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「新型」という言葉が独り歩きし不安が不安を

に、どう対応していいものか分からない。そ
のため、不安にいたたまれなくなるケースが

くつかわれてきた。
「新薬」ということでー「あ

よく見受け
られる。
逆に現在
困っていれ
ばいるほ
してもらい

ど、 何 と か

る思いとなり、我を忘れて「あたらしい」こ

らをもすが
たらしい」今までなかった、または今までと

騒動であれば、
「新型」
、つまり「あたらしい」
もつ人間の反応

にもつながってくる。
つまり、
①「あたらしい」→不安→過剰な規制→社会

と人類はともに進化してきた。

⑪そのため、ウイルスと人類の関係で、ウイ

ルスがもつ長所と短所、人類が備えている長

所と短所をあわせ考え、適切なルールがある。

新型の場合にもあらたなルールをつくる必要
がある。

⑫自然界における弱肉強食の世界でも、食う

や食われるの世界にも切磋琢磨の結果として

「いのち」をつなぐために一つのルールがある。

食われないための、又食うための知恵と工夫

であり、おのが「いのち」を満たしたら他者

③地球上の「生きもの」として同じ仲間である。

②ウイルスだけでは生きられない

係が成り立ってくる

ウイルスが熱に弱いことに対処する方法と

してウイルスに対し人間が体温を上げ、ウイ

ルスの活動を抑制しようとする。

咳・鼻水・下痢もウイルスを繁殖しなくし

感染すると抗体ができて、同じウイルスに

人体が回復するための方法である。

はかからないことになる。

その意味で、かからないようにすることも大

が排出する酸素により、われわれ人類の先祖

状態をつくり、
「呼吸・循環・自律神経・人体

④お風呂をゆっくり入り、温かいものをいただ

ド・免疫抑制剤などを服用しない（薬のチエッ

⑧免疫力を下げる薬、特に解熱剤・ステロイ

登場者はコロナウイルスと人間である。

もミトコンドリアが存在している。

「はたらく」状態にしておく＝重症化しない
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の「いのち」をむだにせず、他者の「いのち」

をつなぐルールである。

【ウイルスの特徴とは】

それでは、新型コロナウイルスの特徴とは

「生きもの」の歴史を振り返ると、今回のよ

決して一方的に悪ではない。

なにか。端的に言うと

うな変化は序の口だ。われわれはあまりに安穏

①熱に弱い

れたのは、
「新

とした生活に慣れ親しんできたのではないか。

ミックで言わ
型」インフル

ての現象をいくら話しても、所詮対症療法に 【人間とウイルスの関係】

エンザという

ウイルスの特徴

その意味で本質的な話が大事で、結果とし

熱に弱い・自分だけでは生きられない

ことで大変な
さわぎであっ

すぎなくなるからだ。もちろん感染拡大は率

進化してきた事
実 が あ る（ 表

このように人体は熱を出し、抗体をつくり
果が、われわれ

事だが、かかっても重症化せず今後かからない

幸い報告によると、８割が軽症であり、重

人類でありウイ

症化するのは高齢者・基礎疾患のある方であ

ように抗体ができるようにすることが大事。
⑤その進化とな

幾多の「いのち」の危機をきっかけとしてきた。 るので、感染者を少なくすると同時に、重症

る飛躍的原因は

ルスだ。

④その進化の結 「からだ」を守ろうとしているのだ。

１）
。

その特徴にもとづいてウイルスと人間の関

先して防がねばならない。

するＷＨＯの感染症専門家マリア・ファンケ

である母なる「生きもの」は「いのち」をつ 【重症化させないポイント】

化する方への対策が次に大事である。
各国で大きく違う感染者の致死率については

①ウイルスと人体とのルールを守ること

億年前地球はシアノバクテリア
社会の年齢構成や患者が押し寄せて医療に懸

なぐ危機に陥った。なぜか、それは母なる細

熱を下げない・鼻水・せき・下痢を止めない

ル ク ホ ー フ ェ 氏 は、 ４ 月 ３ 日 の 記 者 会 見 で、 ⑥例えば、

かった負荷や検査の内容の範囲などによって

胞にとって、酸素は毒であったからだ。

くべき行動を起こした。

力学・内臓全般の動き」がととのえる（表２）

ズに「はたらく」状態＝「上腹部がやわらかい」
⑧われわれ人類の母なる細胞にとっては毒で

われわれ人類の母なる細胞は考えられない驚

⑦その毒が充満しつつある地球環境に対し、 ②ＲＯＢ治療で「からだ」の「しくみ」がスムー

違うとして「比べることはむつかしい。誤解
つまり、ＷＨＯの感染担当者が、今回の新

を招く恐れがある」と述べた。
型コロナウイルスをはっきりとは、分からな
いと述べているのである。

驚くことに、そのミトコンドリアをわれわ

く→体温を上げウイルスを抑制・死滅させる。

③ホットパックで首・肩・背中を温める
れ人類の母なる細胞に入れて（図２）酸素を

⑤呼吸機能が低下するので鼻・喉・気管支・

⑥迷走神経反射・手のアルファ・足のベータ

肺の動きをよくしておく―手のポイント療法・

療法・静脈還流体操を行い、副交感神経を優

無毒化するのみか、エネルギーを生み母なる

もちろん、ミトコンドリアに対しては、母

位にし、横隔膜呼吸によって肺そのものを活

細胞の生きる力を大きくし、その後の子孫の

なる細胞は、その安全を保障したのだ。共存

性化しておく

口の体操

関係が成り立っていたのだ。お互いにウィン・

活動の幅を広げてきたのだ。

がミトコンドリアであった。

そのため、今回は４月 日の時点で「新型」 あった酸素をエネルギーに変える「生きもの」 →総合的免疫力がつく
コロナウイルスについては、はっきりとした
正体が分かっていないので過剰規制があって
もやむを得ないところがある。
【人間とは何か】

生活の停滞と破綻→経済活動の低下→多くの
倒産→生活の破綻→紛争・自殺等

関係者・登場者はだれか、だれが主役か・脇

ウィンの関係を構築したのだ。そのため、わ

今回の新型コロナウイルスパンデミックの
②「あたらしい」→期待→リスクのあるクス

騒ぎ立てているのは人間である。
ロナウイルスということになってしまい、新

クは命のチエック速報版参照）

⑦疲れをのこさない
れわれ人体
型コロナウイルスをやっつけることが大きな

⑨このように進化とは、
「いのち」の危機を克

腹部がかたい」状態なのでＲＯＢ治療により

くみ」がスムーズに「はたらかない」状態＝「上

「からだ」の「し
⑩また、他の「生きもの」
（ウイルス等も含む） ⑨高齢者・基礎疾患ある人は、

服し、新たな躍進に変えてきた軌跡がある。
うか。

目標となっているが本当にそれでいいのだろ

兆の細胞の一つひとつに、現在

犯人はだれか。人間にとって犯人は新型コ

リを服用→思わしくない副作用があっても、 役か犯人か
効能効果を期待して服用しすぎる傾向→副作
用を我慢しすぎる→大きな取り返しのつかな
い副作用にもなる。
ここで必要なことは「あたらしい」という
ことの本質を客観的にみることだ。

の関係の中でも

の関係の中で、
「生きもの」と「生きもの」と

③「生きもの」は地球環境と「生きもの」と

②「生きもの」が生まれて 億年（図１）

①地球ができて 億年（図１）

人類の歴史を振り返ってみよう。

た が、 客 観 的

今回の新型コロナウイルスをＷＨＯで担当
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にみると「新型」でもなんでもなく、ありき

個体地球

はどういうことか、
生み、前回２００９年の新型インフルエンザ

表層環境変化

「あたらしい」という言葉は＝今までなかっ

右往左往する現在の世界状況を観ると、２

月５日号

とがないために、今までと異なっているため

大騒動＝パンデミックの大きな原因となった

緊急特集号として本紙２００９年

ですでにその抜本的対策を述べた。
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新型コロナウイルスより怖いのは

馬と西郷隆盛の話を通して多種類の問題を一
の状態に

に告ぐ』で、３月号では童門冬二氏の坂本龍

個体中心核誕生？

ゼロリスクを求める人間だ

挙に解決する方法についてお話させていただ

いた。
たくさんの問題＝団子を一挙に食べてしま

う＝解決してしまう方法である。

海水逆流開始
一層対流

コロナショックをコロナチャンスに変えよう

ついて、本質的な話を進めてゆく。日本国民

異なった状態→今まで発見されていない「新

た い と、 わ

として、一人ひとりが先ず、感染を防ぐこと

とに期待し、期待しすぎることもよく見受け

日号は、新型コロナウイルスに

である。新型コロナウイルスについては、マ

ど今まで治らなかった病気がなおるのではな

たな」効能効果があり、困っていればいるほ

られる。

いかという期待である。

ゆえに、
「新型」と名前がつくだけで今までな

例えば、２００９年の新型インフルエンザ

新型コロナウイルスについて話をすすめて

かった、今までとは異なった状態→今までと

①不安―過剰な規制

この相反する「あたらしい」という言葉が

ゆく。
「新型」＝「あたらしい」コロナウイル

違うことにどう対応していいかわからず不安

【
「あたらしい」という言葉の受け取り方】

スコミで言われている常識的なことは省く。

今回４月

例えば逆に、夢の「新薬」という言葉がよ

た、または今までと異なった状態をいう。

生命史のイベント

最初の超大陸

となり、次に大きな災いを引き起こすこと

②期待―過剰な投薬

実際は「新型」インフルエンザでもないのに、

となってくる。

なり→その危険性を防ごうとして過剰な規制

を感じ→その不安が危険性を増幅することに

スということが原因で、一つの大きな問題と

なっている。
では、
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ミック騒動を思い出す。その対策については、 そのため、今までなかったために体験したこ

人は楽しむために生まれてきた
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「からだ」に宿る歴史
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