロポ

ン）の中毒が日本で多発し、その症状が精神分裂病に酷似することに注意が向けらたことで

ある。これは methamphetamine がドーパミンの放出を引き起こしたためと考えられる。

２．モノアミンと躁うつ病

　インドの民間薬として古くから知られていた Rauwolfia serpentina の主成分として

reserpine が単離され、それが高血圧の治療に盛んに使われる中で、その副作用としてうつ状

態とパーキンソン病様症状が起こることが気付かれたのは 1955年頃である。一方、NIH の

B.B.Brodie らは 1955年に reserpine が脳内のセロトニンを枯渇させることを見出し、続いて
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ノルアドレナリン、ドーパミンの枯渇も同じように起こることが見出された。このようにし

て、モノアミンの増減と躁うつ状態とがそれぞれ対応するという推定がなされ、躁うつ病の

モノアミン仮説が提唱された。

この仮説は支持するもう１つの事実として、1951年頃、結核治療薬の iproniazid が結核患

者に使われる中で、この薬物が患者の気分の高揚をひき起こすことが明らかとなった。翌年

この iproniazid は、モノアミンの代謝酵素であるモノアミンオキシダーゼを阻害することが

見出され、このこともモノアミンの増加と躁状態とが関連していることを示す１つの証拠と

なった。

一方 1958年に発見されたうつ病の治療薬 imipramineもモノアミンの取り込みを抑え、ノ

ルアドレナリン作動性シナプス伝達を促進することが知られている。ただし、imipramine お

よび類似薬が単純にモノアミンの取り込みを抑え、モノアミン作動性シナプス伝達を促進す

ることによって抗うつ効果をあらわしている訳ではないらしい。

躁うつ病のモノアミン仮説が 100%正しいかどうかについてはまだ疑問があるが、モノア

ミンオキシダーゼ阻害薬とモノアミン取り込み阻害薬はうつ病の治療で中心的役割を果た

している。

３．パーキンソン病とドーパミン

　1957年頃 Carlsson らは reserpine によって脳内のドーパミンの枯渇の起こること、およ

びドーパミンの前駆物質である L-DOPA が reserpine で減少した脳内ドーパミンを回復させ、

また reserpine の効果に拮抗することを見出した。先に述べたように reserpine がパーキンソ

ン様症状を起こすことはすでに知られていたので、これらの事実は現在の基本的理解である

「脳内ドーパミンの減少がパーキンソン病の原因であり、L-DOPA がパーキンソン病の治療

に役立つ」という考えによく符合する。

1959年に Carlsson および阪大の佐野勇らは、それぞれ独立に、パーキンソン病の錐体外路

症状と関連の深い大脳基底核で、ドーパミンの濃度が選択的に著しく高いことを見出した。

続いて翌 1960年Hornykiewicz らはパーキンソン病患者の死後脳で大脳基底核のドーパミン

が激減していることを見出し、さらに 1961年 L-DOPA がパーキンソン病に著効を持つこと

を示した。Carlsson の 1957年の論文に始まる短期間で、現在のパーキンソン病の病態解明と

治療の基本が確立したのである。

これに関連して思い起こされるのは佐野勇の先駆的な研究である。佐野がパーキンソン病

患者の死後脳を分析し、ドーパミンの減少をみたのは 1959年らしい。また DOPA の効果も

1960年に見ている。それぞれ上記の Hornykiewicz らの報告より１年早い。
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　　　　（大塚正徳、神経精神薬理、Vol.19, 1997, Feb,増刊号）

抗精神病薬の薬理作用――Ｉ.ドパミンとの関係

はじめに

　抗精神病薬には各種の薬理作用があるが、そのうち最も重要なのが脳内のド

パミン系に対する作用である。この項では、薬物療法を進めるうえでの参考とな

るように抗精神病薬の主な作用部位と考えられているドパミン受容体の基礎的

な事柄について説明する。現在までのところ、ドパミンをはじめとする中枢神経

伝達物質の基礎研究は、① 1970年代前半までの伝達物質や代謝産物の測定、

② 1980年代前半までの受容体結合実験をはじめとする研究、③ 1980年代後半か

らの遺伝子クローニングによる研究という３つの大きな流れを形成して発展し

てきた。その過程で、抗精神病薬の薬理作用に関してもさまざまな知見が集めら

れてきたが、精神疾患の本態が十分に解明されていない現段階では、その本質的
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な薬理作用は推定の域を出ていないのが現状である。

　

Ａ．精神分裂病のドパミン仮説

　精神分裂病（以下、分裂病）の病因仮説として古くからドパミン仮説が唱え

られており、抗精神病薬のドパミン受容体に対する作用について述べる前に、ま

ずこの仮説について触れておく。分裂病のドパミン仮説の根拠としては、

　①中枢ドパミン系が情動と関連の深い辺縁系に投射していること

　②ドパミン放出作用のある覚醒アミンの分裂病様幻覚妄想惹起作用

　③抗精神病薬のドパミン受容体遮断作用

　④死後脳や生体での画像研究でドパミン受容体数の増加所見

　の４つが挙げられる。これらの根拠には批判があるものの、いまだに説得力

を持っており、これに代わる有力な仮説はまだ登場していない。特に、③に関し

ては、ドパミン受容体がまだD1と D2の２種類に分類されていた当時、Seeman ら

（1981、1984）は受容体結合実験を用いて、ドパミン以外のさまざまな神経伝達

物質の受容体を遮断する作用が抗精神病薬にあるが、すべてに共通しているの

はドパミンのしかもD2受容体の遮断作用であることを証明した。さらに、抗精神

病薬の臨床用量が少なくて効果がみられるものほど、in vitro で D2 受容体の遮断

に要する濃度も低いという臨床力価と受容体への親和性の相関関係も示した。

例えば、chlorpromazine に比べて haloperidol は、臨床用量が約 50 分の１であるが、

D2受容体の遮断に要する濃度も 50 分の１程度で十分である。次に④に関して、

分裂病死後脳研究で最も明確な所見は、ドパミン受容体の特に D2受容体数の増

加である。これは、分裂病そのものの変化か、服用していた抗精神病薬の影響か

の議論があるところではあるが、抗精神病薬未投与例でも増加しているが例が

あるところから、すべてではないにしても分裂病で D2受容体が増加しているの

は確かなようである。

　生体での画像研究においても未投薬の分裂病患者で D2受容体をラベルする放

射性物質を投与して positron emission tomography（以下、PET）で調べたところ、

受容体数が増加していたという報告がある。また、服薬中の患者の脳内受容体の

薬物による占有率を PET で測定すると、D1受容体の占有率は非定型抗精神病薬

でもせいぜい 50％止まりで、定型抗精神病薬では検出できないのに、D2受容体の

占有率はほとんどの薬物で 70～80％にまで達し、抗精神病薬の効果が D2受容体

遮断作用によるとする in vitro の結果を患者の脳でも追認している。

　このように分裂病のドパミン仮説、特にドパミン過剰仮説（D2受容体過感受

性）は、抗精神病薬の作用機序を説明するうえで都合の良いものとなっている

が、一方、抗精神病薬が反応しない分裂病の一群または症状が存在するのもまた

事実である。特に、いわゆる陰性症状と呼ばれる症状はドパミン受容体を遮断す
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るだけでは改善は望めず、分裂病の異種性の問題ととにドパミン過剰仮説の限

界ともいえる。そうしたなかで、Crow らによるⅠ型、Ⅱ型の分類にも類似するが、

抗精神病薬に対する反応性から、精神病状態をドパミン精神病と非ドパミン精

神病の２群に分ける試みがある（1984）。つまり、抗精神病薬に速効する群と遅

効・無効の群に分けると、抗精神病薬の血中濃度には大差がないのに 、

apomorphine負荷後の成長ホルモン値が前者で高くなる。これにはドパミン受容

体の過感受性が基盤にあると想定して Garver らはこれをドパミン精神病と呼ん

だ（1984）。この特徴として、抗精神病薬投与後のドパミン代謝産物の一過性の

増加とその後の減少という変化が顕著な例が多いことがわかっている。

　以上のような数々の所見から分裂病の、特に薬物反応性の良い一群において

は、ドパミン仮説は信憑性の高いものであり、そのなかでもD2受容体の過感受性

は強く示唆されていた。ところが、分子生物学的研究技術の進歩によって、従来

の D1受容体に D1、D5が、また D2受容体に D2、D3、D4という各サブタイプが存在す

ることが判明し、そろぞれの分裂病における役割が注目されるようになって新

たな展開をみせている。

Ｂ.ドパミン系神経の基礎的事項

 ｉ）ドパミン系神経の分布

　ドパミン神経の投射経路として表１（ドパミンニューロンの投射経路）のよ

うな系が知られている。このうち、分裂病のドパミン仮説の根拠の１つになって

いるのが、情動や認知に関連の深い中脳辺縁皮質ドパミン系［起始核：中脳被

蓋野（A10）、黒質（A9）、背側赤核（A8）；投射領域：嗅球、中隔、梨状様皮質、

扁桃核、前頭葉辺縁皮質］の存在である。このほかに中脳線条体系は、不随意運

動に関与した錐体外路系で重要な役割を果たしており、パーキンソン症状をは

じめとする抗精神病薬の副作用はこのドパミン系機能の低下に基づく。また、視

床下部下垂体系は、下垂体からのプロラクチンの放出を抑制しており、抗精神病

薬によってこのドパミン系を遮断するとプロラクチン濃度が上昇するため、乳

汁分泌や無月経などの内分泌系副作用が出現してくる。下垂体は血液脳関門が

十分に働いていないため、これを比較的通過しにくい sulpiride のような薬物は、

抗精神病作用に比べて内分泌系の副作用が多く、注意が必要である。一方、延髄

系は、ドパミン拮抗薬に頑固な吃逆への効果に関係しているらしい。

　ii）ドパミンの生化学

　ドパミンは、アミノ酸のフェニールアラニンやチロシンからチロシン水酸化

酵素によってドーパとなり、ドーパ脱炭素酵素をへて合成される。また、さらに

代謝されてノルアドレナリンやアドレナリンになることから、これらの前駆物
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質でもある。

　図１に示したように神経伝達物質としてのドパミンはシナプス小胞と呼ばれ

る顆粒内貯蔵所に存在し、この小胞が細胞膜に融合して内容物が放出される。ド

パミン含有小胞は軸索内微小管に沿ってシナプス前終末部へ輸送される。小胞

内へは、局所でフェニールアラニンから合成されるものと、放出される後に細胞

外からドパミントランスポーターと呼ばれる蛋白を介して再取り込みされらも

のとが貯蔵されている。細胞質内から顆粒内へは、ベジクルアミン顆粒トランス

ポーターと呼ばれる各モノアミン伝達物質に共通した蛋白を介して運ばれる。

このうちドパミントランスポーターについては、後の項で詳しく述べる。

　役割を終えたドパミンは、モノアミン酸化酵素（MAO）によって 3,4-dihy-

droxyphenylacetic acid (DOPAC)へ、さらに、カテコール－O－メチル転移酵素

（COMT）によって homovanillic acid （HVA）へ代謝され、生理活性を失う 。

MAO は、シナプス神経終末のミトコンドリア内に局在し、基質特異性の違いか

らＡ型とＢ型に分けられる。それぞれ脳内分布が異なり、脳室周囲にはＢ型が高

濃度に分布している。抗うつ薬として使用されることのある MAO阻害薬は、モ

ノアミンの代謝を抑制してシナプス間隙のモノアミン濃度を高める働きがある。

一方、COMT は、細胞外代謝に関与している。放出されたドパミンは、細胞表面の

受容体を刺激した後、前シナプスに取り込まれるか COMT によって代謝される

か、細胞外液によって運び去られる。抗精神薬病を動物に投与すると線条体や側

坐核でドパミンの代謝産物である DOPACやHVA が著しく増加する。また、ヒト

でも抗精神病薬を投与されると血中の HVA の一過性の上昇をみる。この現象は

薬物によってドパミンの代謝回転が亢進するためと考えられている。

　iii）ドパミン系の細胞内情報伝達系

　中枢神経系における受容体は、イオンチャンネル複合体型とＧ蛋白共役型に

二大別されるが、ドパミンの受容体はすべて後に属している。このうち、D1受容

体は共役するＧ蛋白が促進性（Gs）で、D2受容体は抑制性（Gi）と考えられて

いる。すなわち、D1受容体はアデニン酸シクラーゼを刺激して細胞内の２次メッ

センジャーである cAMP の濃度を高める。一方、D2受容体は cAMP の濃度を低下

させたり、Ｋチャンネルの開口に関与しており、また、Ｋチャンネルの活性化に

よってイノシトールリン脂質代謝にも影響を与える。最近見つかって D1、D2受容

体の亜型についてもそれぞれの情報伝達系の違いが現在検討されている。

　ドパミンやその作動薬による刺激を受けて細胞内へ情報を伝え、役割を終え

た受容体は、その後リン酸化されたり、インターナリゼーションといって一時的

に細胞膜内へ取り込まれたりするが、いずれ細胞内のライソゾームで代謝分解

される。
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　抗精神病薬は、ドパミン受容体を遮断することで、このような受容体刺激後の

情報伝達の経路に変化を与えたり、受容体自体の代謝サイクルにも影響してい

ると考えられる。

　

　iv）フィードバック機構

　ドパミンニューロン活動の調節機構としては、他のニューロンを介する長い

フィードバック回路（線状体黒質 GABA 系など）とドパミンニューロン上の自

己受容体（今のところD2と後述する D3受容体）による短いフィードバックが

ある。このうち長いフィードバックは、線条体から黒質のドパミン神経細胞体へ

投射し、これに抑制的に働くGABA 系が有名である。これに対して、サブスタン

スＰの系はドパミンニューロンに促進的に働いている。一方、短いフィードバッ

クの自己受容体は、ドパミンニューロンの発火、ドパミンの合成、ドパミンの放

出を制御する機能がある。脳部位では中脳から前頭前野へ至るドパミンニュー

ロンは、黒質線条体系に比べてドパミン放出以外のフィードバック機構が弱い

と考えられている。

　一時期、分裂病の治療に、自己受容体を刺激する程度のドパミン作動薬（多く

は apomorphine）を投与して、ドパミンの放出を抑えることで分裂病を治療しよ

うという試みがあった。この試みは十分な成果をあげるまでには至らなかった

が、現在でも抗精神病薬候補として、自己受容体の作動薬の開発は行われている

　抗精神病薬がドパミン受容体を遮断してドパミン伝達が低下すると、代償的

にこれらフィードバック機構が働いて、ドパミン神経活動が活性化される。特に

前シナプスの自己受容体が抗精神病薬によって遮断されると、ドパミンの放出

に抑制がかからなくなり、後シナプスの遮断作用が減弱したときにかえってド

パミン伝達過剰になり、これが急性ジストニアの発現機序ではないかとの見解

がある。

　v）ドパミン系と共存する神経ペプチド

　以前から、脳内において、ペプチドがアミンやアミノ酸などの神経伝達物質と

ともにニューロン内に共存し、co-transmitter として、神経伝達にかかわっている

ことが知られている。ドパミンもエンケファリン、ニューロンテンシン、コレシ

ストキニン（CCK）といった神経ペプチドと共存している。一時期、分裂病や陰

性症状や遅発性ジスキネジアの治療に CCK様物質が試用されたことがあるが、

動物実験でこのペプチドがドパミンニューロンの機能低下を引き起こすものの、

ヒトでの効果は不確実であり、結局治療薬としては認可されなかった。
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Ｃ．ドパミン受容体の亜型

　最近 10年ほどの間に分子生物学的研究手法によって受容体の同定が次々に進

められ、ドパミン受容体も例外ではなく、従来の薬理学的な手法では捉えること

のできなかった亜型まで見つけだされた（表２）。現在までに見つかっている

すべてのドパミン受容体亜型は、Ｇ蛋白共役型受容体群に属し、構造的には１つ

のポリペプチドで、Ｎ末端を細胞外に、Ｃ末端を細胞内に、７カ所の疎水性アミ

ノ酸からなる膜通過部分を持つ類似した一次構造を持つ（図２）。さらに、これ

らのアミノ酸配列にはかなり共通部分があり、その相同性の程度と構造上から、

第３番目の細胞内ループが短くてＣ末端の長い D1群（D1と D5）と逆に細胞内

ループが長くＣ末端部の短い D2群（D2、D3、D4）に分けられる（図２）。一方、ド

パミンニューロンからシナプス間隙に放出されたドパミンを前シナプスに再び

取り込む部位がドパミントランスポーターであり、幻覚妄想惹起作用のあるコ

カインの主な作用部位と言われ、精神症状にとって重要な役割を担っていると

推測されている。この蛋白は、現在までに同定されているいくつかの神経伝達物

質のトランスポーターと同様に、Ｎ末端もＣ末端も細胞内に持ち、細胞膜を 12回

貫通する特異的な構造をしている（図２）。

 ｉ）D1受容体群

　D1受容体は、3H-フルペンチキソールでラベルされ、抗精神病薬のなかでは

phenothiazine 系薬物が比較的親和性が高いものの、butyrophenone 系や benzamide

系は低く、臨床用量と受容体への親和性には相関がない。このため、分裂病のド

パミン仮説としては D2受容体が主に研究され、D1受容体についてはほとんど顧

られていなかった。しかし、SKF－38393や SCH23390 のような D1に選択的な作

動薬や拮抗薬（respectively）が開発されてから、次第にその重要性が指摘される

ようになった（表３）。また、受容体の遺伝子クローニングによって、この受容

体に薬理学的には類似しているが、これとは別の D5受容体の存在が確認され、そ

れぞれの役割に注目が集まっている。

(１）D1受容体

　行動薬理学的研究で、D1の拮抗薬が、動物で多動や常同作動などの D2作動性

の行動を抑制し、D2のみの拮抗作用と思われていたカタレプシーを出させるこ

と、また、D1作動薬の D2作動薬の間には相乗効果があることなどがわかり、現在

では D1受容体と D2受容体は機能的に独立しているものの、脳内では相互に協力

しあってドパミン機能を営んでいると考えられている。

　D1受容体の分布は、線条体や側坐核、嗅結節に多く、黒質網様層にも存在する。

D2受容体群とは異なり、自己受容体としては存在しないと考えられている。ヒト
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の前頭葉皮質では D1は D2よりも 10倍も多く、D2が皮質第・層にのみ存在する

のに対して、D1はⅠ、Ⅱ、Ⅲ a、Ⅴ、Ⅵ層と広く分布し、前頭前野における認知や記

憶機能に重要な役割を果たしていると考えられ、分裂病においても何らかの障

害を受けている可能性がある。

　分裂病の死後脳では D1受容体密度は変化していないと報告され、分裂病とこ

の受容体の異常とを直接示唆する所見には乏しい。しかし、分裂病の脳で D1受容

体作動薬の SKF-38393 刺激によるアデニル酸シクラーゼ活性の亢進の報告があ

り、D1と情報伝達系との共役の障害が指摘されている。D1受容体に比較的親和性

の高い抗精神病薬には、chlorpromazine、thioridazine, zotepine, clozapine, 

fluphenazine, thiothixene などがあるが、このうち fluphenazine、thiothixene は特に選

択性が高い（表４）。

（２）D5受容体

　D5受容体は、ラットで当初言われた D1b受容体に相当する。ドパミンそのもの

への親和性が D1よりも 10倍高いというが、拮抗薬の抗精神病薬に対してはどの

薬物もD1受容体とほぼ同様の親和性を示す（表４）。この受容体に選択性の高

い薬物はまだ見出されていないため、その分布を知るには mRNA の分布から推

測するしかない。D1受容体と異なり、D5受容体は発現量が少ないものの、海馬や

乳頭体に比較的多く発現している。また、脳以外にも末梢リンパ球で発現してい

おり、その機能は不明であるが、この受容体に親和性が高い薬物が投与された場

合、脳への移行前にリンパ球への結合を考慮する必要がある。その他に、D5受容

体には２つの偽遺伝子が存在することが知られている。

  ii）D2受容体群

　かつて 3H－spiperone 、3H－sulpiride、3H－haloperidol などでラベルしていた D2

受容体は情報伝達系として Gi に共役し、アデニル酸シクラーゼを抑制し、cAMP

の産生を抑えることが知られていた。しかし、D2受容体に薬理学的には類似する

もののこれとは異なる D3と D4受容体の存在が確認され、その脳内分布や抗精神

病薬への親和性から、錐体外路系副作用に関連が深い D2よりもむしろD3やD4

に抗精神病作用が関係しているのではないかと議論されるようになった。

（１）D2受容体

　1988年にアドレナリン β2受容体遺伝子を用いてラット D2の cDNA を捜し出

したのがドパミン受容体遺伝子のクローニングの最初の報告である（表２）。

その後、RNA スプライシングによって 29 アミノ酸の有無による長短２つの D2

受容体が発現していることが分かった（図２）。現在までのところ、この　長短
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２つの受容体の薬理学的性質の明らかな違い見出されておらす、各抗精神病薬

の親和性に有意な差はない。しかし、この差がＧ蛋白との共役に関与している第

３番目の細胞内ループの位置にあるため、Ｇ蛋白との共役に差があることが予

測されるが、今のところそういった報告はない。むしろ、プロテインキナーゼＣ

による影響や受容体刺激後の脱感作の様式に差があるとの報告がある。また、組

織における発現では、短い受容体が下垂体で 12～15％であるのに線条体をはじ

めとする他の部位では 20～30％と発現の程度に差があることがわかっている。

　Seeman らは、ヒトや動物の脳組織や遺伝子発現させた培養細胞の D2受容体を

用いて 3H-nemonapride と 3H-spiperone結合を行ったところ、前者が後者の約２倍

の結合数（Bmax）を示すことから、前者は D2受容体の monomers に結合するの

に対して後者は dimers に結合することを反映していると考察した。これは、従来

の受容体結合実験の butyrophenone 系薬物と benzamide 系薬物の結合数の違いを

説明するのに役立つが、生体内で実際に D2受容体が monomers／dimers の存在形

態を取っているのかどうかは不明でさらに検証が必要であろう。

　これまでの抗精神病薬の多くは D2受容体への親和性が強く、抗精神病作用も

錐体外路系副作用もこの受容体遮断のためと考えられていたが、最近では

clozapine に代表されるような D2以外のドパミン受容体亜型への遮断作用を持つ

薬物の開発が進められている。そうしたなかで D2受容体はますます錐体外路系

の副作用との関連を指摘されることが多い。例えば、最近、ドパミン D2受容体を

分子生物学的手法で欠損させた（ノックアウト）マウスを作成したところ、パ

ーキンソン病様の運動緩慢を示すようになったという報告がある。今後、D2受容

体と抗精神病薬によるパーキンソン症状との関連を検討するのに有力な動物モ

デルになると考えられる。

　抗精神病薬を動物に慢性投与すると、受容体遮断の代償作用として脳内の D2

受容体数が増え（up-regulation）、行動上はドパミン作動薬に対する過感受性が

生じる。これは、臨床的には遅発性ジスキネジアの発現機序と考えられている。

この時、D2の mRNA については増加するという報告と不変とする報告があり、結

果が一定していないが、受容体の合成の場である mRNA が増加している可能性

は高いと思われる。しかし。不可逆性に受容体を阻害する薬物を加えてその代償

を調べたデーターでは、受容体の合成も分解も共に低下しており、受容体数の増

加はむしろ分解の低下によるという報告もある。

（２）D3受容体

　Sokoloff ら（1990）は、既に報告されていた D2授与体遺伝子の配列を利用し

て、新しいドパミン受容体遺伝子をクローニングすることに成功し、これを D3と

名づけた。彼らは D2と D3を培養細胞に発現させて、薬理学的に比較検討し、ほと
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んどの抗精神病薬は D2、D3ともに nanomolar のオーダーで作用するが、多少薬物

によって異なり、D3よりもD2に 10倍強力なものから、pimozide のようにほぼ同

じ程度の Ki値を示すものまであることを報告した（表４）。脳内分布では、D2

の mRNA が線条体をはじめとして豊富なのに比べ、D3mRNA はわずかしか発現

しておらず、A10 領域からの投射を受けている領域（辺縁系）に比較的多く、下

垂体では検出されなかった。以上より、Sokoloff らは、D3は D2とは異なり、辺緑系

で主に発現され、抗精神病薬の作用部位であり、精神病症状に最も関係した受容

体であると考えた（1992）。

　D3受容体への親和性が比較的強い抗精神病薬には、この他に

sulpiride、carpipramine、nemonapride、があり、haloperidol は弱い（表４）。このよう

に、D3受容体に比較的強い遮断作用を持つ薬物には、錐体外路系副作用が少なく、

賦活作用や抗うつ作用を持つものが含まれていることから、副作用がなく、しか

も陰性症状への効果も期待できる理想的な抗精神病薬になるのではないかとの

期待がある。現在のところ、実験的には選択的作動薬として 7OH-DPAT（7-

hydroxy-Ｎ, N-dipropyl-2-aminotetraline）が用いられている（表３）。また、選択

的拮抗薬としては AJ76、UH232、S-14297、VH232 などの薬物が抗精神病薬候補と

して研究されており、いずれ臨床にも応用される薬物が登場するものと思われ

る。D3受容体が動物への抗精神病薬の慢性投与で D2のように密度が増加するか

どうかは不明であるが、mRNA レベルでは haloperidol投与後に全脳で増加する

との報告が見られる。

（３）D4受容体

　D4遺伝子は、ヒトニューロブラストーマ細胞から得られた cDNA とラット D2

の配列を利用したプロープとのクロスハイブリダイゼーションによって取り出

された。D2やD3はアデニル酸シクラーゼを抑制するが、構造は類似するものの

D4受容体はまだどのような系に共役しているか不明である。この受容体の特徴

は、非定型抗精神病薬の原型である clozapine への選択性が非常に高いことで、そ

の作用部位として注目されている。clozapine は、わが国では造血器障害のため認

可されなかったが、錐体外路症状やプロラクチンによる内分泌性の副作用が少

なく、米国では難治性の分裂病の治療薬として使用されている。この薬物は D4以

外にもD1やセロトニン系受容体の一部にも強い親和性を持つが、おもな作用点

が D4であるとすれば、この受容体に強い遮断作用を持つ薬物は D3同様に副作用

が少なく、難治性の分裂病の治療薬となりうる。その他に D4受容体に比較的親和

性が高いのは、従来D2作動薬として実験に使用していた apomorphine がある。臨

床で使用されている抗精神病薬では、spiperoneや nemonapride がこの受容体に比

較的高い親和性を持つが、haloperidolや chlorpromazine は親和性が低い（表４）。
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現在、D4受容体の選択的拮抗薬として NGD-94-1 などの薬物が開発中であり 、

clozapine のような造血器障害の副作用のない非定型抗精神病薬として臨床応用

されることが期待される。

　分子生物学的な手法で見つかった受容体のなかには、まだ選択的なリガンド

がないことから、その脳内分布を調べるには、受容体を免疫反応によって識別す

るか、受容体をコードしている mRNA を捉える方法しかない。D4もそうした受容

体である。D4の mRNA は、脳内ではごくわずかしか発現しておらず、延髄、扁桃核、

中脳、前頭葉皮質に多く、線条体や海馬には少なく、この分布は D2やD3とは異な

る。脳以外では網膜や胎盤、腎、副腎などでの発現が報告されているが、その機能

は不明である。

  iii）ドパミントランスポーター（DAT）

　神経伝達物質として放出されたモノアミンの一部は再びシナプス前へ取り込

まれるが、その機序については最近まで不明の点が多く、その部位についても概

念的に取り込み部位と呼んでいた。しかし、その部位が特異な構造をした膜蛋白

であることがクローニングによって明らかになり、トランスポーターと呼ばれ

るようになった。この蛋白は、N末端もＣ末端も細胞内にあり、膜を 12回通過す

る疎水性のアミノ酸配列を持つ一次構造をしており、これはドパミン以外の神

経伝達物質のトランスポーターにも共通している。（図２）。動物での DAT の分

布は、線条体、嗅結節、側坐核で多く、黒質、扁桃核、視床下部でもみられるが 、

mRNA はほとんどドパミン細胞体の存在する中脳（黒質緻密層と腹側被蓋野）

に存在し、他の脳部位ではみられない。ドパミンの輸送は、Na＋と Cl－イオンの流

れと共役している。つまり、DAT の細胞外表面に Na＋、ドパミン、Cl－の順で結合

すると蛋白のコンフォメーションが変わって結合部位が細胞内へ向き、結合し

ていたものが細胞内へ離れて行き、再び結合部位が細胞外へ向くという説であ

る (Boja et al.,1994）。

　ドパミンのトランスポーターは、コカインの作用部位として注目されており、

精神症状にも関連が深いと考えられている。しかし、コカイン慢性投与した場合

に DAT の密度には影響を受けないという報告が多い。また、分裂病の死後脳の研

究では、側坐核や尾状核でドパミンやノルアドレナリンのトランスポーターの

KmやVmax がともに増加しているとの報告がある一方、DAT密度を直接測定し

た結果では不変との報告が多い。しかし、パーキンソン病の PETや死後脳研究で

は DAT は減少していおり、その程度は臨床症状とも相関していると言われ、DAT

はドパミンニューロンの脱落の指標となりうる。

　表５に DAT に対する各種薬物の親和性を示す。これによると、抗肥満薬のマジ

ンドールやコカインが親和性が高く、抗精神病薬の中では pimozide が比較的親
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和性が高い。ちなみにこの薬物は、抗幻覚妄想作用だけで無く賦活作用も併せ持

ち、慢性投与でプロラクチン放出を抑制したり、D2受容体感受性を低下させるな

どドパミン遮断とは逆の作用が指摘されているが、これは DAT への作用による

ものかもしれない。ノルアドレナリンやセロトニンのトランスポーターに親和

性の高い抗うつ薬は DAT には高くない。

　　　　　　　　　　（抗精神薬の使い方、大月三郎監修・藤原　豊著。1996）

抗精神病薬の薬理作用－Ⅱ．ドパミン以外の神経伝達物質との関係

Ａ．非定型抗精神病薬

　抗精神病薬が精神分裂病の薬物治療に導入されてから 40年以上が経過したが、

既に述べたように治療抵抗性の症例の存在、陰性症状への効果が乏しいこと、遅

発性ジスキネジアの出現など、治療上の限界と耐薬性の問題が指摘されて久し

い。

　抗精神病薬の作用機序に関する基礎的事項は、最近の抗精神病薬の開発で主

流を占めている非定型抗精神病薬との関連で議論されている。そこで非定型抗

精神病薬についてもう一度概念の整理を行ってみたい。

　1990年国際神経精神病薬理会議による非定型抗精神病薬の定義は、

　・分裂病の陰性症状を改善する。

　・パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジアを最小限にしか引き起こさない。

　・血清プロラクチンの上昇を引き起こさない。

　　とされている。ただし陰性症状への有効性、治療抵抗性症例に有効であるこ

とは定義に含めず、パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジアを引き起こさず、

プロラクチンの上昇を来さないことに定義を限定する見解もある。前臨床の動

物実験ではドパミン作動薬による運動量増加、常同行動に対する抑制、条件づけ

回避行動の抑制が抗精神病作用のスクリーニングに用いられているが 、

haloperidol, chlorpromazine など定型抗精神病薬ではこれらの実験的抗精神病作

用を生じさせる用量とカタレプシーを引き起こす用量が接近している。これに

対してカタレプシーを引き起こす用量よりも実験的抗精神病作用に必要な用量

が少ないものが非定型抗精神病薬に該当するわけであるが、実際にはさまざま

な薬理作用を持ったものがこれに含まれている。例えば選択的な D2、D3遮断薬で

抗 5-HT2A作用を全く欠く benzamide 系抗精神病薬のなかでも、remoxipride は D2

レセプターへの親和性が低く、カタレプシーを惹起する用量と apomorphine によ
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る運動量増加を抑制する用量がかけ離れているため非定型に分類されている。

それ以外では、多くの非定型抗精神病薬は抗 5-HT2A／抗 D2作用を有し、最近では

serotonin-dopamine antagonist（SDA）という概念が提唱されている。SDA の代表

が risperidone, sertindole, olanzapine で、欧米の文献のなかには zotepine を含ませ

るものもある。

Ｂ．精神分裂病におけるセロトニンの関与－非定型抗精神病   薬の関連から

　clozapineも含め抗 5-HT2A作用を持つ抗精神病薬がどのようにして錐体外路症

状を伴わず優れた治療効果を持つのかという疑問には、精神分裂病におけるセ

ロトニンの関与という問題がかかわってくる。現在でもなお精神分裂病でドパ

ミンの関与を指摘する論拠は優勢であるが、LSD（lysergic acid diethylamide）な

どのセロトニン系に作用する薬物に幻覚惹起作用があることや、clozapine をは

じめとする非定型抗精神病薬のなかに抗 5-HT2A作用の強いものがあることから、

精神分裂病の病態にセロトニン系がなんらかの関与をしていると推定されてき

た。

　分子生物学の発展によってセロトニンレセプターのサブタイプの多様性が明

らかとなった。それらのサブタイプのなかで抗精神病作用に関係するのは既に

述べたように 5-HT2Aレセプターである。5-HT2Aレセプターは前頭皮質、中脳辺縁

系、線条体に豊富に存在し、行動、情動、睡眠・覚醒のサイクルに深く関与してい

るといわれている。側脳室の拡大のある分裂病患者では髄液中のセロトニンの

最終代謝産物である 5-hydroxyindoleacetic acid（5-HIAA）が減少していること、

逆に血液中の 5-HT量は増加していることが報告され、死後脳の前頭葉で 5-HT2A

レセプターが減少していたという報告もある。セロトニンが分裂病の病態に関

与しているという推定は partial agonist である m-chlorophenyl-piperazine（m-

CPP）を用いた内分泌学的検討でも示唆されている。m-CPP はプロラクチンと成

長ホルモンを上昇させ、非服薬分裂病者で症状の増悪をもたらす。非服薬下の分

裂病症例に m-CPP を投与して起こる症状の増悪とプロラクチンの上昇は

clozapine によって予防されたが、fluphenazine によっては予防されなかった。これ

らのことはセロトニンアゴニストによる分裂病症状の増悪に 5-HT2Aレセプター

が関与していることを示唆するものである。セロトニンの分裂病への関与を示

すもう１つの傍証として、選択的な 5-HT2A遮断薬であるがそれ自身では抗精神

病作用を欠く ritanserin を定型抗精神病薬に付加投与したときの効果が挙げられ

る。ritanserin は定型抗精神病薬による錐体外路症状を抑制するだけでなく 、

SANS で評価された陰性症状も改善したと報告されている。risperidone をはじめ

とする SDA で錐体外路症状が起こりにくい理由は図１のように説明されている。

その概略はセロトニンニューロンは黒質線条体ドパミン系を抑制的に神経支配
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しているが、セロトニンのドパミンに対する抑制が抗 5-HT2A作用によって解除

されることにより線条体内のドパミン濃度は上昇し、そのため線条体の D2レセ

プター遮断によって生じる錐体外路症状が緩和されるというものである。ドパ

ミンに対する脱抑制ともいうべきこき模式図が妥当なものかどうかは別として

SDA が錐体外路症状を引き起こしにくい理由は今後の研究でさらに明らかにな

るだろう。

　わか国では臨床に供されていないとはいえ、clozapine はその特異な臨床効果

ゆえに抗精神病作用発現におけるドパミンとセロトニンとの相互作用、あるい

は精神分裂病の病態を研究するための test drug として実験的研究でその有用性

が認識されている。5-HT2Aレセプターの遮断効果以外にセロトニン系に対する

clozapine の直接的効果はあまり知られていないが、cloazpine の急性投与によっ

て側坐核のセロトニンが減少したという報告もある。

　　　　　　　　　　（抗精神薬の使い方、大月三郎監修、秋山一文著、1996）

非定型抗精神病薬（その２）

Atypical antipsychotics

非定型抗精神病薬とは

　精神分裂病の精神生理学的発症機序はいまだに十分な解明がなされていない

が、ドーパミン（dopamin ：DA）系の異常がその本態であるとする“ドーパミ

ン仮説”が広く受け入れられている。ドーパミン仮説は、①臨床で抗精神病薬と

して使用されている薬物が DA 受容体アンタゴニストであること、②DA アゴニ

ストであるデキストロアンフェタミンなどの薬物が幻覚、妄想、思路障害などの

精神分裂病の陽性症状を発現すること、という二つの側面から成立している。ハ

ロペリドール（HP）やクロルプロマジン（CP）に代表される従来の抗精神病

薬（“typical”or“traditional”antipschotics）は、中脳辺縁－皮質系および黒質線

条体系における D2受容体阻害作用を共通の主作用としており、抗精神病作用お

よび副作用である錐体外路症状（extrapyramidal）side effect：EPS）を発現する。

しかしながら、これらの“traditional”D2アンタゴニストは精神分裂病を完全寛

解に導入するに至らないことが多い。また、陽性症状が改善した後に無為、自閉、

活動性の低下、興味や関心の喪失などの陰性症状の残存がしばしば認められる。

さらに、薬物投与中に出現するジストニア、アカシジア、パーキンソン症状など
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の EPS が患者に苦痛をもたらし治療効果を減弱させることになる。こうした従

来の抗精神病薬による薬物療法の限界が明らかになるにつれて、より治療スペ

クトルが広く副作用の少ない新たな抗精神病薬の開発が望まれるようになった。

このような経過から開発されたのが非定型抗精神病薬（atypical antipsychotics）

である。

　非定型抗精神病薬の概念は、臨床的に、①陽性症状とともに陰性症状について

も改善を期待しうる、② EPS の出現頻度が低い、という特徴をもち、薬理学的に

は D2受容体以外の DAサブタイプおよび DA 系以外の神経伝達物質系に作用点

を有する薬物であるといえる。このなかで最初に開発された代表的な薬物はク

ロザピンであるが、副作用として顆粒球減少症が認められたためわが国では導

入されなかった。現在わが国で認可されている atypical antipsychotics は 1996年６

月に発売されたリスペリドンであり、AD－5423、olanzapine, seroquel, sertindol, 

SM－9018 および zipracidone が治験中である。

atypical antipsychoticsの薬理学的特性

　DA 受容体は D2ファミリー（D2、D3、D4）および D1ファミリー（D1、D5）に分

類される。D2受容体に対する atypical antipsychotics の作用は

“typical”antipsychotics と比較して黒質線条体系（A9 cell group）よりも中脳

辺縁－皮質系（A10 cell group）に対する占拠率が高く、このことが EPS出現頻

度の低い理由と考えられる。また D2サブファミリーのなかでは D3および D4受

容体に対する親和性が typical antipsychotics と比較して高い。D2／D3親和性の比

は HP が 10～20 で D2受容体に強い親和性を有するのに対して、atypical antipsy

chotics は２～３と相対的に D3受容体に対する親和性が高い。D3受容体は主とし

て中脳辺縁－皮質系に発現しているが、D3受容体異常と精神分裂病の発症は遺

伝学的に関係ないと報告されており、atypical antipsychotics のもつ D3受容体高親

和性と抗精神病作用との関連性については今後の研究が待たれる。クロザピン

は、D4受容体への親和性が D2受容体の 10倍以上であると報告されている（表

①）。抗精神病薬はいずれもD1、D2受容体両方に結合するが、atypical 

antipsychotics の D1受容体親和性は低いものが多い。D1アンタゴニストは動物に

おいてカタレプシ－を誘発することが知られており、D1受容体に対する親和性

の低さも EPS が少ない理由の一つになっている可能性がある。また、D1サブファ

ミリーの D5受容体は DA 系の全体的な調節（dopaminergic tone）の重要な関与

があると考えられているが、atypical antipsychotics の臨床効果にどのように関与

しているかは明らかではない。Atypical antipsychotics は前頭葉皮質において DA

代謝を亢進させることが明らかになっており、この作用が陰性症状の改善作用

の一つの要因であると考えられる。
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　DA 系以外の atypical antipsychotics の作用点としてとくに注目されるのはセロ

トニン系５－HT2、５－HT3および５－HT6受容体に対する作用である。Atypical 

antipsychotics は５－HT2A／D の Ki値の比が 1.1以上で高い５－HT2A作用をもつ

ことが特徴であり、このことが抗うつ、抗不安作用および陰性症状改善に関与し

ているものと考えられている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青葉安理／諸川由実代）
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抗精神病薬（neuroleptics）

クロザピン（clozapine）

リスペリドン（risperidone）  

　

逆耐性現象

Reverse tolerance phenomenon

 

逆耐性現象とは

　中枢神経興奮薬（コカインやアンフェタミン類）や L－dopa などを反復投与
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していると、毎日一定量を投与しているにもかかわらず、異常行動（けいれん、

常同行動、多動、カタレプシー、視覚性探索行動、ジスキネジア、学習行動の障害

など）がしだいに増強する。これは脳内の薬物蓄積によるものではなく、耐性と

はまさに正反対の現象なので、広く逆耐性現象（以下、逆耐性）とよばれている

逆耐性の定義

　逆耐性という用語を最初に記述した論文は不明であるが、コカインの反復投

与でけいれんが起こりやすくなることを、はじめて耐性と対比させて記載した

のは Tutum と Seevers （1929）である。田所は、この Seevers が逆耐性（reverse 

tolerance）とよんでいたと記載している。Post と Kopanda （1976）も、上述した

行動上の反応の増強を逆耐性（reverse tolerance effects）とよび、キンドリングと

して理解できるとした。しかし、逆耐性はキンドリングと現象上の特徴を共有し

ているものの非てんかん性の行動変化であり、てんかん性の反応にみられるキ

ンドリングとは異なっている。

　一方、わが国では戦後の第一次覚醒剤乱用期における研究で、長期乱用中に遅

発性の覚醒剤精神病がみられることや、長期断薬後の再注射で容易に幻覚妄想

状態が再現したり自然に再燃することが報告されていた（立津ら、1956）。アン

フェタミン依存者の場合も長年にわたる断薬ののち、再乱用で妄想的概念が即

時に再現したという Kramer（1972）の記載もある。臺 は、この特異な精神病の

再現現象を履歴現象とよんだ。

覚醒剤精神病と逆耐性

　そうしたなかで著者は覚醒剤の第二次乱用期に遭遇し、覚醒剤精神病の発症

過程、覚醒剤の再注射による再発、および抗精神病薬の再発予防効果を検討した

少量１回の覚醒剤の再注射で以前と同様の精神病エピソードが再現したり、再

注射していないのに自然再燃した症例を報告した。覚醒剤の長期乱用中に遅発

性に出現する精神病エピソードと断薬後の再発しやすさはキンドリング現象と

同様の特徴を備えていたが、非てんかん性の現象なのでキンリングとはよばず、

逆耐性とよんだ（1979、1982）。それは、覚醒剤の長期乱用中におきる二つの変

化；①覚醒剤を注射した後の体験が、しだいに非精神病性のものから精神病性

のもの（分裂病の体験症状と酷似）に変化し、その変化した反応パターンが断

薬後長年にわたって持続すること、②この精神病エピソードは覚醒剤の長期乱

用とともにしだいに起こりやすくなり、少量または短期間の再使用で急速に再

現すること（長期過敏性、long-lasting behavioral hypersensitivity）を特徴としてい

る。また、いったんは回復した覚醒剤精神病の患者がハロペリドールやフェノチ

アジンを服用した後で覚醒剤を再注射した際には精神病状態の再現は抑えられ、
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その再発予防効果には用量依存性がみられたことや、その後に抗精神病薬の服

用をやめて覚醒剤を再注射したときには前回と同様の精神病エピソードが急に

再現したことから、覚醒剤の長期乱用中にみられる精神病状態の逆耐性には脳

内カテコールアミン（とくにドパミン）作動系が関与していると考えられてい

る。

　覚醒剤精神病の再発機序を研究する動物実験モデルとして、著者がメタンフ

ェタミン（MAP）反復投与による逆耐性を提唱したのは 1979年のことである。

動物に MAP を反復投与すると常同行動が増強して外界の刺激によっても中断

されなくなり、その異常行動は断薬３ヵ月後であっても以前は無効量であった

少量の MAP で再現することを示し、これを逆耐性とよんだ（図１）。この逆耐

性の形成はハロペリドールの前処置で阻止され、逆耐性で形成された異常行動

の再現もハロペリドールで阻止された。覚醒剤精神病にみられた逆耐性現象と

薬理学的に同質の現象を動物に再現できたことから、それが、覚醒剤精神病の発

現と再発を研究する動物実験モデルになることを提唱した。

逆耐性現象研究の今後

　このように覚醒剤精神病にみられる逆耐性は、覚醒剤精神病の発現と再現機

序を解明するために臨床場面において提唱された行動薬理学的な概念である。

逆耐性現象が分裂病の研究に広く用いられているが、それは近年、分裂病のスト

レス・脆弱性概念が重視されていることと関係している。カテコールアミンと

類似した構造式をもつ覚醒剤の反復で後天的に分裂病様症状の発症脆弱性が形

成される事実から、ストレスの反復で後天的に発症脆弱性が形成される可能性

が示唆される。ストレスによる逆耐性が注目されるゆえんである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤光源）

レビュー文献

１)佐藤光源ほか：覚醒剤による遅発性精神病、精神医学 38：796-806、1996
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［関連語］

履歴現象

作動感作
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キンドリング

精神病と受容体（レセプター）

受容体過感受性仮説

Receptor hypersensitivity hypothesis

 受容体過感受性仮説とは

　躁うつ病などの感情障害や精神分裂病の病態としてアミン神経伝達の異常が

想定されているが、アミンの合成、分泌の異常が必ずしも明確ではないので、ア

ミン情報を受け取る側である受容体の過感受性がそれらの精神障害の病態では

ないかという仮説である。

精神分裂病のドーパミン受容体過感受性

　精神分裂病治療薬はドーパミン D2や D4亜型とよばれるドーパミン受容体を

占拠し、ドーパミン神経情報の伝達を阻害する薬効を有し、また、精神分裂病死

後脳の線条体における D2やD4受容体密度は増加していることが知られており、

精神分裂病においてドーパミン受容体過感受性が存在すると考えられている。

近年開発された非侵襲的脳機能解析法としてのポジトロン・エミッション・ト

モグラフィー（PET）を用いた解析でも、抗精神病薬服用中の精神分裂病患者線

条体の D2や D4受容体はそれらの抗精神病薬により占拠されていることが脳画

像学的に証明されており、また、必ずしも一致をみているわけではないものの 、

PET 画像での D2ないし D4受容体結合強度が精神分裂病者の線条体を中心とし

た領域で増加していることが報告されてきており、ドーパミン受容体過感受性

仮説が支持されている。ただし、精神分裂病はおもに思春期に発病するので、こ

のドーパミン受容体過剰発現が生来性であるのか、それとも発症時に突然増加

するものであるかという点も含めて、この仮説では思春期発症の理由を説明し

ずらいという難点が指摘されている。最近、細胞構築学的研究から脳形成時期に

おける何らかの障害が精神分裂病の発症と関連している可能性が指摘され、神

経発達学的病因仮説とよばれているが、新生児期に両側の海馬を破壊したラッ

トが生殖可能な時期になってはじめて対照にくらべ、アンフェタミンに対する

行動学的反応が過剰となり、その異常は抗精神病薬の投与で阻止できることか

ら、発達期の海馬破壊に対する代償的な神経回路の変化が成長後にドーパミン

神経伝達や受容体機能を亢進させる可能性があることになり、精神分裂病のド

ーパミン受容体過感受性仮説が思春期発病という面でも矛盾しない可能性があ
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ることになる。

感情障害のセロトニン受容体過感受性

　躁うつ病などの感情障害死後脳のセロトニン濃度は不変であることから、後

シナプスのセロトニン受容体および細胞内情報伝達系機能の低下が感情障害の

病態を形成するのではないかと考えられ、セロトニン受容体機能の研究がおこ

なわれてきたが、セロトニン－1A受容体（５－HT1A）の機能低下が見出される一

方、５－HT2A受容体機能の亢進が確認されるに至っている。感情障害における５

－HT 受容体過感受性仮説は発症前からセロトニン神経伝達の低下と受容体機

能の亢進が同時に存在していて平衡が保たれているが、ストレスに曝されてセ

ロトニンの分泌が亢進し、受容体感受性がそもそも亢進しているため、セロトニ

ンの情報伝達の異常をきたすという説であるが（図 1）、少なくとも動物実験の

結果ではセロトニン神経伝達低下のための代償的な５－HT2A受容体機能の亢進

である可能性は否定的である。

感情障害における視床下部－下垂体－副腎皮質系の機能亢進とセロトニン受容体

　感情障害には視床下部－下垂体－副腎皮質系の機能亢進が見出されることが

多く、最近の研究でもうつ病死後脳の視床下部室傍核におけるコルチコトロピ

ン遊離促進ホルモン陽性細胞が増加していることが報告されており、また、MR

画像で計測した副腎の容積がうつ症状に連動して増加していることが報告され

ている。最近、この副腎皮質機能亢進と、５－HT1A受容体機能低下や５－HT2A受

容体機能亢進とが密接に関連していることが明らかにされている。ラット海馬

の５－HT1A受容体メッセンジャー RNA の発現は副腎摘除で増加し、コルチコス

テロンを補充することでその増加が阻止されることが明確にされているばかり

か、慢性的な心理的ストレス負荷でその５－HT1A受容体密度が低下することも

明らかにされている。一方、ラットへのコルチコステロンやコルチコトロピンの

反復投与、ならびに長時間の回避不可能なストレス負荷の反復処置が大脳皮質

の５－HT2A受容体密度を増加させ、副腎摘除はこれらの５－HT2A受容体機能の

亢進を阻止することが明らかにされている。したがって、セロトニン受容体過感

受性仮説は、感情障害の発症前から視床下部－下垂体－副腎皮質系の機能亢進

を起こしやすいストレス脆弱性があり、そこにストレス負荷が加わると、視床下

部－下垂体－副腎皮質系の機能亢進と５－HT2A受容体機能の亢進が生じ、感情

障害を発症するというように修正して考えられるようになってきている。その

ストレスに対する脆弱性は幼若期のストレス性刺激が対する脳の可塑性や遺伝

的要因が決定因子となっていると考えられている。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三國雅彦）
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〔関連語〕

受容体機能亢進仮説

（receptor hyperfunction hypothesis）

  

ドーパミン受容体

Dopamine receptor（DA-R）

DA-Rの構造と特性

　1980年代、ドーパミン受容体（dopamine receptor：DA-R）は、Gs蛋白（促進

型）と共役しアデニル酸シクラーゼ（AC）の活性化を促進する D1－R と、Gi蛋

白（抑制型）と共役しAC活性を抑制する D2－R に分けられていた。しかし 、

1990年代、分子生物学の発展で亜型がつぎつぎに見出されていった。DA－R群

のなかで最初にクローニングされたのは、ラット D2－R 遺伝子であった。その後、

D2－R 変異として 29 アミノ酸の多い長型 D2－R が分離された。さらに 、

D1、D3、D4、D5－R 遺伝子がクローニングされ、その特性が明らかになった。

　DA－R亜型は、G蛋白共役型受容体ファミリーで、その構造は、一つポリペプ

チドであり、細胞外のアミノ（N）末端、細胞内にカルボキシル（C）末端をもち

疎水性アミノ酸からなる膜通過部分（TM）を７ヵ所もつ類似した構造をもっ

ている（図①）。３番目の細胞内ループ（ループ３）が短く、Ｃ末端部の長い D1

－R群（D1、D5）とループ３が長く、Ｃ末端部の短い（D2、D3、D4）に分けられる。

ドーパミンは、３番目と５番目の膜通過部分 TM3、TM5）のアスパラギン酸

（TM3）とセリン（TM5）に結合すると考えられている。各DA－R亜型の特性
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を表①に示す。最近、各亜型 R の欠損（ノックアウト）マウスがつくられ、その

行動特性が明らかになってきた。

分裂病脳のDA－R異常

　3H－ハロペリドール結合に対する各種抗精神病薬の阻害力価と臨床用量が相

関することにより、分裂病のドーパミン仮説が病因の中心課題であった。分裂病

死後脳の尾状核・被殻・側坐核で、D2－R群が増加しているという多くの報告が

なされた。その後、亜型の発見によって、D4－R の線条体での著明な増加やD3－R

mRNA の頭頂葉、運動皮質で選択的な消失（Schmauss ら、1993）が報告されてい

る。

　他方、PET による画像解析では、未治療分裂病例で尾状核の D2－R群の増加、

あるいは変化がないと報告され一致していない。D2－R拮抗薬 11C－ラクロプリ

ドと D1－R拮抗薬 11C－SCH23390 を用いて、治療中の患者の線条体における抗

精神病薬の占有率を調べてみると、ハロペリドールで治療し錐体外路症状が出

現した例は D2－R占有率 80～85％、D1－R占有率０％に対し、クロザピンは副作

用が出現せず、両R占有率はそれぞれ 50％前後であった。このことは、D2－R は

錐体外路症状に関与し、抗精神病作用は D2－R以外の受容体の関与（クロザピ

ンは D4－R への親和性が D2－R より 4～5倍強い。各抗精神病薬の D3－R阻害力

価は、D2－R阻害力価と正相関するが、D2－R阻害力価より弱い）も示していた。

　DA－R 遺伝子と分裂病の連鎖研究で、DA－R亜型遺伝子と分裂病との連鎖に

ついてはすべて否定的な報告である。D2～D5－R 遺伝子の変異が報告されている

が、いづれも頻度が低く、分裂病の病因との関連は見出されていない。

DA－R研究の今後

　DA－R の基礎的、臨床的研究は、飛躍的の発展している。臨床試験で D1－R拮

抗薬 SCH39166 は、抗精神病作用をもたないことが報告され（Karlsson ら 、

1995）、D2－R はおもに下垂体系内分泌機能と錐体外路系運動機能、パーキンソ

ン病に関与し、D3－R、D4－R が精神症状により深く関与しているようである。各

亜型の選択的な薬物の開発が待たれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内村英幸）
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〔関連語〕

モノアミン受容体

G蛋白共役型受容体ファミリー

ドーパミントランスポーター

ドーパミン拮抗薬（アンタゴニスト）

ドーパミン作動薬（アゴニスト）

二次メッセンジャー仮説

Second messengers

二次メッセンジャーとは

　情報処理システムとして神経細胞を眺めると、細胞膜受容体に細胞外情報物

質である神経伝達物質が結合して、膜イオン透過性の変化あるいは新たな情報

伝達物質（細胞内情伝達物質）の生成が起こり、種々の細胞内酵素の活性が調

節され、細胞外情報が細胞内情報に転換されることになる。このシステムのなか

で、神経伝達物質の受容体刺激から生じた細胞内情報伝達物質を二次メッセン

ジャーという。

　二次メッセンジャー系は受容体結合性イオンチャネルにくらべゆっくりと持

続的な情報伝達を担っていることが特徴であるが、厳密には、①ある特定の酵素

が存在すること、②代謝物質を分解する特異な代謝経路があること、③神経伝達

物質に反応すること、④特異的経路が薬理学的（アナログ、阻害物質の投与）に

証明できること、⑤結果としてある特定の変化を起こすこと、の５つの基準を満

たすものが、二次メッセンジャーであると考えられている。

　種々の神経伝達物質のもたらす情報は、これらいくつかの二次メッセンジャ

ーの増減に変換され（表①）、最終的に受容体－信号変換系へフィードバック

されたり、フィードフォワードされて遺伝子発現に影響を与えるのである。

表①　各種神経伝達物質受容体と二次メッセンジャーの変化
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サイクリック GMP 生成促進　　β1、β2、β3、

　　　　　　　　　　　　　　　D1、D5

　　　　　　　　　　　　　　　5－HT4、5－ht6、5－ht7

　　　　　　　　　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　E1、E2

　　　　　　　　　　　　　　　H2

　　　　　　　　　　　　　　　AT1

サイクリック AMP 生成低下　　α2A、α2B、α2c、α2D

　　　　　　　　　　　　　　　D2、Dd？

　　　　　　　　　　　　　　　5－HT1A、5－HT1B、5－HT1D、5－ht1E、

　　　　　　　　　　　　　　　5－ht1F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m2、m4

　　　　　　　　　　　　　　　A1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mGluR2、mGluR3、mGluR4、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 mGluR6、mGluR7、mGluR8、

IP3／DG 生成促進　　　　　　 α1B、α1c、

　　　　　　　　　　　　　　　5－HT2A、5－HT2B、5－HT2c

　　　　　　　　　　　　　　　m1、m3、m5、

　　　　　　　　　　　　　　　H1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mGluR1、mGluR5、

　　　　　　　　　　　　　　　NK1、NK2、NK3

　　　　　　　　　　　　　　　AT1

α、β：アドレナリン受容体、D：ドーパミン受容体、5－HT、5－ht1：セロトニン受

容体、m：ムスカリン性アセチルコリン受容体、H：ヒスタミン受容体、

mGluR：代謝型グルタミン酸受容体。NK：タキキニン受容体。AT：非ペプチド

性アンジオテンシン受容体

G蛋白と二次メッセンジャー

　二次メッセンジャ－系をもつ受容体は細胞膜に存在し、よく知られているも

のの多くは、その分子構造から７回膜貫通－G 蛋白連関型（蛇行型：

serpentine）

受容体とよばれ、G蛋白〔グアノシン三リン酸（guanosine triphosphate ：GTP）－

binding protein〕と共役している。非活性 G蛋白は GDP と結合しているが、神経伝

達物質が受容体に結合することにより GDP が解離しGTP が結合する。

　G蛋白は α、β、γ の三つのサブユニットからなり、αサブユニットの違いからア
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デニル酸シクラーゼ（AC）を刺激する Gs と抑制する Gi、ホスホリパーゼ

（PL）Cβ を刺激する Go、Gq、サイクリック GMPホスホジエステラーゼを刺激

する Gt などがある。受容体刺激を受けた G蛋白は GTP結合型 αサブユニットと

βγサブユニットに解離し、これらサブユニットが活性化Ｇ蛋白として酵素の活

性制御やイオンチャネルの開閉に作用する。

　これらの G蛋白が関係する二次メッセンジャーにはサイクリック AMP、ジア

シルグリセロール、イノシトール三リン酸（inositol triphosphate：IP3）、サイクリ

ック GMP などがあるが、最近ではアラキドン酸代謝物、一酸化窒素(

nitric oxide：NO）も二次メッセンジャーとして考えられている。

精神疾患と二次メッセンジャー系の変化

　うつ病患者における低体温、副腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotrophic 

hormone ：ACTH）／コルチゾル反応不良、コルチゾルの基礎値が高いことなど

から 5HT1A－Gi－AC 系の感受性低下と 5HT2－Go－イノシトールリン脂質代謝

系の感受性亢進に関係があるのではないかという報告、うつ病者の血小板の AC

活性が対照者より低いとする報告、躁うつ病患者の死後脳において Gs の αサブ

ユニット（αｓ）レベルが対照にくらべて高く、その機能亢進を示唆する報告、

うつ病で自殺した患者での αｓサブユニットレベルが対照より高いという報告

などがあり、AC 系の異常が感情障害と関係するように思われる。

　また、抗うつ薬が有効であるパニック障害や心的外傷後ストレス障害におい

ても血小板の AC活性の低下が報告されている。気分安定作用をもつリチウムは

Gi を介して AC活性を下げるとされ、抗うつ薬は必ずしも一致した知見ではな

いが AC活性を低下させるという報告がみられており、治療の観点からもAC 系

の異常と感情障害やその周辺疾患との関連が推測される。

　慢性的アルコール摂取はサイクリック AMP産成低下と AC の感受性低下を引

き起こし、アルコール依存症者では、リンパ球や血小板の AC活性低下が示唆さ

れ、血小板の Gs レベルが対照者とくらべて低く、血小板AC活性がアルコール依

存症の予測因子になりうると期待されている。

　ドーパミンの D1受容体はＧ蛋白の βγサブユニットを介して D2受容体のリガ

ンド結合に影響を与えている（D1－D2連関）が、精神分裂病患者の死後脳では

正常者にくらべ、その連関が低いことが報告され、左被殻の Gi あるいは Go の機

能低下の報告と考えあわせるとドーパミン－AC 系の機能亢進が疑われる。また

別の研究でも左海馬旁回での αｓと AC の結合亢進が推測されていることはそ

れを支持するものであろう。

　ここにあげたいくつかの所見はまだ、確定されたものではなく、更なる研究が

必要である。とくに二次メッセンジャーに伝達された情報は、複雑なネットワー
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クを介して、複数の反応を引き起こす点に注意しなければならない。一つの神経

伝達物質が複数の細胞内効果器に作用し、逆に複数の受容体が一つの効果器に

作用する、あるいは、PLCβ賦活によって PKC が刺激され、β 受容体と Gs の解離

が起こる（down regulation）といった二次メッセンジャ－系のあいだの相互作

用もある。したがって、二次メッセンジャ－の変化が、すなわちある神経系の変

化をあらわしていることにはならず、複雑な関係にあることを考慮して解析が

おこなわれる必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田展弥／加藤進昌）
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〔関連語〕

Ｇ蛋白（GTP－binding proteins）

ホスホリパーゼ（PL）Cβ

アデニル酸シクラーゼ（AC）

興奮性アミノ酸と精神分裂病

Excitatory amino acid and schizophrenia

興奮性アミノ酸伝達機構

　興奮性アミノ酸とは、興奮性シナプス後電位を生じさせるアミノ酸を指し、内

在性物質として、L-グルタミン酸、L-アスパラギン酸、L-ホモシステイン酸、キノ

リン酸などの酸性アミノ酸が知られている。これらは、神経伝達物質として機能

するほか、ほかのアミノ酸およびアンモニアの代謝や蛋白合成に関与する。興奮

性アミノ酸含有ニューロンは中枢および末梢神経系に広く分布しているが、脳
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では大脳皮質間および大脳皮質と皮質下の各部位を連絡するものが多い。興奮

性アミノ酸受容体は、薬理学的につぎのように分類され、各受容体遺伝子のクロ

ーニングの結果、それぞれの受容体を構成するサブユニット（斜体）が同定さ

れた〔NMDA（Ｎ－methy1－Ｄ－aspartate）型（NMDAR1、NMDAR2A～

D）、AMPA（α－amino－３－hydroxy－５－methy1－４－isoxazolepropionate）型

（GluR1～4）、カイニン酸（kainate）型（GluR5～6、KA1～2）、代謝調節型

（mGluR1～6）〕。以上は、G蛋白質と結合する代謝調節型を除いて、イオンチャ

ネルと共役する受容体である興奮性アミノ酸に対する高親和性取り込み活性も

確認されており、これまでに GLT-1、GLAST、EAAC1、EAAT4 などのトランスポ

ーター遺伝子が単離された。

NMDA受容体遮断薬と精神分裂病様症状

　近年、精神分裂病（分裂病）の病態に脳内の興奮性アミノ酸伝達の低下が関

与する可能性が示唆されている。その最も重要な根拠は、フェンサイクリジン

（phencyclidine：PCP）をはじめとする NMDA 受容体遮断薬が分裂病と酷似し

た症状を発現させる事実である。PCP は、NMDA 受容体チャネル内の特異的結合

部位（PCP結合部位：図①）に作用してチャネルを閉じることにより、興奮性

アミノ酸伝達を阻害する。PCP結合部位に作用する種々のチャネル遮断薬（非

競合的拮抗薬）のほかに、興奮性アミノ酸が結合する部位（図①）を遮断する

薬剤（競合的拮抗薬）も分裂病様の異常を引き起こす。また、PCP を使用したヒ

トにおいて、意識障害なしに分裂病様症状がみられる場合の PCP の血中濃度は 、

NMDA 受容体以外の神経伝達機構に影響しない低濃度であることからも 、

NMDA 受容体を介する伝達の低下と分裂病様症状との関連性が支持される。

　PCP が引き起こす分裂病様状態の特徴は、幻覚・妄想などの陽性症状ばかり

でなく、感情鈍麻、意欲減退、自閉などを含む陰性症状様の異常が認められ、おも

に後者のために抗精神病薬を用いた治療に抵抗する点である。これは、アンフェ

タミン類およびコカインの乱用による精神病状態では、陽性症状が中心となり

抗精神病薬がよく奏効するのと対照的である。したがって、臨床症状を横断的に

とらえた場合、PCP 精神病のほうがより包括的な分裂病モデルと考えられる。

　実験動物では、PCP のような NMDA 受容体遮断薬投与後に大脳皮質を中心と

してドーパミン（DA）ニューロンの活動が亢進する。この現象を考慮すると 、

NMDA 受容体を介する神経伝達が阻害された状態では、DA 伝達が亢進しDA 受

容体遮断薬である抗精神病薬に反応性の分裂病様症状が引き起こされ、DA以外

の伝達系に生じた異常によって抗精神病薬に抵抗性の症状が出現すると推察さ

れる。すなわち、分裂病の“興奮性アミノ酸伝達低下仮説”は、従来の“DA 伝達

過剰仮説”と矛盾しない。
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精神分裂病患者における興奮性アミノ酸伝達機構の変化

　Kim らは、1980年に分裂病患者の脳脊髄液中グルタミン酸濃度の低下を認め 、

PCP の NMDA 受容体遮断作用の発見に先がけて、分裂病における脳内興奮性ア

ミノ酸伝達低下の可能性を指摘した。この所見自体は追認されなかったが、分裂

病患者の死後脳では興奮性アミノ酸伝達にかかわるさまざまな分子の変化が報

告されている（表①）。多くの症例が抗精神病薬の長期服用していた影響の検

討が必要だが、脳内の興奮性アミノ酸伝達障害を反映している可能性があり注

目される。

NMDA受容体と新しい分裂病治療薬

　PCP の研究にもとづいて、NMDA 受容体を介する伝達を促進する物質を、分裂

病の抗精神病薬抵抗性症状の治療に応用する試みがおこなわれている。動物実

験では、グリシン結合部位（図①）を刺激して NMDA 受容体機能を増強するグ

リシン、D-セリン、D-アラニンなどが、PCP による異常行動やDA 伝達の亢進を抑

制することが示されている。また、グリシンまたはグリシン結合部位の部分的作

動薬の D-サイクロセリンと抗精神病薬を併用投与した分裂病患者においては、

陽性症状だけでなく陰性症状が改善した症例の報告がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西川　徹）
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フェンサイクリジン

NMDA 受容体イオンチャネル

ストリキニン非感受性グリシン結合部位

グリシン
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D-セリン   

脳の発達の異常として精神病を考察する大胆な試み

　いわゆる精神現象とか心の問題を研究する場合、その根底に物質的な運動、すなわち、中枢

神経組織を構成するニューロン、グリア、細胞外基質（ECM)、栄養因子、血管などの活動があ

り、それら総体の所産であるとする見地（唯物論）に立たねばならない。さらに大切なこと

は、これらの活動を単に完成した、固定して変化しないものとしてみる機械論的な観点に立

つのでなく、可塑的性質を備えた動的なものとして、神経組織の活動のすべてを運動との連

関のなかでとらえる見方（弁証法）に特徴づけられた科学的世界観を身につける必要があ

る。この際、脳の構築や再構築の問題も考慮の対象となってくるから、発生学的にも物質の運

動を分子のレベルでとらえる心構えが要求される。現在の自然科学は、生命現象や精神現象

をささえる物質的な仕組みについて、観念論によりどころを提供することなく解明すべく、

その核心に迫りつつある。

　　ーーー胎生期と生後の発育期ーーー

脳を精神病から守るーー予防と治療

精神療法

薬物療法、抗精神病薬

生活療法、社会復帰、コミュニケーション

作業療法、労働

リズムとバランスをもった生活

　　　Cf.患者への精神医学的アプローチーこころとからだの看護をめざして、

  　　　　　清水、福井著、医学書院、1982

　　　　分裂病の治療覚書、壹弘著、創造出版、1991
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精神病に関わる法律

日本における精神医療関連法規の歴史

１．江戸期以前の精神医療関連法規

桓武天皇の時代（759年）の編纂され、わが国に伝承される最古の医学書とさ

れる最古の医学書とされる「藥經大素」には、牛黄その他の漢方薬の薬効の中に、

精神症状に関する記載がある。すなわち、この時代すでに、精神の異常が薬物に

よる治療の対象であるといった考えが中国からわが国に伝来していた。法令中

にみられる精神障害者の処遇に関する記述も、古く奈良時代以前にさかのぼる

という。山崎　佐は「江戸期前日本医事法制の研究」において、奈良時代以前から

江戸時代に至る医療に関する法制を詳細に検討し、その中で、精神障害に関する

記述にも着目し、それらの記述を原文のまま抜粋した。それによれば、702年に制

定された大宝律令には、すでに、精神障害に関する記述がみられるという。大宝

律令には、精神の重い障害のある者が犯した犯罪に対しては罪を減じ、その供述

を証拠と認めないといった規定があった。この規定は、謀反のような重大な犯罪

にも及んでいる。こうした精神疾患に対する大宝律令の基本的枠組みは、少なく

とも朝廷の支配の及ぶ範囲においては、明治に至るまで効力を失っていない。

武家の支配する時代、朝廷の律令が支配する領域は限られたものになったが、

武家の法制度においても、精神障害に対する特別な配慮は存在した。江戸時代に

定められた御定書百箇条には、「乱心者」の犯罪に対する減刑や赦免の規定があ

った。江戸時代に行われた裁判の記録には、乱心のゆえに罪を減じられたり、特

別な処遇を受けた事例が多く残されている。こうして減刑された「乱心者」は、入

牢、入檻（私宅監置）、溜預（非人溜りに預け、非人頭に監護を任せる）などの

処遇を受けた。これらの処分には、年寄り同心の監督、許可、医師の診断書などを

要したという。こうした処分は、「乱心者」の犯罪行為を予防することが主な目的

であったため、隔離された「乱心者」は、必ずしも医学的な治療を受けたわけでは

なく、好ましい処遇を受けたわけでもなかったであろうが、わが国の歴史の中で

は、比較的古い時代から、精神障害者の犯罪行為に対して、かなり合理的な配慮

がなされていたということができる。

犯罪行為とは関係のない精神障害者に関しては、明治以前にも、岩倉大雲寺は

じめ、８か所の精神障害者の収容施設があったが、いずれも比較的小規模なもの

であった。

２．明治以降の精神医療法制

明治以降 1960年代に至る、わが国の精神医療関連法規の歴史については、すで

にいくつかの詳細な論述がある（吉岡，1964；岡田，1977ほか）。本シリーズ
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に先行し、これと対をなす「現代精神医学大系」に収録された岡田の論文は、この

間の動きを詳細に論じ、特に、1965年の第 12次精神衛生法改正の経緯と、ライシ

ャワー大使刺傷事件との関連、改正された精神衛生法の問題点と精神科医の法

制度に対する態度の問題点について検討している。ここでは重複を避け、1965年

の第 12次精神衛生法改正以後、1995年の精神保健福祉法に至るまでの展開に重

点を置いて論じる。それに先立ち、上記の先行する論文をはじめとするいくつか

の資料から、わが国の精神医療制度の歴史を、年表で概観しておく。

年　表

明治５年（1872）　ロシア皇太子の来日に際し、路上の乞食、放浪者を一掃し

これらを収容するために営繕会議所付属養育院を設置。この中には、多くの精神

障害者が含まれていた。

明治６年（1873）　太政官が発した東京番人規則 29条は、路上の狂癲者を発

見したら取り押さえて警部の指揮を受けることを規定し、治安を目的とした精

神障害者の収容の法的裏付けがつくられた。

明治７年（1874）　文部省は、狂癲院の基礎となる「医制」を制定し、同年、東

京府病院が設置されたが、この中に精神科は含まれていなかった。

明治８年（1875）　京都に日本最初の公立精神病院、京都癲狂院設立。

同年、行政警察規則により、路上で、狂癲者を発見したら介抱し、暴力を振るう

者は取り押さえてその地の戸長に引き渡すことが規定された。

明治 11年（1878）　名古屋監獄に日本最初の監獄精神病室が設置された。

同年、東京警視庁布達により、「精神障害者や不良子弟等を私宅に鎖錮しよう

とするものは、その理由等を詳記し、親族連印の上、医師の診断書を添えて所轄

の警察に届け出て認可を得ること」が定められた。（私宅監置の制度化）

明治 12年（1879）　精神障害者の収容施設、治療施設として、東京府養育院内

の癲狂室が独立し、東京府癲狂院が設置された。精神障害者の医療施設への収容

もはじまったが、全国的にみれば、その病床数はほんのわずかなものにすぎなか

った。

明治 13年（1880）　旧刑法に、発狂人の看守を怠り、路上に徘徊せしめたるも

のは違警罪として処罰する旨が規定され、精神障害者に関わる治安活動に対し

て、家族がその責任の一端を負うべき法的根拠が明確になりはじめた。

明治 16年（1883）　相馬事件はじまる。この事件は、相馬氏の旧臣、錦織剛清

が、精神病のゆえに私宅に監禁されていた相馬誠胤の拠遇を不当として東京軽

罪裁判所に告発したことに端を発した事件であった。これをきっかけに、法定手

続きが不明確な私宅監置の問題が顕在化した。同時に、東京帝国大学教授、スク

リバ、同じく榊　俶による診断書が司法判断上重要な役割を演じ、わが国の司法
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鑑定の嚆矢となる事件でもあった。

明治 17年（1884）　警視庁令で、許可のない者を私立精神病院に入院させる

ことを禁じた。

明治 33年（1900）　精神病者監護法公布

・地方ごとに異なっていた精神障害者の処遇規定を一律にした。

・精神病者に対する監護義務者を定め、監置の手順を規定した。

・公私立精神病院の精神病室管理を警察署の菅轄とした。

明治 35年（1902）　精神病者慈善救治会設立。

大隈重信夫人を会長とする民間の精神障害者救援慈善団体（精神病者救治会、

日本精神厚生会、日本精神衛生会、日本精神衛生連盟として現在に連なる）

明治 40年（1907）　精神病者の公費収容、委託監置がはじまった。

明治 43年（1910）　東京帝国大学教授　呉　秀三、教室員を動員して１都 14

県の精神病者私宅監置の実地調査を開始（大正５年に終わる）

明治 44年（1911）　官公立精神病院設置に関する建議案（山根正次代議士）

が衆議院に提出されるも、「官公立病院設置に関する」建議案に訂正されて可決

された。

大正５年（1916）　保健衛生調査法官制令による調査会が全国の精神障害者

拠遇実態一斉調査を行った。

大正７年（1918）　呉　秀三、堅田五郎が「精神病者私宅監置ノ実況」を著し、

精神障害者の私宅監置の実状、民間療法の様子などに関する調査報告、問題点の

指摘と検討、現行制度への批判を行い、精神病に関する施設の整備、法律の整備、

一般国民に対する啓発、精神病者を治療または監督する人に対する精神医学的

知識の普及等を提案した。

大正８年（1919）　精神病院法公布、私宅監置中心を病院における医療重視

に改める意図で、道府県立精神病院の設置をうたったが、戦争の勃発により十分

に効果をあげなかった。

昭和 15年（1940）　国民優生法公布、遺伝性精神病（精神分裂病、躁うつ病、

真正てんかん等）を理由とした断種手術を合法化した。

昭和 24年（1949）　日本精神病院協会設立。

同年、金子準二らにより精神衛生法案が作成された。

昭和 25年（1950）　精神病者監護法、精神病院法廃止。精神衛生法が公布され

た。

・都道府県に精神病院設置義務（猶予規定がある）

・私宅監置の廃止

・法の対象となる疾患を定義

・精神衛生相談所、訪問指導の規定
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・精神衛生審議会の新設

・精神衛生鑑定医制度の新設

・知事に対する医療、保護の申請

・仮入院。仮退院制度の新設

昭和 28年（1953）　日本精神病院協会、日本精神衛生会合同の精神衛生法改

正私案が厚生省に提出されるが、この案に沿った改正は具体化せず。

昭和 29年（1954）　第６次精神衛生法改正。覚醒剤、麻薬などの慢性中毒者を

法の対象に組み入れた。

昭和 30年（1955）　全国人権擁護委員会連合会会長が、厚生省に対して、精神

病院における患者の発受にかかる信書の検閲、その他の制限は憲法第 21条に反

する規定であるので早急に立法措置を講じるよう申し入れた。

昭和 31年（1956）　長年会っていない弟を保護義務者として長期の同意入院

を強いられ、その後措置入院となった患者が、入院手続きに関して東京地検に告

訴したことをきっかけに、衆議院法務委員会が、以下の８項目にわたって、精神

衛生法改正を要望する決議をしたが、この決議に沿った改革はなされなかった。

①保護義務者が決まっても、裁判所は監督的監視を続けるべきである。また、

保護義務者に瑕疵あるような場合が想定できるので、保護義務者から家庭裁判

所への異議申立てを認めるべきである。

②都道府県知事、精神病院長、精神衛生鑑定医は、この法律に基づいてその職

務を遂行する場合、精神障害の疑いのあるもの、その他の名誉を害さぬよう注意

しなければならない旨訓示規定を設ける。

③同意入院、仮入院の場合、凶暴性のある場合を除いて、知事は必ず患者が入

院する病院に属さない精神衛生鑑定医の診察を受けさせなければならないとす

る。

④行動制限の基準条件を明確化する。

⑤人権擁護の立場から、措置入院、保護拘束には裁判所の許可状を必要とする

か、警察、検察に通報するものとする。

⑥入院者の外部交通、面接、通信の基準を検討すること。

⑦入院者の病状を定期的に保護義務者に通報すること。

⑧保護義務者の同意入院、仮入院について退院手続きを定めること。

昭和 38年（1963）　第 11次改正で、麻薬もしくは阿片の慢性中毒者が法の対

象から除外された。

昭和 39年（1964）　３月 24日駐日アメリカ大使ライシャワーが、精神障害を

もつ少年に刺された事件を契機に、警察庁が厚生省に対し、精神衛生法改正（他

害の恐れのある患者に関する警察への通報義務の規定を主とする）、精神障害

者収容体制の強化、土曜、日曜の警察官による通報受理の体制整備の３点につき
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検討するよう申し入れた。こうした警察庁による精神衛生行政に対する介入が

契機となって、精神衛生法改正の気運が高まった。

同年５月、政府は精神衛生審議会に対して、精神衛生法の一部改正を諮問した

昭和 40年（1965）　第 12次精神衛生法改正が行われた。

・都道府県立精神衛生センターの設置

・地方精神衛生審議会の新設

・精神障害者に関する申請通報制度の強化

・緊急措置入院制度の新設

・措置要件の一部変更

・措置入院患者に対する知事の権限強化

・通院公費負担制度の新設

・精神病院無断退去者に対する措置強化

・保健所精神衛生業務、訪問指導体制の確立

・保護拘束制度の廃止

・秘密保持義務の規定

昭和 40年（1965）　日本精神神経学会「刑法問題研究委員会」、刑法改正に関

する意見書（案）を発表。法制審議会が検討していた保安処分をさらに徹底す

る案であり、学会内に反対意見が起こった。

昭和 46年（1971）　日本精神神経学会、保安処分新設に反対する決議を行う。

昭和 59年（1984）　宇都宮事病院事件。報徳会宇都宮病院で入院患者が看護

職員に暴行を受けて死亡した事件をきっかけに、同病院における精神障害者の

人権を無視した拠遇が明らかになり、これを契機として、わが国の精神医療制度

の現実が抱える諸問題が内外の注目を集め、国際的な批判を浴びる結果となっ

た。

昭和 62年（1987）　精神衛生法が精神保健法に改められた。

平成５年（1993）　精神保健法改正時に予定されていた、新法公布５年後の

見直しに基づいて精神保健法の一部が改正された。

平成７年（1995）　平成 10年に予定されていた精神保健法見直しが繰り上げ

られ、一部改正されて、精神保健福祉法となった。　　

　　　　臨床精神医学講座　２２　「精神医学と法」松下、斉藤　編集より

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年５月法律第 123号）

精神保健法

精神衛生法

わが国の精神衛生法は昭和 25年 5月 1日に公布された。これによって「精神病者監護法」
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（明治 33年 3月 9日公布）および「精神病院法」（大正 8年 3月 9日公布）は廃止され、「病

院以外の場所に精神障害者を収容」することが禁止されて、50年にわたる私宅監置は全く禁

ぜられることになった。しかしその反面、措置入院制度と同意入院制度が法的に規定され、精

神衛生鑑定医の資格を決定し、自らを傷つけ、または他人を害するおそれのあるもの、すなわ

ち自傷他害のおそれのある精神障害者について、２名の精神衛生鑑定医の意見が一致し、都

道府県知事が命令したとき強制措置入院ができることになった。また、精神障害者本人の同

意がなくても、保護義務者の同意があれば強制入院できるという同意入院制度も規定された。

さらに一般人による一般通報、家族による通報、警察官による通報などの通報制度が行なわ

れることになるとともに、都道府県は精神衛生相談所を設置することができるという任意設

置のかたちで精神衛生相談所がつくられたが、措置入院については都道府県の保健所が事務

を担当し、立会い吏員をおくことになった。ただし措置権は都道府県知事の権限にぞくし、児

童相談所のように措置権の委譲は行なわれなかった。しかし、法令による公立精神病院の設

置は進展せず、精神衛生相談所も期待通りに発展しなかった。

ことに問題は、昭和 36年の精神衛生法の一部改正に伴って、「経済的ボーダーライン層の

利益をはかる」という名目で、措置入院を拡大解釈して、生活保護患者を措置患者に移しかえ

たことである。これによって急激に措置患者が増加し、指定精神病院数も増えて、精神科病床

が急増した。昭和 30年の約 4万床が昭和 49年には約 26万床に増えたという 6.5倍の増加は、

欧米には全く見られなかった現象である。しかも公的病院は増加が低く、私立病院のみが急

増している。措置入院患者もこれに伴って増加し、約 7万 6 千人に達した（ここ２～３年は

減少傾向を示している）。とくに目立つことは、精神病床の急激な増加にかかわらず、患者の

平均在院日数は毎年増加し、病床利用率はほとんど不変であり、開放病棟は 2割に固定し、常

勤医師は 50%を割っている。

この状態のうちに、昭和 39年 3月 24日、ライシャワー米国大使の傷害事件を契機として、

精神衛生法改法が行なわれることになり、昭和 40年 6月 1日に改められた。その主眼は地域

社会精神医療の推進におかれ、具体的には地域社会の精神衛生の第一線機関は保健所である

とし、ここに「精神衛生相談業務に従事する者」（通称、精神衛生相談員）をおいて訪問指導

を含む相談業務を行ない、都道府県に精神衛生センターを設置し、保健所その他の関係諸機

関に対する技術援助を行なうとともに、複雑困難な事例は精神衛生センターで扱うこととし

た。また外来サービスを活溌にさあせるため外来患者の医療費の自己負担を２分１を公費負

担とすること、都道府県に精神衛生審議会を設けて地域精神衛生の改善をはかることや緊急

入院制度の設置などの制度をすすめるこになった。

爾来 10年たった現在、なお未解決の最大の問題は措置入院制度の拡大解釈による弊害で

あり、これに関し措置の適用を本来の狭義の範囲にもどすことと、それに伴う公費負担の再

検討が望まれている。また地方精神衛生審議会も十分機能せず、保健所における精神衛生活

動も人員不足などで進展せず、精神衛生センターの役割についても多くの論議があって、地

域社会の精神医療の展開はいちじるしく立ち遅れているのが現状である。
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（加藤正明）

精神病者に対する社会保障の整備

偏見除去

６）認知症　
ウィキペディア（Wikipedia）

認知症（英: Dementia、独: Demenz）は、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に

発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の

障害や知能発達面での障害などが現れる状態のことを、知的障害という。

日本ではかつては痴呆（ちほう）と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用

語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および

高齢者  介護  分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会にお

いても 2007年頃までにほぼ言い換えがなされている（詳細については#  名称変更  の項を参

照）。

「痴呆」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知

能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。

従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善す

る疾患に対しても痴呆の用語を用いることがある。

単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や統合失調症などによる判断力の低下は、

痴呆には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは痴呆と呼ばれる。

分類 

皮質性認知症と皮質下性認知症という分類がなされる事もある。血管障害性と変性性とい

う分類もあり、Hachinskiの虚血スコアが両者の区別にある程度有用である。日本では従来

より血管性認知症が最も多いといわれていたが、最近はアルツハイマー型認知症が増加し

ている。
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認知症の原因となる主な疾患には、脳血管障害、アルツハイマー病などの変性疾患、正常圧

水頭症、ビタミンなどの代謝・栄養障害、甲状腺機能低下などがあり、これらの原因により

生活に支障をきたすような認知機能障害が表出してきた場合に認知症と診断される。脳血

管障害の場合、画像診断で微小病変が見つかっているような場合でも、これらが認知症状の

原因になっているかどうかの判別は難しく、これまでは脳血管性認知症と診断されてきた

が、実際はむしろアルツハイマー病が認知症の原因となっている、所謂、「脳血管障害を伴う

アルツハイマー型認知症」である場合が少なくない。

以下は原因疾患による認知症のおおよその分類

血管性認知症：vascular dementia 

多発梗塞性認知症広範虚血型（Binswanger型白質脳症を含む） 

多発脳梗塞型 

限局性脳梗塞型 

遺伝性血管性認知症：CADASIL  など 

変性性認知症 

アルツハイマー型認知症：Alzheimer's disease (AD)または senile dementia Alzheimer's

type (SDAT) 

記憶障害をはじめとする認知機能障害により日常生活や社会生活に支障をきたして

おり、緩徐な進行と、局所神経症候を伴わない事が病態の基本となる。 

パーキンソン病：Parkinson's disease (PD) with dementia 

前頭側頭型認知症：frontotemporal dementia (FTD) 

ピック病 

これらは前頭葉機能の障害による反社会的行動（不作為の法規違反など）、常同行

動（同じ行動を繰り返す）、時刻表的生活、食嗜好の変化などがみられる。 

びまん性レビー小体病：Diffuse Lewy body disease (DLBD) 

認知機能障害を必須に、具体的な幻視（子供が周りを走っている、小動物が走り回っ

ているなど）、パーキンソン症状、変動する認知機能障害などの症状が見られる。 

o ハンチントン病   

ハンチントン病（はんちんとんびょう、英: Huntington's disease）は、大脳中心部にある

線条体尾状核の神経細胞が変性・脱落することにより進行性の不随意運動（舞踏様運動、

chorea（ギリシャ語で踊りの意））、認識力低下、情動障害等の症状が現れる常染色体優性

遺伝病。日本では特定疾患に認定された指定難病である。
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かつて「ハンチントン舞踏病」（Huntington's Chorea）と呼ばれていたこともあるが、全身

の不随意運動のみが着目されてしまうため、1980年代から欧米では「ハンチントン病」

（Huntington's Disease）と呼ばれるようになった。日本では 2001年から「ハンチントン

病」の名称を用いている。

疫学 

原因となる変異をもつ場合には、高い確率で 40歳前後に発症し、10～20年かけて進行する。

世代を経るごとにその発症年齢が早くなること、父親から原因遺伝子を受け継いだときに

それが顕著になる現象も知られている。2006      年  現在では治療する方法は知られていない 。

1872      年  に米国ロングアイランドの医師ジョージ・ハンチントン（George Huntington）に

よって報告され、人種により異なるが白人での発生率は 5~10/100,000、アジア人、アフリカ

人ではその数十分の 1となる。

原因 

原因遺伝子として huntingtin 遺伝子が第 4染色体短腕上に同定されている (The 

Huntington's Disease Collaborative Research Group, 1993)。huntingtin 遺伝子の第 1

エクソンには CAG の繰り返し配列が存在する。これは非病原性の場合では 11～34コピーの

反復であるが、病原性遺伝子では 37～876コピーにもなる。繰り返し配列は系代する際に伸

長し、特に父方の患者から受け継ぐときには原因不明の機構により大きく増加する。

病態 

huntingtin 遺伝子は 3145アミノ酸残基の Huntingtin（ハンチンチン）タンパク質をコー

ドする。この蛋白質は様々な組織で発現し全長蛋白質は主に細胞質に存在する。他の蛋白質

とはとくに明確なアミノ酸配列類似性は無いが、ある種の神経栄養因子の発現量上昇に、転

写抑制因子の抑制を通して機能しているという報告がなされている (Zuccato et al. 

2001; Zuccato et al. 2003)。このことから神経栄養因子の量を増加させる何らかの手法

が治療法になる可能性もあるかもしれないが、単純な機能喪失変異ではなく優性に作用す

ることからそうではない可能性も高い。

CAG の繰り返しが増加した遺伝子からはアミノ末端のグルタミンの連続が長くなった蛋白

質が作られ、このような Huntingtin 蛋白質はより凝集を起こしやすくなっている。また長

いポリグルタミンは他の蛋白質との相互作用に影響すること、Huntintin 蛋白質自身の切

断を促進することなどが報告された。切断された蛋白質は核に多く存在し、このことが細胞

に対する毒性を発揮するさいに必要と考えられている。神経変性を引き起こす詳細な機構
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はいまだはっきりとはしないが、患者の脳でのミトコンドリアの呼吸鎖の異常やミトコン

ドリア      DNA      の欠失率の上昇、アポトーシス機構の関連、転写制御との関連などが指摘されて

いる。 平均的に女児に多い。

ハンチントン病は「ハンチンチン」と呼ばれる特定タンパク質の変異によって起こる病であ

るが、近年そのハンチンチンの集成を遅らせる「コンゴレッド」と言われる物質が明らかに

なっている。 しかし、その「コンゴレッド」のままでは使用することが出来ず、更なる改良が

待たれている状況である。 仮にこの物質が利用できるようになると神経障害の度外が低く

なったり、また病状の進行を遅らせることが出来ると考えられている。

他には胆汁から抽出した物質が持つ神経機能防護作用の利用や胎児の脳細胞を移植する治

療法が提案されている。

o 進行性核上性麻痺   

感染 

クロイツフェルト・ヤコブ病 

クロイツフェルト・ヤコブ病（Creutzfeldt-Jakob disease:CJD）は、全身の不随意運動と

急速に進行する認知症を主徴とする中枢神経の変性疾患。WHO国際疾病分類第 10版（ICD-

10）では A810、病名交換用コードは HGP2。根治療法は現在のところ見つかっておらず、発症

後の平均余命は約 1.2年。クロイツフェルト・ヤコブ病と表記されることがあるが、日本神

経学会の用語集では「ヤコブ」ではなく「ヤコプ」とすることが決められている。

米国に端を発し、ビー・ブラウン社（ドイツ）製造のヒト  乾燥  硬膜  （ライオデュラ）を移

植された多数の患者がこの病気に感染するという事故は日本を含め、世界的な問題となっ

た。

日本においては、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群や致死性家族性不

眠症と共にプリオン病に分類される。また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」（感染症法）における「五類感染症」に分類されている。
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一般的には耳にすることの少ないこの病気だが、症状がアルツハイマー病に似ていること

から、アルツハイマーと診断され死亡した患者を病理解剖してみたところ実はヤコブ病だ

という事もある。病理解剖でないと判別が難しいことからアルツハイマーと診断されてい

る人の中のヤコブ病患者の実数は不明である。

•
概念 

孤発性、医原性、遺伝性、変異型に分類される。変異型は異常プリオン蛋白質を含む食肉を摂

取したために発症するもので、イギリスに端を発し、世界中で社会問題となった。かつてニ

ューギニア島で行われていた葬儀の際の食人習慣に起因するクールー（WHO国際疾病分類

第 10版では A818、病名交換用コードは T284）も類縁疾患に含まれていた。

異常プリオン蛋白質の中枢神経への沈着が原因であるとの仮説が有力である。異常プリオ

ン蛋白質そのものが増殖するのではなく、もともと存在する正常プリオン蛋白質を異常プ

リオン蛋白質に変換していくため、少量の摂取でも発症の可能性があるとされる。しかしこ

の発症メカニズムも確定的ではない。医原性・変異型の潜伏期間は約 10年とされており、ク

ールーでは 50年を越すものも報告されている。

歴史 

クロイツフェルト・ヤコブ病の名は、1920年および 1921年にそれぞれ症例報告をおこなっ

たドイツの二人の神経学者  ハンス・ゲルハルト・クロイツフェルト  とアルフォンス・マリ

ア・ヤコブとに因んで、ドイツの精神科医  ウォルター・シュピールマイヤー  によって名づ

けられたものである。ただし、クロイツフェルトが報告した症例の臨床像は今日理解されて

いるクロイツフェルト・ヤコブ病の症状と相違があるため、彼が報告した症例は実際は別

の疾患の患者であった可能性が高いと現在では考えられている。このため CJDの病名も「ヤ

コブ病」と改めるべきであるという主張も近年なされている。

以上　クロイツフェルト・ヤコブ病

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

認知症の危険因子

年齢 

最大の危険因子である（特にアルツハイマー型）ことが知られている。23の疫学研

究を基にしたメタ分析では、年齢とともにアルツハイマー型の発症率が指数関数的
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に上昇することが示された。また、75〜85歳の高齢者の追跡調査した the Bronx

Aging studyでは、認知症全体の発症率が 85歳まではゆっくり上昇し、85歳を越え

ると急激に上昇する、というデータが得られている。 

家族歴 

片親が認知症の場合、本人が発症する危険は 10〜30%上昇する。特に、片親が早期発

症のアルツハイマー型認知症の場合、本人発症の危険はかなり高くなる（例えば親

の発症が 50代前半のなら、本人発症の危険は約 20倍）。 

遺伝因子 

神経保護に関与する Apolipoprotein Eの遺伝子型 e4などがアミロイド沈着に関係

すると言われる。他の遺伝子で危険因子として確定しているものはない。 

血圧降下剤による薬害 

高血圧症の治療に使われる血圧降下剤により、脳内酸欠による脳細胞の減少により

発症する。 

動脈硬化の危険因子 

高血圧・糖尿病・喫煙・高コレステロール血症などが、脳血管型やアルツハイマー

型などの本症の危険因子となる。受動喫煙でも認知症リスクが 30年で約 3割増すと

の報告もある。 

軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment：MCI） 

正常老化過程で予想されるよりも認知機能が低下しているが、認知症とはいえない

状態。認知症の前段階にあたるが、認知機能低下よりも記憶機能低下が主兆候となる。

主観的・客観的に記憶障害を認めるが、一般的な認知機能・日常生活能力はほぼ保

たれる。 

「認知症」の診断ができる程度に進行するまで、通常 5〜10年、平均で 6〜7年かかる。

医療機関を受診した軽度認知障害では、年間 10%から 15%が認知症に移行するとされ

る。 

さらに、単に軽度の記憶障害のみの例より、他の認知障害を合わせて持つ例の方が、

認知症への進行リスクははるかに高い（4年後の認知症への移行率は、記憶障害の

みの場合は 24%、言語・注意・視空間認知の障害のいずれかの合併例では 77%であっ

た）。 

加齢関連認知低下（Aging-associated Cognitive Decline：AACD） 

記憶障害のみにとどまらず認知機能低下をも含む、「広義の軽度認知障害」の概念の

ひとつとして国際老年精神医学会が診断基準をまとめたもの。 

加齢関連認知低下とは、6ヶ月以上にわたる緩徐な認知機能の低下が本人や家族な

どから報告され、客観的にも認知評価に異常を認めるが、認知症には至っていない状

態である。認知機能低下は、(a)記憶・学習、(b)注意・集中、(c)思考（例えば、問題解

決能力）、(d)言語（例えば、理解、単語検索）、(e)視空間認知、のいずれかの面に該
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当する。 

ある地域の高齢者を対象にした研究では、3年後での認知症への進行率は、軽度認知

障害が 11.1%、加齢関連認知低下では 28.6%であった。しかも、軽度認知障害の一般地

域高齢者に占める割合は 3.2%のみだが、加齢関連認知低下は 19.3%にも上る、と報告

されている。 

症状 

以前よりも機能が落ち、以下の症状を呈するようになる。家族などの介護者を悩ませ、医療

機関受診の契機となるのは、周辺症状である。

中核症状

記憶障害と認知機能障害（失語・失認・失行・実行機能障害）から成る。神経細胞の脱落

に伴う脱落症状であり、患者全員に見られる。病気の進行とともに徐々に増悪する。

周辺症状

幻覚・妄想、徘徊、異常な食行動、睡眠障害、抑うつ、不安・焦燥、暴言・暴力など。神経細胞

の脱落に伴った残存細胞の異常反応であり、一部の患者に見られる。病気の進行とともに増

悪するわけではない。

診断 

意識障害時には診断できない。ICD-10  と DSM-IV  でさえ診断基準は異なるが、一般に、日常生

活に支障が出る程度の記憶障害・認知機能の低下の 2つの中核症状が見られる時に診断す

る。周辺症状の有無は問われない。機能が以前と比べて低下していることが必須であり、生

まれつき低い場合は精神発達障害に分類される。

記憶・認知機能などの程度を客観的に数値評価する検査として WAIS-R（ウェクスラー成人

知能検査）などがあるが、施行に時間を要し日常診療で用いるには煩雑である。簡便なスク

リーニング検査として、日本では聖マリアンナ医科大学の長谷川和夫らが開発した「改訂長

谷川式簡易知能評価スケール」(HDS-R)がよく利用される。世界的にはミニメンタルステー

ト検査(MMS、MMSE)が頻用されている。

うつ病・せん妄と間違われやすい。難聴とも鑑別を要する。
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治療

認知症を来たしている原因により治療方法は異なる。「治療可能な認知症(treatable 

dementia)」の場合は原因となる疾患の治療を速やかに行う。

近年、認知機能改善薬としてドネペジル（商品名：アリセプト）が開発され、アルツハイマ

ー型認知症を中心として認知機能の改善、痴呆進行の緩徐化などの効果が期待されている。

また、認知症患者は認知機能低下のみならず、不眠、抑うつ、易怒性、幻覚（とくに幻視）、妄

想といった周辺症状と呼ばれる症状を呈すことがあり、その際は適宜、睡眠薬、抗うつ薬、抗

精神病薬、抗てんかん剤などの対症的な薬物療法が有効なこともある。

また慢性硬膜下血腫又は正常圧水頭症が原因の場合は手術で治す事ができる。

なお、日中の散歩などで昼夜リズムを整える、思い出の品や写真を手元に置き安心させる回

想法やテレビ回想法などの薬物以外の手段も有効な場合がある。

介護保険、デイケア通所など社会資源の利用も有用である。 しかし、今まで認知症患者の立

場からの研究が行われていなく、当事者の立場からの医療・福祉が提供されていない現状

がある。

いずれにせよ、専門医（精神科医、神経内科医など）の協力を得て診断、治療を行う事が望

ましい。

名称変更

日本老年医学会において、2004年 3月に柴山漠人が「『痴呆』という言葉が差別的である」と

問題提起したのを受け、6月から厚生労働省において、医療・福祉などの専門家を中心とし

た用語検討会で検討が始まった。その過程において、厚生労働省は、関係団体や有識者から

ヒアリングを行うとともに、「痴呆」に替わる用語として選定した複数の候補例等について

広く国民の考えを問うため、ホームページ等を通じて意見の募集を行った。この結果、一般

的な用語や行政用語としての「痴呆」について、次のような結論に至った。

• 「痴呆」という用語は、侮蔑的な表現である上に、「痴呆」の実態を正確に表しておらず、

早期発見・早期診断等の取り組みの支障となっていることから、できるだけ速やか

に変更すべきである。 

• 「痴呆」に替わる新たな用語としては、「認知症」が最も適当である。 
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• 「認知症」に変更するにあたっては、単に用語を変更する旨の広報を行うだけではな

く、これに併せて、「認知症」に対する誤解や偏見の解消等に努める必要がある。加え

て、そもそもこの分野における各般の施策を一層強力にかつ総合的に推進していく

必要がある。 

国民の人気投票では「認知障害」がトップであったが、従来の医学上の「認知障害」と区別で

きなくなるため、この呼称は見送られた。こうして 2004      年      12      月      24      日  付で、法令用語を変更

すべきだとの報告書（「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書）がまとめられた。厚生

労働省老健局は同日付で行政用語を変更し、「老発第 1224001号」により老健局長名で自治体

や関係学会などに「認知症（にんちしょう）」を使用する旨の協力依頼の通知を出した。関

連する法律上の条文は、2005年の通常国会で介護保険法の改正により行われた。

医学用語としては、まず日本老年精神医学会が「認知症」を正式な学術用語として定め、関係

40学会にその旨通知した。現在の医学界では、「痴呆」はほぼ「認知症」と言い換えられている

主に心理学や神経科学系の学会では、従来より「認知」という語を厳密に用いてきたため、学

会として認知症という語に反対している[1]。

参考

日本で「痴呆」が病気として扱われるようになったのは、実は西洋医学が伝わった以後のこ

とである。

江戸時代においては、「痴呆」は「耄碌」（もうろく）・「老碌」（ろうろく）と呼ばれて一種

の老化に伴う一時的な現象と捉えられて、余程深刻な症状でなければ医師が関与する事も

無く、社会でも柔軟に受け止められていた。当時においてはその介護は専ら家族によって任

されていたが、祖先の霊が家を守っていると信じられていた当時においては、介護に尽くす

ことで高齢者が死後に祖先の霊として新たに加わって家を加護してくれる事で家族もまた

報われると信じられていた節もあり、親への孝行を重視された儒教思想も加味されて、介護

を負担としてのみで捉えてはいなかったという。

関連項目 

• 神経学   

• 精神医学   

• アルツハイマー型認知症   

• 老人性認知症   

• レビー小体病   
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• 若年性認知症   

• 回想法   

• テレビ回想法   

• 認知症ケア専門士   

• 認知症ライフパートナー   

７）てんかん

癲癇 (epilepsy)　

神経学と精神医学の接点（秋元波留夫、上田敏著：精神を病むということ）

Ammonshornsklerose (内村祐之)

癲癇（てんかん）とは、その歴史をふくめて

てんかんの本態は一群の大脳皮質ニューロンにみられるシンクロナイズされた電気的異常興奮刺激状態

であると定義されよう。局所的に起こる場所としては，新しい皮質（運動領野とか側頭葉とか）でも古

い皮質（例えば海馬アンモン角領域）であってもよい。また，しばしばその部位は経時的に移動する。

てんかんが「神の病，神聖病（morbus　divinus）」と考えられていたころ、約 2500年前にヒポクラテスは

原因が脳にあり、粘液質の体質をもつものが発病すると記載している。中世を経過した後、近代てんかん

学の端緒を開いたのは 1873年 Jackson，Ｊ．Ｈ．で、てんかんを次のように定義した。すなわち「ときに出

現する急激な一過性の過剰な脳灰白質の局所的発射」というものである。

Lennox は 1928年に「突発する発作を主徴とする症候群」としたが、1960年には同一著者が「脳の発作性律

動異常として表現される脳疾患」と定義した。これは疾候群から疾患単位を推測させる方向に変換させた

ことになる。秋元は 1964年「発作を反復性にくり返しておこす脳の生物学的基盤がてんかんの本能で、そ

の基盤が脳の律動異常を形成する」とした。約２０年前にてんかんをその生物学的基盤を原因とする疾患

単位であると予測したのである。WHO は 1973年に「種々の病因による慢性の脳疾患で、大脳ニューロン

の過剰発射に由来する反復性発作を主徴とする」とてんかん辞典で定義した。実際にニューロン過剰発射

の部位や範囲、これのもとになる脳障害の部位や病態、予後は種々異なるが、現在では発作を反復する疾

患単位であると考えられている。

古くAlzheimer(1898年)により真性のてんかん（現在の原発全般てんかん）に固有の病変として海馬角硬

化（Ammonshornsklerose）があげられていたが、Spielmyer、内村裕之（1927年）はこの病変が痙攣の際の

脳血管れん縮による断血性細胞変化であるとした。現在もこのように真性てんかんの形態学的変化はま

だ明らかにされていない。

てんかん研究に重要な役割を果たしたのは Berger、Ｈ．（1929年）の脳波の発見である。脳波により痙攣

がニューロンの過剰興奮によることを知り、電気生理学的研究が多く行なわれるようになった。この研究
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のため 1930年代から 1950年代にかけて、電気刺激やストルキニン、ペンチレンテトラゾールなどの薬物

による急性痙攣動物、またはペニシリン、アルミナクリームなどの薬物を用いた亜急性痙攣モデル動物を

調整した。これを用いて、痙攣現象の電気生理学的解析、および痙攣と脳内部位間の関連性、発作波の脳内

伝播の研究などが行われた。

てんかんの生化学的研究は 1940年末期から 1950年代初期にかけての神経生化学の体系化に伴い、脳の

グルタミン酸、γ－アミノ酪酸（GABA）、手術により切除された脳組織のアセチルコリンなどの物質と痙

攣の関係の研究が始められた。そのほか痙攣という現象に伴う脳の糖代謝、エネルギー代謝、アミノ酸、イ

オン、酵素などの変化が検討され、Tower によりその時期までの研究が 1960年にまとめられた。1954年

Chen らがレセルピンにより痙攣閾値が低下することを報告、生理学的実験と並行した神経薬理学的研究

により、生体アミン痙攣への関与も想定された。

また 1950年代後期から遺伝性痙攣動物が開発され、これを用いた痙攣準備性の生化学的研究が行われた

が、痙攣準備性の問題、遺伝性の問題とも現在まで未解決である。この点で実験的に閾値下電気刺激を繰

り返し、原焦点に組織損傷をもたない状態で自発性痙攣発作を繰り返すキンドリング（kindling）モデル

動物が Goddard により 1967年完成されたことは、この動物が痙攣モデルでなく、てんかんモデルとなっ

たことで重要な意義がある。このモデルはてんかんの発作形成過程、痙攣準備性などについて、1970年代

以降の研究を進めるための重要な材料として用いられている。

　以上のようにてんかんという病気は古い歴史をもち、てんかんに対し生理学的をはじめとする各方面

の基礎的研究が行なわれてきた。本格的基礎研究が始まってからも半世紀を超えるが、てんかんの生物学

的基礎の研究はまず電気生理学的研究が主流をなし、1950年代中期からは神経薬理学的研究により痙攣

現象を説明する試みがなされてきた。生化学的研究も神経化学の発展とともに、1950年代から行なわれた

が、最初は脳外科手術の焦点組織を用いることにより、また電気刺激、薬物投与による痙攣動物のより行

われ、痙攣現象に伴う生化学的変化の追究が多かった。次に遺伝的痙攣モデル動物を用いた痙攣準備性の

研究が始まり、さらに 1967年には痙攣モデルというよりヒトてんかんに類似したてんかんモデルとして

のキンドリングモデルが完成した。このモデルによりてんかん原性、てんかん形成過程、痙攣準備性の研

究が可能となったが、まだこれらの生化学的解明はなされていない。また一般生化学の技法の発展により、

てんかんの機能的障害の基礎にある物質的変化を分子レベルで追究することが現在では可能となった。

神経伝達物質、レセプター、生体膜機能、イオンチャンネル、ニューロン、グリアの単離細胞、モノクローン

手法、遺伝子マッピングなどとてんかんの関連性を追究し、てんかんの生物的基盤が解明される日が近い

ことを期待する。（生化学的精神医学より、intro を除き）

てんかんについて（秋元）

（１）てんかん発作は二次的傷害を残さないか

この問題については昔から議論がわかれており二次的傷害の背定論と否定論とが対立し

ていて、現在でも決着がついていないが、私には重要な問題のように思われているので、私

の考えていることを述べてみたい。
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Gastaut，Ｈ．編纂「てんかん辞典Dictionary of epilepsy」（1973年刊行）20）には次のよう

に書かれている。

てんかん発作はたとえ長期にわたって頻回に反復してもてんかん発射 epileptic discharge

の原因となるような「損傷 lesions」を惹起しないこと、したがってそれが精神欠陥 mental

deterioration をもたらすものでないことは解剖学的、臨床的および神経生理学的研究によっ

て確かめられている。

その一方で、次のことも確認されている。すなわち、（１）ある種のてんかん原焦点は顕

微鏡的断血性損傷を生じる結果近傍に次第に広がり、また、部分性、一側性あるいは全般性

てんかん重延状態のなかには脳浮腫を伴うものがあり、その場合には局在性断血性損傷、あ

るいはび漫性の断血性ないし細胞中毒性 cytotoxic 脳損傷を随伴する海馬脱出 hippocampal

herniation を生ずることになる。これらはいずれも患者の精神状態に対して悪影響を与える

ものと考えられる。（２）ある種の進行性脳疾患、とくに変性疾患はてんかん発作とときに

は痴呆に至る進行性精神欠陥の双方を伴うことが多い。しかし、いずれの場合にも、痴呆は

反復するてんかん発作の結果ではなく、進行性てんかん原性脳損傷、もしくはてんかん原性

脳症に由来するものである。

これが「てんかん痴呆 epileptic dementia」なる用語を廃棄しなければならない理由である。

この Gastaut の提言は、痴呆がてんかんの不可避的な運命的終末であると信じられてきた

医学的迷妄を訂す重要な意味をもっていることは言うまでもない。痴呆を含む精神欠陥が、

てんかんの結果ではなく、てんかんの原因となっている脳疾患の症状であることが次第に

明らかにされてきたからである。しかし、すべての精神欠陥、精神障害の発生にてんかん、と

くにてんかん発作は全く責任がないだろうか。

Gastaut は前掲提言の前段においててんかん発作の長期にわたる反復が二次的損傷を神経

系に惹起することがなく、したがって精神機能に悪影響を及ぼすことがないと宣言する一

方で、後段では、てんかん重延状態などの発作の反復が二次的脳損傷の原因となり得ること

を認めている。前段と後段との論理的連関が明確ではないが、後段を考慮にいれると、てん

かん発作はその背景をなすニューロン発射の態様、脳、および個体の成熟度等々の条件によ

って二次障害の原因となり得ることを意味しているように思われる。

（２）てんかんの古典的神経病理学

前世紀の末葉から今世紀のはじめにかけて神経組織の染色法が開発され、ニューロンや

グリア細胞の微細構造の病理学的研究が活発になるとともに、てんかんの成因を神経病理

学的方法で探求しようとする気運が盛んになった。その最も顕著な成果がミュンヘンのク

レペリン研究所神経病理学研究室の Spielmeyer，W．の提唱した脳血管攣縮 angiospasm 説

32)である。彼は発作重延や、けいれん発作の反復した慢性てんかんの脳の特定部位に、血行障

害によって生ずるニューロンの特徴的変化、すなわち断血変化が見られるところから、発作

は血管攣縮の結果であろうと推定したのである。そして、当時、てんかん発作の原因とみな
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されていたアンモン角（海馬）硬化 Ammon's horn sclerosis はてんかん発作の反復によって

生じた二次的損傷の終末状態であると想定した。アンモン角なる特定領域がなぜ選択的に

侵襲されるのかの重要な疑問を解いたのが、Spielmeyer のもとに学んでいた日本の留学生、

若き日の内村祐之先生であり、この「アンモン角硬化の成因に関する研究」33）34）の帰朝講演

を聴講して感銘を受け、私は先生の教えをうける決心をしたという因縁がある。

この Spielmeyer、内村らによって代表される形態学・神経病理学的アプローチは 1940年

代以後の神経生理学・脳波学・神経生化学などの機能的アプローチがてんかん成因研究の

主流となるにつれて、忘れ去られるとともに、てんかん発作と脳損傷の関係については 、

Gastaut の提言の前段の考え方、すなわちてんかん発作それ自体は長期にわたって反復しつ

つも脳損傷を惹起することはない、とする認識が有力となった。Spielmeyerや内村がてんか

ん発作の結果とみなしたアンモン角硬化は Gastaut によれば幼時の熱性てんかん、あるいは

てんかん重延に伴う脳浮腫による側頭葉内側面の脱出（ヘルニア）の結果であり、側頭葉

発作のてんかん原焦点にほかならない。

（３）てんかんの新しい神経病理学

しかし、1970年代から臨床面ではてんかん発作の認知機能に及ぼす影響が注目され、神経

心理学的研究が活発に行われるようになる一方で、てんかん発作の二次障害に関する形態

学的研究が、昔よりも進歩した方法で検索され、重要な知見が提出されている。

Scheibel夫妻（1974）は側頭葉てんかんの患者の脳手術によって切除されたアンモン角

のゴルジ標本についてＨ野のニューロンの樹状突起の棘（後シナプス装置）や軸索に著明

な変化があること、この変化のなかにはきわめて新鮮な所見を示すものがあることを見い

だし、発作の反復がニューロンの微細損傷を惹起する可能性があることを指摘している。こ

のような見解は Meldrum，Ｂ．（1978）、Doose，H．および Vlzke，E．（1979）の研究に

よって強力に支持されている。

実験的研究でもてんかん発作の二次障害に対する有責論を立証する報告が行われている。

Meldrum，B，ら（1974）は狒狒（ヒヒ）にビククリンによるてんかん全般発作を起こさせ

ると、発作が重延して 90 分をこえると、ニューロンの断血変化が確認されることを見いだし、

脳実質の二次損傷はてんかん発射活動の持続時間に依存するとしている。また

Dam，A．M．（1982）は電気けいれんを反復したラットで電撃回数にほぼ比例してアン

モン角H 野のニューロンの数が減少することを見だしている。

これらの最近の緻密な方法論によるてんかん発作と脳二次損傷の関連に関する研究は、

両者の間に正の相関が、条件によっては成立しうることを確認したものであり、1920年代の

Spielmeyer、内村らの、忘れられていた先駆的業績のリバイバルだと私は考える。

てんかん発作の反復が脳、とくにしばしばアンモン角に二次損傷を生じることが神経病

理学的に実証されたことは、分裂病などの精神障害がてんかん発作――全般発作、側頭葉、

辺縁系発作のいずれを問わず――反復とともに後発するという臨床事実を理解する重要な
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鍵であることは確かである。しかし、精神障害を後発したものに神経病理学的に証明できる

脳損傷が存するわけではない。二次損傷が機能的段階にとどまるであろうことが予想され

る。

（４）キンドリング（燃え上がり現象）

発作の反復による二次損傷が機能的段階にとどまるという予想が確からしいことを示唆

するのが燃え上がり現象 kindling（キンドリング）である。中脳辺縁系ドーパミン経路の燃

え上がり現象操作によって動物にてんかん発作ではなく、異常行動を惹起させることに成

功した Stevens らの実験（1978）30）は、てんかんから分裂病への移行のメカニズムを解明す

る重要な手がかりであるとともに、キンドリング成立の物質的基盤がシナプス伝達物質の

活性変化のような機能的段階にとどまっていることを示唆している。

この実験結果だけではなく一般にキンドリングに関するこれまでの研究者に支配的な見

解は、キンドリング効果成立の基盤は機能的段階にとどまっているということである。てん

かん発作の反復による二次的脳損傷の性質に関する現在の認識は、形態学的神経病理学的

に確認できるニューロンなどの神経実質の変化（これをかりに器質的痕跡とよぶことにす

る）を容認する立場とこれを容認しないか、あるいはキンドリングの研究者のように、形態

学的神経病理学的変化にはたち至らない神経生化学的、神経生理学的変化（これを機能的

痕跡とよぶことにする）を想定する立場に分かれているように私には思われる。この二つ

の立場は断絶したままである。

私にとって長らく疑問であったのは、てんかん発作（ニューロン回路の過度発射）が神

経系に残す痕跡が機能的段階から器質的段階に転化、あるいは進行することがないだろう

かということであった。最近この疑問にこたえる研究がわが国で発表された。順天堂大学医

学部神経解剖学教室の新井康允教授 14）26）ら（1982）は新井教授が開発した電顕像からニ

ューロンのシナプス装置を計算する方法を用いてラットについて辺縁系キンドリングの実

験を行い、キンドリング効果の発展に伴って扁桃体のニューロンのシナプスが有意に減少

する事実を確認し、キンドリングがニューロンの微細構造の形態学的変化を惹起しうるこ

とをはじめて明らかにした。

この研究で想起されるのは Ward，A．A．ら（1969）の alumina cream による実験的研究

である。彼らは焦点近傍のニューロンのなかに持続的高頻度スパイクを発火するものがあ

ることを発見し、この異常発火は樹状突起棘の損耗による deafferentation の結果であろうと

推定し、このように変化したものを「てんかんニューロン epileptic neuron」とよんでいる。新

井教授らの研究はキンドリングが Ward らの推測の域にとどまっていた「てんかんニューロ

ン」を作り出すことを実証したものといってよい。

てんかん発作の反復、あるいはキンドリングがニューロンのシナプスの損耗などの微細

構造の変化を惹起するメカニズムの解明はもちろんのこと、キンドリングが機能的痕跡に

とどまらず、器質的痕跡を生ずるかどうかについてはもっと多くの研究がつみかさねられ、
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確実な証拠が得られなければならないが、1920年代にはじまるこれまでの研究成果を顧み

ると、てんかん発作と二次的脳損傷との関係は、機能的痕跡か、器質的痕跡かの問題である

というより、機能的痕跡にとどまるもの、器質的痕跡にいたるものの両者をともに包括する

問題であり、重要なことは機能的段階から器質的段階への転化、移行があり得ることを容認

する方向に進んでいるように思われる。

てんかん発作はそれが長期にわたって反復したとしても脳実質の損傷を惹起することは

ないとする Gastaunt，H．の提言は、すべてのてんかんの人たちに妥当するテーゼではあり

得ない。たしかに、てんかん発作の痕跡が機能的かつ可逆的である限り、二次的損傷を惹起

することはないであろう。抗てんかん薬の進歩は二次的損傷の惹起を抑制する役割を果た

し、てんかんの経過を良好にしていることは間違いない。しかし、現在でも、てんかん発作の

反復とともに初期には存在しなかった精神障害が形成されるようになる事例が決して減っ

ていないし、また、最近の研究が明らかにしたように、臨床的てんかん発作、実験てんかん発

作、燃えあがり現象が機能的および器質的痕跡を惹起しうることは疑いをいれない。

てんかん発作は必ず二次的損傷を惹起すると考えた 1920年代とは異なって、いま私たち

はてんかん発作は二次的発作を惹起することがありうると考える時代を迎えたのだが、こ

れからのてんかん学の課題は二次的脳損傷惹起の可能性をできるだけ減らす方策の研究を

すすめることである。

　　　　　　　　　　　　精神医学の逍遙　　秋元波留夫著（医学書院、1994）

てんかん（生物学的考察）

臨床

てんかん epilepsy 発作とは皮質ニューロンの同調した異常興奮によって起きる突発的な大脳機能の障

害である。てんかんは再発する発作を特徴とする疾患群である。アメリカ合衆国では約６％の人が再発性

痙攣を起こし、特発性てんかんがすべての痙攣性疾患の 75％以上を占める。あるタイプの特発性てんかん

は遺伝的背景が明らかである。他の型のてんかんは脳血管障害、外傷、占拠病変、感染による脳障害のため

に二次的に起こる。初発患者の 2／3 が小児であり、その大部分が特発性または外傷によるものである。一

方、大人になって起こる痙攣やてんかんは、しばしば前述の脳病変による二次的なものか代謝疾患に伴っ

て起こる。

てんかん発作はその症状と電気生理学的所見によりいくつかの型に分類される（表 5-3）。

　　　　　　　表 5-3　　てんかんの簡単な分類

171



Ⅰ.　部分性（局在性）てんかん

Ａ．運動、知覚、精神、自律神経症状を伴う単純部分発作

Ｂ．複雑部分発作

Ｃ．二次性全般てんかんを伴う部分発作

Ⅱ.　全般てんかん

Ａ．欠神発作

Ｂ．強直間代発作

Ｃ．その他（ミオクローヌス、強直、間代、脱力発作）

全身性強直間代発作 generalized tonic-clonic seisure は突然の意識消失とそれに引き続く強直性の筋収縮

が特徴で、そのために四肢は伸展し、背部は弓状に反り返る。この強直相は 10－30 秒続いた後、四肢が屈

伸する間代相に移行する。筋屈伸は 15－30 秒後のその頻度が最も高くなり、次の 15－30 秒で徐々にゆっ

くりとなる。患者は数分間意識がない。意識が回復してくるにつれ、さらに数分続く発作後の昏迷時があ

る。再発性発作、あるいは基礎に構造的な、または代謝病変が存在する患者では昏迷は数時間続く。発作後

の神経学的検査で局在性の異常が認められることがある。このような所見は局所的な脳病変の存在を示

唆しており、より詳細な生化学的、放射線学的検査が必要である。

典型的な欠神発作 absence seisure は小児期に始まり、通常大人になって寛解する。発作は数秒続く意識

消失が特徴で、姿勢はその間保たれる。この発作は瞬き、軽い頭の動き、四肢筋の短い屈伸を伴うことがあ

る。発作の直後から意識は清明となる。発作は１日数回起こることもあり、学校での活動が障害されるこ

とがある。EEG では特徴的な 3Hz の棘徐波複合を示し、過呼吸によって顕著となる。この疾患は出現率は

完全ではないが、常染色体優性遺伝を示す。

ある種のてんかんでは強直性、あるいは間代性のみ痙攣を示す。その他、突然の筋トーヌス低下をきた

す発作もある（脱力発作 atonic seisure）。ミオクローヌスてんかんでは、突然の短い筋収縮が起こる。この

病態はある種の神経変性疾患や瀰漫性の大脳虚血による広範な脳障害に伴って認められる。

部分発作は局在性の脳疾患によって起こる。従って、単純、または複雑部分発作を起こした患者はその

基礎疾患について調べる必要がある。単純部分発作 simple partial seisure はその責任病巣の場所によって、

運動、感覚、知覚、精神、自律神経症状で始まる。発作が他の領域に拡がって強直間代発作を生じない限り

（二次性全般化 secondary generalization）、意識は保たれる。複雑部分発作 complex partial seisure は突然起

こる意識障害と定型的な、協調した不随意運動（自動症 automatism）が特徴である。意識が障害される直

前に、異常な腹部の感覚、嗅覚、または体感性の幻覚、説明できない恐怖、既視感（déjà vu みたことがない

人やものをみたことがあると感ずること）などからなる前兆が認められることがある。発作は通常 2－５

分続き、発作後昏迷に陥る。二次性全般化も起こりうる。発作の焦点は主に側頭葉または前頭葉にある。

発病のしくみ

正常の神経活動は、２つの異なった部位で情報伝達を行う場合、一群のニューロンが抑制と興奮を順次
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行い同調的にはならない。てんかん発作は局所的、あるいは全脳のニューロンが同調的に興奮する時起こ

る。発作の種類は異常活動の部位と他の部位への広がりのパターンによって決まる。

てんかん患者ではしばしば脳波検査によって発作間次期にも棘波が認められる。これは脳の異常興奮

部位において、一群のニューロンが同調して脱分極を起こしているからである。実験的には発作性脱分極

変位 paroxysmal depolarizing shift として知られており、その後 EEG では棘波を伴う徐波に対応する過分極

後電位が起こる。この shift は興奮したシナプスにおける脱分極性電流やその後の電位依存性チャンネル

を介したナトリウムやカリウム還流によって起こる。

正常では興奮性ニューロンからの放電は周囲の抑制性の介在ニューロンを活性化して放電細胞とその

周囲の活動を抑制する。ほとんどの抑制性のシナプスは神経伝達物質の γ－aminobutyric acid（GABA）を

利用している。電位感受性でカルシウム依存性のカリウムの流れは放電ニューロンで活性化されており、

興奮を抑制する方向に働く。さらに、興奮時放出される ATP よりアデノシンがつくられ、周囲のニューロ

ンに存在するアデノシンレセプターに結合することによって神経興奮を抑制する。イオンチャンネルの

変化や抑制性ニューロンやシナプスの障害によって、この抑制機構が破綻すると発作の焦点が形成され

ることになる。また、脳障害後に神経ネットワークが再構成されたとき、局所の興奮性サーキットが増強

されると一群のニューロンは同調する。

局所放電の波及はいくつかの機序が組み合わさって起きる。発作性脱分極変位の間、細胞外にカリウム

が蓄積し周囲のニューロンが脱分極する。放電の頻度が増加すると、神経終末へのカルシウムの流入が増

加し、反復性刺激後増強 posttetanic potentiation として知られる過程によって興奮性シナプスにおける神経

伝達物質の放出が増加する。この過程では電位感受性チャンネルやグルタミン酸レセプター依存性イオ

ンチャンネルのうちのＮ-methyl-D-asparate（NMDA）型を通じてカルシウム流入が増加する。NMDA レセ

プター依存性チャンネルは主にカルシウムイオンを通過させるが、正常のシナプス伝達ではマグネシウ

ムイオンによってブロックされているため、比較的静止した状態にある。マグネシウムによるブロックは

脱分極によって解除される。一方、抑制性のシナプス伝達の効果は高頻度の刺激によって減少する。高濃

度の放出GABA存在下で GABA レセプターの急速な脱感作が、部分的にはこの減少の原因となる。異常

な変化の総和が近隣ニューロンの同調的な放電を促進して、てんかん発作を起こすことになる。

二次性てんかんにおいては、抑制性回路の消失と興奮性ニューロンからの線維進展が発作焦点の形成

に重要である。特発性てんかんでは、生化学的または構造的欠陥は一般に不明である。しかし、嗜眠性マウ

ス lethergic mouse（1h／1h）の研究からは欠神発作の発症機序についてある程度のことが明らかになっ

ている。欠神発作は、視床ニューロンにおいて低閾値のカルシウム電流（Ｔ、または一過性電流

“transient”current）が活性化されることによって伝えられる同調性の視床放電から生ずる。抗痙攣剤で

ある ethosuximide はヒトにおいてＴチャンネルをブロックし欠神発作を抑制する。Ｔチャンネルは細胞膜

の過分極の後に活性化されやすい。GABA Ｂレセプターの活性化は視床ニューロンを過分極し、Ｔチャン

ネルの活性化を起こしやすくする。嗜眠マウスは脳波上５－６Hz の棘徐波複合を伴う欠神発作をしばし

ば起こし、ヒトの欠神発作に用いられる抗痙攣剤に反応する。第２染色体上の単一の変異がこの常染色体

劣性疾患の原因であることが知られている。このマウスでは大脳皮質の GABA Ｂレセプターの数が増加

しており、GABA Ｂアゴニストである baclofen は発作を悪化させ、アンタゴニストは軽減する。このことは
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GABA Ｂレセプターの機能、あるいは発現の異常が欠神発作の発生に重要であることを示唆している。

治療

抗痙攣剤の主な標的は（１）静止膜電位を維持し、活動電位と神経伝達物質放出の発現に関与する電

位依存症イオンチャンネルと、（２）シナプスの興奮と抑制を修飾するリガンド依存性チャネル、の２つ

である。多くの薬剤が１つ以上のメカニズムによって働いている。いくつかの抗痙攣剤とその考えられる

薬理作用を表 5-4 に示してある。

　　　　　　　　　表 5-4　　抗痙攣剤の作用機序

　　薬　物 　　　主な適応 　　　　作用機序

Phenytoin 全般性強直間代、および部分発作 電位依存性ナトリウム、

カルシウムチャンネルの抑制

Carbamazepin 全般性強直間代、および部分発作 電位依存性ナトリウム、

カルシウムチャンネルの抑制

Phenobarbital 全般性強直間代、および部分発作 GABA Ａレセプター機能の増強

Valproate 全般性強直間代、欠神、ミオクロニー、および部分発

作

succinic semialdehyde dehydrogenese の抑制による

GABA の上昇

Ethosuximide 欠神発作 低閾値（Ｔ－タイプ）電位依存性カルシウムチャ

ンネルの抑制

Felbamate 全般性強直間代、および部分発作 グルタミン酸レセプターの NMDAサブタイプのア

ンタゴニストで GABA Ａレセプターにおける

の作用の増強

Lamotrigine 全般性強直間代、および部分発作 電位依存性ナトリウムチャンネルの抑制

Vigabatrin 部分、および二次性全般化発作 GABA トランスアミナーゼの抑制による

ベルの増強

てんかん英 epilepsy, 独 Epilepsie, 仏 épilepsie（西丸）

［ギ epi上に、ギ lepsis lambano とらえる］《発作病 Anfallsleiden, 痙攣病 Krampfkrankheit, 民会病 mal

comitial〔ラcom＝cum共に, itus, ire, eo行く,comitium集会,てんかんを起こす人があるとやめた〕、卒倒病

Fallsucht, morbus caducus〔ラcado 落ちる〕、神聖病 morbus sacer〔＝sacred〕、morbus divinus, morbus deificus〔ラ

divus＝deus 神〕、morbus daemoniacus〔ギdaimon 神霊、神的なものにいきなりとりつかれたように健康な状

態から突然起こる〕》意識障害と痙攣、運動－行動異常の発作。

大発作 grand mal, grosser Anfall は、前駆期 prodrome, 前兆 aura ［いき、微風］、意識喪失と同時の強直期

tonic phase につづく間代期 clonic phase,  意識混濁、疲憊 exhaustion, Erschöpfung,終末睡眠 postictal
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sleep,Terminalschlaf,覚醒と健忘というごとく経過する。てんかん発作重積 status epilepticus, état de mal は大

発作の連続をいう。発作の起こる時刻により睡眠てんかん Schlafepilepsie,覚醒てんかん Aufwachepilepsie,

汎発てんかん diffuse Epilepsie（昼と夜）という。

小発作 petit mal, kleiner Anfall は短時間の意識障害と運動－行動症状（自動症 automatism, ひきつり

spasm, Zuckung,筋緊張変化）を起こすものである。年齢に無関係の小発作には巣的 focal なジャクソン発

作 Jacksonian attack（巣に担当した運動－感覚現象から大発作へ移行することもある）、精神運動発作

psychomotor attack（もうろう発作 Dämmerattacke, 側頭葉てんかん temporal lobe epilepsy, 夢幻状態 dreamy

state, 自動症、 口部自動症 oral automatism,既視、鉤発作 uncinate fit, crise uncinée）、小発作重積 Petit-Mal-

Status がある。年齢に関係した小発作には、ピクノレプシー小発作 pyknoleptic petit mal［ギpyknos密な、し

ばしばの］（欠神 absence,後屈小発作 Retropulsiv-Petit-Mal, 頻繁な短時間の意識中絶, 児童、毎秒３回のス

パイク アンド ウェーブ spike and wave, Spitze-Welle, pointe-onde）、サラームてんかん salaam con-vulsion

（電光点頭礼拝痙攣 Blitz-Nick-Salaam-Krampf, BNS-Krampf［サラーム、シャローム、中東のあいさつ］、

前屈小発作 Propulsiv-Petit-Mal, 乳児、高い余波と棘波 hypsarhythmia［hypsi高く］、予後不良）、ミオクロ

ニック失立小発作 myoklonisch-astatisches Petit-Mal 発（無動作 akinetic attack,  失立発作 astatic attack,

Lennox syndrome, 種々の筋クローヌスとくずれ、幼児、 spike-wave variant,  ミオクローヌスてかん

Myoklonusepilepsie Unverricht-Lundborg は持続的間代筋痙攣のあるもので別）、衝撃小発作 Impulsiv-Petit-

Mal（びくっと体が大きく動く、思春期以後の少年、polyspikes and wave）などがある。

精神障害の一時性のものは代理症 equivalent, Äquivalent（周期性不機嫌 periodic ill-humor, periodische

Verstimmung, もうろう状態 twilight state, befogged state, Dämmerzustand, état de crépuscule, 精神病的挿入

psychic epilepsy, psychotische Episode－幻覚妄想状態）。持続性のものはてんかん性痴呆 epileptic dementia

と人格変化 Wesensänderung（迂遠、粘着、頑固、易怒）である

真正 idiopathic epilepsy genuin epilepsy, essential epilepsy は遺伝体質的 genetic epilepsy で児童－小青年期

に始まり、覚醒大発作、欠神、衝撃小発作、脳波は中心脳性 centrecephalic。 症状性てんかん symptomatic

epilepsy のプロセスてんかん process epilepsy は脳病や中毒によるもので成人に多く、巣性、睡眠てんかん

または汎発 diffuse（昼と夜）大発作、精神運動発作、脳波は巣性か汎発スパイク、残遺てんかん residual

epilepsy は脳病の古い傷によるもので、巣発作、精神運動発作、前屈小発作、睡眠大発作、汎発大発作。

特殊発作型として、反射てんかん reflex epilepsy（感覚刺激ことに光によるもの）、潜状てんかん latent

epilepsy（脳波はてんかんで臨床的に発作がないもの）、熱痙攣 Fieberkrampf（幼児の高熱時の大発作）、

コシェフニコフ持続的部分的てんかん epilepsia partialis continua Kojevnikov はジャクソン巣てんかんの重

積、ジャクソン巣発作に属するものには精神運動発作 psychomotor attack、精神感覚発作 psychosensoory

attack、植物性発作 vegetative attack,  間脳性発作 diencephalic attack,  内臓発作 visceral attck,  腹部発作

abdominal attack, 皮質下発作 subcortical attack（強直性、錐体外路性）などの形がある。

てんかん性素質 epileptic constitution は、体格は闘士型、性格はてんかん病質 epileptoide Psychopathie で、

鈍重、迂遠、固陋 pedantry, 几帳面、易怒、粘着素質 enechetische Konstitution［ギen中に、echo持つ］である。

脳波は棘波 spike, Spitze, pointe と徐波 slow wave, langsame Welle, onde lente の混合で、多焦点棘波

multifocal spikes（大発作）、中心脳型 centrencephalic pattern の汎発性毎秒３回の spike-wave（欠神小発
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作）、局在的棘波（巣）などがあり、カルジアゾル、メジマイド、深呼吸、反復感覚刺激で誘発される。治療

には多くの抗てんかん剤 antiepilepticum がある。（西丸四方）

 てんかんの歴史とロンドンの国立神経病院 

　これまで１９世紀のフランスとドイツを中心に、臨床神経学・神経症候学の話をしてき

ました。 

　舞台をイギリスに移しまして、この国がリードした、てんかん、不随意運動、錐体外路など

のお話をします。 

　まずてんかんは、脳卒中と同じぐらい昔から知られていた疾患です。 

　これはヒポクラテスの時代には「神聖病」と呼ばれていました。 

　中国の「黄帝内経」には癲疾（大人のてんかん）や癇疾（子供のひきつけ）といった言葉

があり、ここから日本では桃山時代頃に癲癇という言葉ができたのだそうです。 

　ラテン語 "epilepsia" の原語はアレテウスあたりが使いはじめたそうです。 

　（Epi=upon、lepsia=seize、つまり発作がくり返されるの意。） 

　彼は著作でその前兆について記載します。 

「発作の不安が近づくと、患者は目の前に紫紅色、黒色、あるいはあらゆる色彩の入りまじっ

た閃光が弧をなして運動するのを見る。それはあたかも大空に虹がかかっているかのごと

くである。耳に騒音を聴き、不快な臭いを感ずる。怒りやすくなり理由もなく激昂する。」 

　てんかんの原因は長らく不明でした。 

　１６世紀頃から、頭部外傷や梅毒がてんかんの原因になることが気づかれます。 

　ウイリスは 1684年の著作で精気の「爆発」と考えます。 

　てんかん患者を剖検しても、異常が見当たらない事も多いのですが、ボネの剖検所見集

「墓地」の１８世紀の補遺あたりから、脳に器質的病変が見つかることがありました。 

　１９世紀に入ると、サルペトリエールの勤務医、ピネルの弟子であるエスキロル（Jean 

Etienne Dominique Esquirol, 1772-1840）は、1838年の著書で、全身痙攣をおこす "grand

mal" と痙攣に至らない "petit mal" を区別しました。 

　ただし単なる程度の違いという認識でした。 
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　1854年にパリのドラジオーヴ（Louis Jean Francois Delasiauve, 1804-1893）は、著作

で剖検で異常を認めない特発性てんかんと、何らかの脳損傷を有する症候性てんかんを区

別します。 

　痙攣発作後に一過性の手足の麻痺が起こる事は、ロンドン、キングスカレッジ病院のトッ

ド（Robert Bently Todd, 1809-1859）が 1854年の「麻痺、脳疾患講義」で１０例を報告しま

す。 

　彼は痙攣という異常活動発作のために脳の原因部位が疲労するためと考えました。 

　この観察が後年のジャクソンの考察の手掛かりになります。 

　この頃、イギリスの神経学の中心になるロンドン国立神経病院が設立されます。 

（１９世紀のロンドンの臨床医学の中心は、ガイ病院でした。この病院はロンドンの書籍商

トーマス・ガイの 1725年の寄付でできた病院で、ネフローゼの発見者ブライト（Richard 

Bright, 1789-1858）、副腎不全の発見者アジソン（Thomas Addison, 1793-1869）、リンパ

腫の発見者ホジキン（Thomas Hodgkin, 1798-1866）らがいました。） 

　この時代、ロンドンに麻痺とてんかん患者のための病院建設を訴えたのが、Chandler姉妹

（姉が Johanna、妹が Louisa、末弟が Edward）です。 

　彼女らは祖母を脳血管障害で亡くしたのを機に、ロンドン市長に働きかけ、1859年、ロン

ドンのクイーン・スクエアに国立神経病院を８床のベッドで開院させました。 

　ここの初代の常勤医は僕はよく知りません。1860年、２代目常勤医として赴任したのがブ

ラウン・セカールで、彼にしてはめずらしく４年半も落ち着きました。 

　でも彼は個人的なクリニックも開業し、そちらの方で手一杯になって、とうとうロンドン

から逃げ出したという話です。 

　この病院に 1862年に赴任してきたのがジャクソン（John Hughlings Jackson, 1835-

1911）です。シャルコーがサルペトリエールに赴任したのと同じ年です。 

　彼の話は次回にします。 
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；ドフトエフスキーとてんかんについてを medlineで検索しようと思ったら、 

Dostoevsky 、Dostoevski、Dostoyevsky、Dostoevskii、Dostoewsky、 

Dostoievsky、Dostojevskijなどいろいろな綴りのチェックが必要。 
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58-20. Perkin GD. Neurology in literature. Epilepsy. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 1994; 57:631. 

58-21. 馬場正之 The National Hospital, Queen Squareの 120年 神経内科 1982; 
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58-22. 酒井シヅ Thomas Hodgkin 内科 1984; 53:940. 

ジャクソンの業績その１。てんかんをめぐる考察 

　シャルコーは画家になるか医者になるか迷った人ですが、ジャクソンは哲学者になるか

医者になるか迷った人です。 

　彼はヨークシャーに生まれ、15歳まで中等教育を受けた後、ヨーク市で開業医の見習いと

して修行をし、21歳で医師の資格をとります。 

　当時ロンドン大学には哲学者スペンサー（1820-1903）（ダーウィンに先駆けて進化説

を提唱した人です。）がいて、その講義にジャクソンは通いつめ、医者をやめて哲学者にな

ろうかと迷いました。 

　しかし、1858年の先天梅毒の徴候の報告（Ophth Hosp Rep）で有名なハッチンソン

（Jonathan Hutchinson, 1828-1913）に医学を薦められ、さらにブラウン・セカールに神

経学を勧められ国立神経病院にやってきました。 

　ジャクソンがもっとも関心を持った疾患がてんかんです。 

　それまでてんかんは全身痙攣発作と認識されていましたが、1827年にフランスのブラバ

イ（Louis-Francois Bravais, 1801-1842）が部分てんかんを記載します（These de 

Paris）。 

　ただしこれは "epileptiform seizure"「てんかん様発作」といわれ、真のてんかんとは違

うと考えられていました。 

　ジャクソンはこの発作型に注目します。 

　1863年の症例報告は 49歳女性です。 

「右親指にひりひりする感じがあった。それは爪の下に始まり、ほぼ橈骨の茎突起の高さに

広がり、顔へ行った。顔で最初に起こったのは右の上口唇だった。つぎに右の顔面全体と舌

に広がった。５分間彼女は会話ができなかった。」 
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　1867年にはそれまでの観察をまとめ、 

「半身のけいれんでは、「前兆」はほとんど手に始まる。しかし時には顔に、まれに下肢にはじ

まる。」 

と言います（Med Times Gaz）。 

　1868年には 

「発作が顔に始まるときは、痙攣は腕に伝わり下肢に広がっていく。 ...発作が下肢に始ま

るときは、痙攣は上行する。」（Med Times Gaz） 

　こうして発作が全身におよぶとそれまで保たれていた意識が失われます。 

　この事は何を意味するでしょう？ 

　1870年の「痙攣についての研究」には、痙攣を起こり始めの部位は脳の病変のある部位に

対応している、痙攣の広がる順序は脳の体の支配の近接部を示すに違いない、と論じました

 

「一側性に始まる痙攣は反対側の大脳半球に病変がある事を示すものである。」 

「発作が手から始まる時に、もしわれわれが大きな病変を見つけるとすれば、それは線条体

領域、つまりシルビウス動脈によって養われている領域だという事である。 ...私が言いた

いのは、シルビウス領域の疾患が一方の手もしくは１側の顔面から始まる痙攣を起こし、そ

れが発作の起こった側全部に及び、そのあとで他側の両側性の筋に広がっていくというこ

とである。」（Transactions St. Andrews Medical Graduates' Association） 

　この 1870年は、フリッシュとヒッツイヒの運動野の発見と同じ年です。 

　つまり、ジャクソンは脳の機能局在という考え方のパイオニアの一人です。 

「ジャクソン氏の研究は非常に完璧なので、この発見に彼の名を結び付ける価値があるので

す。」 

　と言ってこの発作型に「ジャクソン痙攣」の名をつけたのはシャルコーです。 

　ただしけいれんの病理学的な原因には、梗塞、腫瘍、梅毒結節、嚢胞虫症、血塊、膿瘍などい

ろいろあります。 

「てんかんの病態生理は１つであるが、原因は多数ある。」 

　つまりてんかんとは疾患単位ではなく症候群なのです。 
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　ジャクソンはてんかんを、1873年の「てんかんの解剖学的、生理学的、病理学的研究」とい

う論文で、部分発作も、全般発作も、精神運動発作も包括し、次のように定義します。 

「てんかんとは灰白質の機会的、唐突、過剰、急速、局所的な発作の名である。」 

"Epilepsy is the name for occasional, sudden, excessive, rapid and local 

discharge of the grey matter."（West Ridings Lunatic Asylum Medical Reports） 

　ただしこの時点で "discharge" とは何であるか、電気活動であるとはまだジャクソンは

確信していなかったはずです。 

　1848年にデュ・ボア・レイモンが末梢神経に電気を証明しましたが、中枢神経での電気

活動はまだ証明されていませんでした。 

　これをはじめて証明したのは、1875年リバプールのカートン（Richard Caton, 1842-

1926）で、うさぎの大脳表面からの活動電位を検出しました（Br Med J）。 

　脳波が人間でも確認され、てんかん患者で異常電気活動が証明されるのは 1930年代です。

　ジャクソンは私生活でもてんかんにかかわります。 

　彼は 1864年、童話作家だったいとこのエリザベスと結婚しました。 

　1876年に彼女がはじめての子供を妊娠したとき、皮肉にも、脳静脈血栓症と思われるジャ

クソン型の痙攣発作をくりかえし、子供を産めないまま、ジャクソンが 41才の時に亡くなり

ました。 

　彼は以後独身のまま後半生を送ります。 

　ジャクソンは、てんかんの精神症状にも注目します。 

　彼は、身体の痙攣を主とするてんかんがあるように、一過性の精神状態の変容を主とする

症候群もてんかんの一種と考えます。 

　1866年の論文で、 

「分別のある男子が別に理由もないのに急に憤怒におちいったり、寝ぼけのような状態にな

って何マイルも歩き続けたり、運河の中に歩いたり、教会堂の中で突然靴を脱いでみたり、

路上で着衣を脱いで裸になる、といった場合、大脳半球のいずれかの領域に、－新しい意味

での－ てんかんが起こっているのであろう。」 

　と言います（Med Times Gaz）。 

　この新しい考え方が理解されるにはその後の年月が必要でした。 
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　1870年の「痙攣についての研究」では、 

「われわれは頑固な言語消失が片麻痺と併発するときには、その片麻痺はほとんど右側であ

ることに気づく。」 

　つまりてんかんの後には、Todd麻痺以外に、より高次能力も障害も起こすわけです。 

　1875年には精神自動症という言葉を命名します。 

「てんかん発作に関連する一過性意識障害には、激しい興奮を呈する躁狂の他に、一見まと

まっていて正常な行動のように見えるものまで、さまざまな程度の病像があり、それらに共

通するのは行動が無意識、自動的であるということである。それゆえ、精神自動症とよぶの

が適当である。」（West Ridings Lunatic Asylum Medical Reports） 

　また 1876年にはてんかん発作の前兆である奇妙な想念、"dreamy state" の概念を提唱し

ます（Med Times Gaz）。 

　ジャクソンにとってこれら精神運動発作（これは後年 Lennoxが命名した用語ですが）の

最も印象深い患者は、医者でもある患者 Meyers でした。 

　彼は論文上 Dr.Z と呼ばれます。 

　1874年に発表された彼の手記の一部です。 

「私が..20歳の時に初めて、後で自分が小発作と呼ぶようになった症状に気づいた。 ...私

は講堂につながる階段のところで友達を待っている時...ぼんやりと辺りや、通り過ぎる

人々を見回していたところ、突然注意が自分の心の方に向かっていった。何かとは言えない

が、生き生きとした予想だにしない「想起」にふけっているようであった。１～２分して友達

が、青ざめた顔をし、ぼうっとして、壁によりかかっている私を見つけた。...その時友達に

どんなことが起こって、何を「想起」していたのか説明できないでいた..」 

　彼は 28歳で医者になりましたが、dreamy stateの頻度はしだいに増え、それに続いて、意

識を失い、口元で舌を打つ自動症を伴う複雑部分発作も出現しました。 

　大発作も加わるようになり、発作のない時にも言葉がなかなか出てこないことがあり、記

憶力の減退に自ら気付きはじめました。 

　診療生活にしだいに支障が出、41歳で医師をやめました。 

　1894年、彼が 42歳のある夜、大量のクロラールを服用して死亡しました。 

　剖検では左鉤回に軟化巣が見つかり（1898年、Brain）、1899年にジャクソンはこれをて

んかん発作鉤回群と呼びました（Lancet）。 
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　側頭葉てんかんの概念の始まりです。 

　このようにてんかんは、どこに発作が始まり、どう広がるかにより、運動野の発作では痙

攣、精神に関係ある部位の発作では精神運動発作など、さまざまな臨床像を生むのです。 

　てんかんはジャクソンによって、病理学的、生理学的に根拠づけられた概念になったので

す。 
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ジャクソンの業績その２。神経機能階層論 

　てんかんについてのジャクソンの一連の考察は、1884年のクルーニアンレクチャーの神

経機能階層論にまとまります（Lancet, Br Med J, Med Times Gaz）。 

　1859年にダーウィンが「種の起源」を発表、進化論は世の中に大きな影響を与えました。

　ジャクソンの神経機能階層論は、いわば神経学を進化論の目で見たものです。 

「私は以前から神経系の疾患の研究において、それを進化の逆行、すなわち解体とみなすこ

とが極めて都合がよいのではないかと考えていました。」 

「進化とは最も単純なものから最も複雑なものへの移行であり、...進化とは最も自動的な

ものから最も随意的なものへの移行です。」 

　解体とは何かというと、 

「最も器質化されていない、最も複雑で随意的なところが消失するという事は、より器質化

され、より複雑でなく、より自動的なところが残されている事を意味します。」

　彼は神経疾患を低次のレベルから順に、進行性筋萎縮症、脳卒中による半身麻痺、振戦麻

痺、てんかん、舞踏病、失語、精神病などの例をあげて説明します。 
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　脳卒中による半身麻痺の場合、 

「注意すべき事は、一側性の運動（より随意的な）が侵されても、より自動的な、両側性の運

動は保持されている事です。」 

　てんかんや精神病は最高中枢の病気です。この場合は、 

「ある疾病が精神病の症状を起こすと言われています。しかしこの場合、その疾病はその解

体に応じて単に陰性の精神症状を起こしてくるにすぎないのであって、他のあらゆる複雑

な形で生じてくる陽性の精神症状（錯覚、幻覚、妄想、突飛な行為）は何らかの病的過程に

よって侵されていない神経系の活動の結果であると私には思われます。」 

　彼は、神経系は高級な部位、中間の部位、低級な部位といった階層構造からなるとします。

「最低運動中枢は脊髄の前角と、それより上方の運動性脳神経の神経核です。 ...最低運動

中枢は概ね直接的です。ですから最低運動中枢は代表 representativeです。中等運動中枢は

Ferrierの運動領域を構成する脳回と線条体の神経核です。これらはより複雑、より少なく

器質的で、身体の広い範囲を二重、且つ間接的に代表します。ですから、それらは再代表 re-

representativeです。最高運動中枢はいわゆる運動領域の前方の脳回です。「いわゆる」とい

ったのは、脳の前方部全体は運動性、もしくは主として運動性だと私がこれまで長いこと考

えてきたからです。...最高運動中枢は最も複雑で器質化の最も少ない中枢で、最も広い領

域の運動（身体のすべての領域の運動）を三重に間接的に代表します。それらは再々代表

re-re-representativeです。」 

（この "represent" という心理学用語の日本語訳には困ります。秋元訳では「代表」、越賀

訳では「表示」。神経心理学では「表象」と訳されます。「反映」という訳などはどうでしょう

か？） 

　彼は最高運動中枢は前頭葉と考えました。 

　低位の部位の活動は自動的、不随意的、画一的であり、高位の部位は非自動的、髄意的、非

画一的です。

　そして高次の部位がより低次の部位を制御します。 

　症候学的に、障害された部位の機能は脱落します。これが陰性症状です。 

　高次の部位が障害された場合、そこより低次階層の機能には「解放現象」が起こります。こ
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れか陽性症状です。 

「解体の過程は、ただより高次の中枢の働きを除去するのみでなく、同時にそれはより低次

の中枢を解放するのです。」 

　てんかんについては次のように説明します。 

「てんかん発作に相似の事例は 24人の最高の海軍士官のうちの一人がたまたま狂気になっ

た場合です。この場合、馬鹿げた命令を下級士官に発することによって、「下方に発射する」

ことによって、彼は広範囲の、しかしまだ軽微な障害を海軍に及ぼします。しかし、同僚に間

違った助言をすることによって、「側方に発射する」ことによって、彼は彼らが間違った命令

を下級士官に発するように仕向けます。」 

　最高中枢の働きについては、彼は次のように考えます。 

「私は...意欲、記憶、推理、および感情は、意識状態という一つのものの単に人為的に区別さ

れた側面にすぎないと考えています。つまり、四つの中枢があるのではなく、最高中枢が存

在するのです。最高中枢の活動により意欲、記憶、推理、および感情がばらばらでなく一斉に

演出されるのです。」 

　彼は「随意的」を「自動化されない」という言葉で、もう一度言い直します。 

「そこでいま我々は進化における進歩は最も自動化されたものから、最も自動化されぬもの

への進歩であり、このために最高中枢はもっとも器質化されていないということができま

す。...人間はそれを物質的にみなすとき、一つの自動機械ですが、その神経系の最高の部位

（最高中枢）が最も自動的でないのです。」 

　以上が彼の神経機能階層論のあらましです。 

　これは、直接には脊髄反射の研究のホール、セチェノフ、エルプらの発見からヒントを得

たのでしょう。 

　このジャクソンの考え方は後の世代に受け継がれ、現在の我々は、神経学の当然の原理だ

と考えていますね。 

　真に偉大な発見というのは、後世から「当然の原理」とみなされるものなのです。 

　さすが、哲学者になるのをやめた医者の、雄大な思想といえましょう。 

（フロイトの、人格は高潔な人格と下等な欲情とその中間の自我からなる、という精神３層
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構造説（1905年）もジャクソンの思想の影響でしょうか？） 

　ジャクソンは生涯で 300以上の論文を書いたそうですが、彼の論文の論理展開は、正直に

言って、人がついて行きづらい点があります。 

　彼の思想が独特なので、人に伝えづらかったという点もあるでしょう。 

　が、酷評すれば文章が未熟なためで、これは彼が高等教育を受けなかったためだという人

もいます。 

　でも彼は必要以上の教育を受けなかった事は幸福だったと言ってました。 

　彼の私生活のエピソードを一つ。彼は本を読むとき、読んだ端からページを破り捨てなが

ら読んだそうです。だから彼の家には蔵書がなかった。 

　また彼はこのくせを、人から借りた本についてもやってしまうので、友人達は彼に本を貸

してくれなくなったそうです。 

　本屋で本を買った時も、本を半分に引き裂いて左右のポケットにつめこんで本屋を去っ

ていくので、店員は彼を気違いだと思ったとか。 

　あと、彼は 1878年には、Bucknill、Crichton-Browne、フェリヤーらと共同で、イギリス最初

の神経学雑誌 "Brain" を創刊しました。 
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；これは 1884年の Lancet, British Medical Journal, Medical Times and 

Gazette の３誌に掲載されたという。 

60-2. 浜中淑彦 Jacksonの神経機能階層論 脳神経 1982; 34:1018-9. 

60-3. 浜中淑彦 ジャクソニズムの歴史的背景 脳神経 1982; 34:1116-7. 

60-4. Swash M. John Hughlings-Jackson: a sesquicentennial tribute. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 1986; 49:981-5. 

60-5. Critchley M. Hughlings Jackson. The man and his time. Arch Neurol 1986; 

43:435-7. 

60-6. York GK et al. Hughlings Jackson's theory of recovery. Neurology 1995; 

45:834-8. 

60-7. Andermann AA. Hughlings Jackson's deductive science of the nervous system:
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60-8. Pearce JMS. Hughlings Jackson's "imperception" and anosognosia. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 2002; 72:736. 

；1876年にジャクソンが使ったこの言葉が病態失認の概念の始めらしい？ 

60-9. Pearce JMS. Thomas Laycock (1812-1876). J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2002; 73:303. 

；この人はジャクソンのヨーク医学校時代の師。ホールの反射の概念を ジャクソン

に教えたろうし、彼自身も「脳の反射」という概念を考えていた。 ジャクソンの神経

機能階層論の直接の元。 

60-10. Langley GE. Sir John Charles Bucknill 1817-1897: our founder. Br J 

Psychiatry 1980; 137:105-10.；この人は "Brain" の編集者の一人。 

；"Brain" は 1905-1921年の間ヘッドが主編者でしたが、1915年に追悼号を組み、 

ジャクソンの失語関係の論文を１１本再掲しています。 

ジャクソンの後輩ガワーズ。おまけにナルコレプシー 

　ジャクソンはどちらかというと交際が下手で、子供もないまま奥さんに先立たれてから、

いよいよ孤独な人だったそうです。 

　その点、ジャクソンの後輩のガワーズ（William Richard Gowers, 1845-1915）は、ジャ

クソンほど独創性はなくとも、文章は上手で、すぐれた臨床家で、教師でした。 

　ガワーズはジャクソンの８年後、1870年に国立神経病院に赴任します。 

　その後の主な業績は、 

　1877年、血球計算器を発明、赤血球数の測定法を実用化（Lancet）。 

　1877年、ヘモグロビン計の発明（Lancet）。 

　1878年、脊髄の痛覚路の研究（Trans Clin Soc London）。 

　1879年、デュシェンヌ型ジストロフィー 220例をまとめた単行本「仮性肥大性筋麻痺」を

出版。（同年 Lancetにも発表）

　この疾患は遺伝する事を発見し、登はん性起立をこう描写します。 

「彼は手を膝の上に置き、それから大腿をより高く高くとつかんでいき、彼の大腿を登るこ

とによって彼の体幹を押し上げる。」 

　1885年、著作「脳疾患の診断」で大脳基底核 "basal ganglia" の命名。 

　1887年、彼が診断した脊髄腫瘍の患者を外科医ホースレイが手術。　（これが世界最初の
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脊髄の手術です） 

　1902年、遠位型ミオパチーを報告（Br Med J）。　（ただしこれは筋強直性ジストロフィ

ーでは？と 1954年に Wilsonは指摘します。） 

　（ガワーズは "Brain" にはほとんど投稿していません。その編集者を嫌ってたとか。） 

　彼が 1886-1888年に書いた教科書「神経系疾患マニュアル」は、英語で書かれたほとんど完

璧な神経病の教科書とされ、晩年にはガワーズは、わからない事があると自分の教科書を調

べるらしい？と学生から噂されました。 

　文章家であった彼の一言。「言葉数が多ければ、不明瞭になりやすいのだよ。」 

　ジャクソンとガワーズによって、１９世紀イギリスの神経学は確立したのでした。 

　１９世紀後半のイギリスの事件を並べます。

脳の活動と周波数変化 

安静・閉眼時に出現していた後頭部優位のα波は開眼すると速やかに振幅が減衰する。こ

のように、感覚入力（体性感覚、聴覚、視覚など）、運動、覚醒状態の変化、認知活動などによ

って周波数成分が変わることが知られており、生理学や心理学研究で応用されている。高速

フーリエ変換、周波数フィルタなどの信号処理技術が必要となる。

高速フーリエ変換

高速フーリエ変換（こうそくふーりえへんかん, Fast Fourier Transform, FFT）とは、離

散フーリエ変換 (Discrete Fourier Transform, DFT) を計算機上で高速に計算するアル

ゴリズム。逆変換を IFFT (Inverse FFT) という。

高速フーリエ変換といえば一般的には 1965      年  、ジェイムズ・クーリー (J. W. Cooley) と

ジョン・テューキー (J. W. Tukey) が発見した[1]とされている Cooley-Tukey型 FFTアル

ゴリズムを呼ぶ。しかし、1805      年  ごろにガウスが同様のアルゴリズムを独自に発見していた

[2]。
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離散フーリエ変換 (DFT) 

は以下の級数で定義される。

. 

これを直接計算したときの時間計算量は O ( N2 ) である（Oはランダウの記号）。

高速フーリエ変換は、この結果を、次数 N が 2の累乗のときに O ( N log N ) の計算量で

得るアルゴリズムである。より一般的には、次数が と素因数分解できるとき、

 の計算量となる。次数が 2の累乗のときが最も高速に計算でき、アルゴリズ

ムも単純になるので、0詰めで次数を調整することもある。

逆変換 (IFFT) は正変換 (FFT) と同じと考えて良いが、指数の符号が逆であり、係数 1 / 

N が掛かる。高速フーリエ変換のアルゴリズムはこれらの変更点を簡単に適用できるため、

逆変換も同じアルゴリズムを使って計算できる。

高速フーリエ変換を使って、畳み込み積分などの計算を高速に求めることができる。これも

計算量を O ( N2 ) → O ( N log N ) に落とせる。

現在は、初期の手法[1]をより高速化したアルゴリズムが使用されている。

Cooley-Tukey型 FFTアルゴリズム

Cooley-Tukey型アルゴリズムは、代表的な高速フーリエ変換 (FFT) アルゴリズムである。

分割統治法 (divide and conquer) を使ったアルゴリズムで、再帰的に N = N1 N2 のサイ

ズの変換を、ガウス平面における回転因子である 1      の冪根  を N 程度のオーダーかけて、より

小さいサイズである N1, N2 のサイズの変換にしていくことで高速化を図っている。

最もよく知られた Cooley-Tukey型アルゴリズムは、ステップごとに変換のサイズをサイズ 

N / 2 の 2つの変換に分割するので、2の累乗次数に限定される。しかし、一般的には次数は

2の累乗にはならないので、素因数が偶数と奇数とで別々のアルゴリズムに分岐する。
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伝統的な FFTの処理実装の多くは、再帰的な処理を、系統だった再帰をしないアルゴリズム

により実現している。

Cooley-Tukey型アルゴリズムは変換をより小さい変換に分解していくので、後述のような

他の離散フーリエ係数のアルゴリズムと任意に組み合わせることができる。とりわけ、N ≤ 

8 あたりまで分解すると、固定次数の高速なアルゴリズムに切り替えることが多い。

原理の簡単な説明

FFT のバタフライ演算

離散フーリエ係数は、1の原始 N 乗根の 1つ WN ≡ exp( -2 π i / N ) を使うと、次のよ

うに表せる。

. 

例えば、N = 4 のとき、離散フーリエ係数は行列を用いて表現すると（W ≡ W4 と略記）

. 

入力列 xk を添字の偶奇で分けて、以下のように変形する。
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すると、サイズ 2の FFTの演算結果を用いて表現でき、サイズの分割ができる。

. 

また、この分割手順を図にすると蝶のような図になることから、バタフライ演算とも呼ばれ

る。

バタフライ演算は、計算機上ではビット反転で実現される。DSP  の中には、このバタ

フライ演算のプログラムを容易にするため、ビット反転アドレッシングを備えて

いるものがある。

分かり易い原理の説明

N=PQとする。

N次離散フーリエ変換 を考える。

0 = < j < = N − 1なら、j = qP + pただし 0 = < p < = P − 1、0 = < q < = Q − 1と書け

る。
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0 = < t < = N − 1なら、t = sQ + rただし 0 = < s < = P − 1、0 = < r < = Q − 1と書け

る。

ここで、 と

置く。

f1(p,r)は sの影響を受けない。 この具体的計算は、Q次の離散フーリエ変換

の実行と、 回転因子 exp( − 2πipr / PQ) の掛

け算を全ての p、rの組(PQ通り=N通り)に対して行うことによって行われる。

ここで、右辺は、rを固定すれば、P次

の離散フーリエ変換であるので、 N次＝PQ次の離散フーリエ変換を、 Q次の離散フーリエ

変換と回転因子の掛け算の実行により、 Ｑ組（r=0,1,2,,,Q-1）のＰ次離散フーリエ変換

に分解したと見ることができる。

N = Qkの場合（P = Qk − 1）には、上を繰り返せば、Q次の離散フーリエ変換と回転因子の掛

け算を繰り返すことだけで次数を下げることができ、最終的に１次離散フーリエ変換（＝

何もしないことと同じ）にまで下げると、F(t)を求めることができる。 特に、Qが 2又は４

の場合は、Q次の離散フーリエ変換は非常に簡単な計算になる。
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Q=2の場合は、exp( − 2πirq / Q)は１か-１なので、Q次の離散フーリエ変換は、符号の逆転

と足し算だけで計算できる。

Q=4の場合は、exp( − 2πirq / Q)は１か-１か iか-iなので、Q次の離散フーリエ変換の計

算は、符号の逆転、実部虚部の交換と足し算だけで計算できる。

このため、２の累乗あるいは４の累乗次の離散フーリエ変換は簡単に計算でき

る。実務的に用いられるのは、Q=2か Q=4の場合のみである。

ビットの反転 

上記の説明で、N = Qkの場合（P = Qk − 1の場合）、 N = Qk個のデータ f(qQk − 1 + p)から、N 

= Qk個の計算結果

を計算す

る場合に、メモリーの節約のため、0 = < q < = Q − 1、0 = < r < = Q − 1を利用し、

計算結果 f1(p,r)を、元データ f(rQk − 1 + p)のあった場所に格納することが多い。

これが、次の次数、Qk − 1でも繰り返されるため、 p = q2Qk − 2 + p2とすると、次の次数の計算

結果 f2(p2,q2,q)は、 f(qQk − 1 + q2Qk − 2 + p2)のあった場所に格納される。 繰り返せば、 t =

q1Qk − 1 + q2Qk − 2,,, + qkとすると、計算結果 fk(pk,qk,qk − 1,,,q2,q1)は、 f(q1Qk − 1 + q2Qk − 

2,,, + qk − 1Q + pk)のあった場所に格納される。

一方、 を、rを固定し sを変

数とした Qk − 1次離散フーリエ変換と見なして、 s = s2Q + r2とすると、

となる。 

繰り替えせば、
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となるが、skQk + rkQk − 1 + ,,, + r2Q + r1 < Qkより sk = 0、 より pk = 0このため、 

F(rkQk − 1 + ,,, + r2Q + r1) = fk(0,rk,rk − 1,,,r2,r1) これは f(r1Qk − 1 + r2Qk − 2,,, + rk − 

1Q + rk)のあった場所に格納されている。

このように、求める解 F(rkQk − 1 + ,,, + r2Q + r1)が f(r1Qk − 1 + r2Qk − 2,,, + rk − 1Q + 

rk)のあった場所に格納されているこを、ビット反転と言う。これは、Q進数で表示

した場合、rkQk − 1 + ,,, + r2Q + r1は(rkrk − 1,,,r2r1)Qとなるのに対し、r1Qk − 1 + r2Qk − 

2,,, + rk − 1 + rkは逆から読んだ(r1r2,,,rk − 1rk)Qとなるためである。

その他のアルゴリズム

• Prime Factor Algorithm (PFA) 

• Bruun's FFT algorithm 

• Rader's FFT algorithm 

• Bluestein's FFT algorithm 

•

実数および対称的な入力への最適化 

多くの実用面において、FFTへの入力は実数のみの列(実入力)であり、このとき出力の列は

次の対称性を満たす (*は複素共役):

. 

そして、多くの効率的な FFTアルゴリズム（例えば[3]）はこの条件を前堤に設計されている。

実入力への効率化には、次のような手段がある。

• Cooley-Tukey 型アルゴリズムなど典型的なアルゴリズムを利用して、時間とメモリ

ーの両方の浪費を低減する。 
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• 偶数区分数のフーリエ係数はその半分の長さの複素フーリエ係数として表現するこ

とができる（出力の実数/虚数成分は、それぞれ入力の偶関数/奇関数成分に対応す

る）ことを利用する。 

かつては実入力に対するフーリエ係数は離散ハートリー変換 (DHT : Discrete Hartley 

transform) でより効率的に計算できると思われていた。しかし、その後最適化された離散

フーリエ変換(DFT：Discrete Fourier Transform)アルゴリズムが、離散ハートリー変換ア

ルゴリズムよりも必要とする演算回数を下まわることがわかった。また、Bruun's FFTアル

ゴリズムは、はじめこそ実入力に対して有利といわれていたが、今ではそういわれてはいな

い。

さらに偶奇の対称性を持つ実入力の場合にはさらに最適化ができ、DFTは DCT  や DST  になり

時間とメモリーの（ほとんど）2つに関して最適化が得られる。この場合には直接 DFTのア

ルゴリズムを応用しないでも、DCTや DSTの計算によってフーリエ係数を求めることができ

る。

• OFDM 変復調器 

日本および欧州で地上デジタルテレビジョン放送に用いられる変調方式である

OFDM  の実装は、LSI  化された FFT および IFFT（逆変換）をそれぞれ復調器および

変調器を用いて行われている。 

CT、MRI  等 

受像素子を 360度回転させながら連続撮影した映像をフーリエ変換する事により、

回転面の透過画像を合成する。 

• 多倍精度の乗除算 

• 自動列車停止装置   (例: JR西日本の最新型車両。地上子が発振する周波数に高速フー

リエ変換を用いている) 

ある周波数成分が刺激などの事象に前後して増加することを「事象関連同期（event-

related synchronization : ERS）」と呼び、減少することを「事象関連脱同期（event-

related desynchronization : ERD）」と呼ぶ。

また周波数変化を利用してロボットアームなどを動かす研究（brain-computer 

interface : BCI）の研究も進められており、義手などへの応用が期待される。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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加算平均法と様々な解析 

例えば正中神経刺激を行うと、約 20ms後に対側一次感覚野の神経細胞が反応する。この反応

は、背景脳波に比べて電位がかなり小さいので直接波形を観察しても見分けることはでき

ない。これを解決するために、正中神経刺激を複数回（100回など）繰り返し、刺激に時間を

そろえて加算平均（average）すると、正中神経刺激に関連した電位変化のみ観察できる。

これは背景脳波は電気刺激とは無関係にランダムに発生していると考えられるため複数回

平均することで打ち消しあうことを利用したものである。

加算平均を応用した方法として、体性感覚誘発電位（SEP）、聴覚誘発電位（BAEP、ABR）、視

覚誘発電位（VEP）、さまざまな事象関連電位、聴性脳幹反応などがある。

信号処理 signal processing

信号処理（しんごうしょり、signal processing）とは、光学信号、音声信号、電磁気信号な

どの様々な信号を数学的に加工するための学問・技術である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信号（英: Signal）は、

電気通信や信号処理、さらには電気工学全般において、時間や空間に伴って変化する任意の

量を意味する。

実世界では、時間と共に測定可能な量や、空間において測定可能な量を信号という。また人

間社会では、人間の発する情報や機械のデータも信号とされる。そのような情報やデータ

（例えば画面上のドット、紙上にインクで書かれたテキスト、あるいはこれを読んでいる人

が見ている単語の列）は全て、何らかの物理的システムや生体的システムの一部として存

在している。

システムの形態は様々だが、その入力と出力は時間または空間に伴って変化する値として

表すことが可能である。20      世紀  後半、電気工学はいくつかの分野に分かれ、その一部は物理

的信号とそのシステムを設計および解析する方向に特化してきた。また、一方では人間や機

械の複雑なシステムの機能動作や概念構造を扱う分野も登場した。これらの工学分野は、単

純な測定量としての信号を利用したシステムの設計/研究/実装の方法を提供し、それによ

って情報の転送/格納/操作の新たな手段が生み出されてきた。
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情報理論（Information theory）

は、情報・通信を数学的に論じる学問である。応用数学の中でもデータの定量化に関する分

野であり、可能な限り多くのデータを媒体に格納したり通信路で送ったりすることを目的

としている。情報エントロピーとして知られるデータの尺度は、データの格納や通信に必要

とされる平均ビット数で表現される。例えば、日々の天気が 3ビットのエントロピーで表さ

れるなら、十分な日数の観測を経て、日々の天気を表現するには「平均で」約 3ビット/日（各

ビットの値は 0 か 1）と言うことができる。

情報理論の基本的な応用としては、ZIP      形式  （可逆圧縮）、MP3（非可逆圧縮）、DSL（伝送路

符号化）などがある。この分野は、数学、統計学、計算機科学、物理学、神経生物学、電子工学

などの交差する学際領域でもある。その影響は、ボイジャー計画の深宇宙探査の成功、CD  の

発明、携帯電話の実現、インターネットの開発、言語学や人間の知覚の研究、ブラックホール

の理解など様々な事象に及んでいる。

 

概要

情報理論の基本となる概念は人間のコミュニケーション手段として最も広く使われている

「言語」である。言語に関する重要な 2つの観点がある。第 1に、最もよく使われる単語（例え

ば、「日」、「私」、「それ」）はそれほど使われない単語（例えば、「唯々諾々」、「開口一番」、「対

馬海流」）よりも短く、結果として文はそれほど長くならない。このような単語長のトレー

ドオフはデータ圧縮に通じるものがあり、情報源符号化の基盤となっている。第 2に、自動車

が通りかかったなどのノイズのために文の最初の方を聞き逃しても、聞いていた人はメッ

セージの言わんとするところを理解できる（場合もある）。そのような言語の堅牢性は電

気通信システムの基本であり、通信におけるその種の堅牢性を構築するのが伝送路符号化

である。情報源符号化と伝送路符号化は情報理論の基礎となる概念である。

情報源符号化と伝送路符号化では、メッセージの内容の重要性を全く考慮していない。例え

ば、「またおいでください」という決まり文句と、緊急時の叫び「救急車を呼んでくれ!!」は長

さは似たようなものだが、その内容の重要性はかなり異なる。情報理論では、メッセージの

重要性や意味には立ち入らない。すなわち、データの質は扱わず、確率論的に扱えるデータ

の量だけを扱う。

情報理論は、1948      年  、クロード・シャノンが Bell System Technical Journal に投稿した

論文 "A Mathematical Theory of Communication"（通信の数学的理論）を始まりとする。

古典的情報理論の中心パラダイムは、ノイズの多い伝送路上で情報を転送する際の技術的
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問題であった。最も基本的な成果はシャノンの情報源符号化理論であり、ある事象を表現す

るために必要となる平均「ビット」数はその情報エントロピーであるとされた。また、シャノ

ンの伝送路符号化理論では、ノイズの多い伝送路で信頼できる通信を行えることが示され、

その際の転送レートの上限を伝送路容量と称した。実際の通信速度を伝送路容量に近づけ

るには、適切な符号化が必要となる。

情報理論は、過去半世紀の間に工学の手法として定着するまでになった様々な分野と密接

に関連している。それは、人工知能、複雑系、サイバネティックス、情報学、機械学習、システ

ム工学などである。情報理論は数学理論としても深遠であり、その応用も幅広い。その中で

も特に符号理論は広く応用されている。

符号理論は、具体的な「符号」の方式を確立する分野であり、効率を上げ、エラー発生率をシ

ャノンが定式化した伝送路容量のレベルに近づけることを研究する分野である。符号は、デ

ータ圧縮（情報源符号化）と誤り検出訂正（伝送路符号化）が主要な技法である。後者に

ついては、シャノンの研究のとおりの方式が可能であると証明するまで長い年月を要した。

情報理論の符号に関する第 3の技法は暗号化アルゴリズムである。符号理論や情報理論の成

果は暗号理論や暗号解読に広く応用されている。

情報理論は、情報検索、諜報活動、ギャンブル、統計学、さらには作曲にまで使われている。

歴史的背景 

1948      年      6月と 10月、クロード・シャノンは Bell System Technical Journal 誌で古典的

論文 "A Mathematical Theory of Communication" を発表し、情報理論を学問分野として

確立し、世界的な注目を浴びた。

この論文以前、ベル研究所で考えられていた情報の理論は限定的であり、あらゆる事象が同

じ確率で発生することを暗黙の前提としていた。1924      年  、ハリー・ナイキストの論文 

Certain Factors Affecting Telegraph Speed（テレグラフの速度を制限する要因）では、

通信システムにおける「情報; intelligence」と「回線速度」の定量化に関する理論が述べら

れている。それによると、情報の転送速度 W は W = Klogm で表され、m は選択可能な電圧

レベル数、K はある定数である。1928      年  、ラルフ・ハートレーの論文 Transmission of 

Information（情報の伝送）では、測定可能な量として「情報; information」という用語が

使われている。その中で情報の定量化は H = logSn = nlogS で表され、S は文字の種類数、n

は伝送された文字数であるとした。後に十進の情報量を表す単位をハートレー（Hartまた

は hartley）と呼ぶようになった。1940      年  、アラン・チューリングは、第二次世界大戦時のド

イツ軍の暗号統計解析の一部として同様の考え方を使った。
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確率の異なる事象群を扱う情報理論の基礎となる数学は、ルートヴィッヒ・ボルツマンと

ウィラード・ギブスによる統計力学からもたらされた。情報理論におけるエントロピーと

熱力学におけるエントロピーは単なる用語の類似以上の関連がある（ランダウアーの原理

参照）。

シャノンの革新的論文については、ベル研究所での研究で 1944      年  末ごろには実際の研究は

ほとんど済んでいた。シャノンの理論は情報理論の基礎となる静的プロセスとしての通信

のモデルを提案し、論文冒頭で次のように表明している。

「通信の基本的課題は、ある地点で選択されたメッセージを正確または近似的に別の地点で

再生することである」

それと共に次のような概念が提唱された。

• 情報源の情報エントロピー、冗長性、情報源符号化 

• ノイズのある伝送路での伝達情報量、伝送路容量、伝送路符号化 

• シャノン＝ハートレーの定理  の応用としてのガウスノイズのある伝送路での伝送路

容量 

• 情報の基本単位であるビット 

情報に関する数学的理論

情報の数学的理論は確率論と統計学に基づいている。最も重要な情報の定量的尺度はエン

トロピーと伝達情報量である。エントロピーは確率変数の情報の尺度であり、メッセージの

圧縮しやすさの度合いである。伝達情報量は 2つの確率変数間に共通する情報の尺度であり

伝送路における通信速度を決定するのに使われる。

以下の式に出てくる対数の底は、情報エントロピーの単位を決定するのに使われる。現在最

も一般に使われている情報の単位はビットであり、2を底とする対数に基づいている。その

ため通常、底は 2 とみなされる。さらに、通常定義されない を 0 とみなす。
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エントロピー

ベルヌーイ試行のエントロピーを成功確率の関数 Hb(p) として表したもの。2      値エントロピ  

ー関数と呼ばれる。エントロピーは 1ビットの成功確率が 1/2 であるときに最大となる。例

えば細工のないコイントスなど。

離散確率変数 M のエントロピー H とは、M の値の不確かさの尺度である。ここでの「ビッ

ト」の定義は重要である。例えば、通常の感覚（0 と 1）で 1000 ビットを転送するとしよ

う。事前にそのビット群の内容（0 と 1 の送信順序）がわかっている場合、論理的には通

信によって得られる情報はゼロである。逆に個々のビットが 0 なのか 1 なのか五分五分

の確率であった場合（かつビット間に相互の関連が存在しない場合）、1000 ビットで得ら

れる情報は最大となる。これらの中間で、情報の定量化は次のように表される。  を確率変

数 M の発するメッセージ m の集合とし、p(m) = Pr(M = m) としたとき、M のエントロピ

ーは次のようになる（単位はビット）。

エントロピーの重要な特徴として、メッセージ空間内の全メッセージが全て同じ確率であ

りうる場合に（つまり最も予測が難しい場合）、エントロピー値が最大の

となる。

関数 H を確率分布で表すと次のようになる:

　　ここで 

これの重要かつ特殊な場合を 2      値エントロピー関数  と呼び、次のようになる:
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2つの離散確率変数 X と Y の結合エントロピーとは、単にその組 (X,Y) のエントロピー

である。例えば、(X,Y) がチェスの駒の位置を表すとする。X が行、Y が列を表すとすると、

その結合エントロピーとは、駒の位置のエントロピーを表す。数学的には次のようになる。

X と Y が独立なら、結合エントロピーは単純に個々のエントロピーの総和となる。類似の

概念としてクロスエントロピーがあるが、違うものである。

Y = y のときの X の条件付きエントロピーとは、Y = y が既知であるときの X のエント

ロピーである。前述の例で言えば、列が決まっているときの駒の行位置のエントロピーとな

る。Y = y のときの X の条件付きエントロピーは次のようになる:

ここで p(x | y) は、ある y に関する x の条件付き確率である。

確率変数 Y における X の条件付きエントロピーとは、Y についての平均条件付きエント

ロピーであり、次のようになる:

これを Y に関する X のあいまい度とも呼ぶ。このように条件付きエントロピーには、確率

変数についての定義と、それが特定の値の場合の定義があるので、混同しないこと。これら

のエントロピーには次の関係が成り立つ。
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伝達情報量などの情報定量化 

もう 1つの重要な情報の尺度として伝達情報量（相互情報量とも呼ぶ）がある。これは、あ

る確率変数を観測することによって別の確率変数について得られる情報量の尺度である。

これは通信において重要な概念であり、妥当な通信量を決定するのに使われる。Y との関連

での X の伝達情報量（概念的には Y を観測することで得られる X に関する情報量を意

味する）は次のように表される:

伝達情報量の基本特性は次の式で表される:

この意味は、Y を知っていれば、知らない場合よりも X の符号化で平均して I(X;Y) ビッ

ト節約できることを意味する。伝達情報量は対称的であるため、次のようにも表せる:

関連する尺度として、自己情報量、自己相互情報量(PMI)、カルバック・ライブラー情報量、

差分エントロピーなども情報理論では重要である。

伝送路容量

伝送路（通信路）の概念図

詳細は「伝送路符号化」を参照

イーサネットなどの伝送路（通信路）上の通信が情報理論構築の主な動機である。電話を

使ったことのある人なら誰でも経験することだが、そのような伝送路では正確な信号の再
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現に失敗することもよくあり、ノイズや一時的な信号の途絶などにより信号が識別不能と

なることがある。そのようなノイズの多い伝送路でどれだけの情報を伝えることが期待で

きるだろうか？

離散的な伝送路による通信を考える。X を転送されるメッセージの集合とし、Y をある一定

時間内にその伝送路経由で受信したメッセージの集合とする。ここで、p(y | x) を x が送

信されたときに y が受信される条件付き確率の分布関数とする。ここで、p(y | x) がその

伝送路に固有の属性であるとする（この通信路のノイズの性質を表している）。この伝送

路での X と Y の同時分布は、我々がこの通信路に送り出すメッセージの周辺分布 f(x) 

から求められる。この条件で通信できる情報量を最大化したい。この尺度となるのが伝達情

報量であり、伝達情報量の最大値を伝送路容量と呼んで次の式で表す:

伝送路容量は情報レート R（ここで R は記号ごとのビット数）による通信と次のような

関係がある。R < C であるような情報レートで符号誤り率 ε > 0 である場合、十分大きな

数 N について、コードの長さが N で情報レートが R 以上かつ誤り率が ε 以下となるよ

うな符号化アルゴリズムが存在し、非常に低い誤り率で通信を行える可能性がある。さらに

R > Cであるような情報レートでは、低い誤り率で通信を行うことは不可能である。

特定伝送路モデルでの伝送路容量

2元対称通信路
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2元消失通信路

• 連続的なアナログ通信伝送路のノイズは主にガウス雑音である。シャノン・ハート

レイの定理。 

• 2      元対称通信路   (Binary Symmetric Channel, BSC)でバイナリ値の取り違えが発生する

確率を p とする。BSC の伝送路容量は 1 − Hb(p) ビットであり、ここで Hb は 2      値エン  

トロピー関数である。 

• 2      元消失通信路   (Binary Erasure Channel, BEC) で消失が発生する確率を p とする。消

失とは入力側が入力したバイナリ値が出力側に届かない状態であり、結果として出

力側は 0 と 1 以外に e (erasure)という第 3 の状態をとる。BEC の伝送路容量は 1 - p

ビットである。 

情報源理論 

逐次的にメッセージを生成するプロセスは情報源と見なすことができる。メモリを持たな

い情報源の発するメッセージは互いに独立で同一の分布に従う確率変数であり、エルゴー

ド性と定常性が特徴である。そのような情報源は常に確率的である。これらの用語は情報理

論以外でよく研究されている。

レート

情報レート (rate) とは、記号ごとの平均エントロピーである。メモリを持たない情報源で

は、これは単に各記号のエントロピーを表すが、一般に次のような式で表される:

正確に言えば、これは単位時間当たりの期待される条件付きエントロピーであり、それまで

に生成されたメッセージ群から得られる。情報理論では、言語の「レート」や言語の「エント

ロピー」を扱うのも特別なことではない。例えば、ソースが英語の散文であった場合などに

そのような言い方が出てくる。メモリのない情報源の情報レートは単に H(M) となる。これ
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は、メモリのない情報源では、それまでのメッセージ群と次のメッセージとの間に理論上何

も関係がないためである。情報源の情報レートは、冗長性と圧縮の程度に関係する。

符号理論：

符号理論は、情報理論の中でも最も重要かつ直接的な応用分野である。その領域は、情報源

符号化理論（データ圧縮）と伝送路符号化理論（誤り検出訂正）に大別される。データの

統計的記述を用いて、符号化に必要とされるビット数（情報源の情報エントロピー）を定

量化する。

• データ圧縮（情報源符号化）: 圧縮方式は次の 2 つに分類される: 

1. 可逆圧縮  : データの復元が正確に行われる 

2. 非可逆圧縮  : 歪関数によって指定された忠実度レベルでデータを再現するた

めに必要なビット数を割り当てる。この情報理論のサブセットをレート歪理

論と呼ぶ。 

• 誤り訂正符号（伝送路符号化）: データ圧縮によって可能な限り冗長性を排除する

一方、誤り訂正符号を付与することで正しい性質の冗長性を導入し、ノイズのある伝

送路でデータを効率的かつ忠実に転送可能にする。 

圧縮と転送に関する符号理論は情報理論に裏打ちされている。ただし、それは 1対 1の通信

に関してのみである。発信者が複数の場合（複数アクセス伝送路）、受信者が複数の場合

（同報伝送路）、仲介者がいる場合（リレー伝送路）、それらの複合であるコンピュータネ

ットワークなどについて、転送後の圧縮は最適とは言えないかもしれない。このようなマル

チエージェント通信モデルを扱うのはネットワーク情報理論 (Network Information 

Theory) である。

諜報活動と秘密保持

情報理論の概念は、暗号理論や暗号解読でも広く使われている。シャノン自身、現在では判

別距離と呼ばれている暗号理論上重要な概念を定義した。平文の冗長性に基づき、暗号文の

復号で平文が一意に定まるのに必要な暗号文の量の下限を定めるものである。

シャノンの情報理論は、暗号理論での利用が示すよりずっと重要である。諜報機関は機密情

報の保持に情報理論を応用し、常により安全な方法で敵に関する情報を最大限引き出そう

としている。シャノン・ハートレイの定理は、情報を秘密にしておく困難さを示している。

206

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E5%8F%B7%E6%96%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%97%E9%95%B7%E6%80%A7_(%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%90%86%E8%AB%96)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%87
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A4%E5%88%A5%E8%B7%9D%E9%9B%A2&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A4%E5%88%A5%E8%B7%9D%E9%9B%A2&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%A7%A3%E8%AA%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E5%8F%B7%E7%90%86%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%97%E9%95%B7%E6%80%A7_(%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%90%86%E8%AB%96)
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E6%AD%AA%E7%90%86%E8%AB%96&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E6%AD%AA%E7%90%86%E8%AB%96&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%8F%AF%E9%80%86%E5%9C%A7%E7%B8%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E9%80%86%E5%9C%A7%E7%B8%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A4%E3%82%8A%E6%A4%9C%E5%87%BA%E8%A8%82%E6%AD%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%9C%A7%E7%B8%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E7%90%86%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E7%90%86%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%9C%A7%E7%B8%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%97%E9%95%B7%E6%80%A7_(%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%90%86%E8%AB%96)


一般に機密情報の漏洩を完全に防ぐことは不可能であり、ただ漏洩の速度を遅くできるだ

けである。さらに、ある情報に触れる人間が多ければ多いほど、その情報の冗長性は増して

いく。そして、冗長性の高い情報を封じ込めることは極めて困難である。このような機密情

報の避けられない漏洩は、人々が何かを知ることでその振る舞いに影響が出てしまうとい

う心理学的事実によるものである。

擬似乱数生成

情報理論の応用例として、GPS  の符号化方式での信号隠蔽がある。このシステム

では擬似乱数を使って信号をノイズフロアのレベル以下に抑えている。そのため、

一般の電波受信者は信号があることにさえ気づかないが、秘密の擬似乱数列を

使ってある期間の信号を積分することで信号を検出できる。GPSシステムでは 、

C/A信号は一般に公開されているが、P(Y)信号に使われている擬似乱数列は秘密

とされている。同様の手法は短距離の秘密通信にも使われており、低電力で敵に

気づかれずに通信が可能である。これはステガノグラフィーの一種とも言える。ま

た、スペクトラム拡散通信も参照されたい。

• Shannon, C.E.   (1948), "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical 

Journal, 27, pp. 379–423 & 623–656, July & October, 1948. PDF. (Notes and other 

formats.) 

• R.V.L. Hartley, "Transmission of Information," Bell System Technical Journal, July 1928 

• J. L. Kelly, Jr., "A New Interpretation of Information Rate," Bell System Technical Journal, 

Vol. 35, July 1956, pp. 917-26 

• R. Landauer, "Information is Physical" Proc. Workshop on Physics and Computation 

PhysComp'92 (IEEE Comp. Sci.Press, Los Alamitos, 1993) pp. 1-4. 

• R. Landauer, "Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process" IBM J. Res. 

Develop. Vol. 5, No. 3, 1961

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

情報理論における信号とは、符号化されたメッセージであり、メッセージを符号化する通信

路の状態の並びである。通信システムでは、送信機がメッセージを符号化して信号にし、伝

送路を通してそれを受信機に送る。例えば、電話に向かって「メリーさんのひつじ」という言
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葉を放ったとする。電話の送信機はその音を電気的な電圧信号に変換する。その信号は電話

線を介して別の受信用電話に送られ、受信機が音に変換する。

信号の分類には様々な方法がある。最も典型的は分類は、その信号の定義域が離散空間か連

続空間かで分類するもので、例えば離散時間と連続時間のような分類がある。離散時間信号

は、分野によっては時系列とも呼ばれる。連続時間信号は、数学的には連続でなくとも連続

信号と呼ばれ、例えば矩形波がある。

第二の重要な分類は、離散値か連続値かである。デジタル信号は離散値をとるが、連続値を

とる物理的プロセスに基づいていることが多い。

離散時間信号と連続時間信号

信号の値が離散的（ばらばらな）時間についてのみ定義されている場合、これを離散時間

信号という。離散時間の実数（または複素数）信号は、整数の集合から実数（または複素

数）の集合への関数と見ることができる。

一方、連続時間の実数（または複素数）信号は、ある区間（通常、無限の区間）における全

ての時間 t について定義されている実数値（または複素数値）関数   (  数学  )  ということが

できる。

アナログ信号とデジタル信号

上述のような理論的分類に比べると形式的ではないが、一般に信号はアナログ信号とデジ

タル信号に分類される。その違いは、デジタル信号の方が（後述のように）離散化され量子

化されている点にある。アナログ信号にはどちらも施されていない。

離散化 

離散信号もしくは離散時間信号は、連続信号を標本化した信号の時系列である。連続信号と

は違い、離散信号は連続信号の関数ではないが量の系列である、つまり離散的な整数の範囲

の関数である。これらの系列の値を「標本値（sample）」という。

離散信号が均一に間隔を置かれた回に対応する系列である場合、それは関連する標本化周

波数を持っている、標本化周波数はデータ系列ではわからないので、別のデータ項目として

関連付けられるかもしれない。
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デジタル信号

デジタル信号は、離散的な値だけを引き受けた、離散信号。それは量子化された離散信号か

ら得る。

量子化レベルのどんな数も可能だが、一般的な実際的なデジタル信号は、8ビット(256レベ

ル)、16ビット(65,536レベル)、32ビット(43億レベル)や 2      の冪  などとして表わされる。

信号の基本的分類の 1つに、連続時間か離散時間かという分類がある。数学的抽象化では、連

続時間信号の定義域は実数の集合（あるいはその中のある区間）であり、離散時間信号の

定義域は整数の集合（あるいはその中のある区間）である。その整数が何を表すか（単位

は何か）は信号の性質によって異なる。

離散時間信号は、連続時間信号の標本化によって生成されることが多い。例えば、センサは

連続的にデータを生成することが多いが、連続なデータを記録するのは難しいため、近似的

に離散時間信号として記録される。コンピュータなどのデジタル機器は離散時間しか扱え

ない。

量子化Quantization

量子化とは、ある物理量が量子の整数倍になること、あるいは整数倍にする処理のこと。

 

物理学における量子化

物理学において、古典力学で連続量と考えられていた物理量が、量子力学の量子条件に合わ

せて離散的な（とびとびの）値として観測されること。連続量を不連続量で表す近似では

ない。

古典力学の理論から量子力学の理論に移行するための手続きそのものを指す場合もある。

具体的には正準量子化、経路積分量子化、確率過程量子化などが存在する。
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情報理論における量子化

情報理論において、アナログデータ（連続量）をデジタルデータなどの離散的な値で近似

的に表すこと。一般に、離散値としてとりうる値の範囲を広げると（例えば値をあらわすの

に用いるビット数を増やすと）、量子化の精度が上がる。

データ圧縮における量子化 

データ圧縮においては、値の精度を落としてより少ない（粗い）区間に分け直すこと。元の

区間に戻すことを逆量子化と呼ぶ。

信号が数値列で表されるとき、コンピュータなどは個々の数値を任意の精度で扱うことは

できず、それぞれ固定された有限の有効数字で表す必要がある。結果として、そのような信

号の値は有限な集合の元となるよう制限される。言い換えれば、量子化される。

信号の例 

運動 

粒子の空間における運動は信号と見なすことができる（あるいは信号を表してい

る）。運動信号の定義域は一次元（時間）であり、値域は一般に三次元である。つま

り粒子の位置が 3次元ベクトルの信号となる。位置と動いている方向なら、6次元ベ

クトルの信号となる。 

音 

音は何らかの媒質（空気など）の振動であり、音の信号は時間および三次元のあら

ゆる方向についての圧力の変化である。マイクロフォンはその地点の音圧の時間的

変化を捉え、それを電気信号で表す。 

コンパクトディスク（CD） 

CD には音を表す（1 秒間に 44,100回の標本化をされた）離散信号が格納されてい

る。各標本には左右 2 つのチャンネルのデータが含まれ、二次元ベクトル信号と言え

る（つまり、ステレオで録音されている）。 

画像 

画像では、その各点に色を表す値が対応する。そのような点が平面を構成しているの

で、定義域が二次元となる。絵画のような物理的画像は連続信号である。デジタル画

像では離散信号となる。色を三原色の強さの総和として表すことが多く、そうするこ

とで信号としては三次元ベクトルとなる。 

動画 
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動画は時間と共に変化する画像の列である。動画像内の一点は二次元の位置とその

画像の時間で表される。従って、動画信号の定義域は三次元である。アナログビデオ

の定義域は一次元の（走査線に沿った）連続値と二次元の離散値（フレームとライ

ン）で表される。 

生物の膜電位 

その信号は電位（電圧）そのものである。定義域を定めるのはやや難しい。細胞や細

胞小器官によっては全体が同じ膜電位だが、神経細胞は一般に場所によって膜電位

が異なる。このような信号は非常に低エネルギーだが、神経系が働くには十分である。

その測定には電気生理学の技法が必要となる。 

周波数解析

信号は周波数スペクトルを使って解析されモデル化されることが多い。周波数領域の技法

はあらゆる信号に適用可能であり、連続時間か離散時間かを問わない。信号が LTI      システム  

に入力されたとき、その出力信号の周波数スペクトルは、入力信号の周波数スペクトルとシ

ステムの周波数応答によって決定される。

エントロピー

信号（特に統計的意味での信号）における重要な属性として、エントロピー（情報量）が

ある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アナログ信号処理とデジタル信号処理に分けられる。

基本的には、信号から信号に変換するものであり、信号とは別の形式の情報を得るもの（例

えば、カテゴリ分けや関連づけ、推論的な情報を得る認識や理解など）は含まれない。圧縮

も含まれないことが多い。但し、認識や理解、圧縮の前段階としての信号の変換は信号処理

と呼ばれる。そのため、信号処理はそれらの技術に対して非常に重要であるとともに関連が

強い。なお、また入力と出力が同じ種類（物理量）の信号である場合（例えば入力と出力と

もに同じ音圧である場合）には、フィルタリングとも呼ばれる。

信号処理の例としては、ノイズの載った信号から元の信号を推定するノイズ除去や、時間的

な先の値を推定する予測、時間周波数解析などを行う直交変換、信号の特徴を得る特徴抽出

特定の周波数成分のみを得るフィルタなどがある。
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さまざまな応用

• 音響技術  ：デジタル録音・編集、音楽 CD 作成、MP3  など音声ファイルの圧縮、音声

認識など 

• 画像処理  ：デジタルカメラ、デジタルビデオ、画像編集、画像認識、JPEG  などの画像

ファイル圧縮 

• 音声処理  ：音声合成、音声認識、音声符号化など 

• 動画処理  ：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4  などで用いられる動画ファイルの圧縮 

• 医療技術：X線 CT  やMRI  などの断層撮影、超音波検査、脳波、脳磁図の解析など 

• 通信  ：移動体通信、レーダー技術、アンテナ技術、暗号化など 

• 天文学  ：各種望遠鏡の信号解析など 

８）人格障害

９）自閉症

発達障害者支援法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

発達障害者支援法（はったつしょうがいしゃしえんほう、平成 16年 12月 10日法律第 167

号）は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性

障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律。全 25条。平成 17年 4月 1日施

行。

構成 

• 第 1章 総則（1 - 4条） 

目的・用語の定義・国及び地方公共団体や国民（社会全体）の責務について述べる。

 

• 第 2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策（5 - 13

条） 

児童の発達障害の早期発見・早期支援、保育・教育・放課後児童健全育成事業の利

用・就労・地域生活といった、あらゆる場面での支援や権利擁護・家族への支援を、

地方公共団体や社会全体に要請する。 
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• 第 3章 発達障害者支援センター等（14 - 19条） 

発達障害者支援センターの責務・運営上の留意事項・都道府県の監督事項を定める

ほか、専門的な医療機関の確保等を都道府県に要請する。 

• 第 4章 補則（20 - 25条） 

発達障害者を支援する民間団体への支援や国民に対する普及・啓発、医療・保健業

務に従事する者に対する知識の普及・啓発、専門的知識を有する人材の確保・調査

研究などを行政や社会全体に要請する。 

特徴

長年にわたって福祉の谷間で取り残されていた発達障害者の定義と社会福祉法制における

位置づけを確立し、発達障害者の福祉的援助に道を開くため、以下を初めて明文化した法律

である。

• 発達障害の早期発見 

• 発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務 

• 発達障害者の自立及び社会参加に資する支援 

具体的施策の打出しに向けた基本的法律として制定されたが、発達障害者支援センターの

設立など今後の施策につながる概念も入っており、障害の早期診断・療育・教育・就労・

相談体制などにおける発達障害者支援システムの確立を目指す法である。

定義 

• 発達障害：自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠

陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するものとして政令で定めるもの（2条1項） 

o 発達障害者支援法施行令 (令第 150号、平成 17年 4月 1日施行) - 発達障害

者支援法第 2条第 1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症

状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害

その他厚生労働省令で定める障害とする (1条) 

o 発達障害者支援法施行規則 (厚生労働省令第 81号、平成 17年 4月 1日施行)

- 発達障害者支援法施行令第 1条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発

達の障害並びに行動及び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調動の障

害を除く。）とする 
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• 発達障害者：発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者（2

条 3項） 

• 発達障害児：発達障害者のうち 18歳未満のもの（2条 3項） 

• 発達支援：発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会

生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助

（2条 4項） 

１０）広汎性発達障害 Pervasive developmental disorders

１１）注意欠陥/多動性障害　（AD/HD）

１２）ヒステリー　Hysteria と神経症　ノイローゼ
   

神経症 (neurosis)

神経症（内村「精神医学の基本問題」より）

Pavlov の犬を用いた実験神経症は後世に残る仕事である。

パブロフは条件反射学を創始し、壮年期に消化機能と神経機能との関連を追究したが、熟年になるに従っ

て高次神経活動、ことに大脳の精神機能に関心を集中するようになった。すなわち、５５歳を過ぎてから

条件反射を武器に脳活動の研究に主力を注ぎ、８０才の高齢に達してから初めて精神医学的研究に手を

染めた。

以下、実験的神経症について記する前に簡潔に条件反射の基礎理論（事実）について述べることにする。

動物に対し、各種の知覚刺激を「信号系」として与えた後に食餌を与えることを繰り返すと、動物はやがて

信号刺激だけで唾液の分泌を起こすようになる。ところで最初の間は、同じ知覚領域のものならば、違っ

た閾値の刺激によっても唾液分泌を起こすが、習練が繰り返えされると、同じ知覚領域の中でも一定の刺

激だけに対して反応し、類似の刺激に対しては反応しないようになる。すなわち一定の刺激だけに対して

「昂奮」し、かつ「集中」するが、類似の刺激に対しては、かえって昂奮を「制止」するという条件反射が形成

されるのである。これが最も基本的な条件反射であるが、パブロフはここから出発して、種々複雑な条件

と刺激とを与えることにより、高次神経活動のさまざまなからくりを解きほぐそうと努力したのであっ

た。彼の広汎にわたる実験と理論とには瞠目に価するものがある。

このような条件反射の実験を永く続けるうちにパブロフは、強く条件付けられた動物がしばしば異常な

反応を起こすことを経験した。そこで彼はこの異常反応の由来を条件反射学の理論によって説明し、これ

によって人間の精神症状の発生を理解しようと企てたのである。このような異常反応は、たとえば「逆説
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相」のように、強い刺激を与えても弱い反応しか起こさないとか、「超逆説相」のように、陽性刺激すなわち

条件付けの刺激に対しては何の反応もせず、かえって陰性の無条件刺激によって陽性の作用を起こすと

いったような形で現れるが、これらはいずれも大脳皮質の神経細胞の過労の結果によるものと、パブロフ

は説明している。

８２歳の高齢に達したパブロフが、1931年、ベルンで開かれた第一回国際神経学会で、「実験的神経症」と

して講演したものによると、動物が異常行動、パブロフのいわゆる実験的神経症を起こすのは、非常に強

い刺激を与えられるとか、動物が判断に迷うような複雑な刺激を与えるとか、あるいは延滞条件反射によ

って制止過程が消耗させられるとか、昂奮過程、制止過程とを相剋させるような条件が与えられるとかの

場合であるという。そして、これらはいずれも、昂奮過程と制止過程のどちらか一方、あるいはその両方の

神経活動が、弱められるか、混乱におちいらされるかするためだと彼は説明した。要するに、条件反射に参

与する大脳皮質の昂奮作用と抑制作用とのバランスがとれていることが正常な精神機能の基本であり、

この二つの作用のどちらか一方、あるいは二つの作用間の関係に何らかの異常が起こった時に異常な反

応が見られるとしたのである。

観察される動物の異常行動はざまざまであるが、制止過程が強く表面に現われたものを、パブロフは、人

類の睡眠、催眠状態、カタレプシー、緊張病状態などと比較すべきものとした。また動物に見られる病的不

安定性、すなわち昂奮過程の表現たる異常な運動性を、彼は人類の刺激性衰弱の状態になぞらえる。そし

て常同症や強迫観念は、病的の持続性昂奮過程が制止過程によって影響されにくい状態になっているも

のに関係付けられるとしたのである。

パブロフはその最後の試みとして、これら条件反射の実験的方法によって得られた異常状態が、人類の神

経衰弱やヒステリーや精神衰弱－パブロフは神経症の分類を、おおむねジャネにならって、この３型に分

けていたようである－をはじめ、躁鬱病や精神分裂病とまで比較できるのではないかと想像した。つまり

人類の神経症に見られると同じ症状を、特別の条件を附与することにより、動物に再現させることができ

たので、これによって人類の神経症を解明する手掛かりをもつかんだと考えたわけである。しかし彼は同

時に、実験動物についての結果を直ちに人類の臨床医学に当てはめることについては充分に慎重でなけ

ればならないと強調することを忘れなかった。これを想うと、彼の最後のこの試みは、将来の研究のため

のプランであったと理解すべきであろう。なおパブロフが、人類の行動理解が動物のそれに比べて著しく

複雑かつ困難な理由として、人類においては、「第二次信号系」とも言うべき言語の発達のあることを指摘

したことはよく知られている。

ところで重要なこととしてここに附記しなければならぬのは、パブロフの神経症の実験において、きわめ

て反応しやすい犬とそうでない犬とがいたという事実から出発して、犬の性質に四つの型のあることを

彼が確認し、「神経症」の成立またはその反応形式にとって体質の重要であることを強く主張するように

なったことである。そしてこの業績もまた、人類の精神医学上の理論に合致するものとして、体質学を重

視する研究者たちから高く評価されているのである。

パブロフはこれらの研究成果の上に立って、この研究方法こそ、科学的心理学乃至精神病理学を樹立する

ための唯一の道であると確信するに至った。不確実な内観や、注釈による思弁ではなくて、客観的な生理

学的方法こそ不可欠なものであり、彼の方法こそ、それであると信じたからである。条件反射や実験的神
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経症の成立の鍵を握るものが主として大脳皮質の神経活動であることを確信した彼は、さらに与えられ

る条件刺激の種類の異なるに従い、大脳皮質で「分折器」の役割を果たす部位が、たとえば聴域とか視域と

かいうように、それぞれの知覚に相応して異なるものであることを実験するに及んで、従来解剖生理学知

見の上に立てられていた大脳局在学に新しい反射学的生物学的の基礎を置くことができると考えたので

あった。条件反射を形成する部位としての大脳皮質の重要性をパブロフとその共働者らは、実験によって

慎重に検討したのである。たとえば、大脳皮質を完全に切除すると、条件反射の形成能力は失われるばか

りでなく、すでに形成されていた条件反射までも失われ、無条件反射だけが残るといった研究がそれであ

る。

                                   （内村「精神医学の基本問題」より）

神経症　英 neurosis, 独Neurose, 仏 névrose（西丸）

（1777 Cullen）カレン William Cullen（1710－1790）は原因なしに起こった神経の病気全体をいい、精神

病にもこういう神経症が基になっているとした。フロイドは 1895－1900年に精神的条件によるとし、精

神的葛藤の直後の結果によるもの（現実神経症 Aktualneurose）と、それの抑圧による現象的表現による

もの（精神神経症 Psychoneurose）とに分った。葛藤は幼児の発達時期に根ざし、欲求とその実現を抑える

ことの妥協の結果、形を変えて欲求を一応満たすのが神経症である。

神経症は精神的動機で現れるので心因反応 psychogene Reaktion, 体験反応 Erlebnisreaktion であるが、あ

る出来事に出会っていきなり起こる反応、たとえば地震のときの驚愕反応などには用いず葛藤が長く続

いて、積もり積もって爆発するか、じわじわと現われるとか、心の底に隠れているとかという形をとるも

のをいう。これをシュナイダーは内的葛藤反応 innere Konfliktreaktion といい、神経症という名称はこの病

の本質を現わしていないから不適当だという。神経症の場合に心因を古い時代に見いだそうとすれば、い

きおい無意識の心因と葛藤をもってこなければならず、この無意識なものを認めないならば、素質的な異

常性格をもってこなければならないが、神経症説者は性格神経症として異常性格さえも神経症的にでき

上がるものと考える。自律神経失調－神経質－心身症－異常性格－神経症－内的葛藤反応－心因反応が

一連の系列をなすが、このいずれとするかは見解の相違にもよる。

Schultz は他者神経症 Fremdneurose（外部の影響による）、辺縁神経症 Raudneurose（人格の辺縁の身体

的なものから起こったもの）、層神経症 Schichtneurose（人格の中間層の精神から）、核神経症

Kernneurose（人格の中核から）を分かつが、これは大体外的体験反応、器官神経症、内的葛藤反応、神経症、

精神病質に当たる。知因神経症 noogene Neurose［nous 知力］、実存神経症 existentielle Neurose は人間存在

の意味や価値を見失って精神的貧困に陥るための神経症（Gebsattel , Frankl）、実験神経症 experimental

neurosis（Pavlov）は動物にどっちにしてよいか分からぬ課題を与えて起こる落ち着きのなさ、医原神経

症 iatrogene Neurose（Frankl）は医師が患者に病気の懸念を起こさせるため、社会神経症 social neurosis は

幼時時代からの家庭環境や家庭外の社会構造による人格発展障害から神経症となるものをいう。植物神

経症 vegetative neurosis は神経症による感情緊張に伴う植物神経機能障害で、転換神経症のように葛藤を

象徴的にあらわして発散するものではないので、現実神経症に入る。それ故、植物神経症状は植物神経失

調症、植物神経症、転換神経症のいずれかに分けられることになる。ある患者がなぜこの形の神経症とな
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るかの構造分析を神経症選択 choice of ａ neurosis, Neurosenwahl, choix de la névrose という。（西丸四方）

ヒステリー　英 hysteria, 独Hysterie （西丸）

［ギhystera 子宮］心因性反応のある形のもので、はでな症状を呈するもの、神経症はしけた症状のもの。精

神症状では意識障害が主で、このほか不機嫌、昏迷、偽痴呆、記憶喪失、神経学的症状には感覚や運動の麻

痺、失調、植物神経障害がある、両者混合のものもある。ヒステリー発作は意識障害と痙攣で、精神的発作

accident mental ともいう。生物学的にはもともとある原始的機構が心因反応のときに一種の防御反応とし

て現われるものと考えられる。病気になって得をしようという下心 tendence, 目的 Zweck, 病気への逃避

flight into disease, Flucht in die Krankheit, fuite dans la maladie が意識下にあるとされるので、目的反応

Zweckreaktion ともいわれる。ヒステリー性格というと顕示欲性精神病質のことで、人の注目の中心となる

ためには評判を落とすことも辞さないが、ヒステリー反応を起こす人は誰でもこの性格をもととすると

は限らない。大災害や死の危険のときには誰にも起こりうる。

ヒポクラテスは子宮に病のもとがあると考えた。中世には憑き物や魔法と関連したヒステリー現象が

多く、狂躁状態 Tanzwut は大舞踏病 chorea major, ドイツ舞踏病 chorea Germanorum といわれ、小舞踏病

chorea minor, Sydenham は英国舞踏病 chorea Anglorum である。舞踏病 chorea Sancti Viti［ギchoreia おどり 、

Sanctus Vitus聖者ヴァイト］、Veitstanz は 14 世紀の流行病の狂躁状態で聖ヴァイト Sankt Veit が救った。

現在ではヒステリーは少なく、神経症が多い。

器質性、症状性、内因性精神病にヒステリー症状が加わると、ヒステリー性重畳 hysterische Überlagerung

という。ヒステリーてんかん Hysteroepilepsie は両者の混合したものか、ヒステリー症状のあるてんかんを

いう。てんかんがヒステリー性に起こることはあるまいとされたが、てんかんが精神療法的に軽減するこ

とは思いのほかよくあり、またてんかん患者はてんかん発作のほかにてんかんをまねたヒステリー発作

を起こすこともある。側頭葉てんかんの患者にはヒステリー性格を持つものが多い。

ヒステリー惹起点 hysterogenic zone, hysterogener Punkt, zone hystérogène はそこを押すとヒステリー発

作を起こす点であるが、これは暗示で、どこでもよい。もとは卵巣部や乳房などを圧したが、そこに何か意

味があると思われた（性的）。（西丸四方）

１３）　グリア細胞

１４）再生、移植

１５）リハビリ
神経疾患
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精神疾患

１６）補筆　

16a) 古典的行動主義
20世紀の心理学の３つの主流

19世紀までの心理学は哲学の影響を色濃く受けていて、意識と主観を内観法に

よって要素還元主義的に研究するものでした。 

20世紀の心理学の主流は、『意識・主観・要素』へのアンチテーゼ（否定）とし

て確立されました。 

即ち、意識に対する無意識の概念を心的現象・心的病理の説明原理として考え

た『フロイトの精神分析』、主観的な内観法を否定して客観的な外部からの行動

観察によって行動原理を考えようとしたワトソンを父とする『行動主義』、そし

て、要素還元主義的な心の分析ではなく心の全体性（ゲシュタルト）の把握を

目指した『ゲシュタルト心理学』です。 

この３つの大きな重要な流れが、20世紀の心理学の３大潮流となるのです。 

ワトソンの行動主義

20世紀初頭のアメリカには、“構成心理学”対“機能心理学”の対立構図があ

ったものの、研究の対象はどちらも意識ないしは意識的経験であり、意識の調査

方法も多くを“言語的報告”に頼っていました。 

言語的報告によるデータの収集の弱点は、言語機能が未発達な乳幼児、言語障害

者、知的障害者の研究に適用できないという事です。更に、動物などの言語を持

たない対象の研究にも適用する事が出来ないという弱点があります。健常者の

一定以上の年齢の人間にしか適用できない従来の言語的報告を用いた意識研究

は、発達心理学の研究や人間の環境や社会への適応の研究をする上で非常に使

い勝手の悪いものです。 

特に、人間の心理を進化論的見地から解明したいと考えていた機能心理学派に

とって、乳幼児の心を調べられない意識研究は不満足なものでした。 
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そこで、機能心理学の本拠シカゴ大学で心理学の研究をしていたワトソンが、

“意識”の研究を“行動”の研究に変革して、主観的言語の報告によって心を

調べるのではなく、客観的観察の記述によって行動を調べる心理学を提唱しま

した。 

このように、客観的に観察可能な“行動”を中心にして研究する心理学の立場

を『行動主義(behaviorism)』といいます。 

ワトソンの『行動主義者のみた心理学』(1913年）という論文の冒頭では、以下の

ような明瞭な行動主義の理念が述べられています。 

『行動主義者が心理学を眺める時、それは自然科学の純粋に客観的で実験的な一分野で

ある。その理論的目標は、行動の予測と統制にある。この方法において内観法は重要なも

のではなく、意識という観点から解釈する用意が既に出来ているデータにも科学的価値

はない。――（中略）――行動主義者は動物の反応に関する統一的図式を得ようとする

努力の中で、人と動物との間に境界線がないことを認識している。』 

(Watson, 1913, p.158 ; 高砂美樹訳) 

この高らかなワトソンの行動主義心理学の方法に関する声明は、1910年代には、

それほど珍しいものという訳ではなく、19世紀的な内観法と主観的な言語報告

による心理学への批判という形で多くの心理学者によって行動主義が主張され

てきました。ワトソン以前にも、J.M.キャッテルなどが行動主義的な内容の講演

を 1904年に行っており、行動主義の祖父と解釈されることもあります。 

古典的行動主義

ワトソンの『古典的行動主義』には、上記の客観的な行動の観察による研究以外

にも、S-R理論、末梢主義、環境主義といったものがあります。 

“S-R理論”というのは、“S”(Stimulus：刺激)に対する“R”(Response：反

応)の結びつきで人間の行動のメカニズムを考えようとする立場で、ロシアのパ

ヴロフの条件づけの研究などによって S-R理論の根拠づけが進められました。 

ワトソンは、本能(instinct)さえも後天的な経験によって条件づけされた反応

であると考え、１１ヶ月のアルバート坊やの恐怖反応の条件づけの実験などを

通してそれを証明しようとしました。 

アルバート坊やの実験を簡単に説明します。 
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初めに、アルバート坊やの目の前に白ネズミを差し出しました。アルバート坊や

は特別、白ネズミが怖いわけでも嫌いなわけでもないので、白ネズミに近づいて

触ろうとします。その白ネズミに触れようとした瞬間に、アルバート坊やの後ろ

で、ガンガンと鉄の棒を金槌で叩いて大きな音を出すとアルバート坊やは突然

の大きな音にびっくりしてしまいます。 

音が鳴り止んで、再び白ネズミに触ろうとするアルバート坊やにまた大きな音

を聞かせてびっくりさせます。 

これを何度も繰り返すと、『白ネズミ＝怖い大きな音』という観念が結合してし

まい、本来は嫌いではなかった白ネズミを見ただけでアルバート坊やは泣き出

してハイハイをして逃げ回るようになってしまいました。 

ワトソンは、この実験を通して恐怖反応を人工的に条件づけする事に成功しま

した。恐怖は先天的な本能としてあるのではなく、後天的な学習によって条件づ

けされるというのがワトソンの行動主義の考え方なのです。 

更に、アルバート坊やは白いネズミだけではなく、白いウサギや白いアゴヒゲの

サンタクロースなども怖がるようになってしまいました。このように一つの刺

激に対する反応が、それとは別の類似した刺激に対しても起こってくる事を、学

習心理学の用語で『般化』と呼びます。 

このアルバート坊やの実験は、人間の刺激に対する反応の条件付けや恐怖条件

づけが形成される行動のメカニズムをとても良く説明していますが、現在では

こういった実験は子どもに心的な外傷（トラウマ）を残したりする危険性があ

るので倫理的な問題があると考えられ行われていません。 

末梢主義というのは、脳を中心とした中枢神経系よりも末梢神経系の反応に注

目するもので、ワトソンは特に筋運動感覚を重視しました。 

ワトソンが、何故、末梢主義に立ったかというと、ラットの迷路学習成立の実験

(1907)で、ラットの感覚器官を１つずつ損傷していっても、運動感覚機能だけで

迷路学習を成功させることが出来たからです。 

また、徹底的な客観主義を標榜するワトソンは、主観的な思考を認めず、『思考＝

咽頭の動揺』と考えて、友人のカーヘ宛の手紙の中でも、『いつもあなたのことを
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考えるでしょう』と書かずに『いつもあなたのことで咽頭が動揺するでしょう』

という独特な表現を用いています。 

また、アルバート坊やの実験で、先天的な本能つまり遺伝的な本能よりも環境的

影響のほうが重要であるとして、ワトソンは環境主義の立場を取りました。 

ワトソンの環境主義を示す有名な言葉として以下のようなものがあります。 

『私に健康で五体満足な乳児を１２人と、彼らを育てる為に私自身が詳細を決める世界

とを与えてくれるならば、私はその内の任意の１人を取り出し、才能や好みや傾向や能

力や天職や先祖の人種とは無関係に、私が選んだどんな専門家にでも―医者、弁護士、芸

術家、商店主、それに乞食や泥棒にでさえも―育ててみせることを約束しよう』 

（Watson, 1926） 

パヴロフの古典的条件づけ

19世紀後半のロシアでは、セチェノフ、パヴロフ、ベヒテレフらによって、意識的

経験を対象とする従来の心理学に対して批判的な客観的心理学という生理学を

基軸とした心理学が発展してきました。 

客観的心理学では、反射の現象を用いて、心的現象を説明しようとする研究が盛

んに進められました。 

客観的心理学の学者で、もっとも有名で心理学に対してもっとも強い影響を与

えたパヴロフについて見ていきましょう。 

パヴロフは、ロシアのサンクト・ペテルブルク軍医学校で自然科学と医学を修

め、生理学を学ぶ為にドイツに留学しました。 

1890年にドイツから帰国したパヴロフは消化管の研究を行い、被験体のイヌを

生かしたまま研究できる画期的な手法を開発しました。その方法を利用して胃

液の分泌に関する研究を精力的に行い、1904年にノーベル医学生理学賞を受賞

しました。 

パヴロフは、消化管に関する一連の生理学的研究の中から、イヌが口に入った食

物以外の刺激でも反応して、胃液を分泌することを発見しました。その後、研究

方法の進展で、胃液の分泌だけでなく唾液の分泌も食物以外の刺激によって起

こることが分かってきました。その事を発見した当初、パヴロフは食物以外の刺

激による唾液の分泌を『心的分泌』と呼んでいました。 
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パヴロフの行った最も有名な実験は、『パヴロフの犬の実験』です。これは、実験

的にベルの音によって、唾液が自然に分泌されるように“古典的条件づけ（レ

スポンデント条件づけ）”を犬に施したものです。 

犬は、餌を食べる時には自然に唾液が出ます。この餌によって唾液が出る反応を

『反射行動（無条件反射）』といい、餌を『無条件刺激』といいます。

パヴロフは、無条件刺激である餌以外の刺激で唾液を分泌させようと考えて、餌

を上げる前に必ずベルの音を鳴らすようにしたのです。初めのうちは、ベルは中

性刺激であり、食欲を刺激するわけではありませんから、ベルの音を聞いても唾

液は分泌されません。 

しかし、何度も何度も食餌の前にベルを鳴らしていると『ベルが鳴れば餌が食べ

られる』という事が経験的にわかってきて、身体が自然に反応して、ベルの音だ

けで唾液を分泌するようになります。 

こういった本来、反射行動（唾液分泌）とは無関係の刺激（ベル）によって、反

射行動を成立させることを『古典的条件づけ（レスポンデント条件づけ）』と言

い、成立した反射行動を『条件反射』といいます。 

“古典的条件づけ（レスポンデント条件づけ）”を定式化すると、“特定の反

射行動（えさ→唾液）”を生じさせない“中性刺激（ベルの音）”を、時間的

に接近させて何度も反復し、餌（無条件刺激）と一緒に対呈示すると、“中性刺

激”が“条件刺激”としての働きを獲得して、“条件反射”が成立してきます。

パヴロフの研究は、ワトソンからは長い間、関心が払われる事がなく、初めはハ

ーヴァード大学で比較心理学を研究していたヤーキーズらによってアメリカに

紹介されました。 

しかし、ワトソンは 1915年のアメリカ心理学会の会長講演『心理学における条件

反射の位置』で、パヴロフの条件反射理論に言及してその普及に貢献しました。 

パヴロフの主著『条件反射』はなかなか英訳されませんでしたが、1927年によう

やく英訳されて紹介されました。しかし、その英訳の中で、条件反射を意味す

る"conditional reflex"が、間違って"conditioned reflex"と訳されてしまい、

以後ずっとその間違った訳語が用いられ、そちらの方が英訳では正式な語とな

ってしまいました。 

222



Copyright(C) 2004-2006 Es Discovery All Rights Reserved

16b) ロボット　Dynamic Brain (DB) 
川人学習動態脳プロジェクト

約２０年前に、小脳に、身体の一部や道具、あるいは他人の脳などの機能をまねる神経回路

が学習によって獲得されるという『小脳内部モデル理論』を提案した。内部というのは小脳

の内側に存在する神経回路を意味する。モデルというのは、運動の制御対象や、外界の対象

のダイナミクスをまねる模型、シミュレータ、エミュレータという意味である。特に運動制

御に 関して は 『 フィー ドバッ ク誤差 学習 理論』 を提案 した。 これは、小 脳皮質

に、眼球、や腕などの入出力特性を逆転させた逆ダイナミクスモデルが、運動指令の誤差を

表現している登上線維入力に制御されて シナプス可塑性により獲得されるという理論で

ある さらに自らのグループによる行動実験、非侵襲脳活動計測実験、また産業技術総合研

究所の脳研究部門との共同によるサルを対象とした神経生理実験によって、この理論の予

測を次々に実験的に証明した。その結果、速くて滑らかな運動制御に内部モデルが必要であ

ること、また小脳に内部モデルが学習で獲得されることは、代表的な米国の神経科学の教科

書にも記載されるようになった。行動制御実験では運動中に多関節腕の剛性を測る装置と

方法を世界で初めて開発し、平衡位置運動制御仮説を否定して内部モデルの必要性を証明

した。非侵襲脳活動計測実験では、ヒトの小脳外側部に道具の内部モデルが獲得され、学習

の終了後にも小脳活動が増大していることを世界で初めて証明した。神経生理実験では、サ

ルの小脳腹側傍片葉のプルキンエ細胞の単純スパイクと複雑スパイクの時間波形が、理論

の予測通りであることを証明した。このような研究は、言語、思考、意識などヒトの小脳が関

わるヒト固有の高次認知機能も、内部モデルという概念で理解できるのではないかという

世界的な研究の流れを生み出した。

さらにこの原理を、川人学習動態脳プロジェクトで開発した３０自由度を持つヒューマノ

イドロボットのタスク学習に応用した その結果 ３種類の眼球運動 棒立てテニス、ジャグ

リングなど 20以上に及ぶタスクを短期間で達成することができた。

　人間の腕をまねて作った長さ一メートル余りのロボット・アームが、一メートルほどの

長さの棒を手の先に載せてずっと立ている。何度か失敗した後、まったく倒さなくなった。

アームを考えたのは、エイ・ティ・アール人間情報通信研究所（相楽郡精華町）の川人光

男第三研究室長(45)。科学技術振興事業団の創造科学技術推進事業「川人学習動態脳プロジ

ェクト」の総括責任者も務めている。 
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　小脳の機能と仕組み検証 

　川人さんは、人間の脳に特有の機能と仕組みを、小脳を中心にした情報処 理の面から解

明しようと研究している。アームは、川人さんの「脳の内部モデル」という仮説を検証するた

めの装置だ。制御するコンピューターには、小脳の情報処理の仕組みを微分方程式の形で再

現したプログラムが組み込まれている。 　「ロボットに人間と同じ動作をさせることが可

能になったのは、僕らの考えた仮説と理論が正しかったからですよ」 　ただ、このロボット、

カメラで見てから腕を動かすまでの反応時間が人間より〇・〇三秒短い。そのため棒が倒

れる前に対応でき、人間の能力を超えて電源を切るまで立て続ける。 

　仮説では、人間の小脳の新小脳（腹外側部）と呼ばれる部分に、人間のあらゆる行動や思

考のミニチュアモデルのようなものがあるとする。棒を立てる場合、新小脳に棒の揺れ方を

まねた内部モデルが作られ、新小脳がその内部モデルを使って揺れを想定し、その揺れに腕

が対応するよう、実際の神経情報を流して筋肉を動かすのだという。 

　「サルが眼球を動かしたときに小脳の中を流れるパルス

（短い電流）の数、人間が腕を動かしたときの筋肉の固さ、

人間が複雑な思考作用に取り組んだときの小脳の血流など

を調べた。その結果、こうした内部モデルが、従来は小脳の機

能とされていた運動面だけでなく、大脳の仕事と見られてき

た学習や言語、思考、コミュニケーションなど人間特有の脳

の働きにも見られることが分かったのです」 

　「新小脳は周辺の中脳、脳幹と連携した神経回路を使って、大脳皮質から入力した情報を

何重にも加工して高次な形に総合し、また大脳皮質に戻している。つまり演算処理の補助回

路の役割を果たしているのではないか。ここを解明すれば文明を生んだ人間の知性の秘密

も分かるんじゃないかと思うんです」。そう言って目を輝かせる。 

ロボットは言語を獲得できるか、

ロボットは「脳進化」の夢をみるか

　川人光男（ATR人間情報科学研究所第三研究室長）は「脳を創らなければ、脳を知ること
はできない」という観点からロボットの脳を研究しており、本格的な学習能力を備えた日本
で一番優秀なロボット『DB』(ダイナミックブレイン)を作った方である（立花隆）。
 

「脳の内部モデル」の仮説を、動
作中の腕の筋肉の軟らかさで実
証した実験装置
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要約

 
　「脳研究の道具としてのヒューマノイド（人間型ロボット）」というテーマで述べる。
『ROBODEX』のロボットたちはそれぞれが非常に優れているが、人間に較べればほとんどの機
能でまだまだ圧倒的に劣っている。私たちが何の苦労もなく行っていることがロボットに
は出来ない。つまりロボットや人工知能の研究がこの 50年ほどの間、期待したほどには進ま
なかったという証であり、同時に脳科学、神経科学が道を誤ったということの証左でもある
　もし人間の脳の機能や情報処理の仕組みが完全に解明されていればその原理をロボット
やコンピュータといった人工物に移植することは困難な作業ではない。これまで脳研究に
よって様々な事実が判明したが、モノや場所に関する理解が大半だった。
　脳の機能を脳と同じ方法で実現できる計算機のプログラムや人工的な機械を作れる程度
に本質的な理解を目指すアプローチのことを、我々は計算論的神経科学（コンピュテーシ
ョナル・ニューロサイエンス）と呼んでいる。
　私たちが作った『DB』は、身長 190㎝、体重 80㎏、30の自由度（伸縮や旋回・回転など、独立
した運動の数を表す単位）と、人間にかなり近く作ってある。またモーターを使わずに油圧
式のアクチュエーター（駆動力を発生する装置）を採用しているので、ぐにゃぐにゃとと
ても柔らかい動き方をする。DBは誕生してからまだ 3年しか経っていないが、全部で 24の
芸（沖縄舞踊、ドラム演奏、一度に三つのボールをお手玉のように操るジャングリング、エ
アホッケーなど）をすることが可能である。芸の大半は「見まね」による学習、つまりロボッ
ト自身が頭部に装備された 4つのカメラで人の動作を観察することによって認識し、体の動
かし方を学習していく作業によって身につけたものである。従来のロボットのように最初
からプログラムを組む必要がないのである。一つの芸を教え込むのに約 2~3週間から 2~3ヶ
月ほどかけているが、それは準備に時間がかかるからで、実際にロボットが学習するのは数
日程度で済んでしまう。また学習能力も非常に高く、例えばエアホッケーでは人間が気を抜
くとロボットが勝つほどに腕前が上達している。
 

能力はコピーできない

 
　私たちは脳の機能を研究するために DBを作り、芸を学習させているわけだが、実際こうし
た芸の一つひとつが脳の機能と密接な繋がりを持っている。
　エアホッケーでは強化学習という方法を取り入れている。これは、ロボットに試行錯誤さ
せながら、成功すれば報酬、失敗すれば罰の信号を与えていくことで徐々に学習が進んでい
くというシステムだが、人間の脳の奥深いところにある大脳基底核という部位にこれと同
様のはたらきをするシステムが存在することが分かっている。
　猿真似という言葉があるように、通常「見まね」とは知性のはたらきとしては低いものと
捉えられがちで、一般的には言語の獲得や論理的な推論とは関係がないように考えられて
いる。しかし脳の研究が進むにつれて、例えば言語機能を司るブローカ野という部分は見ま
ねを行う時にも活動することが分かっている。運動制御だけだと思われてきた小脳もここ
10年ほどの間に言語・思考・推論、果てには意識にまで関係があると考えられるようにな
った。
　その結果、言語などの高次の機能と、運動などの低次の機能は、それぞれ脳の別の場所で
独立して行われているのではなく、すでに持っている運動学習能力をうまく転用して高次
機能を引き出しているのではないかと推測されるようになっている。まだ DBは運動機能し
か持っていないが、言語の獲得という問題に迫るためには、見まねによる学習の研究が一番
の近道ではないかと考えている。
　ただし、脳の部分にばかりとらわれすぎていると全体を見誤る可能性がでてくる。我々は
脳を研究していると言っているが、実際には体と環境の相互作用を研究しているのであり、
そこから脳の機能が分かってくるという意味である。
　例えば学習の結果、ある優れた能力を身につけたロボットがいたとする。その記憶や脳そ
のもののコピーを他のロボットに移植したら、そのロボットも全く同じ優れた能力を会得
するかというと決してそうはならない。なぜなら、最初のロボットの体とロボットがいた環
境に特有の能力が獲得されているからである。
　DBと全く同じロボットを作ろうと思っても、体と環境が異なる以上、必ず違う特性が生じ
てしまうことになる。ごく基本的な学習能力の部分を他のロボットに移植することは可能
だと思うが、ホームロボットで言えば、一台一台が家庭ごとに違う動作や環境を学んでいく
べきであり、それぞれのロボットが個性を発揮したり、独自の芸を覚えたりするようになる
というのが理想の形ではないでだろうか。
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「アトム計画」

 
　ヒトを作るということでヒトを理解するというのは大変面白い研究である。『鉄腕アト
ム』などの影響なのか、日本は国民も研究者もヒューマノイドロボットに対する興味が旺盛
で理解がある。私たちは数年前から米国のアポロ計画を意識して、「アトム計画」というプロ
ジェクトを提唱している。「20年後 30年後に鉄腕アトムを完成させる」という壮大な目標を
立てて、例えば 1年間に 500億円ずつ国が研究資金を提供する。目標そのものに夢があって、
研究者や技術者が生涯を捧げて打ち込めるプロジェクトが今の日本には必要だ。
　アポロ計画がもたらしたものは人類の月着陸だけではない。テフロン鍋からコンピュー
タサイエンスまで、計り知れないほどの遺産を米国に残した。即効策ばかりうたって、どぶ
にお金を捨てているような政府の愚策よりもずっと得るものは大きいと私は思う。
 
 
　立花隆氏ならびに 3人のロボット研究者が誌上で討論したものを、川人光男氏が述べた部
分を要約した（前期に提出したものの続き）。
興味深いのは「エアホッケーでは強化学習という方法を取り入れている。これは、ロボッ

トに試行錯誤させながら、成功すれば報酬、失敗すれば罰の信号を与えていくことで徐々に
学習が進んでいくというシステムだが、人間の脳の奥深いところにある大脳基底核という
部位にこれと同様のはたらきをするシステムが存在することが分かっている」という点で
ある。行動分析学においての好子、嫌子に当てはめてみると面白いが、成功して信号による
強化子を得たことにロボットは随伴性を認識しているのだろうか。そのようにプログラム
されているのだろか。
　遺伝と環境の相互作用によって人間は生涯発達を遂げると発達や教育心理学の本には書
いてある。ロボットの学習についても同じように研究が進められているようだ。ニーズがあ
るのかないのか分からないが、ヒトを作るという研究はやはり人間を理解するという点で
私は面白いと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブレイン・マシン・インタフェース Brain-computer Interface出典: 

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』　

ブレイン・コンピュータ・インタフェース

 (Brain-computer Interface : BCI、脳介電装置） とは、人と機械の意思や情報の仲介の

ためのプログラムや機器であるマンマシンインタフェース（人介機装置）のうち、脳波を

解析してコンピュータとの間で電気信号の形で出入力するためのプログラムや機器である。

出力先が機械である場合にはブレインマシン･インターフェース(Brain-machine 

Interface : BMI、脳介機装置）と呼ばれる。共に想念技術の一形態である。

脳介電装置は脳の神経ネットワークに流れる微弱な電流から出る脳波を計測機器によって

感知し、これを解析する事によって人の思念を読み取り、電気信号に変換する事で機器との

間で情報伝達を仲介する。情報の流れが一方通行の片通脳介電と相互疎通が可能な双通脳

介電が想定されているが、現在実現しつつあるのは一方通行の片通脳介電技術のみである。
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片通脳介電では一方通行の情報伝達を行い、脳から命令をコンピュータが受ける電気信号

に変換する換電のほか、コンピュータからの電気信号を脳波に変換する換波を行う。

SF等で想定されている双通脳介電では脳と外部機器との間で情報を交換･共有するため人

または動物と機械が一体化することになるが、現実には動物実験・人体実験とも移植は成

功していない。ここでいう脳とは心や精神ではなく、物質として存在する有機生命の神経系

(もしくは神経系のモデル)そのものを指す。

実際に BCIをはじめとする想念技術の研究が始まったのは 1970年代頃で、実際に人体に外

部機器が移植されたのは 1990年代中頃になってからである。21世紀に入り、機能としては

不十分ながら視覚や聴覚を補助する人工感覚機器や、モーターによって動作する義手義足

といった片通脳介電機器の人間への移植事例が既に存在する。また、これまでの実験を通し

て分かったことは、BCIをを移植した際の脳の適応性が大きい点である。近年の技術や知識

の進展で、BCI技術は人間の機能拡大をもたらすと考えられている。

方式 

この技術が現実味を帯びてきたのは 1990年代以降、MRI  などといった生きたまま脳の活動

を観測する脳機能イメージング技術ができた頃である。初期の技術は手足の筋肉の電気を

読み取るものであったが、現在では B.M.I.では頭皮に電極を配置した網を被せる非侵襲式

と、頭部を切開して電極を埋め込む侵襲式の 2種類がある。またこの 2種類を組み合わせる

ことでより実用的かつ高度的な活動が可能になる。

侵襲式 

侵襲式には、硬膜下など比較的安全な場所に電極を設置する方法（部分的侵襲式）

と、脳に直接電極を埋め込む方法とがある。また、脳のニューロン一本一本に血液を

供給している毛細血管に 100nmほどの極細ワイヤを通し、脳内のニューロンすべて

にアクセスするという研究も行われている。侵襲式は精度の高い読み取りが可能だ

が、技術がまだ安定していない上に手術による感染症・脳の損傷といった本末転倒

的なリスクも伴う。 

非侵襲式 

非侵襲式では、手軽にセンサーの取り外しが出来ることから実用面でリードしてい

るものの、頭蓋骨などの影響で脳波が変化してしまい（体積伝導）、侵襲式と同じよ

うに正確に情報を読み取れるかどうかは課題として残っている。 

この技術により神経科学（脳科学）と電子工学が融合して神経工学とよばれる新た

な分野が誕生した。 
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16c) 自由（論）と必然性

（１）デューリングの自由論

デューリングは「平等」についで、「自由」について論じています。しかし、この問

題についても彼はきわめて観念論的な通俗的議論しかしていません。エンゲル

スはこれを批判し、唯物論者は自由をいかに考えるかという主張を述べていま

す。この章での彼の議論はあまりにも有名であり、科学的社会主義の哲学で考え

る自由論の基本となるものです。

デューリングは自由について、「一方における合理的な洞察と他方における衝

動の形をとった動機とが結合して、いわば一つの合力となるような関係」だとい

ったり、あるいは「われわれにとって自由とは、生得的ならびに後天的な知力に

応じて意識的動機を感受する能力を意味する」などというだけで不十分な見解

だとエンゲルスはいいます。

（２）エンゲルスの見解

このようなデューリングの議論にたいしてエンゲルは自分の見解をつぎのよ

うに述べています。

「ヘーゲルは、自由と必然性の関係をはじめて正しく述べた人である。彼にとっ

ては、自由とは必然性の洞察である。『必然性が盲目なのは、それが理解されない

かぎりにおいてのみである。』自由は、夢想のうちで自然法則から独立する点に

あるのではなく、これらの法則を認識すること、そしてそれによって、これらの

法則を特定の目的のために計画的に作用させる可能性を得ることにある。これ

は、外的自然の法則にも、また人間そのものの肉体的および精神的存在を規制す

る法則にも、そのどちらにもあてはまることである。－この２部類の法則は、せ

いぜいわれわれの観念のなかでだけたがいに分離できるのであって、現実には

分離できなものである」。ここに明確に自由についての唯物論的見解が示されて

います。

（３）観念論者の自由論

観念論の哲学者も、しばしば自由について論じてきましたが、主として「意志の

自由」という形で論じてきました。彼らは自然には自然法則があり、人間の身体

は自然法則にしたがわなければならないが、人間の意志は自由であって、ある行

為をするのも、しないのも本人の自由意志による決断しだいだと考えてきまし

た。

しかしここには難点があります。人間が行為するとき、自然法則や歴史法則
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（社会法則）から、はたして自由でしょうか。たとえば鳥のように空を飛ぶこと

は、決意しだいで自由でしょうか。けっしてそうではありません。自然法則を無

視して、空を飛ぶことはできません。社会的な問題についても、たとえば経済法

則を無視して、自由な経済活動は不可能です。自然法則や社会法則を無視して自

由はあり得ないことは明白といわなければなりません。

（４）機械的唯物論者の自由論

自然法則や社会法則を無視して自由はあり得ないのは明白ですが、そのことを

理由にして、自由とは錯覚であり、世界は自然界も社会も、すべて必然性に支配

されており、人間にとって自由はあり得ないという議論が 17 世紀、18 世紀のヨ

ーロッパでは機械的唯物論者によって、さかんに主張されたのでした。

エンゲルスのいっているのは、このような古い唯物論の主張もまた誤りだとい

うことです。自由がないとすると、道徳も成り立たず、人間の責任能力も問いえ

ないことになります。すべてが必然性に支配されているとするならば、いかなる

人間の行為も必然であり、やむをえなかった、仕方がなかったということになっ

てしまい、善も悪もなく、責任もないということになります。

たとえば、第２次大戦における惨禍はすべて必然であったから、日本軍国主義

者の責任はなかったという議論になりかねません。こんな議論はとうてい納得

できないところです。エンゲルスもこの意味での自由否定論に反対しているわ

けです。「自由とは必然性の洞察である」という言葉はそのような意味でいわれ

ています。

（５）意志の自由とは

エンゲルスは「意志の自由」についても、観念論的な意志自由論に反対しつつ、

また古い唯物論の自由否定論にも反対してつぎのようにいっているわけです。

「意志の自由とは、事柄についての知識をもって決定をおこなう能力をさすも

のにほかならない。だから、ある特定の問題点についてのある人の判断がより自

由であればあるほど、この判断の内容はそれだけ大きな必然性をもって規定さ

れているわけである。他方、無知にもとづく不確実さは、異なった、相矛盾する多

くの可能な決定のうちから、外見上気ままに選択するように見えても、まさにそ

のことによって、みずからの不自由を、すなわち、それが支配するはずの当の対

象にみずから支配されていることを、証明するのである。だから、自由とは、自然

的必然性の認識にもとづいて、われわれ自身ならびに外的自然を支配すること

である。したがって、自由は、必然的に歴史的発展の産物である」

エンゲルスはこのようにいって、人類史的な事例をあげていて説得的です。「あ

らゆる文化上の進歩は、どれも自由への歩みであった」といって、人間が火を用
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いるようになり、とくに蒸気機関が発明されて、「社会的な領域で巨大な開放的

変革」が、なしとげられたこと、またこの「蒸気機関についていえば、もはや階級

の区別もなければ、個人の生活手段を手に入れるための心づかいもなく、はじめ

て真の人間的自由について、認識された自然法則と調和する生活について語る

ことのできるような社会状態は、蒸気機関に依存する巨大な生産力の助けによ

ってのみ可能となる」といわれているのも重要な点だと思われます。自然法則が

認識され、これが生産力の増大をもたらすと、さらにこれが社会の発展に影響を

与え、歴史の発展を推進していくという巨大な人類史的展望が語られていて、力

強い叙述となっています。

「反ヂューリング論」を学ぶ、第 11章より

16d) 生物科学（とくに神経発生における弁証法的見解）

量的変化から質的変化への移行の法則、およびその逆 low of transition from

quantitative change to qualitative change, vice versa (508-9)

弁証法の基本法則のひとつ。事物の変化・発展が、どのように、どういう条件でおこなわ

れるかを説明する。この法則の理解には、すべての対象（現象もふくめて）が、量と質との

統一（度合）において存在することをみとめることがたいせつである（→質と量）。一つ

の対象が根本的に変化して他のものになるのは、質的変化によるのであるが、この変化が生

じるには、まず、その対象がもっている量的規定の変化を前提とする。量の変化がある程度

おこっても、質は変わることなくそのまま維持される。量的変化は、こうした一定の質的同

一のうちで、気づかれず漸次的におこなわれ、それが一定の限界にまで増大していくと、必

然的に、一定の瞬間にその変化の過程に飛躍的な移りゆきが生じて、質のうえに根本的な変

化がおこり、古い質から新しい質へ移行する。このような変化の過程のあることをしめすの

が、この法則である。これは、自然・社会、また思考を通じて、すべての過程に見いだされる

ものである。量的変化と質的変化は、相互にむすびあい、依存しあっているもので、ここにみ

たように、量の変化の結果として質の変化がみちびきだされるだけでなく、また質の変化は

量の変化をみちびきだす。それは、すべての事物が量と質との統一であることから必然的に

あらわれるものであり、質的変化が生じて古い質から新しい質になれば、この質はかならず

新しい量的規定性をもつこととなるのであり、したがって新しい質は量の点でも新しいも

のをあらわしていなければならない。このことが、いわゆる＜その逆＞としてしめされる、

この法則の他の側面である。さらに、注意されるのは、この量および質の変化は相対的性質

をおびているという点である。すなわち、大きな、一般的な質のうちには、それより小さい、
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より一般性のせまい質もある。たとえば、資本主義という社会のもつ質にたいしては、産業

資本主義や独占資本主義はより小さく、より一般性のせまい質である。しかし産業資本主義

が独占資本主義に移行することで、前にはなかった新しい本質的な特徴・性質があらわれ

る。この意味では、両資本主義の段階は質的にちがっている。しかし、より大きい、より一般

的な質からいえば、つまり資本主義全体の質からいえば、両段階とも本質的には同じ質をも

っていることになる。このことでわかるように、量から質への変化・移行も、相対的な意味

においてあらわれる。また、この量・質の移行には、飛躍といわれる非連続の面があると同

時に、連続の面がある。非連続は質的変化にあらわれ、他方、連続は量的変化の側面にしめさ

れる。この両面が、発展といわれるものにあることをみないと、形而上学的思考にみられる

ように、たんに量的変化だけをみて、飛躍をみとめないことになり、改良主義者や社会科学

者のある者たちにみられるように、進化だけ、改良だけが社会発展の道だと考えるようにな

る。またそれとは反対に、量的変化の過程を無視して変化はただ飛躍にのみあるとみると、

無政府主義者や極左冒険主義者の非科学的見解や行動になる。最後に、マルクス主義が説く

この法則は、ヘーゲルがこの法則についていうのとは、まったく反対である。ヘーゲルは、そ

の弁証法で、最初にこの法則を定式化したのであるが、かれにあってはこの法則は絶対理念

における論理的なもので、これをもとにして現実的世界を説明する方式にした。マルクス主

義では、この法則はまず第一に自然において見いだされ、その反映である思考において法則

として認識されるのであり、さらに社会においても、思考においても見いだされるとうこと

になる。この法則はそれゆえ思考がたてるのではなく、客観的実在の法則なのであり、思考

のほうはそれを反映したものである。

対立物の相互滲透 interpenetration of opposites, Durchdringung der Gegensätze (293)

エンゲルスは《自然弁証法》のうちの＜弁証法＞という覚え書きで、弁証法の基本法則と

して、１）量から質への、またその逆への転化の法則、２）対立物の滲透の法則、３）否定の

否定の法則をあげている。この第二法則にあたるのが、この相互滲透である。これは、統一を

たもっている事物のうちに、たがいに対立する要素があり、これらが相互に相手を制約しあ

うことである。自然および社会の諸事物は、すべて、みずからのうちにたがいに対立する要

素を含み、この内的な矛盾によって事物は自己運動する。この内在的な対立要素は、たがい

に、相手にたいして反発し否定しあい、相手の存在の仕方を条件づけあう関係にある。すな

わち、これら対立要素は相手に影響をおよぼし、その作用を滲透させあっている。ここに事

物自身の変化が生じるし、対立要素の一方が他を圧倒する影響・作用をおよぼすことで、事

物はこれと異なる新たな事物に転化するにいたる。この関係をしめしたのが、相互滲透であ

る。→対立物の統一と闘争の法則
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否定の否定の法則 low of negation of negation (388-9)

唯物論的弁証法の基本法則のひとつ。それは、発展が不断におこなわれること・発展にお

いて新たな質の出現に当たって旧来の質との関連をもつこと・新たな質は旧来の質よりも

高い段階にたつものであり、発展は前進的方向をもつ過程であること──これらをしめす

法則である。ヘーゲルがまず、彼の弁証法で、この否定の否定の法則を説き、彼はその観念論

的立場から、絶対理念の自己発展をいいあらわす法則とし、それは一つの定立の否定として

の反定立、そしてこの反定立の否定としての総合という見地をもって、世界全体の発展過程

を説明して、いわゆるトリアドの方式をたてた。唯物論的弁証法では、自然・社会・人間の

思考をつらぬいておこなわれる弁証法的発展において、この法則はとくに対立物の統一と

闘争の法則と密接に結びついて考察される。対立物の統一と闘争の法則は、矛盾・対立する

両側面の闘争によって、その矛盾・対立が解決されて従来の質的状態が新たな質的状態へ

と移りいくことをしめす。すなわち、従来の質的状態の否定として新たな質的状態が出現す

る。この過程はそれで終わるのでなく、この新たな質的状態はその内部に生じる新しい矛

盾・対立によって、この状態が否定されてさらに第三の質的状態へと移りいき、こうして発

展は持続する。このような質的移行にあたって、旧来のものと新たなものとのあいだには、

たんにまったくの断絶があるのではなく、旧来のもののうちにふくまれた積極的要素は、新

たなもののうちにうけつがれ保存される。これが弁証法的発展における弁証法的否定であ

って、形而上学的否定が前後二つのもののあいだにまったくの断絶をみ、まったく別個のも

のとし、前のもの・旧来のものの破壊のみとらえるのと異なる。したがって、新と旧とのあ

いだには、そこに関連するものがあり、発展の過程の持続があるのである。しかし新しく出

現したのは質的に新しいものであるから、たんに旧来のものの延長ではない。この点では、

断絶があり、飛躍があるという面をももっている。こうして新たに出現した質的状態は、旧

来のものから積極的なものをうけつぎながら、質的に新しいものとしてあらわれるのであ

るから、それは旧来のものより高い段階にあることになる。この関係が、質的移行ごとにお

こなわれるので、新しくあらわれる段階は、次々と、前段階よりも高いということになる。否

定の否定の法則は、この点で、発展が前進的・上昇的であることをしめしている。また＜否

定の否定＞とは、このような発展において、ひとつの出発としてとられる段階がつぎに否定

によって新段階にいたり、これがふたたび否定によって第三の段階に移り、この段階は、論

理的にいえば、ヘーゲルがみたように、高い段階においてではあるが、出発の段階にもどっ

たことになり、これからまた発展がすすめられる、ということからいわれるのである。しか

し、唯物論的弁証法は、このことから、世界の発展がトリアド＝三段階的に進むとみるので

はない。それは、否定の否定があくまで発展の不断の持続だとみなすのである。と同時に、そ

れは形而上学的見方がするように、前後の質的変化をまったく切りはなすのでなく、脈絡あ

るものとし、この脈絡のうちに発展の低いものから高いものへの前進・上昇の過程をみる

のである。→発展
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

労働の成立と自然認識

猿人から原始人への進化の過程をくわしく跡づけることはここでの主題ではない。ここ

で確認しなければならないことは、人間を他の動物から区別するさまざまな要素、たとえば

言語、社会、道具といったものは、猿人から原始人へというこの発展過程のなかで、同時に準

備されてきたということである。これらのうちのどれかひとつの要素が他にさきだって獲

得されたとし、それが発展過程全体の原動力になったとする見解はさまざまに存在するが、

これは事実のうえで正しくない。

人間にむかっての進化の原動力をあえてあげるとすれば、それはいっさいの結節点であ

った猿人の生産活動そのものである。生きのこるために生産活動にすべての力をふりしぼ

らなければならなかった猿人の段階においては、言語、社会、道具といったもののすべては

生産活動のためにうまれ、育ったのである。生産活動における猿人の主体的な活動は「猿人

的労働」とよばれるべきものであり、最初は本能的で反射的な活動にすぎなかった。しかし、

これは道具の発展と関連しつつ、合目的的な意識的活動としての「労働」へと発展し、猿人か

ら原始人への進化はしだいに加速されてゆくのである。

科学的認識もまた、こうした人間的労働の形成過程ではじめてうまれたものである。打ち

欠いてつくった石器は鋭い刃をもつために天然の石塊よりもはるかにすぐれた道具になる

が、打ち欠きを上手にやるためには石の性質を知らなければならない。また、狩猟を上手に

おこなうためには獲物の習性を知らなければならない。こうした最初期の認識は 10万年を

単位として非常にゆっくりと形成されたものであるが、確実な発展をとげた。そして、科学

的認識の発展とともに労働そのものもますます労働らしくなっていったのである。

労働過程の構造

人間的な労働にとって不可欠な科学的自然認識が、どのようにして近代科学にまで発展

していくかをあきらかにするためには、労働による生産という人間に固有な活動をよりく

わしく見ておかなければならない。

現実の生産活動はきわめて多様であるが、どのような生産過程においても不可欠な条件

は、主体としての人間と客体としての物的条件である。物的な条件は、生産過程において人

間が何らかの変化を引き起こそうとする対象（労働対象）と、この変化をひきおこすため

の手段（労働手段）とに区別できる。発達した生産形態のもとでは、労働手段はかなりの程

度まで自動的に労働対象に働きかけることができるが、部分ではなく全体をみれば、物的な

条件だけでは生産過程は成りたたず、どこかで人間がみずからの肉体を活動させなければ

ならない。この人間の活動こそ労働であり、労働と労働対象および労働手段の三つの要素は

あらゆる生産過程における共通の要素である。この三つの要素の関連として考察できる抽
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象化された過程は労働過程とよばれる。

三つの要素を区別したうえで労働過程をみれば、労働過程とは、目的にかなった人間の活

動である労働が、労働手段をなかだちにしながら労働対象にたいして働きかける過程であ

り、人間が直接にあつかうのは労働対象ではなく労働手段になっている。こうして、人間の

労働は対象にたいしていわば間接的に作用するのであり、労働する人間は過程をあらかじ

め頭脳のうちに把握していなければ目的を達することができないのである。このことは、労

働対象や労働手段についての知識だけではなく、過程そのものの合法則性の認識さえ要求

する。

生産のためになんらかの物体を手段として利用することは、場合によっては人間以外の

動物についても見ることができる。たとえばチンパンジーは、手がとどかない所におかれた

餌を棒でひきよせることを考えつく能力があり、それを実行できる。しかし、餌が眼前にな

い場合には、どんなに利巧なチンパンジーでさえ、そのときのための棒を用意しておくこと

はけっしてしないのであり、今日の類人猿と猿人の決定的な差異は、手段を利用するかどう

かということではなく、くりかえし使用される多少とも耐久性のある道具を保持している

かどうかにある。

同一の手段を反復して使用することは、手段の選別の条件であり、さまざまに加工した手

段が優秀であるかどうかを判定する基礎である。そして、人工的な手段が素手にくらべて優

秀なことはそれが合目的的であればただちに判明するから、猿人がその最初期の段階にお

いてさえ労働手段を製作していたことも当然である。

労働手段を製作する労働は、自然や過去の労働によって準備された労働手段を使用して

生活のために必要な生産物を得る労働とは、場所的にも時間的にも区別されるだけでなく、

その生産物がつぎの段階の労働において使用される手段であるという点で、人間のみに属

する高度な精神活動を前提としている。すなわち、この労働は労働過程における三要素の関

連についての科学的認識を基礎としなければならず、労働過程の全体を頭脳のうちに概念

によって把握する労働をふくみ、さらに科学的認識を対象化する労働でもある。

近代科学をはじめとし、過去のさまざまの「科学」が、労働手段が急速な発展をみせた時代

に発生したことは科学史の常識であるが、こうなっているのも、科学的認識が労働手段の発

展の過程できたえられているためであるといえよう。

「新版自然科学概論」（加藤、慈道、山崎、編著）青木書店(1991)より

１７）　文献
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１８）　現代の危機

物理、量子力学

、Lenin, Einstein,　物質は死んだ

レーニンと「物理学の危機」

（「『唯物論と経験批判論』によせて」1982年から）

レーニンは、自然科学の専門家ではもちろんなかったが、彼が弁証法的唯物論の立場で

「物理学の危機」にとりくんだ研究成果は、後世の物理学者が物理学のその後の歴史的な発

展の結果をもふまえて、その正しさを断言できるだけのすばらしい内容をもっていた。

第１の問題は、「物質は消滅した」という議論である。これまで不変なものと考えていた元

素が変化することが明らかとなったり、物質の究極的要素とされた原子が、電子などから構

成されていることがわかったりしたことから、マッハ主義者を先頭にする観念論学派は、

「物質は消滅した」ととなえだし、これが、実際に物質的自然ととりくんでいる物理学者にも

一定の影響をおよぼして、物理学の危機を加速した。

この問題にたいして、レーニンの答えは明確だった。レーニンが、物質の哲学的概念を明

確に定式化して（「人間の意識から独立に存在し、この意識によって反映される、客観的実

在」）、物質の構造や性質についての自然科学の認識がどんなに変化しても、それは、哲学的

な意味における物質の客観的な実在性には、なんの影響をもおよぼすものでないことを、明

確にしたことは、物理学の危機を打開するうえできわめて重要な意味をもつことだった。

元素や物質の不変性が否定されたぐらいで、これを「物質の否定」という観念論の証明だ

と思いこんだマッハ主義者たちが、もし今日の物理学が明らかにしている、物質を構成して

いる素粒子が変転きわまりない相互転化を不断におこない、エネルギーに転化して消滅し

てしまったりする場合さえある事実や、どんな素粒子も、特定の条件のもとでは、光と同じ

ような波動としてあらわれる事実などを知ったら、どんな喝采をさけぶだろうか。こういう

意味では、現代の物理学は「物質の消滅」の無数の実例を提供しているが、これはすべて哲学

的には、客観的実在である物質の実在的な運動の一形態にほかならず、物質から非物質への

転化や物質の消滅をしめすものではけっしていないのである。

第２の問題は、「物質のない運動」という議論である。これは、一口にいえば、物質を消滅さ

せて、観念論の立場におちこんだ物理学者が、その観念論と自分たちが研究している自然の

諸法則とを両立させようとして、となえだした議論だといってよいだろう。

「物質のない運動」論は、物理学の発展の特定の段階――物理学が、研究している物質の構

造や性質についての明確な認識をまだあたええないでいる段階で、そういう認識を本来不

可能なものとして原理的に放棄してしまうという動機であらわれることもある。坂田昌一

氏は、ある論文のなかで、20 世紀の初頭の物理学の危機が打開されて、量子力学が成立した
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最初の段階で、その解釈をめぐって物理学者の哲学的混乱が生まれたとき、量子力学の創設

者たちの一部（ハイゼンベルク）に、物理学は、物質の本質や構造を問題にせず、「知覚の関

連の形式的記述」のみにとどまるべきだという議論があらわれたことを紹介している（「理

論物理学と自然弁証法」1947年）。これは、物質の存在を積極的に否定するわけではないが、

その客観的な認識をあきらめ、運動のにない手は無視して運動の現象だけを問題にせよ、と

する点では「物質なき運動」の不可知論的変種といってよいだろう。

　　　　　　　　　　　　　　自然の弁証法（FT,1988）より

弁証法的唯物論のレーニン的段階の自然科学的前提

社会的＝歴史的な要因とならんで、弁証法的唯物論のレーニン的段階の発生のうえで大

きな役割を果たしたのは、１９世紀と２０世紀の交代期に生じた自然科学上の新しい情勢

である。

自然科学における最新の革命

この情勢の特徴は、まず自然科学における最新の革命が、１９世紀のなかごろと後半に起

こった革命とひどくちがっているということである。この最新の革命の本質は、まず物理学

が原子内の現象（極微現象）の分野に浸透したことである。これに関連して物質の構造と

性質についての古い見解が根本的にうちくだかれてしまった。すでに、17-18 世紀につくら

れていた物理学的世界像の限界が暴露された。新しい物理学的世界像の土台となったのは、

もはや力学的に理解される原子、不変の質量をあたえられた原子ではなく、その特色の性質

（可変的な質量、おどろくべき運動速度、放射崩壊のさいに分離する能力、等々）をもった

電子であった。

三つの決定的な発見が自然科学における最新の革命の一般的性格と主要な方向を規定し

た。第一に、物質に、つまり原子の電子殻に深く浸透してゆく能力をもっているレントゲン

線の発見(1895年)。第二に、放射能の発見(1896年)。この発見は放射能の物質的な担い手たる

ラジウムの発見(1898年)をもたらした。第三に、あらゆる原子の一般的な構成部分としての

電子の発見(1897年)。

第一と第三の発見は原子の外面の領域――原子殻――を深くきわめる可能性をあたえ、

第二の発見は、科学が物質の最深の（中心の）領域――原子核――を深くきわめる道を切

り開いた。

物理学の分野におけるこれらの発見は、原子と化学元素を絶対に無変化で、転化せず、分

割されず発展の能力のないものとみる古い、形而上学的な見解を根本的に破壊してしまっ

た。これらの発見のそれぞれが原子の二つの領域（核あるいは殻）のうちの一つに通じる

道を開いたということは、なぜこれら三つの発明のうちの一つだけをあげるにとどまって

はならないかを説明するものである。たとえ、三つの発見のそれぞれが、個々に、原子の可変
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性、可分性、被破壊性を証明し、そのことによって物質の構造とその粒子についての古い、形

而上学的見解を粉砕し、物質とその粒子についての新しい、その内容からみて、弁証法的な

見解を主張しているにしても、そうである。

20 世紀の物理学のその後のすべての発展は、実際には三つの発見の継続であり、深化であ

って、これらの発見のうちに自然科学において始まった革命の本質が現れていた。すなわち

原子の電子殻の研究は量子力学の創設をもたらし、核の研究は核物理学をもたらしたので

ある。科学の発展のこの二つの方向は「素」粒子物理学で一致した。

物理学が物質の奥底をきわめたことが、この科学を、現代自然科学の指導部門に変えた。

17-18 世紀には、そういう指導部門は力学であり、力学は自然科学の他のすべての部門にそ

の痕跡をあたえ、自然科学全体に力学的性格をあたえた。１９世紀には、自然科学における

指導的役割は、物質の運動のもっと複雑な（超力学的）形態を研究する自然科学のグルー

プ、すなわち物理学、科学、生物学へ移った。20 世紀に、自然科学の決定的な部門となったの

は物理学であった。すなわち、物質のもっとも基本的な（既知のもののなかで）種類、存在

のもっとも普遍的で基本的な形態（物質と運動に依存する時間と空間）、自然現象の合法

則的な関連のもっとも普遍的な型（静力学的合法則性と動力学的合法則性、その他）を研

究した物理学部門であった。

20 世紀の自然科学における物理学の指導的役割は、物理学が物質の最も普遍的、基礎的な

性質や物質粒子相互の関係を明らかにしたことによって決定された。これは、あらゆる形態

の物質運動の起源の問題、生命の担い手や物質の最高の産物――思考する頭脳――をも含

めた、物質的構成物の起源の問題の解明を助けた。こうして物理学は、最下級のもっとも単

純な（既知のもののうちで）段階から、最高のもっとも複雑な段階までの自然の弁証法的

発展の道を明らかにすることを助けた。

もっとも重要な新しい問題を提起したのは、生物学であった。発展観の問題が新しい条件

のもとで重要な意義をもつようになった。ダーウィンのときから発展の思想は生物学だけ

でなく、他の自然科学にも浸透した。いまや、弁証法に敵対したのは、自然を不可変のものと

みる形而上学的見解よりも、むしろ自然の発展を機械論的にみる見解であった。このことは、

歴史的に形成された二つの可能な発展観の問題を全面的に解明し、形而上学的、機械的な運

動観に対立した弁証法的発展観を基礎づけるという課題をマルクス主義哲学に課した。

自然科学の最新の革命は、生物学の分野にもおよんだ。この分野で指導的な役割を果たし

たのは、イ・ペ・パブロフが条件反射の発見にもとづいて創始した動物と人間の高次神経

活動の客観的な研究方法であった。このおかげで、生物の肉体的活動ばかりでなく、心理活

動も自然科学の研究の対象となった。すべてこれは、たとえば、意識対物質の関係のような

哲学の根本問題に直接に関係があり、哲学的概括を必要とする新しい膨大な自然科学的素

材を提供した。
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現代自然科学の危機

１９世紀と２０世紀の交代期の自然科学上に生じた情勢を特徴づける重要な現象は、現

代自然科学の危機であった。自然科学の内部での唯物論と観念論の闘争は、この時期にまっ

たく新しい特徴をもつようになった。19 世紀末までの自然科学ではほとんど全一的に唯物

論が支配していたが、この唯物論は、自然発生的な、歴史的に形のととのっていないもので

あるか、形而上学的または機械論的なものであるか、ときには俗流唯物論であるかした。１

９世紀末までの哲学的観念論は自然科学の真の成果のおもな反対者であった。観念論者は、

自然科学上の発見が唯物論の立場を強化し、観念論に敵対的な唯物論的自然観の自然科学

的支柱を強めるものと考えた。だから、１９世紀末まで、概して、観念論者と不可知論者が寄

生していたのは、科学の弱点と困難であり、多くの自然科学表象の欠陥であり、とくに、自然

の弁証法を確証した科学的発見そのものの客観的内容にそむいて、科学者の頭を支配しつ

づけていた形而上学的思考方法の限界であった。

１９世紀と２０世紀の交代期に、自然科学の歴史上はじめて本質的に新しい、１９世紀と

は根本的にちがった情勢が生じた。その当時、観念論がしがみついていたのは、科学の弱点

や欠陥、科学的研究方法の限界ばかりでなく、科学のなかに最新の革命をひきおこした科学

のもっとも新しい成果でもあった。

自然科学のうえに生じた新しい情勢の特徴は、観念論者が唯物論とのたたかいに形而上

学の壊滅、とくに物質とその構造についての古い形而上学的見解の壊滅を利用したという

ことである。彼らは、原子は不変で、質量は恒常的であるなどという古い観念を破壊した物

理学上の新しい諸発見を自分の同盟者に変えようとたくらんだ。このような策動を容易に

した事情は、科学者が弁証法を知らなかったことであり、ブルジョア的世界観の影響をうけ

たため、科学者が弁証法的唯物論と縁がなかったことであり、また自然科学者のあいだの唯

物論の多くの擁護者が物質と運動、空間と時間、因果性、原子と電子についての形而上学的

および機械論的見解を擁護していたことである。このような情勢のもとで、観念論者は形而

上学の壊滅を唯物論の壊滅であるかのようにみせかけようと試み、唯物論を科学から駆遂

し、唯物論を観念論と不可知論とでとりかえる方針をとった。観念論哲学の、この種の反動

的な傾向は、帝国主義がもたらしたあらゆる分野の全般的な反動に余儀なくされたもので

あって、現代物理学の危機とともに自然科学全体の危機をも生みだした。これに関連して、

生物学の分野にも、ダーウィン主義と反ダーウィン主義の闘争、また同時に唯物論と観念論

弁証法と形而上学との闘争が、急速に強まった。

独占前の資本主義の情勢のもとでは、エンゲルスが示したように、自然科学のあらゆる分

野に作用していた主要な矛盾は、形而上学のとりこにとどまっていた自然科学の陳腐な思

考方法と、自然に内属する弁証法の発見を助けた自然科学上の偉大な諸発見の真の内容と

がまったく照応していないことであった。これは、自然科学の発展における主観的要素（科

学者の思考方法）と客観的要素（発見の内容）との矛盾であり、形而上学（科学者の頭を

支配していた）と弁証法（それぞれの科学的大発見のなかへ自然発生的に分けいってい
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た）との矛盾であった。この矛盾からの出口は一つあった。すなわち、科学者自身が唯物論

的弁証法を習得することであった。このことだけが、１９世紀の理論的自然科学をみたして

いた混乱と矛盾に終止符をうつことができたであろう。

エンゲルスが 19 世紀――その当時の自然科学では唯物論が支配していた――の自然科学

の発展のうちに発見した矛盾は、２０世紀の新しい歴史的条件のもとで、さらにいっそう激

化した。いまや帝国主義の時代には、反動哲学の代表者は、一般に唯物論を自然科学から駆

逐し、それを観念論と不可知論でとりかえるために、この不照応を利用し、激化させたので

ある。科学の進歩そのもの、弁証法的な性格をもつ物理的諸過程の客観的内容を明らかにす

ることそのものが、科学者たちの解釈の仕方にはかかわりなしに、自然科学上の革命から、

科学の成果から、科学の進歩から反動的な認識論的結論を引きだすために利用される。この

ようにして、帝国主義時代の自然科学の発展のうえに新たな、さらにいっそう深い矛盾が発

生したのである。

観念論は、これまでどおり唯物論の猛烈な敵であったが、いまや、観念論が利用したのは、

古い形而上学的な物質観や自然観の限界および弱点それ自体ではなく、物理学の最新の発

見の結果、これらの見解が崩壊したという事実であった。「物理学的」観念論者は、古い唯物

論の形而上学的見解をしりぞけ、観念論的傾向の形而上学を擁護したのであって、そのこと

は、たとえば、弁証法の構成要素としてのわれわれの知識の相対性のモメントを絶対化した

り、研究される物理的諸現象の量的側面を誇張したり、絶対化したり、あげくのはては量的

側面を物質そのものから断ち切ったりしたことのうちにあらわれたのである。

多くの自然科学者にとっては、１９世紀の末から物理学上におこった新しい現象の真の

意味は、不可解な、説明できないものにとどまっていた。一部の科学者にとっては、物質とそ

の微粒子の構造や性質についての時代おくれの古い考えとともに、自然科学の基礎、その要

石そのものも崩壊し、科学的認識の土台全体が崩壊しつつある、と思われるようになった。

「物質は非物質化されつつある」、「物質は消滅した」――このような意見は、依然として哲学

的にまとまった世界観をもっていない自然科学者のまったくの茫然自失ぶりを証明するも

のであった。そればかりでなく、一部の科学者にとっては、科学は一般に今後の発展の可能

性をくみつくしてしまい、行きづまり、八方ふさがりの状態におちいった。科学の完全な破

産がやってきた。物理学の危機は科学の滅亡の直接の兆候である、と思われるようになった

他方では、この種の懐疑主義とは反対に、実証主義的な主張が述べられ、観念論の大流行は

なんの重大な意義をもたず、科学の発展になんらかの影響をおよぼすことはできないで、危

機全体が偶然的な性格をもっているかのようにいわれた。

自然科学の発展によって提起された哲学の諸問題

物理学者のあいだばかりではなく、他の自然科学部門の代表者のあいだにもみられた理

論的混乱は、現代物理学には、なにがおこっているか、自然科学が際会している危機の本質

はなにか、という問題に明快な深味のある解答をあたえることを、マルクス主義哲学者に要
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求した。第２インタナショナルのマルクス主義理論家たち（プレハーノフ、その他）は、こ

の問題に解答をあたえようと試みなかった。なぜなら、彼らは現代の自然科学には眼もくれ

ず、自然科学の新しい業績と哲学とにつながりがあることを知らず、現代の観念論哲学が科

学の新しい業績をうまく利用しようとしていることを暴露することなしに、この哲学を批

判したからである。

自然科学の最新の革命と危機によって提起された哲学問題に対しては、レーニンがその

著作のなかで解答をあたえた。

彼は、その論文＜わが解散論者たち＞（1911年）のなかで、現代の物理学は弁証法的唯物

論が仕末をつけなければならない、新しい重要な、かつ複雑な諸問題を提起したと書いてい

る。

自然科学の革命と危機の情勢のもとで新規におこった、哲学と自然科学との相互関係に

ついての一般問題は、このような問題の部類に含まれていた。一方では、自然科学と弁証法

的唯物論とが、他方では、自然科学と観念論や信仰主義とが、根本的に対立していることが

明白になった。これに関連して、すでに述べたような、現代物理学の危機の本質、危機を生み

だした諸原因、危機克服の道と方法についての問題もおこったのである。

科学の理論、仮説、概念の客観的意義はどうか、科学そのものとその業績の客観的価値は

どうか、すでにできあがっている科学の基礎には恒久性があるかどうか、――これがとくに

問題となった。このような問題は、従来のすべての概念と原理が、物理学上においてきわめ

て深刻に打破されたことによって、科学者に文字どおり押しつけられたものである。まさに

なにが、このように打破されたか、矢つぎばやに新しい発見がおこなわれているなかで、な

にが依然として恒久的で不動なのか――まさにこれが、きわめてさまざまな傾向の哲学者

と自然科学者が自分に課した問題であった。それまでに絶対的真理とみなされいた従前の

考えが、絶対的性格を失い、その相対性を暴露したという事実は、ほとんどすべての科学者

にとって明白であった。しかし、この相対性の性格はなにか、科学的見解にはなにか絶対的

なものが含まれていたか、――まさにこのような問題が意見の相違をひきおこしたのであ

る。だから、真理とはなにか、という古い認識論上の問題がふたたび発生したわけである。

以前に科学によって発見されていなかったような性質をもち、やはり以前には知られて

いなかった種類の物質が発見されたため、物質の問題、物質と運動との相互関連の問題が、

きわめて切実なもとなった。一部の自然科学者は、あらゆる種類の物質、その性質、その運動

形態は可変的であるにもかかわらず、万有の実在的な基礎としての物質そのものが恒存す

るのか、もし恒存するとすれば、物質のどのような性質と現象のなかで、このことを明らか

にすることができるのかという問題が当面した。

空間と時間に関する物理学の考えが変わりやすいことが、実在的な空間と時間の性格、運

動する物質と両者［空間と時間］の関係の問題をひきおこした。自然現象の新しい型の合

法則的な関連（函数的な相互関係と依存関係によって数学的に表現される）の発見は、自

然の合法則性、原因と結果の相互作用、等々の科学的理解を深める課題を提起した。
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パブロフ学説も、ダーウィン主義や新しい物理学とならんで、決定論の原則を、また自然

における因果性と必然性の問題を哲学的に解明する課題を提起した。

この学説は、高次神経活動の反射的性格を明らかにし、「生理学的」観念論のぶり返しとの

たたかいでは、弁証法をこの理論にさらにいっそう適用することによって、反映論を全面的

に展開させることを、マルクス主義哲学のとくに緊急な課題とした。

こうして、現代の自然科学にとってきわめて重要な意義をもつ諸問題を解明することが、

マルクス主義哲学のレーニン的段階の一つの特徴をなしていたのである。

マルクス主義は、自然科学における最新の革命によって提起された哲学問題に、弁証法的

唯物論の立場から「仕末をつける」ために、この問題の解決にとりかからなければならかっ

た。

その結果、マルクス主義哲学は、自然科学の新しいいっそう高い発展段階に照応した、い

っそう高い段階にのぼらなければならなかった。

世界哲学史：９（ソビエト科学アカデミー版）(1962)

物理学の危機  :  古典物理学から現代物理学へ――物質・時間・空間概念の発展

２０世紀初頭の物理学の危機....物質は消滅した？

世紀末の２つの暗雲

1824年生まれのイギリスの物理学者ウィリアム・トムソンは、19 世紀物理学の発展をに

なってきたひとりであるが、その世紀末に比熱とエーテルの２つの問題を指摘した。それは

19 世紀を通じて熱・電気・磁気・光などの諸現象の認識にとって有効であったひとつの自

然観、すなわち力学的自然観では説明しきれない現象であった。世紀転換期、これらの問題

の解明を通じて、それまでの物質・時間・空間などの物理学の基本概念は変革を迫られ、現

代物理学の基本概念としてより豊かな内容をもつものへと発展させられることになる。

しかしまた、同時にそれはさまざまな観念論哲学を登場させることにもなった。ともあれ

そのなかで素朴実在論をこえる新しい哲学すなわち弁証法的唯物論がよりいっそう発展し

たことは重要である。そして現在、現代科学の発展はその弁証法的唯物論をよりいっそう深

め豊かにしていると考えられる。

比熱と空洞輻射の問題

比熱やそれにつづく空洞輻射の問題の解明にあたって、それまでに知られていた力学法

則にもとづいて運動する調和振動子のようなモデルを想定した徴視的状態の考察では、実

験結果と一致する結論をあたえられないことがわかった。
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たとえば固体（結晶）の比熱についてこう考えられた。固体を構成する各原子がその平

衡点の近傍に束縛された固有振動数をもつ３次元調和振動子によって記述され、固体はこ

のような調和振動子が無数に集まっているとみなされるならば、固体１モル当たりの比熱

は 3R に等しいことになり（R は気体定数）、その数値は約 5.8カロリー／度・モルで温度

や原子の種類（振動数）によらない定数となるはずであった。ところが、しだいに広い温度

領域にわたって精密な比熱の測定がおこなわれるようになると、低温での測定値をが 3R の

定数からずれていることがあきらかになってきた。

空洞輻射の問題についても同様であった。ヴィーンの場合は、気体分子運動論に対応する

モデルを想定してマクスウェルの速度分布則を利用し、広い波長領域にわたって高精度で

成り立つ空洞輻射のエネルギー強度分布式、すなわちヴィーンの分布式（1896年）を得た。

しかしのちに、この分布式も実験結果と一致しない領域のあることがわかった。レイリーや

ジーンズの場合は、熱輻射が広範囲の波長領域にわたる電磁波であることから、熱輻射をマ

クスウェルの法則にしたがうエーテルの力学現象としてとらえた。その結果、レイリー

（1900年）＝ジーンズ(1905年)の分布式は、低い振動数または高い温度領域でのみ実験結

果と一致していた。

量子仮説の出現

1896年ごろから熱輻射研究にとりくんだプランクは、1900年に、量子仮説を導入したエネ

ルギー強度分布式を提出した。それは、ヴィーンの分布式のもつ限界、すなわち実験によっ

てあきらかになった低い振動数領域での測定値からのいちじるしいずれを救うための試み

であった。

プランクの量子仮説は、熱平衡状態のもとにある個々の調和振動子がマクスウェル＝ボ

ルツマンの統計則にしたがって平均エネルギーを得る、その過程の考察から生まれた。それ

まで、調和振動子の運動状態を考察するとき、その平衡点からの変位および運動量は、任意

の実数値をとるものとされていた。そのために、それに対応して力学的エネルギーも連続的

な正の実数値をとるとされた。ところが、プランクの量子仮説はこうした力学的エネルギー

の連続性を放棄して、不連続のエネルギー値を導入することであった。それは、振動数 ν の調

和振動子の力学的エネルギーの場合には、最小エネルギー要素 hν の整数倍に量子化された

不連続な値をとると仮定していた。この定数 h はプランク定数とよばれれた。

こうした量子仮説を導入したプランクの分布式は、ヴィーンの分布式とレイリー＝ジー

ンズの分布式をそれぞれの適応領域を生かしてつなぐものとなり、測定値とよく一致した。

しかし、プランクの量子仮説の産みの苦しみは、この分布式を提出したあとに訪れた。すな

わちそれは、この式をたんなる「運よく選ばれた外挿公式」にとどめることなく、この式の示

す「真の物理学的性格」を解明する過程でもあった。科学の本道は、この量子仮説を自分の探

究に役立たせ採用させていった研究者たちの研究の結果、それが真に物理的な考えである

ことを証明することになった。その一方で、それまでの力学法則からでは説明しきれない、
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プランクの言葉によれば、「何らかの妥当な形で古典論の枠内にはめこもうという、あらゆ

る努力をはばみさからう」ような物質の新たな存在形態の発見に直面して、物理的世界の客

観的実在性の否定に転落してゆく人々もいた。

1909年に発行された「唯物論と経験批判論」のなかでレーニンは、そうした「物理学的」観

念論の立場にたつ科学者たちの考えを批判した。とくにマッハを批判して、マッハの議論は

自然科学の陣営から信仰主義の陣営への移行であると指摘していた。マッハ主義者（経験

批判論者）は、知識の源泉を感覚であると考えた。この点は、唯物論者も同じである。ところ

がその先、マッハ主義者は感覚・知覚・経験の成立するそもそもの前提としての客観的実

在をみとめない。彼らは、物または物体とは感覚の複合であるとする。そのために、科学のす

べての課題は感覚を分析し、感覚的データを記述し、感覚と感覚とのあいだの関連をみつけ

だすこととした。

こうした観念論者の批判のために、本書でレーニンは、「物質とは、人間にその感覚におい

てあたえられており、われわれの感覚から独立して存在しながら、われわれの感覚によって

模写され、撮影され、反映される客観的実在を言いあらわすための哲学的カテゴリー」と、物

質の哲学的概念を明確にした。

レーニンは、観念論者のいう「物質が消滅する」ということについても、それはわれわれの

物質についての知識の限界が消滅するということであり、われわれの知識がいっそう深く

すすむことにほかならないとのべた。かつて絶対的、不変的、根源的と思われていたような

物質の性質は消滅しており、そしてこれらの性質はいまでは、相対的な、物質の若干の状態

にだけそなわっているものであることがあきらかになっていると。

量子力学の建設

プランクの量子仮説から 5年後の 1905年、アインシュタインは光量子仮説を提出した。そ

れは、プランクの量子仮説に実在的意味をあたえると同時に、光の本性についての新たな問

題、すなわち光はマクスウェルの電磁理論にしたがう「波動」であると同時に「粒子」でもあ

るという問題を生じさせた。この新たに生じた問題は、量子力学の建設によって解決され、

古典力学的状態と異なる量子力学的状態における物質概念を発展させることになった。

その量子力学の建設は、波動力学と行列力学の２通りの方法で着手された。一方の波動力

学の建設は、アインシュタインの光量子仮説に触発されたドゥ・ブローイーの理論研究に

よって、1924年に提出された物質波の概念にはじまった。1926年から 27年にかけてシュレ

ーディンガーは、物質粒子に伴う物質波（波動関数）がみたすべき波動方程式を提出した。

この理論はアインシュタインやドゥ・ブローイーの提出した関係を特殊な場合としてふく

む、より一般的な内容をもっていた。

他方の行列力学の建設は、こうした波動力学の建設とまったく独立してなされた。それは

19 世紀末からの諸発見、すなわち、放射性物質の発見、電子の発見、放射線の本性解明の研究

などと密接に関連してすすめられた原子構造の探究からうまれた。具体的には、ラザフォー
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ドの原子核の発見をきっかけに、原子核のつくるクーロン力のもとでの原子内電子の運動

を解明する過程から形成されたといえる。

1913年にボーアは、実験的に証明されている原子構造の安定性や原子から放出される輻

射線の性質を説明するために、量子仮説を採用した原子構造論を提唱した。そののち、彼は

水素スペクトルからひきだされた量子論と古典電磁力学との間の特徴的な関係を追及して、

「対応原理」を定式化した。この「対応原理」を指導原理として、ハイゼンベルクは行列力学を

建設した。そこでは、電子の座標のかわりに、古典的軌道運動のフーリエ係数に対応する変

数の集合が採用された。その変数は原子の２つの定常状態と関連しており、それらの定常状

態間の遷移確率の大きさをあたえた。そして、この種の係数の集合が、線形代数学にでてく

る１つの行列（マトリックス）に対比された。古典力学のすべての量は対応する行列を指

定され、そのために、古典力学の運動方程式は古典的変数の関係式を行列のあいだの関係式

にうつしかえて採用された。

こうして、それぞれ独立に建設された波動力学と行列力学との数学的な等価性は、シュレ

ーディンガーによって、1926年に証明された。さらに、量子力学的対象を古典力学的対象か

ら本質的に区別する量子力学の解釈が、翌年にボーアとハイゼンベルクの導入した「相補性

原理」によって確立された。その結果、古典力学的状態と異なる量子力学的状態における物

質概念がつぎのように発展させられた。ある時刻に一定の波動関数で記述される電子は、そ

の位置と運動量の値を同時には確定しえない。その意味で、電子はもはや古典力学的な物質

概念ではありえない。また、その電子の位置測定をした場合、測定値ｒ が得られる確率は、波

動関数(ｒ )の絶対値の 2乗によってあたえられるとされた。

特殊相対性理論の出現

“世紀末の２つの暗雲”のもう１つは、エーテルの問題であった。この問題は、マクスウ

ェルの電磁理論の基礎であった光の媒質としてのエーテル仮説をゆるがし、ついにはニュ

ートンの主張した数学的で真に絶対的な時間や空間の概念を変革するアインシュタインの

特殊相対性理論を出現させることになる。

光とは何か。この問いにたいし、それまで光は普遍的な媒質エーテルのなかにおこる横波

であり、エーテルは全宇宙に充満し、すべての運動の背景として静止していると考えられた

1870年代末にはじまる光の速さを精密に測定しようとするマイケルソンの関心は、測定し

たその光の速さにおよぼす地球の運動の効果の発見をめざしていた。ところが、モーレーと

ともにおこなったその実験は、効果発見にすべて否定的な結果をあたえた。

こうして、絶対静止の状態にあるエーテルにたいする地球の相対運動が検出されない結

果をみて、２通りの見解がとられた。１つは、ローレンツのものである。彼は、絶対静止エー

テルを前提にして原子論的電気力学を完成させており、理論と実験の整合性をはかるため

に、ローレンツ収縮の仮説を提出した。もう１つは、1905年に発表されたアインシュタイン

の見解であった。それは、第１の要請として「相対性原理」をおいた。その内容は、電気力学の
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現象が力学の現象と同様に、絶対の静止という考え方を立証するような性質をもっていな

いように見える、というものであった。さらに、力学の方程式が成り立つすべての座標系に

対して、電気力学や光学の法則がいつも同じかたちでなりたつとした。また、第２の要請と

しては、「光速不変の原理」をおいた。それは、光がつねに真空中を一定の速さC で伝播し、こ

の速さは光源の運動状態には無関係であるとしていた。

こうしたアインシュタインの２つの原理を承認することによって、光の媒質としてのエ

ーテルは排除され、エーテルの絶対静止系も意味をもたなくなった。そしてなによりも重要

なことは、このアインシュタインの理論が提起している時間・空間概念の発展にあった。そ

れは、外界のいっさいと無関係に均一に流れ、つねに同じ形状をたもち、不動不変のものと

されたそれまでのニュートン力学に採用されていた絶対的な時間・空間概念から、「走る時

計は遅れる」、運動物体の長さは短縮する」という新たな、光速に比べて無視しえない速さで

運動する物体の存在形態を認識するために必要な時間・空間概念への発展であった。

「新版自然科学概論」（加藤、慈道、山崎、編著）青木書店(1991)より

空間・時間の概念と人間の認識の発展

（「『唯物論と経験批判論』によせて」1982年から）

　

レーニンは、『唯物論と経験批判論』のなかで、空間と時間にかんする「人間の表象」の発展、

変化についてのべたが、実際、人類の歴史のなかでも、この１世紀ぐらい、この問題での人間

の認識が短時間に大きく変化したことはないだろう。人間は、この１世紀のあいだに、空間

的にも時間的にも画期的にその認識をひろげた。いまでは、空間的には十億以上の銀河をふ

くむ百億光年の彼方まで視野をひろげるようになったし、時間的にも、約二百億年以前も過

去にさかのぼって、その時点での“宇宙”の運動の理論的な復元を試みるところまで到達

した。

しかし、この分野での変化と発展は、そうした認識と視野のひろがりにだけあったのでは

ない。私たちが生きている世界の空間と時間の構造そのものについての認識に、根本的な変

化がおきたのである。それを、もっとも集中的にあらわしたのが、アインシュタインによる

相対性理論の発見であった。これは、空間と時間についてのこれまでの常識的な考え方――

空間や時間を、運動する物質と無関係に存在している不変不動のわく組みのように考えて

いた見方を、大きくうちやぶるのもだった。

空間＝時間概念のこうした発展は、認識論、真理論にとってなにを意味するか。もし空間

と時間が、カントなどのいうような「人間の直観形式」であるなら、それが、新しい発見によ

って変化するなどということは、ありえないはずである。人間が２千年以上ものあいだ、科

学的認識の基礎として保持しつづけた空間や時間の認識が、新しい発見や研究によってよ
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り正確なものに発展するということ自体、空間と時間が客観的な実在であって、人間の認識

がその反映であることを、立証している。

マッハ主義者（ポアンカレなど）は、人間が空間についてのある幾何学を選ぶのは、その

方が「便利である」からだと主張した。しかし、アインシュタインの相対性理論が、今日その

真理性をひろく承認されているのは、それが人間の思考にとって「便利」だからではなく

（それは反対に、人間の思考を複雑で「不経済」にしたといえるだろう）、実在する空間＝時

間をより正確に反映したものであることが、「実験的事実」によって確証されたからである。

私たちが生活している日常的な世界では、人類が二千年来保持しているユークリッド的

な空間＝時間の概念で、客観世界を十分近似的に反映しているから、それでだれも不便を感

じない。問題は、物体の速度が光の速度に近いような超高速度の世界や、天文学が対象にす

る巨大なスケールの世界においてである。ここでは、相対性理論がえがいた空間＝時間の構

造をぬきにして、物質の運動を論じるわけにはゆかないことが、「実験的事実」で明らかにさ

れている。

レーニンは、人間の認識の限りない前進について、「電子は、原子と同じように、きわめつ

くすことができないもの」だと書いた。このことは客観的実在である空間＝時間についても

いえることである。たとえば、素粒子の多くは極度に短命で、その生涯ははほとんど内容の

ないはかないものにみえるが、このきわめて短い時間におりこまれた運動の内容は、その充

実ぶり、複雑さの点では私たちの想像を絶するものがある。

素粒子のなかで、もっとも寿命が短いのは重粒子と呼ばれるグループで、その多くは百億

分の一秒台の寿命しかもっていない。ところが、百億分の一秒というと、光の三分の一の速

さで走ると、約一センチメートル走ることができる。固体や液体のなかでは、原子核どうし

はだいたい一億分の一センチメートルぐらいはなれて存在しているから、一生に一センチ

走れるということは、約一億個の原子核をおとずれることができるということである。この

計算をした物理学者が、素粒子の生涯を人間の生涯とくらべて、われわれ人間が生涯のうち

に一億人に出会おうと思ったら、時速百キロで自動車を走らせ、24時間不眠不休で、十メー

トルに一人の割で人に会うとしても、百年かかってやっと目的が果たされると書いていた。

これは「素粒子の生涯の複雑さ」とともに、時間や空間のもつ無限に深い内容を理解するた

めにも、実感的な足がかりになる話だと思う。

　　　　　　　　自然の弁証法（FT,1988）より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９）量子力学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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量子力学（独語：Quantenmechanik、英語：Quantum mechanics）は、古典力学で説明しきれ

ない電子や原子核などの間の微視的現象を説明するために開発された物理学の理論である。

•
概要 

ニュートン力学に従えば、あらゆる物体の初期条件が測定できれば、その後の運動（位置と

運動量）を完全に記述できることが期待される。

しかし、実際には原子や分子、電子、素粒子などの非常に小さなスケールの現象（微視的現

象）を扱う場合、粒子の位置と運動量は同時に両方を正確に測定することができない（不

確定性原理）。また、原子や電子が粒子としての特徴をもつと同時に波としての特徴をもつ

（物質波の概念）ことが知られている。一方、光や電波のような電磁波もまた、波としての

性質を持つと同時に粒子としての特徴をもつ（光量子仮説）ことが知られている。このよ

うな性質をもっている量子という概念を導入すると、量子の確率分布を数学的に記述する

ことができ（確率解釈）、粒子や電磁波の振る舞いを理解することができる。これを量子力

学と呼ぶ。

1925      年  のハイゼンベルクの行列力学と、1926      年  のシュレーディンガーによる波動力学とが

それぞれ異なる数学的手法によって量子力学の基礎を完成させた。

それまでに確立していた決定論的な物理学とは異質であるため、これらの理論が提案され

た 20世紀初頭にはその解釈をめぐって大論争が展開された。現在では、巨視的な物理から

（原子スケール程度に）微視的な物理までをほぼ完全に記述できると考えられ、量子力学

に基づいて多くの工学的な応用もなされている。更に微視的（素粒子スケール程度に）な

物理までを記述する理論の研究も行われている。

物理学における量子力学の位置づけ

量子力学を基にして、それを手段として用いる物理学分野全般のことを、量子物理学 

(Quantum physics) と言うことがある。これには物性物理学のほとんどの領域、素粒子物理

学、核物理学など広範な分野が属する。また、工学的な応用研究を指して、量子工学 

(Quantum engineering) と呼ぶ場合がある。材料関連、ナノテクノロジー、電子デバイス、半

導体、超伝導素材の応用研究など、広範な分野が属する。量子物理学や量子工学という言葉

はいずれもかなり広範囲の領域を含むため、現在では大学の学科の名称などにしか用いら

れていない。
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なお、古典物理学の対義語として、現代物理学という言葉を使う場合は、量子力学と相対性

理論の 2つを指す。ニュートンの万有引力を古典力学における重力の記述とするならば、現

代物理学的な重力の記述は一般相対性理論であるということができる。量子力学と相対性

理論を合わせた理論（量子重力理論）の記述が望まれるが、いまだ完成されていない。

歴史 

前期量子論

前期量子論（ぜんきりょうしろん、Old quantum theory）とは古典力学（統計力学）の時

代から、ハイゼンベルク、シュレーディンガー等による本格的な量子力学の構築が始まるま

で（1920年代中頃）の、過渡期に現れた量子効果に関しての一連の理論をいう。

量子力学成立以前の物理学において、物体の運動はニュートンの運動方程式によって説明

されていた。18世紀に産業革命がはじまるとニュートン力学はただちに機械工学に応用さ

れはじめた。毛織物などの軽工業、鉱山での採掘などで用いるために蒸気機関が発明される

と、熱機関の改良にともなって熱力学が発展した。やがて、ニュートン力学によって熱力学

を説明する試みによって初期の統計力学が構築された。

産業革命がやがて製鉄などの重工業に広がりをみせるとキルヒホッフは溶鉱炉の研究から

1859      年  に黒体放射を発見した。黒体放射のスペクトルの理論的研究は、統計力学と結びつく

ことによって量子力学の基礎となる理論を与え、最終的にプランクによってプランク分布

が発見された。物理的に黒体放射をプランク分布で説明するためには、黒体が電磁波を放出

する（電気双極子が振動する）ときの振動子のエネルギーが離散的な値をとることを仮定

する必要がある（量子化の概念、プランク定数の導入。詳細は黒体放射の項を参照のこと）。

ファラデーやガウスが幾何学的考察から見出した電磁力に関する法則をマクスウェルが

1864      年  にマクスウェルの方程式としてまとめ、電磁波の存在を予想した。1887      年  にこの予想

に基づいてグスタフ・ヘルツが電磁波の実証実験に成功し、無線の発明の基礎を与えた。さ

らに、この実験の中で後の量子力学の端緒のひとつとなった光電効果を発見した。光電効果

はその後レーナルトらによって実験的研究が進められた。

1905      年  にアインシュタインは、プランクの用いた量子化の概念を用いて、電磁波に粒子とし

ての性質があること（光量子仮説）を発表した。1923      年  にコンプトンが電子による X      線  の

散乱においてコンプトン効果を発見したことで有力な証拠を得た（詳細は光量子仮説の項

を参照のこと）。
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1924      年  にはルイ・ド・ブロイにより電子のような粒子にも波としての性質があるという物

質波の概念が提唱され、1927      年  にクリントン・デイヴィソンやジョージ・パジェット・ト

ムソンにより実証された。1928      年  には日本の菊池正士も雲母の薄膜による電子線の干渉現

象を観察して、電子が波動性をもっていることを示している。この粒子としての性質と波と

しての性質をもった何かという概念は量子力学成立以前の物理学では、全く考えられてい

なかったものであった。

原子モデルについての議論もまた量子力学に重要な知見を与えた。ファラデーが電気分解

の実験によってイオンの存在を指摘し、やがて荷電粒子によって原子が構成されているこ

とが認められるようになったが、荷電粒子によって構成される原子モデルをニュートンの

運動方程式やマクスウェルの方程式と矛盾せずに構築することができなかった。1913      年  に

ボーアは、この問題に大胆な仮定（ボーアの量子条件）を導入することによって新たな原

子モデルを提案し、水素原子の離散的なスペクトルなどを説明した。ボーアの提案した原子

モデルで電子を物質波としてみた場合、「原子核の周囲を回る電子の物質波が定常波である

ための条件」と解釈できた。つまりボーアの量子条件は電子が波としてふるまっていること

を示唆しており、物質波の概念を強く支持した。

前期量子論が、（ニュートン力学的な）粒子としての性質と（マクスウェルの電磁気学的

な）波としての性質をもった量子という概念の発見であるとすれば、ハイゼンベルク、シュ

レーディンガー等による量子力学の基本方程式の構築は、マクスウェルの方程式とニュー

トンの運動方程式を統合したものであるといえる。

量子力学の完成 

1925      年  、量子力学の基礎はハイゼンベルクによって行列力学として与えられた。これにより

ついに、粒子性と波動性をもつ量子の運動（厳密には存在確率）を記述できる基礎方程式

が書き下された。翌 1926      年  、シュレーディンガーにより波動力学という別の形式で与えられ

た。それぞれシュレーディンガー方程式、ハイゼンベルクの運動方程式と呼ぶ。

プランクの量子仮説とド・ブロイの物質波を仮定することから、粒子のエネルギーや運動

量を波（波動関数）として表現することができる。

粒子のエネルギーと運動量を波動として表現して代入することで、シュレーディンガー方

程式を得ることができる（波動力学）。また、粒子のエネルギーや運動量を波としての性質

（重ね合わせの原理、直交性、線形性）をもつということができるため、行列に置き換えて

同じ演算をすることができる（行列力学）。同 1926      年  、シュレーディンガーはこれらの二つ

の力学が数学的に等価であることを証明した。
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1927      年  にハイゼンベルクは不確定性関係を導き（不確定性原理）、ほぼ同時期にコペンハ

ーゲン解釈が明確にされた。

量子力学の解釈については、大きな議論が巻き起こった。確率解釈を嫌ったアインシュタイ

ンは、「神はサイコロを振らない」という有名な言葉を残した。

同時期にディラックはクリフォード代数を導入することにより、確率が負にならない相対

論的量子力学を構成し（ディラック方程式の項を参照のこと）、またブラ  -  ケット記法  を用

いた演算子理論を最初に使った。1932      年  にフォン・ノイマンは演算子理論としての量子力

学の厳密な数学的基礎を与えた（量子力学の数学的基礎）。

量子力学の完成以降の発展と応用 

量子力学の定式化が行われるようになって、現代物理学では量子力学とアインシュタイン

の相対性理論が最も一般的な物理学の基礎理論であると考えられるようになった。その後、

電磁相互作用、重力相互作用を量子力学に組み込むことが求められるようになった。それぞ

れ、特殊相対性理論や一般相対性理論と量子力学の橋渡しをしてひとつの定式化された理

論を目指すことに相当する。

1950      年  代にファインマン、ダイソン、シュウィンガー、朝永振一郎らによって量子電磁力学

が構築された。量子電磁力学（りょうしでんじりきがく、Quantum electrodynamics; QED）

とは、電子を始めとする荷電粒子間の電磁相互作用を量子論的に記述する理論である。一方

量子力学と一般相対性理論を合わせた理論（量子重力理論）は、いまだ完成されていない。

さらに素粒子物理学の発展によって従来考えられていなかった電磁力や重力以外の基本相

互作用が認められるようになった。量子色力学が研究されるようになり、1960      年  代初頭から

始まる。今日知られる様な理論はポリツァー、グロス、ウィルチェックらにより 1975      年  に構

築された。すべての基本相互作用を含む大統一理論の探求がおこなわれている。

これまでに、シュウィンガー、ヒッグス、ゴールドストーンらと他大勢の先駆的研究に基づ

き、グラショー、ワインバーグ、アブドゥス・サラムらは電磁気力と弱い力が単一の電弱力

で表されることを独立に証明している（電弱理論）。

量子力学の成立によって物性物理学の発展に基づいた現代の工学の発展は可能になった。

今日の IT社会ないし情報化社会と呼ばれる状況を成立させている電子工学も、半導体技術

などが量子力学をその基盤としている。量子力学はまた化学反応の現代的な記述を可能に

し、量子化学の分野が発展した。
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古典力学と量子力学の対応

古典力学は量子力学の近似理論であると言われる。その主な理由として、

1. 「いくつかの有力な模型で、プランク定数を 0 とみなせば古典力学に等価になるこ

と」 

2. 「シュレーディンガー方程式の期待値を取ることで、運動方程式が得られること」 

3. 「古典力学における物理量を量子化することで量子力学が得られること」 

などがあげられる。最後の項目（「古典力学における物理量を量子化することで量子力学が

得られること」）については「量子化の項目」に委ねるとして、本記事では、上述二項を説明

し、古典力学と量子力学の対応関係を解説する。

エーレンフェストの定理 

ポテンシャルの空間微分（古典的には力に対応するもの）の空間的な変化がゆっくりで、

波動関数の広がっている範囲で一定と近似できるならば、シュレーディンガー方程式の期

待値を取ることで運動方程式が得られる。即ち位置の期待値と運動量の期待値が古典力学

における運動方程式である Hamilton方程式を満たす。

ボーアの対応原理 

ボーアの対応原理によって古典力学は量子力学の「プランク定数を 0にする極限」として位

置付けられている。

量子力学の解釈問題

量子力学と観測

量子力学では対象を状態の重ね合わせとして記述し、観測によって一つの状態がある確率

で実現する。この枠組みは、それ以前までに育まれていた客観的実在を想定する決定論的記

述を見直す契機になった。このため、量子力学の解釈問題が重要な課題となった。

ニールス・ボーアらの提示したコペンハーゲン解釈では、観測が行われると、状態を記述す

る波動関数は一つの状態に収縮しているとする。ここで、何時どのようにその状態が実現し

たのかについては説明を与えない。これに対し、アインシュタインらは、量子力学では記述

されていないが実際にその状態を実現させた変数が存在するはずだ、と主張した（局所的
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な隠れた変数理論）。また、確定時期を特定することの困難を指摘する思考実験として、有

名な「シュレーディンガーの猫」の例が示された。

しかしながら、局所的な隠れた変数理論は、量子力学とは異なる結論を出すことがベルの不

等式によって立証され、実験検証（アスペの実験）によって棄却された。量子力学と同じ結

論を出す、非局所的な隠れた変数理論は存在する。ただし、この理論は、クラスター分解性を

持たず文脈依存性があることが知られている。

その他さまざまな解釈がなされているが、量子力学は必ずしも素朴実在論や決定論の是非

を決定付けるものではない。

量子力学と意識 

コペンハーゲン解釈はどのようにして観測によって波動関数が一つの状態に物理的に収縮

するのかは説明しない。隠れた変数理論が数学的に成り立たないことがフォン・ノイマン

によって証明された（しかし、後に、その証明に使われた仮定の１つが誤りであることが、

デヴィッド・ボームによって指摘されている。）。そこで、ノイマンは、収縮は観測という人

間の行為と同時に起こる、として、量子力学の枠組みで説明できない意識を導入し、意識と

相互作用する際に収束がおきるという主張をした。ウィグナーは人間の意識の特別な意義

を重要視する姿勢を示した。他に、ペンローズも意識や心と量子力学を関連させて論じてい

る[1]。 しかし、観測の過程において、何時、どのようにして収縮が起きたかについては、それ

を論じる理論もなければ、それを示す証拠もなく、今日でも完全な合意は形成されていない

収縮が起きる瞬間を明確に特定できない以上、人間が認知した瞬間に起きることだけを前

提として観測による状態の変化に意識が介在するという考え方に踏み込む必要性は全くな

いと言える。

また、このような解釈の導き出す困難をウィグナーは、ウィグナーの友人のパラドックスに

よっても示されている。これは、シュレーディンガーの猫の変形であり、毒ガス発生機をラ

ンプに置き換え、さらに、猫の代わりにウィグナーの友人を箱に入れる。猫の場合には、箱の

外の人間が観測しない間は猫はマクロな状態の重ね合わせと考えねばならなかったが、猫

でなく人間である場合には、箱の外の人間が観測する時点で観測が行われたとすべきか、箱

の中の友人が既に観測を行っているとすべきか、決められない。ウィグナーの友人のパラド

ックスは、フォン・ノイマンの理論が観測という基本的な定義においてさえ不完全である

ことを示している。
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波束の収束を、観測されるミクロな対象とマクロな観測装置の両方を含めて、物理的に説明

しようとする試みも進められている。しかし、量子力学の成立以来続けられているこの試み

は未だ成功していない。

量子力学と論理学 

古典力学ではものの状態は客観的に定まっていることが想定されている。従って例えば、在

る、か、無い、かの、二値論理に従う。量子力学の枠組みにおいてはものの状態は客観的に定

まっているものではなく、観測して初めて定まる。従ってものの状態は、在る、無い、どちら

とも決まっていない（まだ観測していない）、の三つの状態に区分できる。この、状態を三

値で記述する論理（三値論理）を採用することによって、ハンス・ライヘンバッハは量子

力学の枠組みの論理的基礎付けを行った[2]。

また、観測により定まる命題に関する「量子論理」がフォン・ノイマンらによって提唱され

ている。これは古典論理と同じ二値論理であるが、不完全性定理により分配律が成り立たな

いなどの点で違いがある。

量子コンピュータ

アインシュタイン＝ポドルスキー＝ローゼンのパラドックスは EPR      相関  として認知される

ようになり、ここで生じる離れた場所どうしの状態の絡み合いを量子もつれと呼ぶ。EPR相

関は量子もつれを利用して離れた場所へ状態が送られる現象として理解でき、これを量子

テレポーテーションと呼ぶ。

計算機の中の電子の状態は本来量子力学的に記述されるとすると、0 または 1 の 2値（1

ビット）ではなく、 0 と 1 が重ねあわされた途中の値を持つ場合がある。この量子論的な

状態を 1量子ビット (qubit) と呼ぶ。複数の qubitに対してユニタリー変換を活用して演

算を行うことにより、古典計算機では実現し得なかった並列処理が可能になる。

現在情報通信分野で使われている RSA      暗号  などの暗号システムは、大きな桁数の素因数分解

が事実上不可能である事を前提として成立しているが、量子コンピュータが実現した場合

この前提が崩れる事が 1994      年  に Shorによって証明されている。また、関連する数学の分野

では因数分解が NP      完全問題  かどうかが論点となっており、もし因数分解が NP完全問題であ

る事が証明されれば、すべての NP完全問題が量子コンピュータによって解かれる事になる。

参考文献 
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2.  ̂  1944. Philosophic foundations of quantum mechanics. University of 

California Press. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

場の量子論

（quantum field theory）は、物理学における理論的枠組の 1つであり、場という物理量に

量子力学を適用した理論である。

素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学などの多くの物理学の分野で、多体系を記述する

ための基礎的な道具として用いられている。

特に素粒子物理学においては、場の量子論とは量子化された場（素粒子物理ではこれが素

粒子そのものに対応する）の性質を扱う理論であり、それらの素粒子間の力の相互作用は

ゲージ理論によって描写される。

もともと場の量子化は量子力学の多体系への拡張を目指して発展された。多体系での反応

では粒子数が保存するとは限らず、また時間とエネルギーの間にある不確定性原理により、

粒子の生成／消滅が起きるので、それらも含めて扱う必要性があった。さらに、特に素粒子

物理などにおいては高エネルギー反応を扱うので、相対論的不変性を課す必要性もあるが、

多体系において波動関数に相対論的不変性を課すには、いろいろと問題がある。しかし、物

理量としての場を量子化して扱えば（しかも反粒子が存在する必要性も生じる）、それら

の問題を解決することができる。

なお、粒子の生成／消滅現象の代表例として対生成、対消滅などが知られており、この対生

成により生じる粒子を仮想粒子と呼ぶ。この場合、この仮想粒子が物質の間でやり取りされ

る現象が力の相互作用に対応する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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現代物理・量子物理とその近辺、補筆と覚書など

ロジャー・ペンローズ　　Wikipedia

ロジャー・ペンローズ。2007年 2月、ブルックヘイブン研究所にて撮影。このときペンロー

ズ 75歳。

ペンローズの三角形

ロジャー・ペンローズ（Sir Roger Penrose, 1931      年      8      月      8      日   - ）は、イギリス・エセッ

クス州  コルチェスター  生まれの数学者、宇宙物理学・理論物理学者。

•
科学上の業績 

• スティーヴン・ホーキング  と共にブラックホールの特異点定理（重力崩壊を起こし

ている物体は最後には全て特異点を形成する）を証明し、「事象の地平線」の存在を

唱えた。 

• 回転するブラックホールから理論的にはエネルギーを取り出せる方法としてペンロ

ーズ過程を考案。 

• 量子的なスピンを組み合わせ論的につなぎ合わせると、時空が構成できるというス

ピンネットワークを提唱。このアイデアは後に量子重力理論の 1候補であるループ

量子重力理論に取り込まれた。 
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• 時空全体を複素数で記述し、量子論と相対論を統一的に扱う枠組みであるツイスタ

ー理論を創始した。長らく物理理論というよりは数学的な研究対象とされていたが、

近年、超弦理論やループ量子重力理論との関連性が見いだされつつある。 

• 2種類の図形で非周期的な平面充填の「ペンローズ・タイル」を提示した。当初、純粋

に数学上の存在と考えられていたが、1984      年  にペンローズ・タイルと同じ対称性を

有する結晶構造（準結晶と呼ばれるもの）が実際に発見された。 

• 角柱が 3本、それぞれ直角に接続しているという不可能立体「ペンローズの三角形」

や「ペンローズの階段」を考案し、エッシャーの作品「滝」などに影響を与えた（ペン

ローズ自身もエッシャーのファンであり、平面充填や不可能図形の研究もその作品

に触発された物と言われている[1]）。 

その他の活動 

量子脳理論 

詳細は「量子脳理論」を参照

著書『皇帝の新しい心』にて、脳内の情報処理には量子力学が深く関わっているというアイ

デア・仮説を提示している。その仮説は「ペンローズの量子脳理論」と呼ばれている。「脳内

の神経細胞にある微小管で、波動関数が収縮すると、意識が生起する」というのである。

（「意識」の項にその仮説の解説あり。参照のこと）

この分野は未だ科学として十分に確立してはおらず、プロトサイエンス(未科学)の領域で

ある。故国イギリスの大先輩の物理学者ニュートンが古典力学の科学的体系を構築しつつ、

その片側で錬金術の研究に手を染めていた事を思い起こさせる、と評する者[誰?]もいる。

量子論上の観測問題 

『皇帝の新しい心』以降の著書で、現在の量子力学の定式化では現実の世界を記述しきれて

いないという主張を展開している。（学術論文としても提出している）

量子論には波動関数のユニタリ発展（U）と、波束の収縮（R）の 2つの過程が（暗に）含ま

れているが、現在の量子力学の方程式では Uのみを記述しており、それだけでは非線形な R

過程は説明がつかない。すなわち、現在の量子力学の定式化は Rが含まれていないため不完

全であるとする。そして、Rに相当する未発見の物理現象が存在していると考え、量子重力理

論の正しい定式化には、それが自ずと含まれているだろうと唱えた。
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『皇帝の新しい心』の続編として出版された『心の影』では、上記の仮説をより進め、Uと Rを

含む仮説理論として「OR理論(Objective-Reduction、客観的収縮)」を提唱した。

量子レベルの世界から古典的なマクロ世界を作り出しているのは、重力であり、重力が Rに

相当する現象を引き起こすとする。量子的線形重ね合わせとは、時空の重ね合わせであり、

重ね合わせ同士の重力的なエネルギー差が大きくなると宇宙は重ね合わせを保持できなく

なって、ひとつの古典的状態に自発的に崩壊するというモデルである。

その後、著書『The Road to Reality』の中で、OR理論を検証するための実験（FELIX:Free-

orbit Experiment with Laser-Interferometry X-rays）を提案している。

これらの主張は、量子論におけるいわゆる「観測問題」あるいは「解釈問題」と呼ばれる議論

に関連している。

略歴

父は遺伝学者のライオネル・ペンローズ。ロンドン大学、ケンブリッジ大学セント・ジョン

ズ・カレッジなどで数学を学ぶ。1952      年  、ロンドン大学卒業。1957      年  、ケンブリッジ大学で博

士号取得。ロンドン大学、ケンブリッジ大学、プリンストン大学、シラキューズ大学、テキサ

ス大学、コーネル大学、ライス大学などで教鞭をとる。

1964年、スティーヴン・ホーキングと共にブラックホールの特異点定理を証明。1972年、王

立協会会員に選出される。1973年、オクスフォード大学ラウズ・ボール教授職に就任。1988

年スティーヴン・ホーキングとともにウルフ賞を受賞。1994年、ナイトを叙勲。2008年、ロン

ドン王立協会からコプリ・メダルを受賞した。

著作リスト

物理学関係 

• 『ホーキングとペンローズが語る　時空の本質』（早川書房：ホーキングと共著）　

ISBN 4-15-208076-0　1997年 4月 

• 『The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe』 

Jonathan Cape, London, 2004, ISBN 0-224-04447-8 (hardcover), ISBN 0-09-

944068-7 (paperback) 

数学関係 

• 『数学の最先端　21世紀への挑戦　第 2巻』（シュプリンガー・ジャパン）　ISBN 

978-4-431-70963-3　2002年 12月 - （競作論文集。共著。ペンローズの著述は「ツ

イスターと一般相対論」） 
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• 『数学の最先端　21世紀への挑戦　第 4巻』（シュプリンガー・ジャパン）　ISBN 

978-4-431-71040-0 2003年 12月 - （競作論文集。共著。ペンローズの著述は「20世

紀および 21世紀の数理物理学」） 

それ以外

• 『皇帝の新しい心 コンピュ－タ・・物理法則』（みすず書房）　ISBN 4-622-04096-

4　1994年 12月 

• 『心の影 意識をめぐる未知の科学を探る 1』（みすず書房）　ISBN 4-622-04126-X

2001年 12月 

• 『心の影 意識をめぐる未知の科学を探る 2』（みすず書房）　ISBN 4-622-04127-8

2002年 4月 

• 『心は量子で語れるか』（講談社)　ISBN 4-06-154238-9　1998年 3月 

• 『心は量子で語れるか　21世紀物理の進むべき道をさぐる』（講談社ブルーバック

ス版）　ISBN 4-06-257251-6　1994年 4月 

• 『ペンローズの量子脳理論　21世紀を動かす心とコンピュータのサイエンス』（徳

間書店）　ISBN 4-19-860703-6　1997年 5月 - （日本独自編集。量子脳理論関連

の論文、インタビュー、論争の記録が納められ、竹内薫・茂木健一郎が解説を担当。絶

版。） 

• 『ペンローズの＜量子脳＞理論　心と意識の科学的基礎をもとめて』（筑摩書房）　

ISBN 4-480-09006-1　2006年 9月 - （徳間書店から出版されていた『ペンローズ

の量子脳理論』の再版。文庫版。） 

超弦理論（Wikipedia）

Superstring theory is an attempt to explain all of the particles and fundamental forces of nature in 

one theory by modelling them as vibrations of tiny supersymmetric strings. Superstring theory is a 

shorthand for supersymmetric string theory because unlike bosonic string theory, it is the version 

of string theory that incorporates fermions and supersymmetry. Here, the word "super" has the 

meaning of super-symmetry.
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 Background

The deepest problem in theoretical physics is harmonizing the theory of general relativity, which 

describes gravitation and applies to large-scale structures (stars, galaxies, super clusters), with 

quantum mechanics, which describes the other three fundamental forces acting on the atomic scale.

The development of a quantum field theory of a force invariably results in infinite (and therefore 

useless) probabilities. Physicists have developed mathematical techniques (renormalization) to 

eliminate these infinities which work for three of the four fundamental forces – electromagnetic, 

strong nuclear and weak nuclear forces - but not for gravity. The development of a quantum theory 

of gravity must therefore come about by different means than those used for the other forces.

 Basic idea

The basic idea is that the fundamental constituents of reality are strings of the Planck length (about 

10−33 cm) which vibrate at resonant frequencies. Every string in theory has a unique resonance, or 

harmonic. Different harmonics determine different fundamental forces. The tension in a string is on 

the order of the Planck force (1044 newtons). The graviton (the proposed messenger particle of the 

gravitational force), for example, is predicted by the theory to be a string with wave amplitude zero. 

Another key insight provided by the theory is that no measurable differences can be detected 

between strings that wrap around dimensions smaller than themselves and those that move along 

larger dimensions (i.e., effects in a dimension of size R equal those whose size is 1/R). Singularities 

are avoided because the observed consequences of "Big Crunches" never reach zero size. In fact, 

should the universe begin a "big crunch" sort of process, string theory dictates that the universe 

could never be smaller than the size of a string, at which point it would actually begin expanding.

Extra dimensions

Our physical space is observed to have only three large dimensions and—taken together with 

duration as the fourth dimension—a physical theory must take this into account. However, nothing 

prevents a theory from including more than 4 dimensions. In the case of string theory, consistency 

requires spacetime to have 10 (3+1+6) dimensions. The conflict between observation and theory is 

resolved by making the unobserved dimensions compactified.

Our minds have difficulty visualizing higher dimensions because we can only move in three spatial 

dimensions. One way of dealing with this limitation is not to try to visualize higher dimensions at 

all, but just to think of them as extra numbers in the equations that describe the way the world works.
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This opens the question of whether these 'extra numbers' can be investigated directly in any 

experiment (which must show different results in 1, 2, or 2+1 dimensions to a human scientist). This,

in turn, raises the question of whether models that rely on such abstract modelling (and potentially 

impossibly huge experimental apparatus) can be considered scientific. Six-dimensional Calabi-Yau 

shapes can account for the additional dimensions required by superstring theory. The theory states 

that every point in space (or whatever we had previously considered a point) is in fact a very small 

manifold where each extra dimension has a size on the order of the Planck length.

Superstring theory is not the first theory to propose extra spatial dimensions; the Kaluza-Klein 

theory had done so previously. Modern string theory relies on the mathematics of folds, knots, and 

topology, which were largely developed after Kaluza and Klein, and has made physical theories 

relying on extra dimensions much more credible.

超弦理論（superstring theory）は物理学の理論、仮説のひとつ。 物質の基本的単位を大きさ

が無限に小さな 0次元の点粒子ではなく 1次元の拡がりをもつ弦であると考える弦理論に

超対称性という考えを加え拡張したもの。超ひも理論、スーパーストリング理論とも呼ばれ

る。

宇宙の姿やその誕生のメカニズムを解き明かし、同時に原子、素粒子、クォークといった微

小な物のさらにその先の世界を説明する理論の候補として、世界の先端物理学で活発に研

究されている理論である。この理論は現在、理論的な矛盾を除去することには成功している

が、なお不完全な点を指摘する専門家もおり、また実験により検証することが困難であろう

とみなされているため、物理学の定説となるまでには至っていない。

概論 

超弦理論以前の理論のなかで最も小さなスケールを記述する理論は場の量子論であるが、

そこでは粒子を点、すなわち点粒子として扱ってきた。 一方、超弦理論では粒子を弦の振動

として表わす。1960年代、イタリアの物理学者、ガブリエーレ・ヴェネツィアーノが核子の

内部で働く「強い力」の性質をベータ関数で表わし、その式の示す構造が「弦(string)」によ

り記述されることに南部陽一郎らが気づいたことから始まる。

弦には「閉じた弦」と「開いた弦」の 2種類を考えることができ、開いた弦はスピン  1のゲージ

粒子（光子、ウィークボソン、グルーオンなどに相当）を含み、閉じた弦はスピン 2の重力子
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を含む。開いた弦の相互作用を考えるとどうしても閉じた弦、すなわち重力子を含まざるを

得ない。そのため、強い力のみを記述する理論と捉えることは難しいことがわかった。

逆に言えば、弦を基本要素と考えることで、自然に重力を量子化したものが得られると考え

られる。そのため、超弦理論は万物の理論となりうる可能性がある。超弦理論は素粒子の標

準模型の様々な粒子を導出しうる大きな自由度を持ち、それを元に現在までに様々なモデ

ルが提案されている。

このように極めて小さい弦を宇宙の最小基本要素と考え、自然界のすべての力を数学的に

表現しようというのが、いわゆる弦理論（超弦理論、M理論を含む）の目指すところである。

この理論の想定する「ひも」の大きさが実証不可能に思えるほど小さい（プランク長程度と

すると 10-35m）ことなどから、物理学の定説としての地位を得るには至っていない。また今

後実証されるかどうかも未知数の理論である。

基本的な説明 

重力を記述する一般相対性理論と物質のミクロな振る舞いを記述する量子力学の折り合い

をつけた理論（量子重力理論）の構築というのは物理学者を悩ませていた大問題であるが、

超弦理論はそれを解決する可能性をもった理論である。

超弦理論には五つの種類があり、それぞれ I型、IIA、IIB、ヘテロ SO(32)，ヘテロ E8×E8と呼

ばれる。この五つの超弦理論は理論の整合性のため 10次元時空が必要である。通常の 3次元

に時間を加えた 4次元に加えて、残りの 6次元は量子レベルで巻き上げられていて小さなエ

ネルギーでは観測できないとされる。また、11次元超重力理論をその低エネルギー極限に含

んだ M      理論  は更に 1次元を加えて合計 11次元を必要とする。これら 6つの理論はさまざま

な双対性によって互いに繋がっている。

弦の振動は、量子レベルで巻き上げられている 6次元により制約を受け、その振動の形によ

り、特定の量子を形作っている。超弦理論では基本的物体は一次元の弦であったが、M理論で

は加えられたもう 1次元によって基本的物体は 2次元の膜であると提唱されている。

また超弦理論で表記される 10次元中には D      ブレーン  と呼ばれる様々な次元の拡がりを持っ

たソリトンが存在する。Dブレーンはもともと一次元の弦が端点を持ちうる空間として定義

されているものだが、重力子等の閉じた弦はこの空間に依存せずにブレーン間を往来する。

超弦理論は重力の量子論の有力な候補であり、現時点でも特殊な条件の下でならブラック

ホールのエントロピーに関する問題に答えられる。ブラックホールのエントロピーは表面
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積に比例しているが、この事実を Dブレーンに張り付いた弦の状態を数え上げる、という方

法で導き出している。これは熱力学のエントロピーを統計力学の手法で導き出すことに対

応している。

宇宙論への応用

ブレーン描像を宇宙論に適用した理論は、ブレーンワールドと呼ばれ、典型的な模型では

我々はこのブレーンの上に住んでいることになる。またこのモデルでは、量子力学で使われ

る 3つの力に対して、何故重力が極端に弱いのかを説明がつけられるとしている。つまり、本

来他の 3つの力、即ち、電磁気力（電磁力ともいう）、弱い力、強い力に比較して弱いのは、他

の次元にその大半が逃げてしまっているためと考えられる。

これに関連して､例えば宇宙論のインフレーションをブレーンの運動で捉えるなど、様々な

研究がなされている。なお、ビッグバンは我々の存在する宇宙が所属する膜と他の膜の接触

によるエネルギーが原因で起こったとするモデルもあり、エキピロティック宇宙論と呼ば

れている。通常のインフレーションを導出しようとする試みも進行中である。

弦理論初期 [編集]

1950年代末から 1960年代にかけて多くの強い相互作用をする粒子（ハドロン）が発見さ

れ、それらの分類とその構成の成り立ちについての考察が多数得られ始めた。超弦理論の元

となった弦理論はこうした粒子間に働く強い力の性質を記述するために考え出された。

まず、1950年代はじめにレッジェは、ハドロンの散乱実験において、共鳴状態の静止質量の 2

乗とスピンとの間に直線関係があることを見出した（レッジェ軌道）。1968年にイタリア

のガブリエル・ヴェネツィアーノは、レッジェ軌道を再現する非常に簡単な公式で「散乱振

幅」として表現した。

その公式を元に、ハドロンは振動する弦であると発表したのが、1970年の南部陽一郎と 1971

年の後藤鉄男である。それぞれ独立に発表された彼らの弦理論では、ハドロンは粒子ではな

く振動する弦から構成され、粒子はそれぞれの振動モードに対応するというものであった。

ただしこの理論では、弦の振動に理論の不安定性を表すタキオンが含まれるという欠陥が

内包されていた。

南部と後藤の弦理論ではボース粒子のみを記述していてフェルミ粒子は扱えないという問

題もあったが、当時はフェルミ粒子を含めてボース粒子以外の記述を弦理論を拡張するこ

とで解を得ようという学者は少数派であった。1971年に、フランスの P.ラモン、A.ヌヴォ、ア
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メリカの J.シュワルツの 3人によってボース粒子とフェルミ粒子の両方が扱える最初の超

弦理論が提唱された。

第 1次ストリング革命

1984年、グリーンとシュワルツによって、10次元の超重力理論および超弦理論でアノマリー

のない理論が存在することが示されると、超弦理論は脚光を浴びるようになった。 特に

E8×E8のゲージ場を含むヘテロティック超弦理論において、理論の定義される 10次元のう

ち余分な 6次元をカラビ・ヤウ多様体でコンパクト化した理論は、低エネルギーで

の超対称性を持つ理論が導かれ、重力を含む統一理論の候補として盛んに研究され

た。

しかし、余分な 6次元がコンパクト化されるメカニズムが不明であること、コンパクト化と

して可能な多様体の種類が無数にあり、その中から一つを選び出すことが摂動論の範囲で

は不可能であることなどの困難が存在した。

第 2次ストリング革命 

1995年、ポルチンスキーにより Dブレーンが超弦理論のソリトン解であることが示され、ま

た、ウィッテンによりこれまで知られていた 5つの超弦理論を統一する 11次元の M理論が

提唱されると、超弦理論は再び脚光を浴びることとなった。この 2つは、それまでに予想され

ていた種々の双対性(S双対性、T双対性)と組み合わせることで、これまで摂動論の範囲でし

か定義されていなかった超弦理論の非摂動的な性質の理解を深めることとなった。また、D

ブレーンの低エネルギーでの性質は超対称ゲージ理論で記述されるため、ゲージ理論を用

いて超弦理論の性質を調べること、逆に、Dブレーンの適当な配位を考えることでゲージ理

論の非摂動的な性質を調べることが可能となり、精力的に研究された。

この Dブレーンは、ブラックホールのエントロピーの表式を統計力学的に導出する際にも用

いられ、超弦理論が重力の量子論であることの傍証となった。また、マルダセナによる

AdS/CFT      対応  は、まったく別の理論である超対称ゲージ理論と超重力理論が、ある極限のも

とで等価となることを予想し、超弦理論や重力理論、ゲージ理論に対して新しい知見を与え

ることとなった。

現状

超弦理論は、現時点では観測や実験事実を説明するまでには至っていないが、上記のような

ブラックホールの問題への回答、宇宙論や現象論の模型への多大な影響、そしてホログラフ
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ィー原理の具体的な実現など、その成果を挙げるにはいとまがない。超弦理論に懐疑的な発

言をしていたスティーヴン・ホーキングも、近年は超弦理論の成果を用いた研究を発表し

ている。

一方で、Not Even Wrong[1]（邦訳：ストリング理論は科学か）[2]を執筆した Peter 

Woit 、THE TROUBLE WITH PHYSICS（邦訳：迷走する物理学）[3]を執筆した Lee Smolin  のよ

うに、超弦理論は誤っているだけでなく、物理学研究全体に有害であるとする反対派・懐疑

派も存在している。

問題点

1. 『超弦理論』では現在のところ観測されていない 10次元といった多数の次元を必要

とする点で問題がある。超高エネルギーでの実験が可能ならばそのような次元を直

接確認し、理論を検証できる可能性があるが、21世紀初頭の技術的展望では不可能

だとされている。 

2. 超対称性理論  と同様に、現在観測されている素粒子の倍程度の新粒子の存在を予言

する。 

3. 重力の量子論の有力候補とされているものの、現在の超弦理論は背景依存の理論形

式であり、背景独立でない理論は真の量子重力理論にはなり得ないという批判があ

る。 

4. カラビ-ヤウ空間の形状などに依存して、膨大な数の超弦理論が存在し得る。そのよ

うなパラメータを調整して、我々の宇宙の物理法則と適合する超弦理論を選び出す

ことは計算量の面から非常に困難なことが判明している。膨大な数の超弦理論が、そ

れぞれ別の宇宙を表すとの考え方もあるものの、我々の宇宙の法則を得られなけれ

ば、実用理論としては意味が無いかもしれない。 

このため超弦理論を正式な物理学上の仮説として扱うことに疑問を持つ物理学者も多い。

しかしながら、現在も探求が行われている分野でもあり、かつまた、その研究の発展は数多

くの大統一理論及び超統一理論の候補の一つとして、今も数多くの研究が行われている。

関連項目 

• ブレーンワールド   - D      ブレーン   

• AdS/CFT      対応   - 共形場理論 

• M      理論   

関連理論

• ゲージ理論   - 標準模型 - 統一場理論 - 超対称性理論 
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• 相対性理論   - 超重力理論 - 量子重力理論 

• 宇宙論   

• 数学   - 物理学 

• 非可換幾何学   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ループ量子重力理論

ループ量子重力理論は、時空（時間と空間）にそれ以上の分割不可能な最小単位が存在す

ることを記述する理論である。重力の古典論である一般相対性理論を量子化した量子重力

理論の候補である。

時空は、本質的に連続で滑らかな値をとるものと考えられてきたが、この理論で時空は、原

子における電子配置のように離散的な値をとるものと考えられている。

同じく量子重力理論の候補である超弦理論は、時空は背景場として最初からそこに存在す

るものとして定義しており、理論自身のダイナミクスにより決定されているわけではない。

それに対しループ量子重力理論は、一般相対論と同様に理論自身が時空そのものを決定し

ている。(背景独立性)

空間はノード（点）とノードにつながる線を使いグラフで表される。ループ量子重力理論

で使うグラフはスピンネットワークと呼ばれる。このスピンネットワークで表される空間

のつながりの変化が重力などの力の媒介、電子などの素粒子の存在を示していると考えら

れている。

そして、このスピンネットワークに時間を加えたものをスピンフォームと呼ぶ。スピンフォ

ームは時計の秒針が動くように離散的に変化する。つながりの変化前と変化後の時間の差

は１プランク秒（10-43秒）で、これが積もり積もって人が感じる時間となる。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

波動関数

（Wave function）は、もともとは波動現象一般をあらわす関数のことだが、現在ではほぼ

量子状態（より正確には純粋状態）を表す複素数値関数のことを指す。文脈によっては固

有関数と言われることも多いが、波動関数=固有関数ではない。

左：量子ノイズ、中央：波束、右：ウィグナー分布関数

概要 

波動関数は一般に複素数の関数であり、ある波動関数 に対して常にその複素共役　  

が存在する。 ある状態に対応した波動関数の絶対値の二乗が、その状態の実現確率を表す。

例えば、「粒子が時刻 に位置 に存在する」という波動関数  の絶対値の二乗は、

粒子の存在確率密度 を与える。（波動関数の確率解釈）

しかし、そのためには

のように規格化しなければならない。
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波動関数とは端的に言うと「物体の『状態』そのものの波動」であり、この事は物体の状態

（例えば「犬がおなかをすかせています…」という事でさえも）が波で表される事を示して

おり、また波は重ね合わせの原理（波 1と波 2が同時に存在出来る）を満たすため、原理的

には物体が同時に複数の相異なる状態を取りえる（シュレーディンガーの猫）事を示す。

その事が「本当に同時に複数の状態を取っている」のか、「人間には認識できない超光速で状

態が転移し続けている」のかは議論が分かれる所である。

しかし実際に 1回の実験で観測される物体の状態はただ一つであるし、また我々の日常での

実感でも、この重ね合わせの原理は矛盾しているように思える。その矛盾を回避する為に現

在まで多くの解釈が与えられた。その中で数学的に等価であり、しかし物理的に全く異なる

2つの有力な解釈が「コペンハーゲン解釈」「エヴェレット解釈」である。詳しくは当該項目を

参照のこと。

コペンハーゲン解釈では、「観測者」の実行する「観測」による「波動関数の収縮」、「波束の崩

壊」が、物体の観測される状態をただ一つに決定するとされた。しかしその「観測者」の満た

すべき資質や波動関数の収縮速度が光速を超える事などが問題となった。エヴェレット解

釈では「波動関数の収縮」を必要とはしない。しかし我々が住む日常世界の他に全く異なる

並行世界が存在する事を期待させる為に、様々な空想を生んだ。近年、「デコヒーレンス

（The Quantum Decoherence、異なる量子状態間の干渉が断ち切られる現象）」の発見によ

って「波動関数の収縮」あるいは「並行世界の消滅」の機構は説明されつつある。しかしそれ

でも「波動関数の実在性」そのものに関する解答は存在していない。

波動関数の呼ばれ方 

状況、場面によって波動関数はいろいろな呼ばれ方をする。既に書いたように、話の流れに

よっては単に固有関数と言われることも多い。その他に、固有ベクトル、状態ベクトル（状

態ベクトルを波動力学の形式で記述したものが波動関数である）、化学や物性物理学の分

野では軌道（関数）などが波動関数とほぼ同義に扱われることがある。但し、これは特定の

状況でそうなっている場合もあり、意味が異なる場合もある。

固有関数

演算子 に対して次の方程式（固有値方程式）が成立する時、波動関数 は演算子 の

固有関数であるという。
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ここで は固有値と呼ばれ、演算子ではない通常の数であり、一般に複素数である。実際に実

験によって観測される物理量は、演算子やその固有関数ではなくその固有値である。現実の

観測量に複素数が現れる事は考えにくいため、演算子 の性質に制限がある（エルミート

性）。

2つの演算子 に対し、交換関係

を定義する。この値が 0である時、「それらの演算子は交換する」と言う。2つの演算子が交換

するならば、それらは同一の固有関数を持つ（同時固有関数）。そしてそれらに対応した物

理量は同時測定可能である。

例えば、観測される位置 , 運動量 に対応した演算子 は交換しないため、物体の位置

と運動量は同時に測定する事が出来ない（不確定性関係）。実験的には、「物体の位置を正

確に計ろうとするとその物体の運動量を変化させてしまい、また運動量を正確に計ろうと

すると物体の位置を変化させてしまう。結果的に位置と運動量を同時に測定する事は出来

なくなる」事に対応する。これは実験技術の問題ではなく、原理的に同時測定不可能である。

この時、波動関数には何が起こっているかを説明する。物体の位置を正確に計ろうとする実

験とは、演算子 に対する固有値を測定する事であり、その測定された瞬間の波動関数は位

置 の固有関数である。

しかしその関数は運動量 の固有関数ではない。

この時、波動関数 は物体が様々な運動量 の値を持っている場合の重ね合わせである。

固有関数の物理的意味は「定在波」だと考えてそれほど差し支えない。例えばシュレーディ

ンガー方程式
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はハミルトニアン とその固有値（観測されるエネルギー値） に対する固有値方程式で

ある。ポテンシャル中に閉じ込められた粒子は、そのポテンシャル中で波動関数が定在波と

なるような状態しか持たない。そのために実験で観測される粒子のエネルギーも連続的に

はならず、離散的となる。エネルギー の正準共役変数である時間 の様々な変化に依らず

安定して存在する波(定在波)のみが固有関数として許される。

波動関数の性質 

波動関数は、物体の状態を表現するもの。 

• 一般に複素数関数である。 

• 古典的な波やベクトルと同様に重ね合わせの原理を満たす。 

• 波動関数の波の速さ（位相速度）は光速度を超える。 

• 観測行為などがあると一瞬でデルタ関数的に収縮する。 

波動関数の実在性 

波動関数が実在する物理量なのかどうかは、今でもわかっていない。人が「質量は実在する

か？」と聞かれれば間違いなくそうだと答えるだろう。しかし、波動関数の場合には位相速

度が光速を超える事、また「波動関数の収縮」速度が光速を超えるか超えないか、が問題とな

る。波動関数が実在する物理量だとすると、その収縮速度は光速を超えられない事になるが

これは重大なパラドックスを引き起こすことが知られている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

微小管（microtubule）

細胞中に見いだされる直径約 25 nm の管状の構造であり、主にチューブリンと呼ばれるタ

ンパク質からなる。細胞骨格の一種。細胞分裂の際に形成される分裂装置（星状体・紡錘

体・染色体をまとめてこう呼ぶ。星状体・紡錘体は中心体・微小管複合体そのものをその

形態からこう呼んだ）の主体は、この微小管である。
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微小管のコンピュータグラフィクス。チューブリンの二量体が整然と並び管状の構造をし

ている。

チューブリンにはα, β, γ, δなどの種類があることが知られているが、微小管は主に

αチューブリンとβチューブリンが結合したヘテロ二量体（ヘテロダイマー）を基本単

位として構成される。α, βチューブリンからなるヘテロ二量体が繊維状につながったも

のをプロトフィラメントと呼び、これがらせんの形で 11-16本程度集まって管状の構造を取

ったものが微小管である。細胞中に見いだされる微小管の主なものは 13本のプロトフィラ

メントからなり、直径が約 25nmである。また、鞭毛・繊毛にはダブレット、トリプレットと呼

ばれる 2本または 3本の微小管が融合した構造も見いだされる。

細胞中の微小管の表面には微小管結合タンパク質 (MAPs) と呼ばれるタンパク質が結合し

ている。これらの結合タンパク質の種類は神経細胞、鞭毛、繊毛、紡錘体など、組織や微小管

の機能によって異なっており、微小管の機能を調節していると考えられている。チューブリ

ンとこの微小管結合タンパク質の複合体を広義には微小管と呼ぶ。

微小管の伸長

微小管には方向性があり、チューブリン二量体が付加しやすい側を+（プラス）端、解離し

やすい側を-（マイナス）端と呼ぶ（微小管はチューブリンの付加により伸長し、解離によ

り短縮される）。+端と-端では付加の速度が二倍程度違う。付加・解離の速度は遊離チュー

ブリンの濃度によって決まり、高濃度の場合はいずれの端でも付加が起こる。濃度の低下と

ともにまず-端での付加が止まり、低濃度ではいずれの端でも解離が進む。伸長と解離の速

度が等しく、全体に平衡状態となる濃度を臨界濃度と呼ぶ。微小管の見かけ上の長さが変化

しない場合でも、常に+端での伸長と-端での短縮が起こっており、この状態をトレッドミル

と呼ぶ。なお微小管+端においても臨界濃度以上の遊離チューブリンが存在していれば必ず

しも伸長が続くというわけではなく、重合を続けていた微小管が突如 急激な脱重合 
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(catastroph) を起こすことがあり、これを動的不安定性 (dynamic instability) と呼ん

でいる。

この微小管の伸長と短縮（微小管のダイナミクスとも呼ばれる）は、微小管結合タンパク

質 (MAPs) によって様々に変化する。微小管を安定化するもの、微小管を切断するもの、微

小管同士を結合するものなどがある。

微小管は、その-端を中心体に置き、重合の場である+端を細胞内の様々な領域に伸ばすこと

が多い。なお、中心体を構成する中心子自体、9対の三連微小管が環状に配置したものである

また、中心体にはγチューブリンが含まれ、このγチューブリンに結合する形で微小管が

伸長する。

微小管とモータータンパク質

細胞分裂の際に形成される紡錘体 (spindle) や、繊毛や鞭毛の主要な構造は複数の微小管

の束からなり、染色体の移動や鞭毛打などの運動を司っている（原核生物の鞭毛には微小

管は存在しない）。微小管を足場（レール）とするモータータンパク質としてダイニンや

キネシンなどが知られている。これらのタンパク質は細胞の巨視的運動のみではなくタン

パク質や mRNA  といった分子の細胞内局在にも関与しているが、この場合の-端から+端に向

けての輸送を順行性、+端から-端に向けての輸送を逆行性として区別され、いずれの輸送も

微小管系と細胞質中に存在するモータータンパク質群との相互作用によって起こる。順行

性の輸送はキネシンが、逆行性の輸送にはダイニンが重要な役割を果たしているといわれ

ている。

微小管形成の操作

コルヒチンやビンカアルカロイド系の抗がん剤（ビンクリスチンなど）は微小管の伸長を

阻害する。タキサン系の抗がん剤（ドセタキセル、パクリタキセル）は逆に解離を阻害し、

微小管を極度に安定化する。いずれも分裂装置の主体である微小管の不全をもたらし、細胞

分裂を阻害することから分裂毒と呼ばれている。

微小管の重合を阻害する薬剤であるコルヒチンは紡錘糸の形成阻害を起こすことから、果

樹では種無し（不稔）の果実を品種改良により作成する際に使用される（種なしスイカ参

照）。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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量子重力理論（quantum gravity theory）

重力相互作用（重力）を量子化した理論である。単に量子重力（りょうしじゅうりょく；

Quantum Gravity, Quantum Gravitation）または重力の量子論（Quantum Theory of 

Gravity）などとも呼ばれる。

ユダヤ系ロシア人の Matvei Petrovich Bronstein がパイオニアとされる。一般相対性理

論と量子力学の双方を統一する理論と期待されているが、現時点ではまったく未完成の未

知の理論である。

相対性理論を摂動により単純に量子化すると二次のレベルで紫外発散が起きる。ただし一

般相対性理論自体はゲージ理論で考えることができるため（内山龍雄による）、これは単

に摂動による量子化の仕方が悪いといえる。この重力ゲージ理論によれば重力子はスピン  2

のボソンであると考えられている。そこで次に考え出されたものが超重力理論である。これ

は重力子がスピン 3/2のグラビティーノ（重力微子）を超対称性パートナーとして持つ、と

いう理論である。しかしこの理論も高次のレベルで発散している可能性が指摘されている。

そこで次に考え出された理論が超弦理論である。これは重力子が閉じたひもで記述される、

という理論である。ほかにもこの理論は開いたひもとして光子・ウィークボソン・グルー

オンなどのゲージボソン、そしてフェルミオンを含むので究極の理論と呼ばれることがあ

る。またこの方法とは異なる角度としてループ量子重力理論がある。ループ量子重力はその

背後にペンローズのツイスター理論とスピンネットワークを含んでおり、この理論は超弦

理論のみが量子重力理論の唯一の候補ではないことを物語っている。

重力を量子化するためのよい現象としてブラックホールが挙げられる。ブラックホールの

内部では一般相対性理論が破綻をきたすと考えられており、そこでは時空を量子化した理

論が有効である。この方向による最近の発展ではホログラフィック原理が挙げられる。これ

はブラックホールの内部の情報量の保存限界はその体積ではなく表面積に依存するという

ものである。これはひも理論のメンブレインに通じるものがある。また AdS/CFT      対応  として

ある種の物理が多様体の境界に還元できるという考え方もある。

いずれにしても量子重力を考える上で最大の問題点はその指針とすべき基本的な原理がよ

く分かっていないということである。そもそも重力は自然界に存在する四つの力（基本相

互作用）の中で最も弱く、量子化された重力が関係していると考えられる現象が現在到達

できるレベルでは観測されていないのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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量子脳理論

脳のマクロスケールでの振舞い、または意識の問題に、系の持つ量子力学的な性質が深く関

わっているとする考え方の総称。心または意識に関する量子力学的アプローチ（Quantum 

approach to mind/consciousness）、クオンタム・マインド(Quantum mind)、量子意識

（Quantum consciousness）などとも言われる。具体的な理論にはいくつかの流派が存在す

る。

 概要

脳の振る舞いに系の持つ量子力学な性質が本質的な形で関わっている、というのが量子脳

理論と言われるものの一般的な特徴であるが、近年では意識の問題と絡めて議論されるこ

とが多い。

量子脳理論と呼ばれるものの全体を物理学的な言葉で特徴づけることは難しいが、一般的

な特徴としては量子力学的な効果が効いてくる範囲として、普通の物理学者が考えるより

はるかに大きい時間的・空間的スケールを考えている点が挙げられる。 ヒトの脳はおおよ

そ 20cmほどの大きさを持っておりその内的構造は非常に複雑である。そして脳はおよそ常

温（一般に体温である 37℃、つまり 310K  程度）で動作している。こうした系においてマク

ロスケールで量子力学的な性質が効いてくると考えることは中々難しいが（量子的効果を

マクロスケールで発現させるためには普通、規則性のある構造や非常に単純な系を、かなり

の低温、例えば絶対零度近くまで、冷やさなければならない）、一般に量子脳理論と呼ばれ

る理論の提唱者においては、この点で強い考え方を持つ。

こうした理論が提出される背景には様々な動機があるが、そのひとつとは自由意志の問題

である。これは物理的世界が因果的に閉じている（物理領域の因果的閉包性）という主張

をうまくかわしながら、現在の物理学と整合的な形で実体二元論的立場を取るための方策

として、物理系に因果作用を与えられそうな地点として、波動関数の収縮過程の存在を利用

できるためである。とはいえ必ずしも量子脳理論と呼ばれる理論のすべてが自由意志の問

題を背景にもつわけではない。

たとえばペンローズの理論は決定論であり、哲学的な意味では自由意志の問題ではなくむ

しろ数学的なプラトニズムの立場と関わる。
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様々な流れ

ノイマン・スタップ アプローチ

ジョン・フォン・ノイマンの流れを受け継ぎつつヘンリー・スタップによって提唱されて

いるアプローチ。

エックルズ・ベック アプローチ

ジョン・エックルズの流れを受け継ぎつつ F. ベックによって提唱されているアプローチ。

治部・保江アプローチ

梅沢博臣の 1978年,79年の論文に起源を持つアプローチ。量子脳力学（Quantum Brain 

Dynamics）と呼ばれ、現在治部眞里、保江邦夫などが研究を行っている。場の量子論を使っ

て、神経細胞の間隙にある水を巨視的凝集体としてみて、記憶の素過程などを明らかにしよ

うとするものである。目だった哲学的な含意や理論的飛躍は特になく、量子脳理論とよばれ

ているものの中ではおそらく最も普通である。

量子脳力学の理論はサイアス 1999 年 12 月号に「■特集 1 シリーズ「人間」　脳と心の物

理学　場の量子論はどこまで人間の本性に迫れるか？」と題して紹介された。「数理科学　

2000 Vol.38 No.10」では、「脳と心の量子論ー物理学が拓く脳科学の新たな地平」という特

集が組まれている。

ペンローズ・ハメロフ アプローチ

理論物理学者のロジャー・ペンローズと麻酔科医のスチュワート・ハメロフによって提唱

されているアプローチ。二人によって提唱されている意識に関する理論は Orchestrated 

Objective Reduction Theory（統合された客観収縮理論）、または略して Orch-OR 

Theory（オーチ・オア・セオリー）と呼ばれる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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２０）数学

．「現代数学」とは

 大学１年程度の数学は"古代数学"とさえいえるもの で，今世紀の数学（「現代数学」）と

は全くといっていいほど違います．

 物理学に於いて，２０世紀に入って大改革が起こったことは，ほとんどの人が知ってい

るでしょう．理系 （あまりこの言葉は好きでないのですが）の教養課程の物理学でも，

量子論の初歩，特殊相対性理論ぐらいには触れます． ところが，数学に於いてもこれに

匹敵する大改革があったのです．ごく簡単に説明します．まず，根本的な指導原理が変わ

りました．それを簡単に要約すれば：

（１）集合は実在する． （２）数学とは，"集合"と"写像"という言葉で書ききれるもの

のみを指す．

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

§３　個数の処理

　

１．集合の表現方法

　

　りんご，みかん，バナナ・・・というような「もの」の集まりを「果物」と呼びます。この

ように，含まれる「もの」が明確な「もの」の集まりを 集合 といいます。そして，その集合に

含まれる一つ一つの「もの」を，その集合の 要素 と呼びます。

　

●　属する

　a が集合 A の要素であるとき，

a は集合 A に属するといい　

と表し，b が集合 A の要素でないとき，

b は集合 A に属さないといい 

と表します。「∈」を「属する」と呼びます。利用するときは，向きに注意し，

開いている方が集合で，閉じている方が要素であることに注意しましょう。

　

●　集合の表記方法

　たとえば，1 から 10までの自然数のうち，奇数全体の集合を A とすると，
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1,3,5,7,9 を要素とする集合となります。このことを記号で表現する時，次の

２つの方法があります。

　

Ⅰ．具体的に要素を書く方法

　

　中括弧{　}を用いて　A={1.3.5.7.9}

　

Ⅱ．条件を書く方法

　

　A={x｜1≦x≦10,　x は奇数}

　

　これは，A という集合は，

　

　x という要素から成り立っている

　その x は，1≦x≦10 で，しかも，奇数である

　

ということを意味します。つまり，「 ｜ 」は，英文法でいう関係代名詞のよ

うな役割を果たしています。

　

　Ⅰ，Ⅱをどのように使い分けるか，次の例で示しましょう。

　

例１．1 から 100までの偶数全体の集合Ａは，

Ⅰの表現方法： A={2,4,6,･･･,100}

　 　

Ⅱの表現方法： A={x｜1≦x≦100,　xは偶数}

または，

A={2x｜1≦x≦50，xは自然数}

となります。Ⅰの表現方法とⅡの表現方法を比較すると，Ⅱの表現方法の方がコンパクト

にまとまっています。次の例では，もう少し，ⅠとⅡの違いが分かります。

　

例２．自然数のうち，3の倍数全体の集合Ａは，

Ⅰの表現方法： A={3,6,9･･･}
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Ⅱの表現方法： A={3n｜nは自然数}

となります。また，Ⅰでは表現できない場合もあります。

　

例３．0より大きく，１より小さいすべての実数の集合Ａは，

Ⅱの表現方法：A={x｜0<x<1，x は実数}

となります。これは，Ⅰの表現方法では表現できません。

　

　これらの他に，集合で用いられる記号を紹介します。今まで見たこともない記号が登場

しますが，怖がらないで頭の中に収めていきましょう。慣れれば，どうってことないです

よ！

　

練習問題１　3で割って２余る自然数全体の集合をＣとする。集合Ｃを，Ⅰ，Ⅱの表現方

法を用いて表せ。ただし，2∈Ｃ とする。

　

　

●　部分集合

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
数の種類は上のようにいろいろとあります。
実数は，分数の形で表現できる有理数と，
分数の形で表現できない無理数から成立っ
ています。また，実数で表現できない数
(？？)を含むような数からなる集合(？？？)
もあります。(???=複素数,??=虚数 ｢数学Ｂ｣
参照)
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　２つの集合 A,B について，

A のどの要素も B の要素である

とき，A は B の 部分集合 であるといい，

という記号で表し，｢A は B に含まれる｣，または，｢B は A を含む｣といいます。たとえ

ば，

A={6n｜ n は自然数 }，B={2n｜ n は自然数 }

のとき，A は６の倍数，B は２の倍数であるから，集合 A の要素はすべて

集合 B の要素となりますので，A⊂B となります。特に，A⊂B，B⊂A が成

り立っている とき，A と B は等しい と言って，A = B と表します。記号 ⊂，

＝ などで表される集合の間の関係を 包含関係 という。

　

●　共通部分と和集合

　２つの集合 A,B につ

いて，

A と B のどちらにも共通に属する要素全体の集合

を，A と B の 共通部分 といい，

A ∩ B
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と表します。すなわち，A∩B={x｜x∈A　かつ　x∈B} ということです。

　

　また，

A か B の少なくとも一方に属する要素全体の集合

を，A と B の 和集合 といい，

A ∪ B

と表します。すなわち，A∪B={x｜x∈A　または　x∈B}ということです。

　

　また，

「∩」を 「cap」または「かつ」

「∪」を 「cup」または「または」

と呼びます(「∩」は帽子に，「∪」はカップに似ていることからこの呼び方ができたのでし

ょう)。「かつ」と「または」の方がよく呼ばれます。

　

　要素を１つももたない集合 を 空集合 といい，記号 φ (ギリシャ文字の"ファイ")で

表します。例えば，自然数のうち，A を偶数全体の集合，B を奇数全体の集合とするとき，

A ∩ B = φ となります。空集合 φ は，任意の集合 A の部分集合となります。すなわち，

任意の集合 A に対して，φ⊂A となります。

　

練習問題２　次の集合のうち，集合 A={1,2,3,6} と包含関係のあるものをあげよ。

　

(1) B={n｜nは 3の正の約数}

　

(3) D={n｜nは 12の正の約数}

(2) C={2n｜1≦n≦3，nは自然数}

　

(4) E={n｜nは 6の正の約数}

　

　

　

練習問題３　次の各場合について，A∩B と A∪B は，それぞれどんな集合か。

　

(1) A={1,2,3,4,6,12}，　B={1,2,3,6,9,18}
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　(2) A={x｜-2≦x≦2}，　　B={x｜-1<x<3}

　

●　補集合 

　１つの集合 を指定して，  の要素や，  の部分集合だけを考えるとき，  を 全

体集合 といいます。

　今，全体集合 の部分集合 A に対して，A に属さない の要素全体の集合を に関

する A の補集合 といい，  と表します。このとき，右の図（このような集合の図のこと

を ベン図 と言います)からも分かりますように，次の関係式が成り立ちます。

例４． ={1,2,3,4,5,6} を全体集合とするとき，A={1,3,5} とするとき，A の補集合は，

={2,4,6} となります。

　

　ここで，補集合に関する有名な法則を紹介しておきます。

　

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
和集合の 「∪」 と

全体集合の 「 」 
を区別するため，全体
集合のアルファベット
U の上を，少しつぶし
ておきます。

280



　ここで，どう

してこのような

法則が成立する

か，(1)の式を利

用して説明して

おきます。

　

　左のベン図を

見て下さい。A∩B

の補集合を考えますと，左辺の水色部分となります。一方，右辺において，A の補集合は

水色部分，B の補集合も水色部分となり，その互いの水色部分の和集合をとってみます。

すると，左辺の A∩B の補集合部分と一致します。(2)についても同様に証明できますので，

各自行なってみて下さい。

　 

●　要素の個数　

　要素の個数が有限である集合を 有限集合，無限に多

くの要素からなる集合を 無限集合 と呼びます。

　

　そして，集合 A が有限集合のとき，その要素の個数

を n(A) で表します(n は，numberの頭文字)。

　

例５．次の集合(ただし，Z は整数全体の集合とする)

A={n｜-4<n≦2,　n∈Z}，　　B={n｜n2≦9,　n∈Z}

の n(A),n(B) は

A={-3,-2,-1,0,1,2}，B={-3,-2,-1,0,1,2,3}

であることから，n(A)=6，n(B)=7 となります。

　

　そろそろ，記号が多く登場しましたので，頭が混乱してきました。これが，最後の記号

紹介なのでもう少し続けて下さい。では次に，有限集合 A,B の和集合 A∪B の要素の個数

n(A∪B) を求めてみましょう。

　

ド・モルガンの法則

　　　

ミニ知識
ド･ﾓﾙｶﾞﾝの法則は，次のよう
にも言えます。(1)について言
葉でいうと｢(Aかつ B)でない｣
ことは，｢(Aでない)または(B
でない)となりす。｢りんごとみ
かんを食べる｣の否定は，(りん
ごを食べない)または，(みかん
を食べない)となります。
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　今，黄色の部分の個数を p 個，緑色の部分の個数を q

個とします。そして，n(A∩B)=r とすると，

n(A)=p+r，n(B)=q+r となります。一方，n(A∪B)=p+q+r 

となりますので，

n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)

となることが分かります。つまり，A∩B の部分が重なる ことに注意すると上の式が簡単

に求められますね。上の事がらをまとめておきます。

まとめ１　和集合の要素の個数

Ⅰ．　A∩B=φ　のとき，n(A∪B)=n(A)+n(B)

Ⅱ．　n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)

Ⅲ．　全体集合を とすると，n( )=n( )-n(A)

　

例６．1 から 100 までの整数のうち，3 の倍数全体の集合を A とし，4 の倍数全体の集

合を B とするとき，n(A)，n(B)，n(A∪B)を，それぞれ求めてみましょう。これらの集合

を，それぞれ，具体的に要素の形で表しますと，

　

A={3,6,9,12,15,･･･93,96,99}

　

B={4,8,12,16,20,･･･92,96,100}

となります。また，A∩B はどのような集合を表すかと言いますと，A に属し，B にも属す

る要素の集合なので，A∩B の要素は，3 の倍数であり，4 の倍数でもあるので，12 の倍

数であるといえます。したがって，

A∩B={12,24,36,･･･96}

となります。よって，
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n(A)=33　個，n(B)=25　個，n(A∩B)=8　個

なので，

n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)=33+25-8=50

となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

集合と写像

鳩の巣原理とよばれる数学原理は，n + 1 羽の鳩が n 個の巣に戻ろうとすれば必ずある

巣には 2 羽以上の鳩が戻らなければならないというものである．ディリクレの部屋割り

論法あるいは引き出し論法ともよばれる．

1. 集合   

2. 写像   

3. 同値関係   

4. 有限集合の基本定理   

1. 集合

いろいろなものの集まりを集合といい，その集合を構成しているものを元という．属する

元が１つもない集合を空集合といい，φ という記号で表す．A を集合とするとき，a ∈ 

A は a が A の元であることを表す． 

集合 B の元がすべて集合 A の元であるとき，B は A の部分集合であるといい，B ⊂ A 

で表す．集合 A と集合 B が等しいとは，A ⊂ B かつ B ⊂ A ということをいい，A = B

で表す．また，B ⊂ A であって，A = B ではないとき，B は A の真部分集合であるとい

う． 

問題 集合 A, B, C について，A ⊂ B かつ B ⊂ C であれば，A ⊂ C であることを示せ．

 

集合 A と B の和集合（合併集合ともいう）を A ∪ B で，共通部分（共通集合ともい

う）を A ∩ B で表す． 
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2. 写像

集合 A の各元に対して，集合 B の元がただ１つ対応する規則 f が定まっているとき，

この対応を A から B への写像といい，f: A → B で表す． 

２つの写像 f: A → B，g: A → B が等しいとは，A のすべての元 a について，f(a) = 

g(a)が成立することをいい，f = g で表す． 

実数や複素数への写像については関数を用いるのが普通である． 

例題 集合 A = {a, b, c, d} から集合 B = {0, 1} への写像を記述せよ． 

解答 写像 f: A → B は，0 と 1 からなる４個の数字の列 f(a)f(b)f(c)f(d) で表され

る．そのような列は以下の 16 個である． 

0000, 0001, 0010, 0010, 0011, 0100, 0101, 0111 

1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 

写像 f: A→ B が与えられたとき，B の部分集合 { f(a) | a ∈ A } を f による A の

像といい，f(A) で表す．とくに，B = f(A), すなわち，B のすべての元が f の像になる

とき，f は全射であるという． 

また，写像 f が１対１写像，すなわち，f(a) = f(a') となるのは a = a' の場合に限る

とき，f は単射であるという．全射であると同時に単射でもある写像を全単射写像という．

 

問題 次の問に答えよ． 

1. 集合 A = {a, b, c, d} から，集合 B = {1, 2} への全射写像の個数を求めよ． 

2. 集合 A = {a, b} から，集合 B = {1, 2, 3, 4} への単射写像の個数を求めよ． 

写像 f: A → B と写像 g: B → C が与えられたとき，写像 a → g(f(a)) を f と g と

の合成写像といい，gοf で表す． 

写像 f: A → B が全単射写像であれば，B の任意の元 b について f(a) = b となる元 a

∈ A がただ１つ存在する．したがって，写像 b → a が定義される．この写像を f の逆

写像といい，f-1 で表す． 

284



例題 集合 A から集合 B への写像 f: A → B と B から A への写像 g: B → A が存在

して，gοf = idA および fοg = idB が成立すれば，f も g も全単射写像である． 

問題 集合 A から集合 B への写像 f: A → B と集合 B から集合 C への写像 g: B → C

が与えられている．このとき， 

1. 写像 g が単射であり，合成写像 gοf が全射であれば，f は全射写像であること

を示せ． 

2. 写像 f が全射であり，合成写像 gοf が単射であれば，g は単射写像であること

を示せ． 

3. 同値関係

数学のあらゆる分野に同値関係が登場する．与えられた集合の同じような性質をもつ元を

１つのまとまりとしてあつかうという考え方である．たとえば，毎日は曜日で区別され，

整数には偶数と奇数があるという具合である．さらには，りんごの３個もみかんの３個も

同じと考えるというのが数の起源であろう． 

集合 A の２元について，関係があるかないかということが決められているとする．この

とき，a が b に関係があるということを a ～ b という記号で表す．A の任意の元 a, 

b, c に対して，次の３条件が満たされる関係を同値関係という． 

1. (反射律) a ～ a 

2. (対称律) a ～ b ⇒ b ～ a 

3. (推移律) a ～ b, b ～ c ⇒ a ～ c 

以下，集合 A に定義された同値関係 ～ について議論する．元 a と同値な元全体の集合

を a の属する同値類といい，[a] で表す．すなわち， [a] = { b ∈ A | b ～ a } であ

る． 

補題 ２つの同値類 [a] と [b] については， 

1. [a] = [b] 

2. [a] ∩ [b] = 空集合 

のいずれか一方が成立する． 集合 A の同値関係 ～ による異なる同値類全体の集合を

A/～ で表し，同値類集合という． 
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例 整数の集合において，整数 a, b の差 a - b が 3 の倍数のとき，a ～ b と定義する

と，同値関係になることは明らかである．各同値類は 3 で割った余りで定まるので，{Z/

～} = {[0], [1], [2]} である． 

例題 集合 A から集合 B への全単射写像 f: A→ B が存在するとき，A と B は対等であ

るといい，A ～ B と書くことにする．この対等という関係は同値関係である． 

解答 恒等写像 idA: A → A は全単射写像であるので，A ～ A である．次に，A ～ B，す

なわち，全単射写像 f: A → B が存在すれば，逆写像 f-1: B → A も全単射写像である

ので，B ～ A である．最後に，A ～ B，B ～ C を仮定する．このとき，全単射写像 f: 

A → B, g: B → C が存在する．合成写像 h = gοf: A→ C が全単射写像であることが

以下のようにして証明できるので，A ～ C が成立する． 

まず，h の全射性を示す．そのため，c ∈ C を任意の元とすると，g が全射であるので，

c = g(b) となる元 b ∈ B が存在する．また，f も全射であるので，元 a ∈ A が存在

して，b = f(a) が成立する．このとき，c = h(a) となるので，h は全射である．次に，

h の単射性を示す．そのため，h(a) = h(a') を仮定する．写像 g が単射であるので，

f(a) = f(a') となり，f の単射性から a = a' がわかる． 

問題 集合 A から集合 B への写像 f: A→ B が与えられているとする．集合 A の２元 

a, b について，f(a) = f(b) のとき，a ～ b と定義すれば，関係 ～ は同値関係になる

ことを示せ．さらに，f が全射であれば，同値類集合 A/～ と集合 B は対等であること

を示せ． 

4. 有限集合の基本定理

有限集合の元の個数は厳密には次のようにして定義される． 

定義 集合 A の個数 |A| が n であるとは，A が自然数の集合 {1,2, ..., n} に対等で

あることをいう． 
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この定義が意味をもつためには，n ≠ m のとき，{1,2, ..., n} と {1,2, ..., m} が対

等ではないことを確認する必要がある．これは疑いようのない事実であるが，数学的帰納

法によって証明することができる． 

補題（鳩の巣原理） m > n のとき，{1, ..., m} から {1, ..., n} への単射写像は存在

しない． 

問題 一辺が 40cm の立方体の金魚鉢に 9 匹の金魚を入れた．このとき，互いの距離が 

20√3 cm 以下になるような 2 匹の金魚の組が必ず存在することを示せ． 

問題 縦横 n × n の碁盤を考える． 

1. n + 1 個の碁石を並べれば，２個以上並ぶ行（横の線）と２個以上並ぶ列（縦の

線）があることを示せ． 

2. 2n + 1 個の碁石を並べれば，３個以上並ぶ行（横の線）と３個以上並ぶ列（縦の

線）があることを示せ． 

補題 m < n のとき，{1, ..., m} から {1, ..., n} への全射写像は存在しない． 

命題 {1, ..., m} と {1, ..., n} が対等である必要十分条件は m = n が成立すること

である． 

問題 {1, ..., n} から自分自身への単射写像は同時に全単射写像であることを証明せよ．

 

問題 有限集合 A の任意の元 a0 をとり，A' = A ＼{a0} とおけば，|A'| = |A| - 1 であ

ることを示せ． 

以上の考察から有限集合に関する次の定理を示すことができる． 

定理（有限集合の基本定理） A, B を有限集合とする． 
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1. |A| ＝ |B| ⇒ A と B は対等である． 

2. |A| ≦ |B| ⇒ A から B への単射写像が存在する． 

3. |A| ≧ |B| ⇒ A から B への全射写像が存在する． 

4. |A| ＝ |B| のとき，A から B への単射写像は全単射写像である． 

系 有限集合 A とその真部分集合 B が対等になることはない． 

このことは無限集合については成立しない．たとえば，A を自然数の集合とし，B = {2, 

3, 4, ...,} とすると全単射写像 j → j - 1 が存在するので，A と B は対等である． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内積　

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索

数学において、内積（ないせき、inner product）とは、ベクトル空間上で定義される非退化

（かつ正定値の）対称双線型形式あるいはエルミート双線型形式のことである。2 つのベ

クトルに対してある数（スカラー）を定める演算であるためスカラー積（スカラーせき 、

scalar product）ともいう。

デカルト平面または 3      次元  空間における幾何ベクトルの内積（点乗積）についてはドット

積を参照。

目次

[非表示]

• 1     定義   

• 2     内積の幾何学性   

• 3     種々の内積   

• 4     一般化   

o 4.1     正則対称双一次形式  

• 5     関連項目   

定義

体 K を実数体 R または複素数体 C （あるいは四元数体 H）とする。K 上のベクトル空間

V に対して、内積とは以下の性質を満たす 2 変数の関数 <·, ·>: V × V → K のことで

ある：
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1. V の任意の元 x に対して、<x, x> は非負の実数で、<x, x> = 0 ⇔ x = 0 。 

2. 任意のスカラー α, β ∈ K と V の任意のベクトル x1, x2, y に対して、 

o <αx1 + βx2, y> = α<x1, y> + β<x2, y> 。 

3. <x, y> = < y, x> 

性質 1 の前半を正値性あるいは正定値性といい、後半を正則性という。性質 2 は内積が第

一の変数について線型であるということである。性質 3 は対称性といわれ、これと性質 2 

から、内積は第二の変数についても線型となることがわかる（つまり内積は双線型写像で

ある）。

係数体が複素数体 C （あるいは四元数体 H）であるとき、性質 3 の代わりに

• エルミート対称性: <x, y> = < y, x>* （ "*" は複素共役（あるいは四元数の共

役）） 

を満たすなら、エルミート内積（あるいは四元数のエルミート内積）という。エルミート内

積を単に内積と呼ぶことも多い。

内積の幾何学性

1 つのベクトル空間に定義される内積は 1 つとは限らない。また、ある内積 <·, ·> に対

して

と定めると、1 つのノルム ||·|| が定義できる（これを内積 <·, ·> が定めるノルムと呼

ぶ）。この意味で内積はベクトル空間に計量 (metric) を定めるという。すなわち、ここで

いうノルムとは与えられた内積ではかった "ベクトルの大きさ" であり、

とおくことで、二つのベクトルのなす角が定められる（コーシー・シュワルツの不等式を

参照）。このように、内積はベクトル空間の代数的な性質と幾何的な性質の橋渡しをするも

のである。計量ベクトル空間の項を参照されたい。
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種々の内積 

実 n-次元数ベクトル空間 において、任意の二元 x = (x1, x2, ..., xn), y = (y1, y2,

..., yn) に対し、

（右肩の T は行列の転置をとる意で、中辺は行列としての積）とすると、この <·, ·> は

（正定値な）内積の性質を満たす。これを、Rn の標準内積と呼ぶ。また、n 次の（正定値）対

称行列 A を用いて

とおくと、これも（正定値）内積の性質を満たす。

n 次対称行列の空間 について、X, Y ∈ Sn×n に対して

と取ると、これは内積を与える。

Ω をユークリッド空間の開集合とする。Ω 上の二乗可積分な関数全体の成す集合を関数

が至る所等しい（測度零の集合上でとる値を除いて等しい）という関係で割って得られる

空間 L  2  (Ω)   には、二乗可積分関数 f, g について

と置いて、内積が定まる。より一般に、(Ω, F, μ) を測度空間とすると、L2(Ω, μ) の 2 

元 f, g について

と置いたものは内積の性質を満たす。
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一般化

正則対称双一次形式 [編集]

一般の体 K 上のベクトル空間 V に対し、V 上の対称双一次形式、対称双線型形式あるいは

内積とは、次の性質を満たす二変数の写像 f: V × V → K のことである:

1. 双線型性: f(x + y, z) = f(x, z) + f(y, z), f(x, y + z) = f(x, y) + f(x, 

z), f(cx, y) = f(x, cy) = cf(x, y) 

2. 対称性: f(x, y) = f(y, x) 

for all x, y, z ∈ V, c ∈ K 。ただし、内積と呼ぶときは、多くの場合さらに

• 非退化性: [f(x, β) = 0 for all β ∈ V ⇔ x = 0] かつ [f(α, y) = 0 for 

all α ∈ V ⇔ y = 0]。 

が仮定されている。すなわち、非退化双線型形式のことを内積と呼ぶのである。

非退化性は正則性とも呼ばれ、非退化な内積であることを強調して、非退化内積あるいは正

則内積という場合が稀にある。ただし、普通は "内積の非退化性" というときは、双線型形

式としての非退化性の話である。

今述べた意味での内積は、f の像 Im f ⊂K が順序体であって、次の条件

• 正値性: f(x, x) ≥ 0 (for all x ∈ V) 

をみたすとき、正値あるい正定値（正確には半正値あるいは半正定値）であるといい、正値

あるいは正定値である内積のことを正値内積あるいは正定値内積という。

冒頭で述べた意味での内積は、今述べた意味での（非退化な）正値内積になっている。また

複素ベクトル空間（あるいは四元数上のベクトル空間）では、双一次形式をエルミート双

一次形式（あるいは四元数のエルミート形式）にとりかえてエルミート内積に到達する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

§2.　ベクトルの内積

図形問題を考えるにあたって，「位置ベクトル」が非常に重要だったことは§1で学んだ。
この位置ベクトルの他に，高校で学ぶベクトルではもうひとつ重要な考え方がある。そ
れが「ベクトルの内積」とよばれるものである。

この節ではベクトルの内積とはどういうもので，実際どのように活用できるかに
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ついて学ぶ。式だけおぼえるのではなく，しっかりと理解しておこう。

予備

1.　ベクトルの内積

ベクトルの内積とは，図形の長さや角をベクトルで表現するためのものとして考えれば

よい。定義は次の通りである。

2つのベクトル a
r
，b

r
の始点をあわせたときにできる角θを， a

r
，b

r
のなす角という。

（ただし 0 180θ° °≦ ≦ で考える）

このとき，

cosa b a b θ⋅ =
r r r r

を a
r
，b

r
の内積と定義する。

（ a
r
またはb

r
が 0

r
に等しいときは、なす角は定義しないが，内積は 0と考える。）

この内積は， 1 2( )a a a=
r

， ， 1 2( )b b b=
r

， と成分表示されたときは，

1 1 2 2a b a b a b⋅ = +
r r

と計算できる。これらは余弦定理を通して結びつく。

実は、あとで述べるように，余弦定理は

　　　

2 2 2

2a b a b a b− = + − ⋅
r r r r r r

と書けるので，これより a b⋅
r r

を成分計算すれば出てくる。（各自で証明してみよう。）

内積には次のような性質がある。
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a
r

b
r

θ



( ) , )

( ) ( ) ( )

a b b a

a b c a b a c a b c a c b c

ma b a mb m a b

⋅ = ⋅

⋅ + = ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

⋅ = ⋅ = ⋅

r r r r

r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r
      (

つまり，普通の文字式と同様の計算ができるのである。

（注） ベクトルの内積は普通の意味の積とは違う。ふつうの積はかけ算した結果がまた

同種のものになる。

しかし，2つのベクトルの内積は，ベクトルではなく，“数”となることに注意

しよう！

垂直（直交）条件

0
r
でない 2つのベクトル a

r
， b

r
のなす角が 90°のとき， a b

r r
， は垂直である（直交する）

という。それは内積によって， 0a b⋅ =
r r

と表現することができる。

　ベクトルの問題，図形の問題を解くにあたって，『垂直，直交』という考え方が必要なと

きは，ベクトルの内積を計算すると考えやすいことがわかるであろう。

2.　なす角を求める

内積の定義式より

cos
a b

a b
θ ⋅=

r r

r r

（なす角（の余弦）のベクトルによる表現）であるから，

a
r

，
b
r

， a b⋅
r r

の値がわかっていれば，逆に，なす角を求めることが可能になる。

　つまり，角度の情報を求めたいのであれば， a b⋅
r r

を利用するのも一つの手である。

図形問題において a
r
， b

r
のなす角を考えるときは，

a
r

，
b
r

， a b⋅
r r

の値がわかるかどうか
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を一度考えてみるとよい。

3.　長さを求める

内積の定義からすぐに

2

a a a= ×
r r r

（長さのベクトルによる表現） が得られる

（なす角0° ゆえ）。実はさらに，1次独立な 2つのベクトル a
r
，b

r
について

　

2

a a a × = ÷ 

r r r
 

2

b b b × = ÷ 

r r r
 

a b⋅
r r

の値さえわかっていれば， x ka lb= +
r r r

と表される平面上の任意のベクトルの長さは，

( ) ( )2

2 2

2 2
2 2

2

2

ka lb ka lb ka lb

k a a kla b l b b

k a kla b l b

+ = + × +

= × + × + ×

= + × +

r r r r r r

r r r r r r

r r r r

から求めることができる。

（注）

2 2 2
2 22k a l b k a kl a b l b+ ≠ + +

r r r r r r

であることに注意しよう。

（注）上の特別な場合である 

2 2 2

2a b a b a b− = + − ×
r r r r r r

 は余弦定理とみることができる。

ベクトルにおいては，余弦定理は機械的な計算で得られるものになってしまうの

である。

この余弦定理からの副産物として，内積 a b⋅
r r

が（なす角を求めなくても） a
r
， b

r
の

つくる三角形の三辺の長さから求められることがわかるかな！？
　　（ぜひ考えてみよう）

4.　三角形の面積

左図において，△ABCの面積 Sは
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C

B

A
θ



( ) ( )2 21
S AB AC AB AC

2
= − ×

uuur uuur uuur uuur

である。

これは三角形の面積公式から求めることがで

きる。各自で証明してほしい。
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（例）右図の三角形 ABCについて，次の内積を求めよ。

(1) AB AC⋅
uuur uuur

(2) BA BC⋅
uuur uuur

(3) CB CA⋅
uuur uuur

(4) AB CB⋅
uuur uuur

＜解＞

(1)
AB AC AB AC cos BAC× = ∠
uuur uuur uuur uuur

8 4 cos60= × × °

16=

(2)
BA BC BA BC cos ABC× = ∠
uuur uuur uuur uuur

8 4 3 cos30= × × °

48=

(3)
CB CA CB CA cos ACB⋅ = ∠
uuur uuur uuur uuur

4 3 4 cos90= × × °

0=

(4) 右図のように始点を重ねるように

平行移動してからなす角を出す。

図より B C B 30′ ′∠ = ° （錯角）より

AB CB 8 4 3 cos30⋅ = × × °
uuur uuur

48=

（例）
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直角なら内積は

必ず 0 になる！

C

B
°30

°60B′

C′ A

CB

°60

°30

8

34

4

A

A

B

°60

°30 C

8 4



(1)
2a =

r

，
4b =

r

で， a
r
とb

r
のなす角が 60° のとき，内積 a b⋅

r r
を求めよ。

(2)
2a =

r

，
3b =

r

，
1a b+ =

r r

のとき， a b⋅
r r

および a
r
とb

r
のなす角を求めよ。

(3) ( 1 1)a = −
r

， ， ( 3 1 3 1)b = − +
r

， の内積 a b⋅
r r

を求めよ。

    また， a
r
とb

r
のなす角も求めよ。

＜解＞

（1）
cos60a b a b× = o

r r r r

1
2 4

2
= × ×

2 2=

（2）
1a b+ =

r r

の両辺を 2乗して
2

21a b+ =
r r

より
2 2

2 1a a b b+ × + =
r r r r

これに
2 3a b= =

r r
，

を代入して，

よって， 3a b⋅ = −
r r

また， a
r
とb

r
のなす角を qとすると，

cos 2 3 cos 3a b a b θ θ× = = × × = −
r r r r

より，

3
cos

2
θ = −

∴　 150θ = °

よってなす角は150°

（3）
( ) ( )( 1) 3 1 1 3 1 2a b× = − − + × + =

r r

また，
2 2( 1) 1 2a = − + =

r

，
2 2( 3 1) ( 3 1) 8 2 2b = − + + = =

r

より
2 1

cos
22 2 2

θ = =
⋅ なす角は 0 180θ° °≦ ≦ で考えるので， 60θ = °

（例） (2 1)a =
r

，- ， (4 2)b =
r

， がある。実数 tを変化させるとき， c a tb= +
r r r

の大きさの最

小値を求めよ。
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( ) 2
22 2 3 1a b+ × + =

r r



＜解＞

2

5a =
r

， 6a b× =
r r

，

2

20b =
r

なので，
2 2 2 2

2 2 22 5 2 6 20 20 12 5c a tb a ta b t b t t t t= + = + × + = + × + × = + +
r r r r r r r

これを平方完成すると，

2
3 16

20
10 5

t
 + +  

よって，

2

c
r

は

3

10
t = −

のとき最小値

16

5 をとる。ゆえに求める最小値は

4

5

（注）上では

2 2 2 2
22c a tb a ta b t b= + = + × +

r r r r r r r

とやったが， (2 4 1 2 )c t t= + − +
r

， と先に成分

計算してから

2

c
r

を調べてもよい。

例） 三角形 ABCの各頂点から対辺におろした 3つの垂線は 1点で交わることを証明せ

よ。

＜解＞

3点 A，B，Cの位置ベクトルをそれぞれ a b c
r r r
， ， とする。

また，右図のように垂線の足をD E F， ， とする。垂線 ADと BEとの交点を Pとし，その位置

ベクトルを p
ur

とすると，

AP BC 0⋅ =
uuur uuur

すなわち
( ) ( ) 0p a c b− ⋅ − =
ur r r r

……①

BP CA 0⋅ =
uuur uuur

すなわち
( ) ( ) 0p b a c− ⋅ − =
ur r r r

……②

が成り立つ。

証明すべきことは，直線 CPが ABと

直交することだから，CP AB 0⋅ =
uuur uuur

を示せばよい。実際，

( ) ( )CP AB p c b a⋅ = − ⋅ −
uuur uuur ur r r r

0p b p a b c a c= ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ =
ur r ur r r r r r

（∵①と②より）

となり証明完了。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三角関数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索

三角関数（さんかくかんすう、trigonometric function）とは、平面三角法において直角三

角形の角の大きさから辺の比を与える関数の族および、それらを拡張して得られる関数の

総称である。

概要 

∠C を直角とする直角三角形 △ABC

直角三角形は 1つの角が直角であり、三角形の内角の和は 180度であることから他の 1つの

角の大きさが定まれば、角の大きさが 3つとも決まり三角形の 3辺の比も決まる。ゆえに角

の大きさを与えることで、辺同士の比を返すような関数を考えることができる。

∠C を直角とする直角三角形 △ABC において ∠A = θ を与えれば、 3辺の比 AB : BC :

CA が定まることから、h = AB, a = BC, b = CA とおくと、
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という 6つの値が定まる。それぞれ正弦（サイン/sine）・余弦（コサイン/cosine）・正接

（タンジェント/tangent）・余接（コタンジェント/cotangent）・正割（セカン

ト/secant）・余割（コセカント/cosecant）と呼ばれ、まとめて三角比と呼ばれる。余弦と

は、余りの角、すなわちその角と直角以外の角の正弦を意味する。三角比は平面三角法に用

いられ、巨大なものの大きさや遠方までの距離を計算する際の便利な道具となる。角度 θ 

の単位は普通、度かラジアンである。

θを単なる直角三角形の内角としてではなく、平面座標系上の任意の角として与えて、三角

比の性質を研究することもできる。三角比の定義を一般化し、純粋に関数としての性質に注

目したとき、これらを三角関数と呼ぶ。三角関数を円関数と呼ぶこともある。

三角関数の sinと cosの間には、ピタゴラスの定理から、

sin2θ + cos2θ = 1

の関係式が成り立つ。（なお、sin2 θ とは、(sin θ)2 のことである。）

また、後述する三角関数の加法定理及び派生公式を用いれば、任意の角度についてその値を

近似計算することができる。

三角関数は、指数関数とともに初等関数の一種である。また
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という微分方程式の解でもある。

定義 

点 Oを中心とする単位円上での全ての三角関数の定義。

2次元ユークリッド空間 R2 における単位円 x2 + y2 = 1 上で、点 (1,0) から正の向きに

回転する動点 P = (x,y) に対して、動点と原点を結ぶ線分が x 軸の正方向と成す角を t 

として、

と定義する（ただし、tは反時計回りの向きを正として測る）。上から正弦関数（sine; サ

イン）・余弦関数（cosine; コサイン）・正接関数（tangent; タンジェント）と呼び、こ

れらを総称して三角関数と呼ぶ。さらにその逆数、

を、上から余割関数（cosecant; コセカント）・正割関数（secant; セカント）・余接関

数（cotangent; コタンジェント）と呼び、これらを総称して割三角関数（かつさんかくか
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んすう）と呼ぶ。また、割三角関数を含めて三角関数と呼ぶこともある。cosec は長いので 

csc と書くこともある。

周期性

sin x と cos x のグラフ。周期性が確認できる

単位円上を往く動点 P は 2π の行程を隔てれば、単位円を一周する。従って、任意の行程 

t は、

と表現することができる。この時、θ を偏角、t を一般角と言う。偏角でも一般角でも、最終

到達点の座標は一致するわけであるから、

sin(θ+2πn) = sinθ

が成り立つ（他の三角関数でも同様）。このことから、三角関数は周期関数となる。

歴史

一定の半径の円における中心角に対する弦と弧の長さの関係は天文学の要請によって古代

から研究されてきた。

古代ギリシャにおいて、円と球に基づく宇宙観に則った天文学研究から、ヒッパルコスによ

り一定の半径の円における中心角に対する弦の長さが表にまとめられたもの（正弦表）が

作られた。プトレマイオスの『アルマゲスト』にも正弦表が記載されている。

正弦表は後にインドに伝わり、弦の長さは半分でよいという考えから 5      世紀  ごろには半弦 

ardha-jiva （つまり現在の sine の意味の正弦）の長さをより精確にまとめたものが作
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成された（『アールヤバタ』）。ardha は"半分" jiva は"弦"の意味で、当時のインドではこ

の半弦（現在の sine の意味の正弦）は単に jiva と略された。また、弦の長さを半分にし

て直角三角形を当てはめたことから派生して余角 (complementary angle) の考えが生ま

れ、“余角 (co-angle) の正弦 (sine)”という考えから余弦 (cosine) の考えが生まれた

余弦の値もこのころに詳しく調べられている。

（*co- は complementary の略で、補完的･補足的という意味の接頭語として用いる）

8      世紀  ごろアラビアへ伝わったときに jaib（入り江）と変化して、一説では 12世紀にチェ

スターのロバートがラテン語に翻訳した際、正弦を sinus rectus と意訳し（sinusはラテ

ン語で「湾」のこと）、現在の sine になったという。

また、10世紀の数学者アル・バッターニが正弦法の導入、コタンジェント表の計算、球面三

角法（球面幾何学）の定理を提唱した。

円や弦といった概念からは独立に、三角比を辺の比として角と長さの関係と捉えたのは 16

世紀ドイツのラエティクスであると言われる。余弦を co-sine とよんだり、sin, cos とい

う記号が使われるようになったりしたのは 17      世紀  になってからであり、それが定着するの

は 18      世紀  オイラー  のころである。一般角に対する三角関数を定義したのはオイラーである

三角関数の相互関係 

単位円上の動点の座標によって定まる関数であることから、三角関数の間に成り立ついく

つかの相互関係を導くことができる。

基本相互関係 

全てピタゴラスの定理により証明される。 

• sin2 t + cos2 t = 1. 

• sec2 t − tan2 t = (1-sin2 t) /cos2 t = 1. 

• cosec2 t − cot2 t = (1-cos2 t) /sin2 t = 1. 

負角・余角・補角公式 

• sin(−t) = −sin t. 

• cos(−t) = cos t. 

•
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•

• sin(t + π) = −sin t. 

• cos(t + π) = −cos t. 

三角関数の加法定理 

•

•

•

•

•

•

加法定理の導出 

多くの導き方がある

• 例 1 xy平面上で原点を Oとし、

点 A,Bをそれぞれ A(cos(-α),sin(-α)),B(cosβ,sinβ)とすると、

線分 ABの長さの 2乗は

(cos(-α)-cosβ)2+(sin(-α)-sinβ)2

=2-2(cosαcosβ-sinαsinβ)

となるが、A,Bを原点 O中心に+α回転させると

A'(1,0),B'(cos(α＋β),sin(α+β))に移るので 線分 A'B'の長さの 2乗は

(cos(α+β)-1)2+(sin(α+β))2

=2-2cos(α+β)

となる。

点 A',B'は点 A,Bをそれぞれ回転させただけなので線分の長さ A'B'と ABは等しい。

よって

2-2(cosαcosβ-sinαsinβ)=2-2cos(α+β)

したがって

cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ･･･(i)
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となる。

(i)をβ→-βとすれば cos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ･･･(ii)

(i)をα→π/2-αとすれば sin(α-β)=sinαcosβ-cosαsinβ･･･(iii)

(iii)をβ→-βとすれば sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ

を得る。 

• 例 2

オイラーの公式から、 

として実部と虚部を比較すると sin, cos の加法公式を得る。また、

において分母と分子を で割ると tan の加法公式が得られる。

なお、当然のことながら、ここで述べた導出法はオイラーの公式を既知とするように三角関

数の導入（たとえば三角関数をべき級数として定義）を行っていなければ通用しない。

派生公式

加法定理から導かれる種々の有用な公式がある。

二倍角公式 

• sin 2α　= 2 sin α cos α. 

• cos 2α = cos2 α − sin2 α = 2 cos2 α − 1 = 1 − 2 sin2 α. 

•

三倍角公式 

• sin 3α　= 3sin α − 4sin3 α. 

• cos 3α = 4cos3 α − 3cos α. 

•
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半角公式 

•

•

•

三分角公式 

•

•

和積公式 

•

•

•

•

積和公式 

•

•

•
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•

合成公式 

•

ただし、  . 

•

ただし、  . 

三角関数の微分法

•

•

•

三角関数の微分では、次の極限
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の成立が基本的である。このとき、sin x の導関数が cos x であることは加法定理から従

う。さらに余角公式 cos x = sin(x + π/2) から cos x の導関数は sin(x + π) = −sin

x である。即ち、sin x は微分方程式 d2y/dx2 + y = 0 の特殊解である。また、他の三角関数

の導関数も、上の事実から簡単に導ける。

級数展開 

三角関数は以下のようにテイラー級数に展開される。

無限乗積展開

三角関数は以下のように無限乗積に展開される。（→証明）

部分分数展開

三角関数は以下のように部分分数に展開される。（→証明）

308

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%88%86%E5%88%86%E6%95%B0%E5%B1%95%E9%96%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E5%88%86%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E7%84%A1%E9%99%90%E4%B9%97%E7%A9%8D%E5%B1%95%E9%96%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%99%90%E4%B9%97%E7%A9%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%B4%9A%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8E%E9%96%A2%E6%95%B0


逆三角関数

三角関数の逆関数を逆三角関数（ぎゃくさんかくかんすう、inverse trigonometric 

function）とよぶ。逆三角関数は逆関数の記法に則り、元の関数の記号に −1 を（通常は右

肩に）付して表す。たとえば逆正弦関数（ぎゃくせいげんかんすう、inverse sine; インバ

ース・サイン）は sin−1 x などと表す。

である。逆関数は逆数をとるものではなく

とは異なるので注意したい。逆数との混乱を避けるために、逆正弦関数 sin−1 x を arcsin 

x と書く流儀もある。一般に周期関数の逆関数は多価関数になるので、通常は逆三角関数を

一価連続なる枝に制限して考えることが多い。たとえば、便宜的に主値と呼ばれる枝を
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のように選ぶことが多い。またこのとき、制限があることを強調するために、Sin−1 x, 

ArcSin x のように頭文字を大文字にした表記がよく用いられる。

複素関数への拡張

三角関数の微分に関する性質から、cos x, sin x をテイラー展開することにより、かの有

名なオイラーの公式 exp(ix) = cos x + isin x が導かれる。これより、2つの等式、

exp(ix) = cos x + i sin x

exp(−ix) = cos x − i sin x

が得られるから、これを連立させて解くことにより、正弦関数・余弦関数の初等関数として

の表現が可能となる。即ち、

この事実を用いて三角関数の定義域を複素数全体に拡張することができる。まず、

である。ここで cosh x , sinh x は双曲線関数を指す。この等式は三角関数と双曲線関数

の関係式と捉えることもできる。任意の複素数 z は z = x+iy (x,y∈R) と表現できるか

ら、加法定理より

cos z = cos(x+iy) = cos x cosh y − i sin x sinh y,

sin z = sin(x+iy) = sin x cosh y + i cos x sinh y

が成り立つ。これこそが正弦関数・余弦関数の定義域を複素数全体に拡張した物である。他

の三角関数も正弦関数と余弦関数の四則演算によって定義できるから、結局全ての三角関

数は定義域を複素数全体に拡張できることがわかる。

310

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E9%96%A2%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E7%AD%89%E9%96%A2%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%BC%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%B1%95%E9%96%8B


cos(x+iy)の実部のグ

ラフ

cos(x+iy)の虚部のグ

ラフ

sin(x+iy)の実部のグ

ラフ sin(x+iy)の虚部のグ

ラフ

球面三角法 

球面の三角形 ABCの内角を a,b,c, 各頂点の対辺に関する球の中心角をα,β,γとする

とき、次のような関係が成立する。余弦公式や正弦余弦公式は式の対称性により各記号を入

れ替えたものも成立する。

• 正弦公式: sin a : sin b : sin c = sin α : sin β : sin γ 

• 余弦公式: cos a = - cos b cos c + sin b sin c cos α 

• 余弦公式: cos α = cos β cos γ + sin β sin γ cos a 

• 正弦余弦公式: sin a cos β = cos b sin c − sin b cos c cos α 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指数関数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索

底が e である指数関数（グラフの 1マスは 1）

指数関数（しすうかんすう, exponential function）とは、冪乗における指数を変数とし

て、その定義域を主に実数の全体へ拡張して定義される初等超越関数の一種で、対数関数の

逆関数である。
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定義

正の実数 a を底とする指数関数 は、次の公理から一意に定まる関数として定義される。

• は、R から (0, ∞) への連続関数 

•

•

指数関数の値 ap において、指数 p が自然数（あるいは有理数）であるとき、これは a の

冪乗に一致する。冪乗を適当な方法を用いて拡張することにより、指数関数を定義すること

も可能である。

微分 

底がネイピア数 e である指数関数 ex の導関数は、ex 自身となる。ex を exp x と書いたり

もする。任意の指数関数 ax は自然対数 ln を用いて、exp(ln(a)x) と表現できる。したがっ

て、一般の指数関数 ax の導関数は (ln a)ax となる。

exp(x) は、微分方程式 dy/dx = y の特殊解に他ならない。これは逆に、微分方程式 dy/dx 

= y の y(0) = 1 を満たす初期値問題の解として指数関数を定義することができることを

も意味している。

解析学の分野では、指数関数といえば、主に底がネイピア数であるもののみを指す。

一般化 

複素変数への拡張 

exp x の微分性質より、これをマクローリン展開すると、
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となることから、定義域を、任意の実数から、複素数全体へと拡張することが出来る。 

exp(ix) を、cis x と書き、複素指数関数と呼ぶ。ここで i は虚数単位である。 exp x のマ

クローリン展開より、

と書けるが、右辺の第 1 項は cos x のマクローリン展開、第 2 項は sin x のマクローリ

ン展開に i を乗じたものに他ならない。即ち、cis x = cos x + isin x。複素指数関数は、

三角関数に関する和として表現できるのである。 任意の複素数 z は、z = x+iy (x,y∈R) 

と表現できるから、

これこそが、指数関数の定義域を複素数全体に拡張したものである。この逆関数として、複

素変数の対数関数を定義することもできる。こうして定義される対数関数 ln z は

として定義される複素関数 ln z と一致する。

一般の複素数 α を底とし、複素変数 z を指数とする指数関数は、複素変数の対数関数 ln

z に対して、ln α が定義される限りにおいて

とおくことにより定義することができる。これは ln z の多価性により一般には多価関数

となる。ただし、ez については exp(x ln e) のこととは解さず、ez = exp(z) と理解するの

が一般的であるようである。

複素変数への拡張は他にも方法があり、マクローリン展開を用いずに微分の自己再帰性と

初期条件だけを与えた正則関数を考えても同じ結論を得る事ができる。
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exp(x+iy)の

実数部のグラフ

（なお、グラフ中の「re」は実部、「im」は虚部を

意味する。）

exp(x+iy)の

虚数部のグラフ

（なお、グラフ中の「re」は実部、「im」は虚部を

意味する。）

行列の指数関数 

上記のテイラー展開の x に任意の正方行列 X を代入することにより、行列の指数関数 

exp X が定義される。

とくに、X が n 次実一般線型群 GL(n, R) のリー環 gl(n, R) すなわち n 次の実正方行

列全体を亘るとすれば、この指数関数 exp: gl(n, R) → GL(n, R) はリー環からリー群へ

の指数写像の一つの例を与える。

二重指数関数 

Double exponential function。2種類の定義がある。

1. 2つの指数関数の項からなる関数。f(x) = exp(ax) − exp(bx)など。 

2. の形で表現される関数。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

§４ 指数関数と対数関数

　

４.指数関数とそのグラフ 

　前の章では，指数を実数まで拡張しました。ここでは，その関係をグラフにします。関数

y=ax において，ａ を 底 とする 指数関数といって，今後，ａ＞

０，ａ≠１ と約束しておきます。

　

　では，具体的に，２を底とする指数関数 y=2x のグラフを書くことにしましょう。指数関

ｙ＝２ xのグラフ

指数関数を書こう
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数に限らず，一般にグラフを描くには，基本的に，適当に定義域(ｘの変化する範囲)を決

め，その範囲に対する値域(ｙの変化する範囲)を記入していけば簡単に描くことが可能で

す。

　

　それでは，描くことにしましょう。

　

　step1.まず，ｘ に適当な(原点付近の)整数値(-3～3)を代入し，その点を，プロットし

ます。

　step2.次に，それらの点をなめらかにつないでいきます。

　右上に，そのグラフの手順が示され，その下では，実際にグラフが書き込めるようにな

っています。この書き方は，指数関数に限らず，あらゆるグラフ作成において，基本とな

る手順なので，しっかり覚えておいて下さい。

　｢指数関数を書こう｣では，自分でグラフを書いて下さい。書き方は，チョークボタンを

押し，マウスをドラッグすることにより描くことができます。また，消去したいときは，

黒板消しを押しマウスをドラッグして下さい。実際の，グラフを見たいときは，したのボ

タンを押すことにより見ることが可能です。

　

　右上の「指数関数を書こう」でも分かるように，指数関数には次のような性質があります。

≪指数関数 y=ax の性質≫
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性質１　定義域(xのとりうる範囲)は実数全体，値域(yのとりうる範囲)は，正の

実数全体。

　

性質２　１＜ａ のとき，単調に増加する。つまり，

0＜ａ のとき，単調に減少する。つまり，

性質３　指数関数 y=ax のグラフは，点(0,1)を通り，x 軸はその漸近線(その直線

に限りなく近づいていくが，決して交わることがない直線のことで，｢ぜんきんせ

ん｣と呼びます！)である。

　以上が，指数関数のグラフの特徴です。次に，これらのことを用いて，応用問題にチャ

レンジしてみます。今のうちに，もう一度見直しておくことにしましょう。

　では，まず，y=ax のグラフの値域が正である性質，つまり，性質 1を利用する例題に挑

戦してみましょう。

例題１　次の方程式を解け。(次のような方程式を指数方程式と呼びます。)

[解答]性質 1利用します。

(1)　関数 y=3x は，右の図のように，すべての実数 x について，

値域は y>0 となります。このことに注意し，t=3x とおくと，与

式は，
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　このことより，t=-1,9 となります。ところが，t>0 なので，t=9 となり，よって，3x=32

．ゆえに，x=2 となります。

　

(2)　(1)と同様に考えます。t=2x とおきます。すると与式は，

　このことより，t=1,4 となります。このとき，ともに，t>0 を満たすので，t=1,4.よっ

て，2x=1 のとき，x=0，また 2x=4 のとき x=2 となります。

練習問題１　次の方程式を解け。

　次に，単調に増加･減少するという性質２を，不等式へ利用してみることにしましょう。

例題２　次の不等式を解け。(次のような不等式を指数不等式と呼びます。)

[解答]
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(1)　関数 y=2x を考えます。この関数のグラフは，左図のように

なります。また，  であることに注意すると，

2x > 2-3 

であり，単調に増加する関数なので，指数に着目すると，x > -3 となります。

　

(2)　関数 y=5x を考えます。この関数のグラフは，左図のように

なります。また，  であることに注意すると，

52x > 5-3 

であり，単調に増加する関数なので，指数に着目すると，2x > -3 となります。つまり，x

> -1.5 となります。

　

(3)　関数 を考えます。この関数のグラフは，左図の

ようになります。また，  であることに注意

すると,
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≧ 21.5

であり，単調に減少する関数なので，指数に着目すると，x ≦ -1.5 となります。

　

　(3)が少しややこしいですが,不等号の向きに注意して,よく考えてみて下さい。

練習問題２　次の不等式を解け。

　

　最後に大きさ比べを紹介しておきます。どの値が大きか，調べることにしましょう。もう

少しですから，続けて行ないましょう。がんばって！！。

例題３　次の各組の数の大小を調べよ。

[解答](1)　まず，それぞれの数を指数の形で表すと，  となります。

関数 y=2x を考えますと，これは，単調な増加関数なので，指数が大きくなればなるほど，

y の値は増加します。したがって，指数の大きさを比較しますと，  と

なるので，  となります。

(2)　(1)同様に，それぞれの数を指数の形で表すと，  となります。この

ようなとき，底が異なりますから，簡単に比較することができません。したがって，この

ようなとき，指数の分数の分母をなくすため，各数を 6乗してやります。すると，
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 となります。つまり，23, 32, 6 となり，比較することが可

能になります(6乗というのは，指数の分数の分母の最小公倍数となっているのです)。つま

り，6<8<9 となるので，  となります。

　では，このことに関する練習問題で締めくくることにしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対数関数（たいすうかんすう） 

[ 日本大百科全書（小学館） ]  

（全      1      件）  

変数ｘにその対数の値を対応させる関数のこと。ａ(a＞0,a≠1)を底とする対数関数を y=logax で表す。

y=logax とは x=ay のことだから、対数関数は指数関数の逆関数である。y=logax のグラフは、y=ax のグラフ

を、直線 y=x を軸として折り返せば得られる。logax は、すべての正の実数ｘについて定義された関数で、

loga1=0 である。a＞1 のときは増加関数で、

0＜a＜1 のときは減少関数で、

対数関数について、次の公式が成り立つ。

　logaxy=logax+logay
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　logaxk=klogax

　logab・logbc=logac

a=10、すなわち１０を底とする対数を常用対数という。対数の底として１０を使うのはわれわれが十進（じっ

しん）記数法を採用していることによる便宜的なものであり、数学的な根拠があるわけではない。数学では、

数ｅを用いるのが普通である。とくに微分積分法との関連においては、諸公式を簡明にするので自然であ

る。すなわち、

となる。ｅを底とする対数を自然対数といい、数学では、単に logx と書けば、ｅを底とする対数を意味する。

これを、自然対数をラテン語で書いた logarithmus naturalis を略した形で log nat、あるいは ln と書くこと

もある。たとえば ln(1+x)は loge(1+x)を意味する。

対数関数の値を計算するとき、次の展開式を利用する。

たとえば log2 は第二の式で x=1/3 とすれば求められる。
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常用対数は、スコットランドのネーピアによって 1615 年ころにみいだされ、その後イングランドのブリッグズに

よって改良され、一般に用いられるようになった。ケプラーはネーピアからの知らせに驚喜してこれを活用し、

有名なケプラーの法則の発見に至る計算をしたという。一方、

という関係は、1650 年ころ、ベルギーのサン・バンサン Gregorius Saint Vincent（1584―1667）によってそ

の端緒が得られ、17 世紀を通じて、だいたい確立された。 

［ 執筆者：竹之内脩 ］

対数関数〔グラフ〕

カテゴリ一覧：

• 自然科学   > 数学 > 解析学 

関

連情報

マ

ルチメディアデータ

画像部分をクリックすると、画像は拡大ページ、動画と音声は再生ページが別ウィンドウで開きます。
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1.

対数関数〔グラフ〕

対数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索

対数（たいすう、英語: logarithm）とは、任意の数 x を a を底とする指数関数により x 

= ap と表したきの冪指数 p の事である。 p = loga(x) と書いて a を底とする x の対数

という。

いくつかの対数関数のグラフ。緑は常用対数、赤は自然対数、紫は底が 1.7 の対数に対応す

る。全て点 (1,0) を通り、y 軸を漸近線に持つ。
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概要

対数の概念は、16      世紀  末にヨスト・ビュルギ（1588      年  ）やジョン・ネイピア（1594      年  ）に

よって考案され、便利な計算法として広まった。実際、多くの対数の近似値を表にした対数

表を用いることにより、積の計算を、より簡単な和の計算に置き換えることができる。この

方法では近似値の計算になるが、実用上はそれで十分である場合が多い。

2つの正の実数 x, y の積を求めたいとする。別の正の数 a ≠ 1 に対して、

x = ap 

y = aq 

とおくと、指数法則

apaq = ap + q 

が成り立つことより、以下の手順によって積 xy を求めることができる。

1. 対数表を用いて x を p に、y を q に変換する。 

2. 和 p + q を計算する。 
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3. 逆対数表を用いて（あるいは対数表から逆に読み取って）p + q の結果を ap+q に

変換する。 

4. これが求める積 xy である。 

この計算で用いる p を p = loga(x) と書き a を底（てい）とする x の 対数という。対

数 p において x を真数（しんすう）という。

q も a を底とする y の対数であり q = loga(y) と書く。

特に x や y の桁数が大きい場合、計算機がなかった時代において非常に便利な計算方法

であった。ネイピアは、20年かけて対数表を作成し 1614      年  に発表した。 対数の値を長さに

換算した目盛りを持つ物差しを使用して、以上の計算手順を簡単に行えるようにしたもの

が対数計算尺である。

対数は煩雑な計算にかける労力を大幅に減らし、ヨハネス・ケプラーによる天体の軌道計

算をはじめとして、その後の科学の急激な発展を支えた。関数電卓やパソコンなどが広く使

われる現代においても、厳密な値を必要としない有効数字による計算をする際には便利な

方法である。

対数表の近似精度を高めることはネイピア以降もしばしば行われ、産業政策にも利用され

た。1790年にフランスで ガスパール・ド・プロニー が失業中の理髪師たちを集めて雇用

し計算させたのをはじめに、チャールズ・バベッジの階差機関への挑戦（1827年）や 20世

紀初頭アメリカ・ニューディール政策における公共事業促進局の実施する対数表プロジェ

クト (Mathematical Tables Project) において精度向上の試みが行われた。

指数関数的に変化する量を対数に変換してみると線型性などの綺麗な性質が浮かび上がっ

たり、双曲線の面積を求める時などに用いる積分 ∫ x−1 dx に現れたりするなど対数は簡

便な計算法以上の意味を持つことも多く、いろいろな場面で現れ、詳しく研究されてきた関

数の一つでもある。

定義 

一般には複素数で定義されるが、その解説は自然対数の項目にゆずる。

指数関数を用いた定義

正の実数 a ≠ 1 をとると、 任意の正の実数 xに対し
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を満たす 実数 p が唯一つ定まる。この p を

と書き、p のことを a を底（てい、base）とする x の対数という。このとき x のことを真

数（しんすう、anti-logarithm）という。この対数の定義は、オイラーによる。（1728      年  ）

演算法則からの定義 

正の実数 a ≠ 1 をとる。正の実数 x を変数にとる実数値連続関数 f(x)が

を満たすとき

と書き、f(x) のことを a を底とする対数関数という。

特殊な底 

1 以外の正の実数であれば底に何を用いてもよいが、分野によって慣例的によく用いられ

る底があり、底が省略されることも多い。

のように底が省略されている場合は、前後の文脈や扱われている分野によって底が何か判

断される。

底を a = 10 とした対数は常用対数 (common logarithm) あるいはブリッグスの対数 

(Briggsian logarithms) と呼ばれ、実験などの測定値に用いることが多い。他の対数と区

別するために "Log" などのように大文字を用いることがある。ヘンリー・ブリッグス 

(en) は、1617      年  に 1000 未満の整数について 8桁、1624      年  には 1～2万と 9万～10万の整数

についての 14桁の常用対数表を出版した。
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底を a = e（ネイピア数） とした対数を自然対数 (natural logarithm) あるいはネイピ

アの対数 (Napierian logarithm) という。名前に用いられているもののジョン・ネイピア

自身とは関係ない。微積分などの計算が簡単になるため、数学などの理論分野で用いられる

ことが多い。他の対数と区別するために "ln" という記号を用いることがある。

底を a = 2 とした対数 (binary logarithm) は、情報理論の分野で情報量などを表現する

のに用いられることが多い。他の対数と区別するために "lg" という記号を用いることが

ある。

古典的な定義

正の実数 x に対して

を満たす実数 p が唯一つ定まる。この p のことを ネイピアの対数 (Napierian 

logarithm) という。ネイピアは、1594年に対数の概念に到達し、この定義を用い 20年間計

算を続け 7桁の数の対数表を作成し 1614      年  に発表した。

正の実数 x に対して

を満たす実数 p が唯一つ定まる。この p のことをビュルギの対数という。ビュルギは、ネ

イピアよりも早い 1588年に対数の概念を発見したが、1620      年  まで公表しなかったため、対

数の発見者としてはネイピアが称えられることが多い。

余対数 

逆数の対数

を a を底とする 余対数（よたいすう、cologarithm）と呼ぶ。
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対数の性質 

a, b は 1 ではない正の実数、x, y は正の実数、p は実数、ln x は自然対数を表すとする。

基本的な演算 

定義により

真数の積は、対数の和に変換される。逆に（底が同じ）対数の和は、真数の積に変換される。

loga(xy) = logax + logay 

真数の指数は、対数の定数倍に変換される。

真数の逆数は、対数の符号を反転させる。

真数の商は、対数の差になる。逆に（底が同じ）対数の差は、真数の商に変換される。

底を a から b へ取り替えたいときは

より
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となる。これを底の変換という。正の実数 x が 1 でないならば、b = x とすることにより

底の逆数は、対数の符号を反転させる。

対数の値の大きさに関する性質

底の値によらず、真数が 1 のとき対数は 0 である。

1 < a の時、対数は狭義単調増加

0 < a < 1 の時、対数は狭義単調減少

対数の発散はとても緩やかであり p > 0 に対して
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解析学における公式

微分に関する公式

マクローリン展開

積分に関する公式（以下の不定積分において C は積分定数とする）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダフィット・ヒルベルト（David Hilbert, 

1862      年      1      月      23      日   - 1943      年      2      月      14      日  ）はドイツ人の数学者である。生まれたのは当時ドイ

ツ領だったケーニヒスベルク(現在はロシアのカリーニングラード)。ゲッティンゲン大学

の教授職を勤め、19世紀末から 20世紀初頭にかけての指導的な数学者となった。
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ダフィット・ヒルベルト

不変式論、抽象代数学、代数的整数論、積分方程式、幾何学の公理系の研究、一般相対性理論

など業績は非常に多岐にわたる。彼の公理論と数学の無矛盾性の証明に関する計画はヒル

ベルト・プログラムと呼ばれる。

彼は、1900      年  のパリにおける国際数学者会議において有名な「ヒルベルトの      23      の問題  」を発

表した。さまざまな数学者がこの問題に取り組んだことで、ヒルベルトの講演は 20世紀の数

学の方向性を形作るものになった。現在も未解決の問題もある（例えばリーマン仮説）。ま

た、代数幾何の基礎づけの問題のように、どのような解決をすればよいかの指針がないよう

なものもある。

その他、ヒルベルト空間、ヒルベルトの零点定理などに名前が残っている。

 交流関係

ケーニヒスベルグ大学に進学したヒルベルトは、ハインリッヒ・ウェーバー、フェルディナ

ンド・リンデマンから学んだ。特にウェーバーはドイツ数学の影響をヒルベルトに与えた。

また、同大学でヘルマン・ミンコフスキーとアドルフ・フルウィッツと知り合っている。特

にミンコフスキーは「最良にして本当の友人」であり、亡くなった際は哀しみに明け暮れた

という。また、彼は弟子の育成にも努め、マックス・デーン、エーリヒ・ヘッケ、ヘルマン・

ワイル、アッカーマン、ベルナイスなど著名な数学者を輩出することになった。日本人では

高木貞治がドイツ留学時代ヒルベルトの弟子であった。

・・・・・・・・・・・・・・

ヒルベルト空間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索
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ヒルベルト空間（ヒルベルトくうかん、Hilbert space）とは、完備な内積空間、すなわち、

内積の定義されたベクトル空間であって、その内積から導かれるノルム によって距離を入

れるとき(これによって、角度と距離が定義される)、距離空間として完備となるような位相

ベクトル空間のことである。フォン・ノイマンが命名した。一般に、ノルムに関して完備な

ベクトル空間のことをバナッハ空間といい、内積から導かれるノルムを持つバナッハ空間

のことをヒルベルト空間という。ヒルベルト空間について、シュワルツの不等式、三角不等

式、中線定理という三つの不等式が成り立つ。

ヒルベルト空間は、関数解析学において中心的な役割を果たしており、また、物理学、特に量

子力学の数学的基礎づけに深く関連している。量子力学における状態あるいは固有関数は

ヒルベルト空間上の正規化されたベクトルであるといえる。また、弱収束する部分列を取り

出すには、関数列の有界性だけで十分である（弱コンパクト性）。

目次

[非表示]

• 1     定義   

• 2     例   

o 2.1     ユークリッド空間   

o 2.2     数列空間   

o 2.3     ルベーグ空間   

• 3     歴史   

• 4     参考文献   

• 5     関連項目   

内積

内積 (·, ·)H をもつベクトル空間 H について、内積 (·, ·)H の引き起こすノルム || · |

|H;

が完備、すなわちノルム || · ||H が H に定める距離 d;

に関して H が完備であるならば、このようなベクトル空間 H をヒルベルト空間という。
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例 

ユークリッド空間 

標準内積を考えた n 次元ユークリッド空間 Rn （あるいは Cn）はヒルベルト空間である

（Rは実数体、Cは複素数体を表す）。

数列空間 

実数列 a = {ai}i=1∞ の内、

を満たすもの全体を l 2 で表す。a + b = {ai + bi}、αa = {αai}で、和とスカラー倍が定

義できるから、これはベクトル空間である。l 2 に、内積(a, b) を

で定めると、||a|| = (a, a)1/2 は完備なノルムになる。よって、l 2 はヒルベルト空間であ

る。 歴史的な経緯から、この l 2 のことを（狭義の）ヒルベルト空間とよぶことがある。

この例は、ヒルベルト空間はユークリッド空間の無限次元への自然な拡張になっているこ

とを示している。

上の実数列を複素数列にしても、内積をエルミート内積

とすることにより、同じようにしてヒルベルト空間の例が得られる。

（以下にもっと重要な例を書く）

ルベーグ空間 

ルベーグ二乗可積分関数の空間 L2 は内積

333

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E7%B4%A0%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E7%A9%BA%E9%96%93


に関してヒルベルト空間となる。

歴史 

ヒルベルト空間の概念は、ヒルベルトの第二種フレドホルム積分方程式の研究に由来する。

この積分方程式の解を求める問題はある無限連立一次方程式を解く問題へと捉え直された。

その解決のために、無限次元のユークリッド空間のような新たな空間が、最初のヒルベルト

空間として導入された。また、フレヒトとリースがルベーグ積分を使った関数空間がヒルベ

ルト空間と似たような幾何学的性質を持つことを示し、さらに、リースとフィッシャーがこ

の空間が完備でありヒルベルト空間と同型であることを証明した。

1930年代になると、フォン・ノイマンとマーシャル・ストーンの一連の研究によって、量子

力学の数学的基礎づけとしてヒルベルト空間が公理化され、ヒルベルト空間上の線形作用

素の理論が発展した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２１）統計学（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）

I. 序論：  統計学とは何か

  統計学においては、或る不確実な出来事 (affairs) に遭遇した時、それに関する数

量的データを集め、分析し、その出来事の実体を知る。「出来事の実体」を知るとは、

出来事の母集団(population) を量的に表した母集団パラメタ（母数； population

parameter) を知ることに外ならない。これを知るには、

  （１）記述統計学(descriptive statistics; Route 1）と

  （２）帰納統計学(inductive statistics; Route2）

              ＝統計的推論（statistical inference)がある。

の２方法（路）がある。

              Route 1    Route 2
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出発点}        母集団 Population

                  ｜       ｜

                  ｜       ↓--- Step 1（標本導出 Sampling)

                  ｜     標本 Incomplete Sample

                  ｜       ｜

        (記述)--- ｜       ↓--- Step 2 (計算 Computing)

                  ｜     統計量 Statistic

                  ｜       ｜

                  ↓       ↓--- Step 3 (統計的推論 Statistical inference)

目標点}        母数 Population Parameters

この内、Route 2 が重要である。その統計的推論には、二つある。

  （１）推定(Estimation)： 母数値に関して、事前(a priori)に何の仮設をもたない。

ただ、それらがどんな値をとるか正確な考えを持ちたい。

  （２）検定(Hypothesis testing)： 母数（パラメタ）が、特定の値を示すのでない

かと事前の推測している。それで、その推測（した値）が正しいか否かを決めたい。

 II. 偶然の出来事の量的取扱いと確率分布

２－１。偶然変数(random variable; variate)と偶然事象(random event)

●偶然変数（偶然変数）  変数(varibale)とは、変化する数（量）である。変数

には、作意によらず、自然にバラバラと変わるものがある。この性質をもった変数を

偶然変数(random variable)という。

●偶然事象  いま問題の偶然変数が変化するのは、「それを変化させる原因

となる出来事」があると考える。この出来事を、偶然事象(random event) と呼ぶ。

（偶然事象は、偶然試行 (random trial) が可能な事象と言うことも出来る。）

●偶然事象の（起きる）確率  偶然事象 E がｎ回の偶然試行で、ｒ回生じた。

すなわち、相対度数 ｒ／ｎであった。ｎ → ∞ にすると、ｒ／ｎ → ｐ に近づく。

この時、偶然事象 E が生じる確率を、

        ｐ＝ｐ(E)
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と定義する。

●一般事象と基本事象  問題の事象 events を分けて行き、これ以上分けられ

ない事象を基本事象 (elementary events) という。今問題にしている事象は、ｎ個の

基本事象の集合Ａ

      {Ａ 1, Ａ 2, Ａ 3, ......Ａ n}

で表わす。一般の事象ａは、この事象Ａの部分集合（r元の基本事象集合）

      {Ａ 1, Ａ 2, ......Ａ r}

で表すことができる。

●事象、基本事象の例

コイン投げ      ｛head 出し, tail出し｝

サイコロ投げ    ｛１の目出し，２の目出し，．．．．．６の目出し｝

壷内球取り出し  ｛１番球取り，２番球取り，．．．．．Ｎ番球取り｝

試験            ｛第１細部書き、第２細部書き，．．．第Ｎ細部書き｝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注）

集合としての事象

全事象  whole event                     Ｉ

空事象  empty event                     θ

余事象  complementary event             not E or Eｃ

和事象  sum event                       E１ ∩ E２

積事象  product event                   E１ ∪ E２

背反事象 exclusive event                E１ ∪ E２＝θ

（注終わり）
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Ｆ検定→ｔ検定･･･平均値の差の検定 

【要約】･･･数学を使わない要点のみ

◎　前提：以下において母集団は正規分布に従うとする．

　２つの母集団の平均に有意差があるかどうかを判断す

るにはｔ 検定を用いる．

　ｔ検定は，２つの母集団の分散が等しい場合と異なる場

合とで用いられる公式が違うので，先に２つの母集団の

分散に有意差があるかどうかをＦ検定によって判断する．

　以上をまとめると，異なる２つの母集合の平均値の差

の検定は，次の手順で行えばよい．

(1)　Ｆ検定を行い２つの母集団の分散に有意差があるか

どうか判断する．

(2)　分散に有意差が見られないときは，「分散が等しいと

きのｔ検定の公式」を用いて平均値の有意差を判断する．

(3)　分散に有意差があるときは，「分散が異なるときのｔ

検定の公式（Welch 法，Welch 検定）」を用いて平均値の

有意差を判断する．

　なお，同一集団の変化を見る場合のように，同一標本

に対する２回の観測結果を比較するときは「対応がある

場合のｔ検定」を行う．

　（これに対して上に述べたような独立な２つの集団の平

均値の有意差を判断するものを「対応のない場合のｔ検

定」という．）

※　与えられた自由度に対するｔ値が 95%の信頼区間の

外にある=外側の確率が 5%以下　→　平均値に有意差が

ある．

（有意水準 5%がよく使われる．）

※　分母分子の自由度に対応するＦ値が 95%の信頼区間

の外にある=外側の確率が 5%以下　→　分散に有意差が

ある．

（有意水準 5%がよく使われる．F 分布表[5%点]は分母分

子で決まる２つの自由度に対して上側確率が 5%となる F

の値を示している．） 

　F 分布表は F≧1 のみの表であるが，分散が大小いず

れにも外れる可能性を考えるときは両側検定とし，有意

水準 5%のときは 2.5%の表を使う．

２２）分子生物学と遺伝子

A)分子生物学の誕生
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生物学への物理的思考の導入

　生物学が物質を基盤とした生化学に変化していき、遺伝子が単なる概念ではないことが

明らかになったのが、1930年代から 1940年代である。これと同じ時代に現われた忘れてな

らない動きは、物理学者が生命に興味をもちはじめたことである。これが現在の分子生物学

（分子遺伝学をも含めて）の発端であり、生命科学もここを一つの出発点としている。

このような背景の基に、1930年代になって物理学者が生命現象に積極的興味をしめし、物

理学的思考による生命の解明が開始された。そして、その時までに基礎づくりのできていた

生化学と遺伝学の成果の上に、新しい学問、分子生物学が誕生する。これはある意味では、生

物学という学問をまったく変えてしまったともいえる画期的な動きである。分子生物学の

思想をうみ出したのは、ドイツの物理学者デルブリュック（Max Delbrück）であるが、この

学問の誕生には多くのドラマが含まれている。

1932年、コペンハーゲンで開かれた “国際光学療法会議” で量子物理学者ボーア（Niels

Bohr）が「光と生命」という講演を行なった。物理学者である彼が生命について考察するよ

うになったいきさつは、次のようなものといわれている。ラザフォード（Ｅ.Rutherford）の

研究室の一員であったボーアの目の前には、古典物理学の観点からは説明できない原子の

性質が、次々と現われてきた。たとえば、水素スペクトルの振動数には、法則性があり連続的

ではない。さらに、種々の元素から生じるＸ線の波長は、その原子の原子番号と相関関係を

もつことなどである。彼は、これらの観察にプランク（Max Planck）の量子論的概念を導入

することを試み、観察された性質をお互いに結びつけて、みごとな原子模型を作り上げるこ

とに成功した。

ボーアの模型は、原子自身をうまく現わしただけではなく、この模型を使うとそれまで化

学で経験的につくられていたメンデレーエフの周期律表がみごとに説明された。こうして

彼は、一見、解釈不可能ともみられる現象にぶつかることこそ、一段高いレベルでの理解へ

飛躍することにつながると強く信じるようになった。そして、この考えを生命現象にまで発

展させたのが「光と生命」の講演だったのである。その中で彼は、次のようにいっている。

物理学の基礎の上に生命を理解するためには、自然現象の分析に何か基本的なものが欠

けているのではないか。生命現象を解明するには、対象は生きたままの状態にしておく必要

がある。ところが、生物を極限まで分析していき、生物の中での原子の役割を解明しようと

すれば、生命を奪うことになってしまう。これでは生命の解明にはならない。すなわち、生物

には、それが置かれている物理的条件に関して、ある不確定性が残ることは避けられない。

彼のこの見解に従えば、生命の存在それ自体が、作用量子の存在と同様、基本的事実とし

て認められなければならない。そして、作用量子の存在が古典物理学からみれば非合理的で

あったのと同様に、生命には量子力学でも説明不可能な特有の作用が考えられることにな

る。逆の表現をすれば、作用量子を理解するには、新しい量子力学という学問が必要であっ

たのと同様に、生命現象を理解するためには、また別の物理学が必要なのではないかという

考え方である。この論法はそれまでの常識とは逆の発想である。物理学は生命現象を理解す
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るための理論や実験技術の面で生物学に寄与できるかもしれないという考え方でなく、生

物学から新しい法則が導き出され、まったく新しい物理学が生まれるかもしれないという

のである。そして、量子論が古典力学で描かれていた世界像を一新したように、新しい法則

をもった生物学が量子論的世界をさらに拡大していくことを期待しているという点で、生

物学と物理学とをそれまでとはちがった新しい関係に置いたことになる。

しかし当時の聴衆には、彼の意図はよく理解しえなかったのであろう、彼の熱心さにもか

かわらず、この講演にはほとんどなんの反響もみられなかったという。ところが、その中に

ただひとりこの講演にいたく感激して、原稿のコピーを依頼してきた青年物理学者がいた。

これがデルブリュックである。彼はドイツのゲッチンゲン大学に学び、実験物理学で学位を

とった後、量子物理学研究の意欲を胸にボーアの研究室に仲間入りしたばかりであった。ボ

ーアの原稿を熟読したデルブリュックは、その意図するところに共鳴し、いつかは生物学の

研究に手を染めようと決心した。ここに彼が実験物理学の出身であったという大きな偶然

があったと思う。ボーアは物理的思考から非決定論的生命観をうみ出して、一つの新しい問

いかけをしたという点では評価される。けれども、それはあくまでも実証のない理論にすぎ

ず、哲学的思弁の範囲を出ていない。ボーアに刺激を受けたデルブリュックが、これをなん

とかして実証しようと望み、後にみずから生物学を勉強したことによって、はじめてこれは

分子生物学という科学の芽ばえになったわけである。

その後ベルリンに帰って、カイザー・ウィルヘルム研究所の放射線研究部門にはいった

ときも、デルブリュックは生物のことを忘れていなかった。そこで、同じ研究所の遺伝学部

門の生物学者、ティモフェエフ・リゾフスキーやチンマーら数人が集まって、サロン的雰囲

気で行なっていた議論の場に積極的に参加した。その集まりは日常の実験の話ではなく、生

物の特性は何かとか、遺伝子の本質はなんだろうなどという根本的問題を勉強する会であ

り、たいへん活発な議論が重ねられていた。このときの成果は、1935年「遺伝子の突然変異と

遺伝子構造の本性について」という論文にまとめて発表されたが、デルブリュックはこの中

で突然変異の原子物理的モデルを提出している。“遺伝子という微小部分が、生物という複雑

で大きい全体の秩序を支配し、秩序の再生産を行ないながら、しかもそれが安定であること

が、生物学の根本問題である” というのが、ここでの彼の考えである。

遺伝子こそ生命の本質であるという把握はまさに卓見であり、その後次々と実証されて

いくことになる。彼がこのような正しい出発点にたったことが、現在の生物学の発展を築い

たともいえよう。ただし、この時のデルブリュックの解釈は、残念ながら正しいものではな

かった。彼は安定でありながら、しかも一方で突然変異を起こすような不安定性をももつと

いう遺伝子の二重性格を、なんとか解釈しようと努力した。そして、それを遺伝子の高分子

性に帰する説を提唱した。すなわち、遺伝子は、通常はその最低エネルギー準位にあるため

に安定であるが、外部からＸ線照射などでエネルギーを与えられるとそのエネルギー状態

に不連続的変化が起こる。この量子の飛躍を、生物学的にとらえれば突然変異になると解釈

したのである。彼は、ボーアが講演した生命現象の間のかけ橋になるであろう相補性原理の
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究明という立場をとって、生物の世界にはいったのであるが、実際の問題にぶつかると、や

はり既存の物理学での解釈を試みているのはおもしろい。

1938年、アメリカに渡り、ファージ（バクテリアに感染するウイルス）の存在を知ったデ

ルブリュックは、遺伝の物質的基礎を探るには、これが最良の対象であると信じ、ファージ

の実験をはじめた。その後、ルリア（Ｓ.Ｅ.Luria）、ハーシェイ（Ａ.Ｄ.Hershey）などの仲間

を得た。そして、このころから生物科学の一つとしての分子生物学がはじまった。第二次大

戦中、ヨーロッパから多くの学者がアメリカへ移住し、それが新しい学問をアメリカで起こ

すことになるのである。

分子生物学の成功の理由は、いろいろあるだろう。しかしなんといっても、ファージとい

う、遺伝子がカラをかぶっているだけのような、簡単で解析しやすい材料を選び、大腸菌と

ファージを用いる系を確立したことが、もっとも大きな原因だと思う。物理学は共通性、統

一的理解ということを最終の目標とする学問だから、遺伝子研究の材料としても、なるべく

他の妨げのはいらないものに興味をもったのだろう。それが生物として興味深いものであ

るかどうかは二の次である。モデルとしてよいものがよい材料だ。分子生物学の底流には、

今でもこの考え方が存在している。この考え方が物質の解析手段としては、もっとも有効な

方法であることは実証済みである。しかし、それは一方、生物学をささえてきた、多様な生き

ものへの関心をうすれさせたことも事実だ。大げさにいえば生き物への興味や自然への畏

敬を、どこかへ追いやったともいえる。ここに分子生物学がもっている利点と難点が集約さ

れている。

それはさておき、ファージ・グループによる遺伝子の本体の追究は続き、1952年になって、

それが DNA であることを確認する。

物理学者が生命に興味をいだき、後の学問の発展に影響を与えたもう一例は、量子力学の

創始者のひとりシュレディンガー（Erwin Schrödinger）である。1945年、第二次世界大戦終

結直後、彼の著書『生命とは何か』が出版された。この本は、生物学者からはそれほど重要視

されなかったようであり、また彼自身はボーア同様、生物を対象とした実験をすることはな

かった。しかし大戦後、量子論から発展した物理学に行き詰まりを感じはじめ、新しいもの

を求めていた若手物理学者は、この本によって生物に大いに興味をいだいた。この若手の中

にはベンザー（Seymour Benzer）やクリック（FrancisＨ.Ｃ.Crick）など、後に分子生物学の

中心的人物となる名前がみられる。

シュレディンガーは、“現在の物理学と化学とが、生物体という空間的境界の内部で起こ

っている、時間的、空間的事象を説明する力を持っていないからといって、これらの科学が

本質的にそれを説明できないものと考えてはならない”という立場から出発した。彼は一

般の生体内現象は物理法則の範囲外に出るものではないとしている。ただし、ここでいう物

理法則の中には、現存の物理学の法則以外に、何か未知の法則をも包含しており、生物が未

知の法則で説明でされる可能性もあるとしている。

彼は、現在の物理学の立場から生物をみた場合の最大の課題は、分子である遺伝子がどの
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ようにして生体の秩序をつかさどっているかということであると考えた。そして、デルブリ

ュックの説、すなわち、遺伝子は巨大分子であり、原子の配列換えによって不連続的変化を

することができるというモデルを、遺伝の物質的基礎を与えた唯一の試みと評価している。

シュレディンガーは、遺伝子をのせている染色体が非周期性結晶であるために、遺伝子の構

造が安定しているのだという考えを提唱した。

シュレディンガーは、生物学に関して得られるであろう未知の法則は、ひとたび見いださ

れればこれまでの物理諸法則と同様に物理学の必要欠くべからざる一部となるであろうと

述べている。さらに、主観的見解として、生物の心の動きや自覚的な活動に対応するものま

でも含めて生命現象はすべて統計的ではあるが、決定論的であるという考えをしめした。そ

して、ある物理学者たちがいだいている、生命現象では、量子論的不確定性が重要な役割を

果たしているという意見には反対であるといっている。ここでいう“ある物理学者”とは、

ボーアのことだろう。現在の生物学の知識では、少なくとも遺伝現象までは物理法則に従い

不確定性を考える必要がないことは明らかにされた。しかし、シュレディンガーのいうよう

に、心の動きまでをもこの延長上で説明しうるのか、あるいはそこには新しい法則が存在す

るのか。それはまだ解明されてはいない。

分子生物学（構造学派と情報学派）

前述のように、分子生物学の産みの親はデルブリュックであるとして、彼にはじまる一連

の生物学の発展を記述した。しかしこれは、通常、分子生物学ということばが使われるとき

には、その背景に常にデルブリュックの思想があるという立場に立ち、生物科学における物

理的思考の重要性を強調する気持ちが強かったためで、歴史的には必ずしも正しくない。分

子生物学ということばをこのような意味で使うことに、不満をいだく人もいるかもしれな

い。

また、生物科学と物理科学とのかかわりも、実際的な面、すなわち、生物を理解する手段と

しての物理を重要視する立場もある。事実、分子生物学（Molecular Biology）ということば

をつくりだした人といわれているアストベリー（Ｗ.Ｔ.Astbury）による定義は次のようで

ある。“分子生物学とは、特に、生物学的な分子の形を問題とし、さらには、より高度な組織

段階におけるこれらの形の進化や利用や複雑化を問題とする。分子生物学は著しく三次元

的で構造的である。といってもそれは単に形態学をより精密にしただけのものではなく、同

時に発生や機能に及ばなければならない”（彼自身は Molecular Biology ではなく

Biomolecular Structure の教授であったが）。

ことばの定義はさておき、分子生物学が物理学者の中から生まれてきたことはたしかで

ある。またその中に、生物学的情報や遺伝現象を解明することが生命を知る本質であるとす

る学派（情報学派）と、生体高分子の構造を知り、そこから機能に及ぼうとする学派（構造

学派）とがあって、これら二学派がそれぞれに偉大な業績をあげて生物科学の発展に大き

く寄与したことも明らかである。前述の情報学派がデンマーク、ドイツなど、ヨーロッパ大
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陸で芽生え、アメリカで育ったのに対し、構造学派は純粋の英国っ子である。

構造学派の中で、情報学派におけるボーアの役割を果たしたのは、有名な結晶物理学者ブ

ラッグ（W.Ｌ.Bragg）であり、デルブリュックに代わる人はアストベリーであった。英国の

王立研究所員であったブラッグは、ある時、「ありふれた物質の結晶的な性質について」とい

うテーマで、一般向けの公開講座で話すことになった。そこで、自然界の物質で普通は結晶

と考えられていないものの中に、実際には結晶性をしめすものがたくさんあることをしめ

す資料の一つとして、ヒトの毛髪を取り上げ、アストベリーにそのＸ線写真の撮影を命じた

アストベリーが毛髪を撮影してみると、そこにはぼんやりながら結晶性をしめす点がみら

れ、これが構造研究を主体とする分子生物学誕生のきっかけとなった。すなわち、それまで

は空間群の理論に興味をもつ理論結晶学者であったアストベリーが、毛髪という生体物質

の構造解明に興味をもち、それに専心するようになったのである。彼は、生物体を理解する

鍵は、その分子構造を知ることであるという強い信念で仕事を続けた。

ブラッグの発想、その命令で生体物質のＸ線写真を撮影したアストベリーの研究が発展

していく経過を知るにつけ思い出されるのが、西川正冶らによるセルロース・絹フィブロ

インなど天然繊維のＸ線写真撮影の報告が 1913年になされていることである。フルートン

（JosephＳ.Fruton）は「分子と生命――化学と生物学の結びつきの歴史」の中で“The X-ray

examination of natural fibers，such as cellulose or silk fibroin, was begun by Nishikawa and Ono in

1913，but was not systematically pursued～”と紹介している。このような仕事がうまく体系づ

けられて、伝統ができ上がっていたらと思うと少々残念な気もする。

英国ではブラッグらの考えの延長上に大勢の研究者が生まれ、生体物質のＸ線解析を精

力的に行なって成果をあげることになる。生物体にとっての重要な二種の物質、タンパク質

と核酸をくらべると、Ｘ線解析の材料としてはタンパク質のほうがはるかに適切である。そ

れでもアストベリーは、タンパク質の解析を進めていく一方、1930年にははじめて DNA の

Ｘ線写真を撮影している。DNA は繊維状に引き伸ばすことができ、ちょうど毛髪の中でケラ

チンが並ぶように、細長い分子が並ぶ。けれどもそのＸ線写真はボヤーッとしていて、とて

も構造の解析ができるものではなかった。そこで核酸の構造については、ほとんどなにもわ

からないまま 1950年までの年月が流れることになる。

分子生物学は、このように情報学派、構造学派ともに物理学者の手によってはじめられ、

実験的にも進歩していったが、お互いの間の連絡や情報交換はほとんど行なわれなかった。

むしろ、お互いに相手の方法を無視していたきらいがある。これは、二つの学派の創始者た

ちの物理学と生物学の関係に対する態度が、根本的に異なっていたからであろう。いずれに

しても、その後、偶然のことからこの二派の橋渡しが行なわれ、新しい展開がなされる。

アメリカの有名な分子生物学者、ステント（GuntherＳ.Stent）は、その著書の中で物理学、

というよりむしろ物理学者が、生物学に関与していた 1950年ごろまでを現代生物学におけ

るロマンチック時代と名づけているが、この時期の学問の特質を巧みにとらえた表現であ

る。。当時その渦中にいた研究者にとっては、困難の多い時だったにちがいないが、歴史とし
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てふりかえると夢が満ち満ちており、大げさにいえば“一寸先は闇”の中で模索している

科学者たちの姿には、強くひかれるものがある。

ロマンチック時代をアカデミック時代へと転換したのが、さきの情報学派と構造学派を

たまたま結ぶつけ、遺伝子の本体のみならず、遺伝現象の本質までを明らかにした DNA の

二重らせん構造の発見である。（註　日本でも物理学者が生物に関心をもち、生物物理学会

を結成した。しかし、ボーアが考えたように生物に特有の物理学はこれまでのところ見つか

っていないので、明確は分野として確立したとはいえない。実際には、分子生物学は分子遺

伝学として展開していくことになり、DNA 研究が主流となって、ここで述べられた内容は置

き去りにされてきた。しかし、それは「著しく三次元的で構造的な」研究に意味がないからで

はない。DNA を基盤にした研究があまりにもみごとに進んだために、研究の主力がそこに置

かれたことと、三次元的で構造的な研究は難しくてとっかかりがなかったからである。実は

DNA 研究が軌道にのったいま、重要な分野として浮かび上がっている「構造生物学」は、まさ

にここで述べられている分子生物学をめざしている。生命現象の実態を知るには、実際に働

いている分子、主としてタンパク質の形を問題にしなければならないのである）。

　　　　　　　　　　生命科学（中村桂子著、講談社学術文庫）1996年より

遺伝子の構造

この発見のおぜん立てには、1950年はじめに出された二つの実験成果が必要であった。一

つは、アメリカの生化学者シャルガフ（Erwin Chargaff）による、DNA の塩基組成の正確な

分析である。彼は純粋な DNA を調製し、ていねいな分析を行なって、どんな材料でもアデニ

ン（Ａ）とチミン（Ｔ）、グアニン（Ｇ）とシトシン（Ｃ）の量が、それぞれ等しいことを

みつけたのである。もう一つは、アストベリーらが苦心していた DNA のＸ線回析法が、ウィ

ルキンス（Maurice Wilkins）、フランクリン（Rosalind Franklin）のふたりの手で改良され、

鮮明な写真が撮影できるようになり構造解析が進んだことである。

この時、若いアメリカ青年が、Ｘ線解析研究の中心であるケンブリッジへ、タンパク質の

構造研究のために留学してきた。彼ワトソン（JamesＤ．Watson）は、情報学派の中心人物

のひとりであるルリアの下で、ファージの増殖に関する遺伝子・生理学を勉強していたが

1951年にポーリング（Linus Pauling）がタンパク質の構造を決定したことに刺激を受け、生

命現象の本質を理解するには、遺伝物質の構造を知ることがたいせつであると考えて、ケン

ドルー（JohnＣ．Kendrew）の研究室へ勉強にやってきたのである。ところが、彼は本気で

Ｘ線解析を習う代わりに、研究室の中でちょっと風変わりと思われていた物理学者クリッ

クと議論ばかりしていた。しかし、周囲のひんしゅくを買っていたおしゃべりの中で、彼ら

は DNA のＸ線写真をながめ、シャルガフがみつけた塩基対の規則に合致する DNA の構造

を描き出していたのである。そして、安物の金物の模型をいじりまわして、わずか数週間で

歴史的模型をつくり上げたのだ。

こうして 1953年春に発見された DNA の構造は、二本の鎖がからみ合ったらせん状をし
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ている。この鎖はお互いに反対方向を向き、塩基の並び方が相補的になっている。すなわち、

グアニンがあれば相手は必ずシトシン、アデニンならばチミンというぐあいである。これら

の特徴をもっているために、二本の鎖が分かれてお互いに新しい相手をつくった時に、前と

まったく同じ構造のものをつくるという、ただ驚嘆する以外にない性質をもっている（図

－１参照）。

これを基本にしてその後発展した分子生物学の細部を紹介する余裕はないので、巻末に

のせた参考書をご覧いただきたい。ただ一つ、この二重らせんモデルから期待される遺伝の

機構をみごとに実験的に証明し、ワトソン・クリックの提案の妥当性を実証した、メセルソ

ン（MatthewＳ．Meselson）とスタール（FrankliＷ．Stahln）の実験だけは紹介しよう。こ

れはまさに、分子生物学を実質化した重要なものだからである。

ハーバード大学のメセルソンとスタールは、大腸菌を用いて、親がもっていた DNA の二

本鎖がほどけて、その一本ずつが次代の細胞の DNA にはいることを証明した。彼らは、大腸

菌を窒素の同位元素 15N（肩の数字は質量数を表わすので 15N は、普通のちっ素 14N より重

い）を入れた培地中で培養し、DNA の中に 15N を取り込ませた。この DNA は普通の培地、す

なわち、窒素が 14N である培地で培養した菌の DNA より重いはずである。この二種類の

DNA が区別できれば、DNA の中の鎖の動きを追うことができる。ここで彼らが使った巧妙

な方法は、塩化セシウムという重い塩を溶かした濃い溶液を長時間遠心していると、水より

重い塩化セシウムはだんだん沈んでいき、遠心管の底ほど密度が高くなり、管の中に密度勾

配ができることを利用したものである。この溶液の中に DNA を入れて遠心すると、DNA は

自分と同じ比重をもつ部分まで落ちてくるが、そこで止まってしまう。ということは、重い

DNA は、管の底に近いほうでとまって一つの帯をつくり、軽い DNA は、それより上方に帯状

に集まるということである。15N の培地で育った大腸菌を 14N の培地に移し、細胞が一回分裂

した時に生育を止めさせ、その DNA を抽出する。さらに二回分裂した細胞の DNA、何回もく

り返し分裂した細胞の DNAも抽出し、前に説明した遠心法で、それぞれの重さを比べた。そ

の結果が、図―５である。

親細胞の DNA は最も重く（15N）、なんども分裂した細胞の DNA は軽い（14N）。さて、一

度だけ分裂した二代目の細胞の DNA はとみると、これはすべて 15N と 14N のちょうどまん中

にある。娘細胞の DNA は、親の 15N からもらった一本の鎖と、新しくつくられた 14N の一本の

鎖から二重らせんをつくってできていることを予想させる。（この事実からだけでは他の

可能性も考えられるが、これは他の実験から否定されているので、ここでは簡単にこうして

おく）。第三代の細胞をみると、第二代の場合と同じ中間の位置に全体の二分の一、14N の位

置に二分の一の DNA がみられた。この結果は図でしめすように、まさにワトソン・クリッ

クのモデルから予想されたとおりである。逆にいえば、ワトソン・クリックのモデルの正し

さが証明されたことになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生命科学（中村桂子、1996年より）
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分子遺伝学

ワトソン・クリックのモデルおよびメセルソンとスタールのあざやかな実験で、分子生

物学は遺伝学と一体化した。もっとも、この仕事以前に、遺伝学の分野で、核酸が遺伝子の本

体であるという事実がつかまれていたからこそ、彼らの仕事の意味が出てくるのである。

遺伝をつかさどる物質が DNA であることを明らかにしたのは、ロックフェラー研究所の

エブリー（Oswald T.Avery）による肺炎連鎖球菌の毒性と形態との関係の研究である。この

関係については、1928年、グリフィス（Frederique Griffith）がすでに興味ある発見をしてい

た。

肺炎連鎖球菌には、二種類ある。平らな膜でおおわれているＳ菌と、この膜をもたないた

めに表面がざらざらしているＲ菌であり、前者は病原性をもち、後者は非病原菌である。グ

リフィスが、煮沸して殺した病原性のあるＳ菌を、無毒のＲ菌に混ぜてネズミに注射したと

ころ、不思議なことに注射を受けたネズミは、全部肺炎にかかってしまった。一方、煮沸した

Ｓ菌だけを注射したネズミは、ピンピンしていたのである。この二つの事実からグリフィス

は、煮沸しても安定であり、病原性を支配する物質がＳ菌からＲ菌に受け渡されたと考えた

そこで、この物質の受け渡しによって一度病原性を獲得したＲ菌の子孫を調べてみたとこ

ろ、やはり病原性をもっていたのである。この結果から、彼はこの物質が遺伝物質にちがい

ないと考えた。

この事実をもとにして、その実体をつきとめたのがエブリーらである。彼らは、煮沸して

殺したＳ菌の液から DNA、タンパク質、RNA をそれぞれ分離してＲ菌に混ぜ、Ｒ菌の性質を

転換させる能力をもつのは DNA であることを証明した。しかもこの能力は、デオキシリボ

ヌクレアーゼという酵素を作用させて、DNA を分離してしまうと失われることもしめした。

この発表がなされたのは、1944年である。この時期には、この結果は革命的でありすぎたた

めに、かえって生物学者にもファージ・グループの人々にも影響を与えなかった。その後

1952年になって、ファージ・グループの仲間のハーシーとチェイスが、バクテリオファージ

の DNA に放射性同位元素で目印をつけ、実際に遺伝子として大腸菌の中にはいるのは DNA

であることを証明してはじめて、遺伝子の本体は DNA であることが皆に認められることに

なった。ウィルキンスらによるＸ線写真の撮影、シャルガフの塩基分析、核酸が遺伝子であ

ることの確認、これらすべてが 1950年はじめに出そろい、ワトソン・クリックのモデルが

1953年に提出された……このころの生物学界の活気がそのまま伝わってくるような気がす

る。

　　　　　　　　　　生命科学（中村桂子著、講談社学術文庫）1996年より

B) 分子生物学の概略史
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創始期

　1950年頃までの古典的な生物学では、生物体や生物現象について細かい観察や記載を

し、そこから導かれる概念的な仮説を考察することが中心であった。1930年代にイギリスの

物理学者シュレーディンガー E. Schrödinger は『生命とは何か』という本で生命現象といえど

も物理や化学の法則に従っていて分子の働きで説明されるはずだと主張し、多くの物理学

者に衝撃を与えた。

　第２次世界大戦の勃発とともにドイツ生れの物理学者デルブリュック M. Delbrück を中

心とする、ナチスの弾圧からアメリカに逃れて移住した研究者の手によって、バクテリアの

ウイルスであるバクテリオファージを材料にした研究が始った。生物学に数量的な法則を

導入し、物質的な基礎を固めようとする新しい生物学――分子生物学――が始められたの

である。彼らは分子遺伝学の基礎となる実験方法を確立し、遺伝子の本体であるデオキシリ

ボ核酸（DNA＝deoxyribonucleic acid）の性質を詳しく分析した。デルブリュックとその弟

子のルリア S. E. Luria、 そしてハーシー A. D. Hershey の３人は「分子生物学の０．父」として

1969年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。これが分子生物学の創始期である。

ルリアのもとで大学院学生として学んでいたワトソン J. D. Watson は、遺伝子の基本的な

働きが DNA 分子の立体構造から説明できるであろうと考えた。当時、イギリスのフランク

リン R. E. Franklin は、結晶分子の立体構造の解析に使われるＸ線回折法を DNA の構造解析

に応用して研究を進めていたが、分子構造のモデルを提唱するまでにはいたっていなかっ

た。ケンブリッジ大学に留学したワトソンは、共同研究者のクリック F. H. C. Crick とともに、

フランクリンのデータに最もよく合う DNA の分子模型を組立て、1953年に発表した（第１

図）。
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　DNA の二重螺旋分子は、アデニン（A）、チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）と

いう４種類の塩基をもったヌクレオチド（第２図）が鎖のようにつながっており、この

DNA 分子の立体構造についての仮説は、「ワトソン＝クリックのモデル」あるいは「DNA の

二重螺旋仮説」と呼ばれている。このモデルは遺伝子 DNA の分子構造を正しく示したばか

りでなく、この仮説によって、遺伝情報が安定に保たれ子孫に伝えられるメカニズムや遺伝

情報が発現される仕組みが分子レベルで説明され、分子生物学における輝かしい研究成果

のすべてはこの仮説に基づいているといっても過言ではない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第１期

　「DNA の二重螺旋仮説」が発表されたあと、大腸菌や、大腸菌に感染するウイルスであ

るバクテリオファージ、さらにプラスミドをおもな研究材料にして怒濤のような分子遺伝

学の興隆時代が訪れ、遺伝子の構造と働きについて基本的な知識が得られた。

【遺伝情報の転写と複製】

　　1955年、ベンザー S. Benzer は、バクテリオファージの変異体を調べて詳しい遺伝子地図

を作成し、地図上で隣合う２つの変異の間の最小距離は DNA を構成する化学的な単位であ

るヌクレオチドに対応することを明らかにした。1961年、ニレンバーグM. W. Nirenberg は遺

伝子の暗号表を解析し、遺伝子の暗号コードが４種類の塩基をもったヌクレオチド、A, T, G ,

C の４文字から３文字を選び出した順列でできていることを明らかにした（表参照）。これ

を「トリプレット仮説」といい、この遺伝子コードは地球上のすべての生物にほぼ共通に使

われている。

　1961年、ブレンナー S. Brenner らは大腸菌に非常に短命なリボ核酸（RNA＝ribonucleic

acid）分子が存在することを突止め、メッセンジャー RNA の発見の端緒をつくった。遺伝情

報、すなわち DNA のヌクレオチド配列（塩基配列）は、1960年、リチャードソン C. C.

Richardson とワイス B. Weiss が発見した RNAポリメラーゼによって合成されるメッセンジ

ャー RNA の塩基配列に写し取られる。この過程を転写と呼んでいる。メッセンジャー RNA

は、RNA と蛋白質からなるリボソーム粒子に結合して鋳型として働き、メッセンジャー

RNA の遺伝情報に従ってアミノ酸が重合し蛋白質が合成される。この過程を翻訳と呼ぶ。遺

伝情報の転写と翻訳によって、遺伝子（遺伝情報）の発現が行われる。

　1961年、ジャコブ F. Jacob とモノ J.-L. Monod は、大腸菌の乳糖発酵を司る遺伝子群の発現
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について、乳糖が存在しない条件下ではリプレッサーと呼ばれる抑制因子が働いて発現し

ない状態にあるが、乳糖が存在するとリプレッサーの働きが抑えられ、乳糖発酵を司る一群

の遺伝子が活発に転写され、そのためこれらの酵素が生成されるようになるという「オペロ

ン仮説」を発表した。

　1966年、ギルバード W. Gilbert はこのリプレッサー蛋白質を精製し、遺伝子 DNA の転写開

始点にリプレッサー分子が結合することによって RNAポリメラーゼによる転写開始が抑

制されることを確認した。その翌年、プタシニ M. Ptashne はバクテリオファージ・ラムダの

遺伝子とそのリプレッサーについて、同様な実験でリプレッサーと DNA の結合の仕組みを

詳しく調べ、転写調節のメカニズムを分子レベルで明らかにした。一方、1960年に、コーンバ

ーグA. Kornberg は DNA 合成を行う DNAポリメラーゼ酵素群を発見した。細胞の分裂に先

立って、DNA は一時的に二本鎖をほどかれ、大腸菌の dna E 遺伝子で支配される DNAポリ

メラーゼⅢがそれぞれのヌクレオチド鎖の塩基配列を写し取りながら新しいヌクレオチド

鎖を合成する。新しく誕生した DNA 分子では、常に二本鎖の片方に親の DNA鎖が保存され

ており、遺伝情報、すなわちDNA の塩基配列は安定した形で娘細胞へ伝えられる。この仕組

みを DNA の半保存的複製と呼び、1958年にメッセルソン M. Meselson とスタール F. W. Stahl

が実験によって確かめた。

　ここにいたって、遺伝情報を安定に保つ役割の DNA を中心にして転写と複製が行われる

という、遺伝子の働きの基本的構図が描き出された。こうした輝かしい成果が積重ねられて

いる間にも、大腸菌とそのバクテリオファージについてさまざまな遺伝子が突止められ、そ

れらの遺伝子で支配されている蛋白質の機能も明らかにされていった。

【制限酵素の発見】

　1947年、レーダーバーグ J. Lederberg とテータム E. L. Tatum は大腸菌にも雌雄があるこ

とを発見し、1958年、ジャコブとウｫルマン E. L. Wollman は雌雄の大腸菌を接合させた実験

の詳しい解析から、大腸菌の性決定因子は F 因子と呼ばれるプラスミドであることを明らか

にした。プラスミドは大腸菌の染色体の遺伝子とは独立に行動する、より小さな環状 DNA

からなる遺伝因子で、大腸菌に雄の性質を与え、F 因子をもたない雌の菌との接合を誘導し、

雄から雌の菌へ遺伝子を導入させる働きをもつ。プラスミドは大腸菌の遺伝子の解析のた

めのすぐれた実験材料として用いられ、のちに組換えDNA実験でも重要な役割を果たすこ

とになる。

　日本では 1950年代から使われはじめた抗生物質に耐性になった病原菌が出現して問題と

なっていたが、1960年、渡辺力と深沢俊夫は、抗生物質に耐性の腸内細菌に F 因子とよく似

たプラスミドである R 因子が存在し、R 因子は抗生物質に耐性を与える遺伝子群を含み、Ｒ

因子をもたないバクテリアと接合を起こしてＲ因子を伝達し、薬剤耐性をバクテリアから

バクテリアへと広める働きがあることを発見した。

　Ｒ因子の研究は日本における分子遺伝学の基礎を与えたばかりでなく、第２期の分子生

物学の発展に必須な研究方法をもたらした制限酵素の発見へと導いた。すなわち、1966年、
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高野利也はＲ因子をもつバクテリアに制限酵素が存在することを確認し、４年後の 1970年、

スミス H. O. Smith はインフルエンザ菌の制限酵素を精製し、その翌 71年、ネイサンズ D.

Nathans はこの酵素の働きを明らかにしたのである。制限酵素は DNA 分解酵素の一種で、そ

れまでに知られていた DNA鎖をランダムに分解する DNA 分解酵素とは違い、DNA鎖の上

で数個のヌクレオチドが特定な配列をした部分で切断する、つまり決った位置で DNA を切

る「鋏」として働くので、いつも一定の DNA断片が得られる。

　現在、100種類以上の制限酵素が発見されており、異なる制限酵素は違う配列部分で切断

するので、さまざまな DNA断片を目的に応じて切出して実験に用いることが可能になった。

制限酵素の「制限」とは、バクテリアの細胞内に異種の遺伝子 DNA が侵入したとき、制限酵

素がそれを見分けて切断してしまうように働くので、「種を限定する」という意味である。Ｒ

因子をもつバクテリアの場合、Ｒ因子をもたないバクテリアの DNA を排除する機構として

働いている。

第２期

【組換えDNA実験の誕生】

　　最初の組換えDNA実験は、1972年にバーグ P. Berg らによって行われ、サル由来のウ

イルスである SV40 と大腸菌の DNA断片をそれぞれ制限酵素で切断したのちに結合させ、

動物ウイルスの遺伝子と大腸菌の遺伝子とのキメラDNA が誕生した。その翌 73年、コーエ

ン S. Cohen が２種類のプラスミド DNA を切断してからつなぎ合せた組換え体 DNA を作製

し、バクテリアで増殖させることに成功した。組換えDNA実験では、(1)まず調べようとする

遺伝子を含む細胞の DNA を制限酵素で切断し、(2)得られた DNA断片をバクテリオファー

ジやプラスミドの DNA につなげる。DNA鎖をつなげるには、1967年にリチャードソンが発

見した DNA リガーゼという酵素を用いる。(3)つなげた DNA をバクテリアの細胞内に移入

させると、バクテリオファージやプラスミドの働きでこの DNA 分子がふえ、(4)ふえたバク

テリオファージやプラスミドのなかから目的の遺伝子を含んでいる部分を純化する。こう

して、研究対象の遺伝子はバクテリアでふやすことができる形で純化される。

　遺伝的に均一な生物をクローンと呼ぶので、この実験操作は遺伝子のクローニングとい

い、用いたバクテリオファージやプラスミドをクローニングベクターという。

ヒトや動物の一個の細胞の核には、直線状に伸ばすと約２メートル、量にしてバクテリア

の約 1000倍の DNA が含まれ、その DNA 分子の上には約 10万種類の遺伝子が並んでいる。

こうした複雑さに加え、ヒトや動物ではバクテリアと違って人為的に変異体をつくること

ができないので、それまでヒトや動物の遺伝子を解析することことは不可能であった。組換

えDNA実験の成功によってヒトや動物から遺伝子をひとつひとつ取出し、純化して調べる

ことができ、従来の遺伝学や生化学による分析に比べて約１万倍の精密さで生体分子を解

析することが可能となった。組換えDNA実験は、いわば分子についての電子顕微鏡を提供

したのである。分子生物学は一挙に高等動物の分子遺伝学の世界に突入し、第２期の分子生
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物学の時代の開幕を告げることになった。

【逆転写酵素とＤＮＡ合成】

　　組換えDNA実験の成功に続く約 10年の間に、実験の方法やそれに付随する解析方

法の開発が矢つぎばやに行われた。1970年、テミン H.M.Temin とボルティモア D. Baltimore

は、それぞれ独立に、動物に癌を起こすウイルスから RNA を鋳型にして DNA を合成する酵

素を発見した。細胞の遺伝子では、遺伝情報は DNA→RNA の方向に発現されるが、この酵素

はその逆方向の反応を行うので逆転写酵素と呼ばれ、この酵素をもつウイルスはレトロウ

イルスと命名されている。

逆転写酵素は癌ウイルスの研究に重要な知見をもたらしたばかりではない。メッセンジ

ャー RNA の塩基配列をこの酵素でいったん DNA に読み直して相補的デオキシリボ核酸

（cDNA＝complementary deoxyribonucleic acid）を合成してから、cDNA を組換えDNA実験

法でクローニングする場合にも用いられる。この cDNA クローニング法は 1976年にマニア

ティス T. Maniatis によって開発された。一方、1975年、ケラー G. Köhler とミルシュテイン

C.Milstein は、モノクロナール抗体法を開発した。この方法は、組換えDNA実験によってク

ローニングされた遺伝子によって支配される蛋白質の検出に使われ、組換えDNA実験法と

モノクローナル抗体法とが相まって、現在の分子生物学とバイオテクノロジーの飛躍的な

発展をもたらした。

1977年には、クローニングされた遺伝子の塩基配列を分析する方法として、マクサム

A.M. Maxam とギルバード W. Gilbert、そしてサンガー F. Sanger が、それぞれ、原理的に違う

方法を開発し、遺伝情報の迅速な解析が可能となった。その後、サンガーの方法を応用し、レ

ーザー光線とコンピューターを駆使した塩基配列自動分析装置が使われるようになった。

一方蛋白質のアミノ酸配列は、遺伝子の塩基配列データから、コンピュータによってたち

どころに算出される。同じ 1977年、板倉敬壱は有機化学を用いた方法で DNA を合成するこ

とに成功し、成長ホルモンの分泌を抑制する作用をもつホルモンのソマトスタチンの遺伝

子を人工合成してクローニングし、大腸菌でこのホルモンを産生させることに成功した。79

年、ゲッデル D. V. Goeddel と廣瀬忠明はさらに効率のよい方法でインスリンの遺伝子を合

成し、産生されている。現在では、DNA の合成には自動合成装置が使われるようになってい

る。

【スプライシング現象の発見】

　　第２期に得られたおもな研究成果を総括してみよう。この時期に、ヒトや動物の遺伝

子の基本的な構造と機能が明らかにされた。そのうち特筆すべき点はスプライシング現象

の発見であろう。動植物の細胞では、ほとんどの遺伝子で、蛋白質のアミノ酸配列を支配す

る塩基配列の中にイントロンと呼ばれるアミノ酸配列を支配しない塩基配列が挿入されて

いる（第３図）。

イントロンの挿入によって分断されてできたアミノ酸配列を支配する塩基配列部分のそ

れぞれをエクソンという。遺伝子の塩基配列はまずイントロンとエクソンを含んだままの
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状態で大きな RNA 分子に転写される。この RNA が細胞の核から細胞質に運ばれるまでに

イントロン部分が切断除去され、細胞質に見出されるメッセンジャー RNA はエクソン部分

だけがつながった構造になっている。これがスプライシングと呼ばれる現象で、1977年シャ

ンボ、P. Chambon がニワトリのオバルブミン遺伝子について最初に観察した。

1981年、スタイツ J. A. Steitz は、細胞の核の中にある small nuclear 

ribonucleoprotein（snRNP）という RNA と蛋白質の複合体が、スプライシングの際、エクソ

ンの端と次のエクソンの端を「糊付け」し、イントロンをループアウトさせる役目を果たし

ていることを見出した。RNA 分子は、蛋白質合成を行うリボソームに遺伝情報を伝達するば

かりでなく、スプライシングでは snRNP が結合した部分に作用し、みずからの RNA 分子の

切断や再結合を行う酵素作用をあわせもつことが、1982年、シェック T. R. Cech によって示

され、こうした RNA は酵素作用をもつ RNA という意味でリボザイムと呼ばれている。一方、

スプライシングのされ方の違いで一つの遺伝子から２種類の蛋白質が発現される場合も知

られている。

【免疫グロブリン遺伝子の可変性】

　ヒトや動物では、浸入してくる病原体などの抗原に対して、「鍵と鍵穴」の関係で結合す

る蛋白質の免疫グロブリン（抗原に対して抗体ともいう）がプラズマ細胞という細胞群で

つくられ、免疫グロブリンは抗原と結合して抗原を不活性化し、最終的には抗原は破壊され

て身体は守られる。病原体などの抗原は何百万種類もあり、それぞれの抗原に対応した「特

別注文の免疫グロブリン」が個々のプラズマ細胞で一種類ずつつくられる仕組みは長い間

大きな謎であった。

1976年、穂積信道と利根川進は免疫グロブリンの遺伝子について画期的な事実を見出し

た。免疫グロブリンを支配する遺伝子は４つの部分に分れ、それぞれの部分には違うアミノ

酸配列を支配する何種類もの遺伝子が用意されており、プラズマ細胞の前駆細胞である B

リンパ球が分化する過程で特定の抗原と結合できる抗体をつくれるように、４つの部分の

遺伝子群から一つずつ選び出されてつながり、あらためて遺伝子が構成し直されることが

明らかにされた。特に可変領域と呼ばれる部分では、実に数百種類をこえる遺伝子が用意さ

れ、多様な免疫グロブリンを産生することができる。この現象は「免疫グロブリン遺伝子の

再構成」と呼ばれている。

のちに、可変領域では、胎児期に用意されてる遺伝子に塩基配列の変化も付加され、免疫

グロブリンの多様性がさらに増すことも明らかにされている。この研究は、1980年のデービ

ス M. M. Davis によるさらに詳しい免疫グロブリン遺伝子の構造の解析、本庶たす
くによる免疫

グロブリンのクラス・スイッチの機構の解明（1980）、さらに、デービスによる、免疫反応

の調節を司る T リンパ球の表面にある抗原と結合するリセプターの遺伝子の解明（1984）

へと発展し、免疫機能を司る遺伝子群の働きのほぼ全貌が解明されている。

【癌遺伝子の発見】

　1976年、ステラD. Stehelin とビショップ J. M. Bishop は、1911年にラウス F. P. Rous が発
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見したニワトリに肉腫を誘発するラウス肉腫ウイルス（癌ウイルスの一種）から、細胞を

腫瘍化する働きをもつ遺伝子、すなわち癌遺伝子サーク src を純化した。だが驚いたことに、

正常な癌化していない細胞にもこの癌遺伝子とよく似た遺伝子が存在していることがわか

った。これは原型サーク遺伝子と名づけられた。

1982年、ワインバーグR. A. Weinberg は、ヒトの膀胱癌の細胞から直接、癌遺伝子をクロー

ニングしたところ、それはラス ras 遺伝子という、すでに癌ウイルスで発見されていた遺伝

子であった。しかも、ラス遺伝子によって支配される蛋白質は、正常細胞の原型ラス遺伝子

が支配する蛋白質と比べると、200個あまりのアミノ酸からなる配列のうちわずか１個のア

ミノ酸が変化していた。

癌ウイルスや癌細胞からは、数十種類以上の癌遺伝子が発見されている。しかし、その後

の研究によって、癌遺伝子は癌の発生に関係した遺伝子であるという最初の予想とは違い、

むしろ癌の悪性度に関係しているものと考えられている。癌遺伝子の研究は、癌遺伝子の働

きが動物細胞のさまざまな重要な機能と関連をもっていたことから、細胞の増殖、分化、遺

伝子の転写調節などの研究の進展に大きな波及効果をもたらした。

1979年、中西重忠と沼正作は、脳下垂体の前葉から分泌される神経ペプチドの一種のプロ

オピオメラノコルチンの cDNA をクローニングすることに成功した。この生体物質は、脂肪

代謝を調節するリポトロピン、モルヒネ様鎮痛作用をもつエンドルフィン、副腎皮質刺激ホ

ルモン、メラニン細胞刺激ホルモンの４種類の生理活性物質を含む前駆体であった。また、

同じ年にゲッデルはヒトの成長ホルモンの cDNA をクローニングした。これらの研究は、そ

の後、医薬品の開発への期待を込め、抗ウイルス作用や抗癌作用をもつインターフェロン、

抗癌作用と炎症誘起作用をもつ腫瘍壊死因子（カケクチン）、免疫系骨髄細胞群の分化や

増殖を誘導する各種のコロニー刺激因子、T リンパ球などの分化や増殖を誘導する各種のイ

ンターロイキンなどの遺伝子のクローニングを促し、それらの多くは医薬品として実用化

され、さらに臨床実験が続けられている。

【ウイルス学の進歩】

　1979年、サマーズ J. A. Summers らは、ヒトに肝炎を起し、のちに肝硬変や肝癌の原因と

なるＢ型肝炎ウイルスの遺伝子全体のクローニングに成功した。1980年にギャロ R. C. Gallo

が成人Ｔ細胞白血病の病原体であるヒトＴ細胞白血病ウイルスの遺伝子を、そして 1984年

にはモンタニエ L. Montagnier が、エイズすなわち後天性免疫不全症候群（AIDS＝aquired 

immunodeficiency syndrome）の病原体であるヒト免疫不全ウイルスの全遺伝子をクローニ

ングした。

ウイルスの研究では、これらの新しく発見されたウイルスばかりでなく、既知の病原ウイ

ルスについても組換えDNA実験によって遺伝子がクローニングされ、ウイルスの増殖や病

気を起すメカニズムについての研究が飛躍的に発展した。また逆に、ヒトや動物の遺伝子の

構造と機能についての重要な知識は、まずウイルスを研究材料とした実験から得られてい

った。もちろん、ウイルスの研究が最終的に目指すものは、ワクチンなどを開発してウイル
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ス病を予防し、撲滅することにある。

【分子進化学】

　1962年、ポーリング L. C. Pauling は、種の違う生物に存在する同種類の蛋白質（たとえ

ばヘモグロビンの α鎖）のアミノ酸配列を比較することにより、進化の進み具合や時間的関

係が明らかにできるとして、「分子時計」という概念を提唱した。

組換えDNA実験以後、おもにリボソーム RNA の遺伝子をクローニングして塩基配列を

分析し、生物種間の比較が行われている。1977年、ウォース C. R. Woese は、リボソーム RNA

の塩基配列が従来のバクテリアにも、真核生物にも似ていない一群のバクテリアを発見し

た。このバクテリアは、水素ガスと炭酸ガスが充満した環境下でメタンガスを生成し、この

環境条件が約 46億年前といわれる地球誕生直後の大気とよく似ていることから、「古細菌」

と名づけられた。古細菌は従来知られていなかった「第３の生物界」を形成し、約 35億年前の

原始化石時代の微生物の多くはこの種のバクテリアであったのであろうと考えられている。

分子レベルで進化の研究を行うこうした学問は、分子進化学と呼ばれている。

【遺伝子クローニング法の改良】

　遺伝子をクローニングする実験技術はさらに進歩し、研究は一層加速されることにな

った。メッセンジャー RNA の DNAコピーをクローニングする cDNA クローニング法が改

良され、ある状態に分化したり、特定の性質をもった細胞や組織で発現している遺伝子を探

索することが可能になった。

また、２種類の組織や細胞の性質の違いに注目して、片方の細胞でのみ発現している遺伝

子を探索するサブトラクテッド cDNAライブラリーの方法も、1984年にデービスによって

本格的な成功を収めた。それまでは、蛋白質がすでに精製されているか、あるいは抗体など

によってすでに確認されている場合にその蛋白質を支配する遺伝子がクローニングされて

いた。だが、サブトラクテッド cDNAライブラリーの方法によって、逆に蛋白質も遺伝子も

どのようなものか見当がついていない場合でも、まずは遺伝子をクローニングして、得られ

た新しい遺伝子について働きを調べ、研究対象となっている生物現象に重要な役割を果し

ている遺伝子を突止めることが可能となった。

第３期

　分子生物学の第３期は、1980年のゴードン J. W. Gordon の報告によって開幕した。彼は、

クローニングされた遺伝子をマウスの受精卵（初期胚）の核に注入して雌マウスの子宮に

戻して出産させ、注入した遺伝子をもったトランスジェニックマウスをつくることに成功

した。この研究方法によって、動植物など多細胞生物の遺伝子、ことに細胞分化や個体発生、

器官形成、発癌といった個体レベルで作用する遺伝子が動物体内でどのように働くか調べ

ることができるようになった。
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【スーパーマウスとノックアウトマウス】

　1982年、パルミター R. D. Palmitter はラットの成長ホルモンの遺伝子をマウスの受精卵

に注入してトランスジェニックマウスをつくったところ、体重が普通のマウスの２倍近く

もあるスーパーマウスが誕生した。90年、シンクレア A. H. Sinclair は、ヒトのＹ染色体上に

ある性決定に関係する SRY 遺伝子をクローニングした。翌 91年、ガベイ J. Gubbay はこの遺

伝子をマウスの雌の胚に注入したところ、雄マウスが生れた。SRY 遺伝子は睾丸決定因子と

呼ばれ、睾丸の発生と形成に重要な役割をもっている。

1989年、カペッチ M. R. Capecchi は、ある特定の遺伝子の働きを失ったマウスを作出する

方法の開発に成功した。まず、試験管の中で培養しておいたマウスの胚幹（ES）細胞に、目

的とする遺伝子の構造を人為的に破壊した変異遺伝子クローンを移入して、塩基配列の相

同性による組換え現象によって ES細胞の正常な遺伝子を変異遺伝子で置き換える。次に操

作された ES細胞をマウスの初期胚に埋込み、妊娠を継続させ、ES細胞から発生分化したマ

ウス個体を誕生させる。この研究方法は、特定の遺伝子にねらいを定めて置き換えるという

意味で、遺伝子ターゲッティング法といい、得られたマウスは、特定の遺伝子の機能が失わ

れているので、ノックアウトマウスと呼ばれ、新たにクローニングされた遺伝子の機能を動

物の個体レベルで解析する強力な方法として用いられている。

また、クローニングした遺伝子をマウスなどの胚に注入して疾患モデル動物を作製する

ことも試みられている。病気の発症メカニズムや治療、予防法の研究には疾患モデル動物が

必要となる。植物でも胚細胞に改変した遺伝子を注入して病害や虫害に強く、より品質のす

ぐれた作物に品質改良する努力が続けられている。

【遺伝子の発現調節機構】

　ヒトの身体を構成する 10 兆個ともいわれる細胞は、さまざまな種類に分化し、身体に

必要な役割を分担している。細胞の核にはすべての遺伝情報が保たれており、分化した細胞

ではその一部分の遺伝子が働いてその細胞特有の機能を営んでいる。たとえば、神経細胞で

は４万種類前後の遺伝子が働いているが、そのうち神経の機能に関係した遺伝子は約１万

5000 程度だといわれている。すなわち、個々の遺伝子の発現は細胞の分化状態などに応じて

制御されている。したがって、細胞分化や個体発生のメカニズム、そして分化した細胞の機

能を解明するためには、遺伝子の発現調節機構を明らかにすることが重要である。

遺伝子の発現は転写、翻訳の過程を含めて調節されているが、転写開始の調節が主役をに

なっている。1980年、グロシェデル R. Grosschedl とブリンスティール M. L. Brinstiel は、クロ

マチンのヒストン H2A蛋白質を支配する遺伝子の発現にはこの遺伝子の上流にある塩基配

列が必要であることを報告し、81年、ベノイスト C. Benoist は SV40ウイルスの転写開始点

付近にある 72塩基の配列がこのウイルスの発現に必須であることを報告した。遺伝子上流

に位置して転写の開始を誘導するこれらの塩基配列部分はエンハンサーと呼ばれる。

1984年、ゲステランド R. F. Gesteland は酵母のガラストース発酵を司る遺伝子のエンハン

サーに結合する蛋白質の転写因子の遺伝子をクローニングし、プタシニ M. Ptashne はこの転
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写因子がエンハンサーに結合して転写開始が促進されるメカニズムを解析した。87年以降

現在までに、チジャン R. Tjianやその他の研究者は動物の遺伝子のエンハンサー配列やそれ

に結合する転写因子を数多く発見した。ホルモンによって発現が誘導される遺伝子に働く

転写因子や特定の分化した細胞にだけ存在し、その細胞で発現する遺伝子に働く転写因子

も見出されている。

また、遺伝子の転写開始点付近には、メッセンジャー RNA を合成する RNAポリメラーゼ

が結合して転写が開始されるわけであるが、ここにも複数の転写因子が結合する。1989年、

レーダー R. C. Roeder はそうした転写因子の一つを始めて精製した。こうしたさまざまな転

写因子が転写開始点や、その上流域に結合して転写の ON／OFFや転写開始の速度を調節し

ているものと考えられている。

一方、遺伝子の転写を抑制するように働く転写因子も見出されている。DNA と蛋白質分

子の結合を調べる転写調節の研究は分子生物学の最も得意とする領域であり、1989年から

90年代にかけて急速な進歩をとげている。

ショウジョウバエでは、20 世紀前半にモーガン M. Morgan らによって行われた膨大な変

異体の解析結果が遺産として残されている。そのうちの一つ、個体発生における体節の形成

にあずかるホメオティック遺伝子群が、1983年にベンダー W. Bender らの５年間の努力の結

果、初めてクローニングされた。1924年にシュペーマン H. Spemann によって提唱された形

成体（オルガナイザー）仮説の現象的、概念的な段階にどどまっていた個体発生における

器官形成の研究も、分子レベルでメカニズムが解明される方向に進んでいる。

【プログラム細胞死】

　新しい研究対象としてノーベル賞受賞のブレンナー S. Brenner が推進してきた線虫

Nematoda の研究は、生物について新しい次元の概念を提供している。線虫の個体は 1000個

あまりの細胞から成り立っており、１個の受精卵から出発して、虫体の細胞ひとつひとつに

ついて、どう分裂し、分化し、そしてどの細胞はどの時点で死ぬるかという全細胞の系統図

が、1983年、サルストン J. E. Sulston らによって明らかにされた。このことは、増殖、分化、寿

命など個体の細胞の運命が遺伝子の上にあらかじめプログラムされていることを示してい

る。

1987年、ホルビッツH. R. Horvitz のグループはこうした細胞の系統分化やプログラム細

胞死を決定する遺伝子を突止め、これらの遺伝子の多くは細胞間のシグナル伝達にあずか

る GTP結合蛋白質を支配していることを明らかにした。この結果は、動物個体における個々

の細胞の命運が細胞相互間のシグナルによって統御されていることをうかがわせる。

こうしたプログラム細胞死はアポトーシスとも呼ばれ、中枢神経系の細胞分化と組織構

築、免疫系における抗原に対応した抗体産生細胞の分化誘導、癌細胞の排除の際にも認めら

れ、リンフォカイン様のリガンドが細胞表面のレセプターに結合することによってこの現

象が誘導される。このほかにも、細胞が放射線障害や薬物作用を受けた場合（後述）の死や

細胞の寿命による死も、プログラム細胞死であり、遺伝子の解析が進められている。現在で
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は、不老長寿を支配する遺伝子さえも突止められている。

酵母は、単細胞生物であるので多細胞生物に特有な現象の解析には不適当であるが、真核

細胞として最もすぐれた遺伝解析の研究方法を行使でき、細胞の増殖や分裂のメカニズム

を解析するすぐれた実験系を提供している。1988年、ビーチ D. Beach を含め多くの研究者に

よって、酵母の CDC 遺伝子群を中心とした細胞の増殖を調節するカスケードの全貌がほぼ

明らかにされた。

【癌抑制遺伝子】

　　癌の研究では、1970年代に盛んに研究された癌遺伝子とは逆に、癌細胞の性質を抑制

する遺伝子に異常が起って、抑制が働かなくなると細胞の癌化が誘導されるという発想が

提唱され、癌抑制遺伝子が探索された。1986年、ドライジャ T. P. Dryja とワインバーグは、ま

れな遺伝性の小児の眼の癌である網膜芽細胞腫の患者で異常となっている RB 遺伝子をク

ローニングすることに成功し、その後、正常な RB 遺伝子を癌細胞に移入すると細胞は癌と

しての性質を失うことから RB 遺伝子が癌抑制遺伝子であると確認された。

これに続いて、遺伝性のウィルムス腫瘍の WT 遺伝子、フォン・レックリングハウゼン症

候群の NF1 遺伝子などが発見され、これらの遺伝子は癌抑制遺伝子であることが明らかに

された。癌抑制遺伝子の蛋白質の一部は、酵母の増殖調節に働く CDC 遺伝子のカスケードに

働く可能性が示されている。

癌抑制遺伝子 p53 の機能は非常に興味深い。細胞が放射線を浴びたり、さまざまな薬物の

作用を受けると、細胞にストレスが加わり、しまいにその細胞は死滅してしまう。正常な細

胞では p53 遺伝子はほとんど発現していないが、いったん細胞にストレスが加わって緊急事

態が発生すると、p53蛋白質が大量に産生され、p53蛋白質は細胞の増殖を一時停止させ、放

射線や薬物の作用で生じた遺伝子 DNA上の障害を監視する。その間に DNA上の障害をな

おす修復酵素が働くが、どうしてもDNA の傷がなおりきらないと判断すると、p53蛋白質は

プログラ細胞死を誘導する。細胞は、障害を受けたあと、元の正常な細胞に回復できない場

合、p53蛋白質が働いてみずからの命を絶つのである。p53蛋白質は、DNA上の障害の監視や、

細胞増殖の一時停止、アポトーシスの誘導などの機能に必要な遺伝子群の発現をスイッチ

オンさせることによって働いている。もし、p53 遺伝子に変異があると、こうした一連の仕組

みが働かず、細胞はプログラム細胞死から免れて異常に増殖し、癌細胞として生残ると考え

られている。

1987年、リオッタ L. Liotta は、転移を起す悪性黒色腫と起さない悪性黒色腫を比較して、

癌の転移に関係する NM23 遺伝子をクローニングした。この遺伝子は、その翌年、シャーン

A. Shearn がクローニングしたショウジュウバエの awd 遺伝子とよく似ており、awd 遺伝子

に欠損をもつシュウジョウバエは羽の形成に異常が起る。癌細胞の転移が、ショウジョウバ

エの羽の形成における細胞の移動と組織の構築のメカニズムに接点をもつことは興味深い。

【遺伝病の解明と遺伝子診断】

　1985年にクンケル L. M. Kunkel は、悲惨な結末をもたらす遺伝病の進行性筋ジストロ
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フィーの患者で異常を起しているジストロフィン蛋白質の cDNA をクローニングすること

に成功した。

ジストロフィンは骨格筋の筋膜の内側で筋繊維の束を包む膜様の蛋白質で、この病気で

はジストロフィンが失われて進行性の筋萎縮を招き、患者は 20歳前後に呼吸筋の麻痺など

により死亡する。ジストロフィン遺伝子は現在知られている最も大きい遺伝子で、Ｘ染色体

の上にある。この病気は伴性劣性遺伝を示し、男児のみに発症し、女児は異常なジストロフ

ィン遺伝子と正常遺伝子をあわせもつ保因者となる。保因者の女性から生れる男児にはに

は２分の１の確率で病気が出るが、出生前診断を行うために妊婦の羊水を採取して胎児の

性別の判定とジストロフィン遺伝子の検査が行われる。この遺伝子の検査が、分子生物学の

技術を駆使した遺伝子診断である。10万の出生あたり約３名の患者が発生するという進行

性筋ジストロフィーの発生の約３分の１を出生前診断によって検出することができる。

クンケルのジストロフィン cDNA のクローニングを契機にさまざまな遺伝病の遺伝子が

クローニングされ、遺伝子診断が試みられている。さらに、遺伝病では、患者に正常な遺伝子

を送り込んで病気を治す遺伝子治療の研究が進められ、遺伝子を送り込むためのベクター

や病的遺伝子と置き換えるための遺伝子ターゲッティング法の開発が行われている。

一方、遺伝子診断は、遺伝病ばかりでなく、患者材料からウイルスや病原菌を検出する検

査法にも用いられている。さらに、癌や白血病、それに高脂肪血症、糖尿病、動脈硬化、代謝異

常、アルツハイマー病などでも、病巣の細胞には特定の遺伝子の異常や遺伝子発現の異常が

明らかにされ、遺伝子病と呼ばれるようになった。遺伝子病の異常な遺伝子の検出にも遺伝

子診断が使われはじめ、将来、健康診断の１つとして遺伝子診断が行われ、これらの病気の

発病危険率を予測できるようになるものと期待されている。

【生命現象の解明へ】

　　1985年、マリス K. B. Mulis はポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法を開発した。この方法は、

自動装置によって DNAポリメラーゼを数十回繰返し作用させて特定の遺伝子 DNA断片を

増幅させるもので、試料の中にごくわずかに含まれる遺伝子を検出する強力な方法であり、

遺伝子診断法をはじめとしてさまざまな研究や検査に用いられている。

遺伝子をクローニングして蛋白質を突止めても、それだけでは、個々の遺伝子の働きを明

らかにしたという断片的な情報に還元しただけで、生命現象の解明にはほど遠い。そこで、

細胞あるいは動物個体で発現しているすべての遺伝子をクローニングして遺伝子の番地を

つけてカタログ化し、細胞の分化や個体発生の時間経過とともに発現する一群の遺伝子全

体の変化を追究しようという動きも現れた。

1990年、洪実は均一化 cDNAライブラリーの方法を発表した。この方法は、遺伝子ごとの

メッセンジャー RNA の量の違いを均一化した cDNAライブラリーをつくり、そのうえで各

遺伝子間で塩基配列の類似性の少い、cDNA の最下流部分の短い DNA断片を遺伝子のサン

プルとしてすべてクローニングし、カタログ化しようというものである。遺伝子のカタログ

化としては、科学技術庁の主導のもとに、政府間国際協力研究として「ヒトゲノムプロジェ
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クト」が 1989年より発足し、最終的にはヒトの染色体上のすべての DNA の塩基配列を明ら

かにすることを目的としている。

　　　　　　　　　　　　（高野利也）1993、ブリタニカ国際百科辞典より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23) 経済学

概要 

ドイツ古典哲学の集大成たるヘーゲルの弁証法の批判的継承、古典派経済学の批判を通じ

て、資本主義的生産様式、剰余価値の生成過程、資本の運動諸法則を明らかにした。全 3巻

（全 3部）。サブタイトルは「経済学批判（a critique of political economy）」。

1867      年  に第 1部が初めて刊行され、1885      年  に第 2部が、1894      年  に第 3部が公刊された。第 1

部は、マルクス自身によって発行されたが、第 2部と第 3部は、マルクスの死後、マルクスの

遺稿をもとに、フリードリヒ・エンゲルスの献身的な尽力によって編集・刊行された。

「第 4部」となる予定だった古典派経済学の学説批判に関する部分は、エンゲルスの死後、カ

ール・カウツキーによって公刊されたが、『資本論』という表題に関する版権の問題、カウツ

キーの「独自の見解」などにより、『資本論』第 4部としてではなく『剰余価値学説史』の表題で

刊行された。

本書は、マルクスの友人だったヴィルヘルム・ヴォルフに「高潔で勇敢なプロレタリアート

の前衛」という献辞とともに捧げられている。
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成立過程 

マルクス（1861年）

マルクスは、「新ライン新聞」の編集者として、物質的な利害関係を扱う過程で、次第に、社会

変革のためには物質的利害関係の基礎をなす経済への理解の必要性を認識し、経済学研究

に没頭していった。

1843      年  以来、マルクスは経済学の研究を開始する。亡命先のパリでの研究から始まり、9冊の

『パリ・ノート』、6冊の『ブリュッセル・ノート』、5冊の『マンチェスター・ノート』などとし

てその成果が残っている。なお、これらのノートは、いずれも『資本論』草稿ではない。

1849      年  、マルクスはロンドン亡命後、大英図書館に通って研究を続け、1850      年   - 1853      年  ま

での成果として『ロンドン・ノート』24冊を書き上げた。これはマルクスのノート中、最大分

量を占める経済学ノートであるが、この時期のノートの内容には国家学、文化史、女性史、イ

ンド史、中世史、また時事問題など、内容の異なる多くの論が併存しており、この時期にマル

クスの研究が経済学批判に特化したとはいえない。

マルクスが経済学批判に関する執筆にとりかかったのは 1857      年  からである。これは商品・

貨幣を論じるごく一部のものにとどまり、『経済学批判、第一分冊』として 1859      年  に刊行され

た。また、この時期の原稿は『経済学批判要綱』『剰余価値学説史』として、マルクスの死後に

出版された。

『資本論』そのものの草稿で最も中心的となったものは、1863      年  から 1865      年  末までに執筆さ

れた草稿群である。ここでマルクスはおおまかな全 3部の草稿のかたちを書き終えた。ただ

し、これは問題意識に基づくメモが終わったという意味にとどまり、それを再吟味・再構成

し、文章として叙述し直し、清書するという作業はまるまる残された。この「1863年から 1865
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年までの草稿」のことを新 MEGA[1]編集委員はまとめて「第 3の資本論草案」と呼んでいる。し

かしこの草稿も未完成のものであり、マルクスはそのことに自覚的であった。この第 2部と

第 3部の草稿についてマルクスは 1866      年  の段階でエンゲルスに宛てて、「でき上がったとは

いえ、原稿は、その現在の形では途方もないもので、僕以外のだれにとっても、君にとってさ

えも出版できるものではない」と手紙に書いたほどであった。

エンゲルス（1877年）

1867      年  に第 1部が刊行されたが、その後もマルクスは叙述の改善をくり返し、「まったく別

個の科学的価値を持つ」と自分で称するほどに納得できる版となった「フランス語版」が出

版されたのはようやく 1872      年   - 1875      年  であった。このように、マルクスは第 1部刊行後も

改訂に改訂を重ね、第 2部と第 3部の作業は大幅に遅れ、貧困と病苦の中で膨大な未整理草

稿を残したまま、1883      年  に世を去った。マルクスは大変な悪筆であったので[2]、遺稿はエン

ゲルスしか読めず、編集作業は彼にしか行うことができなかった（後にマルクスの文字の

読み方をカウツキーとベルンシュタインに伝授）。エンゲルスは、マルクスが遺した膨大な

草稿と悪筆の前に、夜間の細かい作業を余儀なくされ、目を悪くしたとされる。なお 2004      年  

には、『資本論』第 2部の編集に際してはエンゲルスとともに、今まで「エンゲルス原稿編集の

口述筆記者」として扱われていたオスカル・アイゼンガルテンが相当程度この編集作業に

関与していたことが明らかになっている。

『経済学批判』という題でマルクスが最初に構想していたのは全 6編であったが、それは後に

『資本論』全 4部構成に変更された。マルクスの『資本論』構想は理論的展開から成る第 1部 -

第 3部と、学説史から成る第 4部であった。しかしマルクスの生前に刊行されたのは第 1部

（諸版があり、独語初版、改訂第 2版、マルクス校閲仏語版、ロシア語版）のみで、あとに残っ
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たのは膨大な経済学批判に関するノート類である。現在それらの草稿の多くはアムステル

ダム社会史国際研究所、あるいはモスクワの現代史文書保管・研究ロシアセンターに保管

されている。

構成 

以下に述べる構成はエンゲルス編集の 1890年・現行流布版底本『資本論』の構成である。こ

の編集はエンゲルスの手によるものであり、新 MEGA編集委員による検討が続けられており、

いくつかの異論が提出されていることに注意されたい。

第 1部　資本の生産過程

• 第 1篇　商品と貨幣 

o 第 1章 商品 / 第 2章 交換過程 / 第 3章 貨幣または商品流通 

• 第 2篇　貨幣の資本への転化 

o 第 4章 貨幣の資本への転化 

• 第 3篇　絶対的剰余価値の生産 

o 第 5章 労働過程と価値増殖過程 / 第 6章 不変資本と可変資本 / 第 7章 剰余

価値率 / 第 8章 労働日 / 第 9章 剰余価値の率と総量 

• 第 4篇　相対的剰余価値の生産 

o 第 10章 相対的剰余価値の概念 / 第 11章 協業 / 第 12章 分業とマニュファク

チュア / 第 13章 機械と大工業 

• 第 5篇　絶対的および相対的剰余価値の生産 

o 第 14章 絶対的および相対的剰余価値 / 第 15章 労働力の価格と剰余価値と

の大きさの変動 / 第 16章 剰余価値率を表わす種々の定式 

• 第 6篇　労賃 

o 第 17章 労働力の価値または価格の労賃への転化 / 第 18章 時間賃銀 / 第 19

章 出来高賃銀 / 第 20章 労賃の国民的相違 

• 第 7篇　資本の蓄積過程 

o 第 21章 単純再生産 / 第 22章 剰余価値の資本への転化 / 第 23章 資本主義的

蓄積の一般的法則 / 第 24章 いわゆる本源的蓄積 / 第 25章 近代的植民理論 

第 2部　資本の流通過程

• 第 1篇　資本の諸変態とそれらの循環 

o 第 1章 貨幣資本の循環 / 第 2章 生産資本の循環 / 第 3章 商品資本の循環 / 

第 4章 循環過程の三つの図式 / 第 5章 通流時間 / 第 6章 流通費 

• 第 2篇　資本の回転 
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o 第 7章 回転時間と回転数 / 第 8章 固定資本と流動資本 / 第 9章 前貸資本の

総回転。回転循環 / 第 10章 固定資本と流動資本とにかんする諸学説。重農主

義者とアダム・スミス / 第 11章 固定資本と流動資本とにかんする諸学説。

リカードウ / 第 12章 労働期間 / 第 13章 生産時間 / 第 14章 通流時間 / 第 15

章 資本前貸の大きさにおよぼす回転時間の影響 / 第 16章 可変資本の回転 / 

第 17章 剰余価値の流通 

• 第 3篇　社会的総資本の再生産と流通 

o 第 18章 緒論 / 第 19章 対象についての従来の諸叙述 / 第 20章 単純再生産 / 

第 21章 蓄積と拡大再生産 

第 3部　資本主義的生産の総過程

• 第 1篇　剰余価値の利潤への転化、および剰余価値率の利潤率への転化 

o 第 1章 費用価格と利潤 / 第 2章 利潤率 / 第 3章 剰余価値率にたいする利潤

率の関係 / 第 4章 回転の利潤率に及ぼす影響 / 第 5章 不変資本の充用にお

ける節約 / 第 6章 価格変動の影響 / 第 7章 補遺 

• 第 2篇　利潤の平均利潤への転化 

o 第 8章 相異なる生産部門における資本の平等な組成とそれから生ずる利潤

率の不等 / 第 9章 一般的利潤率（平均利潤率）の形成と商品価値の生産価

格への転化 / 第 10章 競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価

値。超過利潤 / 第 11章 労働賃金の一般的諸変動が生産価格に及ぼす諸影響 /

第 12章 補遺 

• 第 3篇　利潤率の傾向的低下の法則 

o 第 13章 この法則そのもの / 第 14章 反対に作用する諸原因 / 第 15章 この法

則の内的矛盾の展開 

• 第 4篇　商品資本及び貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への（商人資本

への）転化 

o 第 16章 商品取引資本 / 第 17章 商業利潤 / 第 18章 商人資本の回転。諸価格 /

第 19章 貨幣取引資本 / 第 20章 商人資本にかんする歴史的考察 / 第 21章 利

子生み資本 / 第 22章 利潤の分割。利子率。利子率の「自然」な率 / 第 23章 利

子と企業者利得 / 第 24章 利子生み資本の形態における資本関係の外在化 

• 第 5篇　利子と企業者利得とへの利潤の分裂。利子生み資本 

o 第 25章 信用と架空資本 / 第 26章 貨幣資本の蓄積、その利子率に及ぼす影響

/ 第 27章 資本主義的生産における信用の役割 / 第 28章 流通手段と資本。ト

ゥックおよびフラートンの見解 / 第 29章 銀行資本の構成部分 / 第 30章 貨

幣資本と現実資本 1 / 第 31章 貨幣資本と現実資本 2（続） / 第 32章 貨幣資

本と現実資本 3（結） / 第 33章 信用制度のもとにおける流通手段 / 第 34章 
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通貨主義と 1844年のイギリス銀行立法 / 第 35章 貴金属と為替相場 / 第 36

章 資本主義以前 

• 第 6篇　超過利潤の地代への転化 

o 第 37章 緒論 / 第 38章 差額地代。総論 / 第 39章 差額地代の第一形態（差額

地代 1) / 第 40章 差額地代の第二形態（差額地代 2) / 第 41章 差額地代 2 そ

の 1、生産価格が不変な場合 / 第 42章 差額地代 2 その 2、生産価格が低下す

る場合 / 第 43章 差額地代 2 その 3、生産価格が上昇する場合。結論 / 第 44章 

最劣等耕地にも生ずる差額地代 / 第 45章 絶対地代 / 第 46章 建築地地代。鉱

山地代。土地価格 / 第 47章 資本主義的地代の創世記 

• 第 7篇　諸収入とその源泉 

o 第 48章 三位一体の定式 / 第 49章 生産過程の分析のために / 第 50章 競争の

外観 / 第 51章 分配諸関係と生産諸関係 / 第 52章 諸階級 

梗概

資本の実体、貨幣

第 1部

第 1部は資本の生産過程の研究である。 巨大な資本主義社会の諸現象の内、最も単純な概念

である商品の分析から出発する。商品経済は必然的に貨幣を生み、マルクスは第 1部冒頭で、

「資本」という概念が登場する以前の「商品経済」すなわち市場経済の研究を行っている（資

本主義より時間的に前に存在した市場経済という意味ではなく、論理的前提として存在し

ている市場経済という意味）。

機械などの生産手段や貨幣はそのまま資本になるのではなく、ある歴史的条件の下で「資

本」に転化することを明らかにする。その決定的な条件が、生産手段のブルジョアジー（資

本家階級＝生産手段の所有者）の独占と、身分としても所有からも自由となった（排除さ

れた）プロレタリア（労働力商品）の存在であった。（マルクスの経済学はリカードなど

が唱える労働価値説に立脚し、価値とは労働者の労働時間であるという前提から出発して
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いた）。こうして「自己増殖する価値の運動体」である資本の概念が登場する。資本はいつの

時代にも存在するものではなく、歴史的な存在であるとマルクスは本書で主張している。

労働（兵器生産）

資本（その人格化としての資本家）は、労働力商品を購買し、労働者には労働力商品の再生

産費分（労働力価値）だけを「労賃」として等価交換し、資本はその労働力価値分を超えて

価値を生み出させるように働かせる。この超えた部分が「剰余価値」となり、資本がこれを取

得する。等価交換という商品経済の原則を守りながら、生産過程の中で新たな価値を生み出

す——これがマルクスが明らかにした搾取（労働力が生み出した価値－不当に低く抑えられ

た労賃＝剰余価値） のシステムである。

資本は「食べるため」「着るため」といった有用目的のために生産を行うのではなく、剰余価

値（対象化された不払労働）の追求、すなわち「もうけ」のために生産を行う。したがって、

例えばいくら飢餓が生じ、食糧の生産が必要であっても、もうけが生じなければ資本は生産

はしない。逆に兵器など社会にとって有害なものでも、もうけが出れば資本は生産する。マ

ルクスはこのことを『資本論』の中で、「まず第一に資本主義的生産過程の推進的な動機であ

り規定的な目的であるのは、資本のできるだけ大きな自己増殖、すなわちできるだけ大きい

剰余価値生産、したがって資本家による労働力のできるだけ大きな搾取である」と書いた。

以後、第 1部において、剰余価値を生み出す様々な方法、労働者の機械への包摂など資本の生

産過程における運動法則が明らかにされ、一方で資本が蓄積され、他方で貧困が蓄積されて

いく資本主義の資本蓄積法則が叙述される。資本蓄積の発展に伴い、生産は次第に集中し独

占へと導かれ、社会化していくが、依然富の取得は私的なままであり、生産の動機は「剰余価

値の追求」すなわち「もうけ」を目的におこなわれる。この矛盾が資本主義の「弔鐘」となる、

とマルクスは第 1部を結ぶ。

第 1部では価格、利子、地代などといった私たちが資本主義社会で目にする現象そのものは

扱われていない（必要な範囲で登場するだけ）。あくまで資本主義システムの最も核心部
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分である、生産過程とそこにおける搾取のしくみを、最も剥き出しの概念で扱ったものであ

る。

第 2部

第 2部は資本の流通過程の研究、すなわち、資本制的生産様式の再生産に関する研究である。

第 1部がマルクス自身が構成や叙述の仕上げ、刊行まで関わったのに対し、第 2部は、マルク

スの死後、残されていたいくつかの草稿（第 2部のエンゲルスによる序文を参照）をエンゲ

ルスが編集、刊行したものである。

第 1篇と第 2篇は資本の循環や回転などを扱っており、個別資本の流通過程での運動を考察

した。いわば資本家が経営の上で資本の動きを見る時と同じ視点である。実際、マルクスは、

工場経営者であったエンゲルスにしばしば資本の回転率などについて照会の手紙を送り、

経営のリアルな現実における実務を学び、この草稿に反映させている。

第 3篇は社会全体における資本の流通過程の研究である。「再生産論」と呼ばれる理論分野で、

社会的総資本の観点から、資本制的生産様式を維持・持続するために、資本の生産・流通・

再投下が、どのような制約・条件の下でおこなわれているかを考察したものである。マルク

スはフランソワ・ケネーの経済表に刺激を受けながら「再生産表式」とよばれるモデルをつ

くりあげ、マクロ的視点から資本の流通・循環を論じた。

第 3部

第 3部は、資本主義的生産の総過程の研究である。第 3部も第 2部と同様に、マルクス自身の

手で刊行されたものではなく、マルクスの草稿をエンゲルスが編集（第 3部のエンゲルスに

よる序文を参照）したものである。

第 3部は第 1部と第 2部の研究をふまえ、資本主義経済の一般的・普遍的な諸現象である価

格、利潤、平均利潤率、利子、地代などを扱い、資本主義経済の全体像の再構成を試み、資本主

義の終わりを論証した。

『資本論』草稿

エンゲルスらの編集方針は長らく最も権威あるものとして扱われ、現在でも『資本論』とい

うときには、マルクスが完全に責任をもった１部とともにこのエンゲルス編集の２部・３

部をふくめた全３部を指すことが多い。しかし、その後マルクスが書いた『資本論』草稿の研

究が進み、エンゲルスの編集成果をふまえつつも、現在残されている草稿全体からよりマル

クスの正確な『資本論』構想がうかびあがってきた。

367

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%8D%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%AB%96&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%81%8E%E7%A8%8B&action=edit&redlink=1


『資本論』の草稿とその準備労作と考えられるものを以下の 7つに大別して記述する。

1. 『経済学批判要綱』とその他の諸草稿（1857年 - 1858年） 

まず『要綱』の草稿が最初に書かれている。『経済学批判要綱』と『経済学批判』とは関

係性があるが基本的には別の草稿・著作であり、紛らわしいため『要綱』のことをド

イツ語読みで『グルントリッセ』 ("Grundrisse") と呼ぶのが一般的である。これらは

1857      年      10月から翌 1858      年      5月にかけて執筆された 7冊のノートである。 

これに先行して書かれた「バスティアとケアリ」（1857年 7月）および「序説」（

"Einleitung" 、1857      年      8月 - 9月）とを総称して「1857年 / 1858年の諸草稿」と呼ぶ。

これらが通常『経済学批判要綱』と呼ばれる草稿に当たる。マルクスはこの草稿を最

初に書き上げる中で、全 6 部から成る経済学批判の体系を構想していった。日本語版

では大月書店から刊行された『経済学批判要綱』全 5巻に相当し、また『資本論草稿

集』全 9巻中の第 1巻・第 2巻に収録された部分に当たる。 

2. 『経済学批判』第 1部原初稿（1858年 - 1859年） 

これがいわゆる『経済学批判』として刊行されたマルクスの著作の原初稿。 

これは上記のように全 6編として構想されたものの第 1 部に当たり、「序文」、「第 1

章　商品」、「第 2章　貨幣または単純流通」からなる著作である。なお、この中の「序

文」 ("Vorwort") と、『要綱』の中の「序説」 ("Einleitung") は別のものである。「唯物史観

の公式」として知られる「上部構造・下部構造」の概念がマルクスの全著作中で出て

くるのは、ここのみである。 

『経済学批判』は『要綱』の中の「貨幣に関する章」をもとに作成した原初稿 (Urtext) を

さらに改稿して成立している。マルクスは全 6 部の構想のうち、第 1 部としてこの

『経済学批判』を書いた。当然続く作品は第 2 部以降として構想されていたが、この計

画は後年に破棄され、書名を『資本（論）』 ("Das Kapital") に変更し、全 3巻 4 部に構

成を改めた。 

3. 『経済学批判』草稿（1861年 - 1863年） 

紛らわしいので前 2者と区別するため「1861年 - 1863年草稿」と呼ばれる。 

1861      年      8月から 1863      年      7月にかけてマルクスは 23冊のノートを書く。マルクスは

『経済学批判』第 1 部の続きとしてこれを「第 3章　資本一般」から書き始めたが、途

中でその方針は変更される。 

マルクスは 1862      年      12      月      28      日  に手紙の中で、すでに書いたものを推敲・清書して

『資本論 - 経済学批判』として刊行する旨を書いているので、この頃にマルクスの

“経済学批判・全 6 部”という構想が“資本論・全 4 部”構想に変化していったこ

とがわかる。 

この「1861年 - 1863年草稿」は新MEGA編集者によって「第 2 の『資本論』草案」と呼

ばれており、大月書店から出ている『資本論草稿集』では第 4巻から第 9巻に相当す
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る。 

また、この「1861年 - 1863年草稿」23冊のノートの中には「剰余価値に関する諸学説」

の草稿が含まれている。エンゲルスはこれを『資本論』第 4 部として構想されていた

「剰余価値学説史」の本体になるものと判断したが、それを編集することはもはや自

分には不可能であると考えたため、この仕事をベルンシュタインとカウツキーに委

ね、悪筆で有名なマルクス独特の筆致の読み方を特訓した。後にベルンシュタインは

『マルクス＝エンゲルス往復書簡集』を編集・刊行。カウツキーは『資本論』の第 4 部

となるはずだった『剰余価値学説史』を独自の一つの著作として編集・刊行する。 

4. 「1863年 - 1865年経済学草稿」 

上記「1861年 - 1863年草稿」を書き上げた後、マルクスは清書をするため、1863      年      8

月から『資本論』第 1巻第 1 部の「資本の生産過程」の原稿を書き始める。その後、1865

年末までには第 3 部の全 7篇までの草稿をほぼ書き上げることになる。 

この「1863年 - 1865年経済学草稿」では『資本論』全 4 部構想が定まり、「第 1 部　資本

の生産過程」「第 2 部　資本の流通過程」「第 3 部　総過程の諸形象化」の理論的な 3

部の後に第 4 部として学説史的叙述がまとめられることが確定する。したがってこ

の時期に『資本論』の理論的な 3 つの部分が書き上げられたと考えられている。この

部分がいわゆる資本論の初稿であり、この「1863年 - 1865年経済学草稿」は新MEGA

編集者によって「第 3 の『資本論』草案」と呼ばれている。 

5. 「1865年 - 1867年の経済学諸草稿」 

1867      年      4      月      12      日  にマイスナー書店に渡された『資本論』第 1 部の印刷用原稿は、同年

8月に『資本論』第 1 部初版として出版される。 

第 1 部の執筆・出版に執心していたマルクスだが、この時期に彼は第 2 部と第 3 部

への補足の必要性を感じていた。そのため、この時期に書かれた第 2 部・第 3 部補足

のための諸草稿が存在している。これに関してはエンゲルスがマルクスの死後に『資

本論』第 2 部・第 3 部出版の際に部分的に利用している。もちろんこの中には実際に

エンゲルス版『資本論』に採用されずに埋もれたままの草稿も存在する。これは新

MEGA の第 II 部第 4巻第 4 分冊に収録される予定である（2010年現在未刊）。 

6. 「1868 - 1881年の『資本論』第 2部諸草稿」 

この草稿群は主に『資本論』第 2 部の書き直しを含む長短種々の草稿。つまり『資本

論』第 2 部の全体草稿である。第 2 部は周知のようにマルクスの死によって未完成に

終わった。この草稿類の中でも 1868      年      12月初旬から 1870      年  半ばまでに書かれたも

のは、「第 2 部の草稿のうちで、ある程度まででき上がっている唯一のもの」（エンゲ

ルス）である。これもまたエンゲルス版に部分的に利用されている。 

1870年の草稿を書いてからのマルクスは、執筆を中断した一時期を挟んでから 1877

年  3月末に再びペンを執る。これもまた第 2 部のための補筆・書き直しを含んだ諸

草稿になる。ここでマルクスは 3度にわたって第 2 部第 1章の書き上げを試み、また
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その後、1880      年  末頃から 1881      年  にかけて第 3章の新たな書き直しを試みている。こ

れらの草稿がマルクスが生前に書いた『資本論』全 3 部のための最後の草稿となった。

 

7. それ以外の諸草稿 

上記以外の草稿について、まず第 3 部第 1章に関して次の草稿が存在する。 

• 第 3 部第 1章に関する断稿（1869      年      1月～1871      年      8月） 

• 第 3 部第 1章に関する断稿（1875      年      11月） 

• 第 3 部第 1章に関する断稿（1875      年      5月） 

• 第 3 部第 1章に関する断稿（1876      年      2月半ば） 

このうち 2 つがエンゲルスの編集によって第 3 部の冒頭部分に利用された。これに

加えて、断片的なノート類やメモ、目次、引用資料など、マルクスによる多くの別の草

稿類が存在している。 

またフランス語版『資本論』では、初版の後半部分にマルクスは改訂を加えているが、

このフランス語版とドイツ語版との統一を完成することなくマルクスはこの世を去

った。マルクスは生前にドイツ語第 2版のどこを削除し、フランス語版のどこに置き

換える必要があるかを「第 1巻のための変更一覧表」で一括整理していたのだが、第

3版編集の際にエンゲルスはその存在に気づかなかった。 

エンゲルスは第 3版を編集・出版する際に「変更一覧表」ではなく、その元になった

第 2版とフランス語版マルクス自用本の「書き込み」を参考にしている。ただ新

MEGA編集委員である大村泉の研究によれば、この「書き込み」は単なる備忘録・メ

モの域を越えないものであり、「一覧表」の存在なしには意図が不鮮明な部分が多数

あった。こうした経緯で依拠すべき草稿が取り違えられてしまい、フランス語版で訂

正された箇所が第 3版では訂正がされないまま不正確になってしまっている。エン

ゲルスが「一覧表」の存在に気づいたのは、後年の英語版を監修していた 1887      年  の時

点だが、エンゲルスはなぜか第 3版でも第 4版（現行流布版底本）でも編集の手入

れをほとんど行わず、またこうした事実を率直に述べていない。 

2010年現在も刊行中の新 MEGA第 II部「『資本論』および準備労作」は 15巻 24分冊が予定さ

れており、その構成は以下のようになっている。

巻数 収録草稿

第 1巻（全 2 分冊） 「バスティアとケアリ」

『経済学批判要綱』（1857年 - 1858年）ほか

第 2巻 『経済学批判』（1858年 - 1859年）原初稿ほか
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第 3巻（全 6 分冊） 『経済学批判』草稿（1861年 - 1863年）

第 4巻・第 1 分冊 『資本論』第 1 部・第 2 部初稿

第 4巻・第 2 分冊 『資本論』第 3 部主要草稿（1864年 - 1865年）ほか

第 4巻・第 3 分冊 『資本論』第 2 部・第 III、IV草稿、第 3 部関連草稿ほか

第 5巻 『資本論』第 1巻第 1 部初版（1867年）

マルクスの自用本の訂正ほか

第 6巻 『資本論』第 1巻第 1 部改定第 2版（1872年 - 1873年）

補遺及び変更、初版との異同一覧

マルクス初版自用本への欄外書き込み

第 7巻 仏語版『資本論』第 1巻（1872年 - 1875年）

仏語から独語への乖離一覧ほか

第 8巻 『資本論』第 1巻第 1 部増補第 3版（1883年）

第 1巻のための変更一覧表

第 9巻 英訳『資本論』第 1巻（1887年）

英訳の独語からの乖離一覧ほか

第 10巻 『資本論』第 1巻第 1 部校閲第 4版（1890年）

独語第 3版・第 4版に採用されなかった仏訳テキスト一覧

第 11 巻（ 全 2 分

冊）

『資本論』第 2 部第 II草稿、第V - 第VIII草稿ほか（1868年 - 1881年）

第 12巻 『資本論』第 2巻第 2 部エンゲルス編集原稿（1884年 - 1885年）

アイゼンガルテン／エンゲルスの書き込み一覧

編集原稿とマルクス草稿との異同一覧

第 13巻 エンゲルス版『資本論』第 2巻第 2 部初版（1885年）

編集原稿とマルクス草稿との異同一覧

第 14巻 マルクス／エンゲルス『資本論』関連草稿（1871年 - 1894年）

第 15巻 エンゲルス版『資本論』第 3巻第 3 部（1894年）

マルクス草稿との異同一覧
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『資本論』の方法

マルクスが『資本論』で用いた方法は、資本主義社会全体の混沌とした現象全体の中から分

析によって次第に単純な概念へと到達し（その最も基本的な概念が『資本論』では「商品」だ

った）、叙述にあたってはその単純な概念を展開して「後もどり」を行い、再び資本主義社会

の全体像を再構成する、というものである。

「表象された具体的なものから、ますますより希薄な抽象的なものにすすみ、ついには、もっ

とも単純な諸規定にまで到達するであろう。そこからこんどは、ふたたびあともどりの旅が

始まるはずであって、最後に再び人口にまで到達するであろう。だがこんど到達するのは、

全体の混沌とした表象としての人口ではなく、多くの諸規定と諸関連をともなった豊かな

総体としての人口である」（マルクス『経済学批判序説』）。

これがマルクスが『資本論』で用いた「上昇・下降」と言われる方法、ヘーゲル  弁証法  の批判

的継承とされているものの核心の一つで、その方法の核心は、唯物論を基礎とする分析と総

合による分析対象の全体像の再構成である。『資本論』のサブタイトルが「経済学批判」であ

るのは、当時の主流であった古典派経済学とそれを受け継いだ経済学（マルクスの謂いに

よれば「俗流経済学」）への批判を通じて自説を打ち立てたからである。

マルクスが『資本論』において、古典派を批判したその中心点は、古典派が資本主義社会が歴

史的性格を持つことを見ずに、「自然社会」と呼んで、あたかもそれを普遍的な社会体制であ

るかのように見なしたという点にある。すなわち資本主義社会は歴史のある時点で必然的

に生成し、発展し、やがて次の社会制度へと発展的に解消されていく、という「歴史性」を見

ていないというのだ。

マルクスは『資本論』第 1巻の「あとがき」において、このことをヘーゲル弁証法に言及しなが

ら、こう述べた。「その合理的な姿態では、弁証法は、ブルジョアジーやその空論的代弁者た

ちにとっては、忌わしいものであり、恐ろしいものである。なぜなら、この弁証法は、現存す

るものの肯定的理解のうちに、同時にまた、その否定、必然的没落の理解を含み、どの生成し

た形態をも運動の流れのなかで、したがってまたその経過的な側面からとらえ、なにものに

よっても威圧されることなく、その本質上批判的であり革命的であるからである」。

『資本論』の中の共産主義論

『資本論』は、資本主義の生成、発展、没落（発展的解消）に関する本で、よく誤解されている

ように共産主義の未来モデルを描いた著作ではない。しかし、『資本論』には、資本主義的生

産の歴史的性格を浮き彫りにするために、それ以前の生産様式（封建制、奴隷制など）がし
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ばしば登場し、資本主義以後の社会、すなわち共産主義社会についてもその限りで大まかな

特徴づけが数十カ所で行われている。

ただし、全 3部の中で「共産主義社会」と形容されている箇所はわずか 2箇所しかなく、マル

クスはこの資本主義以後の社会について「結合的生産様式」「結合した労働の様式」「協同的

生産」「社会化された生産」などと形容している。より詳細な規定としては、「協同的生産手段

で労働し自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自

由な人々の連合体」（第 1部第 1編）、「労働者たちが自分自身の計算で労働する社会」（第

3部第 1編）、「社会が意識的かつ計画的な結合体として組織」（第 3部第 6編）などがある。

ここからもわかるように、『資本論』においては旧ソ連式の国有化・単一計画などの具体的

形態に言及した箇所は無く、生産を社会の理性によって規制するという一般論が述べられ

ているだけである。また、マルクスは『資本論』第 3部で、「自由の国」と「必然の国」の問題に触

れ、共産主義革命の目的を述べている。すなわち、経済が資本主義＝剰余価値（もうけ）の

追求から解放され、社会の合理的な規制の下に服して社会の必要に対する生産という経済

本来のあり方を回復するが、それでも生産は人間が生活していく上で必要な富をつくりだ

すための拘束的な労働（必然の国）が要る。しかし、この時間は時間短縮によって次第に短

くなり、余暇時間（自由の国）が拡大する。『資本論』第 3部では、この時間の拡大によって人

間の全面発達がおこなわれ、人間が解放されるとマルクスは主張した。

『資本論』への批判

マルクス主義一般を批判した著作や学派は多数あるが、『資本論』そのものを批判した代表

的な論者の一人にオーストリアの経済学者でウィーン学派のオイゲン・フォン・ベーム＝

バヴェルクがいる。ベーム＝バヴェルクは、『マルクス体系の終結』のなかで、マルクスが第 1

部では価値は投下労働量によって決まるといっているのに、第 3部ではそれとは別の、需給

変動にもとづく生産価格と平均利潤率の理論を持ち出しているとして、これを『資本論』の

第 1部と第 3部の矛盾と批判した[3]。

また、この問題に関わって、価値が価格に転化する際に、総価値＝総生産価格が貫かれると

するマルクスの立場を批判したドミトリ・エフ・ボルトケヴィッチなどがいる。これらを

総称して「転形問題論争」という。

『資本論』研究

元々のマルクスのプランに基づく『資本論』の復元については様々な議論がおきている。現

在、マルクスとエンゲルスの全ての著作物を刊行する新 MEGA[1]の試みが国際的な共同作業
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で行われ、この中で『資本論』の構成についても吟味されている。この新 MEGAにおける第 II

部「『資本論』および準備労作」全 15巻 24分冊の編集は L・ミシケーヴィチ、L・ヴァシーナ、

E・ヴァシチェンコ、大谷禎之介、C・E・フォルグラート、R・ロート、E・コップフ、大村泉

M ・ミュラーなど各国の研究者により、進められている。

初期の日本語訳は高畠素之らによるもので、これを勉強した中国の留学生が社会主義・共

産主義を中国に持ち帰ったと言われる（なお、中島敦の伯父である漢学者の中島端（端

造）が、日本語訳に先んじて漢文訳を行ったものの、内容は面白いが文章が悪文であると述

べて、そのまま放棄してしまったと言われている[4]）。資本論の読み直しは、フランスのル

イ・アルチュセールや日本の廣松渉、今村仁司、柄谷行人らによって行われている。

参考文献

• 内田義彦  『資本論の世界』岩波新書、1966      年   

• 宇野弘藏  『『資本論』と社会主義』岩波書店、1958      年   

• 宇野弘藏『資本論の経済学』岩波新書、1969      年   

• 大塚久雄  『社会科学の方法』岩波新書、1966      年   

• 大塚久雄『社会科学における人間』岩波新書、1977      年   

• 大村泉  ・宮川彰編『マルクスの現代的探究』八朔社、1992      年   

• 大村泉『新MEGA と《資本論》の成立』八朔社、1998      年   

• 大村泉・宮川彰編『新MEGA第 II 部（『資本論』および準備労作）関連内外研究文

献・著作邦訳史集成』八朔社、1999      年   

• 経済史学会  編『『資本論』の成立』岩波書店、1967      年   

• 向坂逸郎  『マルクス経済学の基本問題』岩波書店、1962      年   

• 向坂逸郎『わが資本論』新潮社（新潮選書）、1972      年   

• 桜井哲夫  『社会主義の終焉』講談社学術文庫、1997      年   

• 佐藤金三郎  『マルクス遺稿物語』岩波新書、1989      年   

• 廣松渉  『資本論の哲学』勁草書房、1987      年   

• 廣松渉『今こそマルクスを読み返す』講談社現代新書、1990      年   

• 的場昭弘  ・内田弘・石塚正英・柴田隆行編『新マルクス学事典』弘文堂、2000      年   

• 的場昭弘『未完のマルクス　全集プロジェクトと 20 世紀』未來社、2002      年   

• マルクス・カテゴリー事典編集委員会編『マルクス・カテゴリー事典』青木書店、

1998      年   

• 見田石介  『資本論の方法』弘文堂、1963      年   

• 宮川彰『『資本論』第 2・3巻を読む』（上下 2 分冊）学習の友社、2001      年   

• 吉田憲夫  『資本論の思想　マルクスと廣松物象化論』情況出版、1995      年   

• E  ・  H  ・カー  『カール・マルクス』石上良平訳、未來社、1961      年  （原著 1934      年  ） 

374

http://ja.wikipedia.org/wiki/1934%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1961%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%B3%E4%B8%8A%E8%89%AF%E5%B9%B3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/E%E3%83%BBH%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E6%B3%81%E5%87%BA%E7%89%88
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%90%89%E7%94%B0%E6%86%B2%E5%A4%AB&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%AE%E5%8F%8B%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E7%94%B0%E7%9F%B3%E4%BB%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9C%A8%E6%9B%B8%E5%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E4%BE%86%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E6%96%87%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9F%B4%E7%94%B0%E9%9A%86%E8%A1%8C&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%A1%9A%E6%AD%A3%E8%8B%B1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E7%94%B0%E5%BC%98&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%84%E5%A0%B4%E6%98%AD%E5%BC%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%B0%E6%9B%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1987%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%81%E8%8D%89%E6%9B%B8%E6%88%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%A3%E6%9D%BE%E6%B8%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BD%90%E8%97%A4%E9%87%91%E4%B8%89%E9%83%8E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%96%87%E5%BA%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E5%93%B2%E5%A4%AB_(%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E8%80%85)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E9%81%B8%E6%9B%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/1962%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E5%9D%82%E9%80%B8%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1967%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8F%B2%E5%AD%A6%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%AB%E6%9C%94%E7%A4%BE&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%AE%E5%B7%9D%E5%BD%B0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E6%B3%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/1977%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1966%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E4%B9%85%E9%9B%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/1969%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1958%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%9B%B8%E5%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%87%8E%E5%BC%98%E8%97%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/1966%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%96%B0%E6%9B%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E7%BE%A9%E5%BD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%84%E8%B0%B7%E8%A1%8C%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%9D%91%E4%BB%81%E5%8F%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%A3%E6%9D%BE%E6%B8%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E8%AB%96#cite_note-3
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E7%AB%AF%E9%80%A0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E7%AB%AF%E9%80%A0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E7%AB%AF&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E6%95%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%95%A0%E7%B4%A0%E4%B9%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E6%B3%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E7%A6%8E%E4%B9%8B%E4%BB%8B


• カール・コルシュ  『マルクス　その思想の歴史的・批判的再構成』野村修訳、未來社、

1967      年  （原著は独語原稿が 1936      年  、著者本人による英語版が 1938      年  ） 

• ジェルジ・ルカーチ  『歴史と階級意識』城塚登・古田光訳、白水社、1968      年  （原著

1923      年  ） 

• モーリス・メルロー＝ポンティ  『弁証法の冒険』滝浦静雄・木田元・田島節夫・市川

浩訳、みすず書房、1972      年  （原著 1955      年  ） 

• ジャン・ボードリヤール  『象徴交換と死』今村仁司・塚原史訳、筑摩書房、1982      年  

（原著 1976      年  ） 

• テレル・カーヴァー  『マルクス事典』村上隆夫訳、未來社、1991      年  （原著 1987      年  ） 

• ルイ・アルチュセール  『マルクスのために』河野健二・田村俶・西川長夫訳、平凡社

ライブラリー、1994      年  （原著 1965      年  。この邦訳は 1968      年  に人文書院より刊行された

『甦るマルクス』を改訳し、タイトルを改め、新たに著者の二論文を加えて出版された

版である） 

• ルイ・アルチュセール、ジャック・ランシエール、ピエール・マシュレー、エチエン

ヌ・バリバール、ロジェ・エスタブレ『資本論を読む』今村仁司訳、ちくま学芸文庫

（全 3 分冊）、1996      年   - 1997      年  （原著 1965      年  ） 

• Karl Heinrich Marx      著、今村仁司ら訳『資本論〈第 1巻(上)〉』筑摩書房、ISBN 978-

4480401144、2005      年   

• Karl Heinrich Marx      著、岡崎次郎訳『資本論 (1)』大月書店、ISBN 978-4272802517、2000

年 

• Karl Heinrich Marx      著、向坂逸郎訳『資本論 1 (1)』岩波書店、ISBN 978-

4003412510 、1969      年   

• Karl Heinrich Marx      著、資本論翻訳委員会訳『資本論 1』新日本出版社、ISBN 978-

4406008921、1982      年   

• Karl Heinrich Marx      著、資本論翻訳委員会訳『〔上製版〕資本論』新日本出版社、ISBN 

978-4406025539、1997      年   

脚注

1. マルクスの手記の写真（ドイツ語版ウィキペディア）   
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がつくはずである。 

3. 増井経夫『中国の銀と商人』研文出版、1986年、P180。 

375

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kapital_manuskript.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784406025539
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784406025539
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784406008921
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784406008921
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1969%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784003412510
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784003412510
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%9B%B8%E5%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784272802517
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9C%88%E6%9B%B8%E5%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784480401144
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784480401144
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%91%A9%E6%9B%B8%E6%88%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E5%AD%A6%E8%8A%B8%E6%96%87%E5%BA%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E5%AD%A6%E8%8A%B8%E6%96%87%E5%BA%AB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%94%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/1968%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B7%9D%E9%95%B7%E5%A4%AB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%B0%E6%9D%91%E4%BF%B6&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%81%A5%E4%BA%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1987%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1991%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%9A%86%E5%A4%AB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1976%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%91%A9%E6%9B%B8%E6%88%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8F%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%9D%91%E4%BB%81%E5%8F%B8
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B1%A1%E5%BE%B4%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%A8%E6%AD%BB&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1955%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%99%E3%81%9A%E6%9B%B8%E6%88%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E6%B5%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E6%B5%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%B3%B6%E7%AF%80%E5%A4%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E7%94%B0%E5%85%83
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BB%9D%E6%B5%A6%E9%9D%99%E9%9B%84&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%81%E8%A8%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%86%92%E9%99%BA&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%EF%BC%9D%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/1923%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1968%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B0%B4%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%85%89&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E5%A1%9A%E7%99%BB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E9%9A%8E%E7%B4%9A%E6%84%8F%E8%AD%98&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1938%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1936%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1967%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%8E%E6%9D%91%E4%BF%AE&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5


関連項目

• 価値   

• 使用価値   

• 交換価値   

• 貨幣   

• 資本   

• 再生産   

• 単純再生産   

• 拡大再生産   

• 再生産表式   

• 資本蓄積   

• 資本の循環   

• 資本の回転   
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マルクスの剰余価値説

マルクスはリカードの投下労働価値説を受け継ぎ、労働と労働力を概念的に区別すること

によって資本家の利潤の源泉が剰余価値であることを明らかにした[11]。賃金と交換される

のは労働ではなく労働力であり、労働力の価値の補填分を越えて労働が生み出す価値が剰

余価値であって、これを利潤の源泉とした。

また、労働が行われる過程での実体的要素を労働対象・労働手段・労働とし、労働対象と労

働手段をあわせて生産手段と呼んだ。受動的要素である生産手段は価値を生まないが、能動

的要素である労働は価値を生む。資本家の観点からみれば、生産手段に投じられる資本では

なく労働力に投じられる資本が利潤を生むということになる。マルクスは生産手段を不変

資本、労働力を可変資本と呼んだ[12]。

リカードが賃金の騰落の影響に関して悩んだ問題は、マルクスでは不変資本と可変資本の

構成の問題として整理されることになった。投下労働価値説の考え方に従えば、労働力に多

く資本を投下すれば、つまり可変資本の比率が高ければ、それだけ生産物の価値は増大し、

剰余価値も大きくなる。しかし実際には、労働力の比率が高ければ高率の利潤が得られると

いうことはない。市場における競争の結果として利潤率は均等化すると考えなければなら

ない。すると商品の価格は投下労働量に比例するとは言えなくなる。
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市場における利潤率の均等化の結果として成立する価格をマルクスは『資本論』第三巻で生

産価格と呼んだ[13]。生産手段と労働力に支払われた価格を費用価格とし、平均利潤を加えた

ものである。この生産価格は投下労働量に比例するものではないため、第一巻の投下労働価

値説と第三巻の生産価格論は矛盾するのではないかという批判を呼び起こした。代表的な

のがベーム＝バヴェルクの『カール・マルクスとその体系の終結』[14]である。また、費用価格

も生産価格によって売買されることをマルクスが十分に論じなかったため、後に転形問題

と呼ばれる論争のテーマとなった。

マルクスは差額地代とは別に絶対地代も成立しうることを認め、最劣等地においても地代

はゼロではないという見解を示した[15]。生産物の価値は投下労働だけでなく地代によって

も規定されることになり、投下労働価値説としての一貫性はリカードより一歩後退した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

再生産表式

移動: ナビゲーション, 検索

再生産表式（さいせいさんひょうしき、reproduction schema）とは、マルクス経済学にお

いて、資本の再生産・流通が順調に進行するための条件が何かを示すことを目的として、再

生産のプロセスを表した数式のことを言う。カール・マルクスがフランソワ・ケネーの「経

済表」にヒントを得て、それを批判的に継承したことにより成立した、とされる。

単純再生産 

可変資本を v、不変資本を c、剰余価値を mとする。生産財を作る I部門と消費財を作る II部

門があるとし、年生産物が I部門が 6000、II部門が 3000であるものとし、各部門の価値の割

合を以下のようにする。

I 6000 = 4000c + 1000v + 1000m 

II 3000 = 2000c + 500v + 500m 

（ここで、I部門の式は、6000ある生産物の価値が不変資本 4000と可変資本 1000と剰余価

値 1000に分けられるという意味である。文字は代数ではないので、右辺の数字のみを足し算

すれば、左辺の数字に等しくなる）

ところで、I部門では 4000cと 1000vが労働者と資本家との間で分配されるが、これは生産

手段である。
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この表式において、単純再生産が成り立つには I部門の生産物が II部門の生産手段、言い換

えれば不変資本となることが必要である。つまり、価値の大きさが

I (v + m) = IIc 

であることが条件である。

拡大再生産

資本家が剰余価値をすべて消費すれば、次の再生産過程は単純再生産となる。しかし、普通

は資本家が剰余価値の一部を資本に投じ、多かれ少なかれ資本蓄積の形をとる。ここで、今

期の商品資本が次のような価値に分解される 2部門の産業を考える。

I 6000 = 4000c + 1000v + 1000m 

II 2250 = 1500c + 375v + 375m 

今期における I部門の蓄積率が 50%に定められているとき、I部門の 500mが蓄積され、400c

と 100vに分割される。（ここで各部門の資本の有機的構成=c/vと剰余価値率=m/vは変わら

ないとする。）すると、II部門の不変資本も 1600cに拡張されなければならず、I部門と同様

の比率において、不変資本の 100cと可変資本の 25vが蓄積に充てられなければならない。よ

って、価値は以下のように分解される。

I 6000 = 4000c + 400(m)c + 1000v + 500m 

II 2250 = 1500c + 100(m)c + 375v + 25(m)v + 250m 

両部門の価値を交換して整理すると、次期における生産の結果は、

I 6600 = 4400c + 1100v + 1100m 

II 2400 = 1600c + 400v + 400m 

このことから、拡大再生産の条件は、

I (v + m) > IIc 

が成立することとわかる。これは、生産手段（I部門）の拡張が拡大再生産の条件であるこ

とを示している。
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再生産表式の意義と限界

• 正統派マルクス経済学は次のように無謬性と限界を説く。すなわち、需要と供給の関

係は捨象したのが再生産表式であり、恐慌論と再生産表式は峻別されねばならない、

とする。 

「再生産表式論は価値通りの交換を前提として、社会的総生産物の価値的・素材的補

填の諸関連、社会的総資本の再生産の総体的諸関連を解明したのであって、決して資

本制的再生産の現実的運動過程を分析対象としたものではない[1]。再生産の諸条件

が上記のように明示されているが、資本制的再生産の現実的運動過程でいかなる経

過が展開するかは示されていない。従って「上記のような流れが働くためには、マル

クスが俗流派経済学のエッセンスとして退けたセイの法則が通用することが前提で

ある」と思われがちだがこれは完全な誤謬であり、再生産表式論の意義と限界を完全

に無視した誤りである。また、この均衡の破壊により恐慌を説こうとする宇野経済学

も同様にして誤りである」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資本の循環

（しほんのじゅんかん、英語：circuit of capital）とは購買の段階の流通過程と生産過

程、販売の段階の流通過程の三つの過程を循環するという資本の運動を指す。マルクス経済

学の概念である。この循環が終われば、それは資本が一回転したと考えられる。（資本の回

転を参照）
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概説

資本の循環は資本家が貨幣で商品を購買する流通過程、資本家が商品を生産する生産過程、

資本家が商品を販売する流通過程、以上の三つの過程を統一的に循環する資本の運動を指

す。この運動の中で資本は自己増殖を行う。（ただしこの場合は商業資本は含まず、商品の

生産によって剰余価値を取得する産業資本に限定される運動である）

循環の三段階

産業資本の循環は大きく区分して「貨幣資本の循環」、「生産資本の循環」、「商品資本の循環」

の三つの段階が存在する。（各資本の性格については資本を参照）資本の循環は以下のよ

うに示すことができる。

M（貨幣資本）―C（商品資本）…P（生産資本）…C´（C＋ΔC）―M´（M＋ΔM（ΔMは前

貸資本や個人的消費へ））―M―C…P…

このように資本の循環を示してみると、貨幣資本に始まり貨幣資本に終わる資本循環（M…

M）、生産資本に始まり生産資本に終わる資本循環（P…P）、商品資本に始まり商品資本に

終わる資本循環（C…C）が見ることができる。これらの循環は一個の資本によるものなの

で、これらの循環をそれぞれ、貨幣資本循環、生産資本循環、商品資本循環と呼ぶ。この循環

のどこかで中断されれば一連の資本の循環も中断される。

資本の循環と流通

資本は生産過程と流通過程を経過することは循環上不可欠な運動である。故に資本家は流

通過程においてもある程度の労働力などを投入する必要がある。この流通過程で必要とな

るコストを流通費と呼ぶ。

流通費にも「純粋な流通費」と「保管費と運輸費」に分類される。
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• 純粋な流通費とは商品を販売するための費用である。この費用は商品にとって何の

価値にもならないが、商品資本を貨幣資本に転化させるためには必要な経費である。

具体的には、売買費用、簿記費用、貨幣費用などが挙げられる。 

• 保管費と運輸費は商品の売買ではなく、生産過程における費用であり、商品に価値を

付加するための費用である。 

注意すべきなのは、流通過程は生産過程の準備に過ぎず、決して純粋な流通過程が剰余価値

を生み出すわけではない。しかし日常的には流通過程を経過してから資本として取り扱わ

れるため、剰余価値・価値は流通過程から生じるように錯覚する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資本の回転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

移動: ナビゲーション, 検索

資本の回転（しほんのかいてん 英語：turnover of capital）とは資本の循環を反復的な

運動と考えて見た資本の周期的プロセス。マルクス経済学における概念の一つ。

概説

反復的、継続的に資本の循環の運動は進行し、その過程で前貸し資本（投資）が回収される。

この周期的なプロセスを資本の回転と呼ぶ。

資本の回転時間 

資本の回転には時間が必要であり、その資本の 1回転に必要な時間を、資本の回転時間とい

う。この回転時間とは前貸し資本が価値増殖し、資本家に回収されるまでの時間であるので

生産過程と流通過程にかかる時間の合計である。

資本の回転数 

1年間（通常、1年間が尺度とされている）において資本の回転が何回行われたのかを示す

のが資本の回転数である。資本の回転数は以下のように表すことができる。

資本の回転数 (n) = 1年 (U) / 回転時間 (u)

例えば、1ヶ月で 2回転する資本であれば、年間回転数 24回となる。
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固定資本と流動資本 

資本の回転という観点から見た場合、生産資本は固定資本と流動資本に二分できる。 固定

資本は機械設備や建築物などの資本をさすが、これらは資本の回転においても長期間にわ

たって徐々に価値を移転させていく。一方で流動資本は原材料、エネルギーなどの資本をさ

すが、これらは資本の回転において一度価値を移転すればその役割は終わる。

参考文献 

カール・マルクス『資本論』第 2部第 2編「資本の回転」

２４）経済学関連（学習会議、補筆）

２５）音楽史

キリスト教古代の教会音楽

　2000年前の教会音楽はどんなものであったかは、推測の域を出るものではない。

しかし、新訳聖書にごく少しであるが、聖歌を歌ったという表現がみられる。「マタイによる

福音書」第 26章 30節で最後の晩餐の終りに“一同は賛美の歌を歌ってから、オリーブ山に出

かけた。”と記されている。ローマにキリスト教が伝えられた当初は、礼拝としての音楽は禁

じられていた。それは音楽について誤解があったからである。当時の享楽的なローマで行わ

れていた音楽のイメージを持ち込むことにためらいがあった。これはキリスト教美術にお

いても同じで、かろうじて十字を示す図柄が認められるに過ぎなかった。

　キリスト教の確立と伝播はペトロ、パウロを中心とする使徒たちによって行われていっ

た。キリスト教は東方のパレスティナにはじまり、中近東、エジプト、ギリシャそして地中海

を経てローマへと伝えられていった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・
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中世とは

　西洋における中世という語や概念については多様な考えがある。14 世紀にペトラルカ

Petrarca イタリア（1304-74）をはじめとするイタリアの人文主義者たちが使い始めた語に中

間の時というのがる。彼らが用いた中間の時medium tempus あるいは media tempora は、何の

中間の時なのでしょう？　当時の人たちにとっては古代と未来の中間と捉えたようである。

しかし、まだ中世の概念ではない。中世という語は 17 世紀終わりまで存在しなかった。1676

年、クリストフ･ケラリウスドイツ（1638-1709）が中間の時medium tempus の代わりに中間の

時代 medium aiuum と表します。時から時代への変換でした。

　これでお解りの通り紀元後２千年代に生きる我々が考えそうなことであるが、２千年の

中間の時代ということではなく、固有の意味をもつ時代概念である。

　中世はダイナミックで創造力に満ちた時代であった。しかし、敢えていえばこの不確定な

時代は来るべき再生へ向かっていた時代である。それはどの時代でも特に我々が現在はた

いへん不確定である。それは不確定でなかった時代はなかったのである。18 世紀に入って啓

蒙の世紀を自認したイギリス人たちはこの時代を闇の中へ押し込めた。ついに暗黒時代と

までいい始めた。過去の輝く古代とと啓蒙思想の光の未来との間を暗黒時代と考えた。これ

が暗黒概念のはじまりであろう。でも中世の人たちにとって予感していた再生の時代は啓

蒙思想でもなかったことは確かである。

　暗黒時代という名称が今でも普及している。特に日本では教科書にも記載され、すっかり

広がってしまった。明治以後に日本は西洋の学校制度にならい、小学校から大学までの学校

がつくられていく。かなり付け焼き刃的導入が行われた。そうしたものの一つが“中世は暗黒

時代”と捉える歴史観である。あまたある歴史認識のの一つが日本に導入され、そのままの考

えを今なお 100年以上も何故か日本では持ち続けている。歴史学は多様で流動するし、発展

もするのにもである。

　中世ヨーロッパではキリスト教がその社会の基盤であり、そこにすべてがあったといえ

る。これが反宗教論者たちにとっては気に入らず、これを暗黒状態だと捉えた。しかし、彼ら

がいうように決して人間否定の時代ではなかった。中世ヨーロッパにはまだ西洋という概

念の確立がなかった。今でもこのことをヨーロッパ人は認めたがらない傾向があるように

思う。こうした不確定な時代を暗黒と捉えたのであろう。そして暗黒時代といった方が解り

いいことも確かである。当時は西ローマ帝国が滅んで東ローマ帝国の時代が続いていた時

代であった。西方の人間は東方に抵抗感を持っていた。事実、13 世紀に第４次十字軍は東ロ

ーマ帝国を攻撃し、多くの遺産を持ち帰った。一連のこの出来事が西方世界を形成する基礎

となっていった。これ以後から西洋が始まっていったともいえる。
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　中世に生きた人々も気つかなかったが、新しさがいっぱいの時代であった。13 世紀に相次

いで出現した２つの修道会も新しい現象であった。一つはスペイン生まれで、特に南仏でカ

タリ派に対抗する可説教活動をしたドミニコDominico スペイン（c.1170-1221）は 1215年に創

立したドミニコ会、もう一つはイタリアの中部アシジで生まれ、世俗を捨てて清貧思想をも

つフランチェスコ San Francesco d'Assisi イタリア(1181/82-1226)は 1210年に教皇の許可を得て

フランシスコ会を創立した。共にそれまでになかった新しいライフ･スタイルを示す托鉢修

道会であった。

　スコラ学、つまり哲学や神学（12 世紀にできた語）、これらは少々厳めしく一般市民に関

わりのないものに見えるが、一般社会の中にごく自然に広がっていた。＜スコラ学＞はラテ

ン語の学校 scola から出た語である。学校で教えられる知識で、普遍的な考え方つまり大学

universitas に通じていく。こうして聖堂や修道院に付属する学校が発達し、この時代に大学

創立されていった。医学･法学･神学などの高度な教育も行われ、各分野で知的な探究が進め

られた。アラブ圏の人によって伝えられていた古代ギリシア哲学に接し研究が始まり、12 世

紀はヨーロッパにおける哲学の偉大な開始となった。また古代の医学書が再発見されたり、

こうして教会法やローマ法の検討も行われた。こうした探究は、やがてスコラ学という学問

の新しい方法論を生みだして、神学をはじめとするすべての分野で豊かな成果をもたらし

た。こうして 12 世紀は、ヨーロッパにおける哲学の偉大な開始をつげるものとなった。大学

形成の中で活躍したトマス･アクイナス Thomas Aquinas イタリア（1224-74）は、アリストテレ

スの哲学をキリスト教的に発展させ、信仰と理性の調和を求めた。彼の「神学大全」は大学で

の学生たちのノートを思わせる。

　こうした発展は芸術の分野でも見られる。文字の読み書きは、もはや聖職者にだけもので

なくなり、ラテン語ばかりでなく各民族語による新しい文学も生まれた。恋愛詩、宮廷文学、

あるいは歴史書などが書かれるようになり、人生や社会の様相をいきいきと描いている。聖

堂内のフレスコ画、ラテン語聖書･典礼書･時祷書･グレゴリオ聖歌などの手写本における彩

色や絵画においても大胆な表現が見られる。ゴシック期に入るとステンドグラス美術、そこ

には聖書や聖人伝の表現ばかりでなく、自然や日々の労働までも描かれている。建築におい

ては、南フランスの巡礼路にそってたてられた教会堂などを通じてロマネスク様式が完成

され、さらにゴシック様式へと発展していった。

［筆者による西洋音楽の時代区分と音組織］

　　　　　　　　時代　
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　中世　　　 （ 800-1400）

　　ロマネスク(c. 800-c.1200）

　　ゴシック　(c.1200-c.1400）

　ルネサンス （1400-1600）

　バロック　 （1600-1750） 

　古典派　　 （1750-1820） 

　ロマン派 　（1820-1900） 

　２０世紀 　（1900-2000） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旋法と教会旋法

　「旋法mode」とは音楽を形成する音組織のひとつと考える。音組織とは民族音楽における

民族的旋法（または民族的音階）、グレゴリオ聖歌等における教会旋法 church mode（ex.レ

の旋法）、調性音楽における音階（長音階と短音階）、無調音楽における音列（ex.12      音音楽  の

12音列 etc.）などによる体系のことである。

　「旋法」という概念は、時間的にも空間的にもたいへん広い内容と多くの種類

をもつ。それらの各々の多様な音組織を一つの「旋法」という概念に入れて考え

ることは異論もあろう。それでも敢えてこのような旋法概念によって調性以前

時代の音楽や民族音楽などを考察することは、ひとつの有用な方法論となると

考えるのである。

　具体的に例をあげれば次のようなものが「旋法」の中に含まれる。そのひとつ

は中世からルネサンスの音楽に現れた教会旋法 church modeである。教会旋法は

調性が確立される以前の音組織の一つであった。もうひとつは地球上のすべて

の民族が固有にもっている古来の伝統音楽や民族音楽などの民族的旋法（または

民族的音階）のことである。これらは独自のものが多く、その起源や時代や特徴も

様々である。「旋法」という一つのわくに入れることも躊躇される程である。これ
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らの音組織体系を「音階」という場合もあるが、筆者は敢えてこのような例を「旋

法」と呼びたい。例えば日本における伝統音楽、雅楽、箏曲、民謡などはそれぞれ

独自の音組織をもっている。こうした音組織のことをすべて含めて「旋法」と呼

ぶのがふさわしいと考えるが‥‥‥　それは「音階」は調性音楽の範囲の中で使

われるべき語で、こうした調性理論と関係のない音楽に用いるべきでないと考

えている。調性 tonalityの対語として「旋法」を音組織の体系から捉えると旋法

性 modalityという。

　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ルネサンス」の概念

　ルネサンス Renaissance は“再生”を意味するイタリア語のリナシタ rinascita が語源である

古代ギリシャ･ローマ文化の再生という意味でイタリア･ルネサンスの建築家、画家、美術史

家ヴァザーリ（1511-74）が用い始めた。英語でいえばリバイバル revival に当たる語である。

この時期（16 世紀）に丁度、古代彫刻や遺跡の発掘が盛んに行われたりと古代ギリシャ･ロ

ーマ文化に対する機運が高まり、再認識される時代となった。この古代芸術を古典中の古典

と捉え、芸術理念としたのであった。

　ルネサンス（1400-1600）はイタリア、フィレンツェが発祥の地であった。メディチ家の権

力と財力のもとにルネサンス文化が花開いていった。メディチ家は聖俗の両世界、つまり教

会と国家に君臨し、芸術家や哲学者（新プラトン主義）などの擁護者となった。教会建築や

教会芸術のために寄進し、この家系から教会最高位のローマ教皇（レオ 10 世･在位 1513-21、

クレメンス７世･在位 1523-34）も出た。ルネサンスはこうしてフィレンツェからローマ、マン

トヴァ、ウルビーノ、ヴェネツィア、そしてアルプス北の国々のフランドルやネーデルラン

ドに大きな影響を与えていった。こうした全ヨーロッパに広まった美術、文芸等の文化上の

革新運動がルネサンスであった。

　ルネサンス芸術に用いられた題材を見ると大変興味深い。教会芸術には聖書から、世俗芸

術にはギリシャ神話から題材が取られた。ギリシャ神話を用いたものでも当然ながら根幹

にはキリスト教が投影され、寓意されている。いつの時代も同じであるが、芸術というもの

はいわばものごとを間接的に、象徴的か抽象的に表現していこうとするものである。例えば

文学でそのものずばりの勧善懲悪の説教調で書いても誰も興味をもたない。創意工夫をこ

らし象徴的、抽象的にあるいは独自の方法でそのメッセージを伝えていくのである。ある時

はあからさまに、ある時は悪と善の境界線を不明確にしてでも効果をねらって表現しょう
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とするものである。シェークスピアの劇作などはその好例であろう。

　この時代、イタリアではマザッチョ、ボッティチェッリ（「春」や「ヴィーナス誕生」の題材は

ギリシャ神話）、ダ･ヴィンチ、ミケランジェロなどの美術家が活躍した。フランドル（現在の

オランダ、ベルギー、フランス北部に当たる）では特異な画風をもつボスやブリューゲルがい

た。他の分野ではコロンブス、マキャベリ（以上イタリア人）、コペルニクス（ポーランド人

でイタリアの諸大学で学び活躍）、シェークスピア（イギリス）などが輩出した。

ボッティチェッリ（1445-1510）「ヴィーナス誕生」　イタリア、フィレンツェ、ウフィツィ美術館

所蔵　1485年頃制作　テンペラ画（キャンヴァス）　172x278cm

　ドイツ、ルターの宗教改革（1517年～）やイギリス、ヘンリー８世の宗教改革（1533-34

年）などが、時同じくして起こった。こうしたプロテスタントを生み出した宗教改革とカト

リック側の反宗教改革との対立や摩擦が、興味深い文化改革を引き起こしていった。それは

清楚を旨とするプロテスタンティズムと壮麗さを主張するカトリシズムの対立であり、あ

る時は反撥しあい、ある時は同調し、カトリック内部での論争や反省などが多様な文化を生

み出していった。つまりカトリック側の反宗教改革（ex.トリエント公会議 1545-63）は、プロ

テスタントへの巻き返しと自省するという両面がある。このことはルネサンスの重要な側

面といえよう。例えばパレストリーナの音楽は、カトリック側のひとつの反省的側面がみら

れる。その禁欲的とも思える程の硬質さと清楚さをもつ音楽は、そうした点を突いていない

だろうか。

　またこの時、西欧人は未知の国々へ眼を向けていく時代であった。政治的野心、キリスト
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教宣教や商業などの目的も含まれていた。アジアの諸国へ、中南米大陸へと‥‥‥。日本には

スペイン人カトリック司祭のフランシスコ･ザベリオが 1549年に来日してキリスト教を初

めて伝えた。彼は上智大学などの母体であるイエズス会士である。

追記：コメント

　たしかに中世の精神的表現に対してルネサンスになって自由な人間的表現が取られた。ただ、

敢えて強調したい点は次のことである。暗黒の中世から光のルネサンスへとか、キリスト教（カ

トリック）の後退というような単純な図式は描けない、ということである。ルネサンス芸術は以

前にも増して王侯貴族や教会の庇護のもとに展開されていった。決して絵に描いたような権力か

らの解放や人間の勝利でもなかった。気短な表現を取ればこの 20 世紀を終え、21 世紀に入って

自由を謳歌しているかにみえる現代においてさえも、文化人、芸術家、研究者、思想家、学徒、市民

などつまり我々は、真の意味において自由であるといえるだろうか？！　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多声音楽の黄金時代

　ルネサンス（1400-1600）はおびただしい多声音楽の名作群を有している。このため“多声

音楽の黄金期”といわれる。音高やリズムを明確に記すことができる白符定量記譜法が確立

したし、ヴェネツィアのペトルッチが楽譜印刷の技術を発明したことなどが、この時代の作

曲技法発展に拍車をかけた。３度や６度音程によって形成された和声は、よりやわらかな響

きが可能となった。これらの和声は４度や５度より複雑な比例数値をもつ新しい響きであ

った。３度は４：５と５：６、６度は３：５と５：８の比例数値をもつ。物理的には不完全

協和音程であり、これらの３度と６度を土台にした和声と教会旋法 church mode の音組織に

よるルネサンスの多声音楽は、メロディ、リズム、ハーモニーの合体が始まり、豊かな表現力

を得て展開していった。

　ルネサンスの多声音楽は、フランドル（現在のオランダ、ベルギー、フランス北部）の北方

的要素とイタリアの南方的要素が結びついてヨーロッパ各地に広がっていった。フランド

ルの有名作曲家をあげると次の通り。オケヘム  Ockeghem（c.1425-97）（ブルゴーニュ楽派

のデュファイ Dufay（c.1400-74）から影響を受けた。フランスの宮廷で働く）、ジョスカン･デ･

プレ  Josquin des Prez（c.1440-1521）、ヴィラールト  Willaert（1480/90-1562）、アルカデル

ト Arcadelt（c.1500-68）、ラッソ  Lassus（1532 ｰ 94）等はイタリアでも活躍し、多くの影響
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を与えた。

＜世俗音楽＞

　ルネサンスにおいて楽器、特に弦楽器（ヴィオール族やリュート属）が発達し、多くの器楽

曲も作曲されるようになった。多くの場合、教会音楽や世俗音楽の伴奏として活躍すること

になる。ルネサンス音楽研究に貴重な資料を与えてくれるもののひとつはこの時代の絵画

である。多様な楽器を演奏している姿が示されているからである。楽器の存在、またその構

造や演奏法などを知る重要な資料である。楽器復元作業にも役立っている。

　声楽分野ではマドリガーレとシャンソンがある。これらは教会音楽と同様な質の高さを

有したもので、ルネサンスの多声書法が余すことなく発揮された多声音楽である。無伴奏と

器楽伴奏つきのものがある。ルネサンス終りにはモノディ様式による独唱スタイル（器楽

伴奏つき）のものも作られた。

16 世紀、イタリア中心に発達した多声音楽である。おそらくマードレ（“母”の意）からきて

いると思われる。母国語の歌詞、つまり各民族言語による歌詞をもつ音楽で、イタリアから

ヨーロッパ各地に伝えられていった。フランドルやイギリスの作曲家も多数のマドリガー

レの名曲を残している。イタリアではマレンツィオ Marenzio（1553-99）と彼から影響を受

けたモンテヴェルディ      Monteverdi      イタリア（1567-1643）等が有名である。モンテヴェルディ

はルネサンスの終りからバロックの初めに活躍した。

　14 世紀から 16 世紀に発達した多声音楽である。シャンソンはフランス語で“歌”を意味す

る。マドリガーレと同様フランドルの作曲家たちも作曲した。特に１６世紀に入ってフラン

ス的で個性豊かな作品が多くなった。代表的な作曲家はジョスカン Josquin des Prez フランドル

（c.1440-1521）と彼の弟子であったジャヌカン Jannequin フランス（c.1485-1558）などである。

教会音楽

　このフランドル楽派が作ったパロディ･ミサといわれる有名な作曲技法がある。自作他作

は問わないが、既成の多声の世俗音楽（シャンソンやマドリガーレ）の２声以上引用して

作曲したミサ曲のことである。テクニカルな遊び心あふれる聖と俗の混在を示す教会音楽

といってよいだろうか‥‥‥。
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　16 世紀、ドイツにおけるルターの宗教改革（1517）、イギリスの宗教改革（1533）、そして

ローマ市民を震撼させたドイツ軍によるローマの攻略（1527）は、ローマの町とカトリッ

ク教会を不安と絶望に陥れる事件が相次いだ。それに対してカトリック教会の反撃と反省

を示す反宗教改革が起こった。それを示すひとつがトリエント公会議（1545-63）であった。

この公会議で教会音楽についても改正や取り決めも多く行われた。その中にはパロディ･ミ

サの禁止や多声音楽の簡素化などもあった。こうした情況でヴァティカン内部のシスティ

ーナ礼拝堂で奉職した音楽家のひとりがパレストリーナ      Palestrina      イタリア（c.1525-94）であ

る。彼は 104曲のミサ曲や他の多数の教会音楽、そして世俗音楽であるマドリガーレも多く

残している。作品の多くが無伴奏で（器楽伴奏つきの教会音楽もある）、そうした無伴奏様

式を指してア･カペラ a cappella様式（“礼拝堂のため”の意）といわれている。ローマ中心に

用いられ、ローマ様式ともいわれる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「バロック」の概念

　バロック Baroque はポルトガル語の barrocoバホーコ（粘土とかぐにゃっとした意からい

びつの真珠の意に転じたようである）に由来するフランス語といわれている。それはフラン

ス古典派の人が、この時代の建築様式を奇妙、異様で悪趣味だと考え、悪口としてバロック

baroque を用いた（フランス語 baroque を経て英語でも baroque となった）。そして建築や美術

様式、時代概念として浸透していった。音楽にも使われたのは 20 世紀の初め頃である。

　バロックの語源には他の説もある。そうしたひとつにバロック様式の先駆者といわれる

画家バロッチ Barocci イタリア（1528-1612）の名と以上述べたポルトガル語 barroco の語義が重

なったという説である。

＜ひとつ左：バロッチ Barocci イタリア（1528-1612）“イエスの誕生”134x105cm　スペイン、マドリ

ッド、プラド美術館所蔵　1597年制作

右：グレコ El Greco スペイン（1541-1614）“衣服を剥奪されるキリスト”285x173cm　スペイン、トレ

ド･カテドラル（香部屋美術館）所蔵　1577-79年制作

：両作品にルネサンス後期から現れたマニエリスモがみられる

　バロックはルネサンスと引き続いてイタリア、フィレンツェが発祥の地となった。そして

絶対王政確立過程で、スペイン、フランドル、オランダなどでも展開されていった。王宮や貴

族の館が豪壮になり、華やかな家具調度や美術品で飾られた。カトリック教会では説教より
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芸術でというキャッチフレーズのもとに理解しやすい作品が生まれていった。ルネサンス

の宗教改革（1517）や加えて 1527年ドイツ皇帝カール５世の軍隊によるローマの攻略（略

奪）が、ローマ市内の壊滅的な損害はカトリック教会側に大きな打撃を与えた。そうした社

会的荒廃によって信仰から離れた人の心を信仰に戻そうとした。バロックは宗教改革に巻

き返しをする徹底的な反宗教改革の文化といえよう。やや禁欲的で簡素なプロテスタンテ

ィズムの精神に対抗するかのように華麗なバロック芸術が生み出されていった。反宗教改

革はカトリック側の動きであるが２つの面があった。その一つはルターの宗教改革に即し

てカトリック側の反省面、すなわちトリエント公会議（1545-63）が示すより簡素で端正な

教会のあり方をめざそうというものであった。もう一つはそうした動きとは反対に豪華絢

爛たる芸術をめざす動きであった。

　バロックは一種の爆発現象ともいえ、ある時は激しくある時は穏やかにと劇的な表現に

よるパトス（情念）の世界が展開された。このことはすべての分野の芸術にいえよう。バロ

ック芸術は信仰を目に見える形で表現しょうとする美術、建築から始まった。プロテスタン

トはむしろ目に見える教会美術や建築芸術を軽視した。

　代表的なバロック建築･美術はローマにある聖ペトロ大聖堂の広場と柱廊、内部の主祭壇

の天蓋とその奥上部“聖ペトロの聖座”と装飾部分、ナヴォーナ広場中央の“河の噴水”と南側

の“ムーア人の噴水”、サンタ･マリア･デッラ･ヴィットリア教会の“聖女テレサの法悦”、サ

ン･フランチェスコ･ア･リパ教会の“福女ルドヴィカ･アルベルトーニ”（すべてベルニーニ

作）。フランスではヴェルサイユ宮殿など。

　画家としてはカラヴァッジョ、グレコ、ルーベンス、ベラスケス、レンブラントなど。そし

て科学者ガリレイや物理学者･天文学者･数学者ニュートン、哲学者デカルト、パスカル、ス

ピノザが活躍する時代であった。

　この時代の文学も多彩である。筆者にはぱっと次のような作品が頭をよぎる。それはセル

バンテススペイン（1547-1616）「ドン･キホーテ」（第１部 1605年完成）、デフォーイギリス「ロビン

ソン･クルーソー」（1719年出版）、スウィフトイギリス（1667-1745）「ガリヴァー旅行記」

（1626年完成）、プレヴォーフランス「マノン･レスコー」（1731年出版）などである。これらは

やや風変わりな作品には見えるが、バロックと深く結びついた側面をもっている。それぞれ

は全く違った個性もつようにも見えるが、それはバロックの概念の広さと深さを示してい

る。ここで論点となる「マノン･レスコー」はたいへん人間的な題材をとっている。我々が生

きる時代とは全く違った時代なのに、色あせたものは感じられない。そのためか 19      世紀には  

オペラに、20 世紀に３回もこの原作に基づく映画も制作されたことも頷けるのである１）。

＜注＞
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１）情婦マノン(1948) フランス：アンリ･ジョルジュ･クルーゾー監督

　　恋のマノン(1971) フランス： ジャン･オーレル監督

　　マノン･レスコー（不明）ドイツ：ビート･シャッハ／カール･グルーネ監督

　音楽に時代概念として適応されたのは２０世紀に入ってからである。音楽史のバロック

は 1600-1750年と区分される。当然のことながらフランス人はバロックよりヴェルサイユ楽

派という語を好んで使っていた。この時イタリアは音楽大国となりヨーロッパ全体を制覇

した。それは先ず聖俗を２分するオラトリオとオペラ  を誕生  させ、協奏曲、そしてカンター

タとソナタ生み出した。これらは後々まで続く重要音楽分野が並び立つこになった。あと楽

器制作（鍵盤楽器、クレモナでの弦楽器）、ヴェネツィアでの楽譜印刷、作曲家や演奏家の活

躍は目を見張るものであった。そのよすがは今も世界中で用いられるイタリア語による音

楽用語（ex．強弱を示すｆ、ｐ、速度を示す andante、allegro などなど）に見られる。

　総合的にみるとお洒落ではあるが華美でやや厚化粧な文化でもあった。宮廷では男性も

白塗り、つけぼくろやカツラが流行した。

バロックの音楽像

　バロック音楽はイタリアから発信されていったといっても過言ではない。先ず音楽分野

では聖俗を２分するオラトリオ oratorio イタリア語とオペラ opera イタリア語を誕生させ、協奏曲

concerto イタリア語、そして声楽曲としてのカンタータ cantata イタリア語と器楽曲としてのソナタ

sonata イタリア語を生み出した。こうして後々まで続く重要音楽分野が並び立つこになった。　

　バロック時代の音楽様式は、２つあるといえるだろう。ひとつはゴシックとル

ネサンスの多声音楽 polyphonyを引き継いだ形での多声的音楽 polyphonicと新

しく成立したモノディ音楽 monodyである。

　多声的様式の書法上の根本技法は、対位法 counterpoint。しかし、バロック時

代に確立された調性 tonalityによる和声機能を存分に駆使した和声的対位法が

使われる。その究極の形式がフーガ fuga イタリア語で、中世、ルネサンスの対位法の

伝統を結集したものといえる。フーガはバロック音楽にのみその個性とパワー

を発揮して、衰退していった。だが、バロック音楽の一般的な様式である多声的

様式は、最高声部と最低声部（通奏低音 basso continuo イタリア語）に特に関心が

持たれ、ルネサンスより柔軟な多声音楽、すなわちバロック特有の多声的様式
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polyphonicであったといえる。そうした様式から生まれ出たのがモノディ様式

であった。　

　モノディ様式はソロ部と伴奏部との組み合わせによって形成される様式であ

る。これによってレチタティーヴォ recitativo イタリア語とアリア aria イタリア語を生

み出した。これによってオペラが可能になった。これはフィレンツェのカメラー

タ camerataによって提唱され、生み出されたものである。伴奏部では通奏低音

basso continuo イタリア語が特徴的である。

　バロック時代の音楽は、フーガのような純然たる対位法音楽を除いて通奏低

音による演奏形態が固持される。あと規則的なリズムやイタリア語による標記

記号（ex.ｐ、ｆ、andante、dolce‥‥‥etc.）も用いられ始まる。　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「古典派」の概念と音楽

　古典派Classicism はラテン語の classicus（“模範的な”とか“正統的な”の意。具体的には古代

ローマ社会における６つの階級の“最高位（納税者階級）”を指す）から由来する語である。つ

まり、古代ギリシャ･ローマ芸術を正統的で模範的なものと捉えるという考えから出た概念

である。絵画、建築、彫刻、音楽、文学において、このギリシャ･ローマの美的概念が取り入れ

られた時代ともいえる。これは 19 世紀の人たちの見解で、古典派時代（1750-1820）の芸術

を均斉の取れた理性的なものと考えた。それは自由になり過ぎたロマン派時代（ 1820-

1900）の人々の自省でもあった。その起因は、ポンペイの発掘（1748年）や古代の研究（ex.

ヴィンケルマン「古代芸術史」1764年）などが盛んになり、そうしたブームから啓発されたと

思われる。

＜古代ローマの文化＞

左：イタリア、ポンペイの遺跡、円形闘技場（BC.80年）　2001年２月 21日見学

右：“円盤投げ”（４世紀にオリジナルから複製されたもの）　ローマ国立美術館（palazzo

massimo）所蔵－写真では茶色に見えるが実物は白の美しい大理石　2001年３月８日見学

　古典派時代は啓蒙思想（17c 後半～18c）の盛んな時で、フランス革命（1789～99）は、ひ

とつの時のしるしでもある。美術ではダヴィッドやアングルの絵画、建築ではエトワール凱

393



旋門などが代表的である。文学ではいち早くフランスで起こり、ラシーヌ、コルネイユ、モリ

エールらの王朝風文学を生んだ。フランスの影響を受けてイギリス、そしてドイツでは国民

文学の成立に向かっていった。レッシングに始まり、クロプシュトック、ヴィーランド、ヘル

ダー、ゲーテ、シラー等が続いた。そして疾風怒濤 Strum und Drang の動きへと引き継がれ

た。

＜トルコ風呂＞

アングル(1780-1867)はフランスの新古典派の画家といわれる。これが音楽の古典派と対応するか

どうかは分からないが、ここにも音楽の世界で流行した異国情緒、すなわち“トルコ風”が見られ

る。

＜エトワール凱旋門＞

シャルグラン Jean-Francois-Therese Chalgrin フランス（1739-1811）の設計に基づき 1806年に着工、

ナポレオン政権の崩壊により中断、工事開始から 30年を経て 1836年に完成

　またドイツ観念論の哲学、つまりカント、フィヒテ、ヘーゲル、シェリングなどが活躍した

特にカントの説く“理性の権威の再主張”に影響されて、美術家、建築家、作曲家、作家たちは

古代文明に創作の刺激と拠り所を求めていった。古代ギリシャ･ローマの遺産を模倣するの

でなく、むしろそれらの芸術に見出される本質を捉えようとした。それは均衡、秩序ある論

理、洗練と単純･節度ある表現様式などを創作理念としていこうとするものであった。「古典

派」は「バロック」や「前古典派」の反動として誕生し、そしてそれらと完全に異なるものでも

ある。「バロック」の末期中心に爆発現象がおさまったかのように、「前古典派」を経て現れた。

　バロックまで続いた多声音楽様式 polyphony は古典派時代で姿を消す。ここで現れる様式

は和声音楽様式 homophony ある。バロックの複雑さから単純さへの転換があった。声部の数

に制約されず、音の垂直の次元に重点の置かれた様式の音楽である。和音の連結によって有

機的音楽構成を可能にした。ベートーヴェンにおいてはその極に達する。古典派の産物、交

響曲や弦楽四重奏曲などはこのホモフォニーによって確立されることになる。そして教会

音楽、オペラも大きく姿を変えていく。そうした音楽形態を支えていくこの時代に誕生する

調性原理 tonality に基づくソナタ形式とロンド形式は、均斉ある楽曲形式、論理的な構成原

理といえる。特にソナタ形式によってバロックから始まった独奏ソナタ、二重奏ソナタをは

じめピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲、交響曲、協奏曲などは構築的な構成で包まれることと

なった。これこそ古典派理念に最も合致する形式ではなかろうか。そしてこの時代に活躍し
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たヴィーン楽派といわれるハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの音楽はまさしく古典

派そのものであり、規範にすべき芸術と考えられた。

　それにしても悪口としてシニカルな見地でつけられた過去の時代名、例えばロマネスク

（大胆過ぎる）、ゴシック（野蛮な）、バロック（いびつの真珠）とは違って、古典派

Classicism というネーミングは最高のほめ言葉であり、最高のネーミングであったようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

ショスタコヴィチの生涯と作品

　ショスタコヴィチ Shostakovich ロシア（1906-75）はポーランドの独立運動（1831年）でウ

ラルに流刑されたポーランド人の血をひく父と、シベリア金山の監督官の娘であった母の

間に生まれた。ピアニストの姉と科学者の妹がいる。父はペテルブルグ大学理学部を出たメ

ンデレーエフの度量衡管理局上級検察官であった。かなりの音楽愛好家で美声の持ち主で

あったという。母はペテルブルグ音楽院卒のピアニストであった。ショスタコヴィチに初め

て音楽を教えた人である。そしてポーランド人の音楽教室に通い、1919年ペトログラード音

楽院に入学して本格的に学ぶことになる。作曲をシテインベルクに、ピアノを母の師でもあ

ったロサノヴァに師事した。

　1922年父が亡くなる。この時ショスタコヴィチは 16歳で、おまけに結核を病んでいた。母

親の努力で２人姉妹とショスタコヴィチたちの教育は続けられた。彼は無声映画の即興伴

奏のアルバイトもしたという。

　その卒業作品として作られた「交響曲ヘ短調第 1番Op.10」（1925年作曲）が 1926年に初

演され、ソヴェト各地でも西欧でも演奏され、彼の名は広く知られるようになった。ここに

交響曲作曲家としての道がスタートされる。これによって国際的に注目され、その後 1920年

代後半から 1930年代前半にかけては、西欧からの革新的な技法を吸収した曲を多く作曲し

た。1927年第一回ショパン・コンクールにソヴェト代表者としてオボーリンと共に選出さ

れ出場し、名誉賞を得た。オボーリンが第１位入賞を果たした。革命 10周年を記念して国立

出版社の委嘱で作曲した「交響曲第２番 十月革命 ロ長調（合唱付き）Op.14」（1927年作曲

初演）は、レニングラード･フィルハーモニー管弦楽団のコンクールで第１位を得た。こうし

た作曲家やピアニストとしての地位が確立したが、生活は豊かにはならなかった。そのため

かオペラ「鼻Op.15」（1928年作曲､1930年初演）やバレー学校のピアノ奏者をしたりした。後

にも劇付随音楽や映画音楽を（35もある！）を生涯にわたって貢献したのもこうした経緯

による。1932年、ペテルブルグ大学理学部卒の科学者ニーナと秘かに結婚した。こうした中、
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オペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人Op.29」（1932年作曲､1934年初演）の大当たりは、ソ

ヴェト内だけでゃなく、欧米でも上演され、大成功を収めた。これが彼の名声の最終的な確

立となった。

　しかし、1936年ソヴェト共産党機関紙“プラウダ”と“イズヴェスチヤ”の両紙が、これは音

楽ではない、でたらめというような無署名の論文を載せ、彼のこのオペラを批判した。当時

としては作曲家としての存在を揺るがす全面的な否定であった。これによって７年ぶりに

作曲した「交響曲第４番ハ短調 Op.43」（1936年作曲､1961年初演）を撤回し、この作品はしば

らく日の目を見ないことになる。その後も他の劇付随音楽や映画音楽での活動はあったが、

しばしば筆を休めている。そうした中 1937年４月 18日～７月 20日の３ヶ月の間に一気に

書き上げた「交響曲第５番ニ短調 Op.47」は若いムラヴィンスキーの指揮でまれに見る大成

功となり、彼の名誉回復となった。

　1937年からレニングラード音楽院教授に迎えれられた。彼の指導は学生たちの個性を重

んじ、自分の作風などを押しつけることはなかった。1941年に戦争が始まり、すぐに義勇軍

に加わるが、招集とはならなかった。この年の 10月にクイビシェフに疎開して、レニングラ

ードでの戦いに着想を得た「交響曲第７番ハ長調（レニングラード市に捧ぐ）Op.60」（1941

年作曲､1942年初演）を作曲した。初演はラジオでも放送され、熱狂的に迎えられ、アメリカ

でもトスカニーニの指揮で初演され、大評判となる。

　1943年モスクワでの仕事も増え、モスクワ音楽院でも教鞭をとり、モスクワとレニングラ

ードを往復する多忙な生活となった。1948年、ソヴェトの作曲家のほとんど皆が形式主義者

として共産党により批判（悪名高いジダーノフ批判）されると、彼はオラトリオ「森の歌

Op.81」（1949年作曲）と映画音楽「ベルリン陥落 Op.82」（1949年作曲）で応酬した。これに

よって４度目のスターリン賞を得た。1953年スターリンの死後、彼の代表作の一つである

「交響曲第 10番OP.93」（1953年作曲初演）を発表した時、また論争を引き起こした。1954年

に妻が死去、1956年に再婚するが、すぐに離婚した。1962年に再度再婚した。「交響曲第 13番

変ロ短調（バス独唱とバス合唱付き。エフトゥシェンコの市による）」（1962年作曲初演）で

は共産党によりテクストとして用いた詩の書き換えを要求されるなどの事件もあったが 、

1930年代、40年代のような厳しい批判にさらされることは以後はなかった。それ以後は透明

で熟達した技法、さらには再び前衛的な作風への接近をしながら作曲活動を続けた。またピ

アニストとしても活躍し、ほか、自作の録音も多数行なった。 1948年から音楽院の仕事を離

れていたが、1961年にレニングラード音楽院の仕事に復帰する。1958年から病魔に襲われ 、

1966年心筋梗塞の発作を起こし、入院した。1971年２度目の発作があるが、また持ち直し、作

曲を続けた。1975年７月遺作となった「ヴィオラ･ソナタOp.147」（1975年作曲）を完成し

て、８月９日に死去した。
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ソ連時代の評価

　激動の時代を生き、活躍した作曲家であるが、たいへんな忍耐と努力によって、特殊な体

制の中で生き続けた。ソロモン･ヴォルコフ著「ショスタコーヴィチの証言」（1970年ニュヨーク出版､1980年

日本語訳出版）によると彼は秘めた抵抗を持ち続けながら生き、作曲活動をしたということになる。

しかし、これが出版されると、ソ連はこの書物の信憑性を否定した。そして確実な真実性が証明さ

れないまま現在に至っている。

　ともかくもこれ程の栄誉を国から得た作曲家もいないだろう。ショスタコヴィチは「ピアノ五

重奏曲ト短調 Op.57」（1940年作曲）、「交響曲第７番ハ長調“レニングラード市に捧ぐ”Op.60」

（1941年作曲､1942年初演）、「ピアノ３重奏曲第２番Op.67」（1944年作曲）、オラトリオ「森

の歌Op.81」（1949年作曲）と映画音楽「ベルリン陥落 Op.82」（1949年作曲、混声合唱曲「10

の詩（19 世紀末～20 世紀初頭の革命詩人の詩による）Op.88」（1951年作曲）、叙事詩「ステ

パン･ラージンの処刑」によって６つの国家賞、「弦楽四重奏曲第 14番嬰ヘ長調 Op.142」

（1973年作曲）と合唱曲「男声合唱のための８つのバラード　忠誠（詩：E.ドルマトフスキ

ー）Op.136」（1970年作曲）によってロシア共和国賞、「交響曲第 11番 1905年 ト短調

Op.103」（1957年作曲初演）によってレーニン賞を与えられた。

　

　またレーニン勲章３回、10月革勲章、赤旗勲章を授与された。1948年からロシア共和国人

民芸術家、1954年にはソ連邦人民芸術家、1966年に作曲家としては初めての社会主義労働英

雄の称号を得た。またロシア共和国最高会議やソ連邦最高会議の議員にも選ばれ、生涯その

地位にあった。ソヴェト平和委員会委員としても活躍した。

　外国からはオックス･フォード大学名誉博士やサンタ･チェチリア･アカデミー名誉会員

をはじめ数多くの称号を貰っている。

＜まとめ＞

　ショスタコヴィチの作品には、バッハのフーガ、ベートーヴェンの交響曲や後期弦楽四重

奏曲、マーラーの交響曲、ベルクの和声法や引用法などの影響が見られ、オーケストレーシ

ョンはあまり楽器を混ぜない原色的な音色を得意としている。形としてはショスタコヴィ

チの音楽は調性音楽の範囲内にあるように思わせ、ロマン派音楽の延長線上にあるように

も見せるが、無調時代の音楽家として彼の置かれた状況範囲内でたいへん興味深く新しい

工夫をしている。作品に調性を用いているように、特に交響曲には調名を表記しているが、

ショスタコヴィチ流の展開で決して古いものに閉じこもっていない。同時代の新しさから
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劣ることない音作りをしている。いわゆる重い作品にも多様な要素が混じっている。ロッシ

ーニを引用していると思われる「交響曲第９番変ホ長調 Op.70」（1945年作曲初演）や「ジャ

ズ･オーケストラのための組曲」（1934年作曲）のような軽妙な楽想は彼一流の個性であろ

う。

　現在、マーラー以降の最大の 20 世紀の交響曲作曲家としての評価を与えていいだろう。ま

たベートーヴェンやブラームス、マーラーらと並ぶ交響曲の大家として認識されつつある。

といっても彼流の世界の中のことであって過去の回帰を意図していなかっただろう。20 世

紀において交響曲という作品形態自体どうであろうか。その存在は必然性があっただろう

か？　彼はそうした疑問点を持ちながら、社会主義体制の国家の中で交響曲といえば認め

てくれる上層部の人間に囲まれて作曲したのではなかろうか。また、弦楽四重奏曲にもすぐ

れ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ドヴォルジャーク、バルトーク

らと並ぶ作品を書いたといえる。このジャンルこそ彼には救いの道であったと思う。20 世紀

の中でその存在意義を発揮した作品形態であるからである。いい響きをこの分野で創り出

し、いい音楽を書いた。結論的に 20 世紀における最大の作曲家の一人として捉えられていい

だろう。

　またショスタコヴィチの作風を一言では捉えられない。重厚なものや軽妙で諧謔精神満

載のものもある。彼のこうした音楽様式によって個性をはっきした。当時ソヴェト連邦内で

遠ざけられていた西洋の音楽にも精通し、愛していたことも分かる。それに加えて欧米のポ

ピュラー音楽にも興味を持ち、ジャズなどの取り入れも見られる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代、新しい方向としてこのような歴史概念や区分を用いない音楽歴史学に向かい

つつある。このように観念的に区切りを付けないで歴史を捉えていくやり方である。ともあ

れこのような時代区分や時代概念はまだ一般的に流布しているし、また使用する利点も未

だあると考える。

20世紀の歴史的背景

　20 世紀ほど激動の時代はなかったと思われる。現在、我々は情報の時代に突入している。

世界的に情報が飛び交う。今や情報過多で情報量が増加の極みに達しているといってよい。

たしかに世界的レヴェルで物事が動いている。政治的にも、社会的にも経済問題も、文化的

な問題も、科学的な問題も環境問題も今や地球全体を揺り動かす。

　20 世紀前半の２つの大戦、すなわち第一次世界大戦（1914-18）と第二次世界大戦（1939-
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45）は、世界の歴史に大きな衝撃を与えた。これらによって国際連盟（1920-46）と国際連合

（1946年～）を生み出した。この 20 世紀前半のロシア革命（1917年）により共産主義勢力

とソヴェト連邦の台頭を促進した。

　20 世紀後半は朝鮮戦争（1950-53）、アラブとイスラエルの抗争［イスラエル建国 1948

年］、ベトナム戦争（1960-75）、イラン･イラク戦争（1980-88）、湾岸戦争（1991･1-2　40

日間）を見た。そしてベルリンの壁崩壊（1990年）、ソヴェト連邦の解体（1992年）による

社会主義つまり共産主義体制の衰退と様々な民族独立のための大小の戦闘状態が現時点の

状況である。これは過去と比べると特異な現象かもしれない。このような流れは経済面も変

えていく。平和運動が貧困を生んだり、独立運動に飢餓状態がついて回ったり、一喜一憂の

連続である。イスラエルとＰＬＯの暫定平和条約（1993年）を結んだかと思えば問題が持ち

上がる。いえることはこれらの現象や事件は今の時代が共生の時代であらねばならないこ

とを示している。異なった思想、政治体制、民族や文化、年令や性別、ハンディキャップのあ

る人ない人等、すべて共に生きていかなければならない。科学領域での進歩もこの世紀の顕

著な現象で、多数の国々の市民生活環境を根本的に変えてしまった。様々な自然破壊による

地球全体への悪影響は深刻で、その利害点を考え直す時期が来てしまった。そのため 1997年

12月地球温暖化防止京都会議が開かれた。

＜20 世紀音楽の諸問題＞

　20 世紀の録音技術の変遷は目を見張る。エディソンの蝋管による録音技術発明（1877）

以来発展の一途を遂げてきた。アナログ録音からデジタル録音へ！　音楽的な立場でいえ

ばこれが進歩かどうか論議もされてもいるが、便利で消費価格も安定しつつある。だが、デ

ジタルでは 20 キロヘルツまでで、脳によいアルファ波はもっと高周波音である。これがアナ

ログでは可能でデジタルでは不可能であるという欠点を持つことも事実である。

　この余りにも近い過去の時代 20 世紀は、まだ定まった歴史的見解が固まっていないとい

ってよい。未整理のままのデータが山積みになっている状態ともいえ、それにも増して音楽

作品量も多い。そしてもうすぐ来る 21 世紀を迎えるため、そして新しい近未来を創り出すた

めに何らかの見解をもつことを促されている。たいへんな責務である。

　この 20 世紀の時代をどんな呼称でいい表すべきか。定まった名や概念はない。この時代の

複雑で多様な音楽作品の排出と変化が早さからであろう。そしてこれらの原因でもあるの

であるが、音楽の伝播メディアを拡大させた放送技術（ラジオ、テレヴィジョン）と録音技術

や映像技術は、音楽の商業形態を変えた。これによる利点は、時空を超えて様々の時代の音
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楽や世界にまたがる空間の音を聞くだけでなく、見る事も可能になったことである。

　もちろんこの根底にあるのが音楽学 Musicology の発展である。音楽学においても学際的

な発想が盛んで、その分野の拡大に驚かされる。基本的な音楽史学のめざましい歩み、拡大

点として民族音楽学、民俗音楽学、社会音楽学、音楽心理学、環境音楽学、医療音楽学などに

熱い思いが注がれている。

＜20 世紀音楽の一般的特徴＞

　20 世紀の前の時代、ロマン派の傾向は、今世紀にも残された。特にロマン派時代に属する

か時代の境目に生きた作曲家で、20 世紀初期や前半まで活躍した人がいるが、たしかにロマ

ン派の理念や 20 世紀のやり方が混在している。

　20 世紀の音楽は無調性 atonality の時代である。この時代はバロック時代以来の調性

tonality という音組織を打破しようという動きが積極的に始まった。調性が確立して 300年

後に起こってきたこの現象は必然的なことだったのか。というのは 20 世紀前後は、ひとつの

観点でいえば音楽史上その作曲技術は頂点に達したといえる。特に管弦楽法（管弦楽におけ

る作曲法）は各作曲家の個性が発揮され、聴衆を魅惑し、惑わし、驚かせ、躓かせもした。以下

のように便宜上３つの分類をして説明をするが、時間的な見地で分類されていない。その音

楽スタイルによっている。

調性的無調音楽

Ａ．調性的無調音楽

　過去の音楽を吸収しながらも、反歴史立場を取ったりと様々な試みがなされていった。そ

こで先ず従来の調性 tonality に基づく和声法に工夫がなされていった。おおまかにいえば穏

やかな無調音楽、完璧な無調性を形成しない音楽をいう。多分に調性的で、調性的な材料を

用いることも多いが、調性打破を目指そうとしていることには違いないといえる。中世やル

ネサンスの教会旋法、伝統的な民族旋法（音階）に目が向けられて無調への試みが行われ

た。無調を求めるために調性以前の音組織に目を向けたのおもしろい。それは旋法で、それ

は確かに調性の音楽ではなく、かといって無調性の音楽でもない。音楽の音組織を示す調性

tonality と無調性 atonality は対立概念である。同じく旋法modeも音組織の一種であるが、同

次元として捉えることは適当でない。たしかに調や無調を思わせもし、古くも新しくも感じ
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られる響きといってよいだろう。

　調性における和音は、基本的な音から数えて３つ目の音、つまり３度の音が決めてであっ

た。これを無視するところからテクノロジーの展開の初めとしている。中世、ルネサンスの

ような教会旋法による純正音程（純正調 just intonation １））を求める点とは一線を画すると

ころであるが。そして多分に平均律 temperament を基盤にした発想であると筆者は考える。

つまり、平均律とは 19 世紀後半頃に確立されたもので、現在ピアノの調律に用いられている

調律法ことである。

　また旋法的な音組織のみならず、ちがった視点を求め拡大されたものもある。調否定の技

法として複数の調を同時に組み合わせるそれは複調、ポリリズム、伝統音楽や過去の音楽の

引用など様々な試みも行われていった。

　これをひとまず＜調性的無調音楽＞とでもいっておこうか。緩和な無調をめざした音楽

という表現も許されるであろうか。このような音楽を調性的というのはどうだろう。主な作

曲家をあげると下記の通り。カッコ内の作曲家はその作品スタイルからロマン派時代に入

れられると筆者は考えている。比較上、便宜のため記入してみた。

　２０世紀の到来を告げる新しさとは何であったろうか？　それは一人の作曲家によって

開かれたものでもないだろう。いわば多くの窓をそれぞれの持つ窓を開いたとしか言えな

いかもしれない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フォーレ  Fauré フランス（1845-1924）★

ヤナーチェク Janacek チェコ（1854-1928）

プッチーニ  Puccini イタリア（1858-1924）★、★、★

（マーラー Mahler オーストリア(1860-1911)★）

ドビュッシー  Debussy フランス（1862-1918）★、★、★、★

マスカーニ Mascani イタリア（1863-1945）

（リヒャルト･シュトラウス  R.Strauβ ドイツ(1864-1949）★）

（シベリウス Sibelius フィンランド（1865-1957））

（グラズノフ Glazunov ロシア（1865-1936））

サティ Satie フランス（1866-1925）
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スクリャビン Skriabin ロシア1872-1915）

（ラフマニノフ Rakhmaninov ロシア（1873-1943））

ファリァ Falla スペイン（1876-1946）★

レスピーギ Respighi イタリア（1879-1936）★

バルトーク Bartók ハンガリー（1881-1945）

ストラヴィンスキー  Stravinsky ロシア（1882-1971）★

プロコフィエフ Purokofiev ロシア（1891-1953）★、★、★

ラヴェル Ravel フランス（1892-1937）★

グローフェ Grofé アメリカ（1892 ｰ 1972）

プーランク  Poulenc フランス（1899-1963）★、★

ガーシュイン Gershwin アメリカ（1898-1937）★

コープランド Copland アメリカ（1900 ｰ 90）

ハチャトリアン Khachaturian ロシア（1903 ｰ 78）

ショスタコヴィチ  Shostakovitch ロシア（1906-75）★、★

ブリテン  Britten イギリス（1913-76）★、★、★、★、★

バーンスタイン Berstein アメリカ（1918-91）

武満　徹（1930-96）

など

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２音音楽

Ｂ．１２音音楽

　調性の崩壊へ兆しは、いつから始まったか。それはたいへん難しい問いになる

バロックに確立した調性は、それ以前の教会旋法の組織の崩壊であったといえ

る。古典派（1750-1820）、ロマン派（1820 ｰ 1900）と継いで用いられたが、常に

崩壊の傾きがあった！　無調への積極的な兆しをみせた記念碑的な作品は、ヴ

ァーグナー「トリスタンとイゾルデ」（1865年初演）であったといわれている。こ

の作品に見られる音楽表現や語法は、大きな意味を持つ事になり、この語法はヴ
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ァーグネリアンといわれる後期ロマン派のブルックナー Bruckner ドイツ(1824 ｰ

96)、マーラー Mahler オーストリア(1860 ｰ 1911)、Ｒ･シュトラウス  R.Strauβ ドイツ

(1864 ｰ 1949）などに受け継がれていく。積極的な半音階の使用、肥大化したかに

見える豊かな管弦楽法、標題音楽つまり文学や演劇などとの特別な結びつきを

持つことなどが特徴である。

　このような系譜につながるのがシェーンベルク Schönberg オーストリア（1874 ｰ

1951）。彼はは根本的に異なる理念をもつものであるともいえるが、たしかにシ

ェーンベルクの初期の作品は後期ロマン派的な名残りを感じさせる。彼が無調

音楽に踏み切ったのは、1907､8年頃のことである。音楽の表現主義は、無調によ

って始まった。「弦楽四重奏曲第二番 Op.10」（1908年）の第４楽章で無調的な楽

想を明確に示している。これと関連してか、シェーンベルクは突如画才を発揮し

始めた。1907年からシェーンベルクは、オーストリア表現主義絵画の先駆者リヒ

ャルト・ゲルシュトルについて絵を学び始めている。

　シェーンベルクが全曲を表現主義的無調音楽の手法で一貫させているのは、

シュテファン・ゲオルゲの 15の詩による「架空庭園の書 Op.15」（1909）からであ

る。これ以後、表現主義音楽の代表作が生み出されていく。

　ヴェーベルン Webern オーストリア（1883-1945）とベルクﾞ Berg オーストリア（1885-

1935）は、彼の同じ道を歩む同志になるが、それぞれの個性を加味し、発展させ

ていく。

　１２音技法  Zwölftontecnik,Dodekahonieは、体系化された無調性 atonality

の音楽で、確固たる理論的な音組織のことである。この１２音技法によって書か

れている作品を１２音音楽という。この創始者はシェーンベルクで、1921年頃に

確立されたとされている。そして彼の弟子あるいは同志ともいうべきヴェーベ

ルンやベルクに受け継がれていった。今や 20世紀における重要な古典的（？）

作曲技法といえ、作曲を学ぶ者は作曲技法として、必ず学習されるものの一つで

もある。これは一種のセリー音楽でもある。

シェーンベルク  Schönberg オーストリア（1874-1951）★、★、★

ヴェーベルン Webern オーストリア（1883-1945）★

ベルク Berg オーストリア（1885-1935）★、★
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他の無調音楽

Ｃ．他の無調音楽

　ここではより前衛的である音楽を捉えたい。このアヴァンギャルド

avantgarde=前衛という語自体、相対的である。当初は 19世紀までのヨーロッパ

伝統の否定や伝統への反抗の姿勢を示した芸術運動に対して用いられたが、個

別的にどれと規定するのは難しい。たいへん曖昧な概念用語であることを前提

に考えていかねばならないだろう。今現在 21世紀に入ったわれわれにとっては

最前線に立つ音楽のことを前衛音楽をいうのかもしれないが、これは別にする

20世紀における前衛音楽として捉える。これはすでに古典的な概念といえる。革

新も時間が立てば保守になるという図式は見て知っているからである。ここで

は 20世紀の中で革新的なグループに属した音楽を取り上げ、今まで取り扱って

きた２つのグループを越えた音楽、あるいは異なる書法の音楽を見る。

　本来的には前衛 avantgarde 仏語は、元はフランスの軍隊用語で、最前線に位置

する小数精悦部隊を指す。第一世界大戦頃からこの語は政治や芸術の領域にも

用いられた。当時としては（ここが興味深いところだが今やたいへん時代がかった概念で

ある）政治的には共産主義思想やこれに立脚した革命運動と革命運動家を指し

て用いた。芸術については美術を中心にした抽象芸術やシュールレアリスムの

運動に先ず用いられた。徐々に文学や演劇などにも及んでいった。音楽にも及ぶ

のは第二次世界大戦後のことであった。初期のブレーズやシュトックハウゼン

に代表され、ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会（1946年）を中心とした

ポスト･ヴェーベルン様式の音楽に対して用いられた。ヴェーベルンは前衛音楽

の祖と捉えられていた。ヴェーベルン的点描音楽、ブレーズのセリー音楽などが

新しい音楽様式として捉えられた。

　音楽における最初のアヴァン･ギャルドを求めるならば、ドイツ･ロマン派の

美学と語法を否定した 1890年代のドビュッシーかもしれない。そうなると過去

の伝統的な調性音楽と明確に区別されるシェーンベルクの１２音音楽もあげね

ばならない。だが、多分に彼自身の内部では彼の手法は、過去の伝統音楽の必然

的発展と意識されていたから、伝統否定ということにはならないとされた。

　それまでよりもっと過激にそれまでの固定観念を破壊しようとする動きを前

衛といったようだ。音組織だけでなくもっと広い視野での問題、音楽語法の拡大、
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つまり音楽概念の転換が行われることになる。それまでの音楽通念である楽音

という概念は根底から転換される。つまりチューニングされた楽器を媒介とす

る音による組立てられたものをよしとする考え（楽音）が覆された。トーン･クラ

スター書法や多様なセリー音楽=トータル･セリー（１２音技法も含む）や考え出さ

れ、楽音外音も音楽の構成音にしていく。従来の楽器を用いたとしても新しい奏

法の開発や不確定音と日常的な具体音を使用したり、新しいメディアによる音、

電子音なども取り入れられた。電子音に対する興味はノイズを用いることから

始まった。それで必然的なことであるが作曲するという概念も転換され、偶然性

の音楽も生まれていく。無作為の動作、無為自体を音楽と考える音楽家も出てき

た。セリーや不確定音、電子音、具体音、偶然性など従来の概念でいえば音楽破壊

とも見えるやり方がなされた。体系を越えた音楽語法は、常に新しいメディアを

求めていった。音楽にならないものは無いかのように見える。多様なやり方の音

楽を一つに分類することは、不自然でもあり無理でもあることを認めざるを得

ない。主なこうした作曲家をあげると下記の通りになるかだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

近代・現代の音楽

-------------------

　

シェーンベルクと 12音音楽

　12音音楽と呼ばれるものは，オクターヴを構成する 12の音の

どれもが，すべて同一の資格を持つという前提に始まる。言い換

えれば，機能和声による音楽における主音や属音といった機能を

まったく持たせないことなのである。そして，その l2の音すべて

を 1回ずつ使用する形で，セリーと呼ばれる音列を作り，このセ

リーをいろいろと操作して音楽を作っていくのである。したがっ

て，あまり長大な曲にこの技法を用いるのはふさわしいことでは

なく，また音の積み重ねによって生じる機能和声的な性格を回避

するためには，どうしても線的な対位法の手法を使わなければな
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らなかった。このようなことから，l2音技法による曲は概して短

いものが多く，中にはわずか数小節にすぎないという例もある。 

　12音技法は，シェーンベルク（l874～l95l）によって創始され

たのであるが，彼が実際にその技法を使って完全な 12音による作

品を書いたのは，第一次大戦以後のことである。シェーンベルク

の弟子であり，同時に後継者でもあったウェーベルン（l883一

l945）やベルク（l885一 l935）にも，この技法を用いた優れた作

品が残されている。 

　この l2音音楽というのは，いうまでもなく完全なる無調性の音

楽である。無調性への探求は，ワーグナーやドビユッシーによっ

て機能和声が解体の危機に瀕して以来，20世紀に人ってからいろ

いろな形で試みられた。複調あるいは多調的なアプローチや，微

分音の使用によって調性を否定しようとする動きなど，l2音技法

以外にもさまざまな試みがなされている。そのような中にあって

l2音技法が特筆されるのは，この技法が厳格なセリーによる秩序

ある無調であること，言い換えれば調性に変わる新たな音の秩序

を作りだそうとしたものであるからだろう。 

　 それまでの西洋音楽では、１オクターブを構成する１２の音（全音７と半音５）の場合、

主音（トニカ）とか和声における根音などの区別があって一つ一つの音の価値とか役割が

異なるが、この１２音技法では　１オクターブ１２の音に対して全く同等の価値が与えら

れる。この１２の音を各々一回ずつ使用して、一定の法則に従い、セリーと呼ばれる４８種

類の音列を作り、このセリーを崩すことなく　幾つかを選択・組合せてメロデイと和声を

作っていく手法が１２音技法と云われるものである。（リズム、テーマ、形式などは、従来の

調性音楽と本質的差異はない。）この技法は、２０世紀における代表的作曲手法となり、ウ

エーベルンやベルグなど弟子たちによって受け継がれた。
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Schonberg 12 音技法

無調性への道

　シェーンベルク Schönberg オーストリア（1874-1951）はユダヤ系オーストリア人である。父方

が代々ハンガリーのノーグラード県セーチェーニに住むユダヤ人で、靴屋を営んでいた。母

もプラハ出身のユダヤ人であった。シェーンベルクはヴィーンで生まれ、キリスト教徒とし

て育てられる。８歳よりヴァイオリンを習い始める。その後チェロを独学で学ぶ。15歳の時、

父が亡くなり、経済的に立ち行かなくなった彼は、地元の私立銀行に勤め始め、夜間に音楽

の勉強を続けていた。1933年ユダヤ教に改宗した。

　初期の弦楽６重奏曲「浄夜 Op.４」（1899年）や交響詩「ペレアスとメリザンド Op.５」

（1903年）などの作品において、後期ロマン派的な作品を書いていたが、その著しい半音階

主義によってやがて調性を放棄し、新しい方法論を模索するようになる。室内交響曲第 1番

はロマン派の大規模な管弦楽編成からあえて室内オーケストラを選び、４度を基本とした

和声を主軸とした高度なポリフォニーによる作品となっている。これ以降、彼の実験は更に

深められ、次第に調性の放棄＝無調による作品を志向するようになっていく。「グレの歌」

（1900-11年）はそうした彼の変革の時代を象徴する作品である。

　1909年に書かれた「３つのピアノ曲Op.11」、「５つの管弦楽曲Op.16」やモノドラマ「期待

Op.17」ではかなり無調へ傾き出したりと積極的な試みをしている。そして「６つのピアノ小

品      Op.19  」（1911年）では調性をほぼ完全に棄てたといえる。こうした中から「月に憑かれた

ピエロ      Op.21  」（1912年）が生まれる。この曲はモノドラマ「期待」の成果を更に推し進める

所から生み出されたといえる。その着想は興味深く、独創的である。これはラヴェルやスト

ラヴィンスキーの声楽曲に影響を与え、前者は声と室内楽の「ステファヌス･マラルメの３

つの詩」（1913年）を、そして後者は「日本の叙情詩による３つの歌曲」（1912-13年）を作る

きっかけとなった。後のブーレーズなども影響を受けた。即興性のある語り声を室内楽で包

み込んでいく書法は、何か伝統的なものを感じさせもするが、まぎれもなく今までにない世

界を創り出していることに違いない。語り声 Sprechstimme、と５人の奏者=ピアノ、フルート

＋ピッコロ、クラリネット＋バス･クラリネット、ヴァイオリン＋ヴィオラ、チェロによる編

成は美しい響きをもつものである。
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　この時まだ無調の音楽を受け入れる時代ではなかった。しかし、指揮者のシェルヘンなど

が積極的に演奏したことで、次第にシェーンベルクなどの音楽が受け入れられるようにな

っていく。同じ頃、ヴェーベルン Webern オーストリア（1883-1945）もシェーンベルクにならって

「大管弦楽のための６つの小曲Op.６」（1910年）、ベルク Berg オーストリア（1885-1935）は「ク

ラリネットとピアノのための４つの小品 Op.５」（1913年）や「３つの管弦楽曲 Op.６」

（1914-15年）などで無調（あるいは拡大された半音階主義）の作品をを書いている。1910年

代後半には、シェーンベルクは未完に終わったがオラトリオ「ヤコブの梯子」（1917年～）と

いう大作に挑む。ベルクもオペラ「ヴォツェック Op.７」（1914-22年）を作曲中であった。シ

ェーンベルクなどと始めた無調による傑作の登場となった。無調性のために体系的な音組

織の確立が必要と考えられるようになっていったのは当然の成り行きであろう。それが１

２音技法による１２音音楽であった。 

＜１２音技法の創始者２人＞

①ハウアーの１２音技法

　ヴィーンの作曲家ハウアー Hauer オーストリア（1883-1959）がシェーンベルクより 10年程前

に<トローペ Trope>といわれる１２音の音列による作曲法を考案していた。彼は小学校教師

をしながら独学で音楽を学んだ。1912年に彼が作曲したピアノのための「ノモス Nomos」は

彼の考案した１２音技法で作曲した。史上初の１２音音楽として見なされている。彼の１２

音技法は<トローペ Trope>と呼ぶ２組の６音組み合わせによって作られる。合計 44種を選

定することが可能である。彼の著した著作は「音楽的なものの本質について Von Wesen des

Musikalischen」（1920年）、「メロスからパウケへ Von Melos zur Pauke」（1925年）、「12音技

法 Zwölftontechnik,Die lehre von den Tropen」（1925年）など次々と理論書を出版した。シェー

ンベルクに先んじて１２音楽を主張したが、この理論を彼の弟子ハイスを除いて誰も継承

しなかった。１２音技法のために独自の記譜を用いた。

　1919年、シェーンベルクは彼の「ノモス」を自身の演奏会で紹介した。だが、シェーンベル

クが１２音音楽の創始者に固執したためだろうか、シェーンベルクと音楽学者アドルノの

２人はハウアーの「ノモス」を酷評した。それに加えて 1930年代のナチスの台頭により退廃

芸術家としてハウアーは排斥されてしまった。戦後、再評価される日まで全く忘却されてし

まったこともあり、彼の果たした役割は過小評価されているのが現状である。

②シェーンベルクの１２音技法
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　シェーンベルクは 1921年以後に１２音技法を創始、確立したといわれている。どの時点を

もって創始というか議論もある。１２音技法でシェーンベルクが最初に書いた作品は「５つ

のピアノ曲Op.23」（1920-23年）と７楽器とバリトンのための「セレナーデ Op.24」（1920-23

年）であった。しかし、１２音技法を用いたのはその一部分であった。全面的に１２音技法に

よって作曲された作品は、ピアノのための「組曲 Op.25」（1921-23年）と「管楽５重奏曲

Op.26」（1923-24年）からであった。

－１２音技法とは－

　組織的に無調を得る方法である。というのは無調だからといって闇雲に音を並べたとし

ても、必ず偶然的にも調性的な旋律や和音が生じることはある。調性における和声学のよう

に無調性理論を実践するための技法が１２音技法である。それは組織的無調性の理論であ

る。さて、平均律で考えると１オクターヴの中に半音階で数えられる音は 12 である。一つの

音の繰り返しもなく 12 の音を平等に使って基本となる音列を得ることができる。この基本

音列（セリー）を様々な方法で変化を与えていくのである。代表的な音列獲得法は次のよう

なものがある。

①基本音列を半音ずつ変えていって 12 の音列を得る。

②その反行形（音程関係を上下逆行にしたもの）を作りそこから 12 の音列を得る。

③更にそれぞれの逆から読んでいく逆行を作り、基本音列の逆行形で 12 の音列を得る。

④そして反行形の逆行形で 12 の音列を得ることで計 48 の音列を作る。

　これらを基にして旋律や和音作っていく。初歩的な１２音技法による１２音楽は、一つの

作品に使われる基本音列は一つである。そして上記のような方法で作曲すると、音楽として

の統一性を自然と得られる仕組みとなっている。それ自体から生じる無機質的性格は免れ

得ない。また、純正調の音の世界はすべて否定されることになる。

＜１２音創始以後＞

　1823年に妻が没し、翌年にヴァイオリン奏者コーリッシュの妹と再婚する。1925年かのブ

ゾーニの後継者としてベルリン、プロイセン芸術アカデミー作曲科マイスター･クラス教授

になった。1926年からベルリンに移住。ただドイツにおけるファシズムの勢いは急激に盛り

上がり、1933年にヒトラーが政権を取る。ユダヤ系であるシェーンベルクは当然のことなが
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ら教授職を剥奪された。そして 1933年アメリカへ亡命、それはボストンにあるモールキン音

楽学校に招かれたためである。この直前にユダヤ教に改宗した。すぐに健康を害したので

1935年に南カルフォルニア大学、1936年以降カリフォルニア大学ロサンジェルス校で教授

となり、作曲を続けることになる。1941年にはアメリカの市民権を得たし、落ち着いた生活

が始まった。創作活動も大きな実りを見せていく。こうした中の作品は、１２音技法を中心

にした作品と調性的作品もある。「ヴァイオリン協奏曲Op.36」（1934-36年）、「第４弦楽四重

奏曲Op.37」（1936年）、「ピアノ協奏曲Op.42」（1942年）、「弦楽３重奏曲Op.45」（1946年）

などの他にも語り手、男声合唱と管弦楽のための「ワルシャワの生き残り Op.46」（1947年）

は１２技法に属する者である。一方、調性的な作品は渡米後初めて作った「弦楽のための組

曲　ト調」（1934年）は調号を付けていた。あと「ブラス･バンドのための主題と変奏

Op.43a」（1943年）などは調性的といえるが、そうした作品数は多くはない。その他に柔軟

なともいうべき１２音的作品がある。「ナポレオンへのオード Op.41」（1942年）は有名であ

る。その他に彼の教育活動の功績に、ジョン･ケージ、ルー･ハリソンなどのアメリカ現代音

楽を代表する作曲家となった弟子がいる。そして教育活動の成果としての著作も多い。「和

声の構造的機能」（1954年）は、亡命前に書いた「和声学」（1911年）と共に代表的な彼の音

楽理論であろう。

　1951年 7月 13日、喘息発作が起こりロサンゼルスにてこの世を去った。享年 77歳。

アルノルト・シェーンベルク（ウィキペディア（Wikipedia）より）

1948年のシェーンベルク

アルノルト・シェーンベルク (Arnold Schoenberg, 1874      年      9      月      13      日   - 1951      年      7      月      13  

日) はオーストリアの作曲家。調性を脱し無調音楽に入り 12      音技法  を創始したことで知ら

れる。 アメリカに帰化した際、ドイツの政策に嫌気が指して綴りをドイツ語式の Schönberg
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から英語式の Schoenbergに改めた。ドイツ語や英名の読み方を知らない者からは「スコエン

バーグ」、「スコエンベルグ」などと呼ばれることもあった。

父シャームエル・シェーンベルク (Sámuel Schönberg 1838      年   - 1889      年   [1]) は代々ハン

ガリーのノーグラード県セーチェーニに住むユダヤ人で、靴屋を営んでいた。母パウリー

ネ・ナーホト (Pauline Náchod 1848      年   - 1921      年  ) もプラハ出身のユダヤ人。

ウィーンにて生誕。初めはカトリックのキリスト教徒として育てられる。8歳よりヴァイオ

リンを習い始める。その後チェロを独学で学ぶ。15歳の時、父が亡くなり、経済的に立ち行か

なくなった彼は、地元の私立銀行に勤め始め、夜間に音楽の勉強を続けていた。余りにも前

衛的な態度の為ウィーンを追い出されベルリン芸大の教授に任命される時プロテスタント

のキリスト教徒に改宗、その後ナチのユダヤ政策に反対して 1933      年  、ユダヤ教に再改宗。

無調への試み

初期は「ペレアスとメリザンド」や「浄められた夜」など、後期ロマン主義の作品を書いてい

たが、その著しい半音階主義からやがて調性の枠を超えた新しい方法論を模索するように

なる。室内交響曲第 1番は後期ロマン派の大規模な管弦楽編成からあえて室内オーケストラ

を選び、4度を基本とした和声を主軸とした高度なポリフォニーによる作品となっている。

これ以降、彼の実験は更に深められ、次第に調性の放棄＝無調による作品を志向するように

なっていく。1900      年  から書き始められ 1911      年  に完成した『グレの歌』は、巨大な編成と長大

な演奏時間をもち、カンタータ、オペラ、連作歌曲集などの要素が融合した大作である。しか

し、基本的な構想は 1901      年  までに書かれているため、音楽的には「ペレアスとメリザンド」な

どと同様後期ロマン派の様式となっており、ある意味、後期ロマン派音楽の集大成であり頂

点であるともいえる。しかし、楽器法などには中期のスタイルがみられる。

若い頃の彼はブラームスに傾倒していたが、のちツェムリンスキーに師事し、師の影響でヴ

ァーグナーの音楽にも目覚め、また、ツェムリンスキーとともにマーラーの家に出入りして

音楽論をたたかわせたり、彼の交響曲について好意的な論文を記述したこともある。ブラー

ムスとヴァーグナーという異なる傾向を結びつけるような音楽を書いた点はツェムリンス

キーと共通している。

1909      年  に書かれた「3つのピアノ曲」Op.11や「5      つの管弦楽のための小品  」Op.16、モノドラマ

「期待」Op.17では、多少調性の香りを残していたが、無調へと大きく踏み出して、様々な実験

を試みていった。そして「6つの小さなピアノ曲」Op.19で、調性をほぼ完全に放棄するに至っ

た。この実験から傑作歌曲集「月に憑かれたピエロ」（ピエロ・リュネール）が生まれる。

「月に憑かれたピエロ」は「期待」の成果を更に推し進めて生み出されたと言ってよいかも知

れないが、着想などは更にユニークである。ラヴェルやストラヴィンスキーに影響を与え、

前者が「マラルメによる 3つの歌」を、そして後者が「紀貫之の短歌等による日本の３つの抒

情詩」を作るきっかけとなった。そして後のブーレーズやファニホゥなどにも影響を与えた

傑作である。物語の朗唱を室内楽で伴奏をするという方法が、かつてなかったとは言えない
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までも、これほどにまで高められた作品は皆無で、またかつて無い効果をあげた伴奏の書法

も全くユニークな傑作であった。

ただ、時代は無調の音楽に対する準備が出来ていたとは言えなかった。ストラヴィンスキー

の「春の祭典」で大騒ぎとなるような時代で、無調の音楽は一部のサークルの中だけのこと

であった。ウィーンの私的演奏会で聴衆が怒り出してパニックになったり帰る人が続出し

たのは当然であった。しかし、指揮者のシェルヘンなどが積極的にこれらの音楽を後押しし

演奏してまわったことで、シェーンベルクなどの音楽が受け入れられるようになっていく。

同じ頃、弟子のアルバン・ベルクは「クラリネットとピアノのための 4つの小品」Op.5や「管

弦楽のための 3つの小品」Op.6などで、無調（あるいは拡大された半音階主義）の作品を発

表し、アントン・ヴェーベルンも師シェーンベルクにならって「6つの小品」Op.6を書いてい

るが、シェーンベルクはバランス感覚に優れ、ベルクはより劇的で標題性を持ち、ヴェーベ

ルンは官能的なまでの音色の豊穣さに特徴があり、明確な個性の違いがあるのは興味深い。

12音音楽の確立

1910年代後半、シェーンベルクは未完に終わった「ヤコブの梯子」という大作に挑む。同じ頃

弟子のベルクは歌劇「ヴォツェック」Op.7を完成する。シェーンベルクらと始めた無調主義

による傑作オペラの登場である。無調主義が次第に市民権を持ちはじめると共に、無調とい

う方法に、調性に代わる方法論の確立の必要性を考えるようになっていった。それが 12      音音  

楽であった。

重複しない 12音を平等に使って並べた音列を、半音ずつ変えていって 12個の基本音列を得

る。次にその反行形（音程関係を上下逆にしたもの）を作り同様に 12個の音列を得る。更に

それぞれを逆から読んだ逆行を作り、基本音列の逆行形から 12個の音列を、そして反行形の

逆行形から 12個の音列を得ることで計 48個の音列を作り、それを基にメロディーや伴奏を

作るのが 12音音楽である。一つの音楽に使われる基本となる音列は一つであり、別の音列が

混ざることは原則としてない。したがって、この 12音音楽は基本となる音列が、調性に代わ

るものであり、またテーマとなる。そして音列で作っている限り、音楽としての統一性を自

然と得られる仕組みとなっている。

この手法でシェーンベルクが最初に書いたのが、「5つのピアノ曲」Op.23の第 5曲「ワルツ」

であった。1920-23年に書かれたこの作品は、シェーンベルクの初めての 12音音列による作

品として重要である。「ワルツ」の完成は 1923年 2月とされているが、一説には全曲 12音技

法で書かれた「ピアノ組曲」op.25(1921~1923)の「プレリュード」が 1921年 7月に完成されて

おり、こちらが最初の 12音技法のよる作品であるとの説もある。ヴェーベルンも 1924年、

「子どものための小品」の中で 12音音列を使った作品を書き、ベルクもすぐにその技法を部

分的にとり入れている。

ただし、12音の音列による作曲法はシェーンベルクの独創とは言えない。ウィーンの同僚で

あったヨーゼフ・マティアス・ハウアーが、シェーンベルクより 2年ほど前にトローペと言

われる 12音の音列による作曲法を考案している。1919      年  にハウアーが作曲した「ノモス」は、
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最初の 12音音楽と見なされている。この年、シェーンベルクはこの作品を自身の演奏会で紹

介しているが、12音音楽の創始者に固執したこともあり、シェーンベルクと、その理解者で

ベルクの弟子でもある哲学者・音楽学者のテオドール・アドルノの 2人から酷評される。ま

た、1930      年代  のナチスの台頭により退廃音楽家として彼は排斥され、戦後、再評価されるま

で全く忘却されてしまったこともあり、ハウアーが 1920      年代  に果たした役割が過小評価さ

れていることは否めない。

弟子のヴェーベルンが音楽をパラメータごとに分解してトータル・セリエリズムへの道を

開き、形式上の繰り返しを否定し変容を強調したのに対し、シェーンベルクは無調ながらも

ソナタや舞曲など従来の形式を踏襲している。また初期の無調音楽は部分的には機能和声

で説明できるものが多く、マーラーやツェムリンスキーなど高度に複雑化した和声により

調性があいまいになっていた後期ロマン派音楽の伝統と歴史の延長線上に位置する。

厳格でアカデミックな教育方針は古典作品の徹底的なアナリーゼを基礎としていた。12音

技法の開拓後はリズム、形式面で古典回帰が顕著で、彼自身も新古典主義との係わりを避け

ることは出来なかった。

美術をはじめとする芸術一般にも興味を持ち相互に影響した。シェーンベルクの描いた表

現主義的な「自画像」は（メンデルスゾーンなどと同じく）画家としての才能も示している

ロシアの画家カンディンスキーはシェーンベルクのピアノ曲演奏風景をそのまま「印象・

コンサート(1911年)」という作品にしている。

亡命と晩年

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツから逃れてアメリカに移住する。移住後も南カリフォル

ニア大学（USC）とカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）にて教育活動を精力的に

行い、弟子にはジョン・ケージ、ルー・ハリソンなど、アメリカ現代音楽を代表する作曲家

も含まれる。 USCにはリサイタルホールを擁するアーノルド・シェーンバーグ研究所

（Arnold Schoenberg Institute）があり、UCLAには彼の生前の功績をたたえ、記念講堂が

建造されている。

移住後は、自分の無調性や十二音技法に不安感を覚え「室内交響曲第 2番」などの調性音楽も

作曲した。

また、他界する直前まで合唱曲「現代詩篇」を作曲していたが、未完に終った。戦後始まった

第一回ダルムシュタット夏季現代音楽講習会からも講師として招待されたが、重い病気の

為キャンセルした。

1951      年      7      月      13      日  、喘息発作の為、ロサンゼルスにて他界。享年 77。
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