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１．医学と現象学 

 我々は普段の日常生活において世界の中のさまざまな事物に関与し、さまざま活動に従

事することに没頭している。その際、各人はそのつど独自の体験をもち、自己にとっての

独自の世界を生きている。これら各人の体験や世界はそれぞれ独自のものであるが、かと

いって、我々は互いに全く理解しあえないわけではない。我々が健康な生を営んでいると

きには、各人の体験は一定の共通の構造をもち合わせており、そうした共通の構造を準拠

枠として互いに意思疎通をしあうことによって、互いの体験をある程度理解しあうことが

できるからである。だがひとたび人が重い病いにかかると、彼らの体験のあり方は大きく

変化し、彼らがそのうちに生きる世界のあり方もまた大きく変容する。彼らの体験や世界

は、健康な生活を営む人々のそれとは異なっており、両者の間には相互に理解しあうため

の共通の準拠枠が少ないため、彼らの体験を理解することには困難がつきまとう1。それで

は、病いにかかった患者はいかなる体験をし、いかなる世界を生きているのだろうか。 

 本稿では、病いを患う患者が生きている体験とその世界のあり方について、現象学的な

観点から考察することにしたい。現象学とは二十世紀初頭にフッサール（1859-1938）に

よって創設された哲学の一流派であり、その後ハイデガー（1889-1976）、サルトル

（1905-1980）、メルロ＝ポンティ（1908-1961）らによって継承・発展させられた二十世

紀の代表的な哲学運動である。彼らの哲学の具体的な内容はそれぞれ異なっているが、そ

れらは〈事象そのもの立ち返る〉という哲学的方法を採用する点において共通している。

ここでいう〈事象〉とは、自己自身に直接に現われ、与えられた現象を指しており、フッ

サールの場合でいえば、それは自己自身の直接的な体験やそこにおいて現われる世界を指

している。現象学とは、こうした自己自身の直接的な体験やそこにおいて現われる世界の

あり方を、いかなる既存の枠組みや理論によっても説明することなく、それらの所与に忠

実に即しながら記述し、解明する学問である。 

このような現象学と自然科学的なアプローチを前提とする医学とは、一見すると何の関

わりもないように思われるが、実際には少なからずの連関が存している。これまで医学、

とりわけ近代以降の西洋医学は、自然科学的な方法に基づいて人体に関する膨大な科学的

知見を獲得し、そうした知見を疾患に対して因果論的に適用することによって、急性疾患
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や感染症など多くの病気を克服してきた。その意味で、医学は自然科学（e.g. 生物学、生

理学、解剖学）の方法や成果を利用して病気を診断・治療する自然科学的な営みの一つで

あるともいえるが、しかしそれは単にそうした自然科学的な営みに尽くされるわけではな

い。というのも、医学がそもそもこうした営みに従事するのは、それが病いを患う患者に

関心をもち、彼らの苦痛や苦悩に応諾することを目的としているからに他ならず、その点

において医学は他の自然科学とは根本的に異なる性質を有していると考えられるからであ

る。その意味で、医学とは病いに患う患者の苦痛や苦悩に端を発し、その苦痛や苦悩の状

況に応諾することを目的とする実践的学問であるということができる2。 

このように考えるならば、人間の直接的な体験やそこに現われる世界のあり方を解明す

る現象学と、病いを患う個々の患者の苦痛や苦悩に応諾しようとする医学とは、必ずしも

無関係であるとはいえないことが分かる。もし医師たちが患者の疾患をより的確に診断し、

個々の患者の症状に見合った効果的な治療を行おうとするならば、あるいは、もし医療ス

タッフが個々の患者のニーズをきめ細かく察知し、それに応じたより効果的な対処を実践

しようとするならば、患者たちがそのつど生きている独自の体験や、彼らによって生きら

れた独自の世界のあり方を理解しようと努めることは、是非とも必要になってくるように

思われる。医療における現象学な考察は、医療従事者たちがこうした患者の体験や世界の

あり方を患者
．．

自身の視点から
．．．．．．．

共感をもって理解し、彼らに対してより効果的な対処を行っ

ていく上で、重要な寄与を果たすことができるように思われる。 

 

２．現象学的看護論と現象学  

以上から分かる通り、医療における現象学的な考察は、病いを患う患者の「生きられた

体験」（Kestenbaum, 13; Toombs 2001, 12）－より広い意味では、患者の家族や医療従

事者の生きられた体験－を、いかなる既存の枠組みや理論によって説明することなく、

彼ら自身の体験に即しながら記述的に理解しようとする営みであり、それが目指す目標は、

彼らの生きられた体験世界を理解することを通じて、より効果的な診断・治療やメディカ

ル・ケアを実践することである。 

現在、このような取り組みとしては、主に看護学の分野において現象学的な看護理論が

展開されており、とくにアメリカを中心として、現象学的な方法に基づいた患者理解のた

めの多くの考察がなされている。こうした現在主流となっている現象学的看護論－例え

ば、ジオルジの記述心理学的方法に基づいた質的研究3や、ベナーらの解釈学的現象学の方

法に依拠した看護論4
－は、もともと看護学の分野において、患者理解のための生理学

的・量化的なアプローチへの反省に基づいて形成されたものであり、その意味で、それら

は看護理論の潮流における新しい展開という位置づけをもっている。従って、現象学的な

方法が導入されたといっても、それは従来の伝統的な現象学が新しい分野に応用されたと

いうよりも、むしろ看護理論における質的な研究法に寄与する範囲内で、現象学の知見が
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参照されているというのが実情であろうと思われる。例えば、ジオルジの方法に基づいた

質的研究では、フッサールの現象学的還元や本質記述の方法が採用されているが、そこで

実際になされているのは、個々の参加者の記述や報告をデータとして収集し、それを学問

的な観点から分類・一般化して、それらを元に参加者の体験の本質を理解するという作業

であり5、それは伝統的な現象学の営みとは異なるものである。むろん、このような試みは

それ自体としては有益なものであろうし、この種の方法に基づいてなされる多くの論考は、

患者の体験世界を理解するのに大きな寄与を果たしていくものと思われる。 

だが、看護理論においてこのような〈現象学的な〉考察がなされている一方で、いわゆ

る伝統的な現象学の内部から、患者理解のための独自の論考が試みられることは少ないよ

うに思われる6。先述のように、現象学とは本来、自己によって直接的に生きられた体験や

世界のあり方をあるがままに考察するものである以上、こうした伝統的な現象学の成果が、

上述のような現象学的看護論の試みとは別に、患者の生きられた体験の理解に貢献する可

能性は大いにあるように思われる。そこで本稿では、上記のような現象学的看護論の動向

とは別に、伝統的な現象学の立場から、患者の生きられた体験を考察していくことにした

い。 

 

３．方法論の問題 

それでは、我々が患者の病いの体験を理解するにあたって、現象学はいかなるアプロー

チをとるべきだろうか。現象学といっても、それぞれの現象学者の方法や内容は大きく異

なっており、しかも彼らの思索の時期によっても、その方法は大きく変遷している。従っ

て、現象学の統一的な方法というものはそもそも存在しえないが、ここで必要とされてい

るのが、医療の文脈において、病いを患う患者の生きられた体験とその世界を理解するこ

とである以上、考察の様式をある程度限定することは可能であろう。ここで我々に求めら

れているのは、患者によって「生きられたがままの経験に関与する」（Kestenbaum, 13）

ことであり、患者によって「直接に出会われ、経験されたものとしての病い（生きられた

ものとしての病い）の現象」（Toombs, 2001, 3）に焦点を当てることである。しかもその

際、個々の疾患にかかった患者の個別的な体験やその特徴を理解するだけではなく、多く

の病いの体験に共通する「不変の（もしくは典型的な）特徴を明らかにする」（ibid.）こ

とが優先されなければならない。だが、我々が患者の生きられた体験を明らかにするため

には、まず我々自身が世界へ素朴に向かう「『自然的態度』から根本的に離れ」（Toombs, 

1993, ⅹⅳ/19）、我々が自然的に生きている直接的な体験を反省的に考察できる視点をも

つ必要がある。このような操作によって、我々は「理論的な関与も、当然として受け入れ

られている常識的な前提条件もともに脇におき、経験しつつある意識の過程と経験対象に

焦点を当てる」（Toombs, 1993, ⅹⅲ/19）ことができるようになる。こうして自己の体験

を反省的な視点の下に置き、その一般的な構造を解明することによって、病いの体験をも、
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そうした体験構造の変容
．．．．．．．

として捉えることが可能になるだろう。そこで以下の考察では、

さしあたり次のような方法を採ることにしたい。 

 

ａ．まず研究者は世界へ素朴に向かう自然的態度を括弧に入れる。そして、それによって

開示された自己の生きられた体験とそこにおいて現出する世界のあり方を、反省的な

眼差しの下で考察する（現象学的・心理学的な還元）。 

ｂ．そのようにして反省的な眼差しの下に開かれた自己の生きられた体験を、単に個別的

な観点から考察するだけでなく、それらの個別的体験を貫く本質的な特徴を明らかに

し、それを記述する（体験の本質記述）。 

ｃ．以上の体験の本質分析を元にして、患者が病いにかかるとき、彼らの体験の本質構造

がいかなる変容を遂げ、それによっていかなる体験の変容が引き起こされるのかを彼

ら自身の観点から考察する。 

 

 本稿では以上の方法のもとで、患者の病いの体験を現象学的に考察することにしたい。

ただし、ここでいわれる〈体験〉とは、身体や世界から切り離された純粋に内面的な体験

として捉えることはできない。デカルト（1596-1650）の哲学に強い影響を受けたフッサ

ールは、現象学的還元によって得られた自己の純粋な体験領域を、周囲の世界や身体から

独立した自己完結的な領域（デカルトの言う〈我惟う〉の領野）と考える傾向があったが7、

しかし我々がそもそも自己の身体の活動を通してはじめて世界に関与することができる以

上、自己とは身体と切り離すことができないものであり、従ってそれは「周囲の世界に従

事する身体的な意識」（Toombs, 2001, 6）とみなされなければならない。同様に、自己の

体験もまた、身体から切り離された内的な体験としてではなく、まずもって世界へと向か

う「身体的志向性」（ibid.）として捉えられなければならない。自己とはこのような身体

的志向性としてはじめて世界を根源的に開き、世界へとさまざまな仕方で関与することが

できるからである。それでは、自己とはいかなる意味で身体的な存在であるといえるのだ

ろうか。 

以下ではまず自己の身体のあり方について考察し、身体が自己にとっていかなるものと

して経験されているのかという点を明らかにしたい。そしてそれを通じて、自己の身体こ

そが世界へと向かう運動性として、自己と世界を結びつける根源的な次元をなしているこ

とを示すことにする（第４節、第５節）。次いで、この身体性の考察に基づいて、身体が病

いにかかったとき、自己の身体的経験がどのように変化するのか、それによって世界の現

われ方がいかなる変容を遂げるのか、という点を考察することにする（第６節、第７節）。 

 

４．自己の身体の経験 

 自己の身体とは、自己にとっていかなるあり方をしており、いかなるものとして経験さ
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れるのだろうか。例えば、机や椅子などの周囲にある事物と比較するならば、自己の身体

はそうした周囲の事物と同じあり方をしているのだろうか。一見すると、両者は延長とい

う属性をもち、分割可能で数量的に測定することができるという点で、同じ属性を共有し

ているように思われる。だが実際には、両者はいくつかの点において根本的に異なるあり

方をしている。例えば、自己の周囲に広がる事物は私の身体の運動に応じて、これまで隠

されていた多様な側面を呈示するが、私の身体はつねに一定の限定された側面しか知覚す

ることができず、さらに私には決して知覚することのできない側面をもっている。また周

囲の事物は身体の運動に応じて遠近の距離を変えるが、私の身体は私にとっての遠近をも

たず、それはつねに私の〈そば〉にあり、私を取り巻く世界の中心にある8。だが両者のも

っとも大きな違いは、自己の身体が周囲の事物とは異なり、自己の感覚や運動の能力と密

接に結びついている点であろう。 

 この自己の身体の独自のあり方は、とりわけ〈自分の体を自分で触れる〉という自己触

覚の場面において顕著に見出すことができる。メルロ＝ポンティは『知覚の現象学』の中

で、触覚において成立する〈二重感覚〉について言及しているが（Merleau-Ponty, 109)、

これは次のような現象である。－私が左手で自分の右手を触れる場合、私の左手はその

触覚を通じて、私の右手を皮膚や筋肉、骨からできた一つの物質として知覚する。しかし

この場合、その右手の同じ箇所では、同時に左手によって〈触れられている感覚〉も生じ

ている。このように〈自分の体を自分で触れる〉という経験においては、自己の〈触れて

いる感覚〉と〈触れられている感覚〉とが同じ箇所で同時に生起しているのだが、この二

重感覚の現象において、自己の身体の固有のあり方が端的に示されている。すなわち、こ

こで私の右手は、触れている左手にとっての一つの延長をもつ物体として把握されている

が、それと同時に、自らのうちに〈触れられている〉という主観的な感覚をも担っており、

その意味で、私の右手は〈客観的な物体〉としての側面をもつと同時に、主観的な感覚を

担うものとして存在している9。つまり、この二重感覚の現象において、自己の身体は客観

的な側面と主体的な側面とをあわせもつ両義的な存在として経験されているのである10。 

だが自己の身体は、これとは別の意味での両義性をも有している。例えば先の例で、私

の右手はそれを触れる左手にとって一つの物体として把握されるが、しかし私がその右手

で何かを掴もうとするならば、「たちまち私は、対象を探ろうとして対象の方へと手を伸ば

すあの生き生きと働く別の右手の、外皮または受肉した化身を看て取る」（ibid.）。つまり、

ここで物体として把握されていた私の右手は、「対象の方へと手を伸ばす」主体的な運動と

して機能するようになる。この場合、私の右手は世界の諸対象へと向かい、諸対象の存在

を開示する主体的な運動性
．．．．．．．

として働いており、このような運動性こそが、私の身体を特徴

づける重要な特徴をなしている。この身体の主体的な運動性は、日常生活においては、〈私

は右手をある対象へと伸ばしている〉、〈私はいま足を動かして歩いている〉といった自己

の運動についての顕在的な感覚として作動することが多いが、それが現に作動していない
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場合でも、〈私は～をすることができる〉という自己の運動可能性についての感覚として、

身体の各部分にそれぞれ独自の仕方で備わっている。主体的な観点から見るならば、私の

身体とはこのような個々の身体分肢に備わる「運動志向性」（ibid., 128）の体系からなる

全体的なシステムをなしており、このような運動志向性のシステムとして、身体は世界へ

と自由に関わる根源的な能力を保持しているのである。 

 本節では、自己の身体のあり方、および自己にとって身体とはどのように経験されるの

かということを考察した。自己の身体は一方で一つの物体としての側面（＝客体としての
．．．．．．

身体
．．

）をもつが、他方では、主観的な感覚と運動志向性の全体的なシステムとして、主体

的な側面（＝主体としての身体
．．．．．．．．

）をもっている。自己の身体は、これら二つの側面が緊密

に融合した、いわば両義的な性格をもつ存在として経験されている。次節では、この〈主

体としての身体〉、とりわけ主体的な運動性としての身体と、それが果たしている役割につ

いてさらに詳しく考察することにする。 

 

５．世界－内－存在の媒体としての身体 

 上述のように、自己の身体はそれぞれの身体分肢に固有の運動能力を備えつつ、全体と

して運動志向性の全体的なシステムを作り上げているが、このような身体の運動性は、自

己が周囲の世界へと関わるにあたって、きわめて重要な役割を果たしている。 

例えば、私の周囲に私を中心として広がる空間世界は、私にとっての〈上下左右〉や〈遠

近〉といった意味を帯びており、それは一定の方位づけや位置体系をもつものとしてあら

かじめ構造化されている。だが、私にとっての空間がこのような構造や意味を担うことが

できるのは、それが身体の主体的な運動性にとっての空間として構成されているからに他

ならない。私の周囲に広がる空間世界が〈上〉や〈左〉といった方向性をもちうるのは、

それが私の可能な運動にとっての方向性として意味をもつからであり、また周囲の事物が

〈遠近〉の差異をもって与えられるのは、それが私の可能な運動にとっての〈遠いもの／

近いもの〉という意味をもちうるからである。もしかりに、このような身体の運動性が自

己のうちに体制化されていないならば、これらの方向づけや位置体系は自己にとって意味

をなさなくなるだろう11。さらにこの空間内の個々の事物は、目に見えない多様な側面を

もつ統一体として私に知覚されているが、このような事物知覚が可能であるのも、〈私がも

しその周囲を歩くならば、そうした目に見えない側面が呈示されるであろう〉という動機

づけの連関を私があらかじめ理解しているからであり、その意味で、事物の知覚もまた私

の身体の運動可能性によって支えられているといえる。 

以上から分かるように、身体の主体的な運動性は、自己の周囲に広がる空間世界を、自

己にとって一定の構造や意味を帯びた世界としてあらかじめ構成し、そのようなものとし

て自己の前に根源的に開く、というきわめて重要な役割を果たしているということができ

る。 



総合教育センター論集 

 － 39 －

 ところで、この身体の運動性は、〈私は自由に動くことができる〉という意味での運動志

向性として周囲の世界へ関わるだけでなく、事物との実践的な交渉の中で一定の運動様式

を獲得すると、「習慣的な志向」（Merleau-Ponty, 97）としても機能するようになる。例え

ば、日常の身の回りの道具は、我々にとって容易に扱うことのできるなじみの対象として

存在しているが、それらがそうした対象として存在しうるのは、我々がそれらの扱い方を

他者から習得し、それらの操作の仕方を自己の運動様式として内在化させてきたからに他

ならない。例えば、私はハサミの使い方を他者から習得することによって、それを〈握り〉、

〈裁断する〉という運動を自己の運動様式として内在化させ、キーボードの打ち方を習得

することによって、個々のキーに対応する指の運動様式を内在化させている。そして一度、

こうした習慣的な運動様式が確立されると、自己の運動と道具との間には一つの「生きら

れた関係」（ibid., 123）が形成され、それらの道具はそれ以降、私にとって〈～するため

のもの〉（e.g. 裁断するためのもの、打つためのもの）という実践的な意味を帯びたなじ

みの対象として存在するようになり、それらは私に特定の身体的反応を自然に呼び起こす

ようになる。以上から分かるように、身体の運動性は事物との交渉の中で一定の運動様式

を獲得すると、習慣的な志向性として事物との間に〈生きられた関係〉を形成し、その中

で、それらの事物は自己にとってのなじみの対象、一定の実践的な意味を帯びた対象とし

て構成されるようになる。 

 本節では、身体の主体的な運動性が世界との関わりにおいていかなる役割を果たしてい

るのかということについて考察してきた。自己の身体が担う主体的な運動性は、周囲の空

間世界をあらかじめ構造化された世界として自己の前に根源的に開くとともに、その習慣

的な志向性を通じて、〈～するため〉という実践的な意味を帯びた事物世界を開示する役割

を果たしている。その意味で、身体の運動性は、その無数の目に見えない志向の糸によっ

て自己と世界とを結びつけ、私にとっていま現にあるとおりの
．．．．．．．．．．

構造
．．

や意味
．．．

を帯びた
．．．．

生活世

界を私の前に開くという役割、つまり「世界を開く実存の本質媒体」（Pöltner, 73）とし

ての役割を果たしている。身体の主体的な運動性は、自己の世界－内－存在の根幹にあっ

て、自己と世界とのつながりを媒介するというきわめて重要な役割を果たしているのであ

る。 

 

６．身体の病いによる世界経験の変容 

 以上の考察から、①自己の身体は〈客体としての身体〉と〈主体としての身体〉とが緊

密に織り合わされた両義的なあり方をしていること、②後者の〈主体としての身体〉、とり

わけ身体の主体的な運動性は、主体の背後にあって周囲の空間世界を自己の前に開き、自

己と世界とを結びつける本質的な媒体の役割を果たしていることが示された。それでは、

このような身体が病いにかかったとき、自己の身体経験はどのように変化し、その中で現

われる世界のあり方はどのように変容するのだろうか。以下では、本稿の主題である患者
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の病いの体験を、身体経験の変化、それに応じた世界の現われ方の変容という観点から考

察することにしたい。 

 身体が病いの状態に陥ったとき、患者は一般にどのような体験をするのだろうか。病い

の体験－患者はこの体験をいまだはっきりと反省的に捉えておらず、それを世界に素朴

に従事する自然的な態度において直接に生きている－は通常、身体のある特定の部位の

痛みや不調、もしくは特定の身体機能の障害という仕方で気づかれるとされる。確かに、

このような痛みや機能障害の体験は病いを構成する重要な要素をなしているのだが、しか

し患者にとっての病いの体験は、単にこのような身体の局所的な出来事に尽きるわけでは

ない。先述のように、〈主体としての身体〉、とりわけ自己の主体的な運動性は、自己の周

囲に広がる世界を自己の前に根源的に開き、自己の世界への関わりを媒介する役割を果た

すものであった。だとするならば、痛みや機能障害といった身体状態の変化は、身体の局

所的な変化という出来事に留まるのみならず、周囲の世界への関わり方にも大きな影響を

与えるはずである。つまり病いによる身体の変化は、〈自己が身体を通じて世界へと関わる〉

という自己の身体的な
．．．．

世界－内－存在
．．．．．．．

のあり方に影響を及ぼす出来事として捉えられなけ

ればならない。 

 それでは身体の病いの体験は、こうした自己の世界－内－存在のあり方に具体的にどの

ような影響を及ぼすのだろうか。以下では、病いの体験に含まれているいくつかの本質的

な特徴を、体験構造の現象学的な変容という観点から考察することにしたい。 

 

能力障害の体験 

 我々は普段の日常生活において、周囲の世界にさまざまな仕方で関与しながら生きてい

る。その際、我々は自分の身体を使って身の回りのさまざまな事物と交渉し、日常生活の

諸活動、例えば仕事や家事、趣味などの活動に没頭している。世界に素朴に関与する日常

の自然的態度においては、我々の関心はこれらの活動に従事すること、それによって一定

の目的や意図を達成することに向けられており、その手段となる身体の動作そのものが問

題とされることはない。だが、我々が身体の痛みや不調、機能障害などを体験した場合、

それらの体験は、我々がこれらの日常の活動に従事することを妨げる。そのとき、我々は

〈世界にこれまでのような仕方で関与することができない〉という「能力障害の体験12」

（Toombs, 1993, 63/129）をする。例えば、トゥームズが述べるように、「関節炎は、特定

の関節の炎症を意味するだけでなく、シャツのボタンを止めたり、ゴルフクラブを振った

り、テニスをすることが『できない』ことを意味する。」（ibid.）痛みや機能障害を体験し

た人にとって、いまや世界に関与する日常の諸活動が、それ
．．

らをうまくできない
．．．．．．．．．

という仕

方で体験されるようになるのである。 

 このことは、現象学的な観点から見るならば、自己の〈主体としての身体〉において作

動していた習慣的な運動性が、痛みや機能障害によって混乱した状態として理解すること
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ができる。先述のように、我々は普段、身体の習慣的な志向性を介して日常のさまざまな

事物と〈生きられた関係〉を取り結んでいる。シャツはそのボタンを止めて身につけると

いう運動性を、ゴルフクラブはそれを握って振るという運動性を私に呼び起こし、私はそ

れに身体的に応諾する。また階段は私がそれを〈上がる〉という運動性を呼び起こす。こ

の場合、私の習慣的な運動性とこれらの事物との間にはすでに一定の〈生きられた関係〉

が確立されているため、私は自己の身体運動を特に意識することなく、その運動性に自然

に身を委ねることによって、そうした事物と交渉することができる。だが身体の機能が障

害を受け、自己の運動性が阻害されると、事物との間に成立していた〈生きられた関係〉

は阻害されてしまい、もはや私はそうした習慣的な運動性に身を任せることができない。

私の「身体的志向性は混乱」（ibid.）しており、私はその習慣的な動作を努力し、集中し

て行わなくてはならない。このような運動性の障害は、私に〈～をすることができない〉

という能力障害の
．．．．．

体験
．．

をもたらすが、それは同時に、自己にとって重要な関心事である日

常生活の活動に従事できないことを意味する。ヴァン・デン・ベルクは、この日常生活の

活動に従事できないという体験が、生活世界への自己の所属感の欠如、つまり、あたかも

自分だけが日常の社会生活から除外されているかのような経験をもたらしうることを次の

ように描写している。 

 

   「外の路上でも一日が始まっているのを私は耳にする。ひとりでに耳にはいってきて

しまうのである。自動車が行き来し、警笛が鳴る。もう何年もの間、路上のこうした

いろいろな音を、こんな遠くから聞いたことはない。玄関のベルが鳴る。牛乳配達だ。

… しかし、それがだれであれ、私はその人となんのかかわりあいもない。… どん

なことにせよ、私は所属することをやめたのであり、どこにも私の参加する場所はな

いのだ。」（ヴァン・デン・ベルク, 1975, 8-9） 

 

 以上のように、病いの体験とはまずもって周囲の世界に通常の仕方で関与することがで

きないという能力障害の経験である。それは身の回りの事物とうまく交渉できない経験、

それによって日常の生活活動に支障が生じるという経験を意味しており、場合によっては、

それは日常生活に自分の居場所を見出すことができない、自分だけが日常の社会生活から

除外されているかのような疎外感をもたらすことがある。 

 

生活空間の変容 

 病気の体験は、以上のような世界への関わり方
．．．．．．．．

に変化をもたらすだけではない。先に、

自己の〈主体としての身体〉は、世界－内－存在の根幹にあって、自己と世界とのつなが

りを媒介するものであると述べた。だとするならば、病いによる身体の変化は、自己の世
．

界－内－存在の
．．．．．．．

あり方
．．．

全体
．．

に影響を及ぼすはずであり、それゆえ、それは自己にとっての
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世界の
．．．

現われ
．．．

方
．
にも一定の変化を引き起こすはずである。それでは、身体の病いは自己に

とっての世界に現われ方にどのような変化をもたらすのだろうか。 

 第４節で述べたように、主体の背後にある身体の運動志向性は、自己の周囲に広がる空

間世界を一定の構造や意味を帯びた世界としてあらかじめ構造化し、自己の前に根源的に

開く役割を果たしている。周囲の空間世界が自己に対して一定の方向づけや位置体系をも

って与えられるのも、それらが身体の運動にとっての〈上〉や〈左〉として、身体の運動

にとっての〈遠くのもの〉と〈近いもの〉として意味づけられているからである。だとす

るならば、身体の病いによる運動能力の減退や障害は、このようにして構造化された空間

世界の現われを、一定の仕方で変容させることになるだろう。トゥームズは、病いによっ

て空間世界の現われが変容するありさまを次のように描き出している。 

 

「病気や衰弱は、人を『ここ』につなぎ止める力が働く。私がインフルエンザで胃を

やられてベッドで臥せったり、術後に病室へ閉じ込められると、自分の世界が具体的

に（ベッドの上、自分の部屋、自宅などに制限される）狭まることを経験する。『ここ』

に閉じ込められると、自分と周囲の事物との距離が遠のくという感覚を生む。身体的

状態が変化すると、それまで『近い』と思っていた物体や位置が、『遠い』と感じる体

験をする。…友人も同僚も遠ざかり、職場ははるかかなたの『世界』のように思われ

る。」（Toombs, 1993,67/136） 

 

 トゥームズが語るように、病気は人を「ここ」、つまりベッドのそばにつなぎ止める。自

分にとって身近な世界はベッドの周辺だけになり、自己の世界は縮小もしくは狭隘化する。

これまで〈近い〉と思っていた事物が〈遠くに〉感じ、トイレに行くのも一つの小さな遠

出となる。すぐ〈近く〉にあった道具や部屋の空間が、いまや〈遠くに〉感じられる。 

 こうして病いは、患者の「空間の経験を変容させる」（Toombs, 2001, 249）のだが、こ

のような空間経験の変化は、身体の運動能力の減退や障害に応じて必然的にもたらされる

事態であるといえる。上述のように、私にとっての空間世界は、身体の可能な運動志向性

との関わりにおいて構造化されている。従って、もし私が病いにかかり、身体の運動性が

減退するならば、それは私にとっての空間世界の現われに相応の変化をもたらさないわけ

にはいかない。私の運動能力が減退するにつれて、これまで〈近い〉と感じていたもの、

つまり比較的容易な運動性によって交渉することのできたものは、〈遠いもの〉、つまりよ

り多くの運動性を要求するものへと変化する。いまや私にとっては、ベッドの周辺だけが

比較的容易な運動性の到達できる範囲になり、その範囲だけが〈身近な〉親しいものとな

る。身体の病いは自己の運動能力を減退させ、それによって周囲の生活空間の現われ方

－とりわけ空間の広がりの感覚や距離感－を変容させるのである。 
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〈制限を課すもの〉としての事物 

 以上のように、身体の病いは自己にとっての空間世界の現われ方を変容させるが、それ

と同時に、身の回りの事物（e.g. 道具）との日常的な関わりにおいても、それらの事物の

現われ方に変化をもたらす。 

 先述のように、身体の運動性は身の回りの事物と交渉する中で、習慣的な志向性として

機能するようになり、事物との間に〈生きられた関係〉を作り上げる。このような生きら

れた関係の中で、事物は自己にとって〈なじみのもの〉として、〈～するため〉という実践

的な意味を帯びたものとして知覚され、それが自己に習慣的な動作を呼び起こす。だが、

病いによって身体の運動性が阻害されると、それは自己に〈～をすることができない〉と

いう能力障害の体験をもたらすだけでなく、これら身の回りの事物の現われ方にも一定の

変容をもたらす。トゥームズはこの体験を次のように描き出している。 

 

「たとえば震えを伴う人にとって、マグカップはもはや簡単に『もつもの』として存

在するのではなく、解決しなければならない問題
．．．．．．．．．．．．．

として、それ自身が現われる。階段

は、狭心症の人だけでなく、多発性硬化症の人にも、松葉杖を手放せない人にも、重

症のインフルエンザから回復したばかりの人にとっても障害になる。… 聴力障害の

人にとって、電話や懇親会で話ができないことは苦い思い出になる。」（Toombs, 1993, 

67f./137, 強調は筆者） 

 

 こうして、病いによって身体の習慣的な運動性が阻害されると、周囲の事物はこれまで

とは異なった性格をもって出会われる。私の近くにあるマグカップは、もはや自然に〈手

に取るもの〉として出会われることはなく、解決すべき課題
．．．．．．．

として出会われる。階段は松

葉杖で移動する人にとって、〈上る〉という身体的反応を自然に引き起こすものとして出会

われるのではなく、自己に〈課題を課すもの〉として、場合によっては〈上る〉という意

図を挫くものとして出会われる。車椅子の人にとって、目の前にあるドアは単に〈開ける

べきもの〉として出会われるのではなく、「『最新の注意を払って交渉するべき障害物』と

して」（Toombs, 2001,250）出会われる。つまり周囲の事物は、もはや自分の意図や目的

を達成するために容易に交渉できる〈なじみの対象〉として出会われるのではなく、自己

にとって「融通の利かないもの」（ibid., 253）、「抵抗的な性質」（ibid., 250）をもつものと

して出会われ、場合によっては、自己の意図や目的を挫くものとして出会われるのである。 

 以上のように、病いによる身体性の変化に応じて、「周囲の世界は身体的な機能障害を受

ける以前とは異なる仕方で現われる（感じられる）」（ibid., 253）のだが、このような事物

の現われの変化は、習慣的な運動性が阻害されたことの世界への反映であると理解するこ

とができる。私の習慣的な運動が阻害されると、周囲の事物との間にこれまで形成されて

いた〈生きられた関係〉は失われる。私は事物との間に成立していた〈生きられた関係〉
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をもはや直接に生きることができず、事物の知覚によって喚起された習慣的な運動性に自

然に身を任せることができない。むろんこの場合でも、それぞれの事物が担っている〈～

するため〉という実践的な意味が失われるわけではないのだが、それは私の自然な運動性

を呼び起こすものではなく、私が意図的にその運動性を遂行することを要求するものとし

て、もしくは私の運動性を根本的に挫くものとして出会われるのである。事物が私に〈解

決すべき課題〉、〈制限を課すもの〉として出会われるということは、まさにこのことを意

味している。ここでは、事物はもはや私にとって〈なじみのもの〉という性格を失ってお

り、それは私の運動性の障害を思い起こさせるもの、その意味で私にとって「明らかな問

題を孕むもの」（ibid., 250）として出会われる。以上のように、病いによる習慣的な運動

性の減退や障害は、自己の周囲に広がる事物の現われ方にも、少なからず変容をもたらす

と考えられるのである。 

 

７．身体の両義性の喪失 

 前節では、身体の病いによって自己の身体性や世界の現われにいかなる変化がもたらさ

れるかということを考察した。病いによる身体の運動性の障害は、自己の世界－内－存在
．．．．．．．

の
．
全体
．．

に混乱を引き起こし、〈～することができない〉という能力障害の体験、空間世界や

事物の現われ方の変容をもたらすことが明らかになった。 

 だが身体の病いは、単に自己の世界－内－存在のあり方に変化をもたらすだけでなく、

その媒介として機能している自己の
．．．

身
．
体そのものの
．．．．．．

経験
．．

にも大きな変化をもたらしうる。

第４節で述べたように、自己の身体は両義的な性格をもつものとして経験されているが、

身体の病いはこの身体の両義的な性格に影響を及ぼし、これまでとは異なった身体経験を

もたらすことがある。本節では、このような病いによる身体経験の変容について考察する

ことにしたい。 

 すでに第４節において詳述したように、自己の身体は自己にとって、一方では一つの客

観的な物体（＝客体としての身体）として経験され、他方では主観的な感覚や運動志向性

を担うもの（＝主体としての身体）として経験される。普段の日常生活において、自己の

身体はこれら二つの側面が緊密に織り合わされ、純粋な物体でも単なる内面的な体験でも

ない両義的な性格をもつ存在として経験されている。 

 それでは、このような自己の身体経験は、病いによってどのような影響を受けるのだろ

うか。トゥームズによれば、身体が病いにかかると「身体は生の身体から、客体としての

身体に変容」（Toombs, 1993, 71/141）し、こうした自己の身体を客体化する経験が「生き

られた身体の統合性を分裂させる」（ibid., 61/127）という。つまり病いにかかると、自己

の身体はもはや「具体的身体性（embodiment）」（ibid., 87/164）を失い、あたかも一つの

客観的な物体であるかのように意識されるようになる。このような身体の客体化が生じる

場面として、トゥームズは次のような例を挙げている。 
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「疲労という日常の体験で、足のつま先をベッドの角にぶつけてそこに痛みを感じる

とき、… 肘枕で眠ってしまって腕の感覚がなくなり、自分の腕が重い『物』のよう

に感じるとき、などの経験をしたとき、身体は物質的対象であることが意識される。」

（ibid., 59/123f.） 

  

 この記述の中の〈腕の感覚がなくなる〉という経験に焦点を当てるならば、この種の経

験は、我々がしびれを切らしたり、局部麻酔をしたときによく生じる経験である。こうし

た感覚麻痺の経験においては、自己の身体はあたかも一つの物体として、あるいは他人の

身体であるかのように感じられる。言い換えると、自己の身体は〈客体としての身体〉と

して捉えられ、身体の「他者性（otherness）」（ibid., 72/144）が際立ってくる。それでは、

こうした体験は身体のいかなる機制によって生み出されるのだろうか。 

 先述のように、通常の身体経験においては、我々は自己の身体を両義的な性格をもつも

のとして経験している。〈客体としての身体〉と〈主体としての身体〉は密接に融合して具

体的な身体性を形成しており、しかもその際、その身体は単なる〈身体物体（Körper）〉

ではなく、〈私の
．．

身体（mein Leib）〉という意味を保持している13。しかし、もし何らかの

異変によって身体の一部の感覚が麻痺するならば、その部分は〈触れられる〉感覚を失っ

てしまい、身体経験の基礎にあった二重感覚が失われてしまう。言い換えれば、感覚麻痺

の経験において、これまで自己の具体的な身体性を支えていた〈主体としての身体〉はそ

の一部分を喪失し、少なくともその部分においては身体の両義性が失われる。そのことに

よって、これまで具体的な身体経験の背後において機能していた〈客体としての身体〉の

層が露わになり、意識の前景に姿を現すようになる。自己の身体が客観的な身体として主

題化されることは、まさにこのような感覚消失による身体の両義性の喪失に起因している

と考えられる。 

 しかもこの両義性の喪失は、身体の自己性の統覚（「私の身体」という身体統覚）に対し

ても一定の影響を与える。一般に、身体の両義的な性格は私の身体に〈私の
．．

身体〉という

意味を与えているが14、いまやこの身体の両義性が失われることによって、少なくともそ

の部分においては、こうした身体の自己性の統覚も失われる。それにより、その身体部分

はあたかも他人の身体であるかのような「不自然なもの（uncanny）」（Toombs, 1993, 

72/144）として経験されるようになる。感覚の消失による身体の両義性の喪失は、自己の

身体の客体化をもたらすと同時に、〈不自然なもの
．．．．．．

〉としての自己の身体経験をもたらすの

である。 

 

 しかし、これらの現象は身体の感覚消失の場面において現われるだけではない。身体の

客体化の現象は、自己の身体の運動能力が低下し、身体の主体的な運動性が阻害された場
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面においても生じると考えられる15。トゥームズは、身体の運動性が阻害されたときの自

己の身体経験を次のように描写している。 

 

「たとえば、人は四肢の重圧感、硬直した関節の抵抗、衰弱した筋肉の無力感、手の

ふるえがとまらない動きなどを具体的に体験することがある。… 物理的・物質的な

身体は、世界内で自分の意志を遂行できる存在というよりも、それ自体が克服しなけ

ればならない障害物として現われる。… 身体は物理的な厄介物として捉えられるよ

うになる。」（ibid., 72/143） 

 

 ここに描かれているように、手の震えや筋肉の無力感を感じる場合、そうした運動性の

障害もしくは麻痺によって、自己の「身体が注意の焦点と対象」（ibid., 71/142）になり、

それは自己にとっての客観的な対象として主題化される。しかもその際、そうして客体化

された身体は、自己の意志を妨げる物理的な「障害物」、「厄介物」という意味をもって把

握される。それでは、身体の運動性の障害によって、なぜこのような「物理的な厄介物」

という身体経験がもたらされるのだろうか。 

 現象学的に見るならば、このような体験もまた、身体の両義的な経験の変容によって生

み出されたものと理解することができる。身体の主体的な運動性が阻害されると、これま

で成立していた身体の具体的な統合性が失われる。自己の身体はもはや世界への関与を媒

介する〈主体としての身体〉の機能を十分に発揮することができず、身体の両義的な性格

が動揺することで、これまで背後で機能していた〈客体としての身体〉の層が露呈する。

しかもその際、そのようにして露わになった〈客体としての身体〉は、もはや自己の運動

性によって支えられたものではなく、それは世界に向かって自己の目的や意志を実現させ

るための媒体であることを止めてしまっている。それゆえ身体の運動性が阻害されると、

いまや客体としての姿を現した自己の身体は、「自分の計画を遂行する場合に克服しなけれ

ばならない敵対勢力として現われる」（ibid., 91/180）ことになる。自己の身体が物理的な

〈障害物〉、〈厄介物〉という意味を帯びるのは、まさにこうして露呈した客体的な身体が、

自己の主体的な運動性に抵抗し、自己の目的や意志を妨げる存在であるかのように感じら

れるためであると思われる。 

 このことは先と同様に、自己の身体を〈不自然なもの〉として経験することにつながる

だろう。日常の身体経験における身体の両義的な性格は、自己の身体を単なる〈運動する

身体物体〉として捉えるだけでなく、自己の思い通りに動かすことのできる「自由な運動

の担い手」（Husserl, Ⅳ, 151）、自己の「意志の器官（Willensorgan）」(ibid.)として捉え

ることを可能にしている16。だが、いまや身体の両義性が動揺することによって、自己の

身体はもはや自己の自由な運動能力を遂行するものではなくなっているため、そうした意

味での〈私の自由な
．．．．．

運動の担い手〉であることを止めてしまっている。それはあたかも自
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己の意図や指令とは無関係に自らの前に現前するものとして、いわば他人の身体のような

〈不自然な身体物体〉として経験されるようになる。感覚消失の場合と同様に、運動性の

障害は身体の両義的な性格を動揺させ、その結果、身体の自己性の統覚をも奪ってしまう

ものと考えられる。 

 最後に付け加えるならば、このような身体の〈不自然さ〉の感覚、つまり「病気のとき

に現われる身体の他者性の把握は、否定的で、深い疎外感を生んでしまう」（Toombs, 1993, 

62/128）ことがあるという点に留意しなければならない。自己の身体は、もはや自己によ

って主体的に生きられるものではなく、一つの物質的な身体として自らの前に現前してい

る。自己がそのような身体を伴って生きなければならないということは、自己にとって異

質な身体とともに生きざるをえないということであり、それは自己に強い疎外感を引き起

こすことになるだろう。自己はいまや、〈自己
．．

の
．
身体〉とはみなし難い身体と切り離しがた

く結びつけられながら、世界の中を生き続けなければならないからである。 

 本節では、身体の病いによって自己の身体経験にどのような変化が生じるのか、という

ことについて考察した。身体の病いは身体の主体的な活動を阻害し、これまで成立してい

た身体の両義的な性格を動揺させる。もはや身体は自己によって主体的に生きられる身体

ではなくなり、これまで隠れて機能していた身体の客体的な層が露わになる。それは自己

の身体に〈不自然なもの〉という意味を与え、そのことによって、患者は強い疎外感を感

じることがある。 

 

８．結論 

 本稿では、患者の病いの体験について、主に自己の身体経験と世界のあり方の変容とい

う観点から現象学的に考察してきた。我々の身体とは、そのつど自己によって生きられた

主体的な身体性として、たえず周囲の空間世界を開く媒体をなしている。それゆえ身体の

病いの体験は、まずもって自己の「世界－内－存在における顕著な変化」（Toombs, 96/188）

として理解されなければならず、言い換えれば、「生の身体の混乱（身体－自己－世界の混

乱）」（ibid., 1993, 86/163）の出来事として把握されなければならない。またそれに応じて、

身体の病いは周囲の生活世界の現われ方も変容させる。その意味で、病いの体験とは、患

者がこれまでとは異なる仕方で現われる環境世界に、これまでとは異なる仕方で関わらざ

るをえない体験であるといえよう17。 

 他方で、自己の身体は通常、〈主体としての身体〉と〈客体としての身体〉という二つの

側面が統合された両義的な性格をもつ存在として経験されている。身体の病いによって、

この〈主体としての身体〉が何らかの障害を受けると、この身体の両義的な性格は動揺し、

これまで隠れて機能していた〈客体としての身体〉が前景に現われる。患者は身体の病い

によって、こうした自己の客体化された身体を経験し、それに伴って、自己の身体を〈不

自然なもの〉として経験するようになる。病いの体験とは、多かれ少なかれ、患者が自己
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の身体をこうした〈不自然な身体物体〉として対象化せざるをえない体験であり、そうし

た身体とともに生きていかざるをえない体験であるといえる。 

 以上で素描した患者の体験は、病いの体験を構成する本質的な特徴の一部にすぎない。

世界－内－存在としての自己は、自己の身体性を介して世界を開くだけでなく、そのつど

過去の歴史に投げ込まれ、その中で自己を未来の可能性へと投企しつつある存在である。

従って、病いの体験はこのような自己の時間性にも大きな影響を与えるであろうし、そう

した病いによる時間的体験の変容についても、詳細な検討が加えられなければならない。

また患者自身の病いの体験とは別に、医師は病いの現象を、〈検査・診断・治療〉という職

業集団に固有の科学的な視点でもって捉えている。このような科学的・自然主義的な病気

理解と、患者の病いについての自己体験や自己理解とが、臨床の場面においていかに関係

しあっているのかという点についても、更なる考察が必要とされるだろう。 

いずれにせよ、本稿で部分的に考察した患者の病いの体験は、それを理解することが医

療従事者にとっても非常に重要なものであるように思われる。医師や医療スタッフが患者

の体験を共感をもって理解し、患者の治療やケアを、個々の患者のニーズに即した仕方で

より効果的に実践していく上でも、本稿で試みられたような病いの体験の現象学的な考察

は、今後さらに大きな重要性をもつようになると思われる。 
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註 

                                                      
Husserliana からの引用は、巻数をローマ数字で表し、頁数をアラビア数字で表すことにした。 

 

1  例えば、トゥームズは次のように述べている。「このように、病気になった人は、奇妙にも、慣

れ親しんだ世界や身近な知識の蓄積という今までの前提では、今経験している危機状況を解釈す

るには、十分でないことに気づく。… 生の経験は、実存的衝撃さの点でユニークであるため、

病人の人は共有できる一連の類型に基づいてその経験を他者に伝えるのが難しいとしばしば感

じる。」（Toombs, 1993, 20f./58f.） 
2  「苦悩とそれに対する援助の状況は、その苦悩を取り除くか、もしくは出来るかぎり和らげるよ

うにと他者へ呼びかける。このような状況こそが、医療行為を規定し正当化する。〔医療行為の〕

当為の源泉とは、苦悩に陥り援助を必要としている同胞が存在している、というごく端的な事実

なのである。」（Pöltner, 89） 
3  ジオルジの心理学的記述の方法については、ジオルジ「現象学的運動と人間科学的研究」（『看護

研究』37(5), 2004, 7-20）を参照のこと。 
4  例えば、べナー編『解釈学的現象学－健康と病気における身体性・ケアリング・倫理』（医歯

薬出版, 2006）を参照のこと。 
5  このような現象学的看護論が採用している現象学的方法の問題点を批判的に考察したものとし

ては、次のものが挙げられる。Caelli, K., ‘The Changing Face of Phenomenological Research: 
Traditional and American Phenomenology in Nursing’, Qualitative and Health Research, 10 

(3), 2000, 366-377. ; Crotty, M., Phenomenology and Nursing Research, Churchill Livingstone, 

1996. こうしたいわゆる〈アメリカ的な〉現象学的アプローチのもつ問題点については詳細な検

討を加える必要があるが、紙数の制約上、本稿では触れないことにした。 
6  伝統的な現象学の立場から病いの体験を考察したものとしては、Kestenbaum V. (ed.), The 

Humanity of the Ill: Phenomenological Perspectives, The University of Tenessee Press, 
1982. ; Toombs K. (ed.), Handbook of Phenomenology and Medicine, Kluwer, 2001. などを参

照のこと。ちなみに、精神病理学の分野においては、すでにビンスワンガーやブランケンブルク

らの現象学的分析（精神病患者に対する現存在分析）の膨大な成果が残されている。本稿でこれ

らの成果を軽視する意図はないが、一般の患者の一般的な病気の体験を扱う本稿では、これらの

分析の方法論や成果には、あえて言及することを控えることにした。 
7  Cf. Husserl, Ⅲ, 103f. 
8  Cf. Merleau-Ponty, 106. 
9  Cf.  Husserl, Ⅳ, 145. フッサールはこのような身体統覚を、一つの物質として統覚された身体

に、自己の主観的な触覚が局在化された結果生じたものと考えている。「身体の両義性」とは、

このような身体統覚の固有のあり方を別の仕方で表現したものに他ならない。 
10  『知覚の現象学』において、メルロ＝ポンティはこのような意味での〈二重感覚〉の現象にはあ

まり多くの注意を払っていないが、第７節で述べるように、この意味での二重感覚は、とりわけ

病いの体験において重要な意味をもつように思われる。特に感覚麻痺の経験では、こうした二重

感覚が失われ、自己の身体があたかも他者の身体のような〈不自然なもの〉として把握されるよ

うになる。 
11  「けれどもこの場合、世界に直面した己れの身体によって状況づけられているのでないような主

体にとっては、〈上〉という言葉もどんな意味をもつことができるであろうか。」（Merleau-Ponty, 

117） 
12  1980年にWHOで採択された分類では、障害は「機能障害（impairment）」「能力障害（disability）」

「社会的不利（handicap）」の三つに分類されている。この分類には、〈障害による身体の生理学

的・解剖学的・心理学的な機能の喪失が、日常生活の活動能力を制限し、その結果、一定の社会

的な不利益を被る〉という考え方が反映されている。だが、病気による日常生活への影響という
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観点から見るならば、能力障害の体験こそが、患者にとっての最初の重要な体験であると考える

べきではないだろうか。 
13  「私はこの手の表面に触覚やその他の感覚を感じる。まさにそれによって、その手は〈私の身体〉

として表示される。」（Husserl, Ⅳ, 150）フッサールは、〈触れられている〉という自己の触覚が

物質としての自己の身体へと局在化されることによって、本来の身体統覚（身体の両義的な経験）

が可能になると考えたが、このような身体経験においては、自己の身体は単なる物質ではなく、

自己の実在的な〈心〉と結びついた〈私の身体〉として捉えられている。 
14  註 13 を参照のこと。 
15  トゥームズは、自己の身体が客体化される場面として、これ以外にも、自己が他人に見つめられ

るときに自己の身体を「対他的存在」（Toombs, 1993, 58/122）として意識する場面も挙げてい

るが、この側面については本稿では触れないことにした。 
16  「… キネステーゼの進行は自由な進行として特徴づけられるが、その進行には、それに依存す

る進行として、別種の感性論的な与件の進行〔＝物質としての身体の運動〕が結びついている。

身体を
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自由に動く感覚器官の総体として
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、言い換えれば、互いに相対的に自由に動く諸器官の複

合体として捉える可能性は、このことと連関している。」（Husserl, Ⅳ, 310, 強調は原著者）通

常での身体の両義的な経験においては、自己自身によって知覚された身体の客観的な動き（客体

としての身体）は、自己のキネステーゼの進行系列（主体としての身体）と正確に対応しており、

しかも前者が後者に依存するという仕方で対応している。このような二つの側面の依存的な対応

関係が、〈動く物体〉としての自己の身体に、〈私の自由な運動器官〉という意味を与えている。

運動性の障害は、こうした対応関係を失わせることで、自己の身体から〈私の自由な運動器官〉

という意味を奪い去ってしまうものと考えられる。 
17  この点について、カンギレム（1904-1995）は現象学とは別の方面から次のように述べている。

「… 病理的な生命の諸規範とは、有機体をして、以前の生活環境とはその構造において質的に

異なる『狭められた』環境で、以降生きざるをえないようにするところの規範であり、またその

環境が狭められているのは、ただもっぱら、新しい状況によって強いられる反応とか企てという

形で、その有機体が諸々の新しい環境の要請に直面することができない、という事態によるので

ある。」（『生命の認識』, 196）カンギレムは独自の科学哲学の観点から、生命の病的な現象を生

命と環境との均衡関係の変化として捉えている。この見方からすれば、生命主体にとっての病い

とは、生命が自らの環境へともはや通常の仕方では適応することができず、制限された環境に制
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限された仕方で
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しか関わることのできない状態
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を意味しているといえる。従って、病いの状態と

は、環境に対する適応可能性を低下させた生命の危機的な状況として理解することができる。 


