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ることを宜言 し、主体的に世界と向き合うことができ

る」と述べる。病いに主役として向き合う人々は、民

俗の思考に根差した勇気を持つ。その姿勢が治癒に

とって重要なのは言うまでもない。

また著者は長浜の女性が「アメリカに住んでいた時

に子供の熱が下がらず、母親に電話してユタのところ

に聞きに行ってもらうとすぐに治った、という」とい

う事例をあげ、「子供本人は事情を知るよしもないが、

それでも「治る」のである」と述べる。このような事

象を科学的に説明することはできない。 しかし、ユタ

とその巫業を信じる人々にとっては結果がすべてであ

る。

著者は「多くの物語を人々に提供できる社会こそ

が、人が持つ治癒のしくみを有効化する力が高い社会

といえるのではないか」と述べる。著者の言葉は、本

にくい現実も突きつける。

都市住民は迷信に惑わされることは少ない。 しか

し、悪い噂や言葉が人の霊魂や肉体を偽付ける場合が

ある、というたしなみもない。その結果、匿名をたて

にインターネットの掲示板に誹謗中偽の言辞を書き連

ねる人々や、ツイッターで思慮の浅い発言をして発言

撤回や謝罪に追い込まれる人々が後を絶たない。言葉

には霊魂が宿る、そして人間関係には霊魂が深く関わ

る、という認識が少しでもあれば、無用な誹いは避け

られるはずである。

沖縄の民俗医療は霊魂観と深く結び付いている。そ

の民俗医療の場から学ぶことは無数にあり、本著はそ

のことを我々に教えてくれる。本著が多くの読者を獲

得すること、そして著者の研究の更なる広がりと深ま

りを祈念し、書評とする。

土の都市型の社会が人々に治癒に向ける物語を提供 し （沖縄文化研究所兼任所員）

東畑開人著 『野の医者は笑う 心の治療とは何か？』
（誠信書房、 2015年）

古波蔵 契

． 
本書の主題と構成

本書は トヨ タ財団から助成を受けて実施された研究

課題「野の医者の医療人類学」の成果をまとめたもの

である。「野の医者」は著者の造語であり、公的な制

度の外にいる治療者を指す。パワーストーンやアロ

マ、鍼灸、あるいは既存の宗教や心理学の考え方を一

部取り入れながら自分なりのやり方で人を癒す「ヒー

ラー」から、占い師、自己啓発セミナーを運営する者

まで、指示する対象は幅広い。

ところで、本書は沖縄（本島）を研究のフィールド

とするが、タイトルのどこにもそれを明示する言葉は

ない （かろうじて表紙を飾る装画が沖縄を暗示してい

る）。本文でも「沖縄」という地域の特殊性について

の言及は決して多くない。 しかし、沖縄研究者も本書

から多くの示唆を得られるものと思う 。それについて

は後で立ち戻ることにして、まずは本書の構成を示し

ておこう 。

プロローグ ミルミルイッテンシューチュー、 6番目

のオバア

1章 授賞式は肩身が狭い一「野の医者の医療人類学」

を説明しておこう

2章 魔女と出会って、デトックスー｛傷ついた治療者たち

3章 なぜ、沖縄には野の医者が多いのかー プリコ

ラージュするマプイ

4章 野の医者は語る、語りすぎる一説得する治療者

たち

5章 スピダーリーちゃあみいさんのミラクルな日常

6章 マスターセラビストを追いかけて一潜在意識と

神について

7章 研究ってなんのためにある？一学問という文化

8章 臨床心理士、マインドプロックバスターになる

一心の治療は時代の子

9章 野の医者は笑う一心の治療とは何か

エピローグ ミラクルストーリ ーは終わらない
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この目次から本書の議論の流れ把握することは難しい

かもしれないが、全体を貰く問いは明確である。すな

わち、「心の治療とは何か」。副題にもなっているこの

問いを突き詰めるべく、著者ば怪しげな治療行為を行

う「野の医者」を訪ね歩く 。本書はそこで出会った

様々な人々との対話の記録であり、著者自身のバック

グラウンドである臨床心理学との出会い直しの物語で

ある。

1章で説明されるように、 本書の理論的フ レーム

ワークは医療人類学に設定されている。そこでは、現

代医学の標榜する科学的な治療行為も、専門的な医療

機関の外で行われる「呪術」や「迷信」による癒しも、

とりあえず対等な関係に置かれる。医療人類学の関心

は、それぞれの文化の中で何が治療行為とされるのか

を考えることにある。現代医学の普遍性も相対化さ

れ、問い直される対象である。こうした視点を「野の

医者」たちの治療世界に差し向け、その探求を通して

心の治療の本質を見極めることに本書の狙いがある。

調査の流れを整理しておこう 。第一段階では、なる

べく多くの「野の医者」の治療を受け、話を聞くこと

に力点が置かれる。「野の医者」の世界の大まかな理

解を得た後に、特定の 「野の医者」と公私にわたって

深く付き合う第二段階に入る。さらに第三段階では、

「野の医者」世界の継承の仕組みを学ぶべく、スクー

ルに参加する。調査者自ら「野の医者」になってしま

うわけだ。

加えて、沖縄に「野の医者」の文化を禅入した仕掛

人にもイ ンタビューを行い、 1990年代後半頃から現在

に至るまでの歴史的経緯を明らかにしている。終盤に

は「野の医者」世界を構成する人々の社会的属性を調

査するためにアンケートも行う 。統計資料が存在しな

い「野の医者」世界を掴むうえでは重要な調査と思わ

れるが、本書の議論は基本的に対面関係でのやり取り

と理論的分析に依拠している。

本論と並行して進む就職活動も、著者の洞察に重要

な影評を与えている。研究職を志す著者は、敢えて研

究の根幹を揺るがすような調査を行う意味を自問する

ことになる。言いかえると、「心の治療とは何か」を

問う意味は何か。こうした問い返しが本書に独特の緊

張感を与えている。

各章ごとにある程度のまとまりはあるが、全体を通

して「心の治療とは何か」という大きな問いが絞り込

まれていく構造になっている。そこで、各章ごとに内

容を紹介する代わりに、調査段階ごとに著者の発見と

考察を辿り、冒頭の問いに対して著者が与える回答を

見た上で、本書から示唆される課題をまとめるという

手順で書評を進めていきたい。

1. 第一段階の発見ー「傷ついた治療者」の饒舌

調査の第一段階では、 二つの発見が得られる。ま

ず、「野の医者」のほとんどが他の「野の医者」の元

クライエントだということ。逆に、「野の医者」にか

かったクライエントは、かなりの確率で自ら「野の医

者」になることを選ぶ。セミナーやスクールを経由す

るか、既存の治療法を組み合わせて自分のやり方を確

立するかして、日々新たな「野の医者」が生み出され

る。その世界は鼠算式に広がっていくのである。

こうした現象は宗教社会学などの分野でも度々主題

とされてきた。90年代後半、全国的にスピリチュアル ・

プームが到来した時には、多くの論者が個人主義化や

格差社会化がもたらす社会病理としてこれを問題化 し

た。こうした立場から見れば、沖縄における「野の医

者」 世界の広がりも、心の隙間に商機を見出す心霊商

法が蔓延する問題状況と見倣されたかもしれない。

しかし、そこには著者が抱える ような「荒唐無稽で

あるにもかかわらず、野の医者の治療はなぜ癒やすこ

とができるのか」 (99) といった問いを挿し挟む余地

がない。ここで著者は、真の病因を社会のあり方の追

求へは向かわずに、結論を一部先取りする仮説を立て

る。すなわち、「（野の医者たちは一評者補）自分を癒

やしたもので、人を癒やす。そして人を癒やすこと

で、自分自身が癒やされる」 (47)。そのような「野の

医者」のあり方について、著者はユングの言葉を借り

て「傷ついた治療者」と呼ぶ。

と同時に、疑問を抱く 。「だけど、そもそも、なぜ

傷つくことが癒やす条件なのか、そして人を癒やすこ

とで、なぜ自分が癒やされるのか」 (49)。

もうひとつの発見は、「野の医者」が例外なく良く

しゃべるということだ。「野の医者は私が尋ねる前か

ら、自分のことと治療のことをとうとうと語る。放っ

ておくとそれはいつまででも続く」 (99)。「野の医者」

は、自分自身の治療の世界観やメカニズムを語り 、そ

れが広く評価され、実績を上げているという事実を語

る。だが、最も多く語られるのは、「野の医者」自身

の物語だと 言う。「それは傷ついた治療者の物語であ

る。自分が病み、特別な治療に出会って治癒して、そ

．
 

． 
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して今その治療者になって、いかに元気でハッピーな

のかが語られる」 (99)。

著者は医療人類学者クラインマンの「説明モデル」

という概念を参照して、「野の医者」の饒舌を理解し

ようとする。治療者が告げる病の名前とメカニズム、

その対処法をクライエントが納得して受け取ることで

治癒が生じる、とする理論である。そこでは治療者と

クライエントの信頼関係が治療効果の鍵を握る。現代

医学の世界では 「プラシーポ効果」とも呼ばれ、しば

しば思い込みといった意味で軽視されるが、著者はこ

こに心の治療の秘密を探ろうとする。

また、ここで著者は臨床心理士として自ら行う治療

の中で信頼の果たす役割の大きさに改めて思い至り、

驚愕する。仮に「野の医者」の治療がクライエントを

自分の世界観の中に巻き込むためのレ トリ ックやパ

フォーマンスに過ぎないとして、臨床心理学が科学の

名の下に練り上げてきた理論や実践が、それとどれだ

け違うのか。しかし、 著者はそうした問答をひとまず

切り上げ、再びフィールドに繰り出していく 。

． 

2. 第二段階の発見一 「病める病者」のブリコラージュ

調査の第二段階では、著者はある 一人の「野の医

者」と日常を共にする中で、 一気に「野の医者」の治

療の核心に迫ることになる。「野の医者」のほとんど

はバイトをしながら生計を立て、必ずしも利益の上が

らないイベントに和極的に参加している。なぜ、そう

までして 「野の医者」でいる必要があるのか。

著者は第一段階の調査から得た仮説に微妙だが重要

な修正を加えつつ、次のように言う。「野の医者たち

は誰かを癒やす機会を欲している。そのことで自分自

身が癒やされるからだ…私はこの頃になってようや

く、野の医者とは傷ついた治療者であると同時に、癒

やす病者なのだということがわかってきた」 (134)。

同時に、クラインマンの「説明モデル」で捉えた

「野の医者」の治療実践についても、さらに一歩踏み

込んだ理解が提示される。「病者は治療者という生き

方をすることで癒やしを得る。だけど、それで病者

じゃなくなるわけではない。病者であるがゆえに人を

癒やせるわけだし、人を癒やすことが自分を癒やすこ

となのだ。それは病むことと癒やすことが 「生き方J

になるということだ」 (135)。

「野の医者」であり続けること、クライエントに対

して自分の治療世界に巻き込むということで、 一つの

生き方あるいは物語を共有する。それによって自分自

身を癒やす。たとえて言えば、「野の医者」とは、互

いに対して治療者であり、病者でもあるような人々の

治療共同体のようなものかもしれない。そこでは現代

医学において想定される ような医者と病者の厳然たる

区分は、擬制的なものとしてあらわれる。

治療者の与える生き方をクライエントが受け取り、

実践することで治癒が生じる。この意味で、心の治療

は限りなく宗教に近接している。 しかし、そこには決

定的な注釈が加えられる。「もちろん、クライエント

はそれに素直に付き従うわけではない。そんなことは

あり得ない。彼らはそれを取捨選択する。自分の生き

ている現実と治療法の価値観とをプリコラージュし

て、自分の人生を築いていく」 (269)。

プリコラージュは人類学者レヴィ＝ストロースの概

念で、賓材に対する無限のアクセスを前提とするエン

ジニアとは対照的に、予め与えられた設計図に支配さ

れない「器用仕事」のことを指す。レシピに赤ワイン

ビネガーと由いてあっても、スーパーに買いに行った

りしない。穀物酢とウスターソースを混ぜれば済む話

だ。身の回りの素材に新たな意味と役割を見出しなが

ら、設計図を自分なりに書き換えてしまうような頭の

使い方を、レヴィ＝ストロースは「野生の思考」と呼

んだ。

「野の医者」とは、「野生の思考」を備えた治療者／

病者である。クライエントは、治療者から受け取った

「生き方」や治療の世界観を自分自身のものにする た

めに、身の回りの素材を使ってそれを表現しようとす

る。その時、「絶対的に正しい生き方」を脱中心化す

る力が働く 。唯一絶対の教義が厳格なピラミッド構造

を作り上げるとするなら、それを払い除けるような自

由勝手な治療のアレンジと、無数に分派する拡散的な

ネットワークが「野の医者」たちの世界を構成する。

3. 第三段階の発見ー「心の治療は時代の子」

調査の第三段階で、著者は「野の医者」の継承過程

を体験するために、当時大流行していたマインドプ

ロックバスタ ーというセラビーの汽格取得スクールに

参加する。そのホームページには「軽く片手に触れる

だけ。3分で 1個、心のプロ ック解除」とコピーが打

たれている。クライエントの手に触れ、思いついたイ

メージを告げ、それを別のイメージに置き換える、そ

れだけのセラピーだ。時間を取らず、料金もワンコイ
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ンと安価に設定されている。

著者は、日本本土で編み出されたこのセラビーを沖

縄に迎入した人物にインタピューし、実際にスクール

に参加する。そこで目の当たりにするマインドプロッ

クバスターの与える治療の軽薄さと、それにもかかわ

らず圧倒的な人気を集めているという事実との隙間に

問いを立てる。祁き出される洞察は、このセラピーが

「軽蒋に笑っていないと生き残れない時代の鬼子」

(245) というものだ。

心の治療のあり方は、特定の時代と文化に規定され

る。企業経営から学校教育に至るまで、社会のあらゆ

る領域でコスト・パフォーマンスが追求される時代に

侶ついた人々が、時代の価値観に適応するために新た

な癒しのかたちを求める。

そして臨床心理学もこの傾向を免れない、と 言う。

企業の求めるように病が定義され、対処法が考案され

ることは決して珍しいことではない。「心の治療は時

代の生んだ病いに対処し、時代に合わせた癒やしを提

供するものなのである。その時代その時代の価値観に

合わせて姿を変えていかざるを得ない」 (245)。

4. 臨床心理学と出会い直す

調査が進むごとに「野の医者」と臨床心理学の共通

点と麒甑が浮かび上がる。その度に両者の境界線は揺

らぎ、あるいは克明になる。それは著者自身の臨床心

理学に対する向き合い方が作り直されていく過程でも

ある。

心の治療の本質を「生き方を与える」という点に捉

えた時点で、著者は次のような結論に至りつく 。「今

や私は、臨床心理学を素朴に科学的な心の治療とは考

えていなかった。本当の科学は価値判断をしない無色

透明なものだ。だけど、ひとたび科学が生き方を提唱

するならば、それはもう無色透明ではない」 (271)。

その意味で、科学を自称する臨床心理学も、「野の医

者」と同じように宗教としての顔を隠し持っている。

とはいえ、著者は臨床心理学が学問であるというこ

と自体を諦めるわけではない。自分がクライエントに

提案する生き方が本当にいいものなのかどうか、常に

自問するところに、臨床心理学の「学」たる根拠があ

る。「臨床心理学はどうすれば人が良くなるのか、早

く良くなるのかだけを考えていればいいのではない。

良くなるとはどういうことなのか、私たちは一体何を

しているのか。そういう前提を学問は真剣に問う」

(272)。そのように著者は臨床心理学を引き受け直す。

5. 本書から示唆される課題

最後に、本書から示唆される課題をまとめておこ

う。最初に言及しておいたように、本書は沖縄を

フィールドとしながらも、沖縄という地域そのものヘ

の言及はそれほど多くない。沖縄で心を病む人が多い

背景に貧困問題が指摘されたり (9章）、沖縄における

伝統的な宗教が現代的要素との自由な組み合わせを許

容する柔軟さを備えていることが発見されたりするも

のの (3章）、概しで慎重な態度が維持されているよう

に見える。

ここは論点になり得る。「野の医者」の実践を社会

構造に内在する真の病因から目を逸らすまやかしに過

ぎないと考える立場からすれば、「野の医者」の退し

さ、あるいはある種の主体性さえ見出そうとする著者

の立場は、現状追認的と映るかもしれない。

だが、そうした批判を想定する時、「野の医者は笑

う」という本書のタイトルがいよいよ重要な意味を帯

びてくる。「笑いは楽しくなるためだけにあるわけで

はない。馬鹿にするためだけにあるものでもないし、

現実逃避するためだけのものでもない。苦しい場所

で、 一瞬自分から離れて、そこに退しく留まり続ける

ためにあるのだ」 (273)。「野の医者は、非公式なやり

方で、賓本主義の公式な世界を退しく生きようとす

る。そのために笑う」 (284)。

「野の医者」たちは、病因を作り出す社会の構造に

すぐさま「No」を突き付ける代わりに、それを笑う 。

そこには現状に対する肯定や諦念だけではなく、圧倒

的な拒絶が抱え込まれている。そう考えていくと、本

の中にさりげなくも度々登場する「野の医者は賓本

主義の鬼子だ」 といった表現も、重い押き を帯びて く

る。

著者の意図 とは離れるかもしれないが、評者として

はどうしてもコールセンターや観光業、サービス業を

中心とする沖縄の産業構造と、そこで日々行われる感

情労働の世界を「野の医者」の世界と繋げて考えてみ

たい気がする。日本語圏における感情労働論の受容の

仕方が、しばしば心の病を抱え込むことを以て悲惨な

結末と位置づけるのに対し、本書はむしろそこを出発

点としつつ、元の職場に送り返すだけではない心の治

療のあり方を考えようとしているようにも読める。誤

読かもしれないが、とにかく本奢は多くのインスピ

．
 

． 
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レーションを与えてくれる。医療人類学や臨床心理

学、宗教社会学といった分野に留 まらず、広く読まれ

るべき 一冊だと思う 。

（沖縄文化研究所国内研究員）

三
①仲程昌徳著 『沖縄文学史粗描ー近代・現代の作品を追って』

（ボーダーインク、 2018年2月）

②仲程昌徳著 『沖縄文学の一00年』
（ボーダーインク、 2018年10月）

．
 

③仲程昌徳著 『ひめゆり平和祈念資料館
館の宝物一 『感想文集

資料集6
ひめゆり』を開く 』

（公益財団法人沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団立ひめゆり平和祈念資料館、 2018年3月）

大里知子

． 

著者の仲程昌徳氏（沖縄文化研究所客員所員）は、

1974年に法政大学大学院人文科学研究科日本文学専攻

修士課程を修了されるのと前後して琉球大学の教員に

就任し長年法文学部において教鞭をとられてきた、 言

うまでもなく沖縄近現代文学研究の第一人者である。

2009年に同大学を定年退職された後は驚くべきペース

で次々と著書を上梓されている。本稿では、そのなか

で2018年に刊行された3冊について紹介したい。

① 『沖縄文学史粗描ー近代・現代の作品を追つて』

は、 1990年から2017年にわたって 「沖縄文学全集J(国

書刊行会）やその他の雑誌、科研費報告書などに掲載

された論稿を集め1冊にまとめられたものである。著

者による「あとがき」に、「新しい沖縄の文学史が生

まれて くる手助けになるかどうかわからないが、先行

世代の責任を果たしておく必要はあるだろうと思っ

て、これまで書いてきた文学史に関するいくつかを、

重複もいとわず、あえて一冊に してみた。」(p242)と

あるように、以下の目次にみられるようなテーマごと

の章立てになっている。

目次

l 沖縄・大正文学史粗描一新たに見つかった新聞を

通して

2 沖縄現代小説史一敗戦後から復帰まで

3 戦後・八重山「文芸復興」期の動向

くコラム＞日本語文学の周縁から

ー沖縄文学 ・一九九九年～二00三年

4 沖縄近代詩史概説

5 一九三0年前後の沖縄詩壇

くコラム＞沖縄の近代現代の歌

あとがき

これまで、文学史に限らず沖縄近代史研究が抱える

問題として、基礎史料の不在が夙に言われてきた。特

に新聞に関しては所在不明の期間があることが致命的

とされてきたが、近年は名護市史編鉦室編「宮城真治

資料新聞切り抜き篇」、琉球大学図書館所蔵「琉球

新報 ・沖縄タイムス ・沖縄朝日新聞」、沖縄県資料編

集室編「植物標本より得られた近代沖縄の新聞画像」

など、部分的ではあるが、新たに収集された新聞記事

を目にする事が出来る。(p5)「l 沖縄 ・大正文学史

粗描」は、これらの新聞資料から「文芸関係記事」を

読み取り、 1919年から1926年までを「粗描」したもの

で、新たに見つかった資料をもとに沖縄近代文学史の

いわば空白期間であった箇所をうめる試みがなされて

いる。

2章以降は、主に沖縄出身者によって生み出されて

いった、小説、詩、歌といったものが、各時代におい
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