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２００４年１１月１０日 
スマイル会０４年１１月度報告 
 

私の比較文化論 
中村嘉孝 
 

 以下は私が国際医療福祉大学で「東南アジアの経済・社会・文化」を講じる

際、学生たちに「文化的雑談（ＹＮカルチャット）」と称して話している内容の

一部であります。雑談と断って言いたいことを言わせてもらっており、中身は

相当に独断的だと思います。 
 それで、今日はスマイル会の仲間に適切なアドバイスやら追加訂正やらをお

願いしたいと思っています。 
 
１．「国際感覚」とは「違いの認識と受容」 

（テキストに載せたエッセイ） 

『 私たちが国際性を身につけるとか、国際感覚を磨くとかいう場合、実にいろいろの 

 解釈があって、このテーマで話しだすと甲論乙駁となり、議論は尽きない。 

  大きなテーマとしては、日本国憲法の前文にあるように「われらは平和を維持

し・・ ・・・・国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う」という願望を達成

するために、日本人は国際性を身につける必要が確かにあるし、身近な例としては、 

 「英語教育は何才から始めるべきか」というテーマは国際性・国際感覚と深く関わる。 

子供たちに早いうちから英語に慣れ親しませ、国際的に活躍できる人材に育てたいと 

 の親心も関わり、なによりもまず外国語に強くなってもらうことが国際人たる資格の 

 ように考えられたりする。 

  いずれにせよ、私が痛感することは、日本ほど「国際」という言葉が日常よく使わ 

 れる国も少ないということだ。たしかに日本が地理的にも、どうかすると孤立しがち 

 な位置にあり、日本の中で生活していると、外国人と接触する機会があまりないため、 

自分で努力しないと国際社会との関係が薄れがちになるのは避けられない 

  だから、それでいいじゃないかと日本人同士でだけ交際し、日本語だけで生活して 

 いると、結果的に以心伝心や腹芸が優先する孤立した人間たちの集団になる恐れがあ 

 る。それゆえ私たちは努力して国際社会の動きを知り、外国人との交流の機会を持た 

 なければならない。そこで要求されるのが国際性であり、国際感覚というものだろう。  

「カルチャーショック」という言葉が一時期流行したが、よその国で生活してみる 

 と、たしかに自分達日本人とこんなに違うのかとショックを感じることが多い。 

  これは日本に住んでいる外国人にしても同じことらしい。 

  そこで、私は国際性とか国際感覚を身につけるための最初の心構えを「違いの認識 

 と受容」とした。違いの認識から受容までの過程はたとえば次のようになる。 
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   違うと感じる→不安になる→好奇心をそそる→違う理由を探る 

  →違う理由がわかる→（どう対応しようか）心の葛藤が起こる 

  →苦しみ悩み結局違いを理解し許容しようとする気持ちになる 

  →自分の考えもはっきり相手に伝えることの大切さを認識する→国際性の体得 

 ということになる。これがたとえばそうならなくて 

   違うと感じる→不安になる→拒絶反応が起こる→ノイローゼ気味になる 

 というルートを辿れば、とても国際性は体得できない。 

  こうして見ると、国際性・国際感覚への道はなにも外国人との接触から始まるわけ 

 ではない。日本人同士の間でも、似たような出会いがあるかもしれない。』 

  

２．国により異なる食事のマナー 

  国際的な場での違いの例をして、食事のマナーを取り上げる。ここでは日本と西欧の

違いを中心に見てみよう。 

（１） 食器の扱い方の違い 

  日本で日本食を食べる場合、通常食器を手で持って箸を使って食べる。ご飯、味噌汁

などを食べたり飲んだりする場合、茶碗、お椀などを手で持って食べる。お皿に盛られ

た惣菜類は箸で取り上げて食べるが、最後に残った惣菜をお皿を手で持ちあげて食べて

もそれがマナーに反するということもないようだ。 

  これに対して西洋料理を食する場合、食器をテーブルから持ち上げて食べたり飲んだ

りすることは例外を除いてないようである。お皿の料理はナイフとフォークを使って食

べ、スープは食卓にスープ皿をつけたまま、スプーンですくって飲む。例外は取っ手の

ついた食器例えばコーヒー茶碗、紅茶茶碗などでこれは取っ手がついており、テーブル

から持ち上げてもよい食器になっているようだ。 

  日本の家庭で例えばご飯を盛った茶碗や味噌汁のお椀をテーブルに置いたまま、箸で

ご飯や味噌汁の具を取り上げて食べたり、味噌汁を啜ったりしたら、お行儀が悪いと叱

られるだろう。 

  ところが西洋人たちは生まれてからこのかた、取っ手のついていない食器をテーブル

から持ち上げて食べる習慣がないので、初めて日本料理を食べる時かなり戸惑うようだ。 

 私がイタリアの日本レストランで食事をしていたとき観察したのだが、隣のイタリア人

たちはご飯茶碗をテーブルに置いたまま箸で取り上げて食べることを何度も試み、味噌

汁もお椀をテーブルに置いたまま何とかしてお箸で具を取り上げ、汁を啜ろうとしてい

た。店の人に椀を持つように言われて当惑したように椀を手に取ったのである。彼らに

してみれば幼いころから食器をテーブルから持ち上げる習慣がないので、普段の習慣に

反することをやらなければならなかったようだ。 

  このように地域により国により食事の際の食器の扱い方が違う。 

  アジア地域の場合、中国やベトナムでは日本とほぼ同じであるが、韓国の場合はやは

り食器を手で持ち上げる習慣はないと見ている。 

  タイの場合、タイ料理を食べる場合、右利きの人では、右手にスプーンを持ち、左手
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にフォークを持って食べる。箸は使わない。スプーンは縁を利用してナイフ代わりにも

使う。食器を手で持ち上げることはないようだ。 

  このように食器の扱い方だけを見ても、国によりいろいろ違うことがわかる。   

（２）食事中の音の立て方の違い 
  日本では、蕎麦は口で音を立てて食べるもの、日本茶は熱いのを茶飲み茶碗から口で

音を立てて啜ることが当たり前の習慣である。 

  しかし、欧米では食事中や飲み物を摂るとき、口で音を立てることはマナーに反する

ようだ。スパゲッティを食べる際も口で音を立ててはいけないし、コーヒーや紅茶を飲

む時も口で啜る音を立ててはいけない。 

  この大学には何人かのアメリカ人やイギリス人の英語教師が来ており、講師控え室で

彼らと一緒になるときがある。あるとき私が日本茶の美味しさについて話し、彼らの前

で熱いお茶を音を立てて啜ったとき、部屋の空気が凍りついたようになった。後で気が

ついたのだが、原因はどうやら私が音を立てて日本茶を飲んだことにあったらしい。彼

らにしてみれば、私のような飲み方は幼いころから厳に戒められていることであったよ

うだ。してはいけないことを私がやってしまったようなのだ。 

  これが食器同士の立てる音となると、また文化の違いがあるようだ。 

  日本では食器同士がぶつかる音はいけないこととして扱われているようだ。幼いころ

ご飯茶碗のご飯を箸で音を立てながら食べていて母に叱られた思い出がある。 

  ところが西洋料理でナイフやフォークとお皿が擦れ合う音はあまり気にされていない

ようだ。 
（３）食卓上のモノの取り方の違い 
  四人とか六人とかで方形のテーブルを囲んで食事をしているとき、塩とか胡椒の容器

が自分の手の届かない場所に置いてあるとき、あなたはどうしますか？日本人同士の場

合自分で手を伸ばして取ることが多いのではないだろうか？ 

  しかし、欧米では違うようだ。塩・胡椒の近くにいる人に声をかけてとってもらうの

が常識のようだ。逆にほかの人が食事をしている前にぬーっと手を伸ばすのは礼儀に反

するようだ。私はこの欧米の習慣はいいなと思っている。むしろ日本にも定着させたい

マナーであろう。 
 

３．国により異なる日常の挨拶の仕方 

（１） 日本人はキッスをする国民でしょうか？ 

  今から三十年ちかく前になるが、ある日本の新聞のコラムにオーストラリアのテレビ 

 番組のことが取り上げられていた。それはクイズショウでオーストラリアの視聴者が出

演して行われるクイズであった。問題のひとつに「日本人はキッスをするでしょうか？」 

 という問いがあり、回答者が「いいえ、しません」と答えたところ「正解です」となっ

たそうだ。新聞のコラム氏はこれについて、「けしからん。日本人もキッスはするのに、

しないという答えが正解とはなにごとだ」と憤慨していた。 

  私もこのコラムを読んだときは、コラム氏が怒るのも無理はないなと同感した。けれ
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ども後で考え直した。たしかに日本人もキッスはするが、それはむしろ夫婦間や恋人同

士の間で行われる愛情表現の場合がほとんどだ。街で人々が気軽にキッスをしあいなが

ら談笑するような風景にお目にかかることはない。 

  どうやらキッスには男女間の愛情の表現としてのキッスと、日常の挨拶としてのキッ

スの二種類があるようだ。 

  たしかに日本人も男女間の愛情表現としてのキッスはするが、日常の挨拶にキッスを

使うことはない。そうであれば、オーストラリア人が日本人はキッスをしない国民だと

思ってもやむをえないだろう。 

（２）身体を触る挨拶と触らない挨拶 
  そうなると、日常の挨拶でキッスを使わない国民ないし民族は日本人以外にも沢山い

る。アジアに住む人々のほとんどが挨拶としてのキッスを使わない。中国人しかり、タ

イ人しかりだ。 

  これをさらに広げると、私の観察するところ、世界での日常の挨拶の仕方には大きく

分けて二つあるのだと思う。身体を触れ合う挨拶と、触れ合わない挨拶である。 

  たとえば西欧文化に属する人々は、身体を触れ合うしぐさを日常の挨拶としているよ

うだ。抱き合う、キッスする、握手するなど。これに対して、アジア文化に属する人々

は、身体を触れ合わないで挨拶を交わすことが日常のようだ。日本人がそうだし、中国

人、タイ人、インドネシア人などなど。 

  しかし、現在の挨拶の仕方を見ていると、この区分けは必ずしも画然とはしていない。

日本人同士でも握手はするし、韓国人やインドネシア人の間で肩を抱きあって挨拶をす

る場面もみられる。 

  民族や国の文化は、それぞれ孤立した社会の中で芽生え育まれるが、国際交流の中で

互いに影響しあうのが自然であり、挨拶のしぐさも互いに影響しあって変化してくるの

であろう。 

（３）日常の挨拶にお辞儀を使うのは日本人だけ？ 
  言うまでもなく、日本人の日常の挨拶はお辞儀である。それでは他の国でお辞儀を日

常の挨拶に使っている国はどのくらいあるのでろうか？これが驚くほど少ないのだ。 

  例えばタイ人は合掌して挨拶する。その場合お辞儀はしない。相手の目を見て合掌し

て挨拶するのが通常だ。インドネシア人やベトナム人の場合、「おはよう」とか「こんに

ちは」と言いながら、相手の目をみるのが通常だ。中国人たちもあまりお辞儀をしない。 

  私がこのように言う時、あくまで「日常の挨拶」についてであって、「フォーマルな挨

拶」のことではない。 

  「フォーマルな挨拶」の場合、世界共通に用いられるのがお辞儀である。西欧文化の

中で生活する人々もお辞儀をする。とりわけ音楽の演奏会や劇場で出演者たちが観客に

丁重なお辞儀で挨拶する場面は見慣れた風景である。タイ人は合掌しながら頭も下げる。 

 韓国人や中国人も儀礼的な場でお辞儀をすることがある。しかし、いずれもフォーマル

な挨拶として行っているのであって、日本人ほど日常的にお辞儀を挨拶として使ってい

ないようなのだ。 
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  けれども、すでに述べたように文化は民族・国境を越えて影響しあう。最近、国際的

にお辞儀のしぐさがよく見られるようになったと感じるとすれば、それは日本からの輸

出品ということになるだろう。 
（４）タイ勤務した日本人工場長のカルチャーショック 
  ある日本企業がタイに工場進出した。工場長として日本から幹部の一人を派遣した。

彼にとってタイは始めての外国であった。最初の数日間、彼が工場内を見回ったり、タ

イ人の部下たちと顔を会わせたりするが、タイ人たちがお辞儀をしないので、「なんと無

礼な連中なのだろう」と感じた。けれどもその後、タイ人たちが相手の目をみながら合

掌するのを何度か見て、「なんと優雅な人々だろう」と感嘆した。 

  この工場長のタイ人たちに対する印象はいずれも正しくない。 

  お辞儀をしないのは、タイ人たちのそのような習慣がないからであり、合掌するのは

彼らの日常の挨拶の習慣だからである。 
 

４．「おなら」と「ゲップ」とどちらが失礼？ 

（１） アメリカの白人女性と同棲していた先輩から聞いた話 

  私の会社生活の中である先輩から聞いた話である。彼は独身時代にニューヨークに勤

務していたが、その間にある白人の女性と同棲していたことがあるそうだ。二人はどち

らかと言えば気が合っていたようで、彼の方は結婚のことを真剣に考え始めた。しかし、 

 ある日、突然彼女が怒り出し、部屋を出て行ってしまい、とうとう帰らなかった。 

  「どうやら、私がゲップをしたのがいけなかったみたいだ。彼女は私のゲップをいや

がり何度か注意されたが、私のほうはあまり気にせずにいた。それでとうとう彼女が私

に愛想をつかしたらしい」 

  「おならのほうはあまり気にしていなかったね。彼女もときどき私の前で平気であな

らをしていたから。これには私のほうが参ったけれど」 

  どちらも失礼だということになるだろうが、日本の常識ではあきらかに「おなら」の

法が失礼ということになるのではないだろうか？ 

（２） ドイツ人とビールを飲んだ時 

  このような話を聞いた後、ドイツ人（男性）とビールを飲む機会があった。だれでも

ビールを飲むとどうしてもゲップをしたくなることがあるが、よく観察していると、彼

はたしかにゲップをしないように一生懸命我慢していた。ゲップが出そうになると、口

元に手をもっていき、軽い呼吸に変えようとしていた。 

 

５．祝祭日に見る国の特徴 
 （テキストに載せたエッセイ） 
『  東南アジア１０カ国のテキストの中に私は各国の祝祭日を入れた。それらを見ると、 

それぞれの国の歴史や文化が色濃く反映されているのがわかる。ほとんどの国に共通 

 しているのが、歴史的祝祭日と宗教的祝祭日が比較的多いということである。 

  例えばタイの場合、年１５日のうち王室に関する祝祭日が５日、仏教に関わる祝祭 
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 日が４日、タイ正月が２日続き、その他４日となっている。キリスト教やイスラム教 

 の祝祭日はひとつもない。これがタイの人々のほとんどが仏教徒であることを示して 

 いる。インドネシアでは、１２日のほとんどが宗教関係で、イスラム教、キリスト教、 

ヒンズー教、仏教と世界の４大宗教が共存している。マレーシア、シンガポールも 

 ４大宗教の祝祭日を平等に持っている。このことは複数の宗教がそれぞれにかなりの 

 人々によって信仰されていることを意味している。 

  これに対して、ベトナム、ラオス、カンボジアの旧社会主義国の祝祭日には、宗教 

 色が比較的薄い。社会主義になる前の資料がないので確認はできないが、これら３国 

 の現行の祝祭日が社会主義政権によっ制定されたもののため宗教色が払拭されている 

 のだと考えられる。 

  日本の場合はどうだろうか？日本の祝祭日を再録してみると以下の通りである。 

   １月１日   元旦         ７月第三月曜日 海の日 

   １月第二月曜日 成人の日      ９月１５日  敬老の日 

   ２月１１日  建国記念の日     ９月２３日  秋分の日 

   ３月２０日  春分の日      １０月第二月曜日 体育の日 

   ４月２９日  みどりの日     １１月 ３日  文化の日 

   ５月３日   憲法記念日     １１月２３日  勤労感謝の日 

   ５月４日   国民の休日     １２月２３日  天皇誕生日 

   ５月５日   こどもの日 

  これもベトナム等と似ていて、宗教色が全然ない。歴史的な祝祭日としては建国記 

  念日、皇室に関しては天皇誕生日があるのみである。 

  現在の祝祭日は「国民の祝日」として、１９４８年７月２０日に制定されたもので、 

それ以前の祝祭日の内容をみると、新年節（四方拝ー１月１日）、紀元節（２月１１ 

 日）、天長節（天皇誕生日）、明治節（明治天皇誕生日ー１１月３日）、春季皇霊祭  （春

分の日）、秋季皇霊祭（秋分の日）、神嘗祭（１０月１７日）、新嘗祭（１１月 

 ２３日）など神道や皇室に関する祝祭日であふれていたのである。戦後、これが国民 

 の祝日に変わったことで、民主主義の日本が祝祭日の面でも表現されているのである。』 

 

【東南アジアの祝祭日の例】 

＊タイの祝祭日（２００４年＝仏暦２５４７年）：（毎年日付が変わる祝祭日もあり、前年

の中頃に翌年の祝祭日が発表される） 

 1/1-2  新年(New Year's Day)       

 1/22   中国正月(Chinese New Year)・・・・日本で旧正月といわれているもの    

 3/5    万仏節(Makha Bucha Day)・・・・・ 釈迦の説法を聞くために 1250 人の使徒が 

集まった日を記念する   

 4/6    チャクリ王朝記念日・・・・・・・・現在の王朝が 1782 年 4 月に創設された          

       (King Rama 1st and Chakri Day)   

 4/13-15 ソンクラン節(Songkran Day)・・・・タイ正月。水かけ祭として有名。 
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 5/3     メーデー(National Labour Day) ・・5/1(土)の振替休日   

5/5    国王即位記念日(Coronation Day)・・現国王ラーマ 9世が 1946 年に即位された   

 6/2     仏誕節（Visaka Bucha Day）・・・・お釈迦様の誕生日 

 8/2    入安節(Buddhist Lent Day)・・・・この日より 3ヶ月僧侶は特別の修業をする 

 8/12   王妃誕生日(The Queen's Birthday)・・・・・・シリキット現王妃の誕生日 

10/25  チュラロンコン大王祭(King Chulalongkorn's Day)・・・ラーマ 5世の命日 

                                                    (10/23 の振替休日) 

 12/6  国王誕生日(The King's Birthday)・・・12/5 の振替休日 

12/10  憲法記念日(Constitution Day)  

 12/31  大晦日(New Year's Day) 

（仏暦は、西暦に 543 年プラスする。お釈迦様は紀元前 543 年に亡くなられたとの伝説に

よる） 

 

＊インドネシアの祝祭日（２００４年） 

  １月 １日    新年(Tahun Baru)  

  １月２２日    旧正月（Chinese New Year） 

  ２月 １日    ハジ大祭(Idul Adha) 

２月２２日    イスラム暦新年(Tahun Baru Hijriyah)  

  ３月２２日    ヒンドゥー教ニュピサカ暦新年(Hari Raya Nyepi)  

４月 ９日    キリスト受難日（Good Friday） 

５月 ２日    ムハンマド降誕祭(Maulid Nebi Muhammad SAW)  

５月２０日    キリスト昇天祭(Kenaikan Isa Almasih) 

６月 ３日    釈迦誕生日(Waicak Day)   

  ８月１７日    インドネシア独立宣言記念日(Proklamasi Kemerdekaan R.I) 

  ９月１２日    ムハンマド昇天祭(Isra' Miraj Nabi Mahammad SAW) 

 １１月１４～１６日 断食明け大祭(Lebaran Day)：ラマダン（断食月）明け 

１２月２５日    クリスマス(Natal Hari Pertama) 

 

６．東南アジアと宗教について（とりわけイスラム教） 

 （テキストに載せたエッセイ） 

 『 東南アジアと付き合っていると、宗教についていろいろ考えさせられる。 

  土着信仰のほかに仏教（上座部、大乗）、キリスト教（カソリック、プロテスタン 

 ト）、イスラム教、ヒンズー教、バラモン教、儒教、道教などなど、世界の主要宗教 

 がひしめき、共存し、人々の生活に深く関わっているのである。 

  それでも、おのおのの国に主流になっている宗教があり、タイ／仏教（上座部）、 

 インドネシア／イスラム教（バリ島／ヒンズー教）、マレーシア／イスラム教、 

 フィリピン／キリスト教（カトリック）、ブルネイ／イスラム教，ベトナム／仏教 

 （大乗）、ラオス／仏教（上座部）、カンボジア／仏教（上座部）、ミャンマー／仏 
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 教（上座部）などとなっている。しかも、これらの宗教にほかの世界宗教や土着信仰 

 が混交しているケースもあり、外部の者にとって極めてわかりにくい様相を呈してい 

 るのである。それでも、東南アジアを理解するには、彼等の宗教的信仰について理解 

 する努力が欠かせない。 

  特に日本人にとってイスラム教は日本にほとんど根付いていないので、その教義に 

 ついてわかりにくい点では、その筆頭に挙げられるのではないだろうか。 

  西暦７世紀の初め、アラビアの商人だったムハンマド（以前はモハメッドと発音さ 

 れていたが最近ではムハンマドと発音される）によって始められたイスラム教は、 

 ユダヤ教、キリスト教の流れをくむ一神教で、唯一神アラーの教え「コーラン」に従 

 って生活を律することを帰依者に求める。その中でも、１日５回のお祈り、イスラム 

 暦９月の断食、禁酒、豚肉忌避、４人までの妻帯許可、聖地巡礼などの生活習慣につ 

 いては、われわれ異教徒がよく聞くことであるが、その内容についてどれほど正確に 

 理解しているか心許無い。 

  私のつたない知識でもう少し補充すると、イスラム教の基本は「六信」「五柱」で 

 あり、「六信」とは、神・天使・聖典・預言者・来世・予定という６つを信じること 

 をいい、「五柱」とは信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼の５つを主要義務として 

 実行することをいう。これらはみなコーランに明記されていて、帰依者はコーランの 

 教えを順守することがなによりも基本になる。コーランに書かれたことは絶対に修正 

 ・変更はできず、コーランは人類最後の聖典とされる。コーランに反する思考・行動 

 はイスラム教徒には絶対に認められないのである。』 

 

７．私の大往生論 

（１）「河童」（芥川龍之介）を読む 

  ある男が「河童の国へ行ってきた」と真顔で話すので、とうとう精神病院に入れられ

てしまう。その男の河童国体験記である。 

  河童の社会は人間社会とあべこべなことが多く、女性が男性を追いかけて男性が逃げ

回るとか、河童は生まれる時すでに自覚があるとか、労働者階級の河童は増えると屠殺

されて肉は金持ち階級に食われるとか、生まれた時老人のような顔つき身体つきをして

いて、歳を取るに従って若くなりついに赤子のようになる河童の存在とか、面白い話が

続く。 

（３） 河童は生まれる前から自分が生まれることを知っている 

   中でも私が興味を抱いたのは「河童は生まれる前から、自分が生まれることを知っ

ている」という記述だった。「私」がある河童の家を訪問したとき、奥さんが産気づい

て、お産婆さんも来ていた。このとき亭主が奥さんの大きなお腹に耳をあてて、「お前

は生まれたいかい、それとも生まれたくないかい？」と訊く。すると、お腹の中の胎

児が「僕はお父さんの悪い遺伝子を受け継いでいるようなので生まれたくありません、

云々」と答える。するとお産婆さんが奥さんの膣の中にある液を注射する。奥さんの

お腹は見る間にへこんでしまう。 
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（４） 人間は自分が生まれたことを知らない 

なるほど、河童は自分が生まれることを知っているのだ。これに対して人間は自分 

が生まれたことを知らないで生まれてくる。もちろん例外はあるのだろう。例えばお

釈迦様は生まれた途端に八歩歩き、「天上天下唯我独尊」といわれたそうだ。三島由紀夫

は「仮面の告白」の中で、「自分は生まれたときの光景を記憶している」旨記述している。 

しかし、このような例外はあるとしても、人間は生まれた時自分が生まれたことを意

識できない、というのが常識だろう。逆にそのような生まれ方をするのことが自然の摂

理であるといえるだろう。 

（５） それゆえ、死ぬ時も死ぬことを知らずに死ぬのが自然である 

  そうであれば、人間は死ぬ時も「死ぬことをしらないで死ぬ」ように、本来出来てい

るのではなかろうか？と私は思っている。学生諸君はどう考えるだろうか？ 

  それは例えば高齢者が痴呆状態（つい最近認知症という呼び方に変わったそうだが）

になるということは、自意識を次第に失っていく過程であり、死ぬことをしらないで死

んでいく準備ができつつある状態である。 

  これがもし人間に本来与えられた「自然な死に方」であるとすれば、認知症になると

いうことは大変「おめでたい」ことだということになるのではなかろうか？それこそ周

囲の者は本人のこのような状態を喜んであげてもいいくらいのことなのではなかろう

か？ 

  ところが現実にはそうはいかない。本人も認知症になることを常々恐れており、周囲

の者も恐れているのが現実だ。介護が大変だからである。 

  いずれにせよ、恍惚の人に対する介護は避けて通れないので、周囲の人々の意識とし

て、「厄介なことだ」と思うか、「おめでたいことだ」と思うかで対応が違ってくるので

はないだろうか？ 

  恍惚の人について、「いよいよ大往生への道を歩みはじめたぞ」と祝福してあげるよう

な社会がいつかは来るに違いない。 

（６） 永六輔氏の大往生論 

  数年前、永六輔氏の大往生論が話題となったが、その主流は「最後までしっかりと意

識をもって、家族に見守られながら静かに永眠したい」というもので、私の言う大往生

論はほとんど話題となっていなかったようだ。 

                                 以上 


