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第 1章

狂気の症状

狂気は，他のあらゆる病気と同じく，脳の機能変容に直接結びつく固有

の定常的な特異症状と，ある主要な器官の損傷からもたらされた他疾患と

の共通症状を併せもっている。後者は二次的なものに過ぎず，脳の特異症

状と時を同じくして出現し消退する。狂気は，霊魂が障害されているとか，

脳とは無関係に生じる知的能力の発現などと見なされたが，たいていさま

ざまな病型や類型のデリールを見ていたに過ぎず，随伴するほかの障害に

はあまり注意が向けられて来なかった。デリールが狂気そのものであると

見なされたので，デリール，メランコリー，ノスタルジー，悪魔つきなど

に関する大部の著作が書かれた。これらはどれも同じ現象の変形に過ぎな

いのに，細部に至るまで記述され，同じ起源からもたらされたほかの障害

は，すべて言及されずに忘れ去られ，もっぱら医学的と称する治療の本質

が求められた。多くの観察者が興味を向けたのは心理学部分で，彼らは動

作，言葉，叫び，行動など，患者の外面しか見ようとしなかった。狂気研

究の歩みはピネルに始まり，エスキロールが最良の形で受け継いだが，こ

の二人の先達を追い模倣しようとした医学者は，すべてこの大きな過ちを

犯してしまった。例として，1818 年にアンセオムが書いた 4部 200 ページ

を越えるメランコリーに関する論説を挙げてみよう。これは優れた才能で

書かれた紛れもない小説である。この種のデリールが多彩な様相を示すこ

とは，まさにその通りで疑問をはさむ余地はないが，このなかに不眠，頭

痛，麻痺，脳のうっ血，消化器障害，月経障害など，さまざまな病像の進
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展様式や経過に関する記述をたった一言でも見いだそうとしても無駄であ

る。デリールに関するフォデレの著作もこれと変わるところはない。

狂気の主座に関する有力な誤った考えが，この病像を研究する妨げに

なっているように私には思える。患者たちが自らの状態をうまく説明でき

ないので，その詳細を把握し評価するためには，患者たちのなかで暮らし，

長い時間をかけて観察しなければならない。

これから述べたいのは以下のことがらである。

�．局所性，本質性，特発性の脳症状

�．全般性，遠隔性の交感症状

重複を避けるために，いまは狂気の進展と経過，および異なる治療適応

の詳細を述べることはしない。ここでは病気を特徴づける症状を個別に取

り上げ，さらに，それらがどのように結びつき，生まれ，病期を通じて出

現し，何かしらの形で終了するのかを論じることにする。

�．局所すなわち脳症状

これまで述べてきたように，狂気の直接の主座は脳であり，脳だけが狂

気を特徴づける症状を生み出す。すべての狂気患者が，知性の行使に破綻

を呈しており，これがデリールである。ほぼ全員が不眠に悩まされ，多く

が頭痛や，頭部の熱感，緊張，鈍重感などの不快を経験する。感受性と筋

収縮の異常もしばしば見られる。首や顔面の皮膚には，色調や温度に大き

な変化が認められ，この部位については，うっ血，炎症刺激などの用語で

表現しようと思う。
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解 説

濱田 秀伯

本書はジョルジェの主書『狂気論』（De la Folie. Considérations sur cette

maladie. Crevot, Paris, 1820）の抄訳である。原著の入手は困難であるが，復

刻版 Arno Press, New York, 1976 と，ポステルの編纂した抜粋版 Privat,

Toulouse, 1972 がある。

原著は 1巻 511 ページで，序章，�．狂気の症状，�．狂気の原因，�．

狂気の進展，経過，終末，類型，予後，�．急性デリール―狂気との差異

について―，�．狂気の治療，�．病理解剖所見に分かれている。本書は，

抜粋版を参考に同書の第 6章を割愛し，今日にも意味があると思われる第

1〜4章を全訳，序章と 5章の一部を抄訳したものである。

�．人と業績

ジョルジェ Étienne Jean Georget は 1795 年 8 月 9 日，フランス西部アン

ドル・エ・ロワール県ヴゥヴレーに近いヴェロン・シュール・ブレンヌの

農家に 18 人同胞の 5子として生まれた。父は製粉業を営んでいたが，日々

の暮らしはあまり裕福ではなかったらしい。トゥールで医学を学び，20 歳

でパリ病院アンテルヌに合格し，1815 年 11 月からサルペトリエール病院

のエスキロールのもとで研鑽を積んだ。1819 年に学位論文「狂気の原因に

関する小論」を提出し将来を嘱望され，28 歳で医学アカデミーの補佐会員

に推挙されているが，肺結核により 1828 年 5 月 14 日，33 歳で夭折した。

主な論文，著作は以下の通りである。
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精神病患者の身体所見（1819，エスキロール賞）

狂気の原因に関する小論（1819，学位論文）

狂気論（1820，本書）

神経系とくに脳の生理学 全 2巻（1821）

心気症とヒステリー（1824）

狂気ないし心神狂に関する司法医学論考―アンリエット コルニエの

犯罪審理をもとに―（1826）

狂気に関する司法医学新論考―いくつかの犯罪審理をもとに―

（1827）

脳と髄膜の疾患に関するベイルの著作分析（1827）

医学辞典 全 21 巻（1821-28，失調，頭痛，デリール，脳炎，狂気，心気症，

ヒステリー，精神遅滞，精神的自由，神経症，自殺などの項を執筆）

�．19 世紀初頭のフランス精神医学

近代精神医学は，フランス革命下の 1793 年パリのビセートル病院にお

いて，ピネルが精神障害者を解放した出来事に始まるとされる。まだ精神

医学という学問は存在しておらず，ピネルはパリ大学で衛生学と病理学の

教授をつとめ，ナポレオンの顧問医でもあった。彼は啓蒙思想のもとに，

多数の患者を観察して実証的な症状記載と臨床分類を行ったが，その分類

はスウェーデンのリンネの植物分類を模したもので，綱，目，属，種の順

に区分されている。

第Ⅳ綱：神経症

第 2目：脳機能の神経症

亜目 2：ウェザニア

属：心神狂，心気症，夢遊(症），恐水病
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神経症は，スコットランドのカレンの造語で，「感覚と運動の特性を侵す

病気の総称で，発熱は病気の一部にすぎず，特定の器官によるものではな

く，より全般的な神経系，とりわけ感覚と運動にかかわる系の病気」と定

義されている。すなわち神経症は，感覚と運動の二つの領域にまたがる，

炎症や局在病変のない中枢・末梢神経系の全般的な障害を指していた。

ピネルはこの用語を『哲学的疾患分類』初版（1798）から採用しており，

6版（1818）では感覚の神経症（錯聴，複視など），脳機能の神経症（カタプレ

キシー，てんかん，心気症，精神病など），運動と声の神経症（神経痛，テタニー，

けいれん，麻痺，失声など），栄養機能の神経症（心臓痛，拒食，過食，消化不

良，反芻，喘息，動悸，失神など），生殖の神経症（男性色情癖，女性色情癖，

ヒステリーなど）の 5 種に区分されている。したがってピネルは，精神障害

を炎症や熱を欠く脳機能の破綻と見ていたようであるが，原因は脳ではな

く胸郭ないし腹腔内にあると考えていたらしい。

神経症綱の脳機能の神経症目に入っている心神狂には，脳病変から遺伝，

感情作用まで広範な原因が想定されており，今日の体因・心因・内因性精

神障害のすべてを包括するものとなっている。心神狂は前景を占める病像

によってマニー，メランコリー，デマンス（認知症），イディオティスム（精

神遅滞）の 4種が区分されている。これを分ける基準はデリールと，心的衰

退である。

フランス語のデリール délire には，悟性 entendement（知覚，思考，記憶，

判断など）が障害され精神全般の病的な偏りを示す状態像（幻覚妄想，興奮，

躁，錯乱，せん妄など）と，英語の delusion，ドイツ語の Wahn に相当する

妄想観念（被害妄想，誇大妄想など）の二つの意味がある。本書にも両者が

区別なく用いられているので，その大半はデリールと記し，明らかに後者

を指す場合にのみ妄想の訳語を用いた。マニーは全般デリール，メランコ

リーは部分デリールを指している。

デマンスとイディオティスムは，どちらも心的衰退が前景に立っている。

デマンスは，器質性・非器質性を問わず種々の原因から生じる，思考や認
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知能力の廃絶した状態像を指した。イディオティスムは，デマンスより心

的衰退の程度が重く，精神活動がほぼ完全に停止した状態のことで，先天

性と後天性が区別されている。

エスキロールは，ピネルの分類を継承し，メランコリーを抑うつ性のリ

ペマニーと，高揚性のモノマニーに分けた。前者は後のうつ病へ，後者は

パラノイアへと発展する概念である。モノマニーは，侵された心理機能に

応じて知性モノマニー，感情モノマニー，本能モノマニーが区別され，さ

らに内容から色情モノマニー，酩酊モノマニー，放火モノマニー，殺人モ

ノマニーなど多数の類型が記載された。

デマンスは，状態像の記載が神経症状を加えて詳しくなり，急性，慢性，

老年性，複合性の類型が区別されている。急性デマンスは，ピネルの後天

性イディオティスムに相当する。先天性イディオティスムは，単一の病気

ではなく知的機能が先天性に損傷した状態像で，ここにイディオティの語

が当てられた。すなわち認知症は後天性，精神遅滞は先天性とする現在の

概念に近づいた。

エスキロールはこのように症候学を洗練させたが原因の探求には消極的

だった。本書に「解釈癖から極端な慎重に転じた」と記されているように，

横断的な病像はあたかも発見された植物の新種，変種を記載するように詳

細に観察される一方，分類はあまりに複雑に細分化され，一人の患者の異

なる時期によっていくつもの診断がつくことになった。

パリには施療院とよばれる精神障害者の巨大収容施設があった。ビセー

トルには男性患者，サルペトリエールには女性患者が千人規模で収容され，

そのおよそ 20％は進行麻痺であったらしい。エスキロールは 1811 年にサ

ルペトリエールの監視医務官に任命され，1825 年にパリ郊外のシャラント

ン王立療養所の医長に就任した。ジョルジェはじめ，19世紀前半にフラン

ス精神医学を発展させるほとんどすべての医師が，この二つの病院でエス

キロールの指導を受けている。
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�．『狂気論』

『狂気論』は，前年の学位論文をもとに書かれたジョルジェの主書で，ピ

ネルとエスキロールに献呈されている。

本書に記載された症候学は，「患者たちが自らの状態をうまく説明でき

ないので，その詳細を把握し評価するためには，患者たちのなかで暮らし，

長い時間かけて観察しなければならない」と記されているように，その言

葉通り患者と寝食を共にした医師でなければなし得ない精密な観察にもと

づいたもので，200 年前の古さを感じさせない優れた水準に達している。

当時の病棟の配置や構造，患者の生活，管理体制の描写もリアルで興味深

い。

狂気とは，心神狂に含まれていたマニーとモノマニーに，新たにステュ

ピディテを加えたもので，まだ進行麻痺を含んではいるが，姿を現わし始

めた統合失調症を中核とする内因精神病の輪郭を示したものである。

ステュピディテ（昏愚）は，ピネルの後天性イディオティスムすなわちエ

スキロールの急性デマンスに対して，ジョルジェが名づけた造語である。

思考表出の後天的な欠落を指し，患者は精神活動がまったく消滅している

かのように見え，周囲に無関心で，思考をもたないか，あるいはもってい

ても表現できない，と記載されている。すなわち意識混濁ではなく，与え

られた姿勢をくずさず痛みも感じないことから昏迷を思わせるが，回復し

た患者の語るところによると，内界に浮んでくる思考や表象をまとめきれ

ず外界の認知が低下した錯乱状態のようでもある。後にこれをドラシオー

ヴが精神錯乱，シャランが原発性精神錯乱の名でまとめるもので，ドイツ

ではアメンチア Amentia，錯乱 Verwirrtheit などの概念に近い。

デマンスは加齢，狂気を含め，あらゆる精神障害の終末状態とされてい

る。ここで認知症の非可逆性，不治性が固まったと言われている。

ジョルジェは，狂気と急性デリールの鑑別にとりわけ力を注いだ。急性
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デリールは脳疾患，身体疾患，アルコールや薬物中毒による意識障害であ

り，その大半は今日のせん妄に相当する。すなわち，これまで混同されて

きた器質・症状・中毒性精神障害と狭義の精神病を分離させる心身二元論

的な近代的視点が，本書ではじめて導入されたことになる。

ある器官の障害が，遠く離れた他の器官に影響を及ぼす現象は交感性と

呼ばれている。ジョルジェ以前には，精神病は強い感情が内臓変化を起こ

し，さらに脳に遠隔作用をもたらして生じる交感疾患と考えられていたら

しい。ジョルジェは狂気を，内臓由来の交感疾患とも急性デリールとも異

なる，特発性の脳疾患と見ている。特発性とは，原因として遺伝性が濃厚

であるが，それだけに絞り込めないこと，脳内に症状を十分に説明できる

病理解剖の所見が見当たらないことによるものである。ジョルジェは「狂

気の直接の主座は脳であり，脳だけが狂気を特徴づける症状を生み出す」

と述べたが，これは精神医学史上で精神病を明確に脳に結びつけた最も早

い記載の一つである。

狂気の原因には感情面が重視されている。当時，強い感情的な衝撃，情

念は理性を失わせると考えられていた。すなわち狂気は，遺伝により何か

しら脆弱性をもつ脳に，強い感情が働いてデリールを起こしたものと見な

されている。

精神面に働きかけるモラル療法は 18 世紀末にイギリスのテューク，イ

タリアのキアルジ，サヴォアのダカンそしてピネルらが，患者に失われた

理性を取り戻すためにはじめた治療法である。今日の精神療法，心理療法

の原型であるが，作業療法，娯楽，社会訓育などを広く含んでいる。

モラルは道徳のことではなく，体に対する心というほどの意味であるが，

霊魂を重視したドイツのロマン主義精神科医たちが，モラル療法を精神病

治療の中核においた。ロマン主義は合理・実証的な啓蒙主義への反動から

生じたが，当時，啓蒙主義の盛んだったフランスにもロマン主義的な心情

が混在していたらしい。ロマン主義精神科医を代表するハインロートは，

パリに学びエスキロールとは親交が深く，ジョルジェと文通し後にその著
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作を独訳している。北米にはラッシュがモラル療法を導入したが，入院患

者が増えると手間と時間がかかりすぎるために，しだいに廃れていった。

ジョルジェのモラル療法は，患者を発病した生活環境から隔離し，症状

が落ち着いた段階で医療教育を施すところに重点が置かれている。まだ素

朴な経験にもとづくものではあるが，患者を恐怖に陥らせるような威圧的

な方法をとらず，個人の背景を考慮して画一的ではなく，心の深いところ

にまで届くような配慮がなされている。本書全体が，読む人にあたたかい

爽やかな印象を与えるのは，ジョルジェのこの姿勢によるところが大きい。

�．その後の展開

シャラントン王立療養所のアンテルヌであったベイルは，1822 年に提出

した学位論文において，進行麻痺が梅毒による脳脊髄炎であることをはじ

めて記載した。彼もエスキロールの弟子で，ジョルジェより 4歳下である。

ベイルは 1826 年の著作で，精神障害の解明に病理解剖の重要性を強調し，

進行麻痺が誇大妄想をもつモノマニー，マニー，デマンスの 3病期を順に

経過することを指摘し，さらに精神障害の大部分は髄膜の慢性炎症による

症状であると主張した。

ベイルの考えは，精神症状と神経症状が同一の病変にもとづくという斬

新な心身一元論である。さらに，臨床的に異なる病気に見えるものが，実

は一つの疾患の異なる側面に過ぎないことを示した点において疾患単位概

念への道を開き，いわゆる生物学的精神医学さらには脳神話への最初の足

跡になった。ベイルはジョルジェを尊敬し，その著作を熟読していたらし

い。ジョルジェ自身，病理解剖に大きな期待を寄せていたので，ベイルは

ジョルジェの開拓した道を，さらに先に進めたということもできるだろう。

ドイツのグリージンガーが，脳を脊髄反射弓の分化した反射中枢と考え，

「狂気とは脳の各種異常状態が示す症候群である」と述べるには，さらに

20 年あまりを待たねばならない。
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一方，精神障害を身体に基礎をもつものと，これをもたない精神病に分

ける二元論は，フランスのパルシャップ，バイヤルジェ，ドイツのカール

バウムらに受け継がれた。よく知られているように，シュナイダーも疾患

分類の基本をここに置いており，今日でも精神医学の王道である。

ジョルジェは，狂気の原因を脳に特定しながら，その治療にモラル療法

を適用した。その立場は，有効な薬物がない時代とはいえ，いささか曖昧

で，どちらつかずの不徹底にも見える。それは今なお精神医学の抱える課

題である。私たちもまた，精神病が脳に何かしら基盤をおくと推測しなが

ら，患者を支える精神療法が欠かせないと考えている。それは精神病が単

純な脳疾患ではなく，霊魂をもつ人間に固有の変調と捉えているからにほ

かならない。脳に原因が明らかにされている進行麻痺でさえ，なぜ誇大妄

想やモノマニーが出現するのか今もまったく解明されておらず，忘れ去ら

れたロマン主義精神医学にも学ぶべきものがあるに違いない。

ジョルジェは，以後の精神医学の進む道を拓いた一方，自らは二元論に

踏みとどまることで，私たちにバランスのとれたあるべき姿を指し示して

いるようにも思う。

本文のラテン語読解にあたり国際基督教大学ジョン・C・マーハ教授の

ご教示を仰いだ。お礼申し上げる。
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