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1. はじめに

明治後期から、都市を中心に呼吸法が流行した。呼吸法自体は、前近代から当然
存在してきた身体技法である。しかし、1910年前後から資本主義の発展によって発
生した「修養」論や健康論の中に位置づけられ、自己形成の方法として提示された。
これにより呼吸法は新たな、そして多数の受容層を獲得したのである。

これまでの研究では、①宗教史、霊性思想史の立場から精神療法としての呼吸法
の位置づけを試みたもの1 ②各種呼吸法ないし呼吸法創始者の思想と運動の展開を
概説したもの2 ③呼吸法が持つ身体技法自体の可能性を論じようとするもの3に分け
られる。

これらの研究によって、呼吸法自体の研究についての蓄積がなされてきた。そこで
は、自己形成の方法としての孤独な行為として、少なくとも指導者との二者関係しか
想定されていなかった。言い換えれば、呼吸法を行うときに表れてくる他者との関係
についてはあまり関心が払われてこなかったのである。だが、呼吸法をめぐっては多
くの実験談が描かれていた。実験談は、体験談のことであり、実践者の中には他者を
意識して自らの体験を伝えようとした人々がいたことが分かる。

なぜ自己形成の方法である呼吸法で他者の存在が意識されるのか。本稿では実践
者が、呼吸法の「感化」をどのようなものとして捉えていたかという点を中心に、代表
的な呼吸法の一つであった藤田式息心調和法における実践者の意識を実験談（特に
呼吸法が拡大した1912、1913年のもの）を用いて分析する。実験談は、藤田式のみな
らず岡田式静坐法など他の呼吸法においてもみられるものであるが、本誌以上に広
い階層の実験談が大量にまとまっている例は管見の限り存在せず、藤田式息心調和
法の実験談は、本稿の目的に適していると考える。また、本稿では、運営者側の言説
を分析し、実践者の言説と比較することによって、実践者にとっての他者のあり方が、
運営者側の言説によって導かれたものだったのかどうかも考察する。

以上の分析から、実践の過程で他者の存在がどのようにあらわれていたのかを明
らかにする。

2. 運営側にとっての呼吸法と「感化」

1） 呼吸法の流行と藤田式息心調和法

本稿の問いを明らかにするために、そもそも、なぜ呼吸法が流行するに至ったのか

1
宗教史、霊性思想史の立場から、吉永進一に
よる研究の蓄積がある。吉永は、呼吸法を精
神療法と位置づけ、身体の健康だけでなく、
近代生活のストレスからくる不安症や神経
衰弱に対して、全人的な健康を得る方法とし
て論じている（吉永進一「精神の力 民間精神
療法の思想」人体科学会編『人体科学』第16
巻、第1巻、人体科学会、2007）。また、栗田英
彦は吉永の研究を受けつつも、最も隆盛した
岡田式静坐法を中心に、運動の展開とその思
想を大本や太霊道と比較しながら、位置付け
ている（栗田英彦「霊動をめぐるポリティク
ス─大正期日本の霊概念と身体」（菊谷竜太・
滝澤克彦編『東北アジア研究センター報告
8号 身体的実践としてのシャマニズム』東北
大学東北アジア研究センター、2013）。

2
岡田式静坐法に関しては創始者の思想、運動
の展開についての蓄積がある。小堀哲郎「坐
─岡田虎二郎と岡田式静坐法」田邉信太郎・
島薗進・弓山達也編『癒しを生きた人々─近
代知のオルタナティブ』専修大学出版局、
1999、小室弘毅「身体と修養」修養研究部会
編『人間形成と修養に関する総合的研究』野
間教育研究所、2012、など。佐々木浩雄「1910
年代における呼吸健康法の流行と体育会の
反応「呼吸運動」に関する記述の分析より」
龍谷大学龍谷紀要編集会編『龍谷紀要』第34
巻第2号、龍谷大学龍谷紀要編集会、2013。
藤田式息心調和法については、白隠の調息
法の系譜に位置付けられたものがあるのみ
である（鎌田茂雄『気の伝説 調息法を中心と
して』人文書院、1996、など）。

3
高橋英恵「岡田式呼吸静坐について 技法の
分析」『体育学研究』第50巻第2号、社団法人
日本体育学会、2005。
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という点を確認しておこう。そのうえで、藤田式息心調和法がどのように拡大していっ
たかを概観する。

呼吸法の流行は、2つの側面から読み解くことができる。すなわち、健康法という
身体的側面と、「修養」法という精神的側面である。この時期は、資本主義の発展とと
もに、都市を中心として健康論が注目されていた。これと同時に西洋近代医学的な、
美容、栄養、体格をキーワードにした身体観、胸の筋肉の発達を重視する「張り胸」型
身体観が隆盛してくる時期である。その一方、西洋近代医学が提示する身体からふ
るい落とされた人達、西洋近代医学で治癒できない病に冒された人達の受け皿とし
て提示されたのが呼吸法だった。そもそも、呼吸法に限らず、近代以前から東洋的な
心身一如の身体観を基盤にした呪術的民間療法や民俗宗教の類が「病気治し」の特
徴を持って広範に受け入れられており4、それらのもついわば身体技法的な要素がこ
の時期、健康論という形をとって、都市を中心に受容されたのである。こういった背
景によって、呼吸法は東洋的な身体技法による腹の発達を重視する「太っ腹」型の身
体観を提示することで、人気を博することができたのである5。

健康法が身体への関心をもって人々を引きつけたとすれば、「修養」法としての側
面は精神への関心をもって人々を引きつけたということができるだろう。明治36年
（1903）から『実業之日本』などの実業誌を中心に実業家の成功談が多く掲載され
るようになり、経済的成功を目指す青年達に影響を与えた。いわゆる成功ブームで
ある6。しかし、経済的な成功観が、日露戦争後に煩悶青年などの多様な価値観が登
場するなかで、個々人に応じた成功を目指す価値倫理的なものに変質してくると7、
「修養」という言葉が経済的成功に失敗した挫折者のセーフティネットの役割をも果
たすような概念として広く受容されるにいたった。成功談も、名士の日常生活の精神
鍛錬の実践を描く実験談にとって代わり、人格の向上を目指すための、精神性を重要
視する「修養」が流行した。

以上にまとめた、呼吸法の身体的な健康法としての側面と、精神的な「修養」法と
しての側面を取りこむ形で1912年ブームが起こった。ブームの火付け役となった
のが、岡田虎二郎の創始した岡田式静坐法であった。1911年10月、実業之日本社が
「修養」法として岡田式静坐法を取材、雑誌内に記事を載せ大きな反響を得ると、
1912年以降岡田式静坐法関連の本が続々発刊された。それとともに既に道場を開き
活動していた藤田霊斎の藤田式息心調和法、二木謙三の二木式呼吸法も注目される
ようになる。

ここで、藤田式息心調和法（以下、藤田式）の拡大の様子をみていこう。1910年代
の藤田式がどのような組織を有していたかについては、これまで研究で触れられなかっ
たことを鑑み、簡単にその組織形態を明らかにしていく。藤田式の生みの親、藤田霊
斎は、新潟県生まれ、京都にて真言宗智山派の僧として有望な位置を得た後、衆生救
済を目指して1906年に最初の道場を開設、1908年には藤田式の方法を記した『心身
強健之秘訣』を発表した。日本教会を中心に社会事業に関わっていた牧師、松村介
石の協力もあって、1911年に真人社を設立した。同社は息心調和法の機関である養
真会と、大隈重信を会長に置き長寿を目指して活動する百歳会で構成されており、

4
小沢浩「生き神の思想史─神と人とのあい
だ─」（『生き神の思想史 日本の近代化と民
衆宗教』岩波書店、1988、岩波人文書セレク
ション、岩波書店、2010参照。）

5
田中聡『健康法と癒しの社会史』青弓社、
1996。

6
筒井清忠「近代日本の教養主義と修養主義
─その成立過程の考察」岩波書店編『思想』
第812号、岩波書店、1992。

7
雨田英一「村上俊蔵の『成功』の思想─近代
日本における修養思想の一形態─」日本教育
学会編『教育学研究』第59巻第2号、日本教
育学会、1992。
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特に養真会を中心として機関誌『真人』を毎月発行している。岡田式静坐法が活動を
ほぼ東京市でしか行わず、強固な組織化が目指されなかったのに対して、藤田式は、
1913年までに東京のみならず、大阪に西部事務所、支部として神戸、横浜、明石、遠江、
名古屋、丹波、京都、米子、姫路、新宮に事務所が構えられており（1914年には加奈陀
支部）、地方を繋ぐ強固なネットワークが組織され、例会や講演会を通して活発な活
動がなされていた。1913年までに、会員は数千名にのぼっている8。

2） 目的としての「感化」

それでは、運営者である養真会は、藤田式の目的に何を設定していたのだろうか。
藤田式の方法論が記されている『心身強健之秘訣』から探ろう。

例へば今此修養法に依て実修するものが、一の公案なるものを設けて其公案

に深く観念を凝らしつゝあると遂に公案其のものと、自己の心実体とが、一致し

冥合し同化して、其の間に寸毫の隔たりも異りもなく全く自己即公案、公案即自

己となつて仕舞のである斯くなりてこそ始て「確信」を得たと謂ひ得らるゝので

あり従つて公案其のものゝ意味通りなる変化現象を自己の精神又は肉体の上に

的確に実現することができるのである。9

藤田式では「確信」を得ることが重視される。それは、自分の願う一つの言葉（公案）
を念じることによって、「自己の精神又は肉体」をその通りに変化させることであり、
呼吸法はその「確信」を生み出すための精神統一法であった。

更に注目すべき点は、実践者が「確信」を他者に与える事ができるということにある。
藤田は、精神治療という形でその力の効能を説いている。

して其の従事者たるものが、精神治療を施すときには、先づ被術者に対し何々

の病気は、斯して、已に全治して居るという確信を起し、そうして其の確信力を

被術者に感通せしむると同時に、被術者の精神は、それに応化して、自己の病気

は最早全治して居るものとの確信を起すことになる10

「確信力」がもたらすこの効能は、この時期に拡大をみせる「感化」という語と関
係している。「感化」は、小林仁美の定義に従えば、「善悪を問わず人間に内在する
自然な変化力に働きかけることによって、生き方や思想のあり方に影響力を及ぼす
こと」11であり、東京霊南坂教会牧師小坂弘道らによる感化院の設立を契機として、
教育分野や心理学、医療分野を中心に用いられてきた言葉である。明治30年代から
40年代は、「感化」の名を冠した書物が増加するとともに12、催眠術や心霊療法の受
容によって、「感化」への興味が拡大した時期でもあった。藤田自身も心霊療法家と
しての側面を持っており、後述する実験談でも、藤田の心霊治療によって病気を治癒
する例が多々見られる。
「感化」による治療は、前近代から民間療法や民俗宗教に広くみられる特徴でもある。

民間治療においては村内の民間療法専門の行者や巫女がうけ負った。そこでは、「感化」

8
相良鉄代「懐旧談」『真人』第24号、真人社、
1913、33‒34頁。

9
藤田霊斎『身心強健之秘訣』三友社、1908、
143頁。

10
藤田霊斎『身心強健之秘訣』三友社、1908、
183頁。

11
小林仁美「感化教育の概念に関する一考察」
『大阪教育大学 教育学論集』第21号、大阪教
育大学教育学教室、1992、25頁。

12
日比嘉高「翻訳と感化の詩学─「野分」の人
格論をめぐって」学燈社編『国文学 解釈と教
材の研究』第46巻第1号、学燈社、2001。
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を行う主体は常に神との交信を可能にした特別な個人であり、誰でも「感化」を行え
るわけではなかった。しかし、民衆宗教においては現世の苦しみによって神がかりを
した教祖が、救済を使命とし、「感化」による治療をうけ負った。小沢浩の言葉を借り
ると、彼らは独自の修法やイニシエーション（加入礼）を欠いた素人であり、神・人の
接近したヒトガミ観を媒介に、自己変革の思想として神がかりを行った13。これらの
民衆宗教は、カミを教祖が独占することなく、信徒や人間一般の中に神性を見出そう
とする特徴を有している14。

藤田や養真会もまた、以上の文脈の中に属しており、この「感化」する能力を最も
重要なものとして位置づけていた。そして今一度確認しておきたいのは、藤田式にお
いても民衆宗教のように他者を「感化」する能力は藤田に限られたものではないと
いうことである。呼吸法を通じてすべての人に与えられる能力であり、使命なのだ。
『心身強健之秘訣』内の「本修養の目的」では、「啻に自分の病気を癒したり、自己の
肉体を強くしたりするばかりではなく追々熟達して来ると、家族等に対しては無論、
他人の病気をも治癒し得るの勢力を養成し得るの勢力を養成し得らるる」15として
病気を治す能力よりも上位の能力として「感化」を位置づけている16。養真会は、ま
た初伝─中伝─奥伝と、その進度によって明確な段階分けを行っており、その到達点
である奥伝を完全に人の病気を治すことのできる状態と位置づけ、奥伝に到達した
人々が免許皆伝式を通じて心霊療法家として認可される制度だった。つまり、藤田
式は、病気の治癒は、「修養」の過程で結果的についてくるものに過ぎず、さらに言えば、
その「修養」さえも心霊療法家になるための手段に他ならなかった。そして、「感化」
の能力の修得度は「修養」の進度に比例し、その最終目的とされていたのである。

3. 実践者にとっての呼吸法と「感化」─実験談の分析から─

1） 実験談の特質

それでは、実践者は呼吸法に何を求めていたのだろうか。機関誌『真人』内の「実
験感想」欄に掲載されている実験談を用いて考察してみよう。

今回は調査対象として、呼吸法が拡大する1912年と1913年の2年分、具体的には
国立国会図書館に現存する1912年5月号から1913年12月号までの雑誌『真人』の「実
験感想」記事を扱った。『真人』では、毎号2人～5人の実験談が載せられており、調査
人数は84人となった。そして、その実験談を表したものが、【表】である（以下、【表】内
の実験談について述べる場合は〔　〕内に通し番号を付す）。これらの実験談では、肩
書きをあえて書かない場合が多く、正確な層は出すことが出来ないが、一部の実験談
からは、弁護士、教育者、航海士、実業家、学生、農夫、郵便局員、主婦、保母等広範な
職業層を確認することができる。

養真会側の選定基準についても触れておこう。養真会側は、「息心調和の修養法
に就て、会員中より実験談を掲載し呉るゝや否やを問合せらるゝ向多数有之候が、

13
小沢浩「生き神の思想史─神と人とのあいだ
─」（『生き神の思想史 日本の近代化と民衆
宗教』岩波書店、1988、岩波人文書セレクショ
ン、岩波書店、2010参照、200頁。）

14
佐藤弘夫『ヒトガミ信仰の系譜』岩田書院、
2012、180頁。

15
藤田霊斎『身心強健の秘訣』改訂版、三友社、
1911、121‒129頁。

16
養真会という名前自体が、同会の「目的」の位
置づけを示したものであったことを指摘しよ
う。養真会の名前をつけたのは松村介石であ
るが、その名前をつけた理由について次のよ
うに語る。「藤田先生の修養法は息心を調和
せしめ、精神を統一し観念を凝らすにある。
而して心身の充実活動を以て疾病を駆逐す
るにあるが、然しその奥には生命の源に通じ、
不死不老の本体と結付くので、そこに至って
宗教の極意に達するのである。中々そこには
容易に行けるものではないが、養真会の目的
は斯様に遠大なものであるから、唯一時の身
体をよくすると思ふのは誤りである。それ故
精神治療会とか健康会とか云はないで養真
会と云ふ名称を附した所以である。」（松村
介石「養真の意義」『真人』第14号、真人社、
1912.8、11頁）。ここでは、わざわざ疾病の治
療を目的とすることが誤りであると明確にさ
れており、この点に関していかに運営側が気
をつかっていたかが表れている。
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奏効著しく且つ確実なる実験談ならば、本誌は喜んで掲載致すべく候間、御投稿相
成り度く候。」17というように、藤田式の効果がよく表れていることとその情報の正確
性を最低条件とし、その限りにおいて広く実験談を募集する方針を採っている。また、
実験談の多くは、各支部の例会で語られたことのあるものであり、多くはハガキなど
の形で直接会員から投稿がなされていたが、一方には例会で語ったものを高く評価
され、文章化することを養真会側から求められるようなものも存在した。しかし、上
の記述からも分かるように、実験談の掲載を熱望するような層が多数存在したことは
事実である。

では、これらの実験談からどのような情報を引き出すことが出来るだろうか。
まず、どのような疾病を持った人々が藤田式を行っていたのかをみてみよう。【表】

からは様々な疾病を確認することができる。呼吸器系の疾患は14件に対し、消化器
に関わる病がおよそ1.8倍にあたる25の実験談に確認され、最も多くみられる。これは、
呼吸そのもの以上に、呼吸を通じた腹の発達を重視していた呼吸法の趣旨が一般に
受け入れられていたことを示すものと思われる。また、煩悶、神経症、癇癪、不眠など
心身の衰弱を記したものも多い。これらの多くは、重病の結果気が滅入ってしまい引
き起こされているが、煩悶や神経症などの精神的な問題の解決に藤田式が注目され
るのは、その「修養」としての特質が認知されているということでもある。

藤田式の実験談を丹念に読んでいくと、実験談の多くが養真会の指定していない、
ある文章の型をもって語られていることに気付く。養真会は実験談に藤田式の効果
を書くように指示していたが、実験談に書かれているのはそれだけではないように見
える。それが遍歴の過程である。彼らが実験談の中に描いたのは決して単線的な藤
田式による成功物語ではなかった。むしろ、その過程での苦心を強調するように描か
れたのである。

いくつか例をあげておこう。胃病、神経衰弱、不眠症に悩まされた阿井仲司〔14〕は
サンデン電気帯や注射療法を試みたが失敗したこと、修養中に局部が腫れて丹田に
力が入らなくなった経験、更に、それでも努力して焔が塵を焼き尽くす様子を思い浮
かべて工夫を凝らしたことなどに実験談の大半を割いている18。また、黒羽龍之助〔6〕
は、医者にかかったことを初めとして、鉄亜鈴を使った健康法、冷水浴、謡曲仕舞、雑
誌に載っていたアメリカ人の呼吸法など多様な健康法の経験を事細かに記述する19。
更に、福島豊太郎〔39〕の実験談に至っては、藤田式の実験談であるにもかかわらず
川合式強健法や、岡田式静坐法の長所を集めて丹田の練習をしている様子までもが
書かれており20、最早藤田式の枠組みに収まりきらない多種多様な遍歴経験の語り
で実験談は占められていた。これらの記述からは、実験談が、藤田式の効果の紹介と
いうよりもどうやって自分は健康を得ることができたか、という実践者の物語に回収
されてしまったということがみえてくる。

そのような状況を養真会側はどのように思っていたのだろうか。1913年7月には「投
稿注意」の欄が設けられ、「独り病気に関する実験のみに止まらず、練胆、及び活動力、
自信力、記憶力等の増進、その他精神上に於ける各方面の実験感想談の御投稿は
最も歓迎する処に御座候。」21と注意がなされている。ここからは、前節でみたように

17
『真人』第27号、真人社、1913.9、37頁。

18
阿井仲司「難症固疾の全癒」『真人』第14号、
真人社、1912.8、37‒42頁。

19
黒羽龍之助「四十年来脱肛の平癒」『真人』第
11号、真人社、1912.5、37‒38頁。

20
福島豊太郎「一家挙つて霊恩に浴したる記」
『真人』第20号、真人社、1913.2、30‒35頁。

21
『真人』第25号、真人社、1913.7、34頁。
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養真会が「修養」法としての面を重視していたことが窺える。しかしそれだけではない。
上記の注意からは「修養」としての藤田式の魅力が、実践者の健康を得る物語と化し
てしまう現象が起こっているということ、そしてその現象を養真会側は想定しておら
ず、最早コントロールの外側にあったことをみてとることができよう22。

呼吸法がブームになるなかで、藤田式では、実験談を語ることの熱が、養真会の本
来の意図をも超えて強まっていたのである。

2） 語りという「感化」

それにしても、なぜ受容者たちは実験談をこれほどまでに語りたがっていたのだろ
うか。受容者にとって「経験を語る」という行為がおおよそどのようなものとして受
け止められていたのかを明らかにする必要があろう。

他者に「経験を語る」という場面は実験談の中でも度々書き込まれている。井上浦
造〔83〕のものを例にとってみよう。

小生自身に此経験を有し候故、時と所に応じ知人に語り候、されど小生の未

熟の故と、一つ痛切に健康の必要を感ぜざる人に対して説明をする丈の熱誠が

小生になき為め、真人読者も増加致さず候も、一人二人は熱心に修養致し居る

ものも之れあり23

実験談内での井上は、自分の藤田式での経験を知人に語ることで、「一人二人」に
「熱心な修養」をさせることに成功している。「経験を語る」ということが、ここでは「修
養」をさせるための原動力として用いられていることが分かる。

福島弁次郎〔70〕の実験談には、より直接的に「経験を語る」ということと、「修養」
の関係が表れている。福島の実験談の筋を追ってみたい。

福島の別寓のある府下敷津村在住の労働者東口浅松が心臓病に悩まされていた。
浅松は、医者にかかったり、天理教会に参詣したりして、治療をしようと苦闘したが、
全く治らない。嘆き悲しむ浅松を憐れに思った福島は、浅松の病気を治してあげよう
とした。具体的に福島は何をしたのだろうか。

夫れでは良い事を教へてあげるからと其儘連れ帰り、彼の貴賤貧富を論ぜず、

天下万衆等しく其真理の徳に浴するのは恰も仏の妙法を実現さした様な息心調

和の法を伝へ、我家の実例及私の経験を咄し聴かせ、強固なる信念を抱かせ、然

して行うて怠らねば全快を請合って置くと、半死の病人に対して大胆に断言し

ておいたのである。さうすると話を聴きしばかりでも、気分が好くなった様だと

大喜びで帰りてゆき、夫からは昼夜打通しに命懸けでやり始めたのである。夫

れも其筈、斯様すれば全快すると、自己の信ずる人より請け合はれたのであるか

ら、信念が強いから猛烈にやれる訳である、24

藤田式をただ伝えるだけであれば、「息心調和の法」を伝えればそれで十分である。
しかし、ここでは福島は、東口に「経験を咄し聴かせ」ることで、「強固なる信念を

22
1919年、養真会は社名を体質改善社と変更
する。この変更について佐々木浩雄は、高尚
な理念よりも健康法としての側面を受容す
る状況を藤田自身が感じ取っていた、とする
（佐々木浩雄「1910年代における呼吸健康法
の流行と体育界の反応─「呼吸運動」に関す
る記述の分析より─」龍谷大学龍谷紀要編集
会編『龍谷紀要』第34巻第2号、龍谷大学龍
谷紀要編集会2013）。本論の文脈からすると、
要するに養真会側の構造が受容に従って変
容していったのであり、養真会は結局この後
も受容者の動向をコントロールすることがで
きなかったことの証左であるといえる。

23
井上浦造「痔疾治療に就て先生に感謝す」『真
人』第13号、真人社、1912.7、41頁。

24
福島弁次郎「「浅公」の話」『真人』第27号、真
人社、1913.9、40頁。
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抱かせ」ようとしている。しかも、それによって東口は猛烈に藤田式を行い、この後
病を治してしまったのである。更に東口の治癒は、村中の評判になり、今度は村中の
人々の病気を治していく立場になっていく。

この実験談から読みとるべきは、「経験を語る」事が相手に「確信」を与え、「修養」
をさせるという構造である。この「確信」に与える効果は、先に藤田が言っていた「感化」
が持つ構造と一致している。つまり、福島自身の「確信力」が、「経験を語る」ことを通
じて、東口に「確信」を与えるに至ったのである。「経験を語る」ことは「感化」するこ
とに他ならなかったのである。

また、この「経験を語る」ことによる「感化」が実際に養真会例会の空間内でも起こっ
ていたことが、養真会の記事からも推測される。養真会の例会は、大部分が実験談や
講演で構成されているのだが、その中で度々見られるのが、下のような記述である。

例会　一月二十五日、第四土曜日、郡是製糸株式会社内に於て開会、川合氏司

会、歓話し、つゞいて大槻彌左衛門氏の実験談あり、一同感に入りたり。25

「感に入」る、あるいは「感動」する、といった記述は記事の中で散見された26。
また、その中で話を聞いていた会員が、実際に心を動かされ、「修養」に励むことも

あった。会員福原辰三の蓄膿症全治の実験談を聞いた大谷墴〔71〕は、「心中私かに
思へらく、彼と我病質甚だ類して彼は難症、修養の年月彼は短我は長、然るに余や今
日の状態如何、事のこゝに至る矛盾も亦甚だしと、茲に大なる決心と勇気を以て心気
一変朝夕一時間以上の修養をなし」27、蓄膿症を全治した、と自身の実験談の中で語っ
ている。

ここから見えてくるのは、経験を語る、あるいは聞くことで空間内全体に「感に入る」
状態がもたらされ、それはその空間にいる個々人に「確信」を引き起こすことができた、
と考えられている実態であった。実験談、つまり「経験を語る」ことは他者を「感化」
するために利用されていたのである。養神会の受容者たちはそのため、先にみたよう
に「実験談を掲載し呉るゝや否やを問合せらるゝ向多数有之候」と養神会側にいわせ
るほど、競い合って実験談を語ろうとしていたのだった。

3） 手段としての「感化」

実践者が競い合って他者を「感化」しようとしている実態、これは一体何を表して
いるのだろうか。「感化」の能力を目的としていた養真会と同じ意識を持っていたの
かどうかが焦点となろう。他者を「感化」する場面は、実験談の中でも高い頻度で見
られる28。実際に他者を「感化」するときの語り口を読み解くことで、彼らが何のため
に他者を「感化」しようとしているのかを明らかにしてみよう。

前田千賀〔21〕は、娘の病気を治した経験を実験談に書いた。彼女は、実験談の中
で腸カタルを起こし苦しむ娘に対して心霊治療を試みようとする。前田は、「修養日
浅き未熟の者がどうして中々そんな事ができる筈はないと思ふて断念」していたが、
姉の説得によってやってみることにした。

25
「丹波支部通信」『真人』第20号、真人社、
1913.2、54頁。

26
全体として「感動」の記述は、藤田や松村な
どの講演に対して書かれることが多かった。
一方本文にあるように、各人の実験談に対す
る「感動」も見られる。「司会者は横辺日南氏
の直腸治療の実験談をなし一同に多大の感
動を喚起せしめられた」（「名古屋支部通信」
『真人』第26号、真人社、1913.8、53頁。）、「夫
れより坂本氏新経験の修養談に移りしが要
は「心頭を滅却すれば火も亦冷し」底の禅味
を平談に陳べられしだけ俗受の感動浅から
ず候」（同上 第19号、1913.1、50頁）など。

27
大谷墴「偉大なる修養の効果」『真人』第16号、
真人社、1912.10、46頁。

28
ここでの「他者を感化する場面」というのは、
具体的には、①心霊治療をする、される経験 
②藤田式息心調和法の方法や経験を語る/語
られることで、「確信」を与える/受ける例を
指す。今回調査した84名のうち、36名にこの
ような描写がみられた（【表】参照）。
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一念を籠めて寝て居る子児に対し、心の内では、今夜は必ず明日から重湯を

呑むやうにしてやると思詰め、それから子供の腹の上に手を当てて一心に其事

を念じて修養を致しました。…（中略）…不思議にも子供は快く重湯を飲む様

になりまして、次第に元気付いて参り今は病気の方は全く治って仕舞いました、

之は全く藤田先生のお陰で、修養の力に依るものと私は信じて居ります、29

このように子供の病気は、前田の心霊治療、つまり「感化」する能力によって治って
しまうのである。

この実験談の構造を整理してみよう。まず前提として、前田は、自分の「修養」は未
熟である、という。しかしこの実験談のほぼすべてを占める娘の病気を治す経験は、
最後に「修養の力に依るもの」であると前田自身がいうように、自身の「修養」が進ん
でいることの証明として機能している。いうなれば、前田は、私は「修養」がよくでき
ていると直接いうのではなく、娘を「感化」した事実をもって「修養」ができているこ
とを説得しようとしているのである。

佐伯鐘吉〔13〕の場合もみてみよう。

他人の病気を治療するとか、悪質を矯正するとか云ふ事は未熟にて不能な

れども然し多少の効験なきにしもあらざる歟と存じ候。昨年小児が急性腎臓

炎に罹り、全身冷却して殆ど息も絶え／＼ に゙なりし故医師の二人も来て種々

手当をなし、私も枕元に在りて治癒を祈念せしに、翌日に臥床を離れ、その翌

日は庭へ出で、又其翌日を学校に行くと云ふ有様にて医師も以外に思ふ居る有

様なりしが、漸次回復して強壮となり候。…（中略）…或は子児の歯痛に祈念す

るに多くは治痛致し候是等は敢て自分の祈念力の結果とは云ひ得ざるも幾分

かの効験はありしならんかと存じ候。又ある夜鼠が騒いで困りしましかば、試

に鼠騒ぐなと祈念せるに忽ち静かに相成り、其後度々試みるに毎時奏功するが

如く、又途中犬に試むる事あるも奏効するが如くに候。惟ふに同一活力を有す

る者の間には感通作用があるから、其の発意が内に省みて疚しからざる以上は、

先方に感通して発意の如くならざる筈は無之候。30

佐伯は、「他人の病気を治療するとか、悪質を矯正するとか云ふ事は未熟にて不能」
と言いながらも、子供の急性腎臓炎を治したことや鼠や犬を黙らせた事実を大仰に
語っている。そして、「其の発意が内に省みて疚しからざる以上は、先方に感通して
発意の如くならざる筈は無之候。」と最後にまとめ、自分自身の「発意」が「疚し」く
ないこと、従って「先方に感通」して「発意の如く」影響を与えることができることを、
声高に示しているのである。明らかに佐伯は、自らの「感化」する能力を具体的な経
験を通して示そうとしているのであり、それによって自らの「修養」の高さをアピール
しているのだ。

これらの語り口が明らかにするのは、「修養」ができた結果他者を「感化」する能力
が得られた、という論理ではないことである。「感化」した事実は、間接的に「修養」が
ある程度進んだことを証明するために利用されている。つまり、受容者は他者への

29
前田千賀「幼児に対しての私の実験」『真人』
第16号、真人社、1912.10、36‒37頁。

30
佐伯鐘吉「身心調和の実験」『真人』第14号、
真人社、1912.8、34‒35頁。
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影響力を語ることを通じて、自らの「修養」の段階の高さを表そうとしているのである。
ここでは、「感化」するということは養真会の示すような目的ではなく、すでに手段と
してしか用いられておらず、目的は「修養」の高さを示すことにあった。この場で起こっ
ていることは、いうなれば目的と手段の転倒といえる状況である。

実践者にとって「感化」することは、自分の「修養」の段階を高めるための手段とし
て認識されていた。心霊治療を行うこと、実験談を語ること、聞くこと、これらすべて
の養真会の活動は、自らの「修養」のための手段に他ならず、養真会が示すように目
的として受け止められてはいなかったのである。

4. おわりに

本稿では、藤田式の機関誌内の実験談を用いて、呼吸法の実践の過程で他者の存
在がどのようにあらわれているのかを考察した。

まず、本稿では、養真会が藤田式の目的に何を設定していたのかを明らかにした。
養真会では、「確信」を得ることが重要とされたとともに、他者に「確信」を与える行為、
すなわち「感化」することが藤田式の重要な目的として意味づけられてきた。

1） 呼吸法の流行と藤田式息心調和法

出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

1 1912年5月 11 八十一歳になる私の母は三年間に亘れる難症を治療す 片丘駿衛 神経症、動脈硬化症 1 母の効果について

2 感極つて泣く 池谷増蔵 なし、精神修養を試みる 2
他の方法と悩む、電のような文字で「神
に救はれたる力」という公案があらわれ
るが、藤田等に不十分と諭される

修養法を勧めるようにいう 人生の真意の一端を悟る
精神の愉快を得る 母を治そうとする

3 腎臓結核の快癒 宮本こと 腎臓結核 3 医者 藤田の心霊治療 全治

4 腹膜炎治癒の実験 井内うめ子 腹膜炎 4
医者
お腹が大きいため、上手くいかない 岡部夫人に教えてもらう　 治癒、壮健

5 数日の修養にて十二指膓蟲の快癒 宮野安五郎 十二指膓蟲 5 医者 全治

6 四十年来脱肛の平癒 黒羽龍之助 脱肛、胃腸、脚気 6
医者、鉄亜鈴、冷水浴、謡曲仕舞、
雑誌に載っていたアメリカ人の呼吸法

東京電燈会社の社員から教えてもら
う 全治

7 1912年6月 12 八十一歳になる私の母は三年間に亘れる難症を治療す（前承） 片丘駿衛 癪、頭痛、胃腸、耳鳴り、歯痛 7
医者、陶宮術、湿布、熱気療法
電気療法、箱根温泉

治癒、登山ができるようになった
数ヶ所を往来できるようになった

8 余の実験 高橋四郎 心身虚弱、神経過敏、不眠症 8

医者、投薬、白隠の書籍
二木博士の調息法
簡単な方法を取捨選択
冷水摩擦、様々な調息法を行う

神経症の治癒

9 1912年7月 13 我愛児の病は如何にして癒されたるか（謹んで藤田先生に感謝す） 清水友次郎 肺炎 9 医者、投薬、体を冷やす、吸入療法、 藤田の心霊治療 治癒 娘の効果について

10 関節僂麻窒斯治癒の実験 松井喜久世子 関節僂麻窒斯 10 医者 全治

11 胃膓病眼病の全治 石澤和賀 胃腸、下痢、ルイレキ、貧血 11 医者、服薬 治癒

12 痔疾治癒に就て先生に感謝す 井上浦造 痔疾 12 「痔おさへ」機
経験を語るだけの熱誠がなく、『真人』
読者も増加しないが、一人二人は熱
心に修養する人がいる

治癒

【表】 雑誌『真人』内の「実験感想」欄一覧（1912年5月～1913年12月）
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次に、実践者が呼吸法に何を求めていたのかを実験談を用いて考察した。実践者は、
実験談の中に藤田式の効果をただ記しただけではなく、効果を得るにいたるまでの
苦心を強調した。どのように健康を得たかという成功物語として書かれた実験談は、
藤田式の効果の紹介という養神会の意図を超えていた。また、そのうえで実践者が
自らの「経験を語る」ことの意味についても考察した。実践者にとっては「経験を語る」
ことは他者を「感化」するものであり、例会の空間では、「感に入る」状態が、「経験を
語る」ことによって作り出されていたことがわかる。

他者を「感化」することは自身の「修養」を示すことに他ならず、心霊治療だけでなく、
実験談を書く／話す行為も読み手／聞き手に「確信」をもたらすものとして用いられ
た。つまり、実践者が自らの健康の回復を理由にして呼吸法をしようとすると、必然
的に他者を「感化」したいという欲望を持つ構造を有していた。この頃拡大した呼吸
法は、目的と手段を転倒させて受容されていたといえる。

実践者にとって、呼吸法は、自己形成の物語をつくりあげていくことであった。こ
れは、成功ブームにおける実業家の成功談を、健康を得るまでの苦心とその果てに得
た効果を題材に、一人一人が紡いでいく作業に他ならなかった。そして、この物語は、
他者に伝えることで、自らの「修養」を確認するためのものであった。物語を伝えるこ
ともまた、自己形成の過程だったのである。こうして、呼吸法における自己形成の過
程で他者の存在が意識されることになる。

1） 呼吸法の流行と藤田式息心調和法

出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

1 1912年5月 11 八十一歳になる私の母は三年間に亘れる難症を治療す 片丘駿衛 神経症、動脈硬化症 1 母の効果について

2 感極つて泣く 池谷増蔵 なし、精神修養を試みる 2
他の方法と悩む、電のような文字で「神
に救はれたる力」という公案があらわれ
るが、藤田等に不十分と諭される

修養法を勧めるようにいう 人生の真意の一端を悟る
精神の愉快を得る 母を治そうとする

3 腎臓結核の快癒 宮本こと 腎臓結核 3 医者 藤田の心霊治療 全治

4 腹膜炎治癒の実験 井内うめ子 腹膜炎 4
医者
お腹が大きいため、上手くいかない 岡部夫人に教えてもらう　 治癒、壮健

5 数日の修養にて十二指膓蟲の快癒 宮野安五郎 十二指膓蟲 5 医者 全治

6 四十年来脱肛の平癒 黒羽龍之助 脱肛、胃腸、脚気 6
医者、鉄亜鈴、冷水浴、謡曲仕舞、
雑誌に載っていたアメリカ人の呼吸法

東京電燈会社の社員から教えてもら
う 全治

7 1912年6月 12 八十一歳になる私の母は三年間に亘れる難症を治療す（前承） 片丘駿衛 癪、頭痛、胃腸、耳鳴り、歯痛 7
医者、陶宮術、湿布、熱気療法
電気療法、箱根温泉

治癒、登山ができるようになった
数ヶ所を往来できるようになった

8 余の実験 高橋四郎 心身虚弱、神経過敏、不眠症 8

医者、投薬、白隠の書籍
二木博士の調息法
簡単な方法を取捨選択
冷水摩擦、様々な調息法を行う

神経症の治癒

9 1912年7月 13 我愛児の病は如何にして癒されたるか（謹んで藤田先生に感謝す） 清水友次郎 肺炎 9 医者、投薬、体を冷やす、吸入療法、 藤田の心霊治療 治癒 娘の効果について

10 関節僂麻窒斯治癒の実験 松井喜久世子 関節僂麻窒斯 10 医者 全治

11 胃膓病眼病の全治 石澤和賀 胃腸、下痢、ルイレキ、貧血 11 医者、服薬 治癒

12 痔疾治癒に就て先生に感謝す 井上浦造 痔疾 12 「痔おさへ」機
経験を語るだけの熱誠がなく、『真人』
読者も増加しないが、一人二人は熱
心に修養する人がいる

治癒
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出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

13 1912年8月 14 息心調和の実験 佐伯鐘吉 胃病、神経衰弱、盗汗
遺精頻発による不眠症 13 他薬を試みる、内観法 子供の病気、歯痛を治す

鼠や犬を静かにさせる

治癒
演説が出来るようになった
一日百里歩けるように感じる
食物の好物、不好物がなくなった
蛇が怖くなくなった

14 難症固疾の全癒 阿井仲司 胃腸、下痢、神経衰弱
腸加答児症 14

医者、サンデン電気帯、注射療法、修養
中に局部の腫れ、丹田に力が入らなかっ
たが、続ける。丹田に焔が塵を焼き尽く
す様子を思い浮かべる

病に対する恐怖心が減じた
粗食になった
体重が増えた
人と対話するのが楽になった

15 藤田先生に深謝す 城忠貞 皮膚感冒、咽喉加答児症、便秘腹痛 15 感冒に侵されなくなった

16 多年の婦人病全治 石井ちか子 胃腸病、顔面神経痛 
それに伴う諸病 16 薬、城崎温泉につかる 治癒

17 1912年9月 15 心霊治療に関する報告書 松井霊泉 17

18 脚気症治癒の実験 黒沢長山 脚気症 18
清水の信仰万能論を聴く
村井弦齊の食療法 治癒

19 一家三人下痢の快癒 田中斌 悪水による下痢 19 撃剣 治癒 藤田への私信

20 1912年10月 16 無意義ならざりし私の病気 小出義彦 胃腸病、脚気、神経衰弱 20
上嶋に転地、基督教の書籍
岡田式静坐法、服薬、電車内修養
衛生書

藤田による心霊治療

全治（僅かに余塵が残る）
本がいくらでも読めるようになった
疲労が少なくなった
身体の故障に頓着しなくなった
何でも食べられるようになった

21 幼児に対しての私の実験 前田千賀 腸カタル 21 心霊治療 全治 娘の効果について

22 胃腸病全治談 中西保鐵 胃腸病、大腸カタル 22 親友から経験を語られる 治癒

23 胃拡張の全治 伊藤揚 胃疾、下痢、胃拡張
下唇の膨大、肩のだるさ 23 治癒、心身の快活

24 1912年11月 17 痔疾の全治について 河村透 腸質扶斯病、痔疾 24 藤田式息心調和法の失敗 野菜が好きになった

25 膀胱症治癒の実験 岡小糸 膀胱カタル 25 服薬、温灸、藤田式の読書 藤田による心霊治療による心霊治療
友人にも勧める

全治
腹がたたなくなった

26 癇癪の直りし私の実験 佐村為吉 癇癪、リユマチス 26 衛生院の水治療法 快癒しているが、衛生院の治療とどちら
の結果か分からない

27 子供に心霊治療を施したる実験 伊藤慶 食べ物の好き嫌い 27 息子に修養をしてやる 食べ物の好き嫌いがなくなる 息子〔28〕の効果について

28 嫌いなものの無くなった実験 伊藤豊臣 食べ物の好き嫌い 28 母に修養される 食べ物の好き嫌いがなくなる 伊藤慶〔27〕の11歳の息子

29 1912年12月 18 喘息病全治 篠原かい 喘息病 29
医薬、なるべく呼吸は鼻でする どんなこ
とがあっても夜分には稽古を欠かさない 今年は喘息が起こらなかった

30 修養の一ヶ年 小松八島夫 なし、精神修養を試みる 30 冷水摩擦、冷水浴、火鉢を遠ざけて勉強
風邪をひかなくなった
その他、多々あるが今はまだ言う時では
ない

31 余の実験 松永純一 骨折、心身衰弱から来る憂欝 31
宗教、ニ木博士の腹式呼吸、海上生活
をするが、神経衰弱はますますひどく
なった

妻にも教え、病気を治した
父母幼妹にも教えるつもりである 治癒、飲酒をしなくなった

32 1913年1月 19 精神の偉力 石川錦子 32

人事不省となった養子の結婚相手と
心が通じ合い（感応）、苦しまず安ら
かに死んだことから精神による慰安
の力を信じるようになった

入会の動機をはなしたもの

33 唯感謝のみ 村上芳香 脳病、神経衰弱 33 宗教、クリスチャンの信仰 治癒、体質の発育 百歳会員

34 痔瘻全治について 首藤守彦 痔瘻 34 一日三回海水につかる 全治

35 慢性腹膜炎全治 鈴木於莵平 腹膜炎 35 藤田の心霊治療 治癒 息子の効果について

36 尿道狭窄症治癒 美濃和邦幸 尿道狭窄症、神経症、喘息 36 医師 強制的に修養法を人に勧めている 治癒、胃のあれも治る

37 余が北米合衆国より来リたる縁由 浅見新七 脚気、頭痛、煩悶、胃腸 37 書物、雑誌『成功』などを読む 治癒

38 1913年2月 20 再び藤田先生に感謝す 岡本竹子 胃腸が弱い婁麻窒斯、肩のこり 38 灸、按摩 家族に教え病を治す
治癒、壮健になる
身体の垢がでなくなる
心配事も気にかからなくなる



1 1 3

出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

13 1912年8月 14 息心調和の実験 佐伯鐘吉 胃病、神経衰弱、盗汗
遺精頻発による不眠症 13 他薬を試みる、内観法 子供の病気、歯痛を治す

鼠や犬を静かにさせる

治癒
演説が出来るようになった
一日百里歩けるように感じる
食物の好物、不好物がなくなった
蛇が怖くなくなった

14 難症固疾の全癒 阿井仲司 胃腸、下痢、神経衰弱
腸加答児症 14

医者、サンデン電気帯、注射療法、修養
中に局部の腫れ、丹田に力が入らなかっ
たが、続ける。丹田に焔が塵を焼き尽く
す様子を思い浮かべる

病に対する恐怖心が減じた
粗食になった
体重が増えた
人と対話するのが楽になった

15 藤田先生に深謝す 城忠貞 皮膚感冒、咽喉加答児症、便秘腹痛 15 感冒に侵されなくなった

16 多年の婦人病全治 石井ちか子 胃腸病、顔面神経痛 
それに伴う諸病 16 薬、城崎温泉につかる 治癒

17 1912年9月 15 心霊治療に関する報告書 松井霊泉 17

18 脚気症治癒の実験 黒沢長山 脚気症 18
清水の信仰万能論を聴く
村井弦齊の食療法 治癒

19 一家三人下痢の快癒 田中斌 悪水による下痢 19 撃剣 治癒 藤田への私信

20 1912年10月 16 無意義ならざりし私の病気 小出義彦 胃腸病、脚気、神経衰弱 20
上嶋に転地、基督教の書籍
岡田式静坐法、服薬、電車内修養
衛生書

藤田による心霊治療

全治（僅かに余塵が残る）
本がいくらでも読めるようになった
疲労が少なくなった
身体の故障に頓着しなくなった
何でも食べられるようになった

21 幼児に対しての私の実験 前田千賀 腸カタル 21 心霊治療 全治 娘の効果について

22 胃腸病全治談 中西保鐵 胃腸病、大腸カタル 22 親友から経験を語られる 治癒

23 胃拡張の全治 伊藤揚 胃疾、下痢、胃拡張
下唇の膨大、肩のだるさ 23 治癒、心身の快活

24 1912年11月 17 痔疾の全治について 河村透 腸質扶斯病、痔疾 24 藤田式息心調和法の失敗 野菜が好きになった

25 膀胱症治癒の実験 岡小糸 膀胱カタル 25 服薬、温灸、藤田式の読書 藤田による心霊治療による心霊治療
友人にも勧める

全治
腹がたたなくなった

26 癇癪の直りし私の実験 佐村為吉 癇癪、リユマチス 26 衛生院の水治療法 快癒しているが、衛生院の治療とどちら
の結果か分からない

27 子供に心霊治療を施したる実験 伊藤慶 食べ物の好き嫌い 27 息子に修養をしてやる 食べ物の好き嫌いがなくなる 息子〔28〕の効果について

28 嫌いなものの無くなった実験 伊藤豊臣 食べ物の好き嫌い 28 母に修養される 食べ物の好き嫌いがなくなる 伊藤慶〔27〕の11歳の息子

29 1912年12月 18 喘息病全治 篠原かい 喘息病 29
医薬、なるべく呼吸は鼻でする どんなこ
とがあっても夜分には稽古を欠かさない 今年は喘息が起こらなかった

30 修養の一ヶ年 小松八島夫 なし、精神修養を試みる 30 冷水摩擦、冷水浴、火鉢を遠ざけて勉強
風邪をひかなくなった
その他、多々あるが今はまだ言う時では
ない

31 余の実験 松永純一 骨折、心身衰弱から来る憂欝 31
宗教、ニ木博士の腹式呼吸、海上生活
をするが、神経衰弱はますますひどく
なった

妻にも教え、病気を治した
父母幼妹にも教えるつもりである 治癒、飲酒をしなくなった

32 1913年1月 19 精神の偉力 石川錦子 32

人事不省となった養子の結婚相手と
心が通じ合い（感応）、苦しまず安ら
かに死んだことから精神による慰安
の力を信じるようになった

入会の動機をはなしたもの

33 唯感謝のみ 村上芳香 脳病、神経衰弱 33 宗教、クリスチャンの信仰 治癒、体質の発育 百歳会員

34 痔瘻全治について 首藤守彦 痔瘻 34 一日三回海水につかる 全治

35 慢性腹膜炎全治 鈴木於莵平 腹膜炎 35 藤田の心霊治療 治癒 息子の効果について

36 尿道狭窄症治癒 美濃和邦幸 尿道狭窄症、神経症、喘息 36 医師 強制的に修養法を人に勧めている 治癒、胃のあれも治る

37 余が北米合衆国より来リたる縁由 浅見新七 脚気、頭痛、煩悶、胃腸 37 書物、雑誌『成功』などを読む 治癒

38 1913年2月 20 再び藤田先生に感謝す 岡本竹子 胃腸が弱い婁麻窒斯、肩のこり 38 灸、按摩 家族に教え病を治す
治癒、壮健になる
身体の垢がでなくなる
心配事も気にかからなくなる
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【表】雑誌『真人』内の「実験感想」欄一覧（1912年5月～1913年12月）

出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

39 一家挙つて霊恩に浴したる記 福島豊太郎 神経衰弱、母：腰痛、
妻：身体の衰弱、耳鳴り 39

父：毎朝数十杯の水浴び
母：医薬手術　妻：様々な工夫
福島豊太郎：川合式強健法、岡田式静坐
法の長所を集めて勝手に丹田の練習

自身以外はそれぞれ治癒

40 中風症の治療 田中斌 中風症 40
調和法の効験を語り、雑誌『道』を
用いて勧告 治癒、疲労を感じなくなる 友人の西古猪郎の効果に

ついて

41 救生の恩 寺本継子
腺病質、胃加答児、
感冒、肺結核、不眠、食欲減、
下痢便秘

41 入院治療、薬物、空気治療、宗教

藤田、橋本霊斎による心霊治療
家人に教える、多年病弱に悩む人に
は、あらん限りの至誠をそそいで勧め、
病気を治す
一般の人々の修養に努めるように
説得

治癒、身体がしっかりと、元気が内に
充実
丹田から水が出て来る感覚、翌朝治癒

42 1913年3月 21 息心調和法実験 平井寛三 神経症、肺結核 42 医師 治癒

43 修養法の大効験と其後の経過 小原元三郎 身体虚弱 43

白紙に五寸ほどの図を書き、外側を墨で
塗り、凝視しながら藤田式の呼吸をする
電灯の蓋や陶磁器など丸いものに注目
しながら藤田式の呼吸をする

守山夫人の勧め 治癒

44 液臭の全治 大岩液三 液臭 44
医師、薬、口臭が強くなったり、液臭が
強くなったりを繰り返す 全治

45 奏効実験談 松村卓司 呼吸器病 45
滋養物の摂取、服薬、平磯海岸で転地療
法、書籍で藤田式を試みるも失敗 井上、午房広吉の勧め 八九分全治

46 1913年4月 22 柔道と息心調和の全治 大岩液三 なし 46 試合で強敵に勝てる

47 難症の婦人病治療 福井露子 子宮内膜炎 47
手術、伊香保で湯治、腹痛の際医者を呼
ばずに修養 藤田の心霊治療 治癒

病気にかからなくなった

48 息心調和に対する所感 松下義亮 子宮筋腫、頭部の瘤 48 医者 全治、月経の量が増えた 養神会で聞いた貴婦人の話

49 脚気其他諸症全治談 村野立咼一郎 脚気、心臓病、花柳病 49
友人から藤田式の方法を聞いてやって
みたが余計悪くなる 脚気、淋病睾丸炎の治癒

50 糖尿病に就て私の実験 大塚きく 神経衰弱、腎臓病
糖尿病、丹毒 50 医師 腰の神経痛治癒、一時的に尿内に糖分

が出なくなった

51 1913年5月 23 腎臓病其他諸症の全治 永山千代子 腎臓病、痔疾、月経困難 51 医師 心霊治療を息子に行っている
他人に出来るだけ勧めている

全治、頭脳が冷静になった、間歇熱を四
日で治した、冷水を口に含んでも歯痛が
おこらなくなった、心霊治療ができるよ
うになった、陰鬱な性格が一変した

52 上腭竇蓄膿症の全治 福島辰三 上腭竇蓄膿症 52 医師、『秘訣』を読んだが失敗 全治

53 難病軽快の実験 中村喜十郎 膀胱炎 53 医師 藤田の心霊治療
自分自身の経過を話して勧めている

だんだん快方に赴く、煩悶もよくなる
公園に出かけたとき、冷え込み、出血

54 我を助くるものは我なり 上田喜太郎 なし 54 本を読むとき記憶力がよくなってきた

55 余が其後の修養状態 小出義彦 病で胃腸が弱る 55 最も簡易な方法を自分で編み出す
なんでも食べることができる
試験の結果がよくなった
人生問題が釈然とした

私信

56 1913年6月 24 懐旧談 相良鉄代 不眠症、神経痛、耳疾 56 養生園、精神療法
不眠症、神経痛の治癒
船舶操縦の仕事中、困難に遭遇したと
きに正当な判断ができるようになった

9か所の支部と数千の会員

57 糖尿病治癒 石井専蔵 糖尿病 57 治癒

58 肺結核全治談 鈴木重作 肺結核 58

医師、服薬、二木式腹式呼吸を岡田式静
座法に応用し、病を治した友人の方法を
教えてもらう、二木の腹式呼吸、北里柴
三郎の強肺深呼吸並びに肺の健康法の
書物

石川先生の心霊治療を受ける 治癒
山登りができるほど体力が回復

59 神経衰弱治癒の実験 川瀬専之助 神経衰弱 59
研数学館館長の奥平浪太郎先生に
勧め、病気を治す

60 1913年7月 25 神経衰弱治癒の実験 川瀬専之助 神経衰弱 60
藤田の心霊治療を受ける
藤田の力が、自分の身に入ってきて
感応する

脳が固くなる、勉強に集中できる

61 息心調和に対する所感（四月号より続く） 松本義亮 なし 61



1 1 5

出版年／月 号 タイトル 語り手 疾病 苦心 感化 藤田式の効果 備考

39 一家挙つて霊恩に浴したる記 福島豊太郎 神経衰弱、母：腰痛、
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62 修養法の実験 大塚信子 脊髄病 62 服薬 世間の人に勧める 精神が清々しくなった
病気が軽くなった

63 心霊治療の効果に就て感謝 井原幸衛 月経痛 63 医者 治癒、心霊治療

64 初伝を読んでリウマチス及び膀胱加答児を治す 原利助 月経痛 64
藤田式『初伝』を読むが
深呼吸が上手くいかない 心霊治療を受ける 治癒、肥満

いかなる麁食も美味に感じる

65 1913年8月 26 百日間の実験 中井終子 リョーマチス 65 全治、演説がうまくいくようになった

66 息心調和と膽力養成 土倉龍次郎 不明 66

67 唖同様なる難症治療 藤田宗一 発声ができない 67
主人に藤田式を教えてもらうが上手く
いかない 声がでるようになった

68 1913年9月 27 尿毒症治癒 四条きよ子
福原辰三著 尿毒症 68 医師、天理教、利尿薬、 藤田、森霊雲から心霊治療を受ける 大量の尿が出た、蛋白量減

69 蓄膿症治癒に就て 横田秀太郎 蓄膿症 69 書物による各種修養法の失敗、手術 治癒、旅行ができる程回復

70 仁者「浅公」の話 福島弁次郎 心臓病 70 医者、天理教会への参詣　

福島が東口浅松に経験と方法を教え
治療
東口も村人の病気も治し始めるよう
になる

壮健体になる 東口浅松の効果中心

71 偉大なる修養の効果 大谷墴 脳病、蓄膿症、神経衰弱 71 医師、投薬
治癒
日常行為において沈着行為の度を
増す

修養を怠った結果、治らない
福原の話を聞いて悔悟し、努力

72 1913年10月 28 息心調和法の効果 古屋櫻邨 なし（自己流の呼吸法を発展させ
るため） 72

自己流の呼吸法で心臓病を治す
天体の研究
息心調和法を合わせる
椅座、道教、黄老列荘の本をあさる
繁忙のため、呼吸を止めた所病にかかる

浮遊感、心身の壮健
全治

73 肺結核全治 村田やす 肺結核 73 医師 治癒、登山の際疲労を感じなくなる
愉快なる一日を過ごすことができる

74 難症なる月経痛の全癒 大槻なか子 月経痛 74 医薬、加持祈祷、催眠術、滋養物を摂る 全治

75 小児修養会に対する感想 脇田良吉 75

76 胃腸病及子宮病治療 宮武みき 胃腸病、子宮病、神経衰弱 76 服薬 全治

77 1913年11月 29 腎臓炎全治 佐川鋼太郎 腎臓炎、尿毒症 77 医師、服薬、 治癒

78 難症の宿痾全癒 松本信 肝臓脊髄リューマチス 78 医師、モルヒネの多量摂取で中毒に 藤田の心霊治療 母の効果

79 再生の鴻恩 吉田政次 心臓病 79
医薬、あらゆる養生　健康法の書籍を
読み実行するが失敗　

他の人にも勧める 五人の病者の病
気を治癒 治癒　

80 乱視近視眼の全治せし実験 佐村豊子 乱視近視、トラホーム 80 治癒 娘の効果

81 1913年12月 30 息心調和の効果 鈴木於兎平 慢性腹膜炎 81 柔道、海水浴 息子の効果

82 胃拡張、神経衰弱、婦人病治療 塙しま子 胃拡張、神経衰弱、婦人病 82

医師、退院後食べ過ぎで、病状が悪化、
自殺を考える、舌の味が分からなくな
るように石炭酸でうがい、硫酸を綿に
含め舌を拭き取る

14、5人を自分の力で治す

全治
突然頭と足が挙がり、鳩尾のあたりを鼠
が駆け上がって来るような感じになる
周りの人に伝習して病気を治す

83 膀胱より小石の出でたる実験 井上浦造 尿水の困難、膀胱内に石 83 医師、手術 藤巻新助の話

84 鼻神経衰弱治癒 岩本うめ子 脳病、鼻神経の衰弱 84 服薬 クシャミが減り、鼻腔から毛が生えて
くる

 ★「疾病」には、藤田式息心調和法を受けるに至った病の状況を示す。

 ★「苦心」は「疾病」の治療のために、実験談の語り手が藤田式息心調和法の正規の治療法以外に行った方法及びその結果の失敗を示す。

 ★「感化」には、他者に影響を与えるような経験、また与えられるような経験を示す。  
具体的には、①心霊治療をする、される経験 ②藤田式息心調和法の経験、方法を語る、あるいは語られることで、「確信」を受けている例を指す。

 ★「藤田式の効果」には、藤田式息心調和法を通じてどのような効果が表れたのかを示す。「全治」は完全に症状が治ったと語り手が述べているもの、
それ以外の症状の改善は「治癒」とした。

 ★『秘訣』は藤田霊斎『心身強健之秘訣』を指す。

 ★ その他、語り手以外の効果を主軸として語っている場合は、備考欄に記した。
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福原の話を聞いて悔悟し、努力

72 1913年10月 28 息心調和法の効果 古屋櫻邨 なし（自己流の呼吸法を発展させ
るため） 72

自己流の呼吸法で心臓病を治す
天体の研究
息心調和法を合わせる
椅座、道教、黄老列荘の本をあさる
繁忙のため、呼吸を止めた所病にかかる

浮遊感、心身の壮健
全治

73 肺結核全治 村田やす 肺結核 73 医師 治癒、登山の際疲労を感じなくなる
愉快なる一日を過ごすことができる

74 難症なる月経痛の全癒 大槻なか子 月経痛 74 医薬、加持祈祷、催眠術、滋養物を摂る 全治

75 小児修養会に対する感想 脇田良吉 75

76 胃腸病及子宮病治療 宮武みき 胃腸病、子宮病、神経衰弱 76 服薬 全治

77 1913年11月 29 腎臓炎全治 佐川鋼太郎 腎臓炎、尿毒症 77 医師、服薬、 治癒

78 難症の宿痾全癒 松本信 肝臓脊髄リューマチス 78 医師、モルヒネの多量摂取で中毒に 藤田の心霊治療 母の効果

79 再生の鴻恩 吉田政次 心臓病 79
医薬、あらゆる養生　健康法の書籍を
読み実行するが失敗　

他の人にも勧める 五人の病者の病
気を治癒 治癒　

80 乱視近視眼の全治せし実験 佐村豊子 乱視近視、トラホーム 80 治癒 娘の効果

81 1913年12月 30 息心調和の効果 鈴木於兎平 慢性腹膜炎 81 柔道、海水浴 息子の効果

82 胃拡張、神経衰弱、婦人病治療 塙しま子 胃拡張、神経衰弱、婦人病 82

医師、退院後食べ過ぎで、病状が悪化、
自殺を考える、舌の味が分からなくな
るように石炭酸でうがい、硫酸を綿に
含め舌を拭き取る

14、5人を自分の力で治す

全治
突然頭と足が挙がり、鳩尾のあたりを鼠
が駆け上がって来るような感じになる
周りの人に伝習して病気を治す

83 膀胱より小石の出でたる実験 井上浦造 尿水の困難、膀胱内に石 83 医師、手術 藤巻新助の話

84 鼻神経衰弱治癒 岩本うめ子 脳病、鼻神経の衰弱 84 服薬 クシャミが減り、鼻腔から毛が生えて
くる




