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はじめに

　死生学は単に「死について」の学ではなく，死を生に伴い，また
生が伴うものとして，「死生」を一体として考え，人間が死生をど
う理解し対処してきたかについて，人文知を背景に広く考えようと
する．その意味で，東京大学の死生学研究は死生学を“thanatology
（死の学問）”というよりも“death and life studies”として捉え，人
文社会系を中心とする学際的な研究プロジェクトを進めてきた．
　死生学の一領域である臨床死生学は，臨床現場で実践の知として
はたらく学問である．医療機関，介護施設や在宅医療の場などで，
患者や利用者本人と家族および医療とケアに携わる人々のニーズに
応え，死生学が得た知見を医療とケアに活かすことができるような
かたちにして提供しようとする．
　有限な人生を本人らしく生き切ることを支えるための医療と介護
はどうあるべきか．臨床死生学を含めた死生学の研究者は，本人と
家族らが最期までよりよく生きる力を得るための一助となることを
願い，また，生命の危機にある人々とその家族らを支援する医療・
介護従事者に対し実践力を増すための知を提供することを志してい
る．
　東京大学の死生学研究の拠点は大学院人文社会系研究科にある．
同科では，先端的な研究拠点をつくるための国の競争的資金「21
世紀 COE（センター・オブ・エクセレンス）」および「グローバル
COE」を獲得し，2002 年度より 10 年間，医学系研究科，法学研究
科，教育学研究科等の協力を得て死生学のプロジェクトを進めた．
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そして同プロジェクトを基礎として 2011 年度に死生学・応用倫理
センターが発足した．
　当初から東京大学の死生学を担ってきた教員は人文・社会科学系
の何らかの領域の研究者であり，いわば学問の人たちである．それ
ぞれの学問領域の作法に則って正攻法のアプローチをする．しかし，
死生学が社会的に注目されるのは，私たちは誰もがいずれは死なな
ければならないがゆえに，自分や家族のこととして関心を持つため
である．そうであれば，現実の人の生死にかかわる医療や介護の場
をフィールドとする死生学をすることなしに死生学の拠点を標榜す
るわけにはいかない．
　このような次第で，臨床場面に直結する研究活動をしていた清水
哲郎と山崎浩司が臨床にかかわる死生学を推進することを期待され
て 2007 年に赴任し，公益財団法人上廣倫理財団の寄付による上廣
死生学講座（2012 年度からは死生学・応用倫理講座）に所属して，山
崎は特任講師として 2011 年まで，清水は特任教授として 2016 年度
末まで活動した．また，2012 年度からは会田薫子が上廣講座の特任
准教授，2017 年度からは清水の後任として特任教授となり，活動中
である．
　本書はこのような背景があってできたものである．ちなみに，上
で名が挙がった者以外の本書の著者たちについて東京大学の死生学
における位置付けをしておくと，まず，島薗進教授は 21 世紀 COE
以来の死生学プロジェクトのリーダーであった．池澤優教授は死生
学・応用倫理センターの発足以来センター長であり，そのセンター
の専任教員として 2013 年度に堀江宗正准教授が着任している．榊
原哲也教授は上廣講座の現在の責任教授であり，臨床に関わる活動
を展開中でもある．法学研究科の樋口範雄教授は死生学プロジェク
トの当初からの協力者であり，臨床死生学を中心に法の側から有益
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な助言をしていただいた．
　上廣講座の教員は臨床死生学分野の活動の一環として，2007 年度
以来，東京大学死生学の関係教員たちの協力を得て，「医療・介護
従事者のための死生学」セミナーを毎年複数回開催し，医療・介護
従事者に研鑽の場を提供してきた．著者たちはこのセミナーの主要
な講師である．本書には，上記セミナーでの講義を軸に寄稿してい
ただいた．
　本書を出版する企画が始まってから随分時間がかかった．これは
編者の対応の遅延の故であり，この点，このような書籍が上梓され
ることを待ってくださっている読者の皆様および寄稿者諸氏にこの
場を借りてお詫びするものである．また，長い月日にわたって忍耐
し，なんとか出版にまでこぎつけてくださった東京大学出版会編集
部の宗司光治氏に心からお礼申し上げる次第である．

2017 年春

清水哲郎　会田薫子
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1　序─あるサナトロジーの教科書

　死は人間の生において最大の問題であるがゆえに，昔から様々な
分野で探究されてきた．学問においても同様であり，規範的，実存
的，あるいは記述的な様々な立場から死の研究はなされてきた．し
かし， 1 つの学問分野としての死生学が構想されたのは，それほど
古いことではなく，おおむね 1960-70 年代の欧米においてである．
本章ではまず欧米で死生学という分野が立ちあがってきた背景と力
学，及び欧米の死生学に特徴的な傾向を論じ，次に東京大学の死生
学プロジェクトが構想する死生学がそれとどのように異なるのかを
示した上で，筆者が個人的に構想する死生学のあり方について，そ
の一端を紹介したいと思う．
　まず，欧米で生まれた死生学─ death studies，thanatology と
呼ぶ方が一般的である─のあり方を示す例として，その教科書を
1 つ紹介したい．それはハネロア・ワスとロバート・ニーマイヤー
の共編『死にゆくこと─事実に向かい合う』である（Wass and 

Neimeyer, 1995）．この教科書は 1979 年に初版が，1988 年に第 2 版
が，1995 年に第 3 版が出版された．初版はワス（1927-2013）が単
独の編者であり，彼は 1974 年にフロリダ大学に初めてサナトロジ
ーのコースを設け，1977 年に『死の準備教育』誌（Death Education，
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後に Death Studies と改称）を創刊した教育心理学者である．その序
文によれば，現代は個人としても社会としても死と死にゆく過程に
問題を抱えており，その問題を解決するには死に関する基本的事実
を体系的，包括的に明らかにする書が必要であるとの認識に基づい
て本書を出版したという．第 2 版はワス，ニーマイヤーとフェリク
ス（Felix, M.）の共編であり，フェリクスはフロリダ大学社会学科
教授であり，ジェロントロジーの専門家，ニーマイヤーはメンフィ
ス大学心理学科教授で，世界的に有名な死の過程および死別体験者
に対するケアの専門家である．第 2 版序文では同書がサナトロジー
を扱うと明示され（初版序文にはその語はない），第 3 版序文ではサ
ナトロジーは死と死にゆくことに関する学問であると共に，社会現
象としての「死の認知運動（death awareness movement）」の一部と
して興起したこと，初版が出版された時はその学問は生まれたばか
りであり，その後の発展を取り込むことが第 3 版の目的であること，
サナトロジーの思考の核になっているのは社会心理学と臨床である
が，死が多面的な現象であることから，必然的に学際的な分野にな
ることなどが，述べられている．その目次は次のようになっている．

第 1 部　文脈と視点
第 1 章　Kearl, Michael C.　死と政治─心理社会的視点
第 2 章　Morgan, John D.　我々の死と哀しみを生きる─歴史

的・文化的態度
第 2 部　事実─死と死にゆくことの事実

第 3 章　Neimeyer, Robert A. and Brunt, David Van　死の不安
第 4 章　Samarel, Nelda　死のプロセス
第 5 章　Benoliel, Jeanne Quint and Degner, Lesley F.　死にゆ

くことの制度─文化的価値，技術，社会組織の収斂



1　死生学とは何か ─ 3

第 6 章　Lattanzi-Licht, Marcia and Conner, Stephen　死にゆ
く者へのケア─ホスピスのアプローチ

第 7 章　Wolf, Sheryl Scheible　死を計画することに関する法
的視点

第 8 章　Fulton, Robert　現代の葬式─機能と機能不全
第 9 章　Rando, Therese A.　悲嘆と喪─喪失と共存する
第 10 章　Klass, Dennis　悲嘆の解消のスピリチュアルな側面
第 11 章　Wass, Hannelore　子どもと思春期の生における死
第 12 章　Stillion, Judith M.　成人の生における死─鐘の音に

応答する
第 3 部　諸問題

第 13 章　Peterson, Karen E.　エイズ─10 年が過ぎて
第 14 章　Leenaars, Antoon A.　自殺
第 15 章　Zucker, Arthur　権利と死にゆくこと
第 16 章　Veatch, Robert M.　死の定義─公共政策の問題

第 4 部　結論
第 17 章　Wass, Hannelore and Neimeyer, Robert A.　結論的

考察
第 18 章　Wass, Hannelore and Balk, David E.　文献

　これを見ると，サナトロジーが対象とする分野について，次のよ
うな特徴があることが分かる．まず，確かに多面的，学際的であり，
例えば死の定義（第 16 章），安楽死と尊厳死（第 15 章），パリアテ
ィヴ・ケア（第 5・6 章）など，生命倫理，臨床倫理上の問題─す
なわち死に直面した患者当人の問題─も扱われているが，多くは
死別体験者のケア（第 9・10・12 章），死と悲嘆のプロセス（第 4・

13 章），死に対する不安（第 3 章），死の準備教育（第 7・11 章）な
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ど，死の体験や恐れを乗り越える過程の問題が中心になっている．
第 2 に，その関係で，心理学や社会心理学の手法が中心的であり，
社会学的な問題（第 8 章），歴史と文化に対する関心（第 2 章）は強
くはない．自殺（第 14 章）は死生学では言うまでもなく重要な論題
であるが，それが一章に止まっているのは，別途「自殺学」（suicid- 

ology）という体系が成立しているためであろう．上引の序文はサナ
トロジーを死と死にゆくことに関する学問としているが，実際には
死そのものに関する考え方や表象よりも，死にゆくこと，死別（be- 

reavement）における悲嘆（grief）の過程とそれへの対処や死への
準備を主要な分野とするものになっていると言える．
　サナトロジーがそのような性格を帯びることになったのは，序文
の中に言うように，それが「死の認知運動」の一部として起こった
ことと密接に関連している．

2　死の認知運動と死の過程

　死の認知運動とは，文字通り，死という現象を自覚し，それを表
現しようという潮流のことであるが，その背景にはフランスの歴史
学者，フィリップ・アリエス（Aries, 1977）が「倒立した死」と呼
び，イギリスの人類学者，ジェフリー・ゴーラー（Gorer, 1965）が

「死のポルノグラフィー」と呼んだ，19 世紀から 20 世紀前半にか
けての特殊な死の様態があった．
　アリエスの書は中世から現代（1960 年代まで）に至る 1500 年間ほ
どのヨーロッパにおける死に関する考え方と表象の変遷を追ったも
のであり，死生学における第一級の古典である．彼はヨーロッパの
死の歴史を 5 期に分け，それぞれにユニークな標題をつけた．第 1
が中世前期に相当する「飼いならされた死」，第 2 が中世後期の「己
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の死」，第 3 がルネサンス期の「遠くて近い死」，第 4 が近代の「汝
の死」，第 5 が現代の「倒立した死」である．日本語訳で 600 頁に及
ぶ浩瀚な研究の中で，「倒立した死」の描写は 40 頁しかない．しか
し，アリエスの研究は「倒立した死」に照準を合わせて，その異常
さを際だたせるために 600 頁の頁数を使用したことが明らかである．
　近代の「汝の死」の中で，死は家族の中で起こるものとされ（そ

れ以前の死はしばしば衆人環視の中で起こった），最も愛する者の死を
美しく，ロマンティックに，かつ饒舌に語るのが普通だった．とこ
ろが 19 世紀の末に，死は突如として隠されるようになる．死にゆ
く者に対する愛情から，家族は告知をしなくなり，死は美しいとい
うヴィクトリア朝的清潔感の反動から，死の醜い部分は隠蔽される
ようになる．20 世紀になると，死は完全に私的領域化され，死を表
示する公的儀礼（服喪）は抑圧され，過度な悲しみの表出は病気と
見なされる．そこに医療化が加わる．病院が死の場になることによ
って，そこは一種の死を隠す場所として機能するようになり，病気
になっても前向きで，死ぬことはない素振りをするのが，死に対す
る賞賛するべき態度になった．アリエスがこの書の中で言おうとし
たことは，死の観念は社会的構築物であり，絶えず変化すること，
そして現代の我々が当たり前だと思っている死に対する態度は，当
たり前でも何でもない，歴史的に見れば「異常事態」であるという
ことであった．
　ゴーラーの研究は，近親者と死別した者に対するインタビューと
参与観察によって，1960 年代のイギリスにおける死に関する暗黙の
ルール（社会的コード）を発見しようとするものである．その結果
は，伝統的慣習や信仰を残しているマイノリティを除き，かつて死
に関する行動を規定していたキリスト教的慣行は説得力と規制力を
失っており，個々人が自らの工夫で死を扱うための儀礼を創出する
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