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　　　　　　“祭”と心理臨床

藤沢町縄文野焼祭への参加体験から一

福島大学教育学部青木真理

1　はじめに

　私は教育臨床・心理臨床に携わる者だが，数年前よ

り“祭”に関心を寄せ，司式者への聞き取り，祭への

関与観察を行ってきている。伝統的な祭の観察は，主

に沖縄本島やんばる地域のウンガミ等の祭において行

ってきたが，新しい祭へも参加を始めた。そのひとつ

が，岩手県東磐井郡藤沢町で開かれている縄文野焼祭

であり，2000年，2001年と2年続けて参加した。本論

はその参加の体験への考察を通じて，また沖縄での調

査研究を重ね合わせ，“祭”と心理臨床に通じる問題

を考えてみようとするものである。

2．藤沢町縄文野焼祭

　この項は，藤沢町公式ホームページの掲載内容をも

とに記述する。HPとの記載は，上記ホームページを

指す。

　藤沢町は岩手県の南端，宮城県との県境に位置する

農山村であり，町の西端を東北一の大河北上川が流れ，

温暖な気候を生かした農業が基幹産業である。藤沢町

縄文野焼祭は毎年8月上旬に行われており，2001年で

第26回を数える。藤沢中学校のグラウンドを会場に，

縄文土器焼成の窯を復元した野焼の窯が10数基設けら

れ，参加者の持ち込んだ作品1，500ほどが焼成される。

　以下，この祭の経緯と歴史について述べたい。そも

そもは，在野の考古学者塩野半十郎氏が同町を訪れ，

r古代縄文式野焼を復元した野焼祭」を提唱した。そ

れを受けて，町では，藤沢焼の陶芸家家本間伸一氏ら

の協力を得て，町の夏祭りとして計画立案することに

なった。それまで町を代表する祭のなかった藤沢町が

このr縄文野焼祭」を藤沢町を代表する祭とするため

に町をあげて取り組み始めたわけである。窯元や地域

住民，商工会青年部等で実行委員会を組織し，塩野半

十郎氏の指導を仰ぎ，1976年，第1回の野焼祭が行わ

れた。参加者は，200名程度で陶芸に興味のある人た

ちで，仙台方面からの参加者が大半だった。会場は藤

沢小学校旧本郷分校で，窯数は6基であった。地元婦

人会による食堂も開設された。第2回野焼祭は窯数が

8基，出品総数も698に増え，参加作品の審査も始ま

った。第3回には会場を現在の藤沢町中学校に移した。

また，r藤沢音頭」が制作され，それにあわせての盆

踊りも行われるようになった。第4回では町内の出品

者から初めて最優秀の野焼大賞受賞者が出た。このこ

とは，開始当初県外の参加者が主だったことからする

と，画期的な出来事であるとともに，町内に祭が根付

いてきたことを示すと思われる。第5回は出品総数

1，500と飛躍的に伸びている。第6回の行われた1983

年は東北新幹線開通の年で，その影響か，参加者は約

一万人にのぼった。盆踊りには，藤沢音頭のほか，

r新幹線音頭」も披露されたという。第9回の祭のあ

と，この祭との縁が深く，コンクールの審査委員をつ

とめてきた塩野氏が死去している。

　この祭にはどちらもすでに故人となったが岡本太郎

氏，池田満寿夫氏も関心を寄せ，1990年の第15回大会

に両氏が参加，翌年岡本太郎氏からはrブロンズ彫刻

・縄文人」が寄贈された。藤沢町文化交流センターに

設置された「縄文人」の台座には「ここには縄文人が

たくさんいる。私の願いは，ここから縄文人をどんど

ん増やして，日本中，世界中，あの祭りに参加してい

る皆さんのような，生き生きとした顔，動きが宇宙に

満ちていく，その原点・藤沢であってほしいと思いま

す。」という岡本氏のメッセージが刻まれている。一

方池田氏は第19，20，21回大会の審査委員長をつとめ

た。後年，塩屋氏の名を冠した賞とならんで，岡本太

郎賞，池田満寿夫賞も設けられることになった。

　以上が，この祭の歴史の概略である。

　26回に及ぶこれまでの祭で，寄せられた作品は3万

点を越える。この町を訪れてまず注目されるのは，町

のいたるところに縄文祭に出品したと思われる縄文土

器風の素焼きのオブジェが見られることある。藤沢町

内だけでも，毎年1，000点近くの作品が生まれるため，
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商店街，小学校や中学校に地域の作品が展示されてい

る。r商店の軒下に縄文土器や埴輪，怪獣等々。行き

交う自動車の運転手や同乗者は不思議に見入り，商店

街が『町並みギャラリー』と化しています」（HP）と

述べられている通りの状況で，r縄文野焼祭が藤沢町

の文化になりつつあ」（HP）ることがうかがえる。ま

た，町内の幼稚園，小学校，中学校からも毎年作品が

提出されている。会場の藤沢中学校の校内には，同中

学生が作成した作品の数々が残されており，スケール

の大きさで見る人を圧倒する。

3．祭への参加

　2000年の夏，私は数人の仲間とともに，初めてこの

祭に出品作品をもって参加した。きっかけは，rやき

ものをつくる　野焼き』l　Iに掲載された野焼祭の記事

であった。

　この祭の参加に先駆けて私は，沖縄の祭事に関心を

もつ心理臨床仲間とともに，七輪陶芸を試み始めてお

り，野で行う陶芸に関心があった。七輪陶芸とは，青

梅市在住の陶芸家，吉田明氏が考案したもので，ごく

ありふれた家庭用七輪を用いて本格的な陶芸作品の焼

成を行う。吉田氏の著書21，雑誌，テレビ出演などを

通じてこの方法が広まり，今はかなりの愛好者がいる

ようである％2000年春ごろより，この方法は私たち

のグループの青柳寛之氏（甲子園大学）によって紹介

されたのだが，この七輪陶芸に取り組み始めて感じた

のは，自分の手で土をさわり，形づくる喜びと，それ

が焼成される様を直接目にすることができるおもしろ

さである。心理臨床の場，たとえば病院精神科のデイ

ケア等でも陶芸はよく行われているが，参加者が直接

とりくむのは形をつくる段階だけで，それがどのよう

に焼かれるのかはわからない。多くの場合は，形成後，

電気窯で焼成されできあがった作品に出会うわけで，

そのあいだの焼成のプロセスはいわばブラックボック

スのなかにあり，直接味わうことができない。七輪陶

芸はそれを可能にした点が画期的であると思われる。

吉田氏の方法では，七輪内部の温度を1，250度まで上

げるために，ドライヤーを用い，送風口にむけて風を

送りこむ。そうしたやりかたで本焼されるとき，器の

自然粕が溶けてガラス化する瞬間を目の当たりにする

ことができるのである。

　また吉田氏は，河原で土を掘り，その土を使って形

成，同じ場所で七輪を使って焼成するというやりかた

も紹介している。七輪陶芸は，自然にふれ，土と火の

もつ力を直接的に体験できる，総合的で創造的な遊び

であると実感した。七輪陶芸への関心の延長で，野焼

という方法への関心が生まれた。

　rやきものをつくる　野焼き』のなかの藤沢野焼祭

の記事には，祭会場の大きな野焼の炎の写真のほか，

前項で述べた藤沢中学校の生徒作品なども掲載されて

いる。誰でも参加できると知り，早速その年の祭に，

数人の仲間で参加することにした。

1）2000年の野焼祭

　祭参加に先立って，藤沢町陶芸センターから野焼作

品用にブレンドされた土を取り寄せ，作品を作った。

作品は，皿，船，かえるなどである。

　2000年の野焼祭（第25回）は8月12日田，13日（日）に

行われた。初めて訪れた藤沢町は，上述したように，

町中に縄文風の焼き物があふれており，それらがいず

れも高さ1メートル近い大作ぞろいである。私たちが

もちこもうとしていた作品は30センチ前後の小品で，

この時点でイメージの格差に愕然とした。

　12日の午後1時ごろ，会場の藤沢中学校に入ると，

窯の準備が行われているところであった。窯は，縦2

メートル横5メートル深さ60センチほどの大きなもの

で，グラウンドに盛り土してつくられる。

　野焼の焼成の仕方は以下の通り（r縄文の炎　第25

回藤沢野焼祭」パンフレット41および『やきものを

つくる　野焼き』を参考にした）。窯づくりは，土手

を築き，下にトタン板を敷き，地面からの水分を遮る。

作品を，地面に対して接点が少なくなるように窯づめ

する（図1）。その後窯のふちにわらを積んで燃やし，

窯を温めつつ，わら灰を作る。できたわら灰を作品の

上に載せる。これは焚き始めの作品のひび割れを防ぐ

ためである。rわら灰がクッションとなって作品を優

しく包み，熱を間接的に伝え（余熱し），作品のひび

割れを防」ぐのである。わら灰は作品の表面に5～10

センチ程度の厚みに載せられる（図2）。その後火入

れ，窯焚きが行われるのだが，点火は窯の空気穴など

からなされる。空気穴は土手の数カ所に設けられた切

れこみである。最初の1時間ほどは，急に温度をあげ

ないように注意して窯焚きする。バタ材（製材の切り

落とし）は窯の四方からr井の字を描くように」ゆっ

くりと積み重ねる。これは作品にあたったり重みをか

けたりするのを避けるためである。また，入れたバタ

材が燃え落ちるまで新しいバタ材は入れない（図3）。

飾りが多く，壊れやすい作品は，薪が直接あたらない
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ようにする。懊（おき）がたまってくると，青白く踊

るような炎（還元気味の炎）が出てくる。この燠火で

やきものを包んで焼く。

　私たちの作品も窯入れのために，定められた窯へと

搬入した。が，搬入という言葉が大げさ過ぎるほど，

他の出品作品に比べるとはるかに小さく，いかにも壊

れやすそうであった（図4）。窯づめのスタッフが，

大きな壷様の作品の空洞部分のなかにいれるなどの配

慮をしてくれた。上述の焼成の方法のように，作品す

べてが窯づめされると，スタッフがわらを窯のふちに

置き，燃やし始めた。そしてできあがったわら灰を作

品のうえに載せていく。

　こうした準備を経て，祭は午後6時始まった。グラ

ウンド中央，r縄文の炎」とよばれるやぐらの前で，

縄文風の扮装をした少年たち数人が摩擦式の火熾し器

で火熾しを行う。その周囲を，同じく縄文風の扮装の

人たちがとりかこみ，単調なメロディーと太鼓のリズ

ムから構成された曲にあわせて踊りを踊る。その曲は

「縄文踊り・もんじょりど一」というタイトルのオリ

ジナルである。やがて火が熾り，火種が松明にうつさ

れ，「縄文の炎」へと点火された。ついで，やぐらの

火が野焼の窯に次々と点され，やがてグラウンドには

16基の大きな野焼の火が燃えた。

　会場をとりまいて，屋台がいくつか出ており，r縄

文おやき」などの食べ物や，ビール，ジュースなどが
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図1～3　野焼焼成の方法　いずれも「縄文の炎　第

25回藤沢野焼祭」パンフレットより転載。

売られている。また，グラウンドには舞台が設けられ

て，津軽三味線の演奏なども行われた。午後8時ごろ

には，r藤沢音頭」にあわせて盆踊りも行われた。私

たちは午後10時ごろひきあげたが，火はひと晩中燃え

っづけた。

　翌朝6時ごろ，私たちは作品の掘り出しに行った。

まだ熱をもった窯の灰のなかから掘り出された作品は

無事に大破することなく焼けあがっており，それなり

の満足感はあったが，他の圧倒的なスケールの作品に

は及ぶべくもなく，審査に出品するに値しないと判断

して，そのまま持ち帰った。

2）2001年の野焼祭出品作品作成

　1年目の反省を活かして2年目は，大作を作ること

にした。作成は2000年12月に本学教育学部附属教育実

践総合センターの造形教室で行った。作品作りにかか

わったのは，以下の人たちである。

　加藤清，西沢ひろ美，山本陽子，山本昌輝，山本岳，

東法子，山本美由紀，青柳寛之，堀内美穂，橋本朋広，

橋本玲子，三宅理子，東望未，東海，青木真理。心理

臨床や教育に携わる人とその家族であり，小学校2年

生と中学1年生を含み，最高齢は80歳である。

　作品を作るにあたって，rやんばる」をテーマに，

そのイメージデザインをそれぞれがあらかじめ考えて

きていた。rやんばる」とは，沖縄本島北部地域であ

る。前述したように，私たちは沖縄の祭事に関心をも

つ心理臨床家であり，1994年ごろからr沖縄研究グ

ループ」を構成して，沖縄本島にたびたびわたり，や

んばるの祭を見学し，祭を司式する宗教的職能者（カ

ミンチュウ）へのインタビューなどを行ってきていた。

その成果は学会で報告している5』また，1999年から

は，研究会r萌盧之會（ころのかい）」をつくり，年

3回ほどの例会を開いて，沖縄調査の報告，心理臨床

事例の検討などを行っている。子どもたちもまたその

　　　　　図4　2000年野焼祭の出品作品
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沖縄旅行の参加者であったので，共通の体験をもって

いた。そうした共通の体験と，土地への愛着を踏まえ

て，テーマを「やんばる」としたのである。

　それらのデザイン画を統合する形で，作品のデザイ

ンを検討した。

　図5は，小学2年の東海氏（和歌山大学教育学部附

属小学校）のもので，rどうぶつの船」である。彼も

沖縄調査旅行等に何度か同行しており，そのなかでの

体験がこのデザインのなかに反映している。rすぶ一

ん」は，七輪陶芸で彼が作ったものであり，rすこっ

ぷ」はおそらく，rやんばる」作品を作る前日，吾妻

山のふもとの温泉で，雪洞を作ったときにスコップを

使用したことを指しているものと思われる。rわいん」

は，おとなたちが始終飲んでいたものである。rひょ

うたん」は，われわれの組織する研究会r請薗之會」

の覇薗（ころ）が，ひょうたんの異称であることを指

していると思われる。このように，彼とまわりのおと

なたちが共にしてきた生活，体験がこのデザインのな

かに映しこまれているのである。そしてそれらを含め

てrどうぶつの船」に乗せようという意図が，描かれ

ているわけである。

　船というアイデアはグループの最高齢，加藤清氏

（隈病院）からも出された。老人と子どもの親近性，

類縁性について河合隼雄は，ともに導者もしくはトリ

ックスターになりうるという点をあげて論じている

が6」，われわれの作品づくりにおいても，少年と老人

が導者として，またトリックスターとして方向性を

リードする役割を演じていたといえそうである。

　一方，図6は橋本玲子（まるいクリニック）のデザ

インで，亀の上に山があり，ハブがまきついている。

これは橋本氏によれば，r亀はニライカナイを意味し，

山は聖なる山・Tムイ（森），ハブは世界を包んで天

に向かって上昇する」というものである。Tムイは，

私たちが調査，関与観察を行ってきたやんばるのある

集落の聖山である。沖縄の聖地にしばしば見られるこ

とだが，この聖山には，ハブをめぐるエピソードが数

多くある。また，ニライカナイとは，沖縄のコスモロ

ジーにおける常世である。

　これらのデザインに，他のデザインのイメージをあ

わせ，船を作ることにした。船の櫨には聖山をおき，

その山にはハブと関連の深い龍が絡み付き，龍の尾が

滝となって下に注ぐようにする。船にはそれぞれが作

りたいものを乗組員として乗せることにした。

　船のサイズは，全長1メートルほど。私たちにとっ

ては初めての巨大作品である。その製作には本学教育

学部美術科の三浦浩喜教官の助言指導を受けることが

できた。

　ほぼ1日がかりで作成された作品はタイトルをrや

んばる丸と仲間たち」とした。

　この船は20世紀から21世紀への世紀ごえを造形室で

果たしたが，乾燥がすすむにつれ次第にひびが入り始

め，2月初旬3つに割れてしまった。三浦教官による

と，厚みが異なるため乾燥・収縮の進み具合に差が生

まれ，それが亀裂につながったのではないかというこ
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　　　　　　図6　「ハブ・聖山・亀」

とだったが，そのまま焼成して，その後パテ等で修復

すればよいとも助言を受けた。

3〉2001年野焼祭への参加

　2001年の野焼祭は8月11日田，12日（日）の二日にわた

って行われた。私たちは3分割した作品を車の後方に

積み，藤沢町に運んだ。会場入りし，作品を搬入する。

今回は他の作品と比べても見劣りしないスケールの大

きさであると，私たちは自負していた。

　割り当てられた窯2号基に船を入れた。

　昨年同様，火熾しの儀から始まって10数基の窯に火

がともされた。

　翌日早朝，窯出しに向かった。3分割された船，乗

組員ともに，ほぼ破損なく焼成されていた。あいにく

雨が降ってきた中，パテを用いて船をつなげ，出品し

た（図7）。スタッフの男性がrなかなかいいのがで

図7　rやんばる丸と仲間たち」

きたね」と言ってくれた。

　入賞を期待していたが，残念ながら第1次審査です

でに選外となってしまった。反省会では，乗組員をの

せないシンプルな船のほうがよりアピールしたのでは

ないかという意見が出た。

　2度の体験をふまえて，2002年の野焼祭こそは，入

賞をめざし，出品しようということで，メンバーの合

意がもたれた。

4．新しい祭，野焼祭の意義

　2回続けての野焼祭への参加は，入賞こそできなか

ったものの，非常に興味深い体験だった。祭のおもし

ろさおよび参加するプロセス全体のおもしろさがあっ

たのである。

　新しい祭，町おこしの一環の祭として，この野焼祭

は非常に成功していると言えるだろう。rイベント開

催による効果はまちづくりのバード・ソフト両面に大

きく寄与している」（HP）のである。それを示してい

るのは平成11年度の国土庁長官賞を受賞したという出

来事だけでなく，何より毎年多くの出品作品があり，

多くの参加者を得つづけているということである。

「世界に一つしかない自分の作品，しかも野焼きとい

う最も原始的な手法で焼成した作品は，生涯の宝物と

なり」（HP），しかも祭のあとも残り人々の目に触れ

っづける。そのことが，この祭の連続性を保証し，翌

年の祭への参加の気運をひきあげるのであろう。HP

には以下のようにも書かれている。

　イベントの開催は，地域の持つ個性を外部に主張し，

地域の存在意義をより確かなもの，普遍的なものにする

ことです。藤沢野焼祭の個性は，「縄文」にあります。

祭りに参加するみんなが主役であることを基本とし，自

分たちの手でイベントを企画し，協賛金を集め，祭りの

準備をし，夏の夜空を焦がす赤々と燃える縄文の炎を焚

き続ける。感動をみんなで創っていく，このことが祭り

を継続する原動力となっています。

　この一文には，祭が町のアイデンティティの形成と

確認の場として機能していること，アイデンティティ

のキーワードがr縄文」であることが端的に現れてい

る。

　r縄文」という言葉が冠されていることが，即，考

古学的な意味でのr縄文」時代の実際を現出させるこ
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とを意味するのではない。野焼の窯にしても，縄文式

（これも非常に広範囲な概念だが）の野焼窯をそのま

ま復元しているわけではない。では，ここでいうr縄

文」とはどういうことだろうか。HPには以下のよう

にある。

　この時代に生きた私たちの先祖は，豊かな自然の幸に

恵まれ，自然と共に生活していました。また，精神的に

も深く，かつ高度な文化を持ち，岩や火や木をはじめと

する森羅万象全てに宿る神を敬い，自分たちの魂を見つ

めて生きてきました。これらのことを私たちに端的に教

えてくれるのが，世界で最も古く偉大な芸術作品である

縄文土器です。有名な火焔土器，水焔土器はもちろん，

素朴な文様の土器の中にも，土と炎と風とに神の働きを

感じ，土器に祈りと願いを込めていた縄文人の心が伺え

ます。

　赤々と燃え，夜空を焦がす炎は，私たちが忘れかけて

いる自然への畏怖と自然への祈りが甦ってきます。まさ

に「縄文の炎」なのです。

　自然への畏怖と自然への祈りをr縄文」の本質とす

るということであろう。それは具体的には，土と風と

火によって作られる土器に現れる。岡本太郎は，野焼

祭への参加で得た感動を，rここには縄文人がたくさ

んいる。私の願いは，ここから縄文人をどんどん増や

して，日本中，世界中，あの祭りに参加している皆さ

んのような，生き生きとした顔，動きが宇宙に満ちて

いく，その原点・藤沢であってほしいと思います」と

語っているが，岡本のいうr縄文」とは，仏教渡来以

前の日本の土着的で呪術的な文化のことであり，その

なかの「熟していながら粗野であり，繊細でありなが

ら強烈な魂」に価値を認めている7。r呪術」は，そ

ののち芸術，治療へと分化し，芸術は歌，踊り，文学，

美術，等へ分化していくわけだが，その分化する前の

混沌としてすべてを含んでいたもの，人間の本源的な

表現，それをr縄文的」とよぶという点で，藤沢の祭

の意図するところと岡本は共通するのであろう。

　またこの祭は藤沢という小さな町の祭にすぎないが，

その本質としてのr縄文」は普遍性をもつ。それゆえ，

この祭が県外に開かれ多くの参加者を得ているのであ

ろう。私たち自身遠くから参加することへと動機付け

られたことを考えても，r縄文」の普遍性は非常に魅

力あるものである。上述の岡本の野焼祭についてのこ

とばは，祭がその土地に住む人のアイデンティティー

形成と絡んで，土地にねざしたものであることの重要

性にふれつつ，同時に祭が土地の限界性をつきぬけて

普遍性をもちうることに言及しているのであろう。ま

た，藤沢野焼祭に限らず，新しい祭で多くの観光客を

集めている祭は他にもたくさんあるが，この祭の特徴

は，参加者が，みずからの作品をもって参加しうると

いう点であり，他の祭における“観光”に比べると，

関与の度合いが深い。そうした深い関与をもった参加

者がひきつづいてこの祭を支えていくことになるので

あろう。

　このことは，後述する，私たちの沖縄の祭への参加

とも関連する。

5．私たちにとっての参加の意味

　県外からの参加者の私たちにとっての参加の意味は，

何よりもその集団療法的な効果にあると思われる。祭

そのものが集団療法的であると同時に，私たちのグ

ループの内部における集団療法性が，祭参加において

際立つことになった。言いかえれば，祭参加は集団療

法のプロセスのうえに位置付けられる。

　そのことは，私たちの作品rやんばる丸と仲間たち」

が如実に語っているといえよう。

　前述したとおりrやんばる」は，わがr沖縄研究グ

ループ」のフィールドワークの地である。心理臨床に

携わる者がなぜ沖縄におもむき，何を探ろうとしてい

るのかといえば，伝統的な祭に学ぶということが第一

である。祭に参加し，司式者の話をきくなかで，祭が

共同体の健康と豊穣を願う一種の臨床行為であること

が確認され，私たちが相談室という空間で行なってい

る行為との共通性，あるいはそうした行為を成り立た

せている前提となるものがそこにあることを，強く感

じさせられるようになった。“祭”という臨床行為に

学んで，私たちはr風土臨床」というコンセプトをう

ちだすにいたった8も通常の心理臨床行為は，人工的

な相談室という場においてセラピストとクライエント

という二者関係のなかに展開すると考えられる。私は，

そうした関係を成り立たせる基盤としての風土に注目

する。それはとりもなおさず沖縄の祭への参加という

体験があったからである。沖縄の祭を成立させている

のは，山と海を含む地理的景観と，そこに住む人間，

動植物であり，その祭を司式してカミとの仲立ちを行

うのがカミンチュウである。カミンチュウの祈りは個

人へと焦点付けられるとともに共同体へも同時的に焦
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点づけられる。その関係は図8に示された通りである。

当然のことながら，個人の幸福は共同体の幸福を前提

．とするし，またそうした個人の幸福がなければ共同体

も幸福ではありえない，というのが祭という臨床の根

本原理である。いいかえれば個人を成立させているの

は，個人と個人以外の存在（他の人，自然環境）との

相互関係なのであり，それを風土とよびたいと思った。

　翻って私たちの心理臨床を考えると，クライエント，

セラピスト関係を成り立たせている風土に着目するこ

とができるだろう。治療の展開を支えばぐくんでいる

風土がいかなるものかに注意を向けることや，よき治

療的風土の整えに気を配っていくことが有効であるし，

また必要なことのようにも思われる。さらに方法論と

しても，クライエントを包む風土そのものの変容を試

みる方法として，生活療法的なあるいはホリスティッ

クなアプローチも考えられると思う。青森県岩木山の

ふもとでr森のイスキア」を主宰する佐藤初女氏の実

践9一などがその具体例である。ただし私個人はそう

いった生活に根ざした臨床の場をもっていない。

　私たち沖縄研究グループもまたひとつの風土を形成

していて，そのグループの整えという点で，今回の

r縄文野焼祭」への参加もあったといえる。その観点

から，作品のrやんばる丸と仲間たち」を見なおして

みよう。

　「やんばる」への関心と親しみを，グループのメン

バーは抱くようになっている。船の艦にはrやんばる」

の聖地がイメージされた山と滝が作られてある。沖縄

の聖地は自然のなかにあり，「ウタキ」とよばれる。

図8　祭・祈願における個人と共同体の関係

　　（青木・山本r風土臨床論」2001より転載）

それを構成する要素は山，岩，川，滝，岩といった地

理的要素とクバの木などの植物であり，たとえばムラ

のクサテムイ（腰当森）すなわちムラを守るように支

えている後背の森のなかにある。それは，仲松弥秀10i

によれば，ムラの祖先にまつわる場所古代の葬所で

あったという。私たちの船の艦に作られた“ウタキ”

は，クサテムイとしての山と，それに巻きついた龍，

そしてその尾が滝となって地上に落ちているというも

のである。ここでウタキと龍との関連を簡単に述べれ

ば，沖縄の生活と結びついた伝統的宗教観においては，

ハブは特別な存在と認められる。猛毒を持ち人や動物

を死に至らしめうるハブは恐ろしいものであると同時

に，崇敬の対象にもなりうる。Ottoのいうヌミノー

ゼUIの感情が，パブをめぐって存在するのである。

そうしたハブと類近する想像上の存在としての龍を，

私たちの作品では聖地であるウタキと結びつけて備え

付けたわけである。

　作られたものが船であるということには，沖縄の伝

統的宗教世界へと私たちを運ぶものがイメージされて

いるといえよう。また，20世紀から21世紀への世紀の

変わり目に作られたことを思えば，新世紀への不安と

期待が込められた船出を意味していたともいえ，その

意味で，r箱舟」的な要素も多分にあり，“救済”がイ

メージされていたともいえよう。

　船の乗組員について述べよう。これは製作に参加し

たメンバーそれぞれが一体以上作ったもので，動物，

人間，巨人，木などさまざまで，それぞれメンバーが

イメージした沖縄であり，またグループのそれまでの

活動のなかのエピソードが具現化されたものでもある。

亀，ジュゴン，クバの木などは，やんばるの伝説，私

たちが参加した祭のなかのエピソードに深く関連する

もの，聖地との関連が深いものである。それぞれの作

品に愛着があり，物語を背景としてもっているために，

野焼祭出品の際，欠くべからざるものとして，船の上

に並べることになった。それが雑然とした印象を与え

たかもしれないのだが，私たちにとっては，ひとつひ

とつが世界を構成する重要なパーツとして認識されて

いたのだった。

　こうした，さまざまな乗組員の乗りこんだ，巨大な

船をつくりあげることができたというところに，r沖

縄研究グループ」の成熟をみる。船の製作は，このグ

ループの集団療法的，相互治療的なプロセスのうえに

生じたできごとである。私たちのグループにおいては，

集団療法の治療的要因としてYalom＆Vonogradov12一
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があげている11の因子それぞれが働いていると思える

なかで，ことにr実存的因子」がことにきわだって働

いている。それは，私たちグループにとって近しく親

しかったカミンチュウの急逝という事態を受け止め，

乗り越えるという，現在も続いている喪のプロセスに

おいて，重要な効果をもたらしているし，またそのプ

ロセスによって集団の相互治療性が強化されてもいる。

船は，困難なことも含めていっしょに乗りきろうとい

う姿勢が具体的にあらわれたものだといえるだろう。

　私たちのグループは年齢，所属のバラエティーに富

む。その共通項は，おとな間については心理臨床への

かかわりであり，また子どもも含めた全員の間では，

沖縄訪問，野焼や七輪陶芸といった創造活動といった

共通の体験である。共通項をもちつつ多様な属性をも

つメンバーから構成されたグループは，長くてゆっく

りとした，ベーシックエンカウンターグループともい

え，また時限のない生涯学習集団といえそうである。

私自身はこの集団を，立場を超えて共同しあう可能性

を具現化する集団と考えている。

　このきわめて集団療法的で生涯学習的な集団にとっ

て，藤沢野焼祭に参加したことは，集団それ自体にと

っての祭であった。ただし，祭＝ハレは必ず日常＝ケ

によって支えられる。桜井徳太郎がハレとケとケガレ

の三極の循環構造論B一に示すように，パレとケは相

補的な関係にある。つまり桜井によれば，生命力をあ

らわすケが枯れることがケガレであり，ハレはその回

復，ケの維持のため行われるということになる。その

観点から言えばメンバーそれぞれ，個別にもつケの時

間を豊かにもっことが重要であるし，それがあってこ

そハレヘの参加が際立つといえるだろう。

　そしてまた，rやんばる丸」という箱船が自閉的で

自己愛的な世界にとどまるのではなく，外へと開かれ

たものであるためには，私たちの経験が普遍化されう

るような努力を続けなければならない。それはひとつ

には，研究発表という形で行われるし，もうひとつに

は，総合的で生活に根ざし，ハレとケの循環を大切に

した生活療法的・全人的な治療のありかたをさぐって

いくという形でも行われるだろう。それを私は「風土

臨床」と呼ぶのである。
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