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映画「おくりびと」と「納棺夫日記」の＜かわりめ＞ 
平成 21(2009)年 11 月 24 日(火)                        

堅田 玄宥 

◆ご讃題◆ 

＜後の世を渡す橋とぞ思ひしに 世渡る僧となるぞ悲しき  

まことの求道者となり給へ＞（源信僧都の母の諌めの言葉） 

 

◆課題のありか◆ 

 ・納棺が親族に囲まれてなされておらず、病院の霊安室からお棺が直接葬式会場へ運ば

れている実態。 

・死者と語り合う時と場であった筈の通夜が告別式へと様変わりしている実態。 

・僧侶は今、“死者と語り合う場の大切さ”を説くべきではないだろうか。 

               （青木新門さんの 2009 年 3月 1 日付日記趣意） 

Ref)①通安寺報恩講 お客僧 八代孝憲師の 2009/11/20 お初夜のご法話 

②青木新門さんの 2009年 3 月 1日付日記 http://www5a.biglobe.ne.jp/~shinmon/news.htm 

一、 はじめに 

青木新門さんが、映画「おくりびと」に対して原作「納棺夫
のうかんふ

日記」の著作権を放棄されたのは、

「おくりびと」が青木さんのめざすところと似て非なる作品になってしまっていたからだとは、本

誌本年度八月第二号でご紹介した通りである。 

青木さんはおっしゃっている。 

「とかく真実は、真っ向から反対されるものによって消されることはありませんが、似て非なる

ものによって消しされられてしまうものです」と。 

爾来、「納棺夫日記」に表された青木さんの「真実」とは何か、「おくりびと」がめざした「似て非

なるもの」とは何かが、妙に胸の奥にひっかかっていたのである。 

たまたま、2009年 11月 20日高島組通安寺様の報恩講のお初夜でお客僧の八代孝憲師からこ

のお話を伺い、その翌日、思いがけなくも青木新門さんの 2009 年 3 月 1 日付けの日記がウェブ

サイト上に公開されているのに接した。 

これによって漸く青木新門さんのおっしゃる真実と似て非なるものの姿が明らかになった。 

ご讃題は、青木新門さんがめざそうとされた源信僧都の母の諌めのお言葉である。 

課題のありかは、併せて青木新門さんから仏教界・僧侶に提起された厳しいご指摘である。 

二、映画「おくりびと」と「納棺夫日記」について 

映画「おくりびと」は、本木雅弘が主演している。 
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本木が二十歳代の頃に青木新門さんの『納棺夫日記』を読み、その一節を自らのインドのベナレス

を訪れたときの作品に使わせてほしいといってきたのだそうである。 

以下、破線内は http://www5a.biglobe.ne.jp/~shinmon/news.htm 所載の青木さんの言葉による。 

私が、主演俳優の本木雅弘君と交信するようになったきっかけは、１５年前『納棺夫日記』を上梓

して間もなくのことであった。突然電話があり、彼がインドを旅した本に『納棺夫日記』の中の一文

を引用させてくれという申し出であった。快諾して暫くしたら『ＨＩＬＬ ＨＥＡＶＥＮ』と題された本が

送られてきた。インド・ベナレスのガンジス川の岸辺で送り火を手にした上半身裸の彼の写真に「蛆
うじ

も命なのだ。そう思うと蛆たちが光って見えた」という一文が添えられてあった。 

 

それは一人暮らしの老人が真夏に亡くなって一ヶ月も放置されていた遺体を私が納棺に行っ

た時の文章の一部であった。 

＜何も蛆
うじ

の掃除までしなくてもいいのだが、ここで葬式を出すことになるかもしれないと、蛆を

掃き集めていた。蛆を掃き集めているうちに、一匹一匹の蛆たちが鮮明に見えてきた。そして蛆

たちが捕まるまいと必死に逃げているのに気づいた。柱によじ登っているのまでいる。蛆も命な

のだ。そう思うと蛆たちが光って見えた＞ 

 

インドのベナレスは、ヒンズー教の聖地中の聖地で、古代では＜光あふれる所＞を意味するカ

ーシーと称されていた。ヒンズー教徒にとっては、ここで荼毘
だ び

に付されて聖なる川ガンジスに遺

灰を流されることを願っている。 

人々は遺灰が流れる川で沐浴
もくよく

し、岸辺では死体を焼く煙の中を、乞食や巡礼者や子供や犬な

どがうろつき、死を待つ人と聖者と牛が悠然と座って居る。 

まさに“生と死のカオス”。そんな場所に立ち、当時二十代の彼が「蛆の光」に共感していること

に私は驚きを覚えた。 

なぜなら蛆
うじ

の光こそが『納棺夫日記』のテーマだったからである。 

もし映画化することがあれば、本木雅弘君をおいて他にいないと確信した。 

あれから１５年の歳月を経て彼は「おくりびと」という光あふれる美しい作品を世に出した。 

 

私が納棺の仕事をし始めた昭和４０年代は、今日と違って社会の目は冷たく惨憺たるものであ

った。叔父に「親族の恥」と罵倒された日の日記にこんなことを書いている 

 「職業に貴賎はない。いくらそう思っても、死そのものをタブー視する現実がある限り、納棺夫

や火葬夫は無残である。 

昔、河原乞食と蔑
さげす

まれていた芸能の世界が、今では花形になっている。士農工商といわれて
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いた商が、政治をも操る経済界となっている。 

そんなに向上しなくても、せめて社会から白い目で見られない程度の職業に出来ないものだ

ろうか」 

私が過去に抱いていた忸怩たる思いを映画「おくりびと」が見事に解消してくれたように思

う。この事は葬祭業に従事する者にとっては大きな力となり業界の向上にも繋がることだろう。 

 しかし、今日の葬式現場の実態は、特に都会などでは、納棺も映画のように親族に囲まれてな

されておらず、親族が立ち会わないまま病院の霊安室などで納棺されたお棺が直接葬式会場へ

運ばれている。また、死者と語り合う時と場であった筈の通夜も告別式へと様変わりしている。 

こうした現状を葬式の九割近くを仏教葬で行っている仏教界はどのように思っているのだろう

か。映画「おくりびと」の送り先が違うとか、本当のおくりびとは葬式の導師である僧侶の役目で

あるとか云う前に、死者と語り合う場の大切さを説くべきではないだろうか。 

人と人の絆、家族の絆、死者と生者とのつながり、そんな当たり前のことを忘れかけていた現

代人に何が大事か気づかせてくれた映画でもあった。 

 この映画が誕生するまで紆余曲折があったことを私は知っている。 

その過程で、映画化を発案した本木君をして諦めさせなかったのは、15 年前インドで「ここでは

生と死が当たり前のように繋がっている !」と実感した体験、即ち蛆の光に感応した一瞬があっ

たからだと私は思っている。 

自我を滅した生死
しょうじ

一如
いちにょ

の眼にしか蛆は光って見えないのである。 

その視座から見える光景は、人工衛星「かぐや」が送って来る一つの生命体のような地球の映像

にも似た美しい世界である。 

そんな＜いのち＞輝く美しい世界に憧れる求道者のような本木雅弘君に敬意を表し、心から喝

采を送りたい。 

しかし、出来上った映画はこの世から次の世への間を取り持つ仕事ではなくせいぜいその準

備に携わる者としてしか描かれていないことに気付いた青木新門さんは、最後に「おくりびと」に

対して「納棺夫日記」の著作権を放棄なさったという。 

◆映画「おくりびと」と「納棺夫日記」に＜かはりめ＞あり 

この映画が評判になるにつれ「なぜ原作者の名が記されてないのか」とよく聞かれた。 

「納棺夫日記」を読んでいた人からは貴方が原作者ではないかと問われた。私はその度に曖

昧な返事をしてやり過ごして来たが、それは私の生き方に関わる問題であった。 

平安時代中期に「往生要集」を著した恵心僧都源信という高僧が比叡山に居た。 

紫式部の「源氏物語」に「横川の僧都」として登場している。後の法然聖人や親鸞聖人にも影響を



リビングライブズ断章－「映画「おくりびと」と「納棺夫日記」のかわりめ」     平成 21 年 11 月 22日初版発行、２４日 六訂版 4 

与え、親鸞聖人は源信僧都を七高僧の一人として讃えている。 

源信僧都は弱冠十五歳にして当時の村上天皇の前で仏法を説く講師に選ばれ、下賜された褒美

の品（織物）を一人故郷で暮らす母親へ送ったところ、母は源信を諌める和歌を添えてその品を

送り返してきた。 

その和歌は 

＜後の世を渡す橋とぞ思ひしに 世渡る僧となるぞ悲しき まことの求道者となり給へ＞ 

母親の諌めの言葉で我に返った源信僧都は、横川の恵心院に隠棲して〈後の世を渡す橋〉となる

道を選んだのであった。 

私は納棺の現場で＜人は死んだら何処へ往くのだろう？＞と真剣に考えるようになっていた。

いくら本を読んでも頭で考えてもわからなかった。 

やがて死に往く人や死者達から死の実相を教わり、死後の世界をイメージとして描けるようにな

った。 

それは蛆
うじ

も光って見える塵一つない美しい世界であった。 

これが宗教の云う＜永遠＞というものであり、仏教の説く＜浄土＞なのだと思った。 

うれしくなって＜後の世を渡す橋＞の一助になればと「納棺夫日記」を著したのであった。 

しかし、映画「おくりびと」は＜世渡る＞納棺師が描かれていた。 

即ちヨーロッパ近代思想の人間愛で終っていた。 

私は著作権を放棄してでも「納棺夫日記」と「おくりびと」の間に一線を画すべきと思った。 

妥協することの出来ない一線であった。 

私の住む富山県内の葬儀は、現在も８０％以上が浄土真宗で行なわれている。 

お通夜などで蓮如上人の御文「白骨の章」がよく読誦される。 

その中に「後生
ごしょう

の一大事」という言葉がある。 

また別の御文に「それ八万の法蔵を知るというども後世を知らざる人を愚者とす。たとひ一文不

知の尼入道なりというとも後世を知るを知者とすといえり」とある。 

現代の著名な知識人が死に直面して哀れなほどうろたえているのを見る度に蓮如上人のこの文

を思い出す。・・・（中略）・・・ 

この世を安心して生きるには、後の世も安心であることが絶対条件なのである。 

それは私が納棺の現場で死者達から教った真実であり、仏陀が説く真理であった。 

そんな境地を理想として、安心して静かに生きようと思っていた矢先に、生活のリズムが狂わさ

れる事件が起きた。 

平成 21年 2月 23日 1時、映画「おくりびと」のアカデミー賞受賞のニュースが流れると、クレジッ

トタイトルに原作者の名前も出ていないのに何がどうなったのか、津波のようなマスコミ攻勢に
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遇い、面食らってしまった。 

 その上取材に来た記者たちの殆どは＜変わり目＞が理解できないため、いくら説明してもカッ

トされ、私の意に反する記事や映像が流れる結果となった。 

呆（あき）れると共に辟易（へきえき）して 3月 1 日を期して取材を断ることにした。 

どうか私のささやかなわがままをお許し願いたい  

2009 年 3月 1 日記 青木新門                      

※参照 ＜かはりめ＞＝「慈悲に聖道・浄土の＜かはりめ＞あり。聖道の慈悲といふは、ものをあ

われみ、かなしみ、はぐくむなり。しかれども、おもふがごとくたすけとぐること、きわめてありが

たし。浄土の慈悲といふは、念仏して、いそぎ仏に成りて、大悲大慈をもって、おもふがごとく衆

生を利益するをいふべきなり」－『歎異抄』第四章より」 

（備考）「蛆の光に感応する」とか「自我を滅した生死一如の眼にしか蛆は光って見えない」とい

うのは、青木さんの貴重な実体験に基づく言葉であり重みがある。したがって、その是非を云々

することはないと考える。申すまでもなく、阿弥陀如来の智恵の光は日月の光さえ超えている。 

「おくりびと」の唯一つの救いは、映画の中で笹野高史のセリフで「“死”は終わりではない。（次

の世に通じる）“門”だからである」という趣旨の一節があることである（Ref 八代先生ご法話）。 

富山は、青木さんの弁を借りれば八割以上が浄土真宗の御門徒である。 

浄土真宗のお同行は、生きているうちから他力の信心一つで浄土往生が叶うと信心決定して安

堵の人生を送るので、死に顔が実に美しい。 

これに対して、聖道門の信者の死に顔は苦悶の表情が少なくないという（Ref八代先生ご法話）。 

中陰
ちゅういん

の意味も異なる。 

浄土真宗のご門徒は、生前に名号聞信の一念に間違いなく死後は浄土往生することのできる

正定聚不退
しょうじょうじゅふたい

の位につくので、死を迎えても旅立つ人に安心感がある。 

それ故、浄土真宗の中陰は、むしろ今生に残された者が、阿弥陀如来のお慈悲のもとに念仏しつ

つ死者との出会いの不思議を振り返る場であり、肉親との別れによって日常性を破られた遺族

が期せずして恵まれた仏縁によって改めて阿弥陀如来のお喚
よ

び声に喚び覚まされつつ他力の

念仏者としてお育てに与る大切の期間である。 

一方、聖
しょう

道門
どうもん

の中陰では、死者は七日毎に七回、閻魔
え ん ま

大王により生前の所業を裁かれ、四十九日

目に判決が言い渡されるとする。この四十九日目の判決の日が満中陰の「忌明け」の意味であり、

故人が極楽浄土へ行けるかどうかが決まる大切な日とする。 

それでは苦悶の表情となるわけである。 

やっと今生の繋縛から解き放たれたというのに、中有
ちゅうう

の闇に漂い出てすら閻魔大王の審判を受

けるというのでは魂の休まるいとまがない。 
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（尚、魂という私の存在を表現する言葉は有の見に執着するというので論議があるが、判り易い

お話をする意味ではそのままこれを使用することを許されたい）。 

青木新門さんは、納棺夫の仕事に就く間に死者が語りかけてくる経験をされたという。 

やがて自らの納棺夫という仕事について、今生から後生へとつなぐ大切の仕事に携わらせて戴

いているという思いを深められたのだと云う。 

三、 提起された課題にどう向き合うか 

◆課題のありか◆ 

・納棺が親族に囲まれてなされておらず、病院の霊安室からお棺が直接葬式会場へ運ば

れている実態。 

・死者と語り合う時と場であった筈の通夜が告別式へと様変わりしている実態。 

・僧侶は今、“死者と語り合う場の大切さ”を説くべきではないだろうか。 

 浄土真宗では、末寺のあるところ、毎年の親鸞聖人の報恩講
ほうおんこう

、毎月の佛教壮年会、佛教婦人会

等の例会活動、降誕会
こうたんえ

、永代
えいたい

経
きょう

、彼岸会
ひ が ん え

等々のご法座、葬儀に続く中陰、年忌法要のご縁を通し

て、お同行が阿弥陀如来のお慈悲のお心を聴聞
ちょうもん

する習慣が出来上がっている。 

お同行は、阿弥陀如来の本願力によって廻向された名号
みょうごう

を聞信する一念に浄土往生間違いの

ないお仲間に加えて戴くのである。 

それ故、その後の人生は念仏しては阿弥陀如来のお喚
よ

び声に呼び覚まされつつ、お育てに与

り浄土への白道（二
に

河
が

白
びゃく

道
どう

）をたどる人生である。 

たとえ裕福ではなくとも、それは心豊かな人生である。 

やがて、今生の命尽きるその夕には、浄土往生が叶うのである。 

それ故、浄土真宗のお同行にとっては死は決して忌むべきものではない。寧ろ、遺族から見れ

ば肉親との別れに臨んで日常性を破られ生死を超えた真実に向き合う大切のひとときとなる。 

これに対して、現代経済社会、特に都会では、生前にかかる精神的な営みが欠落している。 

そんな中で人が亡くなった時、孤独死がその最たるものであるが、たとえ親族が居たとしても

施設や病院の死に際しては、納棺が親族に囲まれてなされず、その立ち合いもないまま霊安室

で納棺された棺が火葬場に直行することが少なくないというのである。 

 実は、ご門主も新著『愚の力』の中で「今、都会では直葬といって、遺体を病院から火葬場に運

んで、そのまま火葬炉に入れて荼毘に付し、お骨にしてそれで終わりという形が増えている（Ｒｅｆ

『愚の力』P96）」とおっしゃっている。 

まことに淋しい限りである。 

家庭が崩壊し、近隣の温かい人間関係が消え失せ、東京では毎年五千人の孤独死が発生して

いる。孤独死は隣近所との付き合いを嫌う男性が圧倒的である。 
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これは単に経済の問題ではなく、根底に深刻な虚無感があると御門主はご覧になる。 

折しも、2009 年 11 月 21 日のＡtoZ では“ゴミ屋敷はなぜ増える“の報道があった。 

孤独に伴う無気力、なげやり、「老人は誰からも期待されず、ただ死を待つのみ」と呟く八十歳

の元教師の姿が哀れであった。三人の娘を育て上げ嫁がせ、何ゆえか熟年離婚し、残ったものは

老人一人の手に余る二世代住宅がゴミ屋敷誕生のきっかけだったという。 

見る（聞く）程に、“孤独死、直葬”と“ゴミ屋敷の増加”には、共通する背景が見えるようだった。 

効率ばかりを追い求めてきた競争社会に疲れ果てた人々の群像、大量消費社会で買い易い物

を買い求め続けた習慣のしっぺ返しがゴミ屋敷増加の背景にあるという。 

未来に希望が持てない群像の背景には、「死が全ての終わりである」かの如き錯覚を常識と教

育し、共通認識してきた戦後社会の薄っぺらな文化があるのではないか。 

かかる社会常識（仏教から見た非常識）の繋縛
け ば く

から、私たちは脱却すべきではないだろうか。 

次の生がよりよき生まれ変わりであることをお知らせに与り、安堵
あ ん ど

して、初めて心豊かに今生を

生き抜く道があることを現代社会は、遅ればせながら認識し直すべきときではないだろうか。

「死は決して終わりではない。次の生へと続く門である」とは、奇しくも映画「おくりびと」の中で

語られた言葉である。 

せめて、家庭が崩壊して身寄りのない人の死に臨んでは、幾許
いくばく

かでも関係を持つ者同士、通夜
つ や

の場では、今生に共々に命を頂戴した不思議の縁
えにし

を夜伽
よ と ぎ

（※）し、残された者が自らの精神を豊

かにする習慣を取り戻したいものである（※註「夜伽」とは、夜を通して語らいあう習慣をいう）。 

死者との語らいを通じて、今生
こんじょう

一辺倒の日常性を破られて、自らを振り返ってこそ、その場に臨

んだ今生の者の精神が育てられる。 

昔は田舎の僧俗が手作りで葬儀壇をしつらえ地元の大工が 棺
ひつぎ

を製作した。手作りの死
し

華
か

の輝

き、木の温もり、草花の語りかけ、質素だけれども温かみがあった。 

してみると、たとえ時代は変っても、今生から次の世に渡す渡し守の真実に、納棺師も枕経から

通夜、葬儀式を司る僧侶も各々の立場でどれだけ誇りを以て迫っているかが課題である。 

徒に華美に流れずたとえ質素でも今生に残る者にとって掛け替えのない精神的な営み、死者

と最後の一晩を共にし、共に歩んだ今生の縁
えにし

を語り明かす夜伽
よ と ぎ

を主目的とした葬送の仕組みの

復活こそが求められるのではないだろうか。 

 皆様方はどのようにお考えになるでしょうか。 

前向きの建設的なアイデアのご提供をお待ちしております。合掌 
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