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抄録 

 

日本の孤独死:言説の形成と変容を中心に 

 

ソウル大学校 国際大学院 

国際地域学専攻 

安相美 

 大辞林によると、「孤独死とは、誰にも看取られず死亡すること、特に

一人暮らしの高齢者が自室内で死亡し、死後しばらく経って初めて遺体が

発見されるような場合についていう」と定義されている。孤独死の現象は、

核家族化が進んだ1970年代に初めて報道されるようになり、1974年には始

めの全国的調査として「孤独死老人追調査報告書(全国社会福祉協議会)」

が発行されつことを受けて初めて孤独死という現象があることが認知され

るようになった。その後もしばしば孤独死が報道されたが、孤独死の問題

が本格的に注目を浴びるようになったのは1995年1月阪神淡路大震災を受

けてからである。孤独死が初めて人々に認知されてからこれまで、「人が

誰にも助けられず、看取られず、孤立した状況で死亡する」という現象、

そのものには何も変わりはない。しかし現代日本社会における孤独死の問

題を分析するフレーム、イメージ、問題認識には、時によって異なる。そ

の理由を解明すべく、孤独死を巡る言説の形成と変容について分析した。 

キーワード；孤独死、孤立死、言説、無縁社会、個人化、孤族 
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第一章 序論 

 

１．研究背景 

 

  近年孤独死を巡る言説が増加が著しい。日本社会における孤独死の現

象は、核家族化が進んだ1970年代において始めて報道されるようになった。

1974年には初の全国的調査である「孤独死老人追調査報告書(全国社会福

祉協議会)」が発行され、孤独死という現象が、「誰にも看取られず死亡

すること、特に一人暮らしの高齢者が自室内で死亡し、死後しばらく経っ

て初めて遺体が発見されるような場合についていう1」と人々に知られる

ようになった。その後もしばしば孤独死の報道はされていたが、孤独死の

問題が本格的に注目を浴びるようになったのは、1995年1月17日に発生し

た阪神淡路大震災の後になってからである。 

表１は、朝日新聞社が発刊した朝日新聞、朝日新聞デジタル、アエラ、

週刊朝日にて“孤独死”または“孤立死2”のキーワードが入った記事の

数を検索して表したものである3。1970年から2014年7月現在までの全期間

                                           

1 大辞林の孤独死の定義 

2 一般的に孤独死とほぼ同じ意味で使われる。社会から孤立した状態で亡くなり、長期間気づ

かれないこと。独居高齢者や老老介護世帯だけでなく、若年層の家族がいる世帯や生活困窮世

帯でも起こっている(大辞林)。 
3 朝日新聞記事データベース「聞蔵」にて2014年7月25日、現在にアップロードされた記事を対

象にキーワード検索を行う。 
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において孤独死の言葉が入った記事は、2221件、同じ期間に“孤立死”の

言葉が入った記事は148件検索された。特に孤独死を言及した記事が、199

5年から急激に増加してその後2000年に入ってから少し収まったが、2005

年からはまた増加傾向となる。表１のデータを元にしたグラフ１をみると、

ある時期に急激に増加したポイントがあり、ある程度時間が経つとまた減

少するパターンが目立つ。極めて高く上昇した年は、1997年(157件)、200

7年(171件)、2012年(311件)である。 

 

表１.朝日新聞の記事における“孤独死”及び“孤立死”の登場件数 

期間(年) 孤独死 孤立死 計 

1970～1979 17 0 17 

1980～1989 3 0 3 

1990～1994 10 0 10 

1995～1999 499 0 499 

2000～2004 237 0 237 

2005～2009 531 7 538 

2010～2014 776 141 917 

計 2073 148 2221 
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グラフ１．孤独死を言及した記事の数 

 

* 元データ；朝日新聞、朝日新聞デジタル、アエラ、週間朝日における孤

独死や孤立死を言及した記事の数(1970年～2014年まで) 

  

 この調査はキーワード検索の方法で行った。キーワードの検索は朝日新

聞紙面に掲載された記事の見出しや本文に使われている言葉を手掛かりに

検索する全文検索方式で、記事テキスト本文と見出しからそのキーワード

が入っているとヒットする。この結果は、見出しや本文の中に“孤独死”

の言葉か使われたものがすべての記事が検索されるため、必ずしも記事の

内容が“孤独死”であるとは限らないが、それにしても2221件もの“孤独

死”を言及した記事があることは、孤独死の現象及びこれを巡る言説がい

かに注目され、頻繁に話題となったのかを示す重要な指標となりうる。 
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グラフ１で見られるように孤独死の言説が1997年を基点に急増し、その

後2003年までしばらく言及されなくなったり、それからまた2007年までは

増加し、2008年に少し減少するが、2012年まで持続的に増加したことの原

因は何か。1970年代に孤独死の現象が知られるようになったにもかかわら

ず、1997年までそれほど話題とならなかった原因は何か。それから1997年

を基点に言説が増加し続けた理由は何か。三つのポイントとなる時期にお

いて孤独死の言説が急激に増えた理由は何か。本研究では、これらの疑問

から孤独死の言説について分析を行う。 

要するに、本論文における研究問題は、現代日本社会において孤独死を

論ずる言説が孤独死の持つ社会問題性をよく表す認識に立ち、これら言説

のテキストにある日本社会における孤独死の問題の本質について解明する

ことである。孤独死の言説の拡散と実際に孤独死が発生した件数に因果関

係はあるか。 孤独死はいかなる経緯から人々に認識され、問題視される

ようになったか。一般的に認識される孤独死の条件；高齢、貧困、単身、

無縁、孤立した暮らしなどは変動し続ける日本社会においてまだ有効であ

るか。社会の変動によって新しく浮び上がった“個人化”、“無縁社会”、

“孤族”の概念によって孤独死を論ずる言説に変化はあったか。 
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２．先行研究 

 

 孤独死がマスメディアにて大いに取上げられて注目される社会的現象で

あるわりに研究の領域においての関心は少なかったと言えよう。2014年7

月現在、論文や図書・雑誌などの学術情報で検索できるデータベース・サ

ービスで CiNii（NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]）にて孤独死のキー

ワードが入った論文は270件、孤立死は100件がある。ところが、個人的備

忘録や政治的記事、支援方法のみに特化しているものや重複する論文をも

含んだ結果であり、実質はこれより少ない。 

孤独死についての研究は、主に発生の原因と経過、対策について福祉政

策という観点から分析するものが多い。中沢ら(2008)は、単身世帯の増加

と地域生活における人間関係の変化を孤独死発生の背景とし、松戸市常葉

平団地で行われた「孤独死ゼロ作戦」や各地自体で行われた孤独死への防

止対策を提案を行う。阪神・淡路大震災後、仮設住宅における孤独死の発

生実態を調査し、応急仮設住宅の運営に関する提案(田中ら、2010)、孤独

死対策のための政策(黒岩、菊池、2012)、孤独死の現状を地域別統計調査

(根本、2009)に注目し、現状の把握と政策提案が主な内容で孤独死問題の

解決にむけて福祉の観点から接近するものが多かった。しかし孤独死の防

止や解決に向けての福祉政策の改造、コミュニティの活性化などの理想的

対案を提示しようとしたあまり、現象を社会の変動という脈略で客観的に
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把握するには限界があった。 

 

表２．孤独死を巡る主な調査研究報告書 

発表年度 題名 発表元 

1973年 
「一人ぐらしで死亡した老人の実

態調査」 
全国社会福祉協議会 

1974年 「孤独死老人追跡調査報告書」 全国社会福祉協議会 

2000年 

「社会的な援助を要する人々に対

する社会福祉のあり方に関する検

討会」 

社会的な援護を要す

る人々に対する社会

福祉のあり方に関す

る検討会委員 (厚生

労働省) 

2007年 
「孤独死に関する対策等につい

て」 
UR都市機構 

2007年 

「高齢者等が一人でも安心して暮

らせるコミュニティ作り推進会

議」(「孤立死」ゼロを目指して) 

高齢者等が一人でも

安心して暮らせるコ

ミュニティ作り推進

会議(厚生労働省) 

2010年 
「東京23区における孤独死の実

態」 
東京都監察医務院 

2011年 

セルフネグレックトと孤立死に関

する実態把握と地域支援のあり方

に関する調査研究報告書 

株式会社ニッセイ基

礎研究所 
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 一方、「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティ作り推進会

議」(「孤立死」ゼロを目指して)(高齢者等が一人でも安心して暮らせる

コミュニティ作り推進会議2007)、「セルフネグレックトと孤立死に関す

る実態把握と地域支援のあり方に関する調査研究報告書」(株式会社ニッ

セイ基礎研究所2011) は孤独死の研究対象を高齢者に狭め、人口構造と世

帯形態変化、人間関係の断絶といった観点から孤独死の問題性を指摘する

が、一般的な孤独死の発生条件、つまり高齢、貧困、単身などのカテゴリ

に属しない新しい層で孤独死が起きているとこへの説明が欠ける。 

   

 

第二章 孤独死の状況 

 

１．孤独死の発生状況 

 全国における孤独死の発生調査はまだ行わず、これまで日本で発生した

孤独死の件数は、わからないままである。しかし幾つかの地方自治体や公

共団体では限られた地域において孤独死の発生状況を調査し、発表してい

る。この調査結果から全体像を推測すると、孤独死の増加傾向が浮かび上

がる。特に団地、公営住宅のある郊外・都市部、被災地での発生が著しい

が、その原因であると言われる高齢化などの人口構成や世帯構成の変化と

の蓋然性については、さらなる研究が必要であろう。次は主な調査研究報
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告書などから抜粋した孤独死の発生件数である。 

 

 東京監察医務院(2010)によると、東京都23区において昭和62年

(1987)；1123名、平成18年(2006)；3395名発生 

 UR都市機構によると、総数で1999年227人から2006年517人と2.5倍、

内65歳以上の比率94人から326人と3.5倍になり、発生件数の増加

傾向、その中で高齢者の増加が著しい 

 ニッセイ基礎研究所(2011)、「死後4日以上経過して発見されら人」

が全国で1万5600人を超える可能性がある 

 「仮設住宅の孤独死、3年間に190人阪神大震災後、兵庫県警発表」

(朝日新聞1998年01月09日) 

  

孤独死の発生件数について把握しているのは、地方自治体４７都道府県

のうち、宮城県、高知県、鹿児島県の３県のみという4。宮城県だけが

2006年から2011年まで持続的な行われたものの、2011年は抜けている。高

知県、鹿児島県での統計もたったの一回で止まり、発生状況と推移を把握

するには限界がある。 

  

 

                                           

4 毎日新聞「 孤独死:統計は３県のみ 統一基準設定には賛否 独自定義 数値

に差」2012年9月1日付 
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表３．3県における孤独死の発生件数 

集計年度 宮城 高知 鹿児島 

2006～2008 29 － － 

2009 12 － － 

2010 7 － 24 

2011 統計なし 62 統計なし 

  * 出展；毎日新聞(2012年9月1日付) 

 

東京都監察医務院が発表した「東京都23区におけるの孤独死の実態」に

よると、昭和62年がら平成18年までの男女別の孤独死の発生件数をみると、

昭和62年では、男性は788人、女性は335人が孤独死した。男女とも年々増

加傾向にあって特に男性での伸び率が高い。平成18年孤独死の発生件数は、

男女合わせて3395件(うち男性2362人、女性1033人)と集計された。単純計

算すると一日あたり10人前後が東京都内で孤独死しているということにな

る。 
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図１．東京都23区における男女別の孤独死発生件数5 

 

 

図２．東京都23区における男女別年齢別の孤独死発生件数 

 

  

                                           

5 図1、図2 出展； 東京都監察医務院(2010)「東京都23区におけるの孤独死の実態」 
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一方、民間研究機関である「ニッセイ基礎研究所」は 「東京都23区に

おける孤独死の発生数」と「人口動態統計(厚生労働省発表)」の資料を基

に全国における65歳以上高齢者の孤独死数の推計値を発表した。これによ

ると、仮に東京都23 区内での発生確率が全国都道府県においてもほぼ同

水準であるとすれば、全国において年間15,603人(そのうち、男性が

10,621人、女性が4981人)の高齢者が、死後「４日以上」、2万6,821人(そ

のうち、男性が16,616人、女性が10,204人)の高齢者が死後「２日以上」

を経て発見される状態で亡くなっていることになるという。全数調査のな

い現時点では、推定値とは言えども全国での孤独死の発生件数を示したも

の報告書は、ニッセイ基礎研究所で発表したこの資料以外ない故に、65歳

以上の高齢者の孤独死数を計る唯一の目安であると言えよう。 

 以上の孤独死の統計はそれぞれ異なる定義の基で作成され、単純比較は

できないにしてもその差が激しい。以上の孤独死の発生件数の調査結果か

ら各地で孤独死が確実に発生し、増加傾向にあることがわかった。しかし

序説孤独死の発生は年々実態と言説は不一致。しかし孤独死の発生状況の

全体象は分からずのままであり、孤独死を言及した言説の数が圧倒的に多

いことは、孤独死現象のそのもの以外に言説において社会的問題としての

孤独死の属性が一層明確に現れるからである。 
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表４. 孤独死の発生状況 

内容 対象 発生件数 発表元 

公営住宅における高齢

者の孤独死 

公営住宅居住

者(全国) 
1,148人 国道交通省 

URの賃貸住宅への入居

者のうち、住戸内で誰

にも看取られずになく

なった者の数 

都市再生機構 

賃貸住宅入居

者 

665人(内、

高齢者472

人) 

都市再生機構 

9年間の阪神大震災復興

住宅での孤独死数 

阪神大震災 

復興住宅居住

者 

568人(2000

～2008年) 

兵庫県警の検視

データ 

(2000～2008年) 

年間の孤独死発生(千葉

県松戸市) 
全世帯 

110人(内、

高齢者；76

人) 

松戸市 

孤独死実態調査

(2009年) 

189人 

松戸市 

常磐平団地自治

会(2013年) 

年間の異常死のうち、

65歳以上の一人暮らし

の者が自宅で死亡した

数(東京都) 

東京都内 

異常死該当数 
2,194人 

東京都監視医務

院の検視・検案

データ(2010年) 
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２． 定型がない孤独死 

 

家族ぐるみの孤独死 

 多くの研究や調査において一般的に受け入れられている孤独死の条件と

して“単身”であることがよく挙げられるが、次の事例からそうではない

ことが証明されている。 

 

 湖末枝さんと、知的障害がある妹の恵さん（同４０）の遺体が、

札幌市白石区にあるマンションの一室で見つかったのは、１２年１

月２０日のことだ。湖末枝さんはフリースやジャンパーなどを何枚

も着込み、寝室のベッド近くにあおむけに倒れていた。死因は脳内

血腫。前年の１２月２０日以降に受信した携帯電話の迷惑メールを

消した形跡がないため、２０日に亡くなった可能性が高い。同じ日、

湖末枝さんの携帯には「１１１」という番号への発信記録も残され

ていた。警察は、恵さんが１１０番通報しようとしたものの、障害

のため正しく操作できなかったとみている。一方、恵さんはパジャ

マを着て、寝室のベッドで布団を半分かけた状態で横たわっていた。

湖末枝さんが亡くなった後も半月以上は生きていたようで、今年１

月上旬から中旬にかけて凍死したとみられている6。 

                                           

6 週刊朝日(2012.07.20.)(検証・孤立死：中）看取りなき別れ 誰にも届かなかった姉妹のＳＯＳ 



14 

 この他にも釧路市のアパートの一室で妻(72)は死後約40日、夫(84)は死

後約20日が過ぎてから遺体が見つかったり7、相次ぐ家族の孤独死の事例

が報道された。何れも家族構成人の中に障害者がいて極貧の状況で生活保

護も受けず、電気とガスが止められているなどと厳しい生活をしていたこ

とと燐近所との付き合いは無かったことが報じられた。白石区役所や札幌

白石署への取材によると札幌市の姉妹は次のようないきさつで家族孤独死

に至ってしまったという。 

 

 2007年8月、滝川市に住んでいた妹が札幌市に引っ越し、姉とアパ

ートで同居を始める。2007年9月～2011年4月、地域の相談支援事業

所が窓口になり、面接や電話で合わせて８回ほど、妹のグループホ

ーム入所を勧めるなどしたが、妹の在宅希望が強いとして断る。

2010年6月、姉が白石区役所を訪れ、「生活に困っている」と相談。

失業していることや妹が障害基礎年金を受け取っていることを伝え

る。2011年4月、姉が再び区役所を訪問。就職に向けた訓練を受けて

いるが、教育訓練給付金を受け取るまでの生活が不安と訴える。相

談員がレトルト食品の無償提供があることを教えると、１週間分を

受け取る。2011年6月、姉が三度（みたび）、区役所を訪れ、「失業

中で困っている」と伝える。これまで区役所を訪れた３度とも、相

                                           

7 朝日新聞(2012.01.20)「孤独死」相次ぐ… 札幌で４０代姉妹・釧路で高齢夫婦 近所づきあい

薄く 
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談員が生活保護制度を説明し、「申請しますか」と尋ねたが、「ま

た来ます」と帰る。2011年11月末ごろ、ガスがストップ。2011年12

月中旬からアパートの管理会社が連絡を取り続けたが、応答なし。

12月15日、妹の障害基礎年金が振り込まれる。12月下旬から1月初旬、

姉が病死。2012年1月初めごろ、電気がストップ。2012月1月初旬か

ら中旬、妹が凍死。1月20日、姉妹が遺体で見つかる8。 

 

社会保障制度にも救われず 

  報道によると 孤独死の追われた姉妹の姉は何度も手助けを求めて区役

所へ相談に訪れていた。40代の若さで生活に十分な所得が得られる就労が

できたはずだが、要介護者を抱えていたため、“在宅希望”を貫くしかな

かっただろう。困難な生活を自力で打開することが全くできないことが明

らかだったにもかかわらず、生活支援を受けることは結局できなかった。 

 

 白石区役所によると、妹の知的障害は中程度で、滝川市で一人暮

らしをしながら障害者通所施設でクリーニングの仕事をしていた。

だが、体を壊し、２００７年８月、札幌市にいる姉を頼って身を寄

せた。姉妹の収入は妹の障害基礎年金だった。支給されるのは２カ

月分で１３万円余り。最近では昨年１２月１５日に振り込まれてい

                                           

8 朝日新聞(2012.01.31.) 孤独死防ぎたい 冬の札幌、アパートの一室で姉が病死・傷害のある

妹が凍死 
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た。 

 区役所保護１課によると、姉は１０年６月、１１年４月、６月の

計３回、相談に訪れていた。姉はかつて文具店やスーパーに勤めて

いたが、相談時は無職だった。雇用保険や、失業者に対する教育訓

練の給付金を受給していた時期で、生活保護の申請にためらいがあ

るように見えたという。「申請する意思があったら、その日のうち

に申請できた。意思がどの程度まで強かったかは分からない」と担

当者は打ち明ける。 

 窓口では、相談に訪れた人がやせ細っていたり、「ご飯を食べて

いない」と話したりしていたら記録しておく。姉のこうした記録は

残っておらず、「切羽詰まった危機感は感じられなかったようだ」

と振り返る。区役所介護障がい担当課によると、妹については福祉

サービスを勧めるなどしていた。就労支援のための作業所を見学し

たこともあったが、在宅希望が強く、実現しなかったという9。 

 

血縁・地縁・社縁には頼れない 

 内閣府が家族・地域・職場でのつながりについて実施した「平成18年度 

国民生活選好度調査」によると、ご近所に「互いに相談としたり日用品の

貸し借りをするなど、生活面で協力し合っている人」が一人もいない人の

                                           

9 朝日新聞(2012.01.22) 孤独死防ぎたい 冬の札幌、アパートの一室で姉が病死・傷害

のある妹が凍死  
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割合は、65.4％と全体の約3分の2を占める。「日常的に立ち話をする程度

の付き合いの人」が一人もいない人の割合も33.1％と約3分の1を占め、ご

近所との関係が疎遠な人が少なくないことがわかった。「あいさつ程度の

最小限の付き合いの人」が一人もいない人も約1割存在した。 

 2012年2月13日、東京都立川市のマンションで、母の田上友貴さんはフ

ローリングの床に倒れ、息子の蓮くんはすぐそばのソファにうつぶせにな

った状態で死後１～２カ月の遺体で発見された。４歳の息子は知的障害と

発達障害を併せ持っていたが、関係者の間では、この母子の危うさは共有

されていなかった。 

 

 司法解剖の結果、友貴さんの死因はくも膜下出血だった。蓮くん

は友貴さんが亡くなってからも、１週間から１０日は生きていたよ

うだ。死因は特定されていないが、衰弱死(＝餓死)だとみられてい

る。胃の中は空っぽで脱水状態。体重は４歳児平均も16.4キロを大

きく下回る9キロしかなかった。オムツもかなり汚れていた。(略)友

貴さんは転居後、近隣住民とは距離を置いていたものの、引っ越し

当初からさまざまな行政サービスを積極的に活用していた。にもか

かわらず、関係機関の間で、この母子がハイリスクな世帯だという

認識が共有されていた形跡はない10。 

                                           

10 週間朝日(2012.07.27.) （検証・孤立死：下）看取りなき別れ 衰弱死した４歳児、母子家庭の

危うさ共有されず 
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第三章 孤独死の言説の形成 

 

１．孤独死の社会問題化 

  孤独死という用語の登場は最近のことではなく、1970年代の初頭新聞

地面上「孤独死」という言葉が始めて使われるようになった。高齢化と単

身化という人口構造の変化から生じた社会変動が注目されるようになった

時期でもある。 孤独死が社会問題化し始めたのは1970年代である。 小

辻・小林(2011)によると、現在の孤独死と称されるような、独居者が誰に

も看取られることなく死亡し、死後幾日も経ってから発見される、という

事例は、以前から、それこそ明治時代の新聞紙面からも少ないながら散見

されるという。しかし新聞記事に孤独死という言葉が登場するのは、1970

年代であり、1970年4月16日、朝日新聞の記事にて初出していた。 

 

 十五日夜東京・荒川のアパートで独身青年の病死がたずねて来た

同僚によって一週間ぶりにわかった。死んでいたのは、荒川区東日

暮里（中略）△△△△さん（二〇）で荒川署の調べによると、斉藤

さんは九日から会社を休んでおり、階下の共同新聞受けには九日付

朝刊からの新聞がたまっていた。同じアパートに住んでいる人たち

との付き合いがなく、新聞がたまっていても出張ではないかとだれ

も気にもとめなかったという。△△さんは昨年秋、脊椎カリエスを
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わずらい、千葉県柏市の会社へ勤めながら通院していた。月に二、

三日休むため会社でも「また休んでいる」としか思っていなかった。

ところがあまり長く休むので同僚が十五日夜にたずねてみると、居

間のフトンの中で死んでいた。」「また東京の孤独死一週間目発見」

（1970年4月16日付朝日新聞） 

 

次の記事をみると、“また”と見出しが始まっていることからこの記事

が書かれる以前にも孤独死が報じられたことがわかる。今通用されている

孤独死の概念は約４０年も前にすでに用いられいた。これを踏まえると孤

独死をごく最近に始まった出来事であるかのような認識は間違いである。

内閣府が実施した高齢者調査によると「孤独死を身近に感じる」と答えた

回答者は、42.9％に上る 。これをみる限り孤独死現象への社会的な不安

は大きいようだが、このように人々が孤独死が自分の身の回りで起こりえ

ることを認識し、身近に感じるようになったのはいつからで、またそのき

っかけとなったイベントは何だっただろうか。 

 

「また東京の孤独死 一週間目発見 十五日夜東京・荒川のアパ

ートで独身青年の病死がたずねて来た同僚によって一週間ぶりにわ

かった。死んでいたのは、荒川区東日暮里（中略）△△△△さん

（二〇）で荒川署の調べによると、斉藤さんは九日から会社を休ん
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でおり、階下の共同新聞受けには九日付朝刊からの新聞がたまって

いた。同じアパートに住んでいる人たちとの付き合いがなく、新聞

がたまっていても出張ではないかとだれも気にもとめなかったとい

う。（1970年4月16日朝日新聞）  

“高齢者＋近所付き合いのない＋一人暮らし”の状況下の死 

（1973年11月19日朝日新聞） 

 老人の孤独死 月末から実態調査 一人暮らし 放置される４６

万人（1977年2月7日朝日新聞） 

 

 1974年9月全国社会福祉協議会と全国民生委員児童委員協議会が発刊し

た「孤独死老人追跡調査報告書」によると、「孤独死する老人を0にする

ための運動を全国的に展開している」と前提した上で、1972年1年間発生

した高齢者の孤独死の件数及び死亡当時の状況を担当の民生委員が回りに

聞き取り調査を行った結果をまとめた。しかしこの報告書で取上げられた

孤独死は、自殺や持病で病院で死亡したケース、親戚に看取られて死亡し

たケースまでも含んでいて本研究における孤独死の分析の範囲からは外れ

る。といっても1970年代の状況下で、孤独死する老人に本格的にスポット

ライトを当てるこの報告書は意味深いもの言えよう。まず、日本の“福祉

元年”とも呼ばれた1973年の年金・医療を含む社会保障給与の大幅な改正

は日本経済が欧米先進国のレベルに比肩するまで発展した一方で、高齢化



21 

の指標ともなる65歳以上の人口が初めて7％を超え、今や当たり前な高齢

化社会がやっと注目を浴び始める時であった。まだ家父長的家族制度がな

かなか根強い当時は家族の役割に大いに頼り、福祉サービスの相当部分を

完全に家族に任せる形で大規模の公共事業への支出、完全雇用の達成、地

域間の水平的再分配を追及していた。公共事業の推進によって社会保障の

機能を代替していたため、近代の家父長的家族の役割は最も重要であった。

このような当時の状況下で孤独死の問題の出現は重且つ大なる問題として

受け入れられた。1970年代の孤独死の報道には、孤独死の現象を身近で目

撃した地域住民のインタービューや孤独死の現象に対する社会一般の“驚

き”や“違和感”といった反応が入れられることで物質の豊かの一面に都

市社会にある希薄な人間関係や生活者の孤独といったイメージが作り出さ

れた。それから全国社会福祉協議会が発表した「ねたきり老人全国調査」

報告書などから浮き彫りになった悲惨な老年の暮らしや高齢者の経済状況、

健康と医療の問題なども孤独死の現象とともに言及されるようになった。

高齢者の暮らしが福祉制度の不備に関係があるという主張は当時の“老人

ブーム”、“福祉元年”のような言葉通り日本の社会福政策の拡大と一脈

相通する。題化した孤独死はこのような環境下であまり注目されなくなっ

た。 

 東京・新宿区のマンションで四日夜、一人住いの老人が、病死体

で見つかった。警察の調べでは、死後九日もたっており、死んだま
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ま、だれにも気づかれずに年を越した。(略)このマンションは八階

建てで百十戸はいっている。管理人、米谷周樹さんの話では、白坂

さんは買い物などに出るのを時どき見かけたが、あまり話合うこと

もなく、暮らしぶりなどは、まったくわからなかった。「まさか部

屋でなくなっているとは……。でも近所付合いのないマンションで

は、当然ともいえるでしょうか」「囲まれた空間」の孤独な死、マ

ンションの老人、9日後に発見 都会の孤独死（1972年1月5日） 

 

『生活保護、辞退の強要禁止 国、自治体を指導 北九州市の孤

独死受け（2007年9月8日）』 辞退届により生活保護を廃止され

た北九州市の男性（当時５２）が孤独死した問題を受け、厚生労

働省は、自治体の保護担当者を集めた会議で「辞退届の提出を強

要してはならず、保護廃止を決める際には自立のめどを聞くなど

十分に留意する必要がある」と指導した。これを受け、同市は７

日、国の見解を福祉事務所に伝えた。 

 

  青柳は1970年代に見出される「孤独死」報道の特徴として、「都市部

には非常に多くの人々が暮らしているにもかかわらず、誰にも看取られる

ことのない死を迎える人がいるのだという事実に対する人々の驚きや違和

感」を挙げている（青柳2008：81）。たとえば1977年10月に、70歳の男性
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が新幹線の車内で死亡し、終点東京駅まで誰にも気づかれなかったことを

「孤独死」と表現している記事は、当時のそうした特徴を顕著に示す事例

として引き合いに出される（青柳2008：81、小辻・小林2011：125、堀

2012：49）。1970年代の新聞記事を分析した堀によれば、挙げられている

11件のうち４件が20歳代、65歳以上は3件のみで、1970年代の事件･事故記

事に限って言えば、「『高齢者』『自宅での死』が孤独死を構成する主要

な要素で・・・・はない点において、今日とは異なる様相を確認すること

ができる」（堀2012：48-9、傍点は新田による）。高度経済成長期、ベビ

ーブーマーを中心に都市への人口流出が増大し、居住形態や生活スタイル

も都市化しつつあるなかで、「1970年代の孤独死には、都市社会における

希薄な人間関係における生活者の『孤独』といった像が強く投影されてい

た」のである（堀2012：50）。 

 

 

２．人口構造・世帯構成の変化 

 孤独死の発生と孤独死を巡る言説の拡散には、高齢化や単身世帯の増加、

社会の変動が大いに関係する。まず、日本における人口と世帯構造の変化

について考察し、孤独死が社会問題化し始めた1970年代から孤独死への認

識が定着した1990年代までの過程について分析しよう。 
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図５．高齢者人口及び割合の推移 

 
* 出展；総務省統計局「高齢者の人口」11 

** 元データ；昭和25年～平成22年まで「国勢調査」、平成24年・25年は「人口

推計」平成27年以降は「日本の将来推計人口平成24年1月推計」 

  

図５は、1950年から2035年までの高齢者人口及び割合の推移を示すもの

である。日本における高齢者人口の総人口に占める割合は、1970年に7％

を超え、1985年に10％を超え、20年後の2005年には20％を超え、その８年

後の2013年に高齢者の人口は3186万人で25.0％となり、初めて４人に１人

が高齢者となった。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この

割合は今後も上昇を続け、年には33.4％となり、３人に１人が高齢者にな

ると見込まれている。急速に進む高齢化が孤独死の背景とされる理由には、

高齢化によって高齢者のいる世帯の増加、そして単身高齢世帯の増加につ

                                           

11 総務省統計局「高齢者の人口」http://www.stat.go.jp/data/topics/topi721.htm 
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ながっているからである。 

 1960年から2010年までの総世帯及び世帯の種類別数の変化を示した表5

をみると、1960年から1970年にかけて単身世帯の数の数が大幅に増加した

ころがわかる。その後も単身世帯の数は増加し続け、2010年には全体の約

30％を占めるようになった。 

 

  表５.総世帯および世帯の種類別世帯数(単位；1,000世帯)12 

年次 総世帯 
一 般 世 帯 

総  数 単独世帯 

1960 20,860 22,539 3,722 

1965 24,290 … … 

1970 28,093 30,297 6,137 

1975 32,141 33,596 6,561 

1980 36,015 35,824 7,105 

1985 38,133 37,980 7,895 

1990 41,036 40,670 9,390 

1995 44,108 43,900 11,239 

2000 47,063 46,782 12,911 

2005 49,566 49,063 14,457 

2010 51,951 51,842 16,785 

  

                                           

12 出展：総務省統計局「国勢調査報告」 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/ 
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前節で、1970年代に孤独死が始めて新聞に登場し、社会問題化し始めた

ことを指摘したが、単身世帯の急激な増加する時期と一致している。単身

世帯の増加要因は、年齢階層別人口の増加に伴う「人口要因」と、結婚・

世帯形成行動の変化に伴う「非人口要因」に分けられる。80歳以上の男女

と70代男性で単身世帯が増加したのは、長寿化による年齢階層別人口の増

加が主因と考えられる。一方、60 代男性における単身世帯の伸びは、年

齢階層別人口の増加とともに、「未婚」と「離別」の増加が要因である。

さらに50代男性の単身世帯の伸びは、非人口要因が主因となり、その多く

は「未婚」の増加によると考えられる。単身世帯の増加の背景には、高齢

者人口の増加に加えて、50代・60代男性を中心に「未婚」や「離婚」の増

加といった結婚・世帯形成行動の変化があげられる13。 

  単身世帯の増加には晩婚・晩産化のほか一度も結婚をしていない生涯

未婚者の増加も影響している。国立社会保障・人口問題研究所によると日

本における生涯未婚者（５０歳時点の未婚率）は、2010年に男性が２０・

１４％、女性は１０・６１％。20年前の1990年時点では男性が５・５７％、

女性は４・３３％で、特に男性の急伸が目立つ14。図６をみると、1990年

を基点に生涯未婚率が男女ともに急上昇している。 

                                           

13 単身世帯の増加と求められるセーフティネットの再構築―「ひとりでも生きられる社会」に向け

て― 2008 年2008 年12 月 みずほ情報総研 
14 朝日新聞(2013年06月26日)「晩産化」初産、３０歳超す 「非婚化」男性２割 女性１割 少子

化白書 
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図６．生涯未婚率の男女別推移15 

 

    * 出展；内閣府男女協同参画局「誕生共同参画とは」 

    ** 「国政調査」のデータより作成 

 

 1955年から75年の高度経済成長が、大規模な人口移動を引き起こした。

都市部に流入してきた若年層は家族形成期を迎える頃、住居形態として

「団地」が普及された。比較的若い核家族世帯で、世帯主が高学歴穂輪音

カラーであることといった属性を共有していた故に、当時の団地における

人間関係はかなり濃密であったといわれている。団地自治会が形成され、

さまざまなスポーツや文化活動などをするサークルが沢山形成されたそう

だ。しかし次第に団地の老朽化も進み、年齢や家族構成の異なる人々が暮

                                           

15 http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h25/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-20.h

tml 
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らすようになった。問題関心の共有という求心力を失ったことで、以前の

ような活発な活動、「近所づきあい」はなくなった16。 

 

  

３．阪神淡路大震災における孤独死の言説 

 高齢化や単身世帯の増加、近所付き合いの希薄化が進むなかで、孤独死

はこれらの社会構造的変動と関係のある諸問題程度に位置づけられていた。

しかし1995年1月17日午前5時46分に発生した阪神淡路大震災を基点に孤独

死は、マスメディア、学術研究や調査の領域にて頻繁に採り上げられるよ

うになると同時に、疾病や障害、失業にともなう貧困、家族関係の崩壊の

末の地域からの離脱というかたちで折り重なる社会的排除の結果として起

きる問題という認識は広かるようになった。 

 小辻ら(2011)の調査によると阪神・淡路大震災での孤独死が最初に紙面

でニュース記事として報道された(社説やコラム、論説記事ではなく、ス

トレートニュースとして報道されたもの)のは、朝日新聞の場合、1995年6

月19日付で、次の記事である。 

 

 「明石の仮設住宅でお年寄り病死 死後2、3 日【大阪】 

   十五日午後三時半ごろ、兵庫県明石市鳥羽の仮設住宅で、新聞

                                           

16 青柳涼子(2008)「孤独死の社会的背景」 
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集金員△△△△さん（七一）が死んでいるのを明石保健所の保健婦

が見つけた。明石署の調べでは、死後二、三日で、急性心不全で病

死したとみられる。仮設住宅での高齢者の孤独死は、分かっている

だけで、△△さんで六人。調べによると、△△さんは居間のこたつ

に足を入れた状態で仰向けに倒れていた。妻（六七）は約二十年前

から入院中で、同市王子二丁目のアパートで一人暮らしをしていた

が、阪神大震災で全壊したため、四月十七日に仮設住宅に一人で入

居した。三日前には近所の人が見かけていたという。」 

 

 震災から約5ヵ月後の記事で、この記事によれば被災地の仮設住宅での

孤独死は6人目だという。読売新聞では、6月9日付に「震災仮設住宅でま

た孤独死 67歳男性 死後2、3週間／神戸・兵庫区」という大阪本社版の

記事があり、このときが3人目という。阪神・淡路大震災による仮設住宅

は震災から約5 年後の2000年1月に全て解消されたが、それまでの間に発

生した孤独死は233人に上るという17。 

  また、被災した人々が仮設住宅から移り住んだ神戸市の復興住宅で

1995年～2003年までの間に発生した孤独死は190件とされる。2009年1月16

日付の朝日新聞記事では「阪神大震災で被災し、神戸市の災害復興住宅に

暮らす高齢者の4割が地域に友人を持たず、3割が「今でも地震を思い出し、

                                           
17 朝日新聞(2000年1月14日付)「阪神大震災の仮設住宅孤独死、233人【大阪】」 
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不安になる」と訴えていることを報道した。  

 

 社会問題化した1970年の孤独死に対する論調と比較すると、阪神淡路大

震を機に、孤独死の条件のように言われていた低所得、高齢、単身、近所

付き合いの不在といった要素に加え、“社会的孤立”や“誰にでも起こり

うる”などのような問題性が一緒に言及されるようになった。疾病や障害、

失業と貧困、家族関係の崩壊と地域社会・コミュニティとのかかわりがな

くなるといったこれまで縮尺されてきた問題が、災害を通じて一揆に表に

現れたことも災害後孤独死に関する言説が増加した理由であると思われる。

そして仮設住宅という特殊な環境において起きた“社会的孤立”とその状

況下で、同時多発的に起きた孤独死へ大きな関心が寄せられる。 

 

「孤独死の「生」を追った。 阪神大震災・被災地は訴える」 神

戸市中央区の人工島、ポートアイランドの仮設住宅。約八百戸が並

んで建つ即席住宅の一室で、Ａさんの遺体が発見されたと報じられ

たのは、 街路樹が色づき始めたばかりの九月末のことだった。彼の

死は、わずか 三十八歳という年齢と、死後十カ月近く誰にも気づか

れなかったことで、多くの人にショックを与えたのだった。(1996年

12月02日、アエラ)  
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震災仮設住宅での孤独死へ、鎮魂の美術展 京都の美術家（1997年

05月09日） 

５６歳男性が孤独死 阪神大震災の仮設住宅 神戸（1997年05月04

日） 

神戸・須磨区の仮設住宅で男性が孤独死 兵庫県で１５０人目

（1997年05月02日） 

 

 神戸市は四日、阪神大震災の仮設住宅に住む単身者を六日から戸

別訪問して安否を確認する、と発表した。いわゆる「孤独死」が百

人を超え、神戸市中央区の仮設住宅で九月末、死後十カ月とみられ

る男性（三八）の遺体がみつかったことから、厚生省と連絡を取り

合って、緊急に実施することにした。必要な人には保健・福祉サー

ビスを提供、所在が分からなければ、警察の立ち会いで室内を確認

する。また、十一月には仮設住宅の入居者全員に対し、郵送による

健康調査をし、区役所などの支援態勢も強化する。『「孤独死」防

止に個別訪問 仮設住宅の単身者対象 神戸市（1996年10月5日）』  

 

 以上のように仮設住宅における孤独死の問題は大きく報道されるほか、

額田勲『孤独死』(1999)は、仮設診療所の医師として向き合った人々の生

きることや死ぬことについて人間的悲しみと孤独死の問題を考察した。額
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田は著書にて「低所得で、慢性疾患に罹病していて、完全に社会的に孤立

した人間が、劣悪な住居もしくは周辺領域で、病死および、自死に至ると

き、そういう死を“孤独死”と呼ぶ。「孤独死」をこのように定義づけ、

別居子や隣人・知人との交流が一定程度あり比較的生活の安定した高齢者

の、心不全等による突然死を「独居死」と呼び、「孤独死」とは分けて考

えるべきと主張している（額田1999）。 

 

  「勝村さんは、震災後一人で黙々と酒ばかり飲み続け、ほかの

住民と行き来するでもなく、テレビとだけ会話するような毎日を送

り、ほんとうに孤独に一年間を過ごした。しかし、最後は集中治療

室のベッドサイドに毎日医師、看護師など多くの人たちが次々とや

ってきてその人たちに見まもられて死んだので『孤独死』として報

じられることはなかった。大震災からちょうど三百六十五日後の死。

彼が災害の時辛うじて一命をとりとめたのは、この間に生活と人格

をどんどんと荒廃させて、まるで一年後にいっそう無残な死をとげ

る運命だったかのようである。なにかゆっくりと自分を死へと追い

つめていった、いわば緩慢な自殺といったことのように思われてな

らない」（額田1999） 

 

 堀（2012）は「阪神・淡路大震災は孤独死を再発見した」と表現し、額
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田の業績のみならず、阪神・淡路大震災を伝える新聞報道が「孤独死」に

ついてわれわれにもたらした認識を、以下の３点に整理した。第１に、そ

れまでは「孤独死」といっても車中や路上など自宅外での死亡を排除する

ものではなかったが、1995年以降は例外を除き居宅での死亡という条件に

おいて捉えられるようになったこと、第２に、額田らが仮設診療所で展開

した孤独死予防対策を基盤として、貧困や医療などといった「孤独死」の

諸要因と対策が検討に付されたこと、第３に、「孤独死」とは何か、何を

もって「孤独死」と呼ぶかという問いかけが見られるようになったことで

ある。そうして被災者の仮設住宅における「孤独死」の実情は、われわれ

に「孤独死」に関する認識枠組みを提供した。すなわち、それは構造的問

題であり、疾病や障害、失業にともなう貧困、家族関係の崩壊の末の地域

からの離脱というかたちで折り重なる社会的排除の結果であって、一部の

特殊な生活環境下で発生した事態ではなく、身近な地域のなかで日常的に

起こっている現象かもしれないという気づきである。70年代には少なくと

も一般的・明示的には結び付けられていなかった、貧困と「孤独死」の関

連性が浮かび上がってきたのである18。 

 

 

                                           

18 堀崇樹（2012）「 新聞報道にみる孤独死の動向と問題の所在」社会学論叢 No.173:

41-60．、 新田雅子(2013)「孤独死」あるいは「孤立死」に関する福祉社会学的考察：実践

のために」札幌学院大学人文学会紀要 第93号 から再引用。 
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第四章 個人化・無縁社会の到来と孤独死 

 

１．個人化・無縁社会における孤独死 

 2000年以降、孤独死は社会構造的問題であるという認識の枠組みからさ

らに拡張し、広い範囲で論ずられるようになる。新しく登場した“個人

化”、“無縁社会”、“孤族”は、言葉通り、これまで自然に思われてき

た血縁・地縁・社縁がすべて喪失してしまった日本社会の状況から浮かび

上る孤立した人々の生死を解説する概念として用いられている。これまで

の社会全般に行き渡る構造の問題から一転、個人の選択による孤独、フラ

イバシーの問題などが同じ脈絡で取り上げられている。さらに孤独死を個

人に選択によるものと見なす主張も登場した。自分の選択に対するすべて

の責任を負うといった個人の意思を重視する傾向が、孤独死の問題にも適

用しようとする言説も見られる。 

孤独死をテーマに制作されたNHKのスペシャル番組は何れも大きな反響

を得て近年孤独死が多くの人々に知られるようになったきっかけともなっ

た。まず、2005年9月24日、NHKスペシャル「ひとり 団地の一室で」にて

千葉県松戸市の常盤平団地における孤独死とそれに立ち向かう住民たちの

物語が放映され、孤独死の問題から団地における孤立問題対策などに注目

が寄せられた。阪神淡路大震災以降、仮設住宅に暮らす被災者が孤独死し

た報道が相次ぎ、孤独死が「災害の後の仮設住宅で、一人暮らしの高齢者
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が亡くなるケース」として認知されていた。災害にあった被災者は、その

まま従来の家に住む人、家族や親せきなどのところへ避難する人、仮設住

宅に入居する人など様々である。よって、仮設住宅では普段の地域社会で

培われたつながりが維持できず、一人になりがちで孤独死が起こりやすい

のである。しかしNHKスペシャルでは、こうした非日常的な空間において

高齢者が孤独死するという二点の認識に対し、普段の生活において若年層

でも孤独死するという現実を知らしめた。この点が反響の大きかった理由

である。人々は、普段生活する地域社会において仮設住宅と変わらないレ

ベルの希薄化、人間関係の欠如が生じていること、本来であれば社会の担

い手として活躍しているはずの若年までが孤独死していることに、大きな

ショックを受けたのである。 

 

総世帯数５,３００戸を抱える常盤平団地は、昭和３５年、全国の

ニュータウンの先駆けとして誕生した。ダイニングキッチンや洋式

トイレなど、最新の設備を備えた団地は、当時“夢の住まい”とし

て入居希望者が殺到した。しかし団地は変貌してしまった。高齢化

が進み、住民は年々減少。単身での入居も認められるようになり、

独り身の男性などが、数多く移り住むようになった。長年支え合っ

てきた古くからの住民は、地域の絆を取り戻し、“孤独死”を防ぐ

ために動き始めた。番組では、団地に去年できた「孤独死予防セン
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ター」にカメラを据えて“孤独死”の実情を追い、団地に凝縮され

た日本の現実を見つめる。(NHKスペシャル「ひとり 団地の一室で」

にて) 

 

 「４０代、５０代の中年男性の孤独死が増えていることはショッ

クでした。病気、リストラ、離婚などによって、社会とも家族とも

つながりを失ってしまった人々の絶望感を思うと、やりきれない気

持ちになります（４１歳主婦）」「番組の中で、５０代で一度つま

ずくと立ち直れない現実があると言っていましたが、私もその年代

にあり、同様のことが我が身に降りかかった場合、どう対処すれば

よいか考えるだけで、暗澹とした気持になりました（５５歳会社

員）」などのメッセージが寄せられた。(NHKスペシャル「ひとり 団

地の一室で」にて) 

  

 次に2010年流行語大賞にノミネートされるほど大きな話題となった言

葉、「無縁社会」が番組のタイトルにもなっているNHKのスペシャル『無

縁社会―“無縁死”３万２千人の衝撃』は、2010年1月6日から2月11日ま

で、ＮＨＫニュースウォッチ9で13編に亘って放送された「シリーズ“無

縁社会”ニッポン」のひとつである。“孤独死”に追われた人の生前の暮

らしや人間関係を追跡する方式で番組は構成された。これまで日本社会で
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紡ぐいできた血縁・地縁・社縁のごく自然な人と人の付き合いが崩れ、一

人暮らしの末、誰にも看取られずに死亡する人がいる。日本経済の停滞に

伴う長期雇用システムの崩壊と雇用不安、これによる生活に困難な貧困層

に落ちてしまう人がいる。彼らを救ってくれる人や制度はなかなか見つか

らない。といった生々しいドキュメントが映し出され、当番組を視聴する

者にとって衝撃と同情を呼び起こしたに違いない。放送後、視聴者からの

NHKホームページへの書き込みは1500件を超え、ネット上で話題になるな

ど「人々が孤独死を社会問題であるとの認識」を刻印させた確実なきっか

けとなった。 

本番組が大きな反響を呼び起した背景には、やはり「孤独死」が誰にで

も起こりえる可能性を抱える社会になってしまったことが大きいのではな

いだろうか。高齢者に止まらず、若年層や若い世代にも単身者は多く、未

婚率は上昇する一方である。また、今は会社に属して働いており家族もい

るが、退職し子どもが独立し配偶者が亡くなれば、自分にはどのような

「縁」が残っているのだろうと考える人も多いはずだ。「私は孤独死など

絶対にすることはない」と自信を持って言える人が社会においてかなりの

少数派になってしまっており、そう自信を持って言えるほどの「縁」を多

くの人が見つけられていないのである。このように「孤独死」は誰もが自

分の身に迫ってくる問題だと現在では捉えられているのである。 

 孤独死問題に取り組んでいる千葉県松戸市の常盤平団地自治会によると、
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2013年１年間に市内で１８９人が孤独死し、データのある２００３年以降

で過去最多であるという。この調査は各自治会や松戸・松戸東警察署など

からの情報提供を基に行われた。内枠をみると２０～４０代が２０人、５

０歳以上で１６９人、５０代の男性が発見されるまで２１０日かかった事

例もあった。依然として深刻な事態であることは明らかである19。  

 家族や地域住民との関係が希薄であることは、社会的孤立問題の論点の

一つとなっている。特に「無縁社会」という言葉は、「血縁」、「地縁」、

「社縁」といった縁が薄れてきているのではないかというところから生ま

れてきた言葉（NHK「無縁社会プロジェクト」取材班編，2010）であり、

社会的孤立問題の一般的な議論の中核をなすものになっている。後藤らは、

札幌市における調査（後藤ら，1991）から、札幌市の高齢者家族の地域関

係は、都市社会に関して従来いわれていると同様、極めて疎遠な状況であ

ること、そして、高齢者自身も町内会や敬老会といった地域活動よりも、

老人クラブやサークルといった個人的な活動へ参加する傾向が強いことを

明らかにしている。その上で、社会が近代化し、生活の個人主義が進展す

るほど、生活においても個人的差異が顕著になるのは当然であることから、

大都市に暮らす高齢者にとっては、地域関係の支えが必要不可欠ではある

が、古い意識のまま運営維持されている地域組織の中では、住民のニーズ

に対応しきれず、これまでのような地域関係を密に結んでいくということ

                                           
19 千葉日報（2014.04.17） 「昨年の孤独死１８９人 ２０～４０代も２０人 松戸市、過去最多 「異

常事態」の声も」 http://www.chibanippo.co.jp/news/local/189046 
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は今後ますます困難になるとの指摘をしている。後藤らの指摘からも自治

会など地域の組織も変革をしていかなければ、世帯構成が変化した社会に

対応が難しいといえる。これらの指摘も踏まえ、雇用労働者化の進行に伴

う世帯構成の変化を原因にして起きた社会的孤立問題に対しての自治会な

どの取り組みが2000年代以降、増え始めてきている。 

 爆発的に増加した孤独死を素材としたコンテンツによって孤独死の問題

が認識され、大いに論ずるようになったが、これと同時に、非常にネガテ

ィブなイメージをもたらす原因となった。テレビ、映画、小説に至る大衆

文化全般において孤独死は人に関心をよし付ける刺激的な素材であるから

だ。2006年発売した吉田太一作「遺品整理屋は見た！」は、故人の残した

遺品や生前住んでいた部屋を整理する仕事を持つ著者が仕事現場で遭遇し

たエピソードを綴った本である。発売後、各種メディアで紹介されるなど

と話題となり、後にテレビドラマにまで制作されたが、見知らぬ故人の生

前の様子を勝手に推測したり、孤独死や自殺まで至った経緯をのぞき見る

好奇心の対象と引きずり下ろす。当書の冒頭で作者は孤独死の状況を次の

ように描写している。 

 

 人間は誰もが家族や親類縁者に看取られながら死んでいくわけで

はありません。誰にも知られることなく、孤独のうちにひっそりと

亡くなっている人も少なくありません。それでもすぐに発見されれ
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ばいいのですが、必ずしもそうではいきません。季節によって違い

はありますが、死後何日かたつと遺体は必ず腐敗して死臭を発しは

じめます。部屋の中は日を大手ひどい状態になっていきます。そう

なると部屋の中にあるすべての物に死臭が付着して離れなくなりま

す。死臭のついた遺品を手元におきたがる遺族の方はそうはいませ

ん20。 

 

 厚生労働省が2008年3月に発表した報告書、「高齢者等が一人でも安心

して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤独死」ゼロを目指して）」

報告書の文頭に綴られた下記の文章では、受け手の意向によって孤独死へ

の対応が難しい場合があると言う。 

 

 「孤立」した生活が一般的となっていく中で、悲惨な「孤独死」

を防止するためには、人と人とのつながりをもっと温かいコミュニ

ティを目指し、高齢者を含めて地域を構成するすべての人が、様々

なネットワークを通じてコミュニティを活性化していくことが必要

になります。今後、単身高齢者や高齢者夫婦のみの世帯の増加(2015

年には世帯主65歳以上世帯の６４％超)が予想され、「孤独死」は誰

にでも起こる可能性がある事柄になると思われます。（…）「孤独

                                           

20 吉田太一(2008)「遺品整理屋は見た！」扶桑社 
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死」が発生すると、生活保護や地域福祉といった観点から、行政の

対応が不十分ではなかったのかどうかが問われる場合が多い。しか

し、行政において、支援を拒否する個人の意向を無視してまで介入

することにはそもそも困難が伴う21。 

 

 

２．孤族と孤独死 

 

 2010年12月26日「（孤族の国）個から孤、加速 家族に頼れる時代の終

わり」を始めに朝日新聞では｢孤族の国｣の特集記事が連載された。孤族と

は、世間との接触もなく身内とのつながりも切れて、ただ一人で暮らす人

をいう。家族や社会からの疎外、コミュニティの喪失から生み出された

様々な形態の孤族に負いかかった若者の孤独死や人間関係の極端な過疎化

などは「無縁社会」における孤独死と似ているが、対象の範囲はより広い。 

 

 餓死した３９歳の男性が育った家は、借家から数百メートルの場

所で床屋を営んでいた。祖父母と両親、兄との６人暮らし。親族に

よると、父親は借金が原因で行方不明になった。祖父母が死に、兄

                                           
21 高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティ作り推進会議(厚生労働省)（2007）

「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤独死」ゼロ

を目指して）」 
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は大学進学を機に家を出た。男性も県外で働いた時期があったが、

実家に戻った。未婚で、母親が５年前に亡くなってからは一人暮ら

しだった。 

 仕事は不安定だった。専門学校を出て富山県の会社に就職。だが

１年ほどで退社して福岡県内の会社に入り、２００１年からは居酒

屋などの飲食店を転々とした。少なくとも６店に勤めたが、いずれ

もアルバイトだった。 

昨年１月、門司区役所に生活保護の相談に行っている。相談記録票

には、飲食関係の正社員に限定して求職中と聞き取った内容の記載

に続き、「相談結果の処理」の欄にこう書いてあった。 

 〈３９歳、健康体であれば何か仕事はあるはずである〉 

 「幅広く探してみる」と男性は保護を申請せず帰った。 

 男性を追い込む直接のきっかけとなった借金の理由は取材ではわ

からなかった。督促状は丁寧にクリップで束ねられ、６社から計１

５０万円に上った。家に５台も残されていた携帯電話も謎だった。 

 頼ったのは結局、親族。昨年２月に大阪にいる４歳上の兄に連絡

して金銭的な支援を頼んでいる。叔父は兄からの電話で経緯を聞き、

借金問題にはかかわらないように忠告したという。(朝日新聞2010年

12月29日) 「孤族の国 第１部 男たち：４）３９歳の餓死」 
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 きらきらと光る装飾がつけられたハンドルを握り、埼玉県の重機

オペレーター、浅見真さん（３９）は帰路につく。今日は電話しよ

う、そう思うと一日の疲れが和らぐ。 

 祖母の作った夕飯を食べ、風呂に入って一段落してから、電話に

手を伸ばす。相手は、有料の話し相手サービス「聞き上手倶楽部」。

話を聞いてもらう。それだけのために１０分千円のお金を払う。 

(略)「聞き上手倶楽部」の菊本さんは元美容師。客の話に耳を傾け

る美容師ほどリピーターが多く、「聴く」大切さは身にしみて感じ

ていた。うつ病の増加が話題になっていた２００６年、「一歩手前

で予防することができれば」と考え、サービスを開始。「話し相手

のいない高齢者」を想定していたが、実際は違った。家族も友達も

いて仕事もしている、まじめな人が多い。 

 家族に何回も同じ話はできない。周りに聞いてもらえない。利用

者から漏れるのはこんな言葉だ。 

 顧客は数千人になり、同業者も増えている。事業は順調だが、半

面、菊本さんは少し寂しさも感じている。「嫌なやつと思われたく

ない、うっとうしがられたくない、だから愚痴や悩みを言えない。

もっと甘えてもいいのに」(朝日新聞2011年01月03日)「孤族の国 

第１部 男たち：７）聞いてもらうだけで １０分千円、話し相手

サービス」 
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 ここで、立ち止まって考えたい。いま起きていることは、私たち

が望み、選び取った生き方の帰結とはいえないだろうか。目指した

のは、血縁や地縁にしばられず、伸びやかに個が発揮される社会。

晩婚・非婚化もそれぞれの人生の選択の積み重ねだ。時計の針を逆

回しにはできない。 

 問題なのは、日本が「個人を単位とする社会」へと変化している

にもかかわらず、政策も人々の意識も、まだ昭和／高度成長期にと

どまっていることではないか。精神科医の斎藤環さんは「日本は

『家族依存社会』だ」と言う。国が担うべき仕事、社会保障などを

家族に押しつけてきた、という意味だ。家族が「孤族」へと姿を変

えた今、このやり方は通用しない。 

 「個」を選んだ結果、「孤」に足を取られている。この国に広が

っているのは、そんな風景なのだろう。誰もが「孤族」になりうる

ことを前提にして、新しい生き方、新しい政策を生み出すしか道は

ない、と考える。 

 高齢社会化が一段と進む２０２０年。単身化がより深く広がる２

０３０年。日本社会がかつて経験したことのない２０年が目の前に

続いている。残された時間は、決して長くはない。(朝日新聞2010年

12月26日)「孤族の国）個から孤、加速 家族に頼れる時代の終わり」 
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第五章  孤独死への新たな諸論点 

 

1. 新しい言説の台頭 

 2000年以降に現れた孤独死に関する言説には、これまで見られなかった

新たな視点が提示されてくる。上野は『おひとりさまの老後』(2007)の最

終章に、「孤独死でなにが悪い」と題された項を置き、以下のように記述

した。 

 「それでもやはり『孤独死』につきまとうネガティブなイメージ

を、なんとか払しょくできないものだろうか？ひとりで生きてきた

のだから、ひとりで死んでいくのが基本だろう。ひとり暮らしをし

てきたひとが、死ぬときにだけ、ふだんは疎遠な親族や縁者に囲ま

れて死ぬっていうのも不自然じゃないだろうか」（上野2007）。 

 

 さらに 矢部 武(2012)は『ひとりで死んでも孤独じゃない 「自立死」

先進国アメリカ』 にて孤独死への否定的イメージはマスメディアの報道

の方式に影響されたものであるとして、積極的な対策をもうけることで悲

惨な孤独死ではなく、“自立死”を迎えようとの主張もある。“自立死”

とは、独居者が友人や社会的なつながりをもち、必要な支援を受けて自立

したまま亡くなる場合を指す。孤立や社会的排除ではなく、個人の自由と

自律に焦点を当てる新しい観点を提示する。 
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 高齢になっても一人暮らしを選択する米国の実情からヒントを得

て、「自立死」という言葉を思いつきました。米国人は、「自由」

と「自立」を何よりも重んじます。最後まで自立していることをと

ても大切にしています。一人で暮らす選択をした結果、「ひとりで

死ぬ」ことを積極的に受け入れています。 

米国で見た高齢者の一人暮らしの現状、一人で死んでいった友人の

ことを思うと、一人で死ぬことを悲惨極まりないことのように煽り

立てる日本のメディアの姿勢に、疑問を感じたんです。  

もちろん、一人で亡くなって何週間も発見されない、発見されたと

きには変わり果てた姿になっているというのは大きな問題です。臭

いがひどくなって、近所の人たちにも迷惑がかかるだけでなく、片

付けも大変で、場合によってはその家は何年も人に貸せなくなりま

す。その結果、「遺品整理」という新しいビジネスが誕生していま

す。  

このような事態は絶対に避けなければならないし、米国の人々にと

っても、とても異常に見えるわけです。ただ、私が取材した遺品整

理業者はこういうことをビジネスにしていいのかどうか、強い葛藤

があったそうですが、必要としている人がいる以上、やるべきだと

事業を始めたようです。  

また、「孤独死」を巡る報道のなかでは、「なぜこういうことが起
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きたのか」「では、どうしたらいいのか」という視点が欠けている

ようにも思いました。そこを紐解いていかなければいけないだろう

と感じていたんです。(日系BP2012.05.23.)「「孤独死」ではなく

「自立死」へ―『ひとりで死んでも孤独じゃない 「自立死」先進国

アメリカ』 著者 矢部 武 氏インタビュー」  

 

また市川愛(2012)は、『孤独死の作法』の前書きにで次のように述べてい

る。 

 

 そもそも、「孤独死」というのは本当に悲惨なものなのでしょう

か。看取られずに死ぬのは悪いことなのでしょうか。看取られるこ

とだけが「幸福な死」なのでしょうか。私は思うのです。看取られ

ずに死ぬのは、決して悪いことでも淋しいことでもない、と。まし

てや不幸なことでもない、と。「孤独死」が避けられない現実であ

れば、これを受け入れればいいだけのこと。避ける必要などありま

せん。覚悟さえ決めてしまえば、「孤独死」もそれほど悪くないと

思うのです。悪いのは、看取られて死ぬことこそが「幸福な死」だ

と決めつけることでしょう。(市川2012) 
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2. 孤独死の対策についての議論 

孤独死に関する言説に相当な部分を占めているものが、対策についての

論議である。厚生労働省で委嘱した委員で構成された［高齢者等が一人で

も安心して暮らせるコミュニティ作り推進会議](議長；高橋紘士、立教大

学大学院)の報告書（2007）やUR都市機構が発表した報告書(2007)には共

通的に次のような主張が盛り込まれている。既に孤立した生活が標準モデ

ルとして定着したため、個人の責任と自律、彼らの属したコミュニティの

活性化を通じた「孤独死防止ネットワーク」の構築が必要だ。さたに“つ

ながりの復活”、“絆”、“有縁社会を取り戻す”といった伝統的価値観

に基づく対応とこれらの促進を促す言説も目立つ。 

 

「地域コミュニティやNPO、その他の住民団体などの公共サービス

の提供主体となり得る意欲と能力を備えた多様な主体が、自ら地域

の課題を発見し解決することを通じて、力強く“公共”を担う仕組

みや、行政と住民が相互に連携し、（…）」（総務省、2009年8月） 

 

「（あなたの安心）孤独死と向き合う：１ 緊急ブザーに手を伸ば

したまま、息絶えていた」自治体も「孤独死」対策に乗り出してい

る。先駆けは神戸市。阪神大震災の復興で、孤独死防止に取り組ん

だ。高齢者対応の公営住宅「シルバーハウジング」にＬＳＡ（生活
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援助員）を置き、相談や家事援助に応じる。地域包括支援センター

にも、見守り推進員がいる。１５４人が独居高齢者２千人を訪問し

ている。  

定期的に家の中にどう入り込むか。東京都新宿区は独居高齢者に布

団の丸洗い乾燥、ごみの訪問収集サービスをしている。月２回の情

報誌配布も９月に始めた。それに先立ち、７５歳以上の全独居者１

万２千人を訪ねてＰＲ、４５００人が登録した。(朝日新聞2007年10

月08日) 

 

地域社会での孤独死に対する問題認識が強化され、孤独死の事例が福祉

政策の不備からなるものであるとの認識が強く現れる。いわゆる“孤独死

の予備軍”とされる老人や障害者、対応の主体の民生委員などからの視

点・意見も見られるようになった。行政の積極的な対応を促す論調の一方、

共同体の崩壊した現状を直視し、個人の責任を強調するものもある。 

 

 人間が生きて行く上で、まず自助努力が必要であることはいうま

でもない。しかし、経済的に困難に陥り、助けが必要になる場合が

ある。真面目に努力をし、安定した生活を送ることができている人

でも、災害などによっていつ生活が崩壊するとも限らない。そのこ

とは、昨年の東日本大震災が示している。公助の果たすべき役割は
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確かにあるが、公助の拡充は財政的に難しいだけではなく、生活保

護への安易な依存を招く。そこで、期待されるのが近隣や地域によ

る支援、「互助」「共助」の機能である。ところが、わが国におい

て機能していたはずの「互助」「共助」は、いまや崩壊の危機に直

面しているのではなかろうか。「向う三軒両隣」という近所づきあ

いは、大都市ほどなくなってしまっている22。 

 

  孤独死の現象が発端となった「高齢者所在不明問題」は福祉支援を行

うに当たっての問題を浮き彫りにし、不正受給の問題とも絡み合って積極

的な対策を取りにくくする原因となっている。 

 

 2010年７月29日、男性の都内最高齢とみなされていた足立区

「111歳男性」が白骨化した状態で発見された。８月２日には都内

最高齢の杉並区「113歳女性」も所在不明であることが判明し、こ

れらの報道を契機に2010年の夏は「高齢者所在不明問題」で明け暮

れすることになった。 

 最も問題視されたのは、明治期以来戸籍と住民票の二本立てで行

われてきた住民把握のシステムが、信じがたいほど杜撰であったこ

とである。だが各自治体での調査が進むにつれ、存命しているはず

                                           

22 月間日本(2012.03.23.) 餓死・孤独死を招く共同体の崩壊 
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が実は死亡したり行方不明だったという足立区や杉並区のようなケ

ースはそう多くはなく、ほとんどの場合、自治体は所在不明である

ことを把握していたが、裁量による住民票の職権消除を躊躇してい

たという背景がわかってきた。（2010年８月６日付朝日新聞） 

  

発覚後まもなく厚生労働省が組織した「高齢者所在不明・孤立化防止対

策チーム」は、市町村と年金事務所や高齢者医療制度との連携による現況

把握のシステムを打ち出した。また、電算化以前の戸籍での「200歳」(長

崎県壱岐市）や「186歳」(山口県防府市）などといった「超高齢者」が各

地で報告され、法務省から「戸籍上“生存”する100歳以上高齢者は23万

人」という異様な数値（国勢調査ではおよそ４万人）が発表されると、住

民把握システムの問題としての批判はむしろ急速に終息した。 
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図７．厚生労働省が配布した「高齢者所在不明問題」についての案内 

 

* 出展；厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ 
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 一連の「高齢者所在不明問題」が印象付けたのは「立ちはだかる家族の

壁」である(斎藤、2010）。この騒動で問題となった100歳以上の所在不明

者には、天涯孤独の人ばかりでなく、住民票上同居していることになって

いる家族が行方不明届も捜索願も出さず、長年放置していたという例が含

まれていた。発覚が遅れた理由もそのあたりにあろう。しかし複雑な家族

関係や心情的な問題から、関わりを断絶し生死をあいまいにしたまま歳月

を積み重ねてきた当事者の立場に立つなら、「家族関係の希薄化」や「絆

の弱まり」といったありきたりな批評で個々の事情を括ることはできない。

まして池岡（2011）の言うように、多くは「明治生まれの100歳以上の親

と昭和10年代前後生まれの70歳代の子どもたちの物語」である。数十年前

の夜逃げや駆け落ち、生き別れのなれの果てを今になって問いただされて

も、拒否したくもなろうというものだ。こうした家族のありようが、「孤

独死」問題と、同じコインの裏表の関係にある。 

 一方、孤独死への対策について福祉政策の改善や行政の役割を求めるの

ではなく、個人の認識の変化を促す声もある。佐伯は『反・幸福論』

(2012)にて「無縁社会」は起こるべくして起こった戦後日本の帰結であり、

戦後、自由な個人を掲げ、血縁（家族）や地縁（コミュニティ）を退けて

きた結果であるといいながら、“無縁社会”で何が悪いのかと逆に問いか

ける。本当に問題なのは、果たして現代の我々が、そうした「無縁死」や

「孤独死」を受け入れるような価値観や死生観を持っているのかというこ
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とだと指摘すす。 

 

 とにかく「縁」や「しがらみ」という面倒なものを断ち切ろうと

したのが戦後日本だったのではないでしょうか。戦後の民主主義に

せよ、個人主義にせよ、都市化にせよ、あるいは、近代主義者や進

歩的知識人たちがしたり顔で唱えた「近代市民社会」なるもののし

ごく当然の結果が「無縁社会」なのではないでしょうか。 

 いや「近代主義者」や「進歩的知識人」など、所詮は現実から遊

離した観念的な理念をもてあそんでいるだけです。あまり問題にす

る必要はありません。そうではなく問題は日本人全体に関わること

です。別に「近代主義者」でなくとも、ほとんど誰もが都会的生活

にあこがれ、「イエ」や「ムラ」の窮屈さに辟易し、幸福というも

のは個人のものだと主張し、ともかくも都会へでれば、キラキラし

たネオンのもとには無限の可能性があると思ったものでした。(佐伯

2012) 
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第六章 結論 

   

 以上、本研究では、現代日本社会における孤独死の言説がいかなる経緯

で形成され、また社会の変動によってどのように変容を遂げてきたのかに

ついて分析を行った。以下の本研究を通じて明らかになった諸論点をまと

める。 

 孤独死の発生件数と孤独死を巡る言説の増減に因果関係はない。孤独死

の実態を表す指標となる発生件数は、まだ全国レベルの調査は行われずに

いるが、東京監察医務院の調査報告書からみると孤独死の発生数は持続的

な増加傾向にあることが分かる。しかし孤独死の言説は特定の時期に急増

したり、また急減する様子であった。これは孤独死を論ずる言説が、実際

孤独死の発生状況ではなく、高齢化や単身化のような社会的問題の台頭

(1970年代)、阪神淡路大震災によって激変した生活環境(1995年)、“個人

化”や“無縁社会”といった新しい概念の台頭により孤立した社会の側面

が浮き彫りになる(2000年以降)といった社会的イベントを軸に変化したか

らである。 

 孤独死は1970年代に初めて社会問題化された以来、現在に至るまで異な

る争点から論じられた。まず、社会問題化とされ始めた1970年代には急速

に進んだ高齢化と単身世帯の増加現象が顕著であったことから孤独死も高

齢化と単身化の問題として認識された。しかし1995年阪神淡路大震災を経
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て、孤独死は構造的問題であり、疾病や障害、失業にともなう貧困、家族

関係の崩壊の末の地域からの離脱というかたちで折り重なる社会的排除の

結果であって、一部の特殊な生活環境下で発生した事態ではなく、身近な

地域のなかで日常的に起こっている現象という新たな認識の枠が形成され

た。それから“個人化”、“無縁社会”、“孤族”などの新しい概念で称

される日本社会における社会的孤立の問題が台頭した2000年以降は、これ

まで孤独死の発生条件とも思われた高齢、貧困、単身、近所づきあいの希

薄化から脱皮し、これらの条件に当てはまらない層の孤独死の状況に目を

向けるように変化した。 

 これまで固定化していた孤独死のネガティブなイメージに疑問を投げか

ける少数の言説がある程度説得力を得てメディアから取上げられるように

なった。一方、孤独死によって既に亡くなった人が福祉支援の対象になっ

ていたことが発覚したことで、孤独死の危険郡に対する積極的支援策より、

不正拾級の問題を解決に向けて孤独死の早期発見などの対応を促す言説が

登場した。 
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국문초록 

 

일본의 고독사: 언설의 형성과 변용을 중심으로 

안상미 

국제학과 국제지역학전공 

서울대학교 국제대학원 

 

 고독사란 누구에게도 간호 받지 못한 채, 죽음을 맞이하는 것, 특히 

혼자 사는 고령자가 집 안에서 사망하여 사후 며칠이 지나서 처음으로 

시체가 발견되는 것을 말한다. 일본의 고독사 현상은 핵가족화가 진행

된 1970년대에 처음으로 보도되어 1974년에 첫 전국조사인 [고독사 

노인 추적 조사 보고서]가 발간되었다. 이를 통해 처음으로 고독사 현

상이 대중들에게 인지되었다. 이후에도 고독사와 관련한 보도는 계속 

이루어졌으나 이 문제가 본격적으로 주목을 받기 시작한 것은 1995년 

1월에 발생한 한신아와지대진재가 발생한 이후이다. 

 

 누구에게도 간호 받지 못한 채, 죽을 맞이한다는 고독사 현상 그 자체

는 처음 고독사가 대중에게 인식된 시점부터 변화하지 않았다. 그러나 

현대일본사회에 있어서 고독사 문제를 분석하는 프레임, 이미지, 문제 
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인식의 시점 등은 그 시점에 따라 달라졌다. 본 연구는 고독사 언설이 

형성하고 변용되는 과정에서 나타난 다양한 분석 프레임을 고찰하여 고

독사 현상과 언설 간의 괴리를 해명하고자 하였다. 

 

키워드: 고독사, 고립사, 언설, 무연사회, 개인화 

학번: 2011-23972 
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