
本稿は、近世日本の養生における身体観、言い換え

ると身体についての認識的布置を明らかにするための

序論的検討である。それは、現在身体的活動を言説レ

ベルで支えている健康の観念ではなく、身体について

の認識的布置を明らかにすることによって、養生に基

づいた身体的活動に対する思考や接近法の可能性を示

すための作業の一つとなる。

１.健康という価値

趣味としてのスポーツ活動、ジョギング、筋トレ、

ヨガなど様々な身体的運動は、「健康」という動機づけ

になされていることが多いのは、言うまでもない。概

念的に言えば、近代スポーツを定義づける際に説明さ

れる４つの要素(遊戯性、競争性、規則性、身体性)に

も、かつてアレン・グートマンが示した近代スポーツ

の７つの特質(世俗化、平等化、専門化、合理化、官僚

化、数量化、記録万能主義)にも健康は含まれてはいな

い 。このように理論的なレベルでは、健康がスポーツ

活動を成立させる上で必須の何かではないにもかかわ

らず、現実の身体的運動という現象を支えている観念

であることは疑いない。健康という観念自体が目指す

べき価値として、幸福の実現されたものとして、個人

の社会的権威を保持させるものとして、あるいはその

他の肯定的な価値として機能している。健康は誰もが

否定し得ない、受け入れるべき価値となっている。周

知のごとく、学校教育に関して言えば「生涯にわたっ

て健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現す

る」という表現は、小中高の体育、保健体育の指導要

領に数多く登場する。身体的運動だけではなく、それ

とも関連しながら、食事、睡眠、生活上の習慣、消費

行動、美意識など様々な場面において、健康の観念が

多かれ少なかれ作用していることも少なくない。我々

の日常の世界は否応なく健康をめざす知識と技術に浸

されている。意識するとしないにかかわらず自らそれ

を受け入れている場合も多く、そのことにより実際上

の有益さを享受していることも多いだろう。

だがすでに指摘されてきたように、健康の概念は曖

昧であり実体的な目標があるわけではない。健康の観

念のありように対する批判的な議論、つまり健康への

願望、理想としての健康に関する諸言説に対する批判

的検討もかなり蓄積されている。すでに1959年に生物

学者ルネ・デュボスは、Mirage of Health(邦訳『健康

という幻想』)を著している 。観念化した健康の現状を

指摘する議論はなされてきたが、健康に対して言説分

析という方法が多く議論されるようになるのは、M.フ

ーコーの言説分析による生権力批判を経ている 。権力

は抑圧するものではなく、生産するもの積極的に行動

を起こさせるもの、言説により編み出されるものであ

り、あるいは言説それ自体もまた権力であるという視

座は、健康に関して、規範的、道徳的、さらには価値

的に語られる健康の言説分析の研究を導いた。例えば、

野村は『健康論の誘惑』第七章「健康の批判理論序説」

において、「『健康の批判的理論』の方法的戦略を提示

したい」として、健康は言説でありその「健康言説」

を対象とした批判的言説分析の可能性を示した 。健康

を言説として捉えそれを分析することにより、健康の
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観念の価値的な側面は相対化され、強弱の差はあれ結

果としては健康言説批判となる。健康に関する言説分

析は、社会学や歴史社会学を中心に蓄積されている 。

近代日本に限定しても、健康を盲目的に価値とするの

ではなく、健康に関する事象を「いかにして成立した

のか」という、成立過程や起源を明らかにする作業も

蓄積されてきた 。さらにヘルシズム(健康幻想)という

表現をとる八木は、健康に関連する事象、例えば喫煙

や安楽死などの問題に共通して背後に優生思想がある

と批判する 。

２.養生への着目

北澤によれば、日本において今日のように「健康」

という言葉が頻繁に使用されるようになったのは、明

治13年前後だという 。有名な近世日本の代表的養生書

である貝原益軒『養生訓』には、「健康」という用語は

登場してこない。近世日本で使用されていたのは「養

生」という用語である。「養性(ようせい)」や「衛生」

の言葉も存在していたが、それらは「養生」ほど頻繁

に用いられていない。養生は、極東文化圏に特有の文

化概念であるとされる。『新選漢和辞典』によると、養

生の養は羊と食を合わせた字で、食が形を表し羊が音

を示し、養は食事をそなえる意である 。生は と土を

合わせた字で、草の芽が土の上に出で進んだことを示

している。生には、草木が芽を出す、生まれる、生む、

育てる、発生する、病気になる、命を保つ、いきもの、

生命などの意味がある。『新選漢和辞典』では、養生は

「①長生きをはかる、②飲食や運動で、からだをじょ

うぶにする、③病気のてあてをする、保養、④親をや

しなう」 とされる。瀧澤は次ぎのようにまとめてい

る。「『養生』は、その原意を明らかにすれば、生きる

ことやいのち、くらしに養分を与えてあたかも草木が

伸びるようがごとく人間の本性を自然に充実させてい

くことを意味する」。養生と養性は、日本では同義に

用いられてきたが、漢語の養性は本性を立派に育てあ

げる、自然のままの本性を養うなどの意味を持つ。

この養生の見直しを促す議論がある。後述するよう

に、瀧澤は公衆衛生や健康に関する諸事象に資するよ

うな理念的意義、例えば「個人╱社会の調和」「健康過

剰に抗する「生活」の思想」「生活形成」「人間形成」

などを、近世日本の養生論から探っている 。他方、「健

康増進」の名の下に行われる諸実践とはその在り方が

根本的に違うが、心身の安寧をもたらす生きる技法と

してその見直しを提案しているのが、寺崎である。寺

崎は、そのことをヒポクラテス『サレルノ養生訓』の

ディアイタ(διαιτα、養生法)から導きだし、「養生と

は、人間の文化そのものを指し示す語なのであり、生

活するときの配慮、何に自覚的に生きていくか、その

智慧なのであって」 、この次第は東アジアの「養生」

も変わるところはないとする。白水は、「教育

education」の語源をプラトンにまで遡り歴史的に再検

討し、それが食に支えられた養生の営みだったことを

明らかして、統治手段としての教育という図式に対す

る批判的企てを行っている 。実はこれら寺崎、白水の

議論は、フーコーが『知への意思 性の歴史１』にて

展開した生権力批判の後の、古代ギリシャの養性術に

ついての歴史的論考『快楽の活用 性の歴史２』及び

『自己への配慮 性の歴史３』において禁欲的に示さ

れた「生存の美学」からヒントを得ていると思われ

る 。健康の観念を生権力として批判したフーコーは、

古代ギリシャの養性術に或る種の倫理を見出すことに

なったのである。

そこで近世日本の養生論に目を転じてみたい。近世

日本において、特に17世紀後半以降、出版技術の進展

も相まって、養生書と呼ばれる安寧な生活と長寿を願

う養生に関する書物が出回った。養生書は、平易なこ

とばで記述され、元禄・正徳期と天保期をピークとし

て、版元が分からないものまで含めると、百種類以上

といわれるほどである。日本の10世紀から16世紀まで

の養生書が10冊程度だったことから考えると、近世日

本において生を養うことの語りが大幅に増えたことが

分かる。最も有名な養生書である貝原益軒『養生訓』

は、正徳３(1713)年の出版以後再版が繰り返され明治

期に入っても、そして現在に至るまで読まれている書

物である 。近世日本の養生書の内容は、食餌、養育

法、養老法、住居への配慮、簡単な治療法、鍼灸の注

意事項や医師の選択法、心の持ちようなど、多岐にわ

たっており、道徳的な語りの中で記述されていた 。こ

うした養生に関する記述は、養生書においてだけでは

なく、和歌や物語の形式をとってなされることもあっ

たし、錦絵や黄表紙の中にも登場してくる場合もある。

またそれは、武家や商家の、近世後期になれば農家の

家訓、さらに修養書の中にも登場している。養生書を

中心とした養生のテーマを含んだ書物は、まとめて養

生論と呼ばれる。明治以降になると、「養生」を題する

書物とHygineの訳語としての「衛生」を題する書物が

同時に存在するが、行政機関や医療制度と結びついた

のは後者「衛生」であった。

３.近世養生論における身体観研究の課題と目的

スポーツをはじめとする身体的活動も健康ではなく、

養生の視点から見直すことも求められる。それでは、

養生という視点から眺める身体的活動とは、いかなる

もので、どのようになされるものなのか。養生の視点

から、身体性を契機とする身体的活動のその身体は、

どのように捉えられるものなのだろうか。そしてその

問題の前に問われるべきは、本研究の目的はここに存

するのであるが、近世日本の養生論における身体は、

どのようにして語りうるものとなっているのかである。

現在の身体的活動が語られる場合のその身体とは、常
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識的には医学的な説明の対象となる身体である。しか

し、近世の養生論における身体は、そうではなかった。

養生論を可能にしている身体観、養生論を可能にする

身体把握とはいかなるものか。それは、記述もしくは

描写物の主体としての作者、イデオロギーあるいは学

派といったものに還元されない、同時代を貫くあるい

は結果として歴史なるものを形成するようなものであ

る。この問題意識から、近世日本における養生論を対

象として明らかにしようとするものである。養生に関

して語られたもの、描かれたものを、養生の言説と捉

えるとするならば、養生の言説を可能にする、言説と

ともに成立している身体観、言い換えると、身体の認

識的布置を描き出したい。

ここで、本研究におけるいくつかの用語の定義をし

ておく。本研究における養生論とは、養生に関して記

述されたもの、描かれたものを指す。養生書といわれ

る書物の割合が多いが、養生をテーマとする読み物(黄

表紙など)や錦絵などの視覚的資料も含んでいる。養生

に関して記述されたもの、描かれたものを養生論とす

るならば、それを養生の言説と言い換えてもよい。認

識的布置とは、知覚や思考をもたらす仕組みとその仕

組みのありようである。この仕組みにより身体につい

て「見えるもの」と「言いうること」の組合せである

言説が規定されてくる。しかもこの仕組みは、集団あ

るいは個人の意志や意図に還元されるものではなく、

様々な関係の中でいわば力の組立によって成立してお

り、歴史的に変化するもの、あるいは結果として歴史

をつくるようなものである。

４.これまでの近世日本の養生論研究

ここで、従来様々になされてきた近世日本の養生論

に関する研究について振り返っておこう。次ぎの四つ

に分けて紹介していく。(１)本研究に深く関係する身

体に焦点づけた研究。(２)近世日本の養生論全般を考

察の対象とした研究。(３)研究数としては最も多い、

貝原益軒『養生訓』に関する研究。(４)中国思想、中

国養生思想から接近した研究。

(１)近世日本の養生論に関して身体に焦点づけた研

究は以下のようなものがある。沢山による近世日本の

産に関する研究から女の身体に焦点づけたもの、辻本、

松村による日本思想史から接近した考察、養老による

沢庵の養生書である『医説』および『骨董録』から身

体と天地との相似性という身体把握を指摘したもの 、

野村による丹田観の考察、そして解剖学の日本への導

入と身体観に焦点をあてた白杉、T.スクリーチらの研

究。

沢山は、「間引教諭書」、「赤子飼育法」、「赤子間引取

締」、「産科養生論」などを考察の対象とした一連の研

究の中で、女の身体が産む身体として関心が持たれ、

女自身にもそのことを意識化するようなものだったこ

とを明らかにしている 。特に「『身持』をよくするこ

とが家の存続に収斂されていく点に近世社会に登場し

た産科養生論の大きな特徴があった」という。沢山の

研究からは、産科養生論の中で女の身体が家の観念と

結びつけられ、「産む身体」として語られていたことが

明らかにされた。辻本、松村ともに、宋学、朱子学的

思考からの乖離を、貝原益軒『養生訓』の身体把握に

見ている。さらに松村は養生の社会性に着目し、論文

「養生論的な身体のまなざし」において次のように問

題を立てる 。「『養生訓』は…近世儒家思想が身体を主

題化した最初のテクストである。そこでは身体が中心

化され養生の重要性が繰り返されて、その具体的な術

が展開されている。身体・養生・術という認識の対象

は、ではいかにして新たなかたちで語られはじめたの

であろうか。」 また松村は、近世前期の養生論に共通

してみられるのは、「自己による自己の身体の徹底的な

管理のまなざし、《自己への配慮》にほかならない」

としている。さらに、『養生訓』において家業が養生と

して新たに見出され、養生の知識の有無により町人階

層《内部》の階層分化を養生の実践が促されると述べ

ている。辻本は「気」の思想から貝原益軒を検討し、

養生の方法が養心・養徳の方法ともなることを示して

いる 。そして、朱子学の理の根源的実在性を疑った益

軒の心身論は、心よりも身体の契機を強めてくるとし、

益軒『養生訓』を身体のあり方を主題化した書と位置

づけている 。

野村は、近世後期の医家平野重誠による『養生訣』

の丹田観を明らかにしている 。医学という分野以外

での解剖学的な視線の展開のありように関しては、T.

スクリーチ、白杉悦雄などの研究がある。これらの研

究において取り上げられるのが、養生をテーマとした

近世後期、歌川国芳の作品とされる錦絵「飲食養生 」

および「房事養生鑑」である。T.スクリーチの『江戸

の身体を開く』は、近世日本において身体を開くとい

うことの現象を生じさせた知覚のありようを、「飲食養

生 」および「房事養生鑑」他、多くの視覚的資料を

取り上げて描いている 。白杉は、これら養生をテーマ

とする錦絵について、「江戸庶民が抱いていた体内イメ

ージ」とし、それは黄表紙が採用していたことでもあ

ったと示唆した 。

(２)まず、1950年代から60年代にかけて研究を行っ

ているのが、今村嘉雄である。今村は『日本体育史』

及び『修訂十九世紀日本に於ける日本体育の研究』の

中で近世の養生を扱っている。内容的にみて後者を今

村による養生論研究として代表させてよいだろう。今

村はその四編中特に第一章において、武芸と養生の関

係、養生書における身体的活動の理解を探っている。

そして、「養生思想を研究の対象として取り上げたの

は、―中略―健康そのものの合理的な思想や活動の展

開は、近世の体育が近代化する上にきわめて重要な側
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面であったから」と述べている。体育史を専門とする

今村は、養生法における「身体活動」の価値や意義づ

けを問題としている。同様の問題意識、つまり「身体

活動」もしくは「身体運動」に焦点づける研究は、吉

原瑛、鈴木敏夫、杉江正敏らも行っている 。1960年代

後半から1970年代前半にかけて、吉原は近世日本の導

引図を取り上げて解説を行い、鈴木は近世の養生論の

中の身体運動の記述に着目し、近代体育の成立との関

連を指摘している 。杉江は松平定信の『退閑雑記』を

資料とし、薬方・養生・武芸に関する記述を紹介して

いる。樺山紘一は、「『養生論』の文化」において、近

世日本の養生論から近世中期以降の医知識と医習慣と

の諸様相から、医療に関する倫理観、民俗的行動の原

理、その時代の知識と習慣の状態を読み取っている 。

樺山の研究では、特定の文献や著者に焦点づけるので

はなく、近世日本の社会的背景や習俗から読み解くこ

との必要性が示唆されている。

近世日本の養生論に関する研究の第一人者は、瀧澤

利行である。瀧澤は近世日本養生論に関連して４つの

書籍を上梓している 。瀧澤の問題意識は、歴史的資料

である養生論を人間形成論として捉え、養生論から健

康教育、公衆衛生活動、健康に関する諸事象に供する

ための理念、言い換えると、理念に関わる現代的意義

を見出そうとするものである。資料集である『近代日

本養生論・衛生論集成』の別冊として出版された瀧澤

氏の『近代日本健康思想の成立』では、「養生論や衛生

論を直接ないし間接の資料としてさまざまな研究を行

う際の基礎的事項を明確にすること」 を直接の目的

とし、包括的に養生論を整理し「古代から明治三〇年

代までの養生論および衛生論の刊行動向をその思想・

内容について概観」を行っている。近世養生論につい

ては、近世前期・中期、近世後期に分け、その刊行状

況、「基本原理」や「基本的性質」を整理し、実学や洋

学との関連を考察している。続く『健康文化論』では

第一部第一章「健康文化としての養生論」において、

養生論の特徴を整理し、「養生の人間生活における原理

的特徴」として次ぎの６つ、①自己統制とそれを通じ

た自己変革、②欲望との対話、③中庸、④汎化、⑤文

化化と自然化、⑥生の存在証明を挙げている 。『養生

の楽しみ』では、近世日本の養生論及び養生法、医療

事情からいくつかのトピックを選び出し、日常生活に

おける養生の在り方や文献の紹介と概説を行ってい

る 。近世養生論に関する本格的な考察となっている

のが、『養生論の思想』である。筆者である瀧澤は「『養

生』の本質をできるだけ多角的に接近することをめざ

している」とし、表現形式、近世実学との関連、医学

思想上の分類(後世派と古医方派)などを検討し、さら

に近世養生論の内容の時代に応じた変化を自然観、生

活観、健康観から考察している。その後の論考「養生

論の射程…個人・社会の調和の思想」や「養生論再考

…健康過剰社会に抗する『生活』の思想」においては、

タイトルが示すように近世養生論に、現代的意義(「生

活」の思想としての価値、調和の思想としての再考す

る提案)を見出している 。

(３)近世養生論の中で最も多く研究対象となってき

たのが貝原益軒『養生訓』である 。養生の言説を考察

しようとする本研究に引き寄せるならば、倹約論とし

て養生訓に接近した塚本の研究をまず紹介したい 。

塚本は、当時の社会的に認識に基づく教訓の特質、他

の論者の倹約や養生の諸説と対比して、益軒の教訓書

の特質を考えている。近世中期における貨幣経済の浸

透による都市化・奢侈化を踏まえて『養生訓』が記述

されており、倹約論と養生論の論理的な類似性を指摘

する。その他の益軒『養生訓』に関する多くの研究は、

現代的な意義を見出そうするもの(Ａ)、特定の事象や

概念に焦点づけるもの(Ｂ)、に分けることができる。

前者(Ａ)の現代的意義とは主に、Ａ-ａ健康維持の理念

としての、あるべき生活を提示しているものとしての

意義、Ａ-ｂ養育法、健康教育としての意義である。後

者(Ｂ)の事象や概念とは、Ｂ-ａ身体運動、Ｂ-ｂ嗜好

品、Ｂ-ｃ漢籍の影響、Ｂ-ｄ舞踏、音楽療法、Ｂ-ｅ「元

気」、「楽」などである。Ａ-ａの代表的な論者は立川昭

二である。貝原益軒『養生訓』は、一般に向けた倫理

的あるいは道徳的要素を含む養生法を内容とするもの

であり、人生論的にも読むことが可能である。立川昭

二の一連の論考は、医療の社会史的な検討も含めなが

ら『養生訓』に自らの心身に対する道徳でもある養生

法に意義を見出している 。謝心範『養生の智慧と気の

思想』は、「思」「行」「食」「住」「衣」の５つ観点から

『養生訓』を考察している。そして謝は「『養生訓』

が、現代人の健康な生活のために役立ち、天寿を有効

な術であることを確信したのである」としている。そ

の他、この立場の主なものとしては、塘添敏文、田中

和子の一連の研究、澤田節子、藤井義博の研究があ

る 。Ａ-ｂの立場の主なものとしては、吉川治、大庭

茂美の研究がある 。Ｂ-ａとしては、先に述べた今村

嘉雄の他、小田切毅一、ｂとしては、嗜好品(酒、茶、

煙草)に焦点をあてた大河喜彦、ｃの謝、ｄとしては、

舞と踊に焦点づけた高野暁子、音楽療法の視点から考

察を行った光平有希の研究がある 。ｅとしては『養生

訓』における「元気」の概念を検討した工藤、「楽」に

着目した福光の研究がある 。

(４)中国思想からのアプローチとしては、中国養生

文化の伝統から益軒養生論について考察した麥谷の研

究、および中国養生思想の代表的研究者坂出による大

神貫道著『養神延命 』に関する研究がある。中国思

想ということを前面には出していないものの、福永は

梅園『養生訓』と益軒『養生訓』に朱子学的思考から

の離脱を見い出している 。近世後期の国学者鈴木朗

の『養生要論』における漢籍の影響を明らかにした趙
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の一連の研究もある 。

上記以外の近世日本の養生論研究としては次のよう

なものがある。菅野は老いや介護の問題を養生論の観

点から整理し、「家」との関連を論じている 。幕末の

儒者佐藤一斎の『言志四禄』の養生の研究もなされて

いる 。

５.これまでの近世日本の養生論研究の検討

２.１においてこれまでの近世日本の養生論研究を

紹介した。そこで、近世日本の養生の言説を可能にす

る、あるいは言説とともに成立している身体観、養生

論における身体の認識的布置を解明しようとする時、

これまでの近世日本の養生論の研究から残された問題

はどのようなものか。まず、17世紀中盤以降、養生論

がそれ以前に比較して大きく増すわけであるが、それ

がどのような背景において、どのような身体の認識的

付置の変容と結びついていたのか、という問題は明ら

かにされていない。養老は、沢庵の『医説』および『骨

董録』に仏教における身体把握として身体と天地との

相似性を指摘したが、おそらくそれは仏教書に限定さ

れるものではなく、程度の差はあれ近世の養生論にお

いてもしばしば展開される身体把握のありようだった。

身体と天地との相似性は、近世養生論においてどのよ

うな認識的布置において成立していたのだろうか。近

世養生論において身体は天地に喩えられるが、近世中

期以降は天地だけではなく水田、植物、家、さらには

一都市にも喩えられていく。これら身体の喩えを可能

にする認識的布置とはどのようなものだろうか。松村

は、益軒『養生訓』が読者としては男性武士を想定し

ており、家長として老いた親、女そして子への養生の

配慮が求められていたとする。沢山は、産む身体とし

ての女という見方が、「身持」の観念と絡められなが

ら、産科養生論において形成されていたことを示した。

このように、養生が他者に対する生の管理と秩序化の

まなざしを通じて、女・子ども・老人なるものを見出

し、さらに武士とそれ以外の階層、富裕な町人とそう

でない者といった、社会性をおびた身体を形成する政

治技術であったことが論じられてきた。では、その産

む身体である女から生み出された子どもの身体、また

養生の配慮を施されるべき老人の身体が、養生論にお

いてどのように捉えられたのか、という問題も残って

いる。辻本は益軒『養生訓』を「心をめぐる『修養の

書』」 と表現したが、事実そこでは慾への対処法、自

己抑制が語られている。自己抑制を語る養生論におい

て語られる身体は、いかなる認識的布置によって生み

出されているのか。近世日本の養生論は、慾を恣にす

れば、つまり美食や大食、過ぎた飲酒、そして過ぎた

房事、さらに慾を追求すれば感情も高ぶってしまいが

ちである、これらすべては心身に不調をきたすと説い

ている。その慾の語り方は、近世中期とくに『養生訓』

を基点として変化を見せていると思われる。それはい

かなる背景によって、どのように慾をもつ身体が見出

されているのか。近世日本の養生論は、当然ながら漢

方の医学的知識も踏まえており、養生論においても心

理的作用も生み出す物質的エネルギーである気が流れ

る身体が前提とされている。塚本の研究は近世養生論

の社会性を指摘し、具体的には倹約という、当時の経

済的な状況を反映した通俗道徳の問題を取り上げてい

た。では、気が流れる身体という捉え方に、当時の社

会的なコンテクストがどのように関わってくるのか。

気の概念による身体把握と通俗道徳は、どのように結

びついて語られるのか。野村は近世後期の医家平野重

誠『養生訣』を取り上げたが、平野は他の著書でも丹

田の技法を記述している。さらに、養生論における丹

田に着目するならば、丹田の重要視は益軒『養生訓』

以降であり、丹田を重要視する身体観がいかにして形

成されたのかを問う必要があるだろう。周知のごとく

その出版により解剖学の知識の衝撃を与えた『解体新

書』の刊行後、時間をおいて養生の言説にもその変容、

体内への関心がもたらされはじめる。それは、すでに

T.スクリーチや白杉が示唆しているように、書物の形

態としては養生書よりはむしろ絵入り読物である黄表

紙において大きかった。解剖学によって養生論にいか

なる身体的布置の変容がもたらされたのか、を明らか

にする作業も残っている。

６.「いかにして」を問う。

確認すると、筆者が企てる研究の目的は次ぎのよう

な問題意識である。近世日本の養生論、養生の言説に

おける身体とはどのようにして語りうるものとなって

いるのか。養生の言説を可能にする身体把握のありよ

う、認識的布置はいかなるものか。養生の言説におけ

る身体認識を明らかにすることは、この時期の養生の

言説がいかにして成立していたのかが、見えてくるこ

とにもなるだろう。ここでいう身体の認識的布置とは、

身体についての知覚や思考をもたらす仕組みとその仕

組みよってもたらされるものをいう。この仕組みによ

り身体について「見えるもの」と「言いうること」の

組合せである言説が規定されてくる。しかもこの仕組

みは、集団あるいは個人の意志や意図に還元されるも

のではなく、様々な関係の中でのいわば力の組立によ

って成立しており、歴史的に変化するもの、あるいは

結果として歴史をつくるようなものである。養生とい

う身体について言説を可能にしている、「見えるもの」

と「言いうること」を規定する仕組みの成立のありよ

うを明らかにすることが、本研究における方法的視座

である。こうした立場で身体の認識的布置を明らかに

しようとするため、考察の対象となるテクストへの問

いは、養生の言説において身体について何
・
が
・
記述され

ているのかではなく、養生の言説において身体につい
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てい
・
か
・
に
・
し
・
て
・
記述が可能となっているのかとなる。こ

のような問いから出発する研究は、考察の対象となる

テクストにおける身体についての記述を、生の歴史的

事実として可能な限り漏れることなく積み上げ、その

テクストが生み出された時点に立ち返り、身体につい

て何が記述されているのかという視点から、そのテク

ストを再構成しようとするものではない。あるいはま

た、作者の意志や意図から生み出されたものとしてテ

クストにアプローチするものでもない。

これまでの先行研究から残された課題と上記の方法

により、企てる研究の構成は、考察の具体的な視点か

らなされる。近世養生論の出現が、いかなる身体観の

変容によってもたらされたか。近世養生論が理想とす

る「気ながれる身体」、「充実した丹田」は、どのよう

に語られるのか、また、いかなる身体把握によって可

能になっているのか。近世養生論は、社会性をもつ身

体をどのように見出していくのか。身体はどのように

説明され理解されるのか、身体は何に喩えられるのか、

またそれはいかなるメカニズムによっているのか。近

世養生論の外部からの解剖学という知識が、どのよう

に身体認識に変更をもたらしたのか。

では、具体的にどのような研究の見通しが立つのだ

ろうか。以下に示しておきたい。

(１)日本における養生書の歴史を遡ると、前述した

ように12世紀から16世紀末までに出された養生書は10

冊たらずであるが、それが17世紀後半以降になると、

とりわけ出版技術の進展、経済的発展、社会的安定と

相まって、養生書が相次いで刊行される。内容的にも、

それまでの養生論が中国の医書・養生書からの引用、

それらに準拠するものが多かったのに対し、平易な言

葉で記述され道徳的な語りを含んでいた。また、養生

法を内容とする通俗的な読み物や養生法の内容を含む

家訓などが登場してくるようになる。17世紀を通じて

生命観の変容が起きたことは、すでに塚本学の一連の

研究や氏家幹人、モーリス・パンゲにより指摘されて

いる 。子どもを捨てること、堕胎、そしてマビキ、あ

るいは試し斬り、切腹や自害という「意志的な死」、こ

れらの生を奪う行為に対する心性の変容である。近世

養生論の登場には、生に対する感覚、まなざしの変容

がその背景にある。養生は「生を養うこと」であり、

その養われる生がどのようにして見出されたのかを明

らかにすることが必要だろう。

(２)養生法を一言でいうならば、「気を身体に滞りな

くめぐらすこと」である。近世養生論の身体観を論じ

るにあたって不可欠な概念が気である。気は中国思想

の伝統的な宇宙論に由来する基層概念であり、それは

宇宙万物を生成する物質と同時にエネルギーでもある。

気は天地と人間とをともに貫いており、身体は小天地

と捉えられた。気の運行の規則が陰陽五行である。近

世養生論において気による身体把握がいかになされて

いたのかが問題となる。17世紀の臨済宗の僧沢庵の『医

説』及び『骨董録』などは、陰陽五行の規則から忠実

に養生を説明しようとするものであり、その問題解明

のために有益な資料となろう。

(３)近世養生論の代表である貝原益軒『養生訓』に

顕著であるが、18世紀以降近世における経済的進展を

反映した慾に対する対応が養生に求められ、慾と気が

関連づけられて語られる。そして養生のために自らの

慾に対処することや自己抑制が求められた。養生論の、

この慾の言説がどのようにして生まれてきたのか、ま

たいかなる身体を生み出そうとするものであったのだ

ろうか。

(４)18世紀以降養生論において、老人、子ども、そ

して女のための養生が説かれる。家の養生の営みは家

長の勤めであり、養生論においては老人(実質的には

親、もしくは読者自身)、子ども、そして女に対する養

生法が説かれているが、それは家長に向けられたもの

である。生の終わりが近い老人、生の力が未だ弱い子

ども、そして生を産み出す女は、養生論においてどの

ように認識されるものだったのか。

(５)近世養生論においては、身体はしばしば何かに

喩えられる。何にどのように喩えられるのか。具体的

には、水田および植物、家、そして都市などの地理的

空間である。これらの喩えは、いかなる認識的付置に

よって可能となっていたのか。身体の水田および植物

の喩えは、18世紀以降の農業技術の進展や園芸の流行

を反映し、建築物としての家であれ、社会的組織とし

ての家であれ、身体の家の喩えは、家意識の醸成と関

係していたように思われる。

(６)導引及び調気法は養生論において第一の養生法

ではなかったが、重要な養生法の１つではあった。意

念、調気を組み合わせた身体の動きによって気を導く

技法が導引といい、元来導引及び調気法は道術である。

気を導き巡らすための身体技法とともに、18世紀後半

以降重要視されたのが、丹田である。貝原益軒『養生

訓』、白隠『夜船閑話』及び『遠羅天釜』は、養生にお

いて丹田への着目を促すことになったと思われる。丹

田はいかなる身体認識によって重要視されていたのか。

(７)18世紀後半以降、身体の内部を明るみに出す解

剖学の知的衝撃は、医学以外の領域においても起こっ

た。養生に関するところでは、18世紀後半から19世紀

中頃の黄表紙などの絵入り読み物、19世紀中頃以降の

養生書に現れてくる。『解体新書』による解剖学の紹介

は、医学への衝撃はもちろんであったが、やがて養生

論にも影響をあたえ養生論における身体観を変容させ

ていく役割を担う。養生論と関連して解剖学が通俗的

レベルにおいてもたらされた体内観、身体観の変容の

ありようはどのような機序であったのか。

― 160―

和歌山大学教育学部紀要 人文科学 第71集（2021)



７.まとめ

本稿は、近世日本の養生論における身体観、言い換

えると身体についての認識的付置を明らかにする研究

のための計画を示すものであった。この研究の企て背

景には、スポーツをはじめとした身体的活動の諸実践

を支えている健康という価値の存在がある一方で、そ

の健康という価値に対する疑問や批判的立場に立つ研

究が蓄積されているためである。さらに、養生が着目

されるのは、「健康増進」の名の下に行われる諸実践と

はその在り方が根本的に違うが、心身の安寧をもたら

す生きる技法としてその見直しが提案されているため

でもある。本稿では、近世日本の養生論における身体

観の研究へ向けて、これまでの近世日本の養生論を対

象とした研究の紹介及び検討、方法、そして７つの手

順が示された。
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