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全体の流れ 

はじめに：二つの「死」 
 

 １．看取りと死生観 
 

 ２．死生観の再構築 
 

 ３．死生観をめぐる現代的展開 
 

 ４．生と死の根源：「わたしの死」を生きる 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



• 「別れとしての死」〔喪失〕 
      （・・・二人称の死、あなたの死） 

 
• 「無としての死」 
        （・・・一人称の死、わたしの死） 

 
• 両者は、深いところでつながっているのでは？  
 ・・・たとえば、「無としての死」とは、「私自身との別れ」とも言える。 
• また、両者の根源にあるものは？ 

• これらについての考えを深めることが、生きること／死ぬことへの根
底的な支えにつながるのではないか。 

はじめに：二つの「死」 





“死亡急増時代” 108万人（2005年）→167万人（2039年） 
：年間死亡者数の推移と将来推計 
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（出所）2010年までは厚生労働省「人口動態統計」。2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口（平成24年1月推計）」の中位推計。 



「福祉のターミナルケアに関する 
調査研究」（広井（1997）） 

• 「高齢者のターミナルケア」を
主題化。 

• 医療もさることながら、手厚い
介護や心理的・精神的なサポ
ートなど、より幅広い視点に立
ったターミナルケアが重要とい
う問題意識。 
 

• 日本の特別養護老人ホーム
におけるターミナルケアの状
況に関する調査 

• イギリス、スウェーデンにおけ
るターミナルケアの現状・動向
に関する国際比較調査 

• 竹中文良先生も参加。 



看取りをめぐる論調の変化 



五木寛之「2013年のうらやましい死に方」 
（『文芸春秋』2013年7月号） 

人の死に方や看取りに関する読者投稿の募集。
1999年の第1回目に次いで二度目。 

 

 「「団塊死」の時代」という時代状況。 

 「「死」はいま「生」よりも存在感を強めている」 

 

 （同12月号：読者投稿の内容を踏まえて） 

 「いま「生き方」と同じように、「逝き方」を現実
の問題としてオープンに語り合えるようになって
きた気配がある」  

http://www.google.co.jp/url?q=http://shop-kyobunkwan.com/13-07701-1200.html&sa=U&ei=NXceU7GxEo7fkgWli4CQCg&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFi_1N_8zh8fIWCOsKOe8_059GyZw
http://www.google.co.jp/url?q=http://gekkan.bunshun.jp/articles/-/892&sa=U&ei=43ceU7eIEIKOkwX55oHQAw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHVBM_Udi-PX5ffb_LK4JRwDe1jHQ


日本における死亡場所の年次推移（％） 
今後は高度成長期と“逆”のベクトルへ 

（＊）病院の割合は2006年に前年から初めて減少（2005年の79.8%から2017年
には73.0％に ）。一方、老人ホームが徐々に増加（2005年の2.1%から2017年に
は7.5％に )。 
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（出所）人口動態調査より作成。 



死亡場所の国際比較 
日本  

（2017） 

イギリス 

（1990） 

デンマーク 

（1999） 

病院 ７３．０％ ５４％ ４９．９％ 

ホスピス － ４％ － 

自宅 １３．２％ ２３％ ２１．５％ 

福祉的施設・
住宅等 

老人ホーム 

７．５％ 

介護老人保健
施設 ２．５％ 

ナーシング・
ホーム、レジデ
ンシャル・ホー
ム １３％ 

プライエム・保
護住宅 

２４．７％ 

その他 診療所１．８％ 診療所３．８％ 

（出所）日本は人口動態統計。イギリスは David Clark, The Future for Palliative Care, Open University 

Press,1993。デンマークは松岡洋子『デンマークの高齢者福祉と地域居住』、2005年。 

 

 



看取りをめぐるテーマへの視点（私見） 

 死の直前期だけに焦点をあてたピンポイントの視点ではなく、 「広
さ」と「深さ」においてより大きな視点から考えていくべき。 

   
 広さ： 
   時間的・・・退職期・高齢期はもちろん、より以前の時期を含め 
      て （ex.人生の全体、世代間のつながり、等々） 
   空間的・・・コミュニティや地域、まちづくり等と一体に。 
 
 深さ： 個別の課題の根底ないし「土台」にあるのは死生観。 

 

 各個人が自らの死生観を育て築いていくことが基本であると同時
に、それらについて語り合う場や、日本の伝統的な死生観の再発
見・再評価も重要。  



（参考） 
コミュニティの重要性 



事例紹介：千葉大学「福祉環境交流セン
ター」での試み 

 １９９８年設置 

大学と患者会・ＮＰＯ等の市民団体及び地域社会との直
接的な連携のあり方を模索。 

 

医療・福祉・環境分野の８つの団体が登録し、日常的に
利用。 

 センターの基本的な機能は、１）情報拠点機能、２）交流
機能、３）相談機能、４）調査・政策提言機能の４つ。 



利用団体の例（１） 

「支えあう会『アルファ』」（代表：五十嵐昭
子氏） 

 
・がん患者や、体験者、
家族等が、立場を超
えて学びあいながら、
“がん”をベースに
「生老病死」を語り
あい、自分らしく生
きる事をめざし、と
もに支えあう会。 

・定例会、気功教室、
講演会等や電話相談
を実施。 





利用団体の例（２） 

「NPO法人千葉・在宅ケア市民ネットワーク ピュア
（NPOピュア） 」（代表：藤田敦子氏） 

 

 

・ 在宅ケアを支援し、「患者本位
の医療間連携づくりを働きかけ、
継続したケアを地域で提供してい
くこと。最期の場所を自由に選び、
可能にするシステムをつくるこ
と」を目指す。 

・ 情報誌発行、講演会、電話相談、
ボランティア養成などを実施。 

・ 千葉県との協働事業「在宅緩和
ケアガイドブック」作成や、県の
「在宅緩和ケアネットワーク指
針 」づくりへの参画等。 





戦後日本が脇に置いてきた課題・・・特に高度成長期 

 

団塊世代が今まさに直面しつつある課題 

 

若い世代の場合 

・・・公の場では語られず、アニメや音楽が代替 

  死生観や生きる意味への“飢餓感” 

 

経済社会の成熟化・定常化と死生観との関わり 

  ・・・「離陸」の時代から「着陸」の時代へ 

死生観の空洞化 



死生観・・・ 

 「私の生そして死が、宇宙や生命全体の流れの中で、ど
のような位置にあり、どのような意味をもっているか、につ
いての考えや理解」とでも表されるもの 

 

 “私はどこから来てどこに行くのか”、という問いに対する
一定の答えを与えるもの  



ライフサイクルの二つのイメージ 

 

生 死 

成長、上昇、
進歩 

老い 

 生 死 

子ども 老人 

【直線としての人生イメージ】 【円環としての人生イメージ】 



「たましいの帰っていく場所」 

 『バウンティフルへの旅』(The Trip 
to Bountiful) 
・・・1985年のアメリカ映画（主
演女優のジェラルディン・ペイジは
この作品により同年のアカデミ－主
演女優賞を受賞） 

 

 主人公にとっての「生まれた場所」
の意味 

 「たましいの帰っていく場所」と、
円環としての人生イメージ。 

 

 ターミナルケアにとって本質的なの
は、その人にとっての「たましいの
帰っていく場所」と呼ぶべきものを
見出し、ともに確かめることではな
いか。 



学生（2年生、女子）のレポートより 
（ターミナルケアにおける「地元」の重要性） 

 「ターミナルケアと死生観について、私は「若者」のうちに「どう死
ぬか」ということを考えておく必要がある、また「地元」と呼べる
場所を生産年齢のうちに失わない、あるいは作っておくことが重
要だと考える。」 

 「これは、自分の還るべき場所というものを見失ってしまえば、満
足な形で死を迎えることができない、孤独死などの問題につな
がっていくと考えるからである。・・・「地元」と呼べる場所を失わ
ない限り、そこが各人にとっての還っていく場所であり、心が休
まる場所であり、還っていくコミュニティとなりうるのではないだろ
うか。」 

 「人によって変わる可能性があるが、日本人が望む「安らかな
死」というものには、このような還るべき場所（自分が居てもいい
と周りに認められている場所）にいるのだという安心感が必要と
なってくるのではないかと考える。」 
 



時間の重層性 

 カレンダー的な時間（日常的な時間、直線的な時間）の“
底”にある時間の層 

 

海などの水の流れにおいて、表面は速い速度で流れ、水
がどんどん流れ去っているが、しかしその底のほうの部分
になると、流れのスピ－ドは次第にゆったりとしたものとなり
、根底にはほとんど不動の層があったりする。 

 

 「深層の時間」・・・生と死がふれ合う場所  



老人の時間と子どもの時間 



老人の時間と子どもの時間 

児童文学等における「老人」と「子ども」の親和性 

例） ・フィリッパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』 

     ・湯本香樹美『夏の庭』  

 

 たとえば子どもの時間においては、時間は単なる「直線」で
はなく、多くの「スキマ」であふれている 

 カレンダー的な時間（直線的な時間）から自由な“遊びの時
間”やつながりの時間 

 



時間の重層性  

 １）直線的な時間（日常の時間）・・・自我（個人）          

                 “俗なる時間” 

 

 ２）円環的な時間 ・・・ケア／コミュニティ 

     老人の時間と子どもの時間    “遊びの時間” 

 

 ３）深層の時間   

    ・海水の流れの、もっとも底にある不動の部分 

    ・生と死がふれあう次元       “聖なる時間” 

                    

表
層 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

深
層 



生者と死者の接点 



生者の時間と死者の時間 
        ――生と死の連続性 

 「死者との再会」を描いた様々な作品 

例） ・山田太一『異人たちとの夏』 

   ・映画『フィールド・オブ・ドリームズ』 

 

 これらはあくまで比ゆor象徴的表現にとどまるが、「生」は
そのもっとも根底のところで「死」とつながっているのでは
ないか。 

 またそうであるからこそ、こうした作品が人々にとって訴え
る力を持つのではないか。 

死あるいは死者とのつながりは、私たちの生を根底にお
いて支えている。 

 



「深層の時間」とは？ 

 キリスト教における「永遠の生命」 

仏教における「涅槃」（～「空」） 

 

 →「死」とは「有でも無でもない何ものか」 

 

 ・・・しかし、なお十分なリアリティが感じられず。（４０歳前
後の頃） 

 

 





 例） 「還自園」 

（・・・「たましいの帰っていく
場所」として） 



・昭和30年代： ダム建設で

ダムの下に沈むことになった
村での物語（岐阜県荘川村）。 

・数百年にわたって存在して
いる桜だけはどうしても残し
たいとの人々の思い。 

・桜の移植にかける植木職
人の生と死との交差。 

・大きな生命の連鎖や世代
間継承性の中での生と死。 



個人・コミュニティ・自然をつなぐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

個 人 

コミュニティ 

 自  然 

（スピリチュアリティ、
深層の時間） 



  

日本人の死生観 －その３つの層ー 
 

特質 死についての理解／
イメージ 

生と死の関係 

A..“原・神道的”な層 「自然のスピリ
チュアリティ」 

「常世」、「根の国」 

     ・・・具象性 

生と死の連続性・
一体性 

B.仏教（・キリスト教）
的な層 

現世否定と解
脱・救済への志
向 

浄土、極楽、涅槃等
（仏教の場合）、永遠
の生命（キリスト教の
場合）  

・・・抽象化・理念化 

生と死の二極化 

C.“唯物論的”な層 “科学的”ないし
“近代的”な理解
死 

死＝「無」という理解 生＝有 

死＝無 



「自然のスピリチュアリティ」 
キリスト教や仏教などの高次宗教においては、「スピリ
チュアリティ」は、理念化・抽象化された概念として考え
られる傾向 （ 「永遠の生命」 「空」etc）。 

 

 これに対して、日本を含む地球上の各地域・文化圏に
おけるもっとも基底的な自然観においては、スピリチュア
リティは「自然」と一体のものとして考えられてきた。 

 

 こうした視点がターミナルケアや死生観に関しても、根
底的なレベルで重要ではないか。 

 

   



”鎮守の森ホスピス” 

 日本人の死生観にとっては、“八百万の神様”という言葉にも
通じるように、「自然」が大きな意味をもつ。 

   ・・・「たましいの帰っていく場所」としての自然 
 

 日本におけるホスピスは、キリスト教系のものから始まり、仏教
ホスピス（ビハーラ）も存在するが、日本の伝統的な死生観・
自然観に根ざした“鎮守の森ホスピス”というべきものがあって
もよいのではないか。 
 

 現在、石清水八幡宮の神職の方等と検討を進めているところ。
御関心のある方は御連絡いただければ幸い。 

   （→鎮守の森コミュニティ研究所ホームページ参照） 
 



「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」 

 全国の神社の数  ：8万1000ヶ所 
       お寺の数  ：8万6000ヶ所   

 神社やお寺といった存在は、かつて「コミュニティの中心（ない
し拠点）」として存在し、経済、教育、祭り、世代間継承などコ
ミュニティの多面的な機能を担っていた。 

 こうしたコミュニティにとって「鎮守の森」のもつ意義を、自然エ
ネルギー拠点の整備等と結びつけていくプロジェクト。 

 自然エネルギーという現代的課題と、自然信仰とコミュニティ
が一体となった伝統文化を結びつけたものとして、日本が世
界に対して誇れるビジョンとなりうる可能性。 





現代版「不老不死」の夢： 
二つの文脈 

１）脳神経科学・情報科学の展開・・・意識
の機械への移殖、“人格のアップロード”、
「biologyを超える」（カーツワイル） 

 

 

２）再生医療をめぐる展開 

  ・・・生命そのもののコントロール 



http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOgyLu20McCFWYrpgodGQ4PXQ&url=http%3A%2F%2Fmovies.yahoo.co.jp%2Fmovie%2F%25E3%2583%2588%25E3%2583%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BB%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2587%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%2F347925%2F&ei=wMPiVYPAJubWmAWZnLzoBQ&psig=AFQjCNEVoExndiHgIFmQECuPR5G_ZK7Fqw&ust=1441011005008955


 「もし、人間の意識を機械に移植で
きるとしたら、あなたはそれを選択
するだろうか。死の淵に面していた
としたらどうだろう。たった一度の、
儚く美しい命もわからなくはないが、
私は期待と好奇心に抗えそうにない。
機械に移植された私は、何を呼吸し、
何を聴き、何を見るのだろう。肉体
をもっていた頃の遠い記憶に思いを
馳せることはあるのだろうか。 

  未来のどこかの時点において、意
識の移殖が確立し、機械の中で第二の
人生を送ることができることが可能に
なるのはほぼ間違いないと私は考えて
いる。」（渡辺正峰『脳の意識、機械
の意識――脳神経科学の挑戦』中公新
書、2017年） 



ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウスーテ
クノロジーと人間の未来』の議論 

 「人類は他に何を目指し
て努力するのか？・・・
前例のない水準の繁栄と
健康と平和を確保した人
類は、過去の記録や現在
の価値観を考えると、次
に不死と幸福と神性を標
的とする可能性が高
い。・・・今度は人間を
神にアップグレードし、
ホモ・サピエンスをホ
モ・デウスに変えること
を目指すだろう。」 

 



“意識の永続化”や「不老不死」は 
人間を幸せにするのか？ 



「生と死のグラデーション」 

認知症気味の母親（87歳）に接する経験から 

 

半分“夢の中の世界にいる”、といった印象を受けることあ
り。 

 「生」と「死」というのは通常思われているほど明確に分かた
れるものではなく、そこには濃淡のグラデーションのようなも
のがあり、両者はある意味で連続的であって、母親はそう
した（中間的な）状態にあるようにさえ思えることがある。 

 

 

 



「生と死のグラデーション」（続き） 

 「ピンピンコロリ（ＰＰＫ）」のような亡くなり方・・・一つの“良い
”死に方になりうる。しかし、 

同時に、「連続的な死」、「生と死の間のグラデーション」ある
いは「生から死へのゆるやかな移行」という見方も重要では
ないか。 

 

 「生」と「死」を明確に区分し、「生＝有、死＝無」とした上で
、死の側を視野の外に置いてきた近代的な見方に対し、生
と死をひとつづきの連続的なものとしてとらえることで、いわ
ば死をもう一度この世界の中に取り戻し、両者をつなげるこ
と。 

 



生者と死者を含む共同体 
（死の共同性） 



時代状況との関わり： 
「拡大・成長」の時代から定常化へ 

高度成長期に象徴されるような「拡大・成長」の時代におい
ては、社会の相貌は強固で一枚岩的な「現実」に統合され
ていった――並行して「死」は排除されていった。 

 

 それとは逆に、現実に様々な“スキマ”や“ゆるみ”が生じ、
その意味で現実というものが多層化し、かつ年間死亡者が
着実に増加し高齢化も進む中で、“夢と現実”あるは「生と
死」の境界線が薄まり、あるいは両者がクロスしていくような
社会的変化が進んでいくのではないか。 



 人口全体に占める「子ども・高齢者」の割合の推移 
                （1940－2050年） 
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（注）子どもは15歳未満、高齢者は65歳以上。 

（出所）2010年までは国勢調査。2020年以降は「日本の将来推計人口」（平成29年推計）。 



もうひとつの文脈： 
“現実とは脳が見る共同の夢” 

という世界観の浮上 
 



「夢／現実」、「バーチャル／リアル」
の連続化 

①超高齢化の進行、②ポスト成長社会、③情報科学の展
開という異なる背景から。 

 

夢・現実・無・・・「夢と現実」の境界、そして「生と死」「有と
無」の境界のゆらぎ。 

 

    

 そうした中での死生観、世界観のありようは？ 





「無」と「静けさ」 
 （遠藤周作『死について考える』より） 

 「本当に人生の外には沈黙だけしか
ないのか、本当に永遠の沈黙だけだ
ろうか。（中略）「沈黙」にはよく「氷のよ
うな」とか「永遠の」という俗っぽい形
容詞がつきます。しかし沈黙にもいろ
いろあります。まったく何にもないナッ
シングの沈黙、空虚そのものの沈黙 

 ・・・それとは別に、フランスの有名な 
作家アンドレ・マルロオがいみじくもその
大著の表題につけた『沈黙の声』の沈
黙があります。それは「沈黙」というより
は「静けさ」ともいうべきかもしれません。 

 



• （中略）だから、私たちは必ずしも
死の沈黙を絶対に無の沈黙・消
滅の沈黙と重ねあわせることは
できない気がするのです。茶室に
正座している人は、茶室の静寂
を内容空虚な静けさとは思いま
せん。その空間のなかには、宇
宙の生命にふれる何かが含まれ
ています。禅室の静かさや無をた
んなる虚無と思われる方はいな
いでしょう。」（強調引用者。） 

 



『NEWTON「無」の物理学』より 

 世界は・・・「有」にあふれている。
「有」は実ににぎやかで、魅力的だ。 

 それにくらべて「無」はどうか。何もな
いこと、空虚、空っぽ。「有」とは対照
的に、「無」とはいかにも退屈なものの
ように見える。 

 しかし、物理学者はそうは考えない。
「無」とは、実にダイナミックでエキサ
イティングなものだというのだ。「無の
すべてを知る者は、すべてを知りつく
す」（スタンフォード大学、レナード・
サスカインド博士）ほどだという。もし
これが本当なら、現代物理学のえがく
「無」の姿とは、いったいどのようなも
のなのだろう。 

 



『NEWTON「無」の物理学』より（続き） 

 「物理学にとっての「無」は、決
して退屈なものではない。（中
略）物理学の発展につれて、
「無」はますます重要になりつつ
ある。「無」が素粒子を生みだす。
「無」がエネルギーをもっている。
「無」が宇宙を誕生させる・・・。 
今や「無」と物理学は切っても切
れない関係にある。「無」の不思
議さ、奥深さを探究してみよ
う。」 

 



「死」や「無」への新たな問い 

科学革命（17世紀）以降、近代科学の歩みの究極の問い
として 

 

 「不老不死」をめぐるテクノロジーと現代的な関心の中で 

 

超高齢化の進展の中で 

 

 

 



「閑（しづか）さや 
岩にしみ入る蝉の声」 
 
 「生」の象徴である“蝉の声”と、「死」の象徴で
ある“岩”とが、互いに“しみ入る” 

  ・・・生と死の連続性、グラデーション 

 

さらに、八ヶ岳での経験（２０１４年頃）から・・・ 

 “岩”は決して「死」の象徴にとどまらず、「無の
エネルギー」、「有と無を超えた根源的な何か」
を表しているのではないか。 





 生と死はもっとも深い次元においてつながっている（・・・生と死の連続
性、生と死のグラデーション）。 

 その根源にあるもの（たましいの帰っていく場所、深層の時間、自然
のスピリチュアリティ、無のエネルギーetc）とのつながりが大切。 

 言い換えれば、「わたし」を超えて存在するものとのつながりをもつこ
とが大切。 ・・・「桜ロード」の植木職人にとっての「桜」 

 

 そのことが、「別れとしての死」（二人称としての死）、「無としての死」
（一人称としての死）のいずれにおいても本質的な意味をもつのでは
ないか。 

 同時にそれが、生きていくこと／死ぬことへの根底的な支えになるで
はないか。 

 

 

おわりに：「わたしの死」を生きる（私見） 



 
 
 
 
 

御清聴ありがとうございました 
コメント、質問等歓迎します。 

hiroi.yoshinori.5u@kyoto-u.ac.jp 

 
＊関連組織 

・鎮守の森コミュニティ研究所 
http://c-chinju.org/ 
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死生観と時間： 
キリスト教の時間論と現代の宇宙論 

 「まさに時間そのものを、あなた（神）はお造りになったのです
から、時間をお造りになる前に、時間が過ぎ去るなどということ
はありようはずがありません。天地の存在する以前には時間も
存在しなかったとすると、『そのときあなたは何をしていたか』
などと、どうしてたずねるのでしょうか。時間がなかったところに
は、『そのとき』などもなかったのです。」（アウグスティヌス『告
白』第１１巻第１３章） 



キリスト教の時間論と現代の宇宙論（続き） 

 「宇宙は極小の半径をもって『無から創造された』ということもで
きよう。しかしながら、『創造』という語の使用は、宇宙がある瞬
間以前には存在せず、その瞬間ののちに存在したかのような時
間概念を含意するように思われる。しかるに、アウグスティヌス
が指摘したように、時間はただ宇宙の内部でのみ定義され、そ
の外部では存在しないものである。（中略）  

 

 現代の見方もこれと非常によく類似している。一般相対性理論
では、時間は宇宙の中の出来事にラベルを貼る座標にすぎな
い。時間は、時空の多様体の外部ではいかなる意味ももたない。
宇宙が始まる前に何が起きたかを問うことは、地球上で北緯９１
度の点はどこかと問うようなものである・・・そのような点は単に
定義されていないのである。創造され、おそらくは終末に達する
宇宙について語る代わりに、人は単に次のように言うべきだろ
う・・・『宇宙はある (The Universe is)』と。」    

             （スティーヴン・ホーキング『重力の３００年』 ） 


