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スピリチュアリティと宗教、および生きる意味について

浜崎盛康

MoriyasuHamasaki

OnSpirituality，Religion，ａｎｄｔｈｅＭｅａｎｉｎｇｏｆＬｉｆｅ

本稿は、緩和ケア（palliativecare）（ターミナル・ケア（terminalcare)、

ホスピス・ケア（hospicecare)）におけるスピリチュアル・ペイン（spiri‐

tualpain）を主な手がかりとして、「スピリチュアル」および「スピリチュ

アリティ」について考察し、それらの主要な意味（の一つ）が「存在するこ

と.生きること、存在する意味.生きる意味に関する」ものであるというこ

とを確認する。そして、次に、そのような生きる意味という視点から、スピ

リチュアル・スピリチュアリティと「宗教・宗教的」との関係を検討し、ス

ピリチュアル・スピリチュアリティは宗教よりも広く、①組織化された宗

教におけるスピリチュアル・スピリチュアリティ、②個人的なあり方とし

て、ある種の超自然的なものとの関係におけるスピリチュアル・スピリチュ

アリティ、③①②と区別される個人的なあり方におけるスピリチュアル・

スピリチュアリティ、という３つに分けて捉えることができるということを

論じる。そうすることによって、スピリチュアル・スピリチュアリティをめ

ぐる様々な議論を、その全てではないにせよ、大凡のところ統一的に捉える

ことが出来るように思われる。

キーワード：スピリチュアリティ、スピリチュアル・ペイン、緩和ケア、宗

教、生きる意味
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はじめに

スピリット（spirit）や「スピリチュアル」（Spiritual)、「スピリチュアリ

ティ」（spirituality）い)は、古来人々の関心を集めてきたと言えようが、現

代もスピリチュアルスピリチュアリティに対する関心は以前にも増して高

まっており、それとともに、新たな形においても論じられている。近年の議

論は、「この問題が世界的な広がりをみせてきたことと、それが特に医療問

題と結びついてきたという二つの点で注目される」と言われる(2)。

しかし、その医療問題、特に緩和ケア(palliativecare）（ターミナル・ケ

ア(terminalcare)、ホスピス・ケア(hospicecare）(3)）におけるスピリチュ

アル・スピリチュアリティの重要性は論を俟たないが、それだけに従来から

見られるスピリチュアル・スピリチュアリティをめぐる議論との関連性があ

まり明確ではないように思われる。そこで、本稿は特に緩和ケアにおけるス

ピリチュアル・ペイン（spiritualpain）（とスピリチュアル・ケア（spiri‐

tualcare)）を主な手がかりとして考察し、「スピリチュアル」および「ス

ピリチュアリティ」と「存在すること．生きること、存在する意味.生きる

意味」との関係、そして、そのような生きる意味等の視点から、スピリチュ

アル・スピリチュアリティと「宗教・宗教的」との関係を検討し、「存在す

ること．生きること、存在する意味．生きる意味」の視点からスピリチュア

ル・スピリチュアリティをめぐる様々な議論を、その全てではないにせよ、

大凡のところ統一的に捉えることが出来るのではないかということを示した

い。

Ｉスピリチュアル・ペイン

癌は現代では早期に発見できれば必ずしも不治の病ではなく治療が可能で

あるが、発見が遅れ癌が末期であるような場合にはもはや治療の望みはなく、

死が避けられないことになる。そのような場合、たとえば、「余命６ヶ月」

等のいわゆる告知を受けることにもなる。もはや手の施しようがなく死が避
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けられないと告げられることは、患者にとって文字通り生死に関わる大きな

衝撃となる……。

癌の末期等で死が避けられなくなった時、我々が持つ痛みは３ないし４つ

の面の痛みが複合したものであると言われる。世界保健機構（World

HealthOrganization）の緩和ケア（palliativecare）の定義は、要点をま

とめると次のようである(4)。緩和ケアとは、身体的（physical)、心理社会

的（psychosocial)、およびスピリチュアル（Spiritual）な痛み（pain）を、

早期より誤りなく診断し治療することによって、苦痛の予防と除去をおこな

い、それによって、生命を脅かす病気に直面している患者とその家族のクオ

リティー・オブ・ライフ（qualityoflifb）を改善するアプローチである。

緩和ケアは、生を肯定しまた死にゆくことを正常なこととしてとらえ、心理

的ケアとスピリチュアル・ケアを統合し、死に至るまで患者が可能な限り生

を充実して生きられるように支援する。あるいは、アルフオンス・デーケン

は、安らかな終末期を過ごすためには末期患者の抱く「総体的苦痛（total

pain)」の除去ないし緩和が必要となるとし、ホスピスでは「（１）肉体的

苦痛（physicalpain)、（２）精神的苦痛（psychologicalpain)、（３）社

会的苦痛（socialpain)、（４）霊的苦痛（spiritualpain)」の総合的なコ

ントロールが目指されると述べている(5)。ウァルデマール・キッペスも、

｢多くの患者の苦痛は身体的な問題に限られているわけではなく、痛みの治

療はいくつもの苦しい症状の一つに対する治療であり、身体的、心理的、社

会的、霊的な（SHRITUz4L）面のすべてに対応する包括的な医療の一部を

構成しているにすぎないと考えるべきである。この包括的な医療はパリアティ

ブ・ケア（緩和的医療）という名で知られるようになってきた｡」と述べて

いる(6)。このように、死に直面する時我々が持つ痛みは、「身体的な痛み、

心理的な痛み、社会的な痛み（ないし心理社会的な痛み)、そしてスピリチュ

アルな痛み」が複合したものであると考えられるのである(7)。

さて、本稿はそれらの痛みのうちスピリチュアル・ペインに注目して考察
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を進めるものであるが、そのスピリチュアル・ペインとは何であり、どのよ

うなものがあるのだろうか。窪寺は、「スピリチュアルペインとは，人生を

支えていた生きる意味や目的が，死や病の接近によって脅かされて経験する，

全人的苦痛である．……(8)」と定義し、スピリチュアルケアとの関連でも、

｢スピリチュアルケアとは，……特に死の危機に直面して人生の意味，苦難

の意味，死後の問題などが問われ始めたとき，その解決を……見つけ出せる

ようにするケアである」と述べ、「これらの苦痛は，危機にある人がもつス

ピリチュアルペインだといわれるようになった.」と述べている(9)。スピリ

チュアル・ペインの内容としては、「１）「わたし」の生きる意味・目的・価

値の喪失２）苦痛の意味を問う苦しみ３）死後への不安４）「わたし」

の悔い・罪責感」をあげ('0)、スピリチュアル・ニーズとの関連では、これ

らに付け加えてさらに「超越者への怒り」と「赦し」をあげている(ID･

村田はスピリチュアル・ペインを「自己の存在と意味の消滅」と定義し、

死を前にした末期の患者は、自己の存在の消滅を実感することによって自己

の生の意味、目的、価値が揺らぐのを経験するとする０２)。スピリチュアル・

ペインの構造を解明するため、村田は人間存在の構造を「時間存在｣、「関係

存在｣、「自律存在」という３つの次元において捉え、時間存在として人間は

死の接近によって将来を失い、それによって現在に生きる意味をも失ってし

まうとする(]3)。関係存在として人間は、死によって他者を失い、それによっ

て自己の存在の意味をも失う(w・自立存在として人間は、死の接近によっ

てさまざまな「できなくなる」を経験し、したがって他者への依存を経験し、

それによって自己の生の無価値さ、無意味さを経験すると言うのである('5)。

また、村田は生きる意味について、「生きる意味はもうないということは、

生きる意味が実感できない、あるいは他の人との繋がりを失う、あるいは愛

されていると実感できない。これがスピリチュアルペインではないかと私は

考えています。このことを別の表現で言いますと、生きることの無意味、空

虚、虚無、孤立、疎外、そういう言葉で表されるかもしれません｡」とも述
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べている（'6)。

スピリチュアル・ペインはしばしば死を前にした人のスピリチュアル・ニー

ズとの関連においても見ることができる。KennethJDokaは死にゆく人

のスピリチュアル・ニーズを３つあげている。「ｌ）人生の意味の探求」

(thesearchfbrmeaningoflifb)、「２）しかるべき仕方で死ぬこと」（to

dieappropriately)、「３）墓を越えて広がる希望を見いだすこと」（tofind

hopethatextendsbeyondthegrave）(１７)。死を前にした人にとって、や

はり「人生の意味の探求」は大きな意味を持つ。

ShirleyAnnSmithは、スピリチュアル・ニーズには個々人が特徴的に

持つものもあるが、「死にゆく患者にしばしば見られる、ある基本的な人間

のスピリチュアル・ニーズ」（certainbasichumanspiritualneedsfre‐

quentlyseenindyingpatiants）があるとし、それを大きく次の３つに分

けている。「所属していることと関係性」（belongingandrelationships)、

｢生と苦悩と死の意味の探求」（exploremeaningoflifb，suffering，ａｎｄ

death)、「和解」（reconciliation）('8)。そして、それぞれに下位項目を設定

し分類は詳細なものになっている。「所属していることと関係性」について

は、「見捨てられたり孤立したりしているのではなく、ケアされていること」

等４つ、「人生と苦悩と死の意味の探求」については、「自己の価値を肯定的

に捉える経験」等７つ、「和解」については、「許すことと許しを受け入れる

ことができること」等４つあげている。

以上のようにスピリチュアル・ペインについて見てみると、スピリチュア

ル・ペインは「自己の存在の意味、生きる意味」との関係性が深いと考えら

れているといえる。スピリチュアル・ペインは、その主要な意味（の一つ）

として、死が避けられないという事態に直面して、自己の存在の意味、生き

ることの意味が揺らぎ、崩壊し、失われるといったことによって生じる苦痛

であると考えられているのである。ＤｏｒｏｔｈｙＯＨＬｅｙも、スピリチュア

ル・ペインの本質は「人が自分は無意味である、あるいは自分の人生は無意
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味であったと感じること」（tofbelthatoneismeaninglessorthatone's

lifehasbeenmeaningless）であると述べている('9)。

では、スピリチュアル・ペインにおける「自己の存在の意味、生きる意味

の崩壊、喪失」は、実際に、どうなのだろうか。井原は、スピリチュアル・

ペインの内容として、「淀川キリスト教病院のホスピスにおける実態（200例)」

の調査を報告している(20)。それによると、「生きる意味への問い２８名（３９

％)｣、「苦難に対する問い２０名（28％)｣、「希望がない１６名（23％)｣、

｢真の愛が感じられない（孤独）１６名（23％)｣、「罪責感１５名（21％)｣、

｢別離１０名（14％)｣、「家族に迷惑をかける１０名（１４％)｣、「死後の問題

７名（10％)」である。この実際のホスピスでの調査でも、スピリチュア

ル・ペインとして「生きる意味への問い」がトップにきている。

スピリチュアルペインは、具体的には、「早く死んでしまいたい｣、「生き

ていることに疲れた｣、「何のために生きていなくてはならないのか」等とし

て表現される(21)。癌の末期で余命６ヶ月という告知を受けた場合等、我々

は大変な衝撃と共に、「もはや手の施しようがなく助からないということで

あれば、いっそのこと早く死にたい｣、「どうせ助からないのであれば、なぜ

あと６ヶ月生きなければならないのか｣、「あと６ケ月私が存在する意味はあ

るのか」等の思いにとらわれてしまうことがあるのである。癌が末期でもは

や死が避けられないということによって、自己の存在の意味、生きることの

意味の揺らぎ、崩壊、喪失といった事態に直面して、耐え難い苦痛が生じる

のである。

Ⅱ「存在の意味、生きる意味」とスピリチュアル・スピリ

チュアリティと宗教

さて、Ｉにおいてスピリチュアル・ペインの重要な意味が「自己の存在

(存続・消滅）および存在の意味．生きる意味に関する痛み」であることを

見たが、そうであれば当然、窪寺が述べているように、「スピリチュアルケ
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アの中心的問題は，患者の生きる意味や目的への援助である．この点につい

ては，多くの研究者たちが一致している.」と言えるのである(22)。したがっ

て、「スピリチュアル」は当然「自己の存在（存続・消滅）および存在の意

味.生きる意味に関する」という意味を持つことになり、スピリチュアリテイ

も同様の意味を持つことになる(23)。そこで、次に、「自己の存在（存続・消

滅）および存在の意味．生きる意味」という視点から、スピリチュアル・ス

ピリチュアリティと宗教の関連を検討してみたい。

スピリチュアル・スピリチュアリティと宗教との関係は、分かりにくい状

況が続いているように思われる。両者は区別すべきであるという主張がよく

行われており、実際その通りであろう。たとえば、ＷＨＯ専門委員会報告書

第804号は、「多くの人にとって「生きていること」がもつ霊的な〔Spiritual〕

側面には宗教的な因子が含まれているが、「霊的」は「宗教的」と同じ意味

ではない。(24)」と述べている。ShirleyAnnSmithも、「スピリチュアルな

ニーズと宗教的なニーズの間の区別を認めることは重要である。(25)」として

いる。このようにあえて両者の区別の必要性が言われるのは、スピリチュア

ル・スピリチュアリテイと宗教を同一視する傾向もあるからである。スピリ

チュアル・スピリチュアリティという語の成り立ちと歴史を見ると、この語

は非物質的、超自然的、宗教的な意味合いを持っており、スピリチュアル・

スピリチュアリティを宗教的と捉えることも理解できないことではない（末

尾の補遺を参照)。しかし、もしスピリチュアル・スピリチュアリティが宗

教・宗教的と同じであり、スピリチュアル・スピリチュアリティが宗教的で

なければならないとすると、宗教に関心がなく信仰を持たない人は死を前に

しても決してスピリチュアル・ペインを持つことはないことになってしまう

であろう。実際には、そうではなくて、死を前にすれば宗教を信じていよう

がいまいがすべての人がスピリチュアル・ペインを持つ（可能性がある）の

であり、したがって、「自己の存在（存続・消滅）および存在の意味。生き

る意味に関する」ものとしてスピリチュアリティはすべての人にあるのであ
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る。スピリチュアルケア研究部会は、現代の多様な社会、国家にあっても適

用可能な、スピリチュアル・ケアの「一般的な仮定と原理」としてまず初め

に、「それぞれの人はスピリチュアルな次元を持つ｡」（Eachpersonhasa

spiritualdimention.）としている(26)。窪寺は、「スピリチュアリティは特

殊な資質ではなく，むしろ人間に普遍的に与えられているものである．既存

の宗教に無関心で信仰心のない人にも，スピリチュアリティは潜在的にあ

る．（27)」としている。そのように、スピリチユアル．スピリチユアリテイは、

宗教を信じている人にも見られ、また信じていない人にも見られるものであ

り、したがって、スピリチュアル・スピリチュアリティは宗教・宗教的より

も広いということになる。

この点については、JohnDMorganも、「人間のスピリチュアルな本性

は少なくとも組織化された宗教よりも広い｡」（thespiritualnatureofthe

personisbroaderthanatleastorganizedreligion）と述べている(28)。

ここでは、スピリチュアルな本性と組織化された宗教が比較されているが、

しかし、スピリチュアル・スピリチュアリティと宗教・宗教的とを区別すべ

きであるということはその通りであるとしても、スピリチュアル・スピリチュ

アリティが「少なくとも組織化された宗教より広い」というのはどういう意

味であろうか。ShirleyAnnSmithの主張をもう少し詳しく見てみると、

スピリチュアリティはより広い概念であり、より普遍的な期待を表しており、

宗教的なニードとスピリチュアルなニードの違いを認めることは重要である

とし、おおよそ次のように説明している(29)。宗教は特定の組織化された集

団に関連し、「祈り、瞑想｣、「経典あるいは他の書物｣、「サクラメント、（霊

的）交わり｣、「告白、織悔｣、「礼拝儀式｣、「聖職者の訪問、パストラル・カ

ウンセリング｣、「聖別すること」を含むとしている。そのように宗教は儀式

と儀礼等を執り行うが、それに対して「人間の生のスピリチュアルな部分」

(thespiritualpartofhumanlifb）は「内的自己」（ｔｈｅｉｍｍｅｒｓｅｌＤと

｢宇宙」（theuniverse）および「より高い力」（ahigherpower）に対する
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内的自己の関係性へと向かい、生の意味と死および死後どうなるのかという

ことに関わる部分である。ここでは、宗教が特定の組織化された集団の経典

や儀礼等によって特徴づけられているのに対して、スピリチュアルな部分は

内的自己、宇宙、高い力に向かい、生の意味、死、死後に関わるとされてい

る。また、窪寺は「スピリチュアリティは，宗教のように組織・教義・礼典・

教祖を持たないのもので，非常に主観的、個人的で自由さをもっているど

ちらも魂の必要に関わるものであるが，宗教に比べてスピリチュアリティは

規制力をもたないので，現代人には好まれる傾向がある．スピリチュアリティ

も宗教`性も魂の癒しに関わり，人間存在を支えるものであるが，スピリチュ

アリテイが個人的体験にとどまるのに対して，宗教は社会的制度の一部にな

る傾向を持っている.」(30)と述べている。以上のように、JohnDMorgan

もShirleyAnnSmithも組織化された宗教を取り上げ、ShirleyAnn

Smithはそのような宗教の持つ儀礼や経典に注目し、これに対してスピリ

チュアルな部分は内的自己、宇宙、高い力に向かい、生の意味と死、死後に

関わるとしている。窪寺も、スピリチュアリティは宗教のように組織・教義・

礼典・教祖を持たず、主観的、個人的であり、これに対して宗教は社会制度

の一部になる傾向があるとしている。宗教とスピリチュアリティを区別すべ

きであるとする主張は割合広く見られるが、その場合以上のように宗教を組

織化された集団的なもので、教義・礼典・教祖を持つが、これに対してスピ

リチュアル・スピリチュアリティは個人的、主観的とされることが多いよう

に思われる。

しかし、組織化された宗教においても、個人の内面における信仰の深さ、

真正さといったものは、もちろん決定的な重要性を持つだろう。たとえば、

それは信仰義認論として宗教改革におけるプロテスタントの主要な主張の一

つであったと言えよう。したがって、スピリチュアル・スピリチュアリティ

が主観的、個人的であるということの意味は、実は、スピリチュアル・スピ

リチュアリテイは主に個人的、主観的な領域にとどまることもあるが、しば
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しば組織化された宗教に見られるように、個人的、主観的な領域を含みなが

ら、さらに教祖を中心に集団を形成し組織・教義・礼典等を備えるようにな

ることもあるということであろう。組織化された宗教ももちろんその根底に

スピリチュアル・スピリチュアリテイを持っており、現実的にはむしろそれ

に支えられて成り立っている面も大きいと言えよう。当然のことながら、ス

ピリチュアル・スピリチュアリティと宗教を区別すべきであると言っても、

組織化された宗教がスピリチュアルではないということではないのである。

したがって、一般的に言われる「スピリチュアリティと宗教を区別すべきで

ある」という言い方におけるスピリチュアリティは、主に個人的なあり方に

おけるスピリチュアリティのことであって、スピリチュアリティ全般を指し

ているのではないと考えるべきである。

ところで、宗教の定義は学者の数ほどあるとも言われ、一義的に明確に定

義することは難しいが、一つの考え方は、今見たように、教祖を中心に集団

を形成し組織・教義・礼典等を持つという仕方で宗教を捉えるものである。

この場合個人的、主観的なものは宗教とは言わないことになるが、本稿も便

宜的に(３Ｄこの立場に立ちたい。この点を今の考察と関連させて考えてみる

と、スピリチュアル・スピリチュアリティを「自己の存在（存続・消滅）お

よび存在の意味．生きる意味に関する（もの)」と捉える視点から見た場合、

主に個人的なものであれ、組織化されたものであれ、今見たようにどちらも

スピリチュアル・スピリチュアリティを根底に持つと言える。したがって、

この視点からすれば、スピリチュアル・スピリチュアリティと宗教の区別と

は、実は、スピリチュアリテイが主に個人的なものとして表出されるか、そ

れとも教祖を中心に集団を形成し組織・教義・礼典等を持つ形で表出される

力〕の違いであることになる。そうであれば、存在する意味．生きる意味の観

点からスピリチュアル・スピリチュアリティを考え、またスピリチュアル・

ペイン、スピリチュアル・ケアを考える上では、スピリチュアリティと宗教

を区別するということの意味は精確には、主に個人的なものとしてのスピリ

－１０－



スピリチュアリテイと宗教、および生きる意味について（浜崎盛康）

チュアリティのあり方と組織化された宗教におけるスピリチュアリテイのあ

り方を区別するということであろう。

では、組織化された宗教はともかくとして、そのような主に個人的なあり

方におけるスピリチュアリティの具体的な例としては、どのようなものがあ

るだろうか。それは大きく２つに分けて考えることができるように思われる。

１つは、たとえば、島薗が新霊性運動（新霊性文化）と呼ぶものが大旨これ

に当たり、他の１つは人間関係等におけるスピリチュアル・スピリチュアリ

ティである。島薗は、「近代合理主義でもなく宗教でもない第３の道」を

｢新霊性運動」（newspiritualitymovements）と呼び、これは精神世界、

ニューエイジ、霊性と呼ばれてきたものを広くグローバルに捉えるためのも

のであると述べている(32)。「それ〔新霊性運動〕は個々人の「自己変容」や

｢霊性の覚醒」を目指すとともに……伝統的な宗教と異なり、固定的な教義

や教団組織や権威的な指導体系、あるいは「救い」の観念といったものをも

たず、個々人の自発的な探求や実践に任せる傾向が強い。(33)」そこでは、気

功、輪廻転生、臨死体験、アニミズム、シャーマニズムのようなテーマが尊

ばれる(狐)。あるいは、沖縄にはユタと呼ばれる霊能者（とされる者）がい

るが、ユタも組織化されていず、個人的なあり方におけるスピリチュアル・

スピリチュアリティの体現者であると言ってよいだろう(35)。これらはある

種の超自然的なもの等との関係におけるスピリチュアル・スピリチュアリティ

であり、組織化された宗教とは区別されるとはいえ、超自然的なもの等との

関連性があるという点では共通性を持つ。

では、次に、個人的なスピリチュアル・スピリチュアリティのもう１つの

あり方は、どのような意味で語られうるのであろうか。それは、具体的には、

たとえば、人間関係の中で人生の価値や生きる意味を見い出すような場合に

示されていると言える。窪寺は、「死にゆく人との関係で援助者が心を痛め

るのは，患者が生きる意味，価値，目的を失って，ただ，早く死ぬことだけ

を望んでいるときです．……しかし，スピリチュアルケアでは，肉体的，物
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理的生命の長短ではなしに，生命の質に生きる価値を見いだせるように援助

します．－日一日をを精一杯生きる姿勢や，人のためになろうとする思いや

りや，感謝を忘れない生き方に人生の価値があることを伝えます．さらに人

間関係の中での意味や価値ばかりでなく……」と述べ、スピリチュアル・ケ

アは人間関係の中でも生きる意味を見いだせるようにするとしている(36)。

｢－日一日を精一杯生きる姿勢や，人のためになろうとする思いやりや，感

謝を忘れない生き方」は、宗教との関連性なしにも成り立つものである。

DorothyH・ＯＬｅｙは、スピリチュアリティは「無限なるもの」（theinfi‐

nite）との関係においてあるとともに忘れてはならないのは、「仲間たちと

の」（withourfbllows）関係においてもあるということであると述べ(３７)、

ホスピス・ケアにおいても、死に直面している患者と共にあること、最後ま

で寄り添うこと、そして、患者が自分自身で自分の人生の意味を見いだすこ

とができるように助けることによって、患者のスピリチュアルな求めに応え

ることができるとしている(38)。

このようなスピリチュアル・スピリチュアリティは、さらには、Johnn

Morganが述べているように、たとえば無神論の立場に立つサルトル（』.Ｐ・

Sartre）やカミュ（Ａ・Ｃａｍus）にも認められると思われる(39)。カミュを見

てみると、実際、カミュは『シーシュポスの神話』の冒頭で、「真に重大な

哲学上の問題は一つしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値する否

かを判断する（Ｊｕｇｅｒｑｕｅｌａｖｉｅｖａｕｔｏｕｎｅｖａｕｔｐａｓｌａｐｅｉｎｅｄ'６tre

V6CUe)、これが哲学の根本問題に答えることなのである。(40)」と述べ、「多

くの人びとが人生は生きるに値しない（ｌａｖｉｅｎｅｖａｕｔＰａｓｌａｐｅｉｎｅｄ,etre

v6cue）と考えて死んでいくのを、僕は知っている。他方また、自分に生き

るための理由（uneraisondevivre）を与えてくれるからといって、さま

ざまな観念のために、というか幻想のために殺し合いをする…だからぼくは、

人生の意義こそもっとも差し迫った問題（ｌｅｓｅｎｓｄｅｌａｖｉｅｅｓｔｌａｐｌｕｓ

ｐｒｅｓｓａｎｔedesquestions）だと判断するのだ。(帆)」と述べている。このよ
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うにカミュにとって、まさに「人生が生きるに値するか否か｣、「人生の意義」

が最も重要な問題であったわけである。Morganは、「あたかもいかなる価

値も存在しないかのように、あたかも人生は全く意味がないかのように、不

条理に生きようとするカミュの叫びは、我々のスピリチュアリテイを働かせ

ようとする叫びである｡」と述べている(４２)。カミュにおいては、生きる意味

を求めるスピリチュアリテイが、いわば逆説的に表出されたと言うことがで

きるだろう。

以上のように見てくれば、スピリチュアル・ペイン、スピリチュアル・ケ

アに関連して、「自己の存在（存続・消滅）および存在の意味．生きる意味」

という視点から考えるとき、スピリチュアル・スピリチュアリティと宗教と

の関係は、２つに分けるのではなく、３つに分けて捉えておくことができる

ことになる。すなわち、①教祖を中心に組織化され教義・礼典等をそなえる

ようになった宗教におけるスピリチュアル・スピリチュアリティ。たとえば、

キリスト教におけるスピリチュアル・スピリチュアリティ。②ある種の超自

然的なものとの関わりにおける個人的なスピリチュアル・スピリチュアリティ。

たとえば、島薗が新霊性運動（新霊性文化）と呼ぶものや沖縄のユタ。③

①②と異なる個人的なあり方におけるスピリチュアル・スピリチュアリティ。

たとえば、人間関係におけるスピリチュアル・スピリチュアリティや、無神

論の立場から逆説的に表出されるスピリチュアル・スピリチュアリティ。①

と②は区別すべきであるとはいえ、共にある種の超自然的なものとの関連性

を持つという意味では共通性を持つ。②と③は、③が超自然的ものとの関連

性を持たないという点で②と区別されるが、共に個人的であるという意味で

共通性を持つ。そして、もちろん、これら３つのあり方はいずれもスピリチュ

アルであり、生きる意味や存在する意味を求めるスピリチュアリティが３つ

の違う仕方で現れているということである。

このように３つに分けて捉えることによって、一般に、一方でスピリチュ

アル・ケアの内容として人間関係1こよるもの等もあげられ、しかし、他方で

－１３－



琉球大学法文学部紀要人間科学第22号2008年９月

スピリチュアル・スピリチュアリティと宗教を区別すべきであるとし、その

違いを述べるとき、組織化されているか個人的であるかに象徴されるような

区別が行われることによる分かりにくさが、幾分かでも解消でき、スピリチュ

アル・スピリチュアリティを、そのすべてではないにしても大凡のところ統

一的に捉えることができるのではないだろうか。

おわりに

本稿は、生きる意味、存在する意味の観点からスピリチュアル・スピリチュ

アリテイについて考察してきたが、そうであればスピリチュアル・スピリチュ

アリティは癌等の末期の患者に限られた問題ではなく（本論中においても無

神論者のスピリチュアリティについて見た)、その射程は広く、たとえば自

殺者にも共通する問題であるといえる。

警察庁発表の「平成19年度における自殺者の概要資料」（平成20年６月）

によれば、日本は昨年度（2007年度）も自殺者が33,093人で、１０年連続で自

殺者が３万人を超えており、大きな問題になっている。自殺の原因・動機別

では、健康問題が14,684人で一番多く、その中ではうつ病によるものが

6,060人と一番多く、全体との割合で見ても約18％にのぼる。「うつ病患者の

３分の２は自殺を考え、１０～15％が自殺をする。(４３)」とも言われている。国

もこのような事態を受け、2006年（平成18年）に「自殺対策基本法」を定め、

それに基づき「自殺総合対策大綱」を定めている。「自殺総合対策大綱」で

は、自殺を予防するために、社会的要因に対する働きかけと共に、うつ病等

に対する対策が重要であるとしている。しかし、国もそのように対策を本格

化させたとはいえ、2007年は2006年に比べ2.9％（938人）増えたということ

であり、いまだ効果が上がっていないのが現状である。

うつ病患者の場合、「関心・興味の減退｣、「意欲・気力の減退」等の症状

とともに、「抑うつ症状がいっそう強まり、あるいは長くつづくと、患者は……

生きていてもつまらない、……死にたい、と気持ち（自殺念慮）がすすんで、
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……ついにそれを実行することがある（自殺企図)｡」(")のである。このよう

にうつ病患者の場合も、生きる意味、存在する意味が問題（の一つ）となっ

ているのである。したがって、そうであれば、うつ病等による企死念慮（自

殺願望）を抱く者に対するケアも、生きる意味・存在する意味を中心とする

スピリチュアル・ケアとして位置づけることが可能になる。具体的には、認

知行動療法（論理療法）を哲学の立場から基礎づけると共に、必要な修正を

ほどこし、同時にメイヤロフ（MiltonMayerofDのケア論とフランクル

(ViktorEFrankl）のロゴセラピーによる「生きる意味、存在する意味の

創出、発見」等のアプローチがあり得るように思われるが、これについては

稿をあらためて詳しく論じてみたい。
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(43）『カプラン臨床精神医学テキスト第２版』、監訳井上令一、四宮滋
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補遺スピリット・スピリチュアル・スピリチュアリティという語について

「スピリチュアル」（Spiritual）および「スピリチュアリティ」（Spiritual‐

ity）は、語の成り立ちからして、いずれも「スピリット」（spirit）に関連

した語である。

spiritは語源的にはラテン語のspiritｕｓに由来し、spiritｕｓはギリシア語

の兀v86山（pneuma）を訳したものである。spiritｕｓは「息、そよ風」

(breath,breeze)であり、「命の息」（thebreathoflifb)、また「スピリッ

ト、魂、精神」（spirit，Soul，mind)であり、特にキリスト教では「聖霊」

(SpiritusSanctus＝TheHolyGhost，HolySpirit）という意味を持

つ(補')。兀vs6Uqは「風、息」（wind，breath）であり、「命の息」（the

breathoflife)」、「神のスピリット、人間のスピリット」（theSpiritof

God,SpiritofMan）である(補2)。

TheOxfbrdEnglishDictionary（secondedition，1989）によって英語

の意味を確認しておくと、Spiritualは「スピリットのあるいはスピリット

に相応しい……あるいはスピリットに関する」（oforpertainingto，…or

concerning，spirit）といった意味であり、「宗教的かもしくは知性的な面に

おいて見られたスピリットの」（of…spirit,regardedineitherareligious

－１９－



琉球大学法文学部紀要人間科学第22号2008年９月

orintellectualaspect）という意味も持つ。spiritualityは「スピリチュア

ルな性質や状態」（ThequalityorconditionofbeingSpiritual）といっ

た意味を持ち、「スピリチュアルな性格あるいは機能」（Spiritualcharacter

orfimction）という意味も持つ。spiritは非常に多義的な語である。それ

は「命を吹き込む原理あるいは生命原理……命の息」（Theanimatingor

vitalprinciple,…thebreathoflifb）であり、「非物質的な存在」（immate‐

rialbeing)、「人間の魂」（Thesoulofaperson)、「超自然的で形態のな

い理性的存在」（ASupernatural,incorporeal，rationalbeing)、「神の霊。

聖霊」（theSpiritofGodtheHolySpirit)、「人間の非物質的で知性的な、

あるいは感性的な要素ないし部分」（Theimmaterialintelligentorsen‐

tientelementorpartofaperson）であり、「空気の動き、風、息」

(ｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅａｉｒ；ａwind；abreath）等々である。

以上のように見てくると、「スピリット」は、「風、息、生命原理、スピリッ

ト、非物質的存在、聖霊」等であり、「スピリチュアル」は「スピリットの、

宗教的かもしくは知性的な面において見られたスピリットの」等であり、

｢スピリチュアリティ」は「スピリチュアルな性質や状態、スピリチュアル

な性格あるいは機能」等であり、またこれらの語はキリスト教の伝統とも関

連するものである(鯛3)。

(補１）OxfbrdLatinDictionary，ｅｄｔｅｄｂｙＰＧ・ＷＧＬＡＲＥ，２０００（1st、

1982).ALcZtj〃Djc肋"ary，LewisandShort,Oxfbrd、１９７５（1st、1879)．

(補２）Ｇ"ｃｈＥ'29【jShLexicon,LiddellandScott,Oxfbrd，1968.ＡＣ"eルー

Ｅ“jShLejr〃〃ｑ'フルＭ〃Tgsm"e"Ｍ"ｄｏ伽γＥＭｙＣＭｓ加卯Ｌｊ蛇、伽〃，

Bauer，Arndt，Gingrich，TheUniversityofChicagoPress

(補３）窪寺はその箸『スピリチュアルケア学序説』、三輪書店、2004年、

ｐ５～７において、スピリット（霊）の６つの理解の仕方について論じて

いる。順に示せば、「実体（substance)｣、「｢霊」がもつ性質としての能
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力（ability)、才能（capacity)、機能（fimction)｣、「感情（feeling)、情

緒（emotionX直観（intuition)、感性｣、「必要（need)．人間の魂の叫

びであり、特に危機的状況に置かれ、生命の危機や精神的苦悩や苦痛に直

面したときのスピリチュアルニーズ｣、「関係（relation)．実存的関係と

して存在の不可欠な要因（根源的要因)｣、「領域（space)．心の中の場所、

空間」である。
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