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とき：2015.09.13.13:05-14:05 
場所：きゅりあん（東京都品川区） 
主催：全国自死遺族連絡会、第 8 回全国自死遺族フォーラム 2015 
テーマ「自助グループに集う自死遺族と悲しみの文化について」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 

1. 遺族とは、亡くなった人が家族のなかに「いる」人たち 

2. 死者とともに生きる生き方 

3. インターネットに現れる死者とのかかわり 

4. 遺族は亡くなった人を近くに感じる 

5. グリーフケアは、遺族の生き方を否定しているように聞こえる 

6. 悲しみは病気か 

7. 悲しみとグリーフは違う。グリーフは症状にすぎない。 

8. 悲しみはケアできないのに・・・ 

9. 素人が使う「心理学理論」の怪しさ 

10. 広がっている間違った心理学理論 

11. 日本の「悲しみの文化」、悲しみから始まる哲学 

12. 日米の文化の違い 

13. 欧米の理論がかえってストレスになる 

14. 日本の豊かな悲しみの文化 

15. 大切にしたい遺族の怒り 

16. 大切にしたい遺族の誇り 

                                     

ただいま、ご紹介いただきました上智大学の岡と申します。毎年のように、この自死遺

族フォーラムには、呼んでいただいているのですが、昨年は、やはり時期はいまごろで

したが、滋賀県の大津市でお話しさせていただきました。 

 

私にとって、このシンポジウムの良さは、なんといっても、夜に遺族のかたとの交流会

に参加できるということで、そこで、自分がこういう講演という形でお話ししたことの
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感想を、遺族のかたから直接にうかがうことができるというのが、私にとって何よりの

貴重な機会になっています。 

 

 遺族とは、亡くなった人が家族のなかに「いる」人たち 

 

昨年、私が、お話ししたことで、あとで遺族のかたが「いちばん良かった」と、おっし

ゃっていただいたのは、こういうことでした。つまり、遺族とは亡くなった人たちが、

家族のなかにいまでもいるという人たちのことであるということなんですね。「命がな

くなる」ということは、必ずしも「存在がなくなる」ということではない。命がなくな

っても亡くなったかたの存在そのものは、なくならないわけです。 

 昨年のフォーラムで、お話ししたことですが、去年、私は娘さんを自死で亡くしたか

たのご自宅を訪問する機会を与えられました。そこで、お母様、お父様のお話をうかが

ったのですが、そのテーブルの上には、若くして亡くなったきれいな娘さんの写真があ

りました。そして、娘さんのお話しをおうかがいしたわけですが、私の前には、たしか

に、お母様とお父様がいらっしゃるのですが、その傍らに、写真にうつったままの亡く

なった娘さんが、そこにいらっしゃるような感じがしました。 

 そのご自宅ですが、娘さんが使っておられた机などが、ありましたが、そこにも同じ

写真がありました。それから、本棚にも壁にも、私の印象では、もう家じゅうに、その

娘さんの写真があって、それがお顔をアップした大きな写真で、しかも、すべて同じ写

真だったということもあったと思いますが、私には、とても強く印象に残りました。あ

あ、この家には、この娘さんが、いまでもいらっしゃるんだなと。「いらっしゃった」と

いう過去の形ではなくて、現在も、ここに、この家のなかに、いらっしゃるのだなと感

じました。 

 自死遺族のかたのなかには、亡くなったかたの写真をいまでも見ることができないと

いうかたも、いらっしゃると聞いています。ですので、遺族のかたが、みんな、こうい

うふうに亡くなったかたの写真をいっぱい家において、ということではないと思うので

すが、命を無くされた家族とともに生きるとは、こういう暮らしをいうのではないかな

と思いました。 
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 死者とともに生きる生き方 

 

死者とともに生きるという生き方ですよね。亡くなったかたとともに生きるというのは、

みなさまも、よくご存じのように日本の伝統的な考え方でありますし、伝統的な生き方

でもありました。 

 たとえば、お仏壇。家にお仏壇のあるかたは、よくご存じでしょうけれども、朝起き

たら亡くなったかたにご挨拶をするわけですね。ご飯とお水をそなえて。なにかお客さ

まからいただいたものは、先に、お仏壇に、すこし置いてから、その後で家族みんなで

いただくということですね。 

 

みなさん、ここで一つの場面を想像してほしいのですが、みなさんが、ある日本の家を

お客さんとして訪問していると、午後になって、そこの小学生の子どもが学校から帰っ

てくる。その子が、すごくニコニコしている。どうしてかというと、試験で 100 点だっ

た。「じゃあ、さっそく、お母さんに報告しなくちゃね」と、おばあちゃんか、おじいち

ゃんに言われて、「うん！」と、その子は、うなずいて仏壇の前に座るわけですよ。仏壇

のなかには、まだ若くして亡くなった、その子のお母さんの笑顔の写真があるわけです

ね。そのお仏壇のところに 100 点のテストを置いて両手を合わせて、しばらく目をつぶ

っていて、「じゃあ、おばあちゃん、私、ちょっと遊びにいってくるから！」と行って、

部屋から出ていってしまう。あとには仏壇と 100 点のテストと、お母さんの写真が残っ

ている。 

 これは日本の昔からある伝統的な日常の場面ですよね。これを、この資料に英語の文

献を紹介しておきましたが、Klass さんという一人のアメリカ人が、「すばらしい」と言

っているんですね。1 日本人は、死者とともに生きる生活、亡くなった人とのつながり

を保ちながら生きていくすばらしい伝統をもっていると。そのアメリカ人の Klass さん

は、グリーフとか死別の研究では、とても有名なかたですが、そのかたが言うには、こ

ういう死者とともに生きるという伝統や文化がないところで、グリーフケアとかグリー

 
1 Klass, Dennis. (1996). “Grief in an Eastern Culture: Japanese Ancestor Worship.” ppp. 
59-70 in Continuing Bonds: New understandings of grief, edited by Dennis Klass, Phyllis 
R. Silverman and Steven L. Nickman. Washington, DC: Taylor & Francis.（訳本なし） 
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フワークという考え方が、出てきたというのです。死者とともに生きるという伝統や文

化がないところで、死別の悲しみをどうすればいいのか、その悲しみをどう乗り越えて

いけばいいのかということで、グリーフワークという考え方が発展してきた。 

 つまり死者とともに生きるという伝統や文化がないところでは、死んでしまった人は、

もう、この世にはいないんですよ。だから「いない」ことを認めて、前に進んで行きま

しょうという発想が出てくるわけですね。 

 

 インターネットに現れる死者とのかかわり 

 

死者とともに生きる文化があるかないかということは、こういう仏壇だけではなくて、

インターネットの掲示板のメッセージの性格にも表れるのだという興味深い研究があ

りまして、これは日本人はどう悲しむかという、同志社大学のドイツ人のかたが書かれ

た論文です。2 このかたは一般に公開されている自死遺族のかたの掲示板を、日本とド

イツとでどう違うかを研究したそうなのですが、その結果として、ドイツ人は掲示板を

通して「悲しみを乗り越える」ことを模索していることがわかったというのですね。そ

れに対して日本人は掲示板を亡くなった人に語りかける場として使っていたというの

です。 

 これは、非常に大きな違いですよね。やはり日本人の遺族にとっては、亡くなった人

は過去の存在ではないんですよ。だから語りかけることができる。でもドイツ人にとっ

ては、もともとそういう発想はないわけですよ。だから悲しみというのは、乗り越えな

ければいけない何かなんですよね。それで、そういう文化のなかから、グリーフケアと

かグリーフワークという考え方、発想が出てきたわけですよ。 

 

ちょっとここで 2、3 分、考えていただけますか。ご自分ひとりで考えてもらってもい

いし、隣の人と意見交換をしてもらってもけっこうです。問題は、次のとおりです。 

 
2 ミヒャエラ・オーバーヴィンクラー(2015)「日本人はどう悲しむか : 日独の自死遺族掲

示板コーパスと均衡コーパスを用いた『感情』の言語表現比較の試み」『同志社大学日本

語・日本文化研究』13, 25-44. 
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 さっき示した論文で紹介されている日本人とドイツ人の悲しみかたの違いについて

考えてみてください。つまり、日本人もドイツ人も自死遺族のかたですから、悲しみは

同じように深いでしょう。でもドイツのかたは、ネットの掲示板を、悲しみを乗り越え

るために使おうとしているのに対して、日本のかたは、亡くなったかたに語りかける場

として使っているというのです。その違いについて思ったことを自由に話し合っていた

だければと思います。 

 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。 

 

 遺族は亡くなった人を近くに感じる 

 

よく「亡くなった人は、天国にいる」という言い方をしますね。でも、どうでしょう。

天国というのは、ここからずっと遠いところですよね。私は自死遺族のかたとお話しし

ていて、亡くなった人が、そんなに遠くのところにいらっしゃるとは感じないんですよ。

誤解されないように言っておきますけれども、私は、ここで幽霊とか死後の魂とか、そ

ういうオカルト的なことを言っているのではないんです。 

 たとえば、さっき私は娘さんが自死されたご家庭を訪問したことをお話ししましたけ

れども、家のなかに娘さんの写真がいっぱいあって、ご両親は娘さんの話をいっぱいさ

れて、とても天国という遠いところにいらっしゃる人の話をしているようには感じなか

ったんです。「天国」とか、「空のかなた」とか、そんな遠いところじゃないんですね。

すぐ近く、ここらへんにいらっしゃる、そういう感覚なんですね。 

 それから、「遠い天国にいる」とか、「空のかなたにいる」という言い方の、まったく

逆の言い方で「亡くなったかたは、私の心のなかにいる」という言い方も、ありますね。

でも、これはちょっと意外なことのように聞こえるかもしれませんが、私が遺族のかた

とお話ししていてよく聞くのは「心のなかにいます」というよりは、「ここらへんにい

るのよ、きっと」という言葉なんですね。 

 私には、こっちのほうが遺族のかたの気持ちを表しているように思えるのですよ。 
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つまり、たとえば「あなたとの思い出は、私の心のなかにあります」とか、「あなたのお

っしゃったことは私の心のなかにあります」とか、そういう言い方をしますけれども、

あなたそのものが「私の心のなかにいます」とは言わないですね。なぜなら、あなたは、

そこにいるのですから。 

 それと同じように、遺族にとっては亡くなった人も遺族ご本人の心のなかに入ってし

まっている感覚ではなくて、やはり、そこにいる、そばにいるのだけれども、やはり外

にいるという感覚なのではないでしょうか。だからこそ、「会いたい！」という強烈な

気持ちが出てくるのではないでしょうか。 

 遺族のかたが書いた文集には、「会いたい」という題名が、よく付けられていますよ

ね。遺族のかたの、いちばんの気持ちは、やはり「会いたい」ということじゃないかと

思うのです。そして「会いたい」という感覚は、もしも亡くなったかたが、自分の心の

なかにあるのであれば、もうすでに自分と一体化しているわけですから、「会いたい」

という感覚は、ちょっと違うのではないか。やはり、「会いたい」という気持ちは、自分

の心のなかではなくて、自分のそばに亡くなった人がいまでもいるという感覚があるか

らこそ、「会いたい」という気持ちが出てくるのではないか。つまり、すぐ、そばにいる

のだけれども触れることもできないし、話すこともできない。この切なさ、やるせなさ

から「会いたい」という気持ちが出てくるのではないか。 

  私が、こんなことを長々とお話しするのは、ですね、遺族にとって亡くなった人は「過

去の人」ではないということを言いたかったからなんですね。少なくとも自死遺族の自

助グループに集う遺族は、そういう方々だと思います。 

 

 グリーフケアは、遺族の生き方を否定しているように聞こえる 

 

みなさんよくご存じのように、グリーフケアを強調する人たちは、しばしば遺族をとて

も不愉快にさせています。田中さんなどは「グリーフケアは悪だ」とまで言い切ってい

ます。それは、どうしてなのか。 

 私なりに考えると、それは遺族にとっては、亡くなった人が、まだ、ここにいるのだ

ということが、グリーフケアの関係者には、わかっていないのではないでしょうか。 
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 たとえていえば、亡くなった人がここにいる。ここにいるのに、それを見捨てるよう

な形で「さあ、前に進みましょう」と手をひっぱられている。「こんなところに、いつま

でも立ち止まってはいけませんよ」と言われる。責められる。亡くなった人のそばにい

たいだけなのに、他人の目から見ると、亡くなった人は見えないですから、もう「過去

の人」にすぎないのですから、悲しんでいる姿は、時間を無駄にすごしているように見

えるのでしょうね。 

 「あんたは何をやっているんだ」「何を無駄なことをしているんだ」「どんどん前にす

すまなきゃ！」と背中を押される。でも、前に行くといっても、愛する人のもとを離れ

てどこに行くのでしょうか。どこに行っても、そこにあるのは誰もいない砂漠のような

ところじゃないでしょうか。 

 だから、遺族のかた、特に自助グループに集う遺族のかたは、亡くなったかたのそば

にいたいと、亡くなったかたへの思いをもって生きていたいと、そう願っているわけで

すね。 

 そういう遺族の生き方を、グリーフケアは否定しているように聞こえるから、遺族は、

怒っていらっしゃるのではないでしょうか。生き方の否定ですよね。 

 どうやって、生き方を否定するかというと、そういう生き方は、「病気だ」というわけ

ですよ。そんな生き方は、病的ですよ。正常ではありませんと言ってしまう。医学的な、

科学的な言い方をつかって、あたかも客観的な事実として、その生き方は間違っている

という言い方をするわけですね。 

 典型的には、亡くなった人のそばに、いつまでもいたいという家族の切ない思いを、

いま「複雑性悲嘆」という言葉を使って、それを病気だと言うわけでしょ。「ずっと長引

いている悲しみは、それは複雑性悲嘆といって専門家にみてもらわなければいけない病

気だ」というのでしょ。グリーフケアが、遺族を不愉快にさせている理由のひとつが、

これですよね。つまり、悲しみを病気扱いするということです。亡き人のそばにいたい

という家族の切ない思いを、病気の症状だとするわけですよ。 
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 悲しみは病気か 

 

たしかに病気の人もいるかもしれません。でも、それは遺族であろうと、なかろうと、

病気の人は、どこにでもいるんじゃないでしょうか。しかしながら、亡き人を思い続け

ていきたいという遺族を、病人扱いしてしまうことの弊害のほうが、ずっと大きいんじ

ゃないかと思いますね。 

 たとえば、ここにいらっしゃる遺族のかたは、よくご存じだと思いますが、遺族が何

をいっても病人扱いして、まともに、その話を行政の担当者や支援者が聞かないという

ことが実際にあるわけですね。 

 遺族が怒って抗議しても、「ああ、あの人は頭が混乱しているから」と聞き流される、

あるいは、ひどい場合だと「あなたは、家にひとりでいて『悲しみの仕事』つまりグリ

ーフワークですね、それをやっていればいいんだ」というようなことを、実際に言われ

た事例があるわけです。それを考えると、悲しみを病気とする考え方には、とても大き

な害があると思います。この悲しみを病気とするということは、医療社会学の言葉では、

悲しみの「医療化」といいます。 

 

そこで、また、ちょっと考えてもらいたいのですが、悲しみを病気として扱うこと（悲

しみの「医療化」）の弊害としては、どういうことがあるでしょうか。 

 さっき申し上げたように、遺族の発言を行政担当者や支援者が、まともに聞かないこ

とにつながるというのも弊害の一つだと思いますが、他にどのようなことがあるでしょ

うか。隣の人とお話しながらでいいですので、ちょっと考えてみてください。 

 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。最初にお断りしておいたほうがいいと思うのですが、

実は、グリーフケアでいう「グリーフ」と日本語でいう「悲しみ」とは、いっしょでは

ないんですね。全く違う概念だといっていい。それが、残念ながらグリーフケアを「悲

しみのケア」というように訳されてしまって世間に広がってしまったから、大きな混乱

が起きているんですね。 
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 悲しみとグリーフは違う。グリーフは症状にすぎない。 

 

資料の②の上というところを見てもらえますか。そこに平山正実（まさみ）先生の本か

ら抜粋した一節があります。3 読みますと、「悲嘆、グリーフは、喪失、死別にともなう

反応ないし症状をさす」とありますね。それから、次が、もっと大事ですが、「反応や症

状のみをさし、その心理的内面にまで言及するようなことばではない」とあります。つ

まり、症状というのは、もちろん病的な症状ですから、非常に表面的で中身のないもの

なんですよ。 

 平山先生は、日本でグリーフケアの第一人者で、自死遺族からも評価され、尊敬され

ている数少ない専門家ですよね。その先生が、グリーフというのは、内面がない症状に

すぎないんだとおっしゃっている。 

 この症状のケアというのが、何なのか、なかなかイメージがつかめない場合は、認知

症ケアを考えてみるといいですよ。数年前、ある支援者対象の講演会で「グリーフケア

とは認知症ケアのようなものです」と申し上げたところ、ドッと笑いが出ましてね。私

は、そこは笑うところじゃないだろうと思いましたが、笑いが出てしまった。 

 何で笑いが出たかというと、たぶんグリーフケアは、神父さまとか、シスターとかが、

お話しされていて、何か宗教的な魂のケアとでもいいますか、とても、ある種「哲学的

なケア」だと思われていたんじゃないでしょうか。 

 それに対して、認知症ケアというのは、みなさんもよくご存じのように、たとえば、

ご飯を食べたのに「まだ、食べてないよ！」とか言ったりね、夜中に突然、家を出て、

「家に帰る！」と言い出すのをどうするかとか、そういう認知症の症状に対して、どう

ケアをしていくかという非常に具体的な、現実的なものですよね。 

 でも、グリーフケアも、グリーフという「症状」のケアなんですよ。たとえば、眠れ

ないとか、何かわけのわからない大きなものが、バッとおそいかかってくるような感じ

があるとか、田中さんが、ときどき「ああ、なんか来そうだなと思う感じがあって、経

験をつんでくると、サッと避けることができるようになる」とか、おっしゃっていまし

たが、ああいうものなんでしょうね。 

 
3 平山正実 (2009)『自死遺族を支える』エム・シー・ミューズ, pp. 10-11. 
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 要するに「症状」ですね、風邪だったら熱がでるとか、そういうもので、平山先生が

おっしゃっているように心理的な内面は関係がないというか、要するに中身のない薄っ

ぺらいものなわけですよ。 

 症状というのは、そういうもので、だから、グリーフという症状をケアすることは、

悲しみをケアすることでもなんでもない。たとえば、認知症ケアは、認知症の症状をケ

アするのであって、認知症そのものをどうにかするわけではないでしょ。同じように、

グリーフケアは、悲しみに関連した「症状」をケアするのだから、悲しみそのものをど

うにかするわけではないんです。 

 

 悲しみはケアできないのに・・・ 

 

ところが、日本で展開されるときに「グリーフは、悲しみだ」ということになって、悲

しみそのもののケアをすることが、グリーフケアになってしまった。でも繰り返してい

いますが、悲しみは、他人にはケアできないし、そもそもケアするべきものでもないと

思いますね。もしも悲しみをケアをすることができるのだとしたら、できるのは、神さ

まか、仏さまか、そういう人間の力を超えた存在だと思います。だから、神父さんとか、

シスターとか、お坊さんとかの宗教関係者で、グリーフケアに関心をもつかたが、多く

いらっしゃいますが、そういうかたは、神さまとか、仏さまとかが、悲しみを癒してく

ださるということを伝えたかったのだと思いますよ。ただ、そのまま、ストレートに「神

様が救ってくださいますよ」なんていうと、多くの日本人は、「いや、宗教の話は・・・」

と、いうものだから、心理学の言葉なんかを、オブラートに包んで、ご自分の考えを本

に書いたりされたのだと思いますが、 

 ただ、こういう人たちは、しょせん心理学については素人なんです。だから、本来は、

非常に複雑な理論であるはずのものを、自分にとって都合のいいところだけを、とりだ

して単純化して、「はい、これは、科学ですよ、多くの研究によって真実とされているこ

とですよ」なんて言われていますけれどもね、ほとんどは間違っているわけですね。 
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 素人が使う「心理学理論」の怪しさ 

 

たとえば、みなさん聞いたことがあると思いますが、悲しみの回復の五段階説ね、キュ

ウブラ・ロスが提唱した理論みたいなものがある。最初に否認があって、次に怒りがあ

ってとか、最後に、受け入れるとかね、あれも全く科学的根拠がない作り話なんですよ。 

 まあ、信じている人がいらっしゃったら、ショックかもしれませんが。今日、お配り

した資料に、五段階の回復理論が、いかにデタラメかということを書いた本を紹介して

おきました。4 

 この本を書いた人は、ジャーナリストでね、心理学が専門じゃないんです。ただ、グ

リーフについての五段階の回復理論が、科学的な理論ではないといことは、この分野の

第一線で活躍されている心理学者にとっては、もうすでに当たり前のことになっている

のだけれども、非常に多くのアメリカ人は、それを真実だと思いこんでいるという、そ

ういうことを本にしているわけです。 

 「え、そんなバカな、科学的ではない理論が、そんなに多くの人に信じられているな

んて！」と思われるかもしれませんが、実は間違っている心理学理論というのは、世の

中には、ものすごくあって、いくら専門の心理学者が否定しても多くの人が信じている

理論がたくさんあるんですよ。 

 たとえば、血液型の性格論。けっこうみなさんも信じているんじゃないですか。「あ

なた B 型でしょ、やっぱり、そうだと思ったわ」とか言われませんか。あれも多くの心

理学者が「あんなものは、科学じゃない！」と何度も否定しているのに、みなさん、信

じているんじゃないですか？ 「そうはいうけど、やっぱり B 型の人は、自己中よね」

とか思っていませんかね。ちなみに私は B 型ですけどね。 

 だから一度信じてしまうと、なかなかそれを疑うことができない。血液型と性格に関

連があるというのも、昭和の初期に日本の、ある心理学者が、そういう説を出したのだ

けれども、あとで学問的には否定されるわけです。でも、そのあとで戦後になってから、

 
4 Konigsberg, Ruth Davis. (2011). The truth about grief: The myth of its five stages and 
the new science of loss. （グリーフに関する真実：「五段階」という作り話と喪失に関す

る新しい科学）New York: Simon & Schuster.（訳本なし） 
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心理学には全く素人の、とある日本の作家が、それをとりあげて本にしたことをきっか

けに多くの人が血液型と性格には関連があると信じるようになったそうです。 

 悲しみからの五段階の回復理論も全く同じで、最初は、死の研究で、学問的な業績も

あったキューブラ・ロスによって提唱されて広がったのだけれども、あとで学問的には

否定されるわけですよ。でも、そういう心理学とか精神医学には素人の人が、その説を

とりあげて、学問的には否定されているのに一般には広がっていくわけですね。 

 

じゃあ、ここで、また演習をやってもらいたいのですが、血液型と性格には関係がある

とあなたは信じていましたか。科学的には否定されている理論を、人はなぜ信じてしま

うのか、理由を考えてみてください。 

 

 

  

 広がっている間違った心理学理論 

 

はい、いかがだったでしょうか。お配りした資料に「本当は間違っている心理学の話 : 

50 の俗説の正体を暴く」という本を紹介しておきました。5 この本には学問的には根拠

がないんだけれども、多くの人が信じている俗説がたくさんとりあげられています。 

 たとえば、社会福祉学科の学生がよく信じている間違った理論としては、「虐待の連

鎖」という理論があります。「子どものとき虐待された人は、自分が親になったときに、

こんどは自分の子どもを虐待する」という理論なんですね。あれは子どものときに虐待

された人への偏見につながるとんでもない理論だと私は思っていますけど、この「本当

は間違っている心理学の話」にも、虐待されたことが、トラウマになって性格がどうの

こうのという話も、間違っていることとして紹介されています。特に、子どものときに

オトナから性的虐待を受けた結果、性格が非常にゆがんだものになってしまうというの

は、アメリカなどでは、非常に多くの映画のストーリーに組みこまれていて半ば常識の

 
5 Lilienfeld, Scott O., Lynn, Steven J., Ruscio, John, & Beyerstein, Barry (2014)『本当

は間違っている心理学の話 : 50 の俗説の正体を暴く』（訳：八田武志・戸田山和久・唐沢

穣）化学同人 
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ようなものになっているらしいのですが、これは心理学者の長年の調査によれば、間違

っているという結論だったそうです。 

 あとは「人間は脳の 10％しか使っていない」というのも、これもよく知られたウソで

すね。でも、こういう話で、去年ハリウッド映画がつくられて、ある日、自分の脳を 100％

つかえる女性が現れて超人になる話があるわけで、まあ、ああいう映画によってデタラ

メが広がっていくわけですよね。 

 

さて、ちょっと話が、それてしまいましたが、ここまでのお話しをまとめると、要する

に、心理学的に聞こえる話のなかには、かなりデタラメがある。いくら専門の人が、そ

れは間違っていると指摘しても、いちど広まると、なかなか消えない。キューブラ・ロ

スのグリーフをめぐる五段階説もそうでね、間違っていることが示されていても信じる

人の考え方を変えるのはかなり難しいわけですね。 

  

 日本の「悲しみの文化」、悲しみから始まる哲学 

 

じゃあ、話をもう一歩、進めましょう。いま回復の五段階説が間違いだという話をまし

たが、じゃあ、その回復プロセスが、五段階ではなくて十段階だったらいいのかとかと

いうと、そうではなくて、そもそも悲しみと「症状」と結び付けるという発想そのもの

が、どうなんだと疑ってみるべきですよ。 

 たとえば、本日みなさんにお配りした資料の②の中と書いたところを見ていただけま

すか。これは「クレージー・ライク・アメリカ、心の病はいかに輸出されたか」という

本なのですが、そこに「悲しみの文化」という一節があるのですね。6 これは、アメリ

カ人が書いた本なのですが、日本人には「悲しみの文化」があるんだと書いてあるわけ

です。傍線のところを読んでみますと、 

 日本人の間には「どうしようもない悲しみや苦悩は自然な感情であり、ある意味では

悟りにつながる状態だとされていた」とありますね。 

 
6 Watters, Ethan (2013)『クレイジー・ライク・アメリカ : 心の病はいかに輸出された

か』（訳：阿部宏美）紀伊國屋書店 
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 これは、どういうことかというと、日本の近代史で最も有名な哲学者といえば、西田

幾多郎というかたが、いらっしゃるわけですが、彼は、哲学は、悲哀から、悲しみから

始まる、というようなことをおっしゃっています。 

 資料の②の下と書いたところを見ていただけますか。哲学の動機は、驚きではなくし

て、深い人生の悲哀でなければならない。そう書いてありますね。これは、哲学は、驚

きから始まるというアリストテレスの有名な言葉を踏まえたものなのですが、悲しみの

文化のある日本では、哲学は、悲しみから始まることもあるわけですね。 

 この西田先生自身、死別の悲しみをほんとうにたくさん体験したかたでした。たとえ

ば、かわいいさかりの六歳の娘を亡くし、同じ年に、やはり生まれたばかりの娘を亡く

しておられます。そういう本当に悲しく辛い日々を送り、その二人の娘たちが亡くなっ

て四年後に「善の研究」という西田先生の代表作、日本哲学会の金字塔のような哲学書

を出版しているのですね。まさに悲しみが哲学の出発点なのだ、ということを、その人

生で証明したようなかたでした。 

 その自分のわが子を亡くした悲しみを書いた西田先生の文章が残っています。ちょっ

と読み上げてみますと、資料の②の下ですね。 

 

  何とかして忘れたくない、何か記念を残してやりたい、せめてわが一生だけ

 は思い出してやりたいというのが親の誠である。おりにふれ物に感じて思い

 出すのが、せめてもの慰藉（いしゃ）である、死者に対しての心づくしであ

 る。この悲しみは、苦痛といえば誠に苦痛であろう。しかし、親はこの苦痛

 の去ることを欲せぬのである。7 

 

しかし、親はこの苦痛の去ることを欲せぬのである。これは、複雑性悲嘆でしょうか。

違いますよね。これが日本の悲しみの文化ですよ。悲しみから、深い哲学も生まれるわ

けですよ。 

 でも、同じ資料の②のなかほどにある、「クレイジー・ライク・アメリカ」のところ

の、私が、米印をつけたところを見てくださいよ。「アメリカ人が病的だとする抑鬱感

 
7 竹内整一(2009)『「かなしみ」の哲学 : 日本精神史の源をさぐる』日本放送出版協会, p. 
29. 
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情は」とありますよね。つまり、こういう悲しみは、アメリカ人の文化では、やっぱり

病気だと思われてしまうということを書いているのですよ。 

 じゃあ、どっちが正しいんでしょうか。アメリカ人の考え方ですか。それとも日本人

の考え方でしょうか。どっちでしょう。どっちでもないですよね。これは文化の違いな

んですよ。 

  

 日米の文化の違い 

 

日本とアメリカの文化の違いがよくわかるのが、映画のつくりかたですね。私の世代だ

と、黒沢明監督の映画の名作、「七人の侍」というのは、まあ、たぶん男のかたなら、誰

でも見たことがあると思うのですが、七人の浪人の侍たちが、貧乏な農民たちを守るた

めに盗賊と闘うというストーリーなんですね。でも七人のうち四人が、その闘いのなか

で死んでしまうわけですよ。ですから黒澤明監督の「七人の侍」のラストシーンは、そ

の死んだ四人の墓を大写しにして、暗い音楽で終わるわけですね。 

 この「七人の侍」の映画に、ハリウッドスターのユル・ブリンナーという俳優が惚れ

込んで、できるだけ「七人の侍」のストーリーを使いながらハリウッド映画にリメイク

するわけですね。それが「荒野の七人」という、これまた非常に有名な西部劇映画で、

大ヒットしたわけですよ。浪人ではなくて、七人のガンマンが、貧しい農民のために盗

賊と闘うわけですが、やっぱり七人のうち同じように四人が死んでしまうんです。 

 でも、ラストシーンは、全く違う。四人の墓はほとんど出てこないし、それどころか、

若い男女がむすばれて明るい感じで終わるわけですね。日本人の好きなストーリーと、

アメリカ人の好きなストーリーが、きれいに対比されているわけですね。 

 要するに、日本には非常に豊かな悲しみの文化があり、それに対して、アメリカには、

そういうものがない。そして、そういうものがないところに悲しみを病気扱いする考え

方が生まれたということなのですね。 
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 欧米の理論がかえってストレスになる 

 

時間もそろそろ無くなってきましたので、最後の問題を出させていただきますね。資料

②の中のところの二重丸をつけた部分を読み、考えてみてください、ということです。

ちょっと読み上げますと、 

 

 グローバル化によって起こった心理的ストレスを改善しようとして、最新の

 欧米のメンタルケア理論を提供しても、けっして解決にはならないのだ。な

 ぜなら、それ自体が原因の一部でもあるからだ。治療に関する現地の考え方

 や、文化的に形づくられた自己の概念などの土台を壊すことで、欧米人は世

 界中にある心の苦しみの中心で、混乱や変化を加速させている。8 

 

ちょっと内容的には、難しい言葉をつかっているのでわかりにくいと思いますが、どう

いうことを書いているのか、ちょっと考えていただけますか。 

 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。これは要するにこういうことですね。世の中にいろい

ろストレスが生じて、精神的な問題も起こっているけれども、それを欧米の最新の理論

を使っても解決しないんだということですね。その理由は、ここが痛快なのですが、欧

米の理論をあてはめようという、そのこと自体が、新たなストレスを生むからなんだと

いうことです。 

  日本でいえば、死別によってストレスが起きますよね。それを解消するために「欧米

の進んだ理論」として、グリーフケアなるものが導入されるわけですが、それによって

逆にかえってストレスが増えてしまうんだということを言っているわけです。 

 たとえば、悲嘆回復の段階のモデルを示して「ああ、あなたは、まだ第一段階ですね」

とか、「何年も悲しい？ だったら、あなたは複雑性悲嘆ですね」とか、そんなことを言

 
8 Watters, 前掲書, p. 300. 
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われると、かえって辛くなるでしょ。まさに、そういうことを、ここでは言っているわ

けですよ。 

 なぜ、そうなるかというと、それは、ここに書いてあるように、それぞれの文化、長

い伝統のなかで人々がすでに、どう死者と向かいあうかということができているのに、

それを欧米の理論は否定し、壊そうとしているわけですね。なぜなら、欧米の人たちは、

自分たちの「悲しみかた」、自分たちの死者との向かい合いかたが、もっとも先進的な

んだと信じているからなのですよ。そして残念ながら、日本人のなかにも自分たちの悲

しみかたよりも、欧米人の悲しみかたのほうが進んでいるんだ、先進的なんだと信じて

いる人がいるわけですね。 

  

 日本の豊かな悲しみの文化 

 

このあいだ社会福祉のある本を読んでいたら、グリーフケアのことが書いてありまして、

「日本は欧米に比べて遅れている。グリーフケアの導入、普及が急がれる」なんて書い

てありました。 

 こういうのは、困りますね。こういうことを言う人は、資料③で紹介している竹内先

生の書かれた「かなしみの哲学」という本を読んでみてほしいですね。たとえば、資料

③の右側に書いてあることを見ていただきたいのですが、読んでみますと 

 

 日本人の精神史においては、こうした「かなしみ」を感受し表現することを

 通してこそ、生きる基本のところで切に求められる、他者への倫理や、世界

 の美しき、さらには、神や仏といった超越的な存在へとつながることができ

 ると考えられていたのではないか。つまり、「かなしみ」とは、生きているこ

 と（死ぬこと）の深くゆたかな奥行きをそれとして感じさせる感情なのでは

 ないか。9 

 

 
9 竹内、前掲書、p. 13. 
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素晴らしいですね。竹内先生は、万葉集から平家物語を経て、千年以上続く日本の悲し

みの文化を、この本のなかで語っておられます。こういった「悲しみの文化」があって

こそ、「愛」に「しい」と書いて、かなしいと読む、ということが理解できるわけです

ね。 

 

今日、はじめて私の講演を聴いてくださっているかたも、いらっしゃいますので説明し

ておきますと、日本の古語、やまと言葉では、「かなしい」というのは、いとしい、とい

うことでもあるわけですね。 

  これは、実際に私が遺族のかたにインタビューさせていただいたときに、ふと、高校

時代に学んだ古語を思いだしましてね、ああ、そういえば、やまと言葉では「愛」に「し

い」と書いて、いとしいと読むんだなったな、遺族にとっては、悲しみは、まさに愛そ

のものなんだなと感じたわけですよ。 

 「愛からの回復」なんてありえないでしょ。だから「悲しみからの回復」はありえない

と遺族のかたはおっしゃっているんだと、私はそのように理解したわけです。 

  ただ、平安時代の人々が、どうして「悲しい」と「愛しい」を同じ気持ちとしたのか、

それが、いまひとつわからなかったのですが、それを竹内先生は解説してくれています。 

 それによれば、どちらも「どうしようもない」という気持ちなわけですよね。どうし

ようもなく愛しい、どうしようもなく悲しい、ということで、同じ気持ちであるわけで

すね。さすがにあの「源氏物語」を生んだ平安時代ですね。人間の愛とか、悲しみとい

うことについて、現代の人々よりもずっと深く考えた時代だったんです。そういう時代

を超えた深い感性に基づいて初めて、日本の自死遺族の悲しみが理解できるわけですね。 

 

はい、では、そろそろ私の持ち時間も終わりに近づいてきました。今回は、私は、遺族

と悲しみの文化ということをテーマにして、悲しみのことを中心にお話ししました。 

 でも、遺族のお気持ちというのは、悲しみだけではないわけですね。最後に二つだけ、

私が遺族のかたとお話しして、これは大事だなと思った気持ちのことをお話ししたいと

思います。 
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 大切にしたい遺族の怒り 

 

二つのうち、一つめは、怒りということです。怒りは、大切だと思います。グリーフケ

アでは、怒りというのは、まさに病的なものとして扱われていますよね。いえいえ、と

んでもない。怒りは、社会を改革していくときの貴重なエネルギー源ですよ。 

 田中さん、最初は、まさに孤立無援のところから、素晴らしいこれだけのネットワー

クを作り上げてこられた。この原動力、エネルギーは、どこからかというと、ひとつは、

怒りだと思います。もちろん全国の孤立した遺族と手をつなぎたいという気持ちもある

と思いますが、怒りが、原点にあると思います。 

 「怒り」って悪いことばかりじゃないですよ。私、先日、身体障害者の自助グループ

のかたとメールを交換しましてね。その障害者のかたとは、30 年以上も前、私が、まだ

学生のころ、いろいろ交流があったかただったんですね。そのかたがメールに書いてい

たことが印象的で、「僕は、障害者をとりまく環境を良くするためには、100 年以上か

かると思っていたが、30 年で実現してしまった」というのですね。たしかに、いまも障

害者福祉は十分ではないと思われるかもしれませんが、30 年前に比べたら、すごく良

くなっているんですよ。 

 じゃあ、どうして、そんなに良くなったのでしょうか。「みんなが障害者に対して優

しくなったから？」「24 時間テレビなどで、マスコミがとりあげたから？」そうじゃな

いですよね。障害者のかたがたが、怒りをもって社会を変えたということです。彼らが、

怒りを持たなかったら、決して福祉は良くならなかったと思います。 

 ですから、遺族のかたにも「怒り」は大事だと思います。田中さんのメールは、しょ

っちゅう「闘いです！」というメッセージで終わるんですね。よく闘うためには、怒り

が必要ですよ。グリーフケアが、特に怒りを治療対象としようとしますからね。治療さ

れないように怒りを大切にしていただきたいと思います。 

  

 大切にしたい遺族の誇り 

 

そして、二つのうち、もうひとつの気持ちですが、それは、遺族かたの誇りです。私は、

いまでもよく覚えているんですが、私が講演をさせてもらったあとのときでしょうか、
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遺族のかたとレストランで食事をしていて、あるお母さんが「私は、息子のことを誇り

に思っていますよ」とおっしゃったんですね。すると、その横にいらした遺族のかたも

「ええ、私も、あの子のことは、誇りに思っています」と、おっしゃったんですね。 

 これは自死遺族の自助グループに集う遺族のかたに共通して、かなり深いところにあ

る気持ちなんじゃないかなと思っています。でも、そういう誇りをもっていても、遺族

が口にできないような社会の雰囲気があると思うのですよ。その雰囲気を変えていきた

いですね。 

 素晴らしい息子だった、素晴らしい娘だった、夫として、妻として最高の人だったと、

みなさん、それぞれそう思っていらっしゃるからこそ自助グループに参加されているの

ではないでしょうか。 

 「怒り」と「誇り」この二つも、悲しみと同様に大切にする自助グループであってほ

しいなと思っております。 

 

 長時間のご清聴ありがとうございました。 



2015.09.13.13:05-14:05 きゅりあん（東京都品川区） 

第 8 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 

自助グループに集う自死遺族と悲しみの文化について 

         上智大学  岡 知史 

 
 
参考資料 Klass, Dennis. 1996. “Grief in an Eastern Culture: Japanese Ancestor 
Worship.” PP. 59-70 in Continuing Bonds: New understandings of grief, edited by 
Dennis Klass, Phyllis R. Silverman, and Steven L. Nickman. Washington, DC: Taylor 
& Francis.（訳本なし） 

 
 

問① 資料①で紹介されている、日本人とドイツ人の悲しみかたの違いについ

て考えてみてください。 
 
 
問② 悲しみを病気として扱うこと（悲しみの「医療化」）の弊害としては、

どういうことがあるでしょうか。 
 
Konigsberg, RD. 2011. The truth about grief: The myth of its five stages and the new 
science of loss. （グリーフに関する真実：「五段階」という作り話と喪失に関す

る新しい科学）New York: Simon & Schuster.（訳本なし） 
 
 
問③ 血液型と性格には関係があるとあなたは信じていましたか。科学的には

否定されている理論を、ひとはなぜ信じてしまうのか、理由を考えてみてくだ

さい。 
 
Lilienfeld, SO ほか(2014)『本当は間違っている心理学の話 : 50 の俗説の正体を暴

く』（八田武志訳）化学同人 
 
 
問④ 資料②の中、◎のところを読み、その内容について考えてみてください。 
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