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死生観と自然観をつなぐ環境デザイン 

――ホスピスにおける風景の意義―― 

 

岩崎 大（TIEPh） 

 

 

 

 

 

１．死の否定と緩和医療 

回復の見込みのない病を患った終末期患者の存在は、病を治療することが目的である医療にとって、

自らの無力さを示す敗北の象徴である。それでも終末期患者は、入院から死亡に至るまでのときを、

医療の管理下で過ごす。人を生かすための医療が、死を前提として治療を行うことは、矛盾であるよ

うにも見える。それゆえ、医療従事者たちは、死にゆく過程にある終末期患者に対して、いかに処す

るべきかという問題を抱えることとなった。 

終末期患者への対処の一つは、未告知である。その主な狙いは、治療不可能な病に罹患しているこ

とを隠すことで、患者の心理的負担を回避することにある。未告知によって、治療回復の姿勢が保た

れ、医療従事者たちの抱える矛盾は表面上回避される。死という動かしがたい結末を待つ終末期患者

にとって、そして医療にとって、死を意識することによる恐怖、不安、絶望は、避けるべきものとさ

れ、回復の希望を抱いたまま死を迎えることがよしとされていた。 

1967 年のシシリー＝ソンダースによる近代ホスピスの設立と、1969 年のキューブラー＝ロスによ

る『死ぬ瞬間(On Death and Dying)』1の出版によって、終末期患者を巡る医療の問題は、転換期を

むかえる。すなわち、終末期患者の苦悩と心理に寄り添い、ただ生かすための回復治療ではなく、疼

痛緩和やケアを中心とすることによって、最期までよく生きるための医療が実践され、普及していっ

たのである2。 

未告知という対処法は、この転換期のなかで次第に廃れていくようになる。日本においては 1990

年代頃のことである。しかしながら、未告知が廃れ、否定されるようになったのは、終末期患者の心

理を精神医学的に分析したキューブラー＝ロスの段階説や、ソンダースによるホスピスプログラムの

技術向上を直接の原因とするものではなく、「知る権利」といった、患者の人権意識の向上という社

                                                   
1 cf. Elisabeth Kübler-Ross,On Death and Dying, Macmillan Publishing Company New York, 1969.（『死ぬ瞬

間』、鈴木晶訳、中央公論新社、2001 年）なお、原題においては、死(death)と死にゆくこと(dying)という明確

な区別がなされ、本文の内容にも大きく関わるところであるが、邦題においてはそれが反映されていない点に留

意すべきである。 
2 ここには安楽死の問題も関わってくる。安楽死は、生存を絶対の優先事項とする延命主義に対し、生命の質

(Quality of Life)、すなわち苦しみのない生、あるいは尊厳のある生を重視するという意識の下で主張される視

点である。 
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会的状況によるものであった。すなわち、病名告知は、患者の心理的負担の考慮よりも、患者が自ら

の状態を知る権利が優先されたために、医療のスタンダードになったのである。それゆえ、医療従事

者は患者の負担を減ずるための一手段を奪われたという言い方をすることもできる。 

だが、未告知という対処法が、最善の選択肢ではないということは、この転換期において明らかに

なりつつある。まず、未告知であっても、刻々と病状が悪化する患者を最後まで欺き通すことはでき

ないという事実がある。患者はしだいに周囲に疑問を抱き、一様に楽観視する周囲に不信感を覚え、

いずれ自らの死を悟るようになる。死にゆく過程のなかで、家族に嘘をつかせることは、信頼関係に

基づく深淵なコミュニケーションを阻害するものである3。患者の目の前でその死を嘆くことも、死

後の家族の身の処し方について相談することもできない。そのような行為を禁じてまで、告知による

心理的負担を回避するべきであるのか。たしかに、医療従事者ならずとも、身近な者の死について語

ることは忌避されるのが現実である。それは他者配慮によるものなのかもしれないが、はたしてそれ

ほどまでに、死を意識し、語ることは否定されるべきものなのか。未告知は廃れても、未告知の心理

は消えたわけではない。未告知の心理は、終末期医療を越えて、現代社会全体に及ぶ根源的な問題で

ある。本論では、終末期患者の臨床を手掛かりに、死を否定する現代社会の諸問題について、死生観

と自然観の関わりを基に考察し、求められる環境デザインを構想していく。 

 

 

２．ホスピスボランティアの役割 

筆者は東京都内にあるＳ病院の院内独立型ホスピス4において、2008 年から約二年間、ボランティ

アとして活動した。ホスピスにおけるボランティアの活動や存在意義は施設によって様々であるが、

Ｓ病院においては、マッサージ、入浴補助、外出の同伴、室内の清掃、配膳、カフェラウンジでの応

対等の、患者と接触や会話をする活動のほか、庭掃除、病室内の小物の作成、各種イベントの準備や

運営補助といった、患者と直接やりとりをすることのない活動も行う。数ヶ月に及ぶ事前研修を経て、

ボランティアコーディネーターや先輩ボランティアの指導の下で、庭掃除等の間接的活動から開始す

る。Ｓ病院では、医師や看護師などの医療従事者よりもはるかに多人数のボランティアが日常業務を

支えており、ボランティアの教育や統制を比較的厳格に行っている。ボランティア活動は原則週に一

度とし、曜日ごとにチームが組まれる。毎週の活動は、一週間分の情報の共有（死亡報告も含む）か

らはじまり、その後のミーティングでは、その日の活動報告と反省を全員が語り、どのように対処す

るべきであったのか、答えのない問題について話し合っている。ボランティアは近隣に住む主婦が中

心であり、仕事に一区切りをつけた老年の男性も僅かばかりいる。患者の家族や看護師、あるいは外

部の病院から研修でやってくる医療従事者等で、若年の者がいないわけではなかったが、筆者のよう

                                                   
3 cf. Barney G.Glaser, Anselm L.Strauss, Awareness of Dying, Aldine Publishing, 1965(『死のアウェアネス

理論と看護 死の認識と終末期ケア』、木下康仁訳、医学書院、1988 年). 
4 以下、本論では、在宅医療を含むケア体制としてのホスピスプログラムのうち、特定の施設およびそのうちで

行われるケアという意味と限定してホスピスという語を用いる。 
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な若年の男性ボランティアは、ホスピスにおいては異質の存在であったといえる。そのためもあって、

筆者が患者に直接対面することは僅かであり、ホスピスの実態を把握したとはいいがたい。本論では、

約二年間の活動のなかで最も時間を割いた、ホスピスの庭掃除の経験からえた気付きに基づいて論を

進めることとする。 

Ｓ病院のホスピスは二階建てであるが、患者はすべて一階の部屋におり、二階はスタッフの作業所、

家族の宿泊所、会議やイベントのための大部屋等にあてられている。そして一階の部屋からは、いく

つかある英国風の庭園のいずれかが見えるようになっている。見えるというのは、ベッドに横たわっ

ていても見えるということである。当然、庭の手入れをするボランティアは、病室にいる患者の視野

に入ることになる。 

ボランティアは研修の際に、庭掃除の具体的な作業内容を教わるのだが、その前にまず、最も重要

なことを教わる。すなわち、庭掃除の目的は庭の掃除ではないということ、庭掃除の一番の目的は、

「庭を掃除するという風景になる」こと、と教わるのである。これを理解するためには、ボランティ

アの役割を理解することが必要となる。ボランティアの活動は多岐にわたるが、当然、患者の生存や

疼痛緩和に関わる医療行為は専門家が行うものであり、ボランティアは関わらない5。病院ボランティ

アの役割は病院業務の補助ともいえるが、医療行為における不可欠な補助ではない。端的にいえば、

ボランティアの存在意義は医療行為の外にあるため、治療を行う限りでは、病院の活動にボランティ

アは必要ないのである。病院ボランティアに求められる役割は、非専門家として患者の精神面に働き

かける活動をすることや、病院運営を補助することである。しかし、終末期患者というデリケートな

存在に、専門知識のない一般人を病院スタッフとして接触させることは、患者の心理面でも、病院の

責任問題としても危険である。それゆえに、ホスピスボランティアには、十分な教育と責任の自覚が

必要となる。そして、その際には、通常の病院ボランティアとは違い、ホスピスボランティアが有す

る独自の存在意義について自覚することが必要となるのである。 

ホスピスボランティア特有の役割とは、まさにホスピスボランティアが医療の外の一般人として患

者に関わることのうちにある。終末期患者の多くはホスピスを終の棲家とし、この先の人生を病院で

過ごす。病院とは、医療という専門技術を施す場であり、技術を提供するサービスの場である。医療

従事者は当然、医療従事者として患者に接することになる。患者を取り巻く主な人間は、医療従事者

という専門家集団と家族に限定される。これは健康であったときの日常生活とは懸け離れた人間関係

のネットワークである。患者は病によって、身体機能のみならず、社会的立場や人間関係をも喪失す

る。ホスピスとは、患者の様々な喪失とそれに伴う苦悩を、解消ないし緩和するための施設なのであ

                                                   
5 ただし、例えばボランティアによるマッサージなどは専門的ではない疼痛緩和に関わる行為であり、後述する

ように、ボランティアは患者の病態に無関係ではない。 
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る6。WHO は緩和ケアを、「痛みや、その他の肉体的、心理社会的、そしてスピリチュアルな7問題を

迅速に発見し、的確な評価と対応をする」行為と規定している8。すなわち緩和ケアとは、病気に対す

る医学的治療以上の、患者の生そのものに応じる「全人的アプローチ」を主目的とするという特徴を

もつのである。 

ホスピスにおけるボランティアの役割は、喪失した関係性への対応である。Ｓ病院ではこれを「社

会の風になる」と表現する。病院という隔離された環境のなかで、壁の向こうにある日常の空気を送

る風になるのである。専門家でもない、人生を共に過ごした家族でもない、この社会のなかで生きて

いる他人として患者と関わることが、多様な人間関係の保持と、壁の向こうの社会とのつながりを可

能にするのである。 

 

 

３．ホスピスにおける人間と自然 

ホスピスボランティアの役割を理解したうえで、庭掃除の目的についての話に戻る。上述したよう

に、ホスピスボランティアにおける庭掃除の目的は「庭を掃除するという風景になる」ことであり、

社会の風として、患者の視線に入ることである。 

庭掃除の風景になるための技術というものもある。キューブラー＝ロスの段階説からもわかるよう

に、終末期患者といっても、その症状や心理状態は様々な変遷を辿るものであり、一様ではない。そ

のため、同じ行為をしても、感謝されることもあれば、憤慨されることもある。ただ笑っていたとい

うだけで、患者の抑鬱を招くこともある。それゆえに、患者とのコミュニケーションには鋭敏かつ柔

軟な対応が求められる。 

庭掃除の活動において、ボランティアは不特定多数の患者からの視線を受けていることを自覚しつ

つ、風景であることに徹する。哲学的な他者論に基づいて語るならば、風景であることに徹するとは、

即自存在(être-en-soi)として客体であり続けるということであり、決してまなざしによって患者を他

有化させないということである9。他者、とりわけ健康な他者のまなざしは、患者の悲惨な現実を固定

化させる。まなざしに対する反応は、苦悩、羞恥、怒りなど、患者によって様々であるが、不意に視

                                                   
6 ホスピスは日本においては病棟施設を意味することが多い。ホスピスの起源はキリスト教巡礼者を慰安する宗

教施設であり、シシリー＝ソンダースによる近代ホスピスの誕生は、ロンドンの聖クリストファー＝ホスピス設

立にある。しかし、アメリカを中心としたホスピス運動は、ホスピスを施設に限定せず、在宅医療等も含めた緩

和ケアのプログラムとしてとらえており、実際にホスピスプログラムの主流は在宅医療にある。 
7 緩和ケアにおけるスピリチュアル(spiritual)という語は、日本語でこの語を用いる際の心霊現象といった意味

合いとは異なるものである。たしかに西洋においても spirit はキリスト教では「聖霊」を意味する語であり、伝

統的には宗教概念として用いられている。しかしながらスピリチュアルという語は、宗教的意味合いのみなら

ず、より広範な意味で、身体(physical)や心理(mental)とは異なる、人間の本質的な生の領域を示す、哲学的要

素をもつ。訳語としては、「霊的」というものがあるが、宗教性に限定しないために「たましい」や「実存」と

する場合もある。本来は「精神」と訳すべきものであるが、日本語においては心理的な病(mental illness)を精神

病と呼ぶため、これと区別できないという弊害があり、現状では「スピリチュアル」とカタカナ表記することが

通例となっている。 
8 cf. World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, 2002. 
9 cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 1943(『存在と無』、松浪信三郎訳、人文書院、1956 年). 
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ジャン＝フランソワ＝ミレー『落穂拾い』 
 厳密にいえば左の二人の女性にはまなざしが予感されうるので、
右の女性のような角度での作業が望ましい。 

界に入る人間が、外からこちらにまなざしを向けることは、的確なケアとは程遠い暴力的な態度とな

るのである。それゆえボランティアは、常に病棟に背を向けて、それもあからさまにならないように、

完全に背を向けるのではなく、やや斜めの姿勢をとって掃除するのである。決してまなざしを向けな

いこと、またその可能性すら疑わせないこと、これが庭掃除におけるケアのかたちであり、このとき、

掃除をする人間は、同じく即自存在たる自然と一体化し、風景となる。その風景はちょうど、ミレー

の『落穂拾い』のような風景である。患者は、部屋で横たわりながらも、こうした自然と人間が一体

化した風景を、日々の体験として蓄積していくのである。 

 

 

 

 

 

庭掃除に限っても、風景となる工夫は無数存在する。まなざしを向けないことの他にも、素早い動

きは避けるとか、力任せや危険な体勢での作業は、どんなに自信があってもしないとか、複数人が集

まって話をしないとか、そうした、風景から切り離されて意識されるような人間的な行動はしてはな

らない。 

風景になるという目的ひとつで、意識のモードが変化し、様々な選択肢が生まれてくる。たとえば

竹箒で落ち葉を掃いていれば、その擦れる音に意識が向かう。音もまた風景である。この擦れる音も、

ある程度規則性のあるリズムにすれば心地良く聞こえるのではないか。一定のリズムを保ちつつ、違

和感のない所作を行うためには、落ち葉の集め方をどのようにすればよいか。このようにして、ひと

つの気付きから行為可能性が拡散してゆく。こうした気付きは、個々の能力によるところもあるが、

気付きや疑問に思ったことは、ミーティングの際に共有する。そこでまた多様性が確保され、自らの

行為の誤りに気付くこともある。行為には最終的な答えがあるわけではなく、常に模索され続け、そ
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の過程が脈々とボランティアに受け継がれていく。ボランティアは、患者の知らないところで環境を

構築しているのである。 

終末期医療において、庭園などの自然環境は重要なケアの要素とされる。患者の心理面に配慮する

とき、自然を見て、ときに自然の中に入ることは有効な方法であると考えられている10。それは、鬱

病患者が自然豊かな施設で療養する場合にもいえることである。終末期患者と鬱病患者では病態が異

なるが、緑に囲まれたときに感じる美しい光景と空気感、動植物たちのゆっくりとした時間の流れ、

そうした体験は、精神的苦悩に対して、なんらかの癒し、気付き、反省を促進する機能をもつと考え

られている。科学技術の結実たる医療現場での生活において、自然環境がもたらす心理的効用に疑う

余地はない。自然環境もまた、非日常的空間である病院に持ち込まれた日常である。 

健康な人間である筆者も、庭掃除という作業を行うことで、四季の移り変わりや、動植物たちの機

微にふれるという新鮮な体験をえた。この体験は、通勤で駅に向かうまでに肌で感じる空気や、目に

映る街路樹でも感じることができたはずのものである。しかしながら多忙な日常生活のなかでは、そ

こにあるはずの自然に気付き、立ち止まって意識するという可能性が欠如している。意識のモードが

変化したとき、環境は意味を変え、その環境がまた新たな意識のモードをつくりだす。こうした作用

が、ホスピスにおける庭園で生じているのである。 

 

 

４．緩和ケアの特徴 

では、終末期患者にとっての自然環境とは、健康な人間が日々の生活から少しでも抜け出すことで

得られる心理的効用と同様の役割を担うにすぎないのだろうか。また、ホスピスにおける庭園は、代

替可能な心理療法の一手段にすぎないのであろうか。 

終末期患者に特有の状況とは、自らの死が差し迫っているということにある。そして、この最終局

面としての死に向かって、徐々に喪失を経験していくのである。キューブラー＝ロスは、終末期患者

の抑鬱を二つに区別する11。一つは、肉体的苦痛や人間関係の狭小化のような喪失過程に対する反応

的抑鬱(reactive depression)であり、これまでの自分や、人間らしさすらも失われていく現在の状況

に対する抑鬱である。もう一つは、死そのものに対する恐怖や不安としての準備的抑鬱(preparatory 

depression)であり、自らの非存在や家族との別離という未来に対する抑鬱である。そして、反応的抑

鬱は準備的抑鬱を背景とする。すなわち、交通事故で歩けなくなるのとは違い、終末期患者が歩けな

くなるということは、差し迫った死へ着々と近づいているという実感を伴った苦悩として経験される

ものである。 

死そのものに対する苦悩と、それを背景にした死にゆくことにおける苦悩は、終末期患者に特有の

                                                   
10 患者は自立歩行や車いすのみならず、ベッドのまま外に出ることもある。 

11 cf. Kübler-Ross, op.cit., On Death and Dying, p.78. 
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ものである。たしかに、やがて死が訪れるということ、そして死に向かって徐々に老いていくことは、

誰しもにあてはまる状況ではある。しかし問題は、死が差し迫っているという意識にあり、ハイデガー

の言葉を使えば、死を我がものとして本来的に(eigentlich)意識しているか、ということである12。癌

との長年に渡る戦いを経験した岸本は、差し迫った死を意識した人間は「生命飢餓状態」にあると表

現しているが、差し迫りの有無は、空腹な人間が激しく食物を欲することと、満腹な人間が食物につ

いて論じることほどに決定的な差異があると述べる13。問題は、この生命飢餓状態にある終末期患者

にとって、自然環境というものが特別な意味をもつのか、ということである。 

終末期患者の日々移り変わる症状、感情、意識のなかで、窓の外には常に自然の風景がある。しか

し、患者は、筆舌に尽くしがたい苦悩のなかで、視界に入るものに全く意識が向かないこともある。

圧倒的な死の存在感に囚われれば、それ以外のことを考えることはできない。また、肉体的苦痛が強

ければ、何かを考えることさえできない。やり残した仕事や、引き継ぐべき仕事があれば、その後悔

や処理に追われる。遺される者達の未来が心配であれば、そのための対応や罪悪感に心を奪われる。

こうした苦悩に対して、緩和医療のチームは、それぞれの仕方でケアにあたる。医師や看護師の他に

も、ソーシャルワーカー(MSW)や法律家、あるいは葬儀屋もチームとなる。当然、患者の家族や友人

も緩和ケアチームの一員となる14。意識を支配するような問題を可能な限り解消することは、緩和ケ

アの基礎となる。この基礎があってはじめて、患者は自らの死と生について、ゆっくりと向き合うこ

とが可能となる。 

「怒り」の段階にある患者は、自らの不遇な状態を嘆き、また自らの存在を確保するために、目に

映るものすべてを否定しようとする15。自分のためだと理解しているにもかかわらず、自分に対する

あらゆる行為を嫌悪したくなる。そして、病や死に対する激しい感情と衰弱していく身体のうちで、

目に映る自然の美しさや力強さ、普遍性、ゆっくりとした時の流れは、ときに暴力的ですらある。そ

れゆえ、風景として目に映る自然を憎悪することもあれば、自らの無力さを自覚して抑鬱状態に陥る

こともある。自然環境は患者にとってネガティブなものにもなりうるという点は留意せねばならない。 

Ｓ病院では、患者の自己否定的態度や攻撃的態度、そして抑鬱状態は、緩和医療における適切なケ

アよって、次第に変容し、やがて自らの死を受け入れ、他者に感謝して最期を迎えることができる、

という信念の下に活動している16。そのための適切なケアとは、上述の基礎的なケアに加えて、より

根源的な苦悩、すなわち生と死を意識して苦悩するという、死生観に関わる問題に応じるケアをも含

                                                   
12 「eigentlich」とは真偽の意味での本来性ではなく、独自、固有(eigen)という意味での本来性を意味するもの

であり、その否定形である「uneigentlich」とは、偽り、あるいは誤った生としての非本来性を意味するわけで

はない(vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer verlag Tübingen, 2001(『存在と時間』、原佑、渡

辺二郎訳、中央公論社、1971 年).)。 
13 参照：岸本英夫、『死を見つめる心 ガンとたたかった十年間』、講談社、1973 年、11-12 頁。 
14 家族や友人は、患者をケアするチームであると同時に、彼ら自身も予期悲嘆や死別悲嘆を含めた長期的なグ

リーフケアの対象として扱う必要がある。 
15 cf. Kübler-Ross, op.cit., On Death and Dying, pp.47-71. 
16 現状では緩和医療、緩和ケアと名の付く医療施設、医療行為が全てこの信念を有しているとはいいがたく、ま

た、終末期患者が必ずしも死を受容して死ぬことがないということは、段階説を発表したキューブラー＝ロス自

身が、怒りに満ちたまま最期を迎えたことからも明らかである。 
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む。 

新人ボランティアであった私は、庭や病棟にある蜘蛛の巣をどう扱うべきか、ミーティングで問う

た。その答えは様々であり、実際にボランティアそれぞれが異なる対応をしていた。ある者は、自分

が日常そうするように、蜘蛛の巣は清潔を保つためや、蜘蛛を追い払うために除去すると語り、ある

者は、生命の営みを妨げることで患者が自らの生と重ねてしまうかもしれないので、そのままにする

と語り、またある者は蜘蛛の巣は美しいものであると語る。この問いに答えはない。患者の性格やそ

のときの状態によってより良い結果というものは変わってくる。ボランティアは、蜘蛛の巣を見るで

あろう患者の情報を頭に入れつつ、各々の異なる意見を踏まえたうえで、その都度自分で判断するし

かない。このときの患者への気遣いには、「自分だったら」ではなく、また「普通だったら」でもな

く、「死を間近に感じている○○さんだったら」という意識のモードが働いている。たしかに、生命飢

餓状態にいないボランティアが患者を理解するということは基本的にはありえない17。しかしながら、

理解しようとして意識のモードを変更し、患者の意識に近づくことは可能である。 

 

 

５．死生観の空洞化 

死が差し迫ったものとして意識されるという状況は、現代においては非日常である。かつて死につ

ながる病や怪我であったものは、医療の発達により治療可能となる。乳幼児死亡率も減少し、平均寿

命は延び続けている。天候に左右されない安定した食料供給や、頑健な建築物、気候を感じさせない

空調施設、こうした諸々の技術が、現代人を死から遠ざけている。現代の先進国において、自身の死

や、他者の死を意識させるような経験は日常には存在し難い。安全で豊かな生活とは、死の危険のな

い生活であり、死を意識する必要もない。そして死は、病院という非日常の空間によって管理統制さ

れることとなる。「死の医療化(medicalization)」についてここで詳しく述べることはしないが、現代

において、医療現場とは、終末期患者にとっても、彼らを気遣うボランティアや医療従事者、家族、

友人にとっても、死という非日常の出来事に相対し、死を意識せざるをえない稀有な場なのである。 

上述のような社会的状況にある現代について、「死生観の空洞化」が叫ばれて久しい。空洞化とは、

死生観が存在しないということではない。死んだらどうなるか、そのうえで現世をどうとらえるか、

問われれば何らかの答えはでてくる。しかしそこには、実感がなく、日々の行為や目的に直結するよ

うな力はない。死んだら何もなくなると語るにもかかわらず、墓参りや神頼みをし、幽霊を怖がると

いう矛盾した態度がその典型である。貧困や伝染病、戦争などで、死が日常のなかに溢れていた時代

では、生き残るためにどうするか、あるいは死後の救済はえられるのかということが、気分や感情に

直結し、生の態度を規定する切迫した問題として意識されていた。一方で、現代人の死生観は、実感

も切迫感もなく、生きることに関わりのない問題となりつつある。少なくとも、確たる死生観をもた

                                                   
17 ホスピスボランティアには、自らが癌を罹患した経験がある者、家族をホスピスで看取った者など、本人の意

志や態度に影響を与えるような死に関わる体験をした者が少なからず存在する。 



死生観と自然観をつなぐ環境デザイン 

133 

なければ生きていけないということはない。そして、終末期医療という現代の切迫した死の現場で、

空洞化していた死生観では自らの生を支えきれず、ただ絶望と後悔に陥るという事態が生じる。そこ

には、具体的な喪失以上の、これまで漠然と有していた価値観の崩壊という喪失体験が存するのであ

る。 

価値観の崩壊による絶望と後悔の過程のなかで、患者は、自身にとって本来的に大事なものが何か、

ということを問うことになる。これは、残されたもののなかで妥協するというような、喪失のうちで

の選び直しではなく、根源的な価値転換である。ヤスパースは、死という限界状況の自覚のうちで、

「行為が実存の現象として本質的であるとき、客観的には最もたわいのないものが重要性をもちうる」

と述べる18。すなわち、自らの生と死を意識した実存としての人間は、全てを本来性の内にとらえ直

して価値づけるのである。それゆえ、「死は実存の鏡となる」のである19。 

切迫した死を前にして、空洞化した死生観が変容を遂げ、自らの本来的な生たる実存の自覚と行為

を導く。ここにこそ真の幸福があると考えるのが、ヤスパースならびにいくつかの実存思想の哲学者

の述べるところである。だが、死を意識しない幸福は偽りであり、死を意識し、絶望や苦悩を経た生

にこそ真の幸福がある、という見解には、確たる実証性はない。なぜなら、それらを判断する普遍的

基準が存在しえないからである。さらにいえば、死を意識する必要のない人間には、これらの二者択

一は問いとして意識されることもない。 

本論で死を意識した生の普遍的価値を考察することはしない。ただ、終末期医療の現場では、患者

が病を通して、死を意識した生の態度をとるという死生観の変容が問題になることは事実であり、緩

和ケアとは、その変容を幸福ないし自己肯定というかたちに導くためのものである。以下で述べるよ

うに、自然環境もまた、緩和ケアのひとつの可能性として、死生観の変容に対して特有の意味をもつ

こととなる。 

 

 

６．死生観＝自然観＝世界観 

終末期患者の変容する死生観に、自然環境がいかに関わるのか。無機質で親しみのない病室であれ

ば、おのずと視線が外の風景に向かうようになる。それゆえ、病室という環境は、健康な人間の日常

生活よりも、立ち止まって自然に目を向けるという機会が多くなる。ただしこれは、普段から自宅の

庭や散歩などで自然に目を向ける機会の多い者と大差はない。違いを挙げるとすれば、入院患者の方

は、閉塞空間における限定された選択肢のなかでの、必然的かつ受動的な行為機会であるという点で

ある。 

窓の外の風景に終末期患者が何を感じるのか。生と死という意識のモードでみえる自然環境とはい

                                                   
18 Karl Jaspers, Philosophie II Existenzerhellung, 3 Auflage, Springer Verlag Berlin-Göttingen-Heidelberg, 

1956,S223( 『実存開明（哲学 II）』（本稿では『哲学』と略記する）、草薙正夫、信太正三訳、創文社、1964

年、255 頁). 
19 ibid. 
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かなるものなのか。ここには、自然を「いのち」として捉える可能性が潜在している。いのちの文脈

で知覚する風景には、木々や草花、虫や蜘蛛の巣や鳥のさえずりに至るまで、そこにある生命と、失

われると同時に新たに生まれる生命の連鎖が映る。ある者はその風景に、自らの還っていく場として

の自然を見出す。これまでとは異なる意識のモードにある終末期患者が見る自然を理解し、的確に表

現することは困難であるが、患者のなかには、それを美と表現する者がある。芥川龍之介は自殺前に

友人に宛てた手紙のなかで、「唯自然はかう云ふ僕にはいつもよりも一層美しい。君は自然の美しい

のを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう」と、死を前にした人間が見る自然の美

しさを語る20。この美は、生と死という意識のモードにおける、自然の新たな相貌の発見であるがゆ

えに、誰もが見ることのできる風景ではない。芥川が、「けれども自然の美しいのは僕の末期の目に

映るからである」と述べるように21、この自然の相貌は、死に切迫した人間にのみ見える限定された

美であるともいえる。ここでは、死にゆく者達が見る自然こそが、自然の真の姿であるという議論を

するわけではない。問題は、このときの自然が、自らの生に関わるものとして意識されているという

点にある。すなわち、生と死という意識のモードで知覚される自然環境の様々な生命活動が、自らの

生き方および死に方に関わるものとして切迫しているのである。ここに、患者が自然をどう認識する

かという自然観と、患者が死と生をどう認識するかという死生観のあいだのつながりが生じるのであ

る。 

ホスピスボランティアは、患者にまなざしを向けることなく、患者の風景になる。風景の中に人間

がいるということもまた、自然観と死生観をつなぐための潤滑油になりうる。その風景のなかには、

環境問題を語るときのような、人間と自然の主客分離は存在せず、客体のうちに人間と自然が溶け込

んでいる。たしかに、庭園とは人間によって統制された自然である。しかしながら、いのちの文脈で

知覚される自然は、人間と自然の共生という言葉ですらも足りないほどに、両者の隔たりをもたない

ものである。患者は、ボランティアという日常の風景を介して、次第に自らをも自然の内に客体化し、

自然の活動という、より大きなもののうちに、自らの生と死を溶解させていくことができるのである。 

個々の生と死が、自らもそのうちに生き、そして死んでいく生命の営みとしての自然のなかで解釈

される。このとき、死生観と自然観は同じものとなる。さらにいえば、死生観と自然観の理解は、人

間の生死に関わるような彼岸の世界や、天地創造、人間存在や万物の活動に関する目的論的理解など

といった、この世界全体をどのように意味づけるかという、世界観に包含される。世界をいかように

して理解するかによって、自然観や死生観は基礎づけられるのであり、むしろこれらはひとつの認識

を異なる視点でとらえたものといえる。キリスト教の世界観であれば、人間は神の似姿として、被造

物のうちで特別な存在であり、地を支配し、信仰に生き、肉体の死後、復活して天国にゆく、という

一貫した物語ができている。アニミズムであれ、輪廻思想であれ、人間は確たる世界観のうちで、人

                                                   
20 芥川龍之介「或旧友へ送る手記」、『現代日本文學大系 43 芥川龍之介集』所収、筑摩書房、1968 年、304

頁。  
21 同上 
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間と自然を理解し、自らの生の意味と目的を獲得できるのである。しかし、こうした世界観がかたち

づくる「大きな物語」が失われれば、おのずと世界観、自然観、死生観の同一性が崩れ、異なるもの

として断絶し、なおかつ、これらが生の態度に関わるということもなくなっていく。宗教性の希薄化

は、死生観、自然観、世界観の乖離と空洞化に直結することとなった。 

しかし、死を請け負う終末期医療の現場で、患者は死に切迫し、自らの生を問い直す。そのときに

知覚される自然の景色が、人間と自然の主客分離を脱することを通して、環境のうちの自己としての

気付きを与える。さらにそれが、死後の世界（自分が向かう彼岸の世界および自分がいなくなる現実

世界）の認識の変容をもたらし、患者の態度や行為の変容となって現れる。その例といえるものに、

終末期患者の「お迎え体験」とよばれるものがある。諸岡らは、2003年から 2007年にかけて患者を

看取った遺族に対する調査を行い、366 件のうち 42.3%の 155 件で、患者が「他人にはみえない人の

存在や風景」について語ったという結果を報告している22。その体験で見たものの 52.9%が、「すでに

亡くなった家族や知り合い」であり、それに次ぐ「その他の人物」の 34.2%に加え、「お花畑」、「仏」、

「光」、「川」や、動物なども数%ずつである。これらの体験は、死を前にしたときの死生観＝自然観＝

世界観に関わるものであり、「あの世で親父に会えると思うと楽しみだ。今までは死ぬのが、怖いと

思っていたけど･･･」という事例のように、死の恐怖を解消する方向へ変容することもある23。 

無論「お迎え体験」は、死後の世界を証明するものではないし、幻覚、せん妄という医学的診断の

うちに片づけてしまうことや、死と死にゆくことにおける苦悩を解消するための、逃避的な防衛反応

だととらえることも可能である。これらの体験に個人差があるのはもとより、文化や環境による地域

差、世代差があるのは疑いえない。それゆえ、お迎え体験による死生観＝自然観＝世界観の変容は、

正しい認識を獲得したということではない。認識の正誤や正当性、優劣は問題ではない。問題は、客

観的真理ではなく、キルケゴールが述べるところの、「私がそれのために生き、そして死にたいと思

うようなイデー」たる主体的真理である24。諸岡は、「お迎え体験」の語りの多くは、既存宗教への帰

依を示しているのではなく、「「宗教」と「無宗教」とのはざまに位置している」という現代日本の特

徴的な事態を示していると述べる25。認識の変容は患者それぞれに独自であり、それゆえに本来的で

ある。切迫した自らの死を契機として、世界についての本来的な認識を獲得し、そのうえで自らがい

かに生き、いかに死んでいくかという態度を導く。そしてこの態度変容は、患者のみならず、家族や

周囲の人間の苦悩を緩和しうるものとして機能しているのである。 

                                                   
22 調査対象は在宅ホスピスを行う宮城県の診療所の利用者である。また、調査は遺族を対象にしているため、患

者が遺族に体験を伝えないことによる、実際の体験者の数との相違も予想される（参照：諸岡了介、相沢出、田

代志門、岡部健「現代の看取りにおける＜お迎え＞体験の語り－在宅ホスピス遺族アンケートから－」、『死生学

研究 第九号』所収、東京大学大学院人文社会系研究科、2008 年、223(124)-205(142)頁）。 
23 同上、214(133)頁。 
24 Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaard's journals and papers ,volume 5 Autobiographical Part One 1829-
1848, Howard V.Hong and Edna H.Hong, ed, Indiana University Press, 1978(キルケゴール「ギーレライエの

手記」、『世界の名著 40 キルケゴール』所収、桝田啓三郎訳、20 頁). 
25 諸岡了介、桐原健真「“あの世”はどこへ行ったか」、『どう生き どう死ぬか 現場から考える死生学』所収、

弓箭書院、2009 年、170 頁。 
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７．結語 

終末期患者の苦悩に対する全人的ケアは、患者の認識や行為が、生と死という意識のモードのうち

で行われているということを前提にしなければならない。しかしそれは、死生観が空洞化する現代に

おいては、非日常的態度であり、死を意識しない人間には実感しがたいものでもある。空洞化した死

生観では、患者の苦悩に処することは困難である。それゆえ、患者の切迫した死生観に対して、ケア

する者は、患者の死という現実を通して、自らも生と死に向きあう経験を積み重ね、患者に近づいて

いくことが求められる。死にゆく者の孤独に対し、いかにして寄り添い、いかにして最期まで生きが

いをもたせるかを、共に模索していくのである。 

一人の人間がいかに生き、いかなる死生観＝自然観＝世界観をもって死んでいったかを傍らで体験

することは、看取る者の死生観＝自然観＝世界観の変容を促すものである。筆舌に尽くしがたい死の

苦悩を生きる他者の死（二人称の死）を見届けることは、自らの死（一人称の死）を、そして自らの

生をいかに生きるかの決断を導く契機となる。この体験は、かつては必然的なものであった。人は自

らの家で、慣れ親しんだ風景のなか、家族や友人たちに囲まれながら死にゆく過程を生き、死を語り、

そして死んでいった。しかし、このような、アリエスが「飼いならされた死」と表現した時代は、死

が医療化し、死を語ることがタブー視される現代とは異なる26。 

現代における死生観＝自然観＝世界観の本来的変容は、意識的な環境デザインによって補われなけ

ればならない。ホスピスにおける自然環境は、患者の死生観と自然観、そして世界観を結びつけ、本

来的なものへと変容させるための環境デザインである。 

現代という時代が、死を否定し、死を忘れ、死生観＝自然観＝世界観の本来的結合を欠いた時代で

あるとするなら、この事実が、生きがいを喪失することによる自殺者や精神病患者の増大や、自然と

の乖離に起因する環境問題を招く一因であると考えることも可能である。そして仮に、死の切迫に

よってはじめて、生と死という意識のモードで死生観＝自然観＝世界観をつなぐことができるのだと

したら、この稀有な現場で生じている変容を継承し、かつ応用することで、現代の諸問題への解決に

取り組むことが必要となる。現代において、死を伝え、死を意識させることは、困難な課題である。

ここには戦略が必要となる。風景を人工的に制作し、意識を向けさせることで、死生観＝自然観＝世

界観の変容を促す、というホスピスの環境デザインは、ひとつの戦略的方法としての価値をもつ。 

 

 

  

                                                   
26 cf. Philippe Ariès, L’homme devant la mort -1. Le temps des gisants-, Éditions du Seuil,1977 (『死を前に

した人間』、成瀬駒男訳、みすず書房、1990 年). 
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Environmental design that connects view of life and death with view of nature: 

Significance of scenery in hospice 

 

IWASAKI Dai 

 

The significance of the term View of Life and Death is weakening in the daily life of modern 

society, where people are losing the opportunity to experience and be aware of death. Death is 

sorrow, fear, and taboo. Then is death only something that should be denied?  

For end-of-life patients contract untreatable disease, palliative medicine practice is more 

needed than the care of medical treatment. Patients are inevitably aware of death as something 

imminent and urgent, and along with the suffering, they would change their view of life and death. 

In order to support the transformation of patient's view of life and death, the form of care required 

for palliative therapy shall be going into the mode of awareness for life and death just like the 

patients. The role of volunteers in hospice is not the work itself, but to become the "wind of society" 

and function as the scenery reflected in the sight of patients. Through volunteers, the natural 

environment can function as a connection between patients' view of life and death and view of 

nature. As the environmental design in accordance with the mode of subject’s awareness, the 

practice of activities as a scenery in hospice can transfer the view of life and death and view of 

nature into something that is related to our own life.  

 

Keywords: view of life and death, view of nature, environmental design,  

palliative care, hospice 
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