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論文要約 

 

 人間にとってケアをするとはどういうことか。本研究はこの問題を深く考察する一つの試み

である。そのために現代のエンドオブライフ・ケアの一様式である「ミュージック・サナトロ

ジー（music-thanatology）」＊注を採り上げた。そして、音楽経験を媒介したケアの場において起

こるスピリチュアルな特質（関係性と変容の深まり）に着目しながら、ミュージック・サナト

ロジー実践の体験内容、思想基盤及び方法論について検討し、死に逝く人をめぐる関わり・ケ

アの営みの意味内容を明らかにした。 

まず序章では、本研究の背景となるケア研究の動向と課題、及びミュージック・サナトロジ

ーの概略を述べた。次いで、死に逝く人へのケアの意味探究にどういう角度から接近するかと

いう点について、ミュージック・サナトロジーの源泉となった最初の事例を記述し検討した。

そして、この最初の事例の提起する問題が、死そして死に逝く他者への関わりや関係性のあり

方であることを確認した。さらに、独特の内容と性質を装備していると仮定されるその形態を

「音楽経験を通したスピリチュアルケア」と名付け、この言葉の意味内容を内側から明確にし

ていくという本研究の課題（目的）を提示し、この課題に、ミュージック・サナトロジーの実

践、思想基盤、方法論の 3方向からの分析で取り組む方法（構成）についても併せて記述し

た。 

 第Ⅰ部は、ミュージック・サナトロジー実践を、実践によってケアの場にどのような関係性

のつながり及び深まりが起こっているかという観点から分析し、それを通して死に逝くこと・

死に逝く人への「ケア」の意味と特質について考察した。 

具体的にはまず第 1章で、序章で検討したミュージック・サナトロジーの源泉が、現在どの

ような取り組みへと発展しているか、ミュージック・サナトロジーの現状を、経緯、実践状況

及び研究の動向の観点から検討した。 

第 2章では、日本でのミュージック・サナトロジー応用実践（ハープ訪問）から得られた反

応を分析し、結果を報告すると共に、その結果を踏まえて、死に逝く人への「ケア」の意味を

考察した。終末期及び臨死期のがん患者を対象としてハープ訪問を実施し、本人及び家族によ

る自発的な言語応答、また患者逝去後の家族及び担当看護師へのインタビューをもとに、得ら

れたデータを質的に分析し、ハープ訪問から捉える死に逝くこと・死に逝く人への「ケア」の

意味を次の 3側面から検討した。①当事者のスピリチュアルな（内奥とのつながりを深め、強

める）ニーズを満たすという、その人ひとまとまりの全体性への関わりの面、②「共にある」

スペースを創るという、個と個とを有機的に結ぶ側面、③スピリチュアルな次元（意図なく自
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然に与えられ、働きかけられているものとのつながり）へ意識が向かうのを助けるという、動

きの進捗を助ける側面。そしてこれらをふまえ、死に逝く人への「ケア」とは、つながり（関

係性）を回復しながら、深みと大いなる無限性に開かれていく動き（変容）が起こってくるケ

ア・関わりであると意味づけた。 

 続く第 3章では、アメリカにおいてミュージック・サナトロジー臨床実践の体験内容を調査

したホリスの研究を手がかりに、ケアを行う側（医療スタッフ）の語りに焦点をあてて検討す

ることを通して、死に逝く人へ「ケアすること」の意味を探究した。ホリスが「エンドオブラ

イフ期の投薬治療の限界」、「医療ケアとしてのミュージック・サナトロジー」、「神聖なスペー

スを創る」及び「施設の文化が音楽によって変わる」という項目名のもとに整理したインタビ

ュー記述の内容を分析し、医療スタッフがミュージック・サナトロジーのはたらきをどのよう

に捉えているかについて、以下の 3側面を検討した。①薬物投与の代替・保管、及びそれと連

係し合う、②神聖なスペースを創る、③施設の環境、文化を変える。そしてこれらを、「ケア

をするとはどういうことか」という視点から改めて全体的に見通し、以下の 5つの諸相を明ら

かにした。①ケアの働きと視点は、「つながりと意味を深める」ことにあり、②ケアに取り組

むスタンスは、痛みを見つめることを通して「全人格に共にある」である。③ケアすることを

根底で支えるものは、技術というよりも「ケアの感情」の存在であり、④ケアの動態は、マニ

ュアルに沿って規定されるものではなく、ダイナミックなものである、⑤ケアが果たす役割に

は「成長を促す」という教育的な側面がある。 

 第 4章では第Ⅰ部のまとめとして、日本におけるハープ訪問とアメリカにおける臨床実践で

の体験内容を比較検討し、死に逝くこと・死に逝く人への「ケア」の持つ特質（スピリチュア

ルな有り様）について総括した。ハープ訪問とアメリカでの臨床実践での体験内容は、その語

り手が、ハープ訪問の場合は患者本人、家族及び看護師、アメリカの場合は医療専門スタッフ

（医師、看護師、チャプレン、社会福祉士、医療施設経営者）という違いはあるものの、次の

ようなミュージック・サナトロジーの特質的様相の言及においては共通していた。①つながり

と意味の変容の起こり、②見えないけれども感じられるもの・触れられるものへの意識、③ケ

アされる人とケアする人の「共にある」という関係性。そしてこのことから、死に逝く人への

「ケア」とは、①②③といった特質、すなわち「スピリチュアルな」質をもったケアであると

言い得ることを明らかにした。 

 第Ⅱ部は、ミュージック・サナトロジーに歴史的・思想的基盤を与えた、11世紀クリュニ

ー修道院の看取りの慣わし・儀式を精査し、ミュージック・サナトロジーへの影響点を明らか

にすると共に、クリュニー修道院の理念について検討した。そしてこれを踏まえて、現代の死

に逝く人へのケアの基盤となるべき「ケアの精神性」について考察した。 

 第 5章ではまず、クリュニーの死の儀式研究とミュージック・サナトロジーの相互関連の経

緯について述べ、併せて研究資料と研究対象について言及した。次に、看取りの慣わしを慣行

していたクリュニー共同体の当時の生活の特質を、3点（美への献身、死者と生者のつながり

の意識、及び永遠という静寂・平安を生きる）において概説した。続いて、看取りの慣わしの

内容を、研究資料の『慣習書』をもとに精査し、場面に即して 5つ（①罪の告解、②塗油の儀

式、③聖体拝領と別れの挨拶、④ヴィジル（注意深い看守り）、⑤逝去時及び逝去直後）に区

分して場面ごとに内容を概観すると共に、その詳細を表に示した。そしてこの精査により、看

取りの慣わしの実行上の特質として、①死に逝く修道士が中心にある、②修道院の全員が関わ

る、③公的なものである、④儀式の枠組みにおいて進められる、が導き出された。 

第 6章では、第 5章で検討した看取りの慣わしの内容と特質を、「ケア」の視点から見通

し、まず、次の 4つのケアの実際のありようを確認した。①死に逝く人を取り囲んで共同体が

祈る、詠唱する、②死に逝く人を独りにすることなく、注意深く看守り、気遣い、支える、③

臨終の合図と共に、共同体が信仰宣言（クレド）を詠いながら駆け付け、最後の瞬間にその場



 - 5 - 

 

に居る、④詠うこととそのひびきは、そこに居る誰をも癒し、結びつける力として働いてい

る。次いで、これらのケアのありようを背後で支えていたとみられる精神・信条を、①悔悛の

こころ、②魂の擁護し励ます、③気づかないまま逝かせない、④共同体が揃わない中で死なせ

てはならない、の観点から検討した。そしてこれらの検討を通して、クリュニーの看取りの慣

わしは、ケアのありようと精神・信条において現代のミュージック・サナトロジーに影響関係

が認められることを確認した。 

続く第 7章と第 8章ではクリュニー修道院の理念を探究した。第 6章で確認されたケアの実

際とその精神が、現代の死に逝く人へのケアに対してどのような現代的示唆を提供しているの

かという問いに立ち、第 7章ではケアの思想的枠組みの観点から、①人間は肉体と魂からなる

統合的存在であるという「人間観」、②死はいのちの一つのサイクルの満了、いのちの新しい

局面のはじまりであるという「死・いのち観」、③肉体と魂の二重のケアを通して平安・安寧

への移行を助けるという「ケア観」を検討した。第 8章では、第 7章で検討した枠組みをクリ

ュニーがどのように実践につないでいるか、ケアの方法論的基礎という観点から、以下の 3点

を検討した。①「儀式」という形をとる、②ひびき・音楽の応答的な使用、③「観想的」とい

う在り方。 

そしてこれら全体を見通し、クリュニーの現代的示唆を、以下のような「ケアの精神性（根

本的枠組み）」の点に見出した。①人間を身体と魂から成る統合的存在と捉える、②死に逝く

こと・死に逝く人から距離を置くのではなく、関係を築き、共にある、③「傍らに居る」をケ

アのやり方とする、④「関係を繋ぐもの」として声、音楽のひびきを応答的に用いる、⑤「死

は終わりではなくはじまりである、永遠のいのちの世界に入ることである」という信条がケア

の土台にある。かくして、死に逝く人へのケアには「肉体と魂の二重のケア」が必須であるこ

と、そして、死を新たな生（いのちの局面）への転換点として捉えること、これがクリュニー

に学ぶべき最も根幹的なケアの枠組みであると総括した。 

第Ⅲ部は、ミュージック・サナトロジーの方法論、すなわち、関係性と変容を深めるやり方

を検討すると共に、この方法論のケア的意味・意義を探究した。第Ⅱ部において検討したクリ

ュニーの理念を共通基盤としながら、現代のミュージック・サナトロジーはそれをどのように

実践へとつないでいるのか、ミュージック・サナトロジーの創設者であるシュローダー＝シー

カーの、ミュージック・サナトロジーに関する言語的説明を手がかりに検討した。 

第 9章では、「ミュージック・サナトロジー」についての言明を確認し、文中のキーワー

ド、「観想的修練の臨床適用」、「プリスクリプティヴ・ミュージック」及び「ミュージック・

ヴィジル」に焦点を当て、ミュージック・サナトロジーの方法論のオリジナリティについて論

述した。そして、ミュージック・サナトロジーとは、死に逝かんとしている人の傍に居て、そ

の時のその人のニーズに仕える・応答するために音・音楽を工夫して用いるやり方のことであ

り、この「居る・仕えるための音楽的なやり方」という面において、ケア方法論としての独自

性があることを明らかにした。  

第 10章では、ミュージック・サナトロジーの方法論の二本柱の一つ、「プリスクリプティヴ・

ミュージック」に焦点を当て、まず「プリスクリプティヴ・ミュージック」が、患者その人の

ニーズに応じて、その人のために誂えられる音の調合薬であり、また音を調合し音楽として生

み出す行為（技法）そのものであることを確認した。そして「プリスクリプティヴ・ミュージ

ック」という在り方は、以下の意味においてケアの方法論であることを明らかにした。すなわ

ち、①身体と心の状態を調和的な方向に整えていくことに寄与するという意味において、医学

的・療法的なケア方法論である。②しかし、死に逝かんとしている人が内面的ワークに向かい、

他者とつながり、聖なるものとつながる機会を提供するという意味においては、つながり・関

係性を援助・サポートするケア方法論である。③加えて、意識が内奥へと向かい、そこでの省

察と意味の発見を助けるという意味においては内面性沈潜のサポート、言ってみればスピリチ
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ュアルケアの方法論である。そして①②③を総合して見ると、死に対する精神的準備をし、人

生全体をより実り豊かなものに再統合していくことを傍で支える「全体的統合」のための方法

論である。 

第 11章では、もう一つの柱、「観想的修練の実践適用」に焦点を当て、まず、「観想性」の

ミュージック・サナトロジーにおける重要性を、①他者によりよく「仕える」姿勢、②「死に

逝く」を見るスタンス、③死に逝く人に「関わる」ということを念頭に置いた音楽精神、のそ

れぞれの涵養の面から明らかにした。次いで、ミュージック・サナトロジーにおける観想的修

練の基本概念「メタノイア」（習慣的に無自覚に身につけてしまった考え方や在り方を剝ぎ取

っていく」という概念）、及び、そのための隠喩的指南「ファイン・チューニング」と「小さ

な死の訓練」について検討した。そしてこれらを踏まえ、「観想的（メタノイア）修練の臨床

適用」には、以下の意味においてケア方法論としての意味・意義があることを論考した。①そ

の場に「居る」というケア形態を産出する、②死に逝く人と内面、特に痛みや苦悩においてつ

ながり、共にあるというケアの本来の意味を再発見し、ケア自体を深める。 

終章では、ミュージック・サナトロジーの実践分析、思想基盤及び方法論の検討を通して見

えてきた、死に逝くこと・死に逝く人をめぐる関わり・ケアの営みの特質をまとめ、本論考の

課題である「音楽経験を通したスピリチュアルケア」の地平を示した。併せて、音楽経験を通

したスピリチュアルケアのモデルとして、「ミュージック・サナトロジー」が、同時代に何を

訴えかけているのかについて論述し、本論考の結びとした。それは、死に逝くに伴う痛み・苦

しみを取り去ろうとするのではなく、むしろそれを私たち人間の根源的な徴として捉えて「共

にある」こと。そしてそこに潜む崇敬さ、親しさ、美を発見し響かせていくこと。これが「死

に逝く」と関わること（ケア）の本質である。 

なお、音楽経験を通したスピリチュアルケアという概念を、今後どのように実践的に社会に

起こしていくかは大きな課題である。社会的システム及び制度の構築に関する面も含めた実践

研究の集積、ケア思想のより広い視野からの検討、及びケアに携わる人への観想的教育の研究

を通して包括的に取り組んでいくことが今後の課題となる。 

 

＊注…「ミュージック・サナトロジー」とは、終末期及び臨死期の患者（とその家族）を対象

とし、ベッドサイドでハープの音と歌声を活用して、注意深いやり方で、患者のその時の状態

に応答して響き・音楽を創り出し、その提供を通して身体的及びスピリチュアルなニーズに取

り組む臨床実践及びそのやり方である。1970年代半ば、現代のホスピス運動と時期を同じく

してアメリカ・コロラド州で始まった。現在アメリカでは、緩和ケア及びエンドオブライフ・

ケアの中の一つの専門領域として社会的認知を得ている。 




