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村落社会と祈積師

｢キツネ悉き｣｢崇り｣と現代医療
結

1)祈薩師の役割り

語

(1)病気の治療･予防

3

E村の｢崇LJ･さわLJ｣

1)祈藤師の周辺
崇り･さわりを論ずる場合,行者(祈宿師)の役割りが重要になる｡まず祈稽師の周辺
からみていこう｡現在, E村には四人の御岳講信者がいる｡この四人は,共に近親者に活

躍した行者がいたことから,家族的影響があったものと考えられる｡現在,村内に御岳講
はない｡この四人は個人的な信者である｡彼らは,年一度遊山を兼ねて御岳山‑登ること
と,家で神さまを拝む程度である｡

ところで,信者たちは部落住民の要望に応じながら,実質的には単なる信者ではなくな
(注33)

ってきている｡かつて,行者は法者とも呼ばれ部落内で様々な役割りを果していた｡例え
(注34)

ば,キツネを送り出すこと,病人祈蔭,薬草の指示,安産祈橋,家内祈頑など行った｡現

在は,経済環境の変化と相供って医療機関の発達や衛生知識の普及,啓蒙などにより彼ら
の役割りは,ほとんど無用のものとなった｡御岳講も行者も無くなった｡ところが,実際

はこれら信者のところ‑,かつて行者に依頼したと同じような相談が持ちかけられ,信者
は行者的様相をさえ塁してきている｡例えば, B部落のKY氏は月平均3‑4件,年間40
*
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(注33)
(注34)

密教系の寺僧や修験者が法印様とよばれている地域があるが,それと同じ意味をもつと考えられる｡ 1971
｢日本民俗事典｣参照｡
｢キツネ落し｣とも言うが,この地域では一般に｢キツネの送り出し｣あるいは｢キツネを送り出す｣と
言っているo
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件以上の相談を受けるという｡それは,例えば次のような内容のものである｡

ィ,病人祈宿‑医者に見てもらっているのに病気が治らないのはなぜか,何か因縁が
よ

あって崇り･さわりがあるのではないか,崇り･さわりを除けるにはどうしたらよいか｡

早く病気が治るにはどうしたらよいか｡これらの相談と除けてもらう為の祈蒔｡
ロ,家に病人や心配事など災難が続く時,なぜなのか,除けてほしい,という相談と祈
稽0

‑,安産祈宿‑無事安産できますようにという所轄｡
こ,厄払いの祈稽一厄年に当る人が主に依頼してくる｡無事厄を除けられるようにとい
う祈宿｡
(注35)

よ

ホ,荒神祭の祈蒔‑今年は何月と何日に気付いたら難を避けられるか｡キツネに溶かれ
ないように,又厄を背負い込まないように,家内安全･無病息災でありますように,とい
う祈宿｡
(注36)

‑,家の新築,増改築の場合の日柄や方角について良し悪しを占ってもらう｡またその
際の清めの祈蒔｡

ト,紛失物や盗難に逢った時,物が出てくるかどうかのお伺いと所蔵｡
以上であり,この内で多いのはイの病人祈稽であるという｡これらはィ,ロ,トのよう
に現在負っている苦痛,災難を取除こうとする意味のものと, ‑,こ,ホ, ‑のように不

幸を未然に防ごうとするものとある｡苦痛の解決を求め,あるいは予防したい膜いから信
者の所へ相談にくるのである｡

信者は実質的には,かつての祈蒔師と同じような役割りを引受けている｡相談を受ける
と,例えばィ,ロ,トの場合は,まず苦痛を招いている原因を探り明らかにする｡それは

経文を唱え祈稽する中で神の啓示を受けるのである｡つまり,所蔵Lbの雑念を払うとそ

こに神の答えが示される｡原因が明らかになると,その解決方法を示す｡それも祈蔭の中
から神の啓示を仰ぐ,祈蒔師は,それを依頼者に伝えるという方法である｡そこで,例え
ば｢悪い心が改められると病気は治る｣という教示が下ったとすると,何が正しいか,ど
のようにしたら良いかは祈晴着が唆す｡ ｢ここは,行者の解きようで非常にむずかしい｣
とKY氏が語った如く,この部分での祈宿師の役割りは重要になる｡つまり,祈稽師がそ

の村落社会の中で人々との信頼関係を作り,神格化していく上で重大な意味を持つところ
なのだ(後述参照)0
(注37)

現在の祈癌者は,行者ではない｡もちろんカミオpシも薬の指示もできない.しかし,
(注35)

A ･ B部落とも,各家は毎年正月に荒神祭を行なう｡祭の日にちは各家の都合で良い日を選んで行ってい
る｡音は,ショウヤ･シンクク･ジワケが寄って,盛大に行ったというが,最近は各家だけで行う｡ 4‑5

軒のジワケが寄って行っている家もある｡全く行わない家もある｡お荒神さんとも言い,台所あるいは屋敷
内に神を伺ってある.荒神は火の神,家の神であと考えられ,毎年正月に祭をし,その年の家内安全を願う｡
祭の際,たいがいの家で神主を呼んで祈宿してもらう｡また行者がたのまれたo現在は行者に代って信者が
たのまれることがあるo E村内の他部落でも荒神奈は行う.
ぎとう

(注36)

(江37)

ホ, ‑ほ家内祈責といわれるo

法者の免許を受けたというTU氏(明治27年生れ,昭和48年談)が語ったことによると｢祈頑は厳しい修
業を績んだ者でないとできない,神の教えが下ったといっても,修業が足りないとキツネや悪霊が乗り移る
ことがある｡普通の者が簡榊こできるものではない｣と話していた｡法者からみたら,現在の信者の祈頑は
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例えば病気がどこの医者‑行っても原因不明で治らないとか,又,家に不幸が続いて困る

という様な時,どうしたものかという類の相談は信者の所‑持込まれている｡信者は相談
されると,祈宿し原因を明かす｡崇り･さわりに対してほ様々な解き方(処方)を下す｡
例えば｢人を羨やむな｣とか｢心を清く,欲をかくな｣ ｢家中あたたかく迎えてやれよ｣

など喰し教示する｡

ところで,相談や祈宿を依頼してくる者と祈両者(現在の信者も祈蒔者として記す)と
の関わりは,全く秘密である｡なぜなら,崇り･さわりは先祖や,現存する家の者の悪事

や恥について語られる事が多いからだ｡それから,何よりも依頼する者が,自分の行為に
おがみや

どことなく後ろめたさを感じているからだ｡つまり拝屋を蘇ることは,迷信を信じた非科

学的な物笑いになるような行為だ,という周囲に対する後ろめたさである｡だから,都会
的で教育があるとみえる者には,余計に秘密にする｡
この点について実感したことは,患家の訪問で親しくなると,次の様な会話が再々でて
くる事であった｡ ｢拝んでもらうなんて言えば今時は,昔者だと笑われるけど,気安めか

も知れんがそれで楽になれば悪い事じゃあないと思って拝んでもらった｣とか｢先生に,
こんなことを言えば怒られるから黙っていたけど,この間御所宿してもらった｣ ｢今時は,

迷信だと言って笑われるからだれにも言わないが,気持だから一人でお清めをしてもらっ
てきた｣とか, ｢迷信だなんて怒られると思って黙っていたが,どこの医者様でも良くな

らないから編されたと思って拝んでもらったら,それで急に楽になった｣という様な会話
であった｡ここでいう,拝んでもらう相手は, E村の行者や信者とは限らず,例えばT町
(江38)

の日蓮さんであり,又神主や易者などである｡
以上,この人たちにとって,苦痛に対し祈宿してもらうことは,自然で必要な行為なの

だ｡それが,現代一般では迷信で非科学的な事として軽蔑的に見られている,という事実
である｡従って,祈宿者との関わりは秘密事である｡相談内容や,その結果については決
して表面に出てこない｡まして,近代的な医療機関での治療者の前には,この様な病者の
心の内は固く閉ざされている｡
2)崇り･さわりの事例

崇り･さわりについて最近の事例をいくつか上げてみよう｡
こんじん

〔事例1〕 20年程前になるが, B部落のR氏は家を増築した｡その時｢今年は金神サマ
の位置に当るから家をいびるのは止めた方が良い｣と忠告してやった｡しかし, R氏は
｢そんな迷信ごと｡コンジンとは金の神と書いて縁起が良い｣と言い,忠告を無視して増

築工事を始めた｡たてじの時,竜巻が起って柱や材木ごと倒れて大損をした｡再び建て直
したが,その後は病人ばかり出て不運が続いた｡結局,村にいられなくなりS市‑移転し
厳しい批判を受けることだろうo Lかし,信者が法著になりたくて装っているのでなく,依療者の要望があ
る中で,しだいに信者が法者(祈病者)のように変化していくという事ではないだろうか｡実際KY氏へ持
込まれる件数は近年に増えているという｡ TU氏は51年に亡くなった｡そのためもあってか, KY氏は,今
年(53年夏)始めて,御岳山で21日間の｢行｣を行ってきた｡
(注38) E村から20kmほど離れたT町に日蓮宗の寺がある｡この寺は,加持祈穂や相談を行うことで,この地域
一帯に知れている｡日蓮講を作っている村もある｡
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た｡しかし,今そこでも良い事がない｡ (昭和48年10月, B部落行者TU氏談)

〔事例Ⅱ〕 H部落‑出たTは40才代であった｡昭昭48年に家を新築し,次の年ぽっくり
わし

亡くなってしまった｡ Tが家を建てると言った時,私はTに,今年はTにとって最も悪い

年に当るから一年先に延ばすように忠告した｡それをTは,迷信だと言って忠告を開かず
に家なんぞ建ったものだから,そんな事になってしまった｡ (昭和50年8月B部落行者TU氏
談｡ TはTU氏の息子である｡ Tは普段健康には全く無関心で検診も一度も受けたことがなかった｡

血圧測定も行ったことがないと思われる｡死因は脳卒中だったと思う)0

〔事例Ⅲ〕

S家には,小学生の男の子と女の子の2人がいるが2人とも病弱で困ってい

る｡特に男の子は,医者に見せたら｢肝臓が少し腫れているようだが心配ない｣と言われ
ただけで病名も解らない｡頭痛･腹痛などの訴えが多く,かぜも引きやすく学校を休んで
ばかりいるo現在も困っているのだが,ある人は｢先祖様が崇っているからだ｣といったo
(昭和51年4月, B部落Sさん談｡ Sさんは事例の子供の祖母に当る｡ Sさんは孫を心配して,あち

こちの医者に受診させ,どこでも病名がはっきりしないとあせっていた｡診察の結果について医者
は,器質的所見は見当らないという｡子供の病因について断言はできないが,家庭内の問題‑姑と嫁

の不和,貧困,父親が出稼ぎで長期不在など‑が複雑に絡み,暗い環境の中に子供たちが生活してい
るという事実がある)｡

〔事例Ⅳ〕昔, B部落にTという人がいてこの人は火縄銃を誤って発砲して,部落のA
さんに当て死亡させてしまう事件があった｡ Aさんは,その時｢運の草々まで崇るぞ｣と

言って死んだという｡ T氏の家は,その後不運が続き落ちぶれてしまった｡村にいられな
くなり, S市‑引越して行った｡しかし,そこでも若死や病人が多く,家が栄えない｡今
だに良くない事が続いている｡ (昭和52年8月, B部落信者KY氏談｡ Tさんの家の噂について
は, KY氏以外の人からも同じように聞いた)o

〔事例Ⅴ〕 Uさんは, 52年3月に入院した｡医者から｢もう治る見込みがないから,親

類衆を呼んで逢わせるように｣と言われたo家の者は,助からないと締めていたが,それ

でもと思いT町の日蓮さんに祈蒔してもらった｡そしたら｢西に便所を作った位置が悪く
て,さあっているからすぐ取投すように｣と言われた｡早速,取賢したらどんどん体の具
合は良くなり,退院できるようになった｡退院してから家で子守りをしたり,薪取りをす
るようにまでなった｡便所は,日蓮さんに祈稽してもらう2ケ月前に作り,その時はまだ
使わないでいた｡ (52年8月, A部落KT氏談｡ KT氏の家はUさんの家の隣にあり,親類関係に
ある｡ Uさんの病気について事実を記しておく｡ Uさんは集団検診で胆石と胆のう炎を指摘されてい
た. Uさんは, 10年ほど前から自覚症状があったという｡ 52年3月腹痛激しくなり入院,すくや手術を

した｡手術中,血圧低下のため,手術は途中で中止した｡再手術の必要が考えられていたという｡こ

の段階で退院してきた｡筆者が訪問した8月頃は,子守りや野良仕事をしていた｡無理な労働も加わ
り,予想された事だが,再び52年12月31日夜から腹痛激しくなり53年1月1日に入院した｡同月19日
に再手術0

3月11日に退院してきた0 53年10月訪問した時, Uさんはすっかり元気になり,以前より

体重が5kgも増えたと言っていた｡ U家では,祈宿してもらった話は出なかった｡しかし, KT氏は

祈宿してもらったことを語していたoそして,祈頑してもらい便所を穀してから日増しに健康になっ
たと説明した)｡

〔事例Ⅵ〕 H部落のN氏は子供が3人いるが下の赤ん坊(52年生れ)が具合いが悪く入
院した｡病気が解らない,と医者に言われN氏は心配して,おれの所‑相談に来た.祈稽
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していると,すぐ良くなるとさしずがあったのでN氏に伝えてやった｡一生懸命に祈宿し
てやった｡ 3日目にN氏から連絡があり,退院できたと礼を言ってきた｡結局,医者の診
断もつかず病気は解らないまま,良くなって退院できた｡ (53年10月｡ B部落信者KY氏談｡
N氏は大学卒で現在30才代である｡ KY氏は秘密事の一部を筆者に語ったわけである｡この子供の病

気についてKY氏は,医者に解らないものは,崇りかさわりが原因していて,それは祈癌したから治
ったと言いたかったようである)0

3)崇り･さわり信仰と病因理解
(1)崇り･さわり信仰の意味
崇りとさわりの違いについて,信者KY氏の話によると｢崇りほ,急激にくることが多
く,さわりはじわじわくることが多い｣という｡人々の話の中からも,崇りとさわりの区

別は明確でない｡いずれにしても,崇り･さわりを招く原因となる事柄は共通していると
言える｡

では,崇り･さわりを招く原田としてどのようなことが考えられているのだろうか｡
一つは,先祖の悪業が子孫に崇っているというものである｡これは,因果応報の考えで

ある｡だが,これは時には本人の知らない先祖の悪業が崇っていることもある｡この考え

の背景は,独立した個人でなく,身内は家の血縁を通して運命共同体として,同一視され
ていることが伺える｡例えば,事例Ⅲ, ⅣやⅠがそうである｡悪業は,それを為した本人

が罪を受けるとほ限らず,身内のだれか(例えば嫁のような,その家にとって非血縁者も
含む)が崇られ,苦しい目にあう,という事である｡この様な信仰が,一般的にはある｡

だから,例えば新聞沙汰になるような犯罪事件などあると, ｢ああいう事は自分だけでは
済まない,準で出るから｣と噂をする｡
次に,崇り･さわりは,現在の者が先祖様に心配をかけたり,気を挟ませるような事を
するといけない,かと言って艮すぎてもいけない,と言われている｡心配をかけ,気を挨
ませるような事とは,先祖の供養をしないとか,家中で争事をしたり,世間に恥じるよう
な悪業をすることであるという｡又,良すぎてもいけないとは,例えば,娘達が皆かたず
いて楽をしたり,金儲けして気楽すぎる生活をすることだという｡ところで,なぜ楽で幸
せな生活をすることが,崇りやさわりを招く原因になるのだろうか｡
これは,周囲からの羨望を買うようなことを戒めているとも言えよう｡よく村では,家

を新築したり増改築することをきっかけに,家に病人が出たり不幸があったりする｡これ

は,経済的出費や労力の増強のため,家の者は心身共に無理をし過労となる｡それが原因
で病気や不幸を招くことになりやすい｡しかし,これらには往々にして,先祖様や,金神
サン,荒神サンなどの崇り･さわりの話がでる｡例えば,事例Ⅰ, Ⅱもそうである｡これ

も｢よすぎても,またいけない｣と言われる例に入る｡家の新築,増改築ということは,結

構で幸せなことである｡しかし,これは同時に周囲の羨望と嫉妬を買うことでもあるのだ｡

又,娘がかたずいて楽をするというのは,娘を嫁がせることは経済的負担と,つきあい

や義理が伴い心身共に非常な苦労事である｡その苦労が無くなって気楽にできるのは,義
やましい事である｡又,金儲けして楽ができるのは,もちろん羨望の的である｡
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前述の如く村内の身近な家に羨望となるような事があると,それは耐えがたい苦痛とな
る｡この葛藤の処理方法として,例えば金儲けはキツネに依るものであるとした｡キツネ

を楯に,成金の家を敬遠し特別扱いすることで葛藤の処理をした,という事は前に述べ
た｡ここで言われている,良すぎても崇り･さわりの対象となるという事は,特別楽な良

い生活をすることに抑制をかける｡できるだけ平等に,平均化した暮しをする様な力が働
く｡悪く言えば,足の引張り合いでもある｡
結局, ｢崇り･さわり｣も｢キツネ持ちの家｣も,この村落社会から生まれる羨望と嫉

妬の感情と関係がある,という点で共通している｡この社会は,羨望と嫉姑を生み,また

買いやすい社会であるとも言える｡
つまり,この社会での理想的な家や人の存り方は,人から羨やまれるような事はせず,

家の中は仲良く,先祖の供養を充分行ない,世間の恥となるような悪い事はするな,とい
うことになる｡そうしなかった場合に,崇り･さわりが起る｡そして,崇り･さわりは病

気や事故などの災難として表現され人を苦しめることが多い｡
(2)病因と崇り･さわり

次に病気に躍った時,崇り･さわりが語られる背景をみていく｡

人は病気になり,その病因が全く解らないまま快方に向わない時,どのような気拝にな
るだろうか｡つまり,現代の医学では解明解決できない病気の苦痛を負った時,どのよう

な納得の仕方をするだろうか｡
ほとんど昭和30年代までのE村は,住民にとって医者は縁遠いものであった｡死ぬ直前
になって医者に見てもらえる,というのは恵まれた人であった｡医者に見せれば治ると知
っていながら出来なかったのだ(後述参照)｡従って,医者なら治してもらえるという強い

期待感と確信が,生まれたと思う.それは,医者や現代科学に対して,神漁り的過信と言
える程の期待をもって迎えたのではないだろうか｡だから,医者で治らないとなれば,そ
れはやっぱり崇り･さわりがあるにちがいないと考えるのも当然だろう｡もともと人は,
(注39)

ほとんどの苦痛の原因を崇りやさわり,葱きものとして考えてきたのだからo

例えば癌を始め,現在原因不明でいわゆる難病と言われている悲惨な疾患がある｡これ
らの病気に躍った時,本人はもとよりその家族にとって,病因不明で治癒の見込みがない
というのは耐えがたい苦痛である｡その時,前述の様な崇り･さわり信仰があるから,そ
の病因不明のままの苦痛は,簡単にそこ‑結びつく｡そして,祈蒔なんて迷信だと言って

いた人でも,苦痛に耐えがたくなり祈蒔者を訪ねる｡祈稽者は,依頼者の苦痛に対しては
祈宿し原因を明かし,そして何らかの心の依り所となるような唆し方をする｡苦痛を体験

する前は,迷信だと軽蔑していた人でも祈蒔者に少なからず救われている｡
それでは,次に病因の明らかなものについては崇り･さわりは無関係なものだろうか｡

例えば, A氏は交通事故で鞭打ち症になり長期入院した｡原因は, A氏が免許を取った
(注39)

富士川済1933:5‑6
服部敏良1975 : 33‑54

鈴木修二1968: 98

村落社会と｢キツネ想き｣ ｢崇り｣ (2)

41

ばかりで運転不馴れであったこと,又安全運転しなかったことである｡そこ‑,妻がまた
胃潰癌で入院することになった｡妻は,夫が働らけなくなったことから,心身の過労が重
なって病気になったものだ｡

又, B氏は40才代で小さな子供や妻を残して肝硬変で亡くなってしまった｡ B氏は自分
の健康に無関心であったo

アルコールが自分の体に悪いことを承知しながら毎日飲酒して

いた｡そして,過労と無理を続けていた｡これが病気と早死の原因と考えられる｡
これらの事例は,どこにでも存在するような事だ｡人々は｢あの家も運が悪く気の毒だ｣
という｡ところで,この場合,苦痛が非常に強い時,人はなぜ自分だけがこんなに苦しま

なければならないのだろうと考えてしまう｡病因について,病理学的説明が充分納得でき
るものであっても,苦痛を負っている自分がなぜ自分でなければならないのか,なぜ自分

や自分の家がこんな苦痛を負わなければならないのか,という疑問には解答がない｡
事故の不注意や,健康に無関心な生活態度は本人の責任であり,事故や病気は本人の心
懸けしだいで予防できたことであろう｡又,夫が病気になったらただちに,経済的心配が

起り,妻や家族に心身の過労や無理が降りかかるような社会でなかったならば,妻は病気
になる事はなかったろう｡ ｢運が悪くて気の毒だ｣と言っている中味は,人々の衛生知識

や意識の持ち方,又,社会経済環境が改善されることで変化する｡つまり,その苦痛や,
不幸の実感は違ったものになるo

その意味では,人々の,衛生知識や意識の問題があり,

又,無理過労にならざるを得ない,経済的な問題背景がある｡それは,個人の苦痛を余計
に,耐えがたいものにしている｡そして,その苦痛は,崇り･さわり信仰と結びつく｡

崇り･さわりは病因の解明,理解が不可能なものの説明とは限らない｡耐えがたい苦痛
を負った時, ｢なぜ自分だけがこんなに苦しまなければならないのか｣という切実な疑問
が己れに向けられた時,崇り･さわりは生まれる｡そして,その苦痛は祈蒔者のところで
少なからず救われている,ということなのだ｡

病因は,病理学的に説明できる以上に社会生活を背景にした深い板をもっていると言え
よう｡そして,己れに向けられた苦痛の疑問は,科学的に説明できない｡

次に,祈蒔者を中心にこの社会をみていく｡
4

村落社会と祈祷師

1)祈宿師の役割り

行者(祈稽師)は,この村落社会での苦痛･災難を除き,幸せをもたらす役割りを期待
された人であるとも言える｡

崇り･さわりの現われ方は,病気や災難という不幸な型で｢家｣に降りかかる｡家内析

積と言われている様々な祈宿も,結局は病気や災難から起る苦痛の予防行為として行なわ
れていると言えよう｡

祈稿師の役割りは,一つは苦痛の治療･予防であるo

もう一つは,苦痛に纏る相談相手

である｡実質的には,この治療･予防と相談は表裏一体であり同時に行われていることだ｡
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苦痛のほとんどは,病気やそれに閑した心配事であると言える｡そこで,この2つの観点

から所轄師が今までどのような役割りを果してきたのか,また現在どのような役割りを果
しているのかを見ていこう｡

(1)病気の治療･予防

行者は,患家から依顔を受けると行って祈稽する｡神の教示を受けて,薬草の指示をし
(注40)

た｡薬草の指示は予め行者が予測を立てておいて,その是非について神にお伺いを立てた
という｡この処方について,具体的に記憶している人がいないが,一部経験者の語ったも
のを記すo例えば(1) A部落KTさん(明治34年生れ)の姑が,腹痛みで具合が悪かっ
た時,辛‑ダの木とヨモギとウツギの木と,他に何種額か煎じて飲んだ.又,湯に入れて
入った｡ (ロ) B部落KFさん(明治32年生れ)の孫が,餅抱きの湯の中に落ちて腕をやけ

どした｡昭和22年の事だった｡その時,青はこべと,他に忘れたが5種類ぐらいの草を措
鉢で摩って,それを玉子の油で良く凍って傷に貼った｡
(注41)

又,予防薬というものを作った｡それについては,記録があるので記しておく｡
‑ノ木皮｡サンショ木皮

サクラ木皮,アヅマ木皮,桃木皮,
右五品ヲ当分二人レ水入テニッメテ
(注42)
‑尺八寸ノ厚ノ砂コシニシテ
‑ツ力水ヲ入レテフクナリ

次呑ミ薬‑サンショヲ除キ,ウツギ木ゴト入レテニッメ

‑ツ力水ヲ入テ用べシ

写真1/薬の処方についての記録
(注40)
(注41)

行者(法老)になるには,薬草の知識も学んだという｡
写真1参照｡この記録には予防薬の他に,下り留薬,クダシ薬,魔蛇ニクワレシ時ノ薬,カン護ノ方法な
ども記されている｡この文書は,信者KYが, KM氏宅(KM氏の父親も祖父も行者であった)にあったも

のを保管しているものである｡記鋸された年代は不明だが,前後の内容から明治10年代頃と推定されるo
(注42)

写真2参照｡箱の中には,きれいに洗った砂を入れて,上から薬草を煮詰めた液を流す｡箱の底には穴
が開いていて,増されたものがでてくるo
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写真2 /煎じ薬を潰した箱

この予防薬は,昭和30年代になっても作ったという｡ A部落のKNさん(明治32年生れ)
くど

の勇は,行者であった｡当時KNさん宅に行者が集まり,予防薬を作った｡庭に竃を築い
て大釜をかけ,その中に上記の五品を入れて煮出した｡この時,行者たちは白装束で祈宿
し,厳粛な儀礼のもとに作った｡作る時期は,春先の木の芽が吹く頃だったという｡予防
薬は一升瓶に入れて各家(ほとんどがA･ B部落)に分配された｡これは,常備薬として
家に置き,体の具合が悪い時飲んだ｡又,頭痛や打身,捻挫の時,患部に塗ると効果があ
ったという｡又,夏に少しずつ飲んでいると病気にならずに元気に働けたという｡

病気を治すのに,これら薬草の処方と同時に,崇りがあって悪霊が憩いている場合は,

祈宿し悪霊を追い払う｡その方法は,キツネを送り出す方法と同じように,幣束に悪霊を
移してしまうことで,病人に患いている悪霊を取るやり方である｡
よ

そして崇りについては,何の崇りかを知らせ,どのようにしたら崇りを除けられるかを
教える｡

又,方角･方位など｢さわり｣災いしている時は,それを具体的に明かし改めるように
指図する｡

(2)キツネの送り出し

前号で述べた如くキツネ浸きは,祈蒔師によってキツネを取ってもらい治った｡方法は,
(注43)

祈痔する中で憩いているキツネと問答をしてキツネに立ち去ってもらう｡あるいは又,辛
ツネと会話が出来ない時は,祈稿して幣束にキツネを乗り移したり,器などに閉じ込める｡
･

｡

｡

｡

｡

｡

･

｡

･

･(注43)

これを今度は道切れの法要をかけて,村外‑退去させるという方法である｡
(注43)

何例もキツネを送り出した経験をもったTU氏の話によると｢相手のキツネが偉い,りこうなキツネであ
ればよっぽどしっかりしないと言いまかされてしまう｡だから真剣勝負であった｣という｡幣束を立てるの
には,践俵を用いたり,藁で舟塾を作ったものに立てたり,それは状況により,約束事があったという｡又
｢道切れの法要｣といって,キツネが乗り移った幣束は,村はずれの,道が三辻に分かれている所にもって
行き,そこでキツネが再び戻って来ないように祈頑したという｡現在信者の中でもこれらのことを詳しく知
っている人はいない｡
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(3)安産祈祷

依宿してきた妊婦には,安産祈蔭をして護符を渡した.護符は,行者が祈宿して作るも
ので小さな紙のお礼である｡妊婦はそれを大事にいただいて持ち帰り,寝間に置いて毎日

安産祈願をして拝む｡いよいよ陣痛が始まった時に,その護符を呑むと安産できると言わ
れていた｡護符の威力で安産できた時は,赤子は手に護符を振って生まれてくる,と言わ
れていた｡かつて行者TU氏は,それが事実であった事を話した｡

現在は,安産祈宿の依頼に妊婦の母親や姑が代りに来ることが多いという｡信者は,依
頼者に祈宿してやる.最近KY氏は,護符も作って渡すこともある｡護符を拝むのは,母

親や姑のみが密かに本人の気拝で祈願していることが多いようである｡妊婦が護符を呑む
こともないと思う｡最近の話では聞いていない｡
(注44)

補足だが,安産祈願についてB部落には別に十九夜話がある｡十九夜サンは,現在でも
信仰され,部落の行事となっている｡この為にB部落には,昔からお産のた桝こ命を亡く

した母子はいないと言われている｡この事は他部落にも響き渡っていて,現在も,他部落
から十九夜講の時に拝みにくる人もいる｡

(4)災難･不幸の除去や予防
依顔者には祈宿して,災難･不幸の原因が何によるものかを教示する｡崇り･さわりに

よるものには対処の仕方を指図する｡又,厄や災難を事前に防ぐために,家内祈宿を行な
う｡これは現在も行われている｡

(5)苦痛に対する相談者

現在は病気の治療･予防者としての直接的な役割りはない｡キツネ潰きもないから,辛
ツネを送り出す役割りも必要ない｡現在は,病気や,それに纏る相談事が主になっている｡
信者が,最近相談を受けた事例(昭和52年〜53年談)について語ったものを一部あげてみる｡
〔事例Ⅰ〕

aさん(60才代)はノイローゼ気味になり,ロを利かず沈み込むようになっ

た｡家の者が困って相談にきた｡ aさんの家に行って祈頑した｡家の老たちに｢欲をかか
ずに心を清く持てよ,人助けをしろよ｣と喰した｡それから, 3日程は嘘みたいにaさん
は全く正常になり,清々した顔をしていた｡だが家の者の精神が,改心できないからaさ
んは再び悪くなり,結局治らないで一年後に亡くなった｡

〔事例Ⅱ〕 N村のbさんが安産祈稿を依頼してきた｡祈蔭の後, bさんに｢仕事をたん
と(たくさん)しないで楽をするように,運動は適当にしろ,精神を楽にしなければ産は
重いぞ｣と指示通り,話してやった｡その後,どうなったかまだ話を聞いてないから解ら
ないが｡

〔事例Ⅲ〕

C氏は病気がいつまでも治らないからと相談にきた｡祈蒔してから, C氏に

｢あたたかい気拝で家の者や,親類衆にも親切にするように,他人を羨やむではないぞ｣
(注44)

女性だけの講であり,十九夜念仏もある｡妊娠,出産,生理などに伴う女性の健康と幸せを願って信仰さ

れている｡昔は,香,秋の2回祭りを行っていたが,現在は春の3月21日前後の部落婦人会の都合の良い日
に行っている｡
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と指示が出て喰した｡しかし,改心はなかなか実行できるものではない0

日では言っても

もから改心できなくて冷たい人でいるから今も病気が治らないでいる｡
〔事例Ⅳ〕 dさん(50才代)は,入退院をくり返し病気がなかなか治らなかった｡家の
者が相談にきた｡ ｢家中あたたかく迎えてやれば治るぞ｣と喰した｡それを実行したら,
本当にdさんの病気は治って,感謝された｡

信者が筆者に語った事は,以上の如く漠然としたものである｡それは,筆者に対し保健

婦という職業上の信頼感から語っているのだが,それが秘密事であることには変わりな
い｡具体的にどこの,だれで,どんな崇り･さわりかほ絶対に語らない｡筆者は,ある程

度予想のつく事もあるがこれは秘密にしなければならないことなのだ.絶対秘密が,祈稽
者としての倫理なのだから｡
一方,相談依頼者の方も,行者に相談に行ったとか祈宿してもらったということまでは,
密かに話すことはあるが,何が崇っていると言われたということまでは語らない｡信じて
いるから語れないのだと思う｡
祈癌者は,自分の部落や村はもちろん,近村の家の家庭環境や,部落での人間関係まで

大概は知っている｡村の者であれば,これは当然である｡新宿者と,相談依頼者の間には

部落社会の複雑な人間関係を背景にして双方とも,それらを了解した上での関わりがあ
る｡祈積者は,もちろん神の教示を受けて愉すわけである｡しかし,それは依頼者の家庭

内や部落内での実情を,充分知っているからこそ,出来るとも言える｡解きようでむずか
しい,と言った愉しほ, ｢家中あたたかく迎えてやれよ｣とか｢欲をかくな｣ ｢人を羨やむ
な｣ ｢心を清く｣など,最も一般的妥当な真理を,その人に合った様に解いている,とい
うことだろう｡ところが,当然と思えるこれらの愉しが,その人にとってほ現実性をもっ

て有効な意味を持つ言葉となる｡このことは,逆にこの社会が,欲と羨望と嫉姑の絡みあ
った葛藤が渦巻いている社会である,とも言えよう｡
(注45)

このような人間関係の中には,どうしょうもないストレス,葛藤と,それから生まれる

疾病がある｡精神的苦痛は,様々な精神神経症状となって表われるだろう｡また,脳血管
(荘46)

疾患,神経痛,リウマチなどの要因ともなる｡いわゆる,ストレス病といわれる疾患であ

る｡これらは,治りがたく長期化,慢性化することが多く深い苦痛を伴うo現代の医学で

は,明解な治療方針で簡単に全治させることはできない病である｡これらの病の苦痛や,
それに纏る相談事は往々にして祈蒔者のところ‑行く｡そして,崇り･さわりが語られ,
上記のような愉し方をされていることが多いと言える｡

いかなる病気も,その人の生活背景をもとに生まれてくる｡家族,そして村落社会ある
いは職場は,もっとも第一義的生活の場であるo祈稿者が,崇り･さわりの原因を除ける

ために喰している中味は,家族や部落社会での人間関係についてであることが多い｡その
社会･生活の場での生き方･心の持ち方を喰しているのであるo
(注45)
(注46)

｢個体にとって特別な機能的緊張を要する事柄や状況のこと｣｡ 1975 ｢精神医学事典｣参照のこと.
Selyeの汎適応症候群(General adaptation syndrome)について参照のこと｡ Selye, H, 1952 : 『The
story of the adaptation syndrome』 Acta Montreal.
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2)祈宿師を必要とする社会
次になぜ祈稽者が必要とされていたのか,また現在も必要とされているのはなぜかとい

う背景を考察するo
(1)医者に罷れない生活
かつてのE村は(とくにA ･ B部落は)全く交通不便な山奥の孤立的な部落であった｡
そして,医者がいなかった｡又,医者を頼みたくても,顔めるだけの経済的余裕がなかっ

た｡この状況の中で,祈宿師が必要とされていた.山奥の貧しい村で病気に躍った時,助
けを求められるのは祈蒔師でしかなかった｡人々は,医者か法者かという二者択一的な考
えから,法者を依頼していたのでほなかった｡

当時の状況を理解するために次の事例を記す｡
〔事例Ⅰ〕 A部落

KT氏説(明治35年生れ)

｢昭和16年12月のことであった｡親類の息子S (当時19才, A部落)が高熱を出した｡

それで私(KT氏)の下の弟, T (当時30才)が峠を越えてB部落の行者を頼みに行った｡
その日は寒い日で,帰ってきてカゼを引いた｡親類のSは,行者の薬,祈稿の効なく高熱
が3日ほど続いて後の12月27日に死亡した｡ Sの祖母は,孫が急死したのを嘆き悲しんで

部落にある山の神に,お百度を踏んだ｡ところが,次の日から高熱を出し12月31日に急に
亡くなってしまった｡葬式は翌年の正月2日に出した｡一方, Tのカゼも悪くなり寝込ん

でしまった｡私は,早速K村(現在K町)のⅠ医者を頼み見てもらった｡医者は,熱い湯
でどんどん胸を湿布するよう指示して帰った｡ Tが病気になったので,諏訪に働きに出て
いたTの弟, U (当時28才)を呼び寄せた｡ UはT兄の看病をした｡しかし, Tの高熱は

下らず,譜言を言うようになり1月6日に死亡した｡その後,看病していた弟のUも熱を
出した｡すぐ,またⅠ医者をあげた｡医者は,今度はすぐ上田の医者に見せろと言った｡
すぐ馬に乗せ20kmの道をK駅まで行った｡さらに,そこから汽車で2時間30分乗って上
田の医者に着いた｡しかし,間もなくUは医者の所で亡くなった｡
親類同志で19才, 28才, 30才の男とおばあさんと4人が忽ちのうちに倒れた｡全く恐ろ

しかった｡この時, A部落中で同じような病気で若い者ばかり9人が死亡した｡後で医者
は,流行性肺炎だと言った｡
この時,上田からA部落までUを車に乗せてくるのに30円かかった｡又, K村からⅠ医
者をあげるのに,足代だけで10円かかった｡医者は,ほとんどバイクに乗ってきたが,時
には馬で迎え送りをした｡当時の日当は,男が一日働いて一円,そして米2表(‑敬)が
13円で買える時だった｣｡

〔事例Ⅱ〕 A部落

KKさん説(大正2年生れ)

｢昭和8年のことだった｡ Bさんの家(現在は空家になっている)では, 16日間に12才
を頚に4人の子供が死んでしまった｡母親は,気狂いのようになった｡ 11月のこと,一番

上の子が熱を出して寝込んだ｡かぜだと思っていたら,忽ち悪くなって死んだ｡次の子も
同じように後を追うように死んだ｡周囲の家では,恐れて葬式にだれも寄らなかった｡最
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初の子は葬式を出し,墓に埋葬したが,次の子供は周囲の者から,流行病だから焼いた方
が良いと言われ,両親は背負って山‑行き焼いた｡続けて,その下の2人の子供も同じよ
うに死んでいった｡村の人は恐れてだれも近寄らなかった｡後で医者は,ジフテリアだと
言った｣｡

なお,この事例についてA部落

KSさん(明治34年生れ)によると, ｢Bさん(子供た

ちの母親)の実家は,隣りのⅩ村で上の2人の子供は母の実家‑遊びに行った｡その帰り
峠で,清水を飲んだのが悪かったのだと曝した｡今でも,あの峠の清水は飲むな,という
人がいる｡また,当時これは崇りだという噂もした｣｡

これらの状態は,ほとんど昭和30年代まで続いていた｡この状況の中で,祈癌師はぜひ
必要とされていた｡
ところで,現在はどうだろうか｡現在, E村には村営の診療所があり医者がいる｡保健
婦もいる｡道路が舗装され,自家用車を持つ家も多い｡車で20分〜40分行くとK町‑出
る｡ K町には,大きな総合病院も出来た｡ E村では,毎年健康検診が行なわれ,医者や病

院は昔のように縁遠いものではなくなった｡老人も,医療費が無料になってからは気軽に
受診するようになったo

医者に一度も慣らないで一生を終えた,という人は全く無くなっ

たと言ってよい｡

上記の様な,恐ろしく悲惨な状況は現代の医学によって救われたo流行性伝染病の如き
は,ぜひ現代の医者が必要とされた｡

しかし,医者では治してもらえないもの,つまり医者では安らぎを与えてもらえない問

港,苦痛がある｡これは,現在も祈宿師が必要とされている所以である｡

(2)医者では直せないもの
例えば,キツネ悉きほ医者では取ってもらえない｡人々は,キツネ愚きを疾病概念の中

に含めていない｡キツネ葱きは病ではあるが民間信仰の問題である｡キツネ潰きほ,前述
の如く祈宿師によって取ってもらったo

その村の,キツネ潰き信仰と共に生きている祈稽

師だけが,キツネを取ることができる｡現代の医者が,例えば精神病だと言って,入院さ

せ注射をし薬を与えてもキツネは取れないであろう｡
(注47)

例えば,久場は,潰依状態(狐意き)の患者の治療にあたって,次のような報告をして
いるので記しておく｡ト‑･従来の精神医学的方法で接していた｡ところが,その方法で

接すれば接するほど,彼女は困惑と不安を示し,徐々に孤がからだ全体を支配するように
なり,継時的二重人格まで至ったのである｡このような状態をみて,著者は治療のゆきづ
まりを感じ,著者自身が彼女と同じシャーマン文化的次元に立たねばならないことを痛感
した｡すなわち,著者がシャーマンの役割りをすればよいと考え,暗示的に『狐を殺す注
射をしてあげよう, 10日目には必ず狐がとれる』と彼女につげ,栄養剤の注射をしたとこ
ろ, 4日目から体の狐がうすれはじめ, 10日目に狐は完全に消失したのであった｡ ･‑‑｣

というものである｡ (この点に関する問題は,後でまた取り上げる予定である)｡
(注47)

久場1973:183
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現在E村では,キツネ悠きの話は聞かなくなった｡昭和42年にf氏が,静岡へ出稼ぎに

行って漁かれ,行者TU氏に取ってもらったという話は(前号事例2)筆者が聞いた内で
は最近のものである｡
次に,崇り･さわり信仰に纏る相談事がある｡これは,たいてい病気と共存している｡
この時,病気は医者だけでは癒してもらえない｡疾病に伴う苦痛の理解が,崇り･さわり

信仰と深く結びついている時,その苦痛は現代医学の治療だけでは癒されない｡この問題
は,現在でも祈稽者が必要とされている部分である｡崇り･さわり信仰は現在でも存在し
ている｡

例えば,家を空けて墓も放っておかざるを得ない生活をしている人が,先祖を粗末にし
ているから,きっと罰が当るだろうと思っていたり,又,こっそり盗みをした人が深い罰

の意識を感じ崇りを信じていたりする｡これらの人が,たまたま交通事故で鞭打ち症にな
ったり,子供が重い病気に躍ったりしたら,医者の病理学的説明や治療だけでは,決して

救われない｡これは,他に語れないことである｡現代の治療者に相談できることではな

い｡患者や家族が,これら苦痛の相談をし癒してもらえる相手は,ぜひ祈稽者でなければ
ならないo

ここで,かつて行者TU氏が医者と法者の役割りについて語ったことを記す(昭和49年
8月談)｡

｢医者も法者も病気を治す人である｡病気を治すのには医者の力が必要だが医者だけで
は,どうにもならないことがある｡また祈蒋だけで病気は治るものではない｡両方とも必
要であるo例えば,キツネに葱かれている時は,いくら栄養分を注射し良い薬を盛っても
効がない｡それは病人が食べるのではなくて,キツネが食ってしまい,薬もキツネが吸っ

てしまうからだ｡又,医者が脈をひいても(脈持測定のこと)聴診器を当ててもキツネが

狂わせるから医者には解らない｡医者は『何だ,病気ではないじゃあないか』 『病気らし
いが判断がつかない』などと言って,いっこうに病気を見出せない場合が出てくる｡又,

例えば何かが崇っているような場合,医者はいくら高い薬や注射を使い手を尽しても良く
ならず『解らない,おかしい』という｡このような時,医者では治らない｡法者の力が必

要だ｡昔, H部落から出たNという医者がいたが,その人なんぞは法者と一緒に病人の所
へ行き,法者に『はあ,ごくろうさんです,よく拝んでくんなんし,結構なことです』と
いった｡今時のように『拝んで治るなら医者はいらない』なんていう,よたっ口(悪口)
を利く医者はいなかった｣｡

現在でも病気になった時,祈稽師が必要とされるのほ,その人の病が医者だけでは治し
てもらえないものがある,ということなのだ｡病気は,その人の生活している社会,文化

的背景の中から生まれ存在している｡だから,民間信仰としてのキツネ想きゃ崇り･さわ

りの存在する村落社会を理解し,そして,そこに存在する病をみていかなければならない｡

(3)村落社会から生まれる喜藤の相談者
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所轄著が相談を受けるのは,病気に関連した苦痛であることが多いoそれは,崇り･さ
わりの問題や相談が伴う｡
｢民族学研究｣ 42巻2号で,筆者は｢この村落社会は必然的に葛藤を内包する｡又,家
族内に敵対するような関係が生じた時,家族成員は捌口をもたない葛藤に苦しむ｣という
ことについて｢マケ｣同族社会の疾病事例から考察した｡これらの点について,さらにA
部落の場合を例に,考察してみよう｡
まず, A部落を概観する(図2参照)｡現在この部落は, 34戸から成る集落である｡ K姓
26戸, Ⅰ姓4戸, N姓2戸, S姓1戸, T姓1戸である｡ N, S, Tの各家は,近年他部

落から転入してきた家であり,各出自部落の同族に帰属する｡
各同族は,その姓でKマケ, Ⅰマケというように呼ばれ,各々の成員は各マケ‑の帰属

意識を持っている｡マケは,本分家を基に各系譜関係の連鎖をもって構成される｡それは
(注48)

ショウヤ,シンクク,ジワケ,イェノキョウダイという関係をもっている｡

部落は,上記の関係の他に隣り組の関係がある｡婚姻を通しての親類関係がある｡又,
(注49)

(注50)

講組の関係がある｡他に,また擬制的親子関係がある｡このように, A部落という一つの

組織で括られた中味は,幾重にも交差した様々な関係から構成されている｡これらの関係
図2

○

Ⅹマケの家

26戸

(この中が2つに分かれる)
ロⅠマケの家

4戸

合

2戸

Nマケの家

合

Sマケの家1戸

今

Tマケの家1戸

A部落における家の関係

･一一ショウヤ,シンタクの関係

□隣組の溺係(ロ‑マ字は姐の名称)

===寺3世代以内で分家しているもの
‑I‑‑ 3世代以内で婚姻関係のあるもの
･一一一･一叫イエノキョウタイの関係

この外に講組の関係,擬制的

親子関係などあるが図には略す｡

(⑦からの分家間の関係は一都略す)

(注48)大柴1977:182

参照｡ジワケドウシあるいはキョウダイブソと呼ぶ部落もあるが, A部落では, ｢イエ
ノキョウダイである｣と認めている｡イ‑のキョウダイの関係は,ショウヤ,シソタク関係と同じく血縁の

有無に関係なく永久に続く関係である｡
(注49)講は,戸隠#,日蓮講,三峰講,倉原の御観音講などである｡現在は,戸隠講,日蓮講のみ機能しているo
(注50)

図2では,ショウヤシンクク関係を‑印で記した｡ ‑印の内味は厳密には,ショウヤ,シンクク関鼠 つ
まり,本･分家といわれないものも含まれている｡それはタノマレジョウヤとかワラジヌギジョウヤを持つ

家である｡それらは昔は差別的な意味をもっていた｡この場合,タノマレオヤとか,ワラジヌギオヤという
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(注51)

は,各々役割と機能をもっている｡図に示す如く,複雑な相互連帯の関わりの中に人々は
生活しているのである｡この様な社会では,いかなる人間関係･行動様式が存在するだろ
うか｡

この社会では,密着した複雑な利害の対立が絡む｡対立関係が生じた時,人はまず己れ

に一番愛着を持つだろう｡そして,次に自分に近い者に愛着を持つのが自然だろう｡その
近さの意識は,血縁を通して認識されていると考える｡自分の帰属する｢マケ｣は,先祖
を共通にするという血縁認識によって,共通の一体感をもつC他のマケに対しては自分の
マケ意識は強張されて出てくる｡

例えば,村から都会に出ていた者が都会の嫁をもらった｡その嫁のKさんが村に来て生
活を始めた当時のことを次のように語った｡ ｢部落のaさんが,無断で私の家の田の水を
払っておいて,横柄なロを利いたので腹立たしくなり,ショウヤの姉さん(嫁)にaの悪
手っし

口を告げたoすると姉さんは『あの人は,私の実家の婿だが,私もあまり気があわない』
と,じんわり言われてびっくりした｡それで,その話を隣の嫁さんにしたら,嫁さんは
『あの人は,私の伯父さんになるが･･‑･』と嫌な顔をされた｡それで,また驚いて家で姑

に話したら『だれにでもかまわず人の悪口を言ってはいけない,気をつけて話せ』と怒ら

れた｣というのである｡人はこの種の些細な不満や腹立たしさを語りたい時にも,非常に
気を使う｡時には,家の中で姑や夫に対してもこの種の気がねをしなければならない｡例
えば,憎らしいと思うaさんと姑が姉弟であったり,又, aさんや婚家は同じマケだが,

嫁のKさんは別のマケであるとか,この様な場合は気を使う｡
気使いは,又,村のイトコ婿を考えた場合も同様である｡イトコ婿は,嫁姑(あるいは

寡)の関係が姪,伯母,あるいは姪,伯父関係になるから,家の内は仲良く円満にいくだ
ろうと考えるが,決してそうはいかないと言われている｡ ｢イトコ婿は,家の中が仲良く

いってる時は良いが,一度紛れだしたら手がつけられない｡反ってお他人様の方が,家の
中はすっきりうまくいく｣といわれる｡

又,例えば血縁の近い者同志が,対立し争いを起した場合,相手に不満や怒りを公然と
直接ぶつけていくことは抑圧されるo

この社会では,相手の非を公然と発き,周囲に認め

させることは,同時に己れにもマイナスの評価を下すことになる｡

又,家の中の例えば親子,兄弟間で対立争いが生じた場合,外に対しては家の恥,身内

の恥,つまり己れの恥と認識されるから何としても表面に出すまいとする｡秘密の内に治
めようと努力する｡当時老たちは,周囲を気にする内で,己れに厳しい抑圧を働かすこと
かわゆ

になる｡お互いに自己を主張する時,相手(己れ) ‑の形さ故に,周囲への恥がなぜ解ら

ないのかという怒りや憎しみを募らせる｡相手への怒りや憎しみが,強ければ強いほど抑
擬制的親子関係が生まれ,本･分家関係と同様の関係を持つ｡しかし,この場合は,本来のシンククの家と
はイエノキョウダイの付合いをしないこともある｡

擬制的親子関係は,他にヒロイオヤがある,この場合拾い兼の実子と拾われた子供とは,キョウダイ関係
が生まれる｡現在はヒロイオヤを行うことはなくなった｡しかし,ヒロイオヤによって生まれた新たなキョ

ウダイ関係のつきあいが現在でも続いている人たちはいる｡
(注51)大柴1975:73‑84 参照｡ (この事例はA部落ではない｡しかし家の関係と各々の役乱楼能は似てい
るので参照されたい)0
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圧は強く働く｡まさに,アンビグァレンス(Ambivalence)な蔦藤の中で苦しむ｡これは捌

口がない｡この苦痛は,外に向って語れない｡自分で統制できない己れの恥を語ることで
もあるからだ｡結局,漠然とした根の深い苦痛になる｡

さらに,この社会はマケや血縁の関係以外に,前述のような様々な関係が複雑に絡んで
いる｡その関係は,各々役割･機能をもつ｡各々協同と,そして利害の対立を生む｡この
中では,相手の非を公然とさせることは,常に気を使い抑えられる｡だからこそ,一方で

は自発的に道理にあった標準化された行動をとるような意識が働くと言えよう｡相手に怒
り,不満を持っても公然と白･窯の決着をつけることは出来にくい｡決定的な敵対関係を
持つことは,決して出来ない｡なぜなら,独立した2人の間の問題, 2軒の家の問題では

ないのだ｡幾重にも絡まっている相互連帯の関係の中に存在している一部なのだから｡敵
対し絶交していたらこの社会は機能していかない｡人は,この社会で生きていく以上,自

分の感情を抑圧していかなければならない事が多くなる｡
それから,この社会は羨望と嫉妬を生みやすく,買いやすい社会である｡これは,人が

独立した人格を持ち得えていない証拠だと言えまいか｡完全に自立,独立した人格を持ち
己れの世界を持つ者は,他人の生活に羨望,嫉妬を感じ,それが耐えがたい苦痛となるこ

とはない｡人格の自立,独立がない者は,常に周囲の者との比較の中に自分の位置ずけを
せざるを得ない,自分より不幸な者を見て,自分の幸せを確認し,逆に自分より幸せな者
には焦燥感を抱き,羨望と嫉妬を感じることになろう｡この社会は,己れが自立,独立した

人格をもつこと,つまり個性的となることを抑圧している閉鎖的共同的社会だとも言える｡
以上の様に,この社会では人々の心の中に羨望と嫉妬が渦巻き,感情の抑圧とこれらの
葛藤,ストレスが蓄積しやすいと言える｡
このような葛藤やストレスは,どの様な形となって表現されるのだろうか｡又,抑圧し
きれなくなった苦痛は,どう表現されるのだろうか｡

捌口を持たない葛藤やストレスは,往々にして狂気や自殺を生む｡又,この社会には,
ストレスと関係深い脳卒中,高血圧,心臓病,神経痛,リウマチが多い｡アルコール中毒

者も多い｡葛藤,ストレスが疾病の型で表現されていると言っても良い｡又,前述の｢キ

ツネ持ちの家｣は,羨望や嫉妬の苦痛に対して,この社会が考案した葛藤解消の一方法と
も考えられる｡同じく,崇り･さわりも同じ要素をもつ｡

そして,葛藤,ストレスの精神的苦痛を外に向って語ることが出来ない人間関係の中で
祈稽師だけが,それを語れる相手として求められているのだ｡
ここで,祈蔭師の社会的性格について見ておこうo祈蒔師も,相談依頼者と同じ部落社

会の成員なのである｡しかし,祈蔭者は,何でも安心して語れる相手でなければならな
い｡従って祈宿者は,社会的に必然的に絶対秘密を守る人でなければならなくなる｡この
社会にとって,特別の人でなければならない｡祈晴着は,必然的に神格化されていく｡ A
･ B部落のかつての行者達は,祈積の時は白装束であった｡又,カミオロシのできた行者

は,葬後霊神として部落内に嗣られている.又,行者の生活は,部落の人と同じ暮しをす
(注53)

る中で,ある期間は特別の｢行｣を行った｡現在,信者のKY氏も,最近相談の依頼が増
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えてきて,今年は始めて｢行｣を体験している｡

ところで,祈稽者は部落内で特別の人であっても,やはり人間である以上限界がある.
神格化されても,祈宿者が同じ部落の者であることは越えられない｡部落内では,当然,
祈両者を悪く言い,特別視されることに嫉妬し反目する人もいる｡このことが,つまり,

同じ部落の人よりも,他部落,他村からの相談依頼者が多い,という結果となる｡
そうかと言って,祈積者はこの部落社会や人間関係を良く解っている人でなければ,逮
切な解き方,唆し方はできない｡だから,この部落社会や人の心の内を解らない人では,

良き相談者として人々の信頼を得ることはできない｡

この社会の中で葛藤の相談者として必要とされている祈宿者は,以上の様な特質をも
つ｡そして,この様な相談者的役割りを持った人が,大概どの村にも存在する｡それは
おがみや

拝屋と言われる人であったり,易者とか神主であったり,ある宗教の信者であったりする
ことが多い｡そして,相談依頼者は他部落,他村からの人が多い｡
現在,村落社会が急速に変容を遂げていることは言うまでもない事実である.質‑に,
農村に農業従事者がいなくなった｡従来の農業を中心に展開した生活のリズムは消えた｡
その中心を為した祭りや,社会関係は意味を失った｡部落内婿,村内婿,同族の連帯など,
いわゆる共同体と言われる村の社会関係は変化している｡従って,キツネ悉きゃ崇り･さ

わりが語られ,祈蒔師が活躍した村落社会の背景も変化している｡
しかし,現実に今,崇り･さわり信仰は存在している｡そして,祈稿者も必要とされて
いる｡病気は,医者だけで治っているのではない｡この社会を理解し,そこから生まれる

苦痛,疾病を理解する治療者の関わりがない限り,祈両者は必要な人として存在し続ける
だろう｡

キツネ葱きゃ崇り･さわり信仰の中に,又祈宿者の関わりの中に,現代の医療そして科
学の最も大切な問題が,匿されているような気がする｡
(注53)

例えば,行者TU氏の談によると,若い時は,寒中川で水垢離を行なった｡又寄合いで,みんながコタツ
にあたっている時でも, ｢行｣の時は,自分だけあたらなかったという｡
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