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ABSTRACT 
The effect of the laughter in the health has a good influence on a body by a person laughing. Study of 

laughter is also demonstrated in Europe and Japan ten years ago. 2013, Comedy introduces activities of 
ritual Hiraoka shrine.  
In addition, we discussed the relationship between immunity and comedy. The effect of the 

laughter that had been reported showed the effectiveness from a mental aspect and a physical aspect so far. 
In terms physical, there is a report of the effect on the "immunity of laughter" in a number of studies. The 
effect of the spiritual aspect related to laughter, relaxation and anxiety human relations, tensions have been 
reported.  

It is different by the researchers for the definitions and classifications of laughter. For this reason, 
pointed out that it is necessary definition of humor and laughter, classification, and scaling have been 
made. Also, there are many reports that target healthy people, but the medical and nursing 
research, about laughter as a care in the field of nursing also want to proceed in the future. 
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10.おわりに 

 冒頭で述べた通り、本稿は大阪経済法科大学での講義録をもとに、４紙の社説を検証しながら安全保障や教育な

ど、この国のあり方に関わる問題について考えて来た。それぞれの問題で大きな意見の違いがあり、しかも決着を見

るどころか議論はますます激しさを増していることも分かった。各紙の社説が今後の動きをどう捉え、どこまで現実の

政治に反映されていくか予断を許さない。しかし、議論を通して、より良い道を選択していくしかなく、社説はその判断

の一定の基準となることも確かだ。読者は各紙の社説との対話を通して自らの思考回路を鍛え確かなものにしていく。

その結果が選挙や世論調査、ツイッターなどで具現化され、それがさらに社説に反映していくという好循環を生んで

いくことが望ましい。その意味で新聞社の社説は、他のメディアにも増してオピニオンリーダーとしての枢要な役割を

果たさなければならない。 
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1.はじめに 

 世間ではクリスマスで賑わう１２月２５日に、枚岡神社では毎年恒例の儀式すなわち神事として「注連縄掛神事（しめかけ

しんじ）通称「お笑い神事」が行われている。新しく注連縄を作り、古い注連縄と掛け替えを行う。そして新しく掛け替えられ

た注連縄の前で、宮司の先導により「アッハッハ」と発声され、氏子や参拝客全員が一同に「アッハッハ」と３回笑う予祝の

神事である。まさに天の岩戸開きの神話を髣髴させる神事である。その後宮司のお話のあと、太鼓の合図で参拝客らが一

斉に大きな口を開けて、２０分間笑い続ける行事である。「笑う門には福来る」にちなんで「笑う神には福来る」そのものであ

る。 

笑いの発達によって微笑は新生児においても観察され、覚醒時のみならず、睡眠中にも規則的な周期を伴って生起す

ることである。生まれた乳児が微笑するのは、あの世にいる仲間や天使らが無事に生まれたことに祝福する瞬間である。

すなわち、あの世とこの世の霊信であるが、次第に成長するにしたがって、霊線は３次元世界と４次元世界が遮断されるか

らである。その間は母親の乳を飲もうと求める本能は、前世において行われた貴重な習慣があるからである。 

乳児は生後 2～3 か月の頃から社会的交渉を持つために周囲の者に対して自発的に微笑を向けながら感情領域が成

長するのである。しかし、笑い本能と好き嫌いの感情の領域から笑いを喚起する刺激には、驚きや恐怖をもたらす要素が

含まれる。発達的に先行する泣きから派生する。表１は笑いを取る行動・演芸で、笑いによって人生は変わる。そして、笑

いを取る職業も増加している現状、著名なコメディアンを記述した。 

 

表１.笑いを取る行動・演芸と職業とコメディアン 

笑いの行動・演芸 
ギャグ ジョーク ユーモア 小話 アネクドート 喜劇（コメディー） 

狂言 落語 漫才 風刺 ギャグ漫画 コミックソング 

笑いの職業 芸人 漫才師 戯作者 道化師 喜劇俳優 お笑いタレント 

コメディアン 
バスター・ 

キートン 

ハロルド・

ロイド 

ローワン・ 

アトキンソン

マルク

ス兄弟

モンティ・  

パイソン 

チャールズ・    

チャップリン 

 

既存の笑いの関連資料情報を収集して、調査との規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す事

実を明らかにしたい。笑いと免疫力に関して、 「笑い」の定義、「笑い」の細胞および笑いの免疫力について調査し、その

関連性を纏めたのである。さらに、東洋医学の五行説から.笑い(火性）と五臓色体モデル、笑いと人体および笑いと食物と

の関係を纏めたのである。笑いの関連資料に関する報告は、これまで少ない現状である。住民発達史や環境変遷史との

関わりで、笑いがどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 

調査団は、さらに、大阪府東大阪市、河内国一之宮の太古聖域、枚岡神社のお笑い神事と健康について比較検討を

行った。その結果、筆者らは、東洋医学と西洋医学の立場から実態を考察した。 

今後の研究課題として、神社の氏子に関連する保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調

査であつたため、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を

整理した。国際化時代に人類社会に相応すべく、神社のお笑い神事と健康について内容を纏めることができた。 
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2.枚岡神社の由緒 

 枚岡神社の創祀は初代神武天皇が大和橿原の地で即位された皇紀前三年と伝えられている。神武天皇が東征された

際、天児屋根命（あめのこやねのみこと）と比売御神（ひめみかみ）の二神を本殿の背後にそびえる神津岳（霊地神津嶽）

に祭ったのが枚岡神社の始まりといわれている。その後孝徳天皇白雉元年（６５０）に中臣氏である平岡連等により現在の

場所に奉遷された。 

 二神は７６８年、奈良・春日大社に分祀されたことから「元春日」と呼ばれ、その後、経津主命（ふつぬしのみこと）、武甕

槌命（たけみかづちのみこと）の二神が増祀され、現在の形の四殿となった。また、延喜式神名帳では、名神大社に列せ

られ、中世には一宮制度の成立で河内国一之宮となり、その後勅使参向のもとにお祭りが行われ、また随時、祈雨、祈病

平癒、の奉幣にあずかる等優遇を受け、寛治５年に堀河天皇が参拝されるなど、勅旨により創始されたことにより朝廷から

特別な尊崇を受けた。明治４年（１８７１）には官幣大社に列せられた。 

 

3.枚岡神社の神事 

 枚岡神社の神事には普通神事として、「節分」「平国祭」「灯明祭」「秋郷祭」「大祓」などが行われているが、特殊神事と

して、「粥占神事（かゆうらしんじ）」と「注連縄掛神事」通称「お笑い神事」が行われている。 

 粥占神事は毎年１月１１日に行われている。火 （ひきり）杵臼で熾した火で小豆粥を大釜で炊き、そこに篠竹５３本を縄

で縛って釜に入れ、竹に詰まった小豆粥の量により、お米以下、雑穀、芋、瓜、綿に至るまでの農作物の出来を占う神事

である。また燠火（おきび）上に樫の小木１２本を順番に並べ、その焦げ具合により一年の天候も占う。終了後、境内では

神事で炊かれた小豆粥が参拝者に振る舞われる。無病息災の霊験があらたかと言われている。この神事は大阪府無形民

俗文化財に指定されている。 

 注連縄掛神事、通称お笑い神事は毎年１２月２５日に行われている。氏子総代によって作られた注連縄を夏見川前の注

連柱に掛け、その注連縄を仰ぎ宮司をはじめ、神職、氏子総代、参列者が宮司の「アッハッハ」の笑いに続いて大きな声

で笑い、これを三度行うという天の岩戸開きの神話を髣髴させる神事であり、別名「お笑い神事」とも呼ばれている。天照

大神が天の岩戸に隠れた際、天児屋根命が祝詞をあげ、天鈿女命（あめのうずめのみこと）が踊り、神々が笑って大神を

誘い出し、岩戸を開かせた神話にちなんでいる。 

 

   

写真 1.枚岡神社鳥居 写真 2.宮司様と学会員 写真 3.禰宜様と学会員．  写真 4.注連縄掛準備 
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写真 5.枚岡神社本殿 写真 6.お笑い神事呼び 写真 7.参列者のお笑い 写真 8.お笑いプラカード 

 
 現在では「三度の笑い」に続いて、宮司のお話の後、太鼓の合図と宮司のかけ声に合わせて、全員で２０分間、大声で

笑う形式になっている。今や約１５００人近くの人々が訪れる人気行事である。まさに現代人の心の岩戸を開く行事であり、

枚岡神社は神気に充ち満ちた太古の聖域であり、元気快復の古社に相応しい催しである。笑い（わらい）とは、楽しかった

り、嬉しかったりなどを表現する感情表出行動の一つである。 

全く自発的な場合もあるが、他人の行動に対して、「笑う」という表現を通して、自分の意思を伝えることにも使われる。

周りにつられて笑うというような現象もあるが、公式の場や話題によっては失礼・不謹慎とされることも多い。また、人をどう

にかして笑わそうとする行為もあり、一般に「笑いを取る」などと呼ばれる。職業的にこれを行うことを「お笑い」、そのプロフ

ェッショナルを「お笑い芸人」などと呼ぶ。一般に同じ相手に対して、怒らせるのは簡単でも、笑いを取ることは非常に難し

いことである。表 3-１は、笑いに関する表現である。表 3-2 は笑いについての名言・格言・四字熟語である。 

 

表 3-１.笑いに関する表現 

笑顔 爆笑、大爆笑 苦笑 失笑 冷笑 

照れ笑い 微笑 愛想笑い 空笑 嘲笑 

 

表 3-2.笑いの名言・格言・四字熟語 

破顔一笑 呵々大笑 抱腹絶倒 目屎鼻屎を笑う 

一笑を買う 笑壺に入る 笑みの中の刀 樽抜き渋柿を笑う 

一笑に付す 笑中に刀あり 痘痕も靨(笑窪) 来年のことを言うと鬼が笑う 

笑いを噛み殺す 笑う門には福来る 笑い三年泣き三月 怒れる拳笑面に当たらず 

 

4.笑いと免疫力 

4-1.「笑い」の定義 

 「笑うと免疫力が上がる」とは、最初に調べたのは、「笑い」とは何かと考えることである。笑いとは、筋肉運動と言えるだろ

うか。「笑い」の定義は、イメージが個々人で違っているさまざまである。笑顔とは、陽性の感情に伴って表情が特有の緊

張時である。同時に特有の発声（笑い声）を伴うことである。笑いの形成とは、「発声」・「感情」・「表情の変化」・という３要素

である。３要素の一つでも欠けていると、偽の「笑い」になる（表 4-1）。 
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表 4-1.笑いの３要素 

感情 表情の変化 発声 

心に響かせる 明るいセンス 元気な態度と声 

 
  まず感情を持つための脳細胞は 38 億年間歴史の発達がある。また「表情の変化」を作り出すのに、微妙な筋

肉の発達と統合が筋肉や脳の連携が必要である。音声によって「笑い」を表現するために、声帯等が発達し、声

帯をコントロールできる脳の発達が必要である。ゆえに、人間の脳や声帯でないと、「笑い」は人間特有なもの

で表現できない。体内どのような生理的変化が起きるのか？ 
 

4-2.「笑い」の細胞 

笑うことにより、脳内の末梢血管系が広がるため、血流が良くなり、末梢まで十分な酸素や栄養分が行き渡るシステムを

構成している現象である。その結果、新陳代謝が活発になり、老化や病気を防ぎ、体の悪いところを治癒しようとする免疫

細胞が増加する。一方、ストレスや疲労が続くと血管は縮んで細くなり、新陳代謝は悪くなる。このような状態では免疫力

が低下していくから病気になりやすい。つまり、免疫力は心の持ちようで強くも弱くもなる神秘的なエネルギーである。 

 明るく愉快な気分や前向きやプラス志向で生きようとすれば、病気と闘う力も向上してくる。その意味で笑いはとても大切

なものである。ただ「笑い」とひと口で言っても、心の底から楽しく笑うことと、無理に作り笑いをするものなどもある。笑いは

分類上三つに分けることができる（表４-2）。すなわち、快の笑い・社交上の笑い・緊張緩和の笑いである。 

 

表４-2.笑いの分類 

快の笑い 本能充足 優越感 意味を取り違えたりするときの笑い 

社交上の笑い 挨拶 つくられ笑い つくり笑い 防衛や攻撃のための笑い 

緊張緩和の笑い 緊張がゆるんだ時の笑い    

 

快の笑い・社交上の笑い・緊張緩和の笑いなどがあるが、笑っているうちに、気分も楽しくなり前向きな気持ちになってくる

こともある。面白くなくても笑った表情を作ることで免疫力が向上してくる笑いは、表 4-3 のとおりである。 

 

表 4-3.笑いの種類 

含み笑い 作り笑い 思い出し笑い 追従笑い 

薄ら笑い 苦笑い 独り笑い 貰い笑い 

せせら笑い 馬鹿笑い 高笑い 誘い笑い 

 

人間の笑うと身体の免疫力がアップする潜在意識のエネルギーは、人によって異なる現象である。それは、笑うと NK 細

胞の活性化につながるからである。 さらに、笑うと生命活動を維持するために必要な神経があるからである。それは、主

に内蔵器官の働きを私たちの意識とは、無関係に調節・統制・制御する自律神経に変化をもたらしているからである。そ

の変化によって、身体中の様々な器官に刺激が与えられる。この時、笑いによる脳への刺激は、神経ペプチドという免疫

機能活性化ホルモンの分泌を促している。このホルモンの影響で NK 細胞は、たちまち活性化される。さらに強力な戦士と 

してガン細胞などを攻撃する作用がある。作り笑顔の場合でも、NK 細胞の働きが活発になるので、とにかく笑うことである。 

「休養」には「休む」と「養う」の２つの意味がありため、ストレスに負けないためには「適切な休養」と「積極的休養」が大切で
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ある。 

 

4-3.免疫力 

免疫とは、一言で「疫病（病気)を免れる」ことで、「自分と違う異物」を攻撃し、排除しようとする人間の体の防御システム。

動物にもこのシステムがある。たとえばウイルスや細菌など病気の原因になる微生物（＝病原体）が体内に侵入したときも、

体は「自分とは違うものが入り込んだ」と判断し、排除しようとする。すなわち、特定のもの（はしかのウイルス）などに対して

は、細胞が「これははしかのウイルス」と覚えます。２度目にはしかウイルスが入ってきたときは、記憶していた細胞が「はし

かウイルスだけに反応する対抗物質（抗体：こうたい）」をたくさん作り、撃退します。一度かかれば２度はかからない病気が

あるのは、このためです。予防接種もこの免疫システムの利用があるからである。病気の原因となるウイルスの毒性を弱め、

活動しないように処理して体内に入れ、抗体をつくりだす。表 4-4 は免疫力の種類を表示した。 

 

表 4-4. 免疫力の種類 

免疫は自然治癒力の主役 加齢と共に免疫機能は崩れる 免疫細胞は頼もしい戦士たち 免疫の仕組み 

免疫力を高める(調整する)

ために 

免疫は体内システム全体に関

っている 

免疫バランスが崩壊すると病気

になる 

 

 

免疫系は、「非自己」であるガン細胞のような「自己」の細胞の変質したものまで攻撃することが判っている。免疫系は自己

以外のものを排除するシステムなので、免疫細胞はガン細胞のような自己細胞を、自己の一部とみなして攻撃しないと言

う説がある 

 (1)「自己(自分自身の本来の細胞など)」と「非自己(抗原=異物・自分の体の外から入ってきた細菌やウイルスなど)」を区

別し、「非自己」を攻撃・殺傷・排除することと、 

(2)ときには生命そのものを脅かす変質した「自己(ガン細胞など)」を攻撃・殺傷・排除して「疫病（病気)を免れる」働きのこと

で、このような働きを免疫力という。 

わたしたちの体内では自己と非自己のもの、そして変質した自己を区別することで、自己の体を自ら守っています。この様

な免疫のしくみを司っているのが、白血球のマクロファージ・リンパ球・顆粒球などのような免疫細胞や、サイトカイン・抗体

のような免疫物質からなる免疫系と言われるものである。 

この適応プロセスは適応免疫あるいは獲得免疫（あるいは後天性免疫）と呼ばれ、免疫記憶を作り出す。免疫系が異常

を起こすと病気になる場合がある。免疫系の活動性が正常より低いと、免疫不全病が起こり感染の繰り返しや生命を脅か

す感染が起こされる。免疫不全病は、重症複合免疫不全症のような遺伝病の結果であったり、レトロウイルスの感染によっ

て起こされる後天性免疫不全症候群 (AIDS) や医薬品が原因であったりする。反対に自己免疫病は、正常組織に対しあ

たかも外来生物に対するように攻撃を加える、免疫系の活性亢進からもたらされる。先天的に備わる自然免疫と、後天的

に得られる獲得免疫がある。 

免疫力が強いと、風邪やインフルエンザ、生活習慣病、ガンなどを予防することにつながる。この免疫力を高めるには、

運動、睡眠およびストレスをためないなど生活のしかたが重要である。特に、食生活の改善とストレスをためないことがキ－ 

ポイントである。「免疫力を高める」には、次の二通りがある。①免疫バランスを整えることである。②免疫力を上げることで

ある。体外から進入・体内で発生した異物への攻撃方法は２つに分類できる（表 4-4）。先天的に備わる自然免疫と、後天

的に得られる獲得免疫がある。機構としては細胞性免疫と体液性免疫の二つが働く。免疫は、抗体が主役になる免疫と、

免疫を担う細胞が中心になる免疫の 2 つに分かれる。抗体が主役になる免疫は液性免疫、免疫を担う細胞や物質が中心
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になる免疫は細胞性免疫と言われる。免疫は一部のリンパ球の記憶と言われる。 

 

表 4-4.異物への攻撃方法 

直接攻撃 異物に免疫細胞

による直接攻撃 

マクロファージ 顆粒球(主に好中球) リンパ球(T/キラー細胞 

間接攻撃 異物に対して作ら

れる免疫物質 

サイトカインや抗体

などによる攻撃 

NK/ナチュラルキラー

細胞 

抗体(免疫グロブリン) 

 

◎免疫系に関する基本的な重要点は、過剰反応や健康な細胞の攻撃をして消耗できないように、迅速かつ有効的に反

応することである。また、免疫系のバランス適応力を高めることが重要である。そのためには、つぎの３点を考察する。 

①如何にして、外敵に対して迅速に反応できるよう促すかである。 

②如何にして、外敵を特徴づけ認識できるように標識となれるかである。 

③如何にして、排除した外敵を再確認し、再度の侵入者か否かの目標を定めるかで役割がある。 

◎免疫力のバランスが崩れると、さまざまな弊害は、次の４点である。 

①自己細胞の変質として、代表的なものにガンである。死亡率が第一位。 

②生活習慣病として、代表的なものに糖尿病などがある。 

③誤爆(自己免疫疾患)として、味方の細胞を“敵”と誤認すれば・・・。 

④自分自身の細胞が、破壊され、慢性的な炎症を惹き起こし安いことがある。 

 

5.東洋医学の五行説 

5-1.笑い(火性）と五臓色体モデル 

感覚器官（五官）とは、人間の「からだ」と「こころ」である。人間の外界との接触は、感覚器官で、個人の内側と外側を隔

てるものは感覚である媒体は感覚器官である。空気でも皮膚でも内臓でもない。笑いに関する舌…五行の火性に属し、心

臓と小腸に支配される。舌が赤や紫になったら、心臓病の予備軍であると疑うことである。黄色や苔色になったら、飲食を

節制して欲しいという、小腸病の危険信号であると注意することである。 

自発的に出る「笑い」ももちろんあるが、たいていは「笑う」ことを通じて相手に好意的な感情を伝えるのが主である。しか

し、相手を「嘲笑う」「鼻で笑う」ような、挑発的な態度をとるときも「笑い」が使われるときがある。一般的に、相手を故意的に

怒らすことは簡単でも、故意的に笑わせることは難しい。笑いとは、喜怒哀楽の「喜」と「楽」、およびナンセンスや滑稽への

可笑しさや皮肉などの意を表す感情表現の一つである。自発的に出るものと故意的なものがあり、よく顔に表れる。笑った

顔、ニコニコした顔を笑顔と呼ぶのである。生理的な効果として、笑いによって自律神経の頻繁な切り替えが起こる。この

結果、交感神経と副交感神経のバランスの状態が代り、副交感神経が優位の状態になる。副交感神経は、安らぎ・安心を

感じた状態のときに優位で、副交感神経が優位な状態が続くとストレスが解消される。五臓の色体において、表 5-1 は五

臓色体の五行。表 5-2 は五臓色体の火性の 16 項目。表 5-3 は五臓色体モデルの要訳である。 
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①五臓の心臓と②五腑の小臓は、感覚器官の元にある臓器である心臓・腸（火性）である。心臓は血液を送るポンプの役

割をする陰の臓器で、全ての組織にエネルギーを与える使命がある。小腸は主に栄養分を吸収する臓器である。心臓と

小腸の関係は血液の循環と栄養素の吸収という密接なコンタクトがあるから闘争心、自衛を司る役割がある。 

③五行の火と④五根・五官は、五行の火性に属し、舌の色と内臓の関係は心臓と小腸に支配される。舌が赤や紫になっ

たら、心臓病の危険信号である。すなわち、心臓＝九紫火星＝色は赤、紫である。黄色や苔色になったら、飲食を節制し

て欲しいとなったら、小腸の危険信号である。すなわち、小腸＝体の中心部分の内臓＝土性＝黄色、土色である 

⑤五主・五体の血脈は、身体を構成する部分の総体である。五主とは皮毛（ひもう）、肌肉（きにく）、筋（きん）、血脈（けつ

みゃく）、骨髄（こつずい） の５部位である。五臓から栄養を補給する感覚器である。血脈とは、身体の血管に血が流れる

のにたとえて，その持続性と同一性をあらわすものである。 

⑥五味の味覚は、心体質には食べ物の味や好みも、ほろ苦い食品を好む傾向がある。しかし、苦味を採り過ぎるのは心

臓・血液・骨に害がある。心臓病人の好む食味は五味の苦である。苦の働きは、心臓のオーバーヒートを和らげるのも苦

味である。苦味は、炎症を消す・熱を冷やす・血を止める・痛みを鎮める消炎作用があり、湿りを乾かす・体内の不要物を

排泄する働きがあります。苦味が不足すれば、狭心症、心筋梗塞、動悸、息切れ、不整脈などの心臓に負担が大きくなる。

摂りすぎは脾や胃に負担をかけます。辛味と一緒にバランスよくすることである。苦味の食材は、苦温ではふき・よもぎ・た

らの芽である。苦平ではうど・菊花・ぎんなん・春菊・レタスである。苦寒ではにがり・お茶・コーヒー・ビール・たけのこ・ごぼ

う・苦瓜・鯉胆・アロエ・たかな・ ほうれん草である。 

⑧五香の焦は、口臭体臭を診るには焦げ臭い苛立ち・焦り・イライラ・不快な感覚・汗臭い・不安感・じりじり、そわそわであ

る。臭いは体臭にもその人の体質、病気などが現れる焦心の支配を受ける。 

⑨五悪の熱は、きらう外味の性状である。 
⑩五感の喜・笑は、頂天になって大声で笑うことは、気が緩み心臓の力を弱める。そのために、度が過ぎた笑い事は禁物

である。それは健康的であるが、長時間も訓練すれば肉体的には心臓とつながりがあるため神の子である人間は理性をも

って活動すべきである。長時間によく笑ったり独り言を言ったりすると心臓に弱点が起こる可能性があるため 2０分程度に。 

五志の感情：嗅覚・聴覚・味覚・発声の感情は感覚器官の受け取る情報も五行に分類できる。五行の色は赤（火性＝心）

である。体質や病気の傾向の分類は、人間の心（感情）にどういう影響をするのか。私たちが感じる気持ちの持ち方、思考

にも体質と内臓が密接に関係していて、それも全て五行に分類できる。 

ここで、心の想念体には表面意識(約 10％)と潜在意識(約 90％)に分類できる。一方、心の想念は、自動車と比較すれ

ば、第１段階では、我々は生まれた時は、「ガソリン」のような本能がある。第２段階では、成長するに従って「アクセル」のよ

表 5-1.五臓色体の五行 表 5-2.五臓色体の 16 項目 表 5-3.五臓色体モデルの要訳 
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うな感情（好き嫌い）の On あるいは Off の作用が生じるのである。第３段階では、さらに成長すると学業や多くの情報の入

力によって「ハンドル」のような知慧や智慧が成長するのである。第４段階では、「ブレ－キ」のような理性のように道理が判

断できるのである。心の自動では、第 1 に入力装置、第 2 に情報システム装置(制御装置・記憶装置・演算装置)、第３に出

力装置、第４に帰還装置 (feedback) 側に戻す操作装置に類似している。 

⑪五液の汗は、五液の心臓の鼓動が早くなり、血圧が上昇すると汗（火性）を調節する。 

⑬五労の視は、過労が五労の傷害を与え、分泌液は五液の汗になる。 

⑭五色の赤は、赤い皮膚になる。 

⑮五声の声(言う)は、声が大きくはっきりとして余韻があると、腹が座り充実していて運勢も安定する。声が弱く語尾が消え

ると運勢にも影響する。何も大きな声を出さなくとも、明瞭でよく響く声であれば、体力も運勢も良好である。病的な声は内

臓の度合いが感知できる機能がある。初対面者の声の判断によって、電話の声質から器が理解できる。  

五声の音声というのは振動、波動を内臓に与えるので、かなりの影響がある。うまく声の出ない人は発声練習をすると内

臓の働きもよくなる。空手道の気合が技術に関係があるので声と体は影響する。たとえば、新鮮な空気の中で「あいうえお

…」・『アカナハ・・・・』の発声練習は最高のエネルギ-になるでしょう。それらの原理は次式のように分類できる。 

波動力学において、横波は 振動方向と進行方向が直交で、縦波は振動方向と進行方向が同じである。 

◎波形の公式 y=A sin (ωt - kx)   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1） 

◎振動数を f (Hz)、周期を T (s) とすると f =1/ T    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

振動数 f (Hz)、波長 λ (m) のときの波の速さ v (m/s)v=fλ={1/ T}・・・・・・・・・・（3） 

音の場合の方程式 

◎うなり振動数 Ⅰf=Ⅰf_1-f_2}・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4） 

◎弦、両閉、両開気柱の振動モード λn={2l/ n}・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5） 

◎片開気柱の振動モードλn=4l / （2n-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6） 

◎弦の振動周波数 f α√（F/ρ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7） 

五声の法則から言うと、同じ病人であっても、肝臓病で寝ている人は大きな声を出してはいけないが、肺病や腎臓病の場

合は少し声がはっきり通るような練習をしたほうが、病気の軽減につながることになります。 

◎運動エネルギーと速度の基本式 

運動エネルギー E＝（1/2）ｍV2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（8） 

ここで、物体の質量 m と速度 V であり、運動エネルギーは速度の 2 乗に比例する。 
◎質量とエネルギーの等価性で言うと相対性理論の基本式  
量子エネルギー (E) = 質量 (m) × 光速度 (c) の 2 乗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（9） 

量子力学の言葉で言うと、 光のエネルギー（E）は、(m と c の 2 乗に比例する。 

◎電磁波という波の光が、「光電効果」という現象の光のエネルギー 

光エネルギー振動数（ν） × プランク定数（ｈ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10） 

νに、ｈを掛けた粒子のように振る舞うということで提唱されて発見された。 

◎熱力学系の絶対温度を T とすると、ボルツマン定数 k によって 

熱エネルギー（E） = kT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11） 

が定義され、これは大まかに言うと系中のミクロな粒子によって運ばれる典型的な熱エネルギーである。 

⑯五病の噫は、出す声の気が病むと起こす症状は噫（げっぷ）である。病変の発現は五変の憂でもあ

る。憂の働きとは、①自分の思うようにならない。②ある状態をいとわしく、不愉快に思うさま・わずらわしい・気が進まない。
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③つらい・冷たい・悩ましい・せつない・心苦しいである。 

 
5-2.笑いと人体 

五志には笑に関連し、感情の所属。怒るは肝病になり、甚だ怒る時は肝を傷るため用心することである。 
五行には火に関連し、五臓には心臓に関連し、五腑には小腸に関連し 五官には舌に関連し、心臓が悪ければ心

臓を治すため栄養を補充して治すことである。 
笑いと人体については、Fig.1～Fig.5 である。笑いに関連する心臓を図示した。 

◎五体には血脈に関連し、五支には毛(面色）に関連し、精気の発すること、 
◎五色には赤に属にし、病人の皮色を診て診病を検査する。赤は心臓が悪いから管理することである。 
◎五香には焦に属にし、病人の口臭体臭を検査して直すことである。 
◎五変には憂に属にし、五臓の病変の発見に役立つのである。 
◎五声には言に属し、病人の出す声によって病気の症状が発見できる。 

 
    

Fig.1.笑いは眼相の心臓 Fig.2.五臓の心臓 Fig.3.耳相の心臓 Fig.4.手相の心臓 Fig.5.足相の心臓 
 
◎五病には噫（げっぷ：強く感動したり、驚いたりしたときに発する語）、五臓の気が病むと起こす症状である。 
◎五労には視に属し、過労が傷害を与える時に検診できる。 
◎五液には汗に属し、分泌液に関連する。五悪には熱に属し、心臓や小腸に注意することである。 
◎五禁には鹹（トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である）に属するから

 多食してはいけないものである。 
 
5-3.笑いと食物   

五穀には、黍（キビイネ科の一年草で、穀物の 1 種である。日本では五穀の 1 つ）に属する。 

五畜には、羊肉の食用及び薬用となる家畜である。 

五菜には、薤（ラッキョウ：ユリ科の多年草・野菜）に属し、五臓の食用及び薬用となる野菜である。 

五果には、杏（アンズ：中国発祥のデザート）に属し、五臓の食用及び薬用となる果物。 

五味には、苦の 

①痛みや圧迫感で、肉体的に我慢ができない。 

②悩み・せつなさ・悲しさ・後悔などで、心が痛んでつらい。 
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③物や金銭のやりくりが思うようにならない。④過状になれば害となる。 

五宣には、酸に属し、多食しては良いものである。表 5-4 は、五臓関連する飲食生活と肉体調教である。 

 

表 5-4.五臓に関連する飲食生活と肉体調教 

飲食生活 

喫煙をひかえる 適度の飲酒を心がける 飲料水に気をつける 

バランスの良い食事 健康補助食品 ストレスをためない 

質の良い睡眠をとる 充分な休養をとる  

肉体調整 
笑う 爪の運動ともむこと 筋肉を鍛える 

体温を下げない 薬・抗生物質を乱用しない  

 

6.おわりに 

 笑いといっても自己に置き換えた共感の笑いや落語に見られるような人情に触れるような笑いが大切である。昔から「笑

う門には福来る」といわれるように、ムスッとした顔をしているとお互いにいやな気持になるが、笑うことで人間関係が良くな

り、みんなが幸せになれる。思いっきり笑った後は気分もすっきりするなど多くの人は笑顔の効用を実際の体験で分かって

いる。現代医学の研究からは「笑う人には健康来る」である。笑いは副作用のない良薬である。笑いはお金のかからない

一番身近な健康法といえる。人はそれぞれ笑いの質は違うが、笑いを生活の中に取り入れて、心も体も健康になることが

重要である。今後はさらに笑い療法と免疫との関係や笑いと解剖生理学としての特に脳との関係について検討をしていく

予定である。 

体と心が病む原因は。外因と内因に分類できる。外因（外邪）とは、五臓の嫌う外気の五悪である。季節とも関係が深く、

五悪に遭うと、五臓が傷つけられ、病変を招くのである。心（火性）は、傷暑で、暑さにアン・バランスなる時に心害する。外

因は五悪の環境から来るのに対し、内因は生活態度や心の不調和から起こる。ゆえに、生活態度を反省すべきである。そ

の反省は、①運動不足･②睡眠不足・食不量（食の過不足、偏食）である。つぎに、過度の疲労と性のコントロールである。

さらに、日常生活には悲しみや怒りなどの悪感情を持つと、抵抗力を弱める内因となる。 

自分に自信を持つこと(自負心)は、自己愛的な利己、他人を排他する非協調、独善的な優越、異質なものを排斥する

非寛容、自然や社会に対する傍若無人を意味するものではない。 

 人はそれぞれ何がしかの潜在能力を持っているものです。その自分の能力を信じることです。先天的に生まれながらに

持っているものではなく、各人、後天的に学習・訓練・努力の結果習得されたものである。 

 

認識力 観察力 創造力 想像力 知力 体力・精力 学力 徳力 

運動能力 記憶力 暗記力 計算力 企画力 収集力 編集力 速記力 

読解力 表現力 演技力 歌唱力 説得力 展開力 包容力 集中力 

政治力 指導力 統率力 技術力 忍耐力 引率力 決断力 意志力 

腕力 実行力 決定力 経営能力 経済力 交渉力 生活力 透視力 

予知能力 予見力 推進力 判断力 掌握力 持続力 把握力 分析力 

調整力 理解力 構成力 構想力 感化力 継続力 精神力 魅力 
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上記以外にも様々な能力が想像されるが、それらは当然一人の人間にすべて備わっているものではない。複数の能力

を兼ね備えている者もいるが、大概はなんらかのひとつ以上の能力に長けた人々が社会を構成している。これらの能力は

そのほとんどが、他者との比較における優劣ではなく（優劣を気にし過ぎるとストレスになる)、自分が持っている何らかの

能力に、自ら人知れず自信を持つことは、免疫を上げるためにストレスを解消する上で光明の一助となることであろう。  
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別表 五蔵に関する色体
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