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医学的治療と宗教的癒しの多面性と民衆的病気観
― 社会現象学的視点からのアプローチ ―
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序
　今日、医学的治療と宗教的癒しを対比して議論する場合、たいてい近代

医学批判というより広いコンテクストのうちで行なわれる。確かに現代

の医療については様々な問題や欠点が指摘されている。曰く、医学は体ば

かり見て心をないがしろにする、攻撃的治療で体のバランスを破壊する、

治療によってかえって病気を生み出す（医原病）、環境との調和や日常の

養生法を重視しない、等々１）。そしてこうした現代医療の問題点と対照さ

せる形で、宗教的な癒しの特徴、利点がもち出される。曰く、心も含め

てその人の全体を癒す、神を信じているがゆえに病苦を克服したり死を

平静に迎えられる、医者に見放された患者が奇跡的に治癒した、等々２）。

　しかしこのような対比は恣意的で偏っている。現代医学の治療がもつ

最悪の部分と、宗教的な癒しの最良の部分を比較するのは、まったく不
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公平である。さらに医療の実
、 、
態を批判して、宗教的な癒しの理

、 、
念や思

、 、
想

というカテゴリーのまったく異なるものをもち出すことがしばしばある

が、これは奇妙な比較であろう。もちろん両者を思想・観念のレベルで

比較する場合も多い。すなわち、現代の医療の様々な問題は、近代医学

の理論、思考法そのもの――「機械論的」「還元主義的」といった言葉で

形容される――に原因があり、それは私
、 、 、
たちの身体観、病気観や健康観

まで支配しているとし、その非人間性、狭隘さを批判する。そこで何ら

かの宗教の思想を対置して、より人間的な癒しを論じるわけである。

　こうした思想レベルの言説は、近代科学批判一般において広く見られ

るが、この種の対比も実際にはかなり疑わしいところがある。というのも、

そこには医学と宗教の論者が密かに共有するきわめて怪しい前提が潜ん

でいるからである。それは「ある社会や時代に標準的な思想は、そこで

生きる人々によって広く共有されているはずだ、もしくは、その社会の

実生活の中に広く浸透しているはずだ」という前提である。その上で世

界観、自然観、病気観、身体観などを科学や近代医学の概念を使って説

明したり、それに対抗して日本やアジアの宗教思想をもち出す。そのさ

い「日本人は････」とそこに生きる人一般を指したり、「日本では････」

とその地域全体に妥当するかのように語ったりする。だが本論で述べる

ように、このような一般化が妥当だとは思えない。思想、理論のレベル

で行なう比較は、概念的に精緻な議論はできるだろうが、それで現実に

即した説明になるわけではない。私たちが実際にもっている考え方や物

の見方というのは、科学や宗教など様々な観念体系から「影響」は受け

ながらも、それらを包みこむようなきわめて雑多で漠然としたものなの

である。

　また、現実の世界では、医療も宗教も多面的で、単純に比較できない。

例えば、医療というのがどの範囲の活動を指すのかは、答えにくい問題

である。少なくとも医療機関における医師の直接的な処置だけに限定す

ることはできない。公衆衛生や福祉は一般に医療問題として取り上げら

れるし、さらに食生活や運動など、日常的な健康法や養生法も、今日で
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は医学的な知識に基づいていることが多い。同様に、宗教にもいろんな

側面がある。占いやお守り、参拝や祈願、僧侶や神官が行なう祈祷や冠

婚葬祭の儀式など多岐にわたる。医療も宗教もこうした多面的な全体と

して捉えると、理論や思想によってそれを代表させられないことが分か

るだろう。一般的に言って、理論が実践の性格を一義的に決めたり、理

論の特徴が実践のレベルまで一貫しているとは考えにくい。実際には医

療も宗教的癒しも、そうした生活に密着した領域も含めて初めて、その

役割も意味も弊害や問題点も論じられるはずである。したがってこの二

つを比較するに当たっては、近代医学批判のコンテクストから離れ、よ

り慎重で公平な比較を試みるべきであろう。ではどのような仕方で比較

すればよいのか。

　そこで本論では、まず医学的治療と宗教的癒しを公平に比較するため

に、両者が共有し、互いに接点をもつ基盤を確保するところから始めたい。

それは一般の民衆が病いに苦しみ、治癒を願う現実の生活のレベルであ

る。そしてこの現実相を捉えるために、医療人類学者アーサー・クライ

ンマンの「臨床的現実（clinical reality）」という概念を導入する（第１章）。

そして医学的治療と宗教的癒しというこの二つの営みがもつ多面性を明

らかにしつつ、各々が生活全体の中でどのような意味をもち、いかなる

役割を果たすかを論究する（第２章）。最後に、現代の日本の医療におけ

る宗教的癒しの可能性について考える（結び）。

第１章　臨床的現実という基層
　医学的治療と宗教的癒しを対比するさい、通常は理論や思想レベルで

議論がなされる。このようなアプローチは、それぞれの思想の体系的特

徴や歴史的展開を概念的に整理・比較し、詳細で厳密な議論ができるの

で、とりわけ学問的だと見なされ、重要視される。ところが序で述べた

ように、そこには「ある社会や時代に標準的な思想は、そこで生きる人々

によって広く共有されているはずだ、もしくは、その社会の実生活の中

に広く浸透しているはずだ」ということが暗黙のうちに前提されている。
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人々が共有していることと、社会に浸透していることは別の事柄である

が、いずれにせよこの前提は自明ではない。以下で順次検討していこう。

　病気や治療に関する私たちの観念は今日、ヨーロッパ由来の近代医学

の知識体系に強く影響されていると言われる。他方宗教は、仏教なり神

道なり、在来の思想からの影響が大きいとされる。ではそのような場合、

「影響」とはどの程度のことを意味するのか。科学やテクノロジー一般に

言えることだが、それらが私たちの生活に与えてきた影響は確かに計り

知れない。理論にしたがって世界の仕組みを解明し、その知識を応用し

て世界を作り変えてきた。しかしそれが私たちの考え方や物の見方にど

のように作用しているか、簡単には答えられない。少なくとも普通の民

衆が科学的な思考様式をもち、科学的世界観をもっているのが一般的だ

と考えるのは、あまりに素朴であろう。理論を作ったのも技術を開発し

たのも、ごく一部の人だからである。科学とテクノロジーが支配する現

代社会にあっても、一般の人たちはそれを理解している必要はない。テ

レビがなぜ映るのか、その理論的基礎と技術的構造をまったく知らなく

てもテレビは見られるし、テレビを見る行為そのものには科学的世界観

や思考様式は不要なのである。

　確かにテレビや他のメディア、学校教育を通じて科学や技術につい

ての知識は広められている。しかし、それが一般の人の共有する素養に

なっているかどうかは別問題だろう。それどころか大衆教育が望んだ成

果を上げられないのは、ほとんど宿命的でさえある。結局、科学的世界

観や思考様式をきちんと身につけるのは、専門家か知的に同様の傾向を

もった人だけであろう。医学に関して言えば、医療関係者とそうした知

識を教養として身につけている知識人だろう。宗教について言えば、宗

教関係者以外では、一部の学者のようにその思想にかなり親しんでいる

人たちくらいだろう。いずれにせよ、これらの人たちはかなり特殊な部

類の少数派で、主に彼らに当てはまることを、「日本人は････」「現代で

は････」といった形で一般化するのは無理があろう。しかも、医学にせ

よ宗教にせよ、こうした思想や理論の体現者ですら、生活全体がそれで
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一貫しているとは限らない。頭で考えていること、口で言っていること、

知識としてもっていること、実際にやっていることが、生活の様々な場

面で一貫していないというのは、ごくありふれたことである。例えば、

唯物論的な世界観のうちで生きていて、一般論としては魂や来世の存在

など信じていない科学者が、両親など肉親が死んだ後、故人の魂の平安

を祈ったからといって、それが特別珍しいとか不可解というわけではな

いだろう。また、宗教者が信徒に対してお金や社会的地位など、自分の

利害や欲望に束縛されないよう説いておきながら、当の本人がこうした

世俗的なことに人一倍執着するなどというのは、昔からありふれたこと

だったにちがいない。このように、科学（医学）にせよ宗教にせよ、標

準的な知識体系を私たちの大多数が共有しているという前提は通常成り

立たないし、それを身につけている人ですら、生活の全体にわたってそ

れで一貫しているということは稀であろう。

　ではそうした知識体系が、社会に広く浸透しているという前提のほう

はどうか。これも一概には言えないか、特に医学や宗教の場合、しばし

ば当てはまらない。そもそも医学は、物理学や化学のような典型的な自

然科学とは異なり、理論的なレベルに限定したり、学問として自己完結

できず、人々の生活へ開かれている３）。序で述べたように、それ自身多

面的で、公衆衛生、食習慣、健康法などに関わっている。こうした様々

な領域で医学がすみずみまで浸透して、専制的・一方的な支配をするか

のように語られることが多い４）。しかしどの社会であっても、そこで生

きる人は、どれほど平凡素朴であろうと、たんに受動的に操られる人形

ではない。専門的知識がかなりの影響を及ぼすことは十分ありうるが、

衛生観念や食習慣、健康法については、その文化の民衆特有の考え方や

感じ方に深く根ざしている５）。それは概念的に明示しにくく、啓蒙主義

的な意味で合理的とは言えないが、それなりの合理性をもち、人々の行

動を方向づけている６）。

　そのような生活に密着したレベルでは、医学的な知識や実践は、むし

ろこの民衆の考え方、感じ方のほうに接近し、それを正当化し、補強す
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る役割を担うこともある７）。こうした民衆文化によって強く規定される

のは、食習慣や健康法のような、病院外の実践的・慣習的な医療の領域

だけではない。医学はその本質において病気と健康、正常と異常につい

ての判断を含むが、この尺度は文化の違いを越えた普遍性をもつわけで

はない。このことは、医療のあり方、医師の治療や患者に対する態度、

病気や健康に関する考え方や基準が、本家本元の欧米ですら、国によっ

て大きく異なることからも分かる８）。

　同様のことは宗教の伝播についてより顕著に当てはまる。歴史的に見

ても、キリスト教にせよ仏教にせよ、伝播した先でその土地の文化に特

有の変容を被ってきた。こうしたことから分かるように、どんな知識体

系でも、民衆文化と接近して初めて、その地域に根づくことができる。

その場合民衆的の考え方に医学や宗教は影響を与えるだろうが、支配し

たり根本から変えたりすることは通常不可能である。クラインマンも言

うように、民衆の考え方や感じ方は、伝統的なものと近代的なもの、そ

の他様々な観念体系が混合されており、公的な一般観念からズレており、

社会階層によって大きく異なることが多い９）。したがってそれは漠然と

して潜在的には様々な矛盾を含んでおり、一貫性に欠けるが、その一方

で矛盾に寛容で柔軟に変化しつつ、民衆の行動や判断を方向づける 10）。

結局、このような民衆の考え方と医学や宗教の専門的な考え方との妥協

点・交流点が、実生活の上で民衆がもつ病気や健康、治療に関する観念

の成立基盤になると考えられる。クラインマンの「臨床的現実」は、ま

さにこうした基盤として捉えることができよう 11）。

　だがこのように漠然としたものに、実際にはいかにしてアプローチす

ればいいのか。ここで重要なのは、明確な知識体系をもっている治療者

の視点からではなく、患者の側から、すなわち患者の態度や行動、そし

て治療者（医師や宗教者）と患者のコミュニケーションの場から考察す

ることである。そこで問われるべきは、理論的にどのような説明が可
、
能
、

か
、
ではなく、現

、 、 、
実にどのようなことが語られ、行なわれるかである。こ

の臨床的現実のレベルでは、近代医学、伝統医学、民間療法、宗教的治
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療など異なる医療システムの対立・矛盾は、主として治療者の側、もし

くは知識体系の間に起こることであろう。他方、患者にとってそうした

対立は、可能な癒しの選択肢にすぎず、その人の生活の中での位置づけ、

役割が違っているにすぎない。以下、このような臨床的現実において、

医学的治療と宗教的癒しの特色を考察していくことにする。

第２章　臨床的現実における病気観と治療原理
１）医学的治療の場合 ～ 身体の異常としての病い

　近代医学の病気観の主要な特徴の一つに、特定病因論が挙げられる。

特定病因論とは、簡単に言えば、「特定の疾患には特定の原因があり、し

たがってその原因を取り除くことが治療になる」というものである。こ

れは一方で医学の発達に貢献したが、今日ではしばしば批判にさらされ

ており、そこからさらに次のような批判がなされる――近代医療はこの

限られた原因（agent）だけを見て、それ以外のより広い原因、生活のあ

り方全体や体全体のバランス、環境要因を考慮しない 12）。そしてこの特

定の原因を除去すべく、治療が攻撃的になりやすく、自然治癒力を軽視

している、などと言われる。それに対して民間医療や伝統医学は、この

「自然治癒力」と「癒し」をキーワードにして、全体論的・調和的な治療

を標榜してきた 13）。

　こうした批判が多かれ少なかれ当たっているとしても、それはどれく

らい妥当なのか、理論から実践まで貫く近代医療の本質なのかを、先に

述べたような医療の多面性を考慮し、これを検討し直す必要がある。まず、

いわゆる攻撃的治療というのは、外科手術やそれに伴う化学療法には顕

著だが、内科は元来そうではない側面が強かったと考えられる。そもそ

も両者は歴史的な起源からしてまったく異なっており、医師の考え方や

治療方針もかなり異なっている 14）。内科医療では自然治癒や体内の調和

や環境要因の重視する伝統をもち、こうした性格は近代医学にもそれな

りに受け継がれている。思想や理論に限って言っても、ヒポクラテスの

言葉「病気を治すのは自然であり、医者はそれを手伝うだけだ」は、近
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代医学でも否定されているわけではない。また生理学者キャノン（Walter 

Brandfort Cannon, 1871― 1945）のホメオスタシスや生物学者ベルタラン

フィ（Ludwig von Bertalanffy, 1901― 72）の一般システム理論は、その近

代科学的表現と言えるだろうし、医学にも少なからぬ影響を与えている。

　さらに上述したように、医療を病院内の処置だけに限定せず、公衆衛

生や予防接種、栄養学まで広げて考えれば、近代医学が生活全体のバラ

ンスや環境要因を軽視しているという批判は当たらない。そうした総合

的・社会的な医療システムの中では、病院にいる医者が治療をするのに

体内の病原に焦点を当て、その除去に努めるのは、役割分担としてむし

ろ当然とも言える。

　以上は医学の理論や医者の側の病気観、治療原理であるが、民衆レベ

ルでは、また異なった様相が現われる。そこで臨床的現実における医者

－患者のコミュニケーションに着目しよう。ここで問題となるのは、医

者から患者に病気や治療についてどのような説明をするかという点であ

る。まず、自然治癒や環境要因などの基本的観念がどう捉えられている

かを考えよう。これは仮にこうした用語を使った説明が行なわれなくて

も、例えば医者が患者に「あとはゆっくり休んで下さい」、「しっかり食

べて体力をつければ大丈夫です」と言う場合、手術の後「あとは患者さ

ん次第です」と述べる場合は、実質的に自然治癒に期待しているとも言

える。また「温かくして下さい」、「塩分を控えて下さい」と言ったとすれば、

それは環境要因や食生活なども考慮していることになろう。

　ただしこれは、患者の側が医師の言うことをそのまま素直に受け入れ、

それに従ったと仮定した上での話である。クラインマンが台湾人につい

て述べていることだが、民衆の間には自然治癒という観念はなく、病気

が良くなるのはすべて治療によると考えているという 15）。おそらくこの

ような民衆の考え方は文化によっても異なるだろうが 16）、台湾だけでな

く日本でも他の国でも、しばしば当てはまるように思われる。例えば、

患者が上に述べたような医者の指示に従わずに、いつも通りの不摂生を

続け、薬や注射の即効性に期待することも多いだろうが、その人は結局
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自然治癒など信じていないのかもしれない。

　反対に特定病因論のほうは、むしろ民衆的な発想に淵源しているよう

にも思われる。実際、自分の病気に対して多種多様な要因を挙げられても、

患者はかえって戸惑うにちがいない。それよりは原因を一つ（ないしご

く少数）に限定してもらい、それにだけ対処すればよいというほうが安

心だろう。その点で言えば、主導権を握っているのはむしろ民衆の心性

のほうであって、近代医学はそれに科学的還元主義でもって応答してい

る、と考えることもできる 17）。

　以上のことは、結局ケース・バイ・ケースであって、一般的に言える

ことではない。だがいずれにせよ、近代医療に限らず、医師は患者に対

して理論的な基礎やその症例に関して詳細な説明をしないことが多いと

考えられる。せいぜい不調の原因とどう治療するかを大まかに話すだけ

ではないか。場合によっては特に説明もせず、病名を告げて「この薬を

飲めば治るでしょう」といったことしか言わないかもしれない。そのよ

うな場合、病気の原因や治療の仕組みはあまり問題になっていないと考

えられる。ある病気のさいに、体の中でどのようなことが起きているの

か、ある薬や治療法が体内でいかなる生理学的反応を引き起こすかは詳

しく語られないし、患者ばかりか医者自身もそれを分かっている必要は

ない 18）。結局、臨床的現実において医師と患者の両方にとって重要なのは、

診断が正しいこと、治療に使う薬や方法の効果（副作用も含む）であり、

それによって体内の異常を改善し、症状を和らげることで、それ以上の

ことは理解していなくてもいいだろう。

　病気の診断と治療を主な任務とする医療にとって本質的なのは、この

ような診断や治療が、すべて客観的なレベルで行なわれるということで

あろう。すなわち、客観的な因果関係としての病因と、客観的な出来事

としての症状やその改善こそが重要なのである。そこで患者やその家族

がどう感じているか、病気をどう受け止めているかという主観的な側面

は、原則として問題にならない。もちろんそこで個人性――患者の性別、

年齢、職業、病歴、検査データなど――は問題になるが、その人自身にとっ
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ての病苦という体験の主観性は度外視される。一人の患者は一般的なも

のの一事例としての個人であり、病気は客観的に同定可能な体の異常と

される。したがって近代医療が患者の気持ちや感じていることに対して

無頓着、無神経だという批判は、あながち的外れではないだろう。ただ

しそれは、医療が近代医学に基づいているがゆえに、必然的に患者に冷

淡になるということではない。逆に、客観的には確定できないが患者が

感じている痛みや苦しみを、近代医療の医者が真面目に受け止め、でき

る限りの処置を取ることは十分考えられる。また、ホスピスに代表され

るように、たんに病気の客観的な有無や治療の成否だけではなく、精神

的なケアが重視されることもある。だがそれもまた、理論的に要請され

ることではないだろう。むしろそれは医者として望ましい行動規範や倫

理、もしくは看護のあり方に属することであろう。そしてこの点で言えば、

伝統医学をはじめあらゆる代替医療も、人間の体の治療を目指している

限り、近代医療と基本的には変わらないと考えられる。

２）宗教的癒しの場合 ～ 人格全体の苦しみとしての病い

　宗教的癒しの主な特徴として一般に挙げられるのは、おそらく次の二

つであろう。まず、治すべき“病い”が個人の特定の身体的異常に限ら

れず、生活全般にわたる様々な不幸や災いを含意し、しかもそれがその

人の近親者（特に家族）を巻きこむこともあるということ、もう一つは、

そうした“病い”の原因や治療手段が、超自然的な力の作用によるとさ

れること 19）。ここで言う「超自然的な力」には、神、悪霊、呪術師のよ

うに人格的なものもあれば、カルマや運気のような非人格的なものもあ

る。こうしたものが何らかの理由で――タブーの侵犯による神霊の怒り、

死者や生者の恨み、過去の行為への報い、神が与えた試練など――病原

となってある人（ないし家族）に有害な作用を及ぼし、病気その他の不

幸を引き起こすとされる 20）。そしてその治療は、やはり超自然的な力を

行使することで、この病原を取り除くわけである。

　このような宗教的癒しについて、まず病気の症状の除去ないし改善と
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いう狭義の側面から考えてみよう。するとその性格として、特定病因論

への立脚と自然治癒力の否定という、近代医学批判でしばしば登場する

特徴が浮かび上がってくる。すなわち、宗教的治療が必要な“病い”は

原則として何か特定の限られた原因によると考えられている。いろいろ

な原因の偶然的な絡み合いによってそれが起こるという意識は薄く、そ

こに何らかの明確な必然性を見出そうとする 21）。しかもある人やその家

族にまったく種類の異なる様々な不幸が度重なって起きた時でも、それ

は神霊の怒りや過去の所業の罰など、何か一つの原因によると考えるこ

とが多い 22）。したがって宗教的治療は、医学的治療よりもさらに極端な

特定病因論をもち、その意味でより還元主義的であると言える。

　また治療に関しても、その人の生命力によって自然に回復するとは考

えられておらず、治療者による処置（祈祷、悪霊払い、儀礼的治療、薬

の処方など）や患者の特別な努力など、人為的な働きかけによってのみ

治癒するとされる 23）。宗教的治療を自然治癒とする捉え方があるが 24）、

これは近代医学的処置だけを人為とし、それをしていないのに治ったと

いうことにすぎない。しかし臨床的現実における治療者と患者の意識か

らすれば、このような議論は成り立たない。そこでは超自然的力による

宗教的治療は明らかに人為とされており、しかもそれ以外に回復の原因

は想定しないことが多い 25）。

　もっとも、宗教的病気観や治療観について、こうした超自然的側面に

あまり目を奪われてはならない。臨床的現実のレベルでは、それはむし

ろ二次的であるように思われる。すでにクラインマンが述べているよう

に、治療儀礼では用いられる思想も用語も、一般の人には理解されない

ことが多く、治療者自身すら分かっていないことも少なくない 26）。この

ように医学的治療の場合と同様、病気の原因や治療の原理についての観

念は、必ずしも明示されておらず、その場合、治療者と患者が共有する

ものはかなり少ないか、あまり問題にならないと考えられる 27）。したがっ

てこのレベルで見れば、物理化学的な医学的治療と超自然的な宗教的治

療というよく知られた一見自明な対比は、何ら本質的なものではない。
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医師も宗教的治療者も、ともに権威のある存在として、一般の人を超え

た特別な知識や技能をもっていると期待されているが、それだけに彼ら

の知識や技能を支える観念・思想も、民衆とはあまり共有されていないか、

問題にならないと考えられる。また、民衆が臨床的現実において、医学

的治療と宗教的治療という思想・観念としてはまったく異質な体系の間

を行き来したり、そうした相反するものを抱えこんだりして混乱に陥っ

ているとは思えない。先に述べたように、臨床的現実はずっと漠然とし

ており、そのぶん柔軟で矛盾に寛容なのである。

　しかし、医学的治療とは明確に対比しうる宗教的癒しに特有の次元を

考えた場合、重要なのは病気の原因や治療よりも、最初に挙げた生活全

般の不幸としての“病い”という観念であろう。先に述べたように、医

学的治療において病気は、患者がそれをどのように感じていようと、治

すべき異常である。そこでは客観的な因果関係や状態が問題となる。け

れども私たちは、病気だからといって不幸なわけではない。確かに病気

そのものは不快で望ましくない状態であろうが、それをどう感じ、いか

に受け止め、対処するかは個人的で主観的な問題なのである。そこで言

う“病い”とは、体の異常というより、第一次的には人格の苦しみであ

る。だからそれは、その人に自分の生き方について見つめ直す機会にな

るかもしれない。あるいはそれは、人間関係の葛藤を表面化させ、場合

によってはその解決の糸口を与えることもあろう。また、例えば子供に

とって病気は、普段は厳しい母親に優しくしてもらい、存分に甘えるこ

とのできる貴重な時間になったりする。他方、とりわけ自分が病気になっ

たことが受け入れられない場合には、自分の境遇が理不尽に感じられ、「な

ぜ私が？」と理由を問わずにはいられなくなる。その時医学的治療では

対処できない宗教的癒しに特有の次元が開かれる。そしてこの主観性ゆ

えに、家族のような自分以外の近親者が不幸に見舞われ時、「なぜ私たち

が？」という疑問が湧いてきて、同じように宗教的癒しの対象になるの

である。

　このような疑問は、前近代的な社会だけでなく、近代医学の支配する
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世界でもつねに生じる。そしてそれに対する最終的な解決になりうる

のは、医学的処置ではなく、その人の病気、苦しみの「意味づけ」で

ある 28）。宗教的癒しでは通常この意味づけが、死者や生者の恨み、神霊

の怒り、過去の行為の報い、運勢、神の試練といった説明で与えられる。

そうして不幸は、その人が生きる社会や個人の人生や経験など、より広

い文脈のうちで捉え直される 29）。だから病気その他の異常が元に戻るか

どうかは、宗教的癒しにとって絶対条件ではない。自分が病気であるこ

と、不幸であることに意味を見出し、それを受け入れて積極的に生きら

れれば――それが最終的に死の受容であっても――、それで癒しとして

成立しうるのである 30）。また宗教的癒しの対象になりやすいのが、精神病、

突然の重病、重度の慢性疾患や不治の病、度重なる災いのような特別な

種類であるのも、それらが治りにくくそれゆえに意味づけが切実になる

からである。

　このような点から言っても、超自然的な説明は宗教的癒しにとってそ

れほど本質的なことではないことが分かる。ましてその説明が“診断”

として正しいのかどうかは、さらに瑣末なことであろう。問題はそれが

患者の主観的な苦しみに届くかどうか、つまり患者自身がそれに納得で

きるかどうかである。さもなければ、宗教者の与える意味づけは、患者

本人には関与しない、たんに医学とは違った仕方の客観的な説明にすぎ

ず、それは宗教ではあっても、もはや癒しにはならないだろう。

結び　日本の医療における宗教的癒しの可能性
　いくら医学的治療が進歩しても、人が病み、苦しむ限り、そこに「な

ぜ私が？」という問いが生まれる余地はある。しかしそこに適切な答え

が必ず見つかるという保証はない。それは一つには、先に述べた病いの

体験の主観性と関連している。すなわち、患者が自分の置かれている状

況をどのように受け止め、そこで得られた答えにどの程度満足している

かは、人によって、時と場合によって異なる。だからここでは、原則的

に言って、客観的に有効だと言えるような処方箋を用意することはでき
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ない。また他方でこの問題は、宗教と民衆がその社会の中でどれくらい

接触しているか、どのように関わりあっているかといったことと関係し

ている。したがってキリスト教のようにあまり一般的でない宗教が、今

日の日本社会で宗教としてどのように癒しに広く貢献できるのかは分か

らない。仏教にしても、日本の場合は葬式と墓の管理、死者の供養を主

な任務としており、生きている人の生活上の様々な苦しみを癒す力をど

れだけもっているかは疑問である。一般の人たちの中には、日常的な悩

み事を寺の住職に相談する人はあまりいないだろうし、むしろ宗教家の

間では怪しげで低級だと思われがちな拝み屋、八卦見、占い師などに相

談するほうが普通ではないか。さらに新宗教が盛んなのも、既成宗教の

無力さの傍証と言える。こうした日常の悩みに応じられない仏教が病ん

だ時や死に際に突然人を救えるとは思えない。それに患者のほうを考え

ても、それまで神を信じたり、真剣に宗教に関わったりしてこなかった

人が、「苦しい時の神頼み」として突然宗教に頼っても、どれくらい癒し

が得られるのかは、やはり疑問である。

　そういう意味で、現代の日本の臨床的現実において、宗教がどれくら

い癒しの役を引き受けられるのか、積極的なことを言うのは難しいよう

に思われる。日本人にとってより現実的なのは、家族や近親者の絆かも

しれない。日本では、もともと結婚でも、神への誓いより家族や近親者

による承認を重視してきた。それに日本の仏教の実体は祖先崇拝、すな

わち、世代の連鎖による生の秩序化を基礎とする儒教であって、本来の

仏教からはほど遠い 31）。さらに大貫恵美子によれば、日本では医療の現

場において家族（特に母親や妻など女性）の果たす役割が欧米に比して

大きいという。それは診察や医師とのコミュニケーションにおける家族

の参加、入院患者の家族による看護・付き添い、ガンなどの重病の告知

や安楽死における家族の意思の比重など、多岐にわたる 32）。確かに現代

の日本では、家族関係までも希薄化し流動的になっており、それが今後

も癒しの土台としてどれくらい機能するのかは不明である。しかし家族

というのは、どの社会においても、民衆の生活全体にわたって密着して
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おり、個々人にもっとも切実に関わってくる人間関係である。その意味

で家族は、病いや不幸を生の全体的連関のうちで捉え直し、その人の主

観的な意味づけを満たす上で重要な意味をもつ。むろんだからといって、

家族的な絆が必ず癒しや救いにつながるわけではない。逆にそれが特別

厄介な問題や苦しみを引き起こすことも少なくない。だがいずれにせよ、

医療における宗教的癒しを考える場合、そこに家族やそれに近い身近な

人間関係をどのように位置づけるか、どのように扱うかは、とりわけ日

本の場合、議論の中心に置いて考えるべきではないだろうか 33）。これを

考察するためには、社会的現実や臨床的現実を、それぞれの社会に特有

の文化的要因との関係で、より具体的に分析していかねばならない。
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アンドルー・ワイル（Weil, Andrew）

 『人はなぜ治るのか』（上野圭一訳）日本教文社、1993；Health and Healing, 

Boston / New York: Houghton Mifflin Company, 1998 (1. edition 1983).

注

１） 真壁伍郎「忘れ去られた女神、ヒュギエイア」、『講座　人間と医療を考える

②　宗教学と医療』、230－ 233頁を参照。

２） 日野原重明『現代医学と宗教』、第 1章、第 2章、第 5章を参照。

３） 中川米造は、医学が近代の自然科学的方法に依拠しながら、自然科学的でな

い側面をもつとして、正常と異常の概念、および原因の概念を挙げている。

その点で医学は科学よりも法律や歴史、工学や農学に似ているとする（cf. 中

川米造『講座　人間と医療を考える①　哲学と医療』、2－ 5頁；『医学の不

確実性』、34－ 48頁）。またイリッチは、医学が善と悪、正常と異常、適切

と不適切などの倫理的判断の権威になる点で、法律や宗教に近いとしている

（cf. イヴァン･イリッチ『脱病院化社会』、41f.）。

４） Cf. 佐藤純一「医療原論構築のためのメモ――近代医療のイデオロギーをめ

ぐって」、『講座　人間と医療を考える①　哲学と医療』、123－ 134頁。

５） 大貫恵美子『日本人の病気観』では ､ 医療に関わる日本人の行動や考え方が

多角的に論じられている ｡
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６） クラインマンはこれを「民衆的合理性（popular rationality）」と呼んでいる。

Arthur Kleinman, Patients and Healers in the Context of Culture, p. 110）。

７） 例えば、大貫によれば、何が汚くて、それにどう対処するかという日本人の

日常的な衛生行動は、医学的な言葉を使って一見合理的に説明されながら、

実は旧来のケガレの観念に大きく影響されており、アメリカ人の場合と大き

く違っている（cf. 前掲書、29－ 75）。こうした衛生観念以外にも、食生活や

運動などの健康法なども、科学的・医学的表現を使いながら、実際にはその

文化に特有の価値観や行動様式の表現であることが多いと考えられる。

８） リン・ペイヤー『医療と文化』を参照。この書はフランス、ドイツ、イギリス、

アメリカの医療を比較し、同じ西洋医学が国によっていかに異なっているか、

各国に固有の文化的要因を分析しながら論じたもので、きわめて興味深い考

察に満ちている。

９） Cf. Kleinman, ibid., p. 95, 107, 109, 265.　民俗学者の宮田登によれば、平安時代

後半から末期にかけて仏教の終末観が貴族の間に広まったが、庶民の間まで

は浸透せず、民衆は天変地異には現世的な原因があると信じた。『江戸のはや

り神』ちくま学芸文庫、164頁以下を参照。

10） クラインマンはこれを「民衆的説明モデル（popular explanatory model）」とい

う用語で捉えている。Cf. Kleinman, ibid., p. 109.

11） クラインマンは社会学者のアルフレット･シュッツ、ピーター・バーガー、トー

マス・ルックマンに倣って、社会的・文化的な意味や役割、制度、人間どう

しの相互作用から構成される一方で、これらを構成する現実を「社会的現実

（social reality）と呼んでいる。また個々人はこれを、象徴的意味や自分の行

動を規制する規範、知覚する世界のあり方、他者とのコミュニケーション、

外的環境や人間関係の理解のシステムとして内面化する、とされる（cf. ibid., 

p. 35f.）。こうした社会的現実のうち、健康や病気に関わる側面、特に病気や

臨床的な関係、治療活動に関わる態度や規範が、「臨床的現実」と呼ばれるも

のである（cf. ibid., p. 38）。

12） 佐藤純一、前掲書、126－ 130頁を参照。佐藤はここで特定病因論の原型と

して、コッホの三原則を挙げている――①同じ病気の個体病変部からは、同
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じ菌を発見できる。②その病気のないところには、その菌は存在しない。③

その菌を分離・培養し、その培養菌で個体に元の病気を再現できる。そして

これをより一般化して、現代医学における特定病因論を次のように説明して

いる――①同じ病気には、特定の原因物質の存在（増加）、もしくは欠如（減少）

を証明できる。②その病気のないところには、そのような変化は出現しない。

③その原因物質を分離し、存在（増加）による発症の場合は正常個体に与え

ることで原病が再現でき、欠如（減少）による発症の場合は原病個体に与える

ことで正常に回復できる。

13） 野村一夫「メディア仕掛けの民間医療」、『文化現象としての癒し』、109頁、

および池田光穂「「癒し論」の文化解剖学」、同上、189頁を参照。

14） アンドルー・ワイル『人はなぜ治るのか』、112頁以下を参照。

15） Cf. Kleinman, ibid., p. 329, 333.

16） リン・ペイヤーによれば、同じく近代医学が支配的な国であっても、治療の

一般的傾向には大きな違いがある。例えば、アメリカでは投薬や治療は概し

て過剰で攻撃的だが、イギリスではできるだけ控え目にするが普通であり望

ましいとされる（cf. 『医療と文化』、150－ 169頁）。またフランスやドイツで

は緩慢な治療が大切にされており、病原の除去や攻撃よりも、体質や自然治

癒力の強化を目指す療法が多いと言われる（cf. 同上、65－83頁、108－118頁）。

17） 中川米造は、特定病因論を含む「単一原因論」の一般的な利点を次のように

説明している。すなわちそれは「多元原因論」よりも、思考経済の点で効果

的であり、それによって人々は自分の行動に対してより具体的な指針を得ら

れ、責任の所在を明確にしやすくなる。『医学の不確実性』、45－ 48頁を参照。

18） しばしば近代医療では医師の言うことが患者にとって疎遠で分かりにくいの

に対し、民間医療や伝統医学では治療者と患者が共通の説明モデルをもって

いるとされる（cf. 大貫恵美子『日本人の病気観』、152, 154頁、村岡潔「民間

医療のアナトミー」、『文化現象としての癒し』、49頁。村岡はこれをクライ

ンマンの議論の解説として述べているが、クラインマン自身はこれほど単純

なことは言っていない）。だがある医学の知識体系が患者にとってどの程度な

じみがあるかは、臨床的現実においてはその人の教育や教養にもよるし、今
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日では近代医学的説明のほうが分かりやすいという人は少なくないだろう。

したがって実際に民間医療や伝統医療において、治療者と患者の間のコミュ

ニケーションが、近代医療の場合と比べて特別いいと考える理由はないよ

うに思われる。日本で漢方の理論を一般の人がおおざっぱにでも理解してい

るとは言えないだろうし、クラインマンによれば、台湾ですら中国医学の医

者は（西洋医と同様）、患者が医学のことはほとんど分かっていないと考え、

何か聞かれない限り、病気について何の説明もしない（cf. Kleinman, ibid., p. 

261f.）。さらに、台湾の一般民衆の 90％が伝統的な医学概念である“気”の

意味を知らないとも言われる（cf. Kleinman, ibid., p. 96, 265）。

19） 宗教的治療の中には、これといった病因論、原因に対する説明をもたず、た

だ対処法だけを伝えるものも多い。例えば、古代ギリシアでは重病人はアス

クレピオス神殿へ行って、大広間に横たわり、司祭が歌う聖歌を聞きながら

夜を待ち、守護神が忠告を与えてくれるのを待った（cf. ワイル『人はなぜ治

るのか』、63頁以下）。またシャーマンには、トランス状態で薬の処方を伝え

る者もおり（cf. 同上、212頁）、アメリカの E・ケイシーやブラジルのアリゴー

のような心霊治療師も、これといった説明もなく対処法を教えたり、治療を

行なったりしていた（cf. 同上、233－ 243頁）。

20） このような文脈で「超自然的」という言葉が一般に使われるが、未開社会や

前近代的な社会では、こうした自然－超自然という対立をもたず、言わば神

霊や運気なども含めて自然であるから、これらの契機を「超自然的」と呼ぶ

のは、厳密に言えば間違いであろう。しかしここでは主として現代社会を対

象にしているので、むしろこの言葉を使ったほうが適切であろう。

21） ワイル『人はなぜ治るのか』、210頁を参照。

22） 波平恵美子『病気と治療の文化人類学』、181頁以下を参照。

23） Cf. Kleinman, ibid., p. 329, 333；ワイル、前掲書、210頁。

24） Cf. Kleinman, ibid., p. 329；日野原重明『現代医学と宗教』、121頁以下を参照。

25） 医学的治療を受けながら、同時に宗教的な治療を受けることもある。例えば

台湾では、治療の全般的背景を整えるために行なわれ、その土台がないと医

学的治療も効果が出ないとされる（cf. Kleinman, ibid., p. 88, 196, 227）、アメリ
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カ原住民のナヴァホ族では近代医学で治療した後、それを完結させるために

宗教的治療を受ける（Kleinman, ibid., p. 81）。

26） Cf. Kleinman, ibid., p. 226, 313f.

27） 医学的治療は医者と患者の間で価値観や世界観のずれが大きいのに対して、

伝統医学や宗教的治療では、それらが治療者と患者の間で共有されていると

いう主張がしばしばなされるが（注 18を参照）、おそらくこれは実情に合わ

ない場合も多いと考えられる。そこには、ある文化に長く伝わってきたもの

はそこに生きる人に広く共有されているはずだという先入観があり、文化の

多層性、多面性を考慮していない。第 1章でも述べたように、医師にしても

宗教者にしても、その世界観や価値観が民衆のそれと類似しているとは言い

がたい。また祈願や占い、奇跡や霊力による治療では、そもそも病因論や治

療原理は問題にならないことも多いと考えられる。

28） 「ひとが病気になった時、「なぜわたしが？」、「なぜ今？」という問いはいつ

までもつぶやかれる。このふたつの問いは、個人の身体と医学的な診断を超

える解釈を必要とするし、それにたいする答えは原因の究明の枠組を超えて、

意味の探求となる。病気はいつでも、世界や社会的なものの秩序と関係づけ

られるからである」（C・エルズリッシュ、J・ピエレ『〈病人〉の誕生』、156頁）。

また、波平恵美子『病気と治療の文化人類学』、39頁も参照。

29） Cf. Kleinman, ibid., p. 239f, 235f.

30） 特に新宗教では、結局病気が治らず、不幸な出来事が止まらなくても「神様（教

祖様）のおかげでその程度ですんでいる」という決して破綻しない論理、あ

らゆる災いに効く“万能薬”が用意されていることも多い。井上順孝『新宗

教の解読』、188頁を参照。

31） 加地伸行『沈黙の宗教――儒教』、第 1章を参照。

32） 大貫恵美子、前掲書、102頁以下、259－ 263、284－ 290頁を参照。またク

ラインマンは、台湾について同様の傾向を指摘している。Cf. Kleinman, ibid., 

200, 205f, 281.

33） 病気の治療や患者の人格全体の癒しにとって、家族がきわめて重要であるの

は、何も宗教だけの話ではない。クラインマンはその著書『病いの語り』で、
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アメリカにおける重度の慢性疾患の苦しみの実態を、様々な事例を挙げて分

析しているが、それによれば、病いにおいて問題なのは、患者個人ではなく、

その人の家族全体であり、その中における患者の生活全体である。クライン

マンが示すように、その人がどのような家族で育ったか、今どのような家族

関係をもっているかが、病気の原因に関しても、その改善や悪化、癒しや苦

しみに関しても、決定的に重要である（cf. 『病いの語り』、第 2章から第 7章）。


