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とき：2012.11.09.18:35-19:25 
場所：WEST19 5 階講堂（札幌市） 
自死遺族支援研修会（主催：札幌市精神保健福祉センター） 
テーマ「グリーフケアを再考する：通俗科学、文化、スピリチュアリティ、そして主体」 

上智大学 岡 知史 

 
1. 悲嘆回復の段階説を否定する？ 

2. グリーフケアは通俗科学化している 

3. それは疑似科学なのか 

4. 教科書は科学を反映しているか 

5. 悲嘆には決まったコースも期間もない 

6. 気持ちを無理に出す必要もない 

7. 悲嘆が終わらなくても病気ではない 

8. グリーフケアの背景にある文化の問題 

9. 死者との絆 

10. 時間の文化 

11. グリーフという言葉の誤解 

12. 悲しみとグリーフとは違う 

13. 遺族が主体 

14. グリーフケアに代わるもの 

ただいま、ご紹介いただいた岡と申します。今回

は、このような貴重な研修の場でお話をする機

会をいただきましてたいへん感謝しております。 
 
最初に、簡単に全体のお話のあらましについて

述べますと、このサブタイトルにある 4 つのキ

ーワードをもとに話していきたいと思います。 
 

ひとつは、通俗科学。現在のグリーフケアをめぐ

る議論は、通俗科学化してしまっていて非常に

単純化されたものとなって一般に広がっているのではないかということです。 
 

ふたつめが、文化。実は、グリーフケアは科学的な装いをもっているものの、その根底

には、文化的なもの、特にユダヤ＝キリスト的な文化の価値観があり、日本人の価値観

には合わないものがあるのではないかという議論です。 
 

そして、3 つめは、スピリチュアリティ。人は死とどう向かい合うべきか、こういうス

ピリチュアルな問題、哲学的な問題が、グリーフという心理的な情緒的な反応をどう扱

うかという技術的な問題と混同されてしまっているということ。 
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そして最後に主体です。遺族の支援を考えるときは主体としての遺族をまずは考えるべ

きだろうと。でも現在のグリーフケアは、そうはなっていないのではないかということ

です。こういう 4 点を中心にグリーフケアについて考えてなおしてみたいと思います。 
 

 悲嘆回復の段階説を否定する？ 
 
さて議論に入る前に私の立場を簡単にお話しておきますと、私の専門はグリーフケアで

はありません。専門はソーシャルワークでして、もっぱら自助グループのことを研究し

てきたんですね。いままで難病とか、アルコール依存症の自助グループなどについて研

究し、調べてきました。 
 

あるとき 2008 年の秋でしたが、いまから 4 年ほど前、私が書いた自助グループの本を

読んで、こちらの田中さんと明さんが、私の大学の研究室を訪ねてくださったのですね。

それまで、お二人とは全く面識はありませんでした。本を読んだからということで、お

手紙を 2 回ほどいただき、お会いすることにしました。 
 
当初は正直言って、あまり深くかかわるつもりはなかったのです。自死の問題は、私の

専門外だと思っていましたので、お会いしたら、どなたか他のかたを紹介できればと思

っていました。 
 
それで、お会いしたら驚きましたね。「悲嘆回復の段階説」、あの有名なキューブラロス

が提出した悲嘆回復の 5 段階説、「あれは絶対に間違っているから、あれを否定する研

究をしてもらいたい」とおっしゃったんですよ。 
 

「あれは、もう私が学生のころから定説になっているようなもので、私のような専門外

の者が、ああだ、こうだとケチをつけられるようなものではないんですよ」と、ご説明

したのですが、お二人は「でも、当事者からすれば全く間違っていて、こんな理論で遺

族はすごく迷惑しているし、傷ついているのだから、なんとか力になってほしい」と熱

心に、おっしゃるわけですね。私も困ってしまいまして「じゃあ、こういうことを研究

している研究者をネットで探してみますよ」と。「そして、それがわかればまたお伝え

します」といって、そのときは、それで終わったんです。 
  
そしてネットで調べると、悲嘆回復の段階説に疑いをもっている日本語の論文は少数な

がらありまして、その論文をダウンロードして、お二人に送ったのですね。それで「こ

のかたに連絡をして協力をお願いすれば、いがかでしょうか？」と提案したんです。で

も、お二人は「うーん、これは、ちょっと私たちの求めているものとは違う」とおっし

ゃる。 
 

じゃあ、このお二人は何を求めているのだろうか、ちょっとお話を聞いてみようという

ことで、それを続けてきたら、その 4 年後こんなふうに、みなさんのような専門家の前

で「グリーフケアを再考する」なんて実に大胆不敵な、といいますか、挑発的な、こう

いうタイトルで、お話するようになってしまったわけです。 
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ながながと自分の話をさせていただきましたが、私が言いたいのは、こういうことです。

つまり私はグリーフケアとか、悲嘆回復の段階説とか、そういうものの正しさというか、

理論としての妥当性というものを、遺族のかたと会うまでは全く信じて疑わなかった人

間だったということなんです。それが、この自死遺族のお二人と、じっくり話していく

うちに「あ、これは、ちょっと違うかも？」と思い始めたんです。 
 

ここにいらっしゃるみなさん、たぶん、ほとんどのかたが、グリーフケアに深い関心を

もっていらっしゃるのだと思います。そして、たぶん多くの人が、かつての私のように

グリーフケアは確固たる理論で正しいことで疑いようが無いと思っていらっしゃると

思うのですね。私の今回の講演の目標は、そんなみなさんに、グリーフケアに対する「疑

いの芽」を植え付けることなんですよ。信じていいんですか？ 大丈夫ですか？ みたい

な疑いの芽ですね。 
 

 グリーフケアは通俗科学化している 
 

なぜ疑っていいのか？ まず 1 点め、それは、

ひとつにはグリーフケアは一部ほとんど通俗科

学になっているからなんですよ。  
 
通俗科学とは、本来の科学が厳密な、こうこう

こういう条件のもとでなら、こういうことが起

こるかもしれないという非常に控えめで限定さ

れたことを言うのに対して、通俗科学は一般市

民向けに非常に単純化したモデルを示すわけで

すね。 
 
あまりに単純化して大衆にアピールするような形に変形してしまうと、こんどは、それ

は疑似科学、偽物の科学ということになってしまいます。それを図式で描いてみたのが、

これです。 
 

これは情報の流れという図式なのですが、情報

というのは、発信者がいて、媒体があって、そし

て受信者があるわけですね。 
 

まず科学者の世界では、科学者が科学論文を書

いて、他の科学者に情報を伝えるという、いわば

完結した世界のなかでの情報のやりとりがあり

ます。みなさんのなかにも学会誌に投稿された

経験がある人がいらっしゃるかもしれませんが、

ピアレビューとかいう審査があって、なかなか厳しいですね。出された論文も、非常に

専門的なもので専門外の人には理解しがたいものです。ですので、どうしても閉じた世

界にならざるをえないですね。 
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でも科学の知識は一般にも広めていかなければいけないし、一般市民もそれを知りたい

ということで、通俗科学が情報の発信者となって一般書籍によって一般市民とか、グリ

ーフケアの場合はボランティアなどに情報を伝えていくわけです。 
 

 それは疑似科学なのか 
 
そこで気をつけなければいけないのは、こんなふうに通俗科学というより大衆受けする

ように、もっと極端に単純化した「疑似科学」（偽物の科学ということですね）が出てく

る。難しいのは、この通俗科学と疑似科学の区別は、普通の人には非常に難しく、いっ

しょに一般の書店に並ぶという形になることなのですね。 
 

疑似科学というのは、典型的には血液型の性格診断みたいなものですよ。なんの科学的

根拠もないのに、あたかも科学であるかのように言われているものです。あとは、右脳、

左脳という言い方ね。右脳を鍛えることが大切だ、なんて、いろいろ脳科学ブームで言

われていますけれども、ああいうのは本当の専門家に言わせれば、嘘もいいところだ、

という話なんだそうです。 
 

問題は、さっきも申し上げたように、これが通俗科学の範囲内で「おおざっぱすぎるけ

ど一般市民向けには、これでいいか」というレベルなのか、それとも全く信じるに値し

ない疑似科学のレベルなのか、その区別が素人には難しいということなんですよ。 
 

 教科書は科学を反映しているか 
 
それで、みなさん専門職の場合は、どこから情報を得るかというと、科学論文というの

は、あまりに厳密すぎて、あるいは細かすぎて実践的ではないと思うのですね。ですの

で、その場合は教科書とか研修会が情報源になると思います。そして、その情報を発信

するのは、科学者というより大学の先生とかいう教育者ですよね。しかし、この教育者

から教科書、研修を通して専門職へという情報の流れは、上の科学者が科学論文を通し

て情報を伝えるという流れと比べて、ずいぶんと緩いわけです。緩いというのは相互チ

ェックがはいりにくい。 
 
たとえば、私の今日の研修ですが、私の話す内容を誰か事前にチェックしたかというと

誰もしてないですよね。教科書だって私もいろいろ社会福祉関係の教科書の一部を依頼

されて書いてきましたけれども、編者から注意を受けて書き直したなんていうことは、

正直いってほとんどないですよ。ということは、はたして、その教科書の内容、情報は

正確なのか？ということなりますよね。 
 

私は、あるとき非常に面白い論文を見つけましてね 1。それはアメリカの精神科の看護

師さんが使っている教科書には、どれくらい間違ったグリーフケアの考え方が掲載され

 
1 E. A. Holman, J. Perisho, A. Edwards, & N. Mlakar (2010). The myths of coping with 
loss in undergraduate psychiatric nursing books. Research in Nursing & Health, 33(6), 
486–499. https://doi.org/10.1002/nur.20407  

https://doi.org/10.1002/nur.20407
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ているかということを調べた論文なんです。大学生向け精神科看護の教科書に書かれた

「喪失への対処」という神話というタイトルなんですね。 
 
この神話というのは、デタラメということです

よ 2。この研究によるとアメリカで普通に使われ

ている精神科看護の大学生向け教科書を 23 種

類調べた結果、実に 8 割の教科書が、喪失への

対処、つまり死別による悲嘆とか、そういうこと

ですが、これについてデタラメが書いてあった

そうなんです。さて、ここで問題です。 
 

 悲嘆には決まったコースも期間もない 
 

Holman らは、喪失への対処に関連した典型的

な「神話（間違い）」を、精神科看護学の教科書

から 7 つ見つけています。その例として、神話

１：「悲嘆には、その後にたどる段階または予想

されるコースがある。」事実：人によって悲しみ

方は違う。他に、どんな神話があったと思います

か、という問題です。少し、隣の人と、お話しな

がら考えていただけますか。 
 

この神話の 1 は、非常によく教科書に取り上げ

られているもので、この論文によれば、なんと 9 割近くの教科書で、この段階説が何の

エビデンス、つまり科学的な証拠もなく正しいものとして紹介されていたということで

した。 
 

じゃあ、他にどんな神話が、教科書のなかにあ

ったかというと、神話 2。悲嘆のプロセスが生じ

るとき、明確な期間（たとえば、2 ヶ月とか半年

とか）が考えられる。  
 
これにも学問的には根拠がない、エビデンスが

ない神話だということです。悲嘆は何ヶ月かた

ったら慢性期になってとか、私はどこかで読ん

で、ふむふむ、なるほどと思った記憶がありま

すが、でも、それも、まるで根拠がない神話なん

ですね。これは 6 割から 7 割ぐらいの教科書に書かれていたそうです。 
 

 
2 この講演のとき、キリスト教の牧師のかたから「神話は私たちにとって聖書の物語であ

って、デタラメということではない！」とのお叱りを受けた。しかし myth は聖書とは無

関係。英語で myth というと連想されるのは、ギリシャ神話だろう。 
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以前、ある精神科医が、遺族もいらっしゃるシンポジウムの席で「自死のあと 1 年とか

たっても、まだ回復していなかったら、それは病気だ」とか、おっしゃったということ

で遺族の方がずいぶん怒っていらっしゃいましたが、怒っていらっしゃったのは、ある

意味、当然で、こういう悲しみに一定の期間があるなんていうのは科学的な根拠はない

ということなんですよ。 
 

 気持ちを無理に出す必要もない 
 
それから神話の 3 つめ。自分の気持ちは、掘り下げ、認め、吐き出す必要がある。この

話もエビデンスのない、学問的根拠のない迷信なんですってね。もちろん「わかちあい

のときに、思い切り泣いたら、少し気持ちが楽になった」という声も聞きますが、必ず

そうしなければいけないということでもないわけです。 
 
あとでお話ししてもらう田中さんのところの遺族の会では「わかちあいは苦手だけれど

も、終わったあとの飲み会には来る」という遺族がいらっしゃるそうですが、それでい

いんですね。泣いて、気持ちを吐き出すとか、そんなことは必ずしも必要ない。しかし、

6 割ぐらいの教科書には、遺族には感情を出させる必要があると書いてあるそうです。

これも学問的には根拠が無い話、エビデンスがない話なんですね。 
 

それから喪失のあと、苦しみ、憂鬱、混乱、怒り

など否定的な気持ちは必ず出てくる。これも根

拠が無い話なのだそうです。また、そのような

否定的な気持ちが生じない（あるいは遅れて出

てくる）場合は、これは病的である。これは、た

とえば「あの人は大切な家族を亡くしたのに普

通に仕事もしているし、泣き叫んだりしていな

い。これは、おかしいんじゃないか。きっと精神

的に病気にちがいない」というのは当たってい

ない、ということです。 
 
ある本にね、あるとき、お父さんが病気で亡くなった、と。でも娘は次の日から学校に

行っているんですね。「しっかりしなきゃ」と、がんばっている。それを見た母親が心配

になって「あの子は大丈夫だろうか、医者に診てもらわないといけないんじゃないか」

と言ったということが書いてある。これは、この神話をお母さんが信じてしまっている

わけですね。喪失を味わったら、すごく落ち込んで泣いて、という反応があるのが当然

で、それが無ければ、病気だという考え方。これは科学的には全く根拠がないというこ

となんですね。 
 

 悲嘆が終わらなくても病気ではない 
 
それから悲嘆には、ふつう回復あるいは終結は必ずある。終結が無い場合は、病的であ

り、治療が必要である。これは、ひとことでいえば「悲嘆の回復は必ずあるし、なけれ
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ば病気だよ」ということですね。これもまた科学的根拠は何も無い神話にすぎないとい

うことです。 
  
深い悲しみを心の中に生涯持ちつつ、しかも精

神的に病的な状態にならないで生きている人は、

たくさんいるんだということが、実証的な研究

によって明らかにされているそうです。ここま

でのことを、ごく簡単にまとめてみますと、こう

なります。 
 
悲しみは掘り下げ、吐き出すことが必要だ。悲し

みが表現されなければ、これは病気だ。悲しみに

は回復がある、なければ病気だ。これらは、すべ

て科学的根拠が無い話だということになります。 
 
だから、こういうこと書いているグリーフケア

の本は基本的に通俗科学の読み物ぐらいに考え

たらいい。けっして科学的な根拠に基づいて書

かれているわけではないんです。 
 
前のスライドに戻りますと、専門職というのは、

それぞれの教科書を読んで専門的知識を身につ

けるわけですが、それは必ずしも科学論文とい

うか、厳密な研究の結果を反映しているわけで

はなくて、いまのアメリカの精神科看護のテキ

ストの例にみるように、どちらかというと通俗

科学のほうに引きずられている、おそらく極端

な場合は疑似科学にまで似てくるという現象が

見られるわけですね。これは、アメリカの精神科

看護のテキストの例でしたが、日本の看護のテ

キストの場合も、あるいは他の専門職のテキストも似たような状態だと思うのですね。 
 
ただ、宇宙物理学が通俗科学化され、あるいは疑似科学化されても、特に誰かが個人的

に迷惑するということはないのでしょうけれども、自死遺族に関しては科学的根拠に基

づかない思いこみの通俗科学的な知識でグリーフケアをしようとすると、これは遺族に

とっては、ひどい迷惑になるということになりますね。 
 

 グリーフケアの背景にある文化の問題 
 
じゃあ、二番目の文化という点に行きますね。グリーフケアには細かい点を見れば、い

ろんな見方があるでしょう。でも一番の基本的な考えを一言でいえば、どうなるかとい

うと、こうなるのです。 
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グリーフカウンセリングやセラピーの原則は、

以下の考えに基づいている。すなわち時間の経

過のなかで、人は亡き人との関係を断ち、愛着を

捨て、亡き人とかかわりがない自己概念と、他の

人との関係を形成する必要がある。そして、いつ

までも亡き人との関係にこだわる人はカウンセ

リングや治療が必要であるという考え方である。  
 
ここでポイントは「断つ」ということ。「亡き人

との関係を断つ、断ってこそ健康になれるのだ」

という価値観が明確にあるということなんですね。この論文は 1992 年のもので、20 年

も昔の論文ですが 3、この American Psychologist という雑誌は、アメリカ心理学会の

学会誌ですから非常に権威がある専門雑誌と考えてもらっていいです。またグリーフケ

アの考え方は、どんどん新しいものが出されていることは事実ですが、実践のレベルで

はいまでもこの考え方が基本になっていると思われるのですね。 
 

さて、この価値観ですが、みなさん、どう思いますかね。なんで亡くなった人のことを

思い続けることは、いけないことなんでしょうか。実は、これは非常に古くから西洋の

文明のなかにある考え方なんですね。このことについて研究しているクラスさんという

人の論文 4の一節を紹介します。 
 

西洋の歴史においては、先祖である死者との関

係は、唯一の神と個人との関係と競り合い、ぶつ

かるものであった。つまり亡き人のことを思い

続けてはいけない、なぜなら、それは神を思う心

の妨げになるからだ、という考え方があったわ

けです。 
 

有名な旧約聖書の一節を引用しますと、口語訳

出エジプト記 34 章 14 節「あなたは他の神を拝

んではならない。主はその名を『ねたみ』と言っ

て、ねたむ神だからである。」亡くなった先祖のことを思う、亡くなった先祖が自分た

ちを守ってくれる、というような、そういう発想は唯一の神を頼む気持ちと、ぶつかっ

てしまうわけですね。 
 
この「亡くなった先祖ではなく、唯一の神を思え」という考え方は、強く団結した社会、

国家をつくるのに役だったと言われているのですね。つまり古代イスラエルでは、大昔

 
3 M. Stroebe, M. M. Gergen, K. J. Gergen and W. Stroebe (1992). Broken hearts or 
broken bonds: Love and death in historical perspective. American Psychologist, 47(10), 
1205-1212. https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.10.1205 
4 D. Klass and R. Goss (1999). Spiritual bonds to the dead in cross-cultural and 
historical perspective: Comparative religion and modern grief. Death Studies, 23(6), 
547-567. https://doi.org/10.1080/074811899200885  

https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.10.1205
https://doi.org/10.1080/074811899200885
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は、それぞれの部族の神とか先祖の霊とかをやっぱり祭っていたようですが、それでは

ダメだと。やはり唯一の神のことのみを思うことが必要だと。かつては、それぞれの部

族が、別々の神を崇拝していたからこそ唯一の神は非常に怒って、ユダヤの民を罰した

と考えた。具体的には他の民族から攻められ、虐殺され、奴隷にされたということなの

だと思います。 
 

みなさん、ご存じのようにグリーフケアの原点というのは、グリーフワーク、つまり「喪

の仕事」ということを考えた、かの有名なフロイトにあるわけですが、フロイトはユダ

ヤ人でした。フロイト自身は無神論者でしたが、きっと、そういう文化的な背景が、死

者との絆を切ることをフロイトが強調することにつながったのではないでしょうか。 
 

 死者との絆 
 

じゃあ、また問題を出しますね。典型的なグリー

フケアには、ユダヤ＝キリスト教の一つの世界

観（亡き人との関係を切ることが神との関係で

必要であるという世界観）に現れているようで

す。とすれば、日本の文化のなかでは、遺族への

支援はどのように行うと良いでしょうかという

問題です。 
 

日本の場合は、特に日本の仏教の場合は、死者の

とのつながりを大事にしますね。家に仏壇があ

って、そこに果物とかね、おいてあって、タバコが好きだった人には、タバコが、つけ

てあったりします。日本人のグリーフと、アメリカ人のグリーフについて文化的に比べ

た論文がありまして 5、そこから少し引用しますと、こんなことが書いてあるのですね。 
  
日本では先祖供養の儀礼によって死者との絆が

維持されているが、それは国民としての幸福感

や、家族のつながりを維持するうえで重要な要

素となっている。一方、西洋の宗教においては、

死者との絆を維持することは歴史的にも複雑な

様相をみせている。先祖との絆を保ちつつ、その

絆と神への信仰をどう結びつけるのかが問題な

のだ。 
 

つまり、日本には死者との絆を大事にするという文化がある。一方、西洋の人たちも、

死者との絆を本当は大事にしたいのだけれども、そこには「死者ではなく、神を思わな

ければいけない！」という宗教上の難しさがある、ということなんだと思います。 
 

5 D. Klass (2001). Continuing bonds in the resolution of grief in Japan and North 
America. American Behavioral Scientist, 44(5), 742-763. 
https://doi.org/10.1177/00027640121956476  
 

https://doi.org/10.1177/00027640121956476
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 時間の文化 

 
さて、この文化の違いということを考えるとき、私は死者との絆を保つのか、保たない

のかという違いの他に、もうひとつ西洋人と日本人の間には「時間」に対する考え方が

違うということも注目していいのではないかと考えています。 
 
みなさんは、時間というのは、どんなふうに流れ

ていると思われますか？ たとえば「季節はめぐ

る」といいますよね。春、夏、秋、冬そして、ま

た春、夏、秋、冬とぐるぐる回るわけです。だか

ら時間というのは、こんなふうにぐるぐる回っ

ているわけですよ。年も回るわけですよ。還暦な

んていうのは、まさに回るわけですね。60 歳に

なったら、赤ん坊の服を着るんでしょ。 
 

こういうのを循環的な時間といいます。時間は、ぐるぐる回るものだという考えです。

こういう循環的な時間のなかに住んでいる人にとっては、なにごとも繰り返し体験する

というのは、ごく当たり前。自然なことなんですね。 
 

それに対して、まっすぐな時間というのもあるんです。まっすぐなだけではなくて「始

め」と「終わり」があるという時間の感覚ね。そんな時間の感覚があるの？と思うかも

しれませんが、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教では、みんな、そういう時間の感覚

ですよ。ある時期がくれば、神の審判が下されるわけですよ。「最後の審判」ですね。 
 

これは有名な、ミケランジェロの「最後の審判」

の絵ですが（Michelangelo Buonarroti [Public 
domain], via Wikimedia Commons）、こんなふ

うに、いつか、みんな一斉に最後がくるわけです

よ。そこで世界は終わりですね。 
 
一方、旧約聖書には創世記があって「神が世界を

つくった」というお話がありますね。時間は、そ

こから始まったわけです。つまり時間には始ま

りと終わりがある。こういう時間のなかで生き

ている人にとっては、繰り返し何かが起こると

いうのは、何か不自然な感じがするわけですね。 
 
どうして、こういうことが、グリーフケアにかか

わるのでしょう。「悲しみが繰り返し、波のよう

に押し寄せる」のは、多くの自死遺族のかたが経験していらっしゃると思いますが、こ

の循環的な時間概念でいえば、それはごく自然なことなんですね。 
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一方、この始めと終わりがある時間のなかで生きている人たち、これは、さっきもお話

したように、ユダヤ・キリスト教の文化圏にいる人たちがそうなのですが、そこでは繰

り返し起こる悲しみは、やっぱり不自然に思えて、そこから「悲しみを、スパッと終え

る」という発想が出てきたのではないかと思うのですね。 
 

それから、時間のことをさらにお話ししますと、みなさん時間というのは、川のように

流れていくものだと思っていませんか。どうでしょう。 
 

桜の絵を出しましたが、桜が散っていくのを見

てね、ああ、時が過ぎていくなあと、思うでしょ。 

つまり、時が流れて、人は、それを止まって見て

いるという状態ね。 
 
こういう時間がある一方で、こういう時間もあ

るわけです。まず、人が動くんです。時間じゃな

くてね。時間は、逆に、そこにあって、過去のこ

とは、記録になるし、未来のことは予定になる。 
 

こういったことは、別に私が考えたことではなくて、時間についての考え方ということ

で、これは哲学、思想の研究として、それこそ昔から、たくさん研究があるのですよ 6。

それで、右側、つまり「人が動く、人が歩む、時間は、そこにあるだけ」という時間の

概念をもつ文化では、まず人間がステップを登っていく、それを時間で計るという発想

が出てくる。つまり回復の段階説なんかは、これですよね。 
 

でも日本の文化は、たぶん、この桜のほうでしょう。時間が、まず流れているわけで、

人間は、むしろその時間をながめている側のことが多い。 
 

精神科で働いていらっしゃるかたは、よくご存じだと思いますが、悲嘆回復だけではな

くて、アルコール依存症についても回復のステップを考えるというのが、アメリカの自

助グループのなかから出ているわけですね。これは時間があって、人が、その上を歩ん

でいくという文化のなかから出てきた発想で、日本のように、まず「時間が流れている」

という発想の文化のなかでは、いまひとつ活きてこないものがあるのではないかと思う

のですね。以上が、グリーフケアを再考するという 2 番目の文化の観点でした。 
 

 グリーフという言葉の誤解 
 
では 3 番目ですが、ここでは「グリーフという言葉についての誤解がある」ということ

を指摘したいと思います。グリーフが文化によって、どのように（異なって）理解され

ているか、ということについて述べた論文の一節がありますので、読んでみます。 
 

 
6 たとえば、真木悠介(2003)『時間の比較社会学』岩波書店. 
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英語で「グリーフ」として定義されているものを

どう理解するかは、文化によって違ってくる。英

語において「グリーフ」とは「強い感情」

（Emotion)をいう。（中略）他の文化では「グリ

ーフ」は違ったように考えられているかもしれ

ない。たとえば、ある文化では「グリーフ」は、

感情と思考が分かちがたく結びついている 7。 
 
どうでしょう。ここの部分ですね。英語において

「グリーフ」とは「強い感情」（Emotion)をいう。私は、ここを初めて読んだとき、た

いへん驚きました。 グリーフって感情のことなの？ Emotion にすぎないの？という感

じですね。Emotion とは、怒りとか、恐怖とか、身体の変化も伴うような強い感情です

よ。グリーフってそういうものなんですよ。 
 

私が、すごく驚いた理由というのは、実はグリーフというのは、もっと深い意味がある

と思っていたのですよ。人間の生と死を考えるキーワードになるような、ものすごく深

い重みのある言葉だと思っていました。でも、そうじゃない、ただの心理的な、精神医

学的な反応なんですよ。そういう意味では何の深みもない言葉なんですね。 
 

信じられますか？ 信じられなければ、日本のグリーフケアの第一人者で、グリーフケ

アの関係者なら誰もが知っている平山先生という方がいらっしゃいます。そのかたの本

のなかに、こんな言葉があります。 
 

「悲嘆（grief）は、喪失（死別）にともなう反応

ないし症状をさす。（中略）悲嘆は、悲しみとい

う出来事の横断面的側面である『反応』や『症状』

のみをさし、その心理的内面や経過（プロセス）

にまで言及するようなことばではない。」8 要

するに、グリーフとは反応とか症状をいう非常

に単純な言葉だ、ということですよ。 
 
でも、ある意味では、これは当然ですよね。なぜ

ならグリーフケアというのが、心理学なり精神

医学なりという科学なら、グリーフは、たとえば数字で表現できるような単純な概念で

あるべきです。そうでないと観察可能な実証科学の対象にならないですからね。 
 

 
7 P. C. Rosenblatt (2008). Grief across cultures: A review and research agenda. In: 
Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory and intervention, 
edited by M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut and W. Stroebe. American 
Psychological Association, p. 213. https://doi.org/10.1037/14498-000  
8 平山正実(2009)『自死遺族を支える』エム・シー・ミューズ, p. 10.  
 

https://doi.org/10.1037/14498-000
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だって、人間にとって死とは何か。死別の苦しみ、悲しさというのは、人間にとってど

ういうものなのか、遺された人は、どう生きていくべきなのか？ そういった問いは「科

学の問い」ではないですよ。心理学の問いでもなければ、精神医学の問いでもない。そ

れは、宗教的な問題あるいは哲学的な問題ですよね。決して科学の領域ではない。 
 

私は、グリーフケアについて再考する、考え直すときに、ひとつのヒントになるのが、

このグリーフという言葉についての誤解だと思っています。単なる心理学的な、あるい

は精神医学的な「症状」にすぎない「グリーフ」が、哲学的な人間の生と死とを考える

ときの鍵になるような、スピリチュアリティを含んだ深い言葉だと誤解されてしまって

いる。そこにグリーフケアをめぐる混乱の大きな原因の一つがあるのではないかと思う

のですね。 
 

 悲しみとグリーフとは違う 
 

じゃあ、最後の問題です。心理的反応または症状

にすぎない「グリーフ」が、人生論的な、スピリ

チュアリティを含んだ課題（たとえば「私はどう

生きるべきか」「遺された私の人生に何の意味が

あるのか」）を解くキーワードであると誤解され

ている日本の現状があるとすれば、その誤解は、

どこからくるのでしょうか。こういう現状があ

ると仮定するならば、それは、どういうことで、

そういう誤解が生じたのだろうか、考えてみて

ください。 
 

グリーフの誤解は、どういうものか、どんなふ

うに説明したらいいのかな？と、いろいろ考え

ていたのですが、こういうのは、どうでしょう。

本のタイトルが、「自死遺族の悲しみ：グリーフ

ケアから考える」という本があったら、どうで

しょうか。このタイトルは、どこか間違ってい

ると思いませんか？ 
 
たぶん、どこが間違っているんだ？と、たいて

いのかたは思われるかもしれませんが、もし、

その横に、こんな本のタイトルがあったらどうでしょうか。「日本人の精神：精神科看

護から考える」。どうでしょう。これは、ちょっと、おかしいですよね。どこが、おかし

いんでしょうか。 
 
つまり、こちらの「日本人の精神」というのは、「わび・さび」とか、「もののあわれ」

とか、仏教の無常観とか、そういう哲学的な奥の深いものですよね。ですから科学の対

象には、ほとんどならない。でも「精神科看護」でいう「精神」とは、精神疾患とか精

神障害とかという症状のようなものですよね。こちらは、精神医学という科学の対象に
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なります。つまり「日本人の精神」というときの「精神」と、「精神科看護」というとき

の「精神」は、言葉は同じだけれども中身は全く違うわけです。 
 

これと同じことが上のほうのタイトルに言えるのではないでしょうか。悲しみ、人間の

悲しみというのは、人間にとって非常に深い意味をもつものです。「悲しみは人間にと

ってどんな意味があるのか」なんてことは科学の対象になりえない。かたや、グリーフ

というのは、さっき言ったように症状にすぎない。だから科学の対象になる。分析の対

象になるわけですね。 
 
そう考えると、悲しみとグリーフとは、全く違うものなんですよ。だから、この上のタ

イトルは、下のタイトル「日本人の精神：精神科看護から考える」と同じくらいおかし

い。不自然なんですよ。 
  
でも、そう言われたら、そう思うけど、最初は上のタイトルを見ても、不自然だと感じ

なかった人も多かったかもしれませんね。というのは、「グリーフとは悲しみのことだ」

と書いてある本とか論文が、日本中あちこちにありますからね。  
 

たとえば、グリーフをこんなふうに定義してい

る辞典がありました。読んでみます。「愛する人

を失ったとき、その人はもういないとわかって

いてもしばらくの間は思慕の念が強く、心の中

に残っている対象にしがみつき続けようとする。

さまざまな追慕と期待に心を奪われ、悲しみの

涙を流しながら少しずつ時間をかけて現実を受

け入れることができるようになると（中略）対象

との新しい関係性が生まれ、内的空虚さが満た

され、その想い出を胸に新しい人生に一歩を踏

み出すことができるようになる。こうした過程で表出される悲しみを悲嘆（グリーフ）

と呼ぶ。」9これは、今年出た「仏教心理学キーワード事典」というのもので「日本仏教

心理学会推薦！」という帯までついた本でしたが、この定義はどうなんでしょう。 
 
もともと症状とか反応でしかなくて、心理的なプロセスとか内容とかを含むものではな

いと平山先生の本には書いてあったというのを、みなさまには、お見せしました。でも、

こちらの定義だと、プロセスも内容も、まさに含まれているような感じですよね（はっ

きりとは書いていませんが）。つまり、いつのまにか定義（についての印象）がすっかり

変わってしまっているわけですね。 

 
9 井上ウィマラ「対象喪失と悲嘆」井上ウィマラ他編『仏教心理学キーワード事典』春秋

社, p. 146.  
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最初に、こういうスライドをお見せしましたが、

科学的な情報の流れというのは、簡単にいうと 3
つの層がある。一番うえは、科学論文。これは非

常に厳密なものですが、専門家以外の人にはわ

かりにくい。二番目は、教科書。これは比較的厳

密なはずなのですが、今日の話の冒頭で申し上

げたように、教科書でもいっぱい間違いとか古

い情報が入っているのですね。そして一番下の

層ですが、これは一般の人が情報を手にいれる

層なのですが、ここでは通俗科学になっているということですね。非常に単純化されて

厳密なものではなくなっています。それが、さらに一般の読者にアピールするように誇

張されたり、ありもしないことを真実であるかのように書かれたりするようになると、

これは赤字で書いたような疑似科学ということになります。 
 
擬似科学、偽物の科学というのは、実は世間にいっぱいあるんですよ。たとえば「脳ト

レ」なんて、私も一時オトナの計算ドリルなんか買いましたけどね、あんなものは擬似

科学だという批判があります。 
 
グリーフケアも本当の専門家は日本でも本当にわずかしかいないんじゃないでしょう

か。私は、遺族のかたが、グリーフケア批判を、あまりに良くされるものですから、じ

ゃあ、グリーフケアの専門家だといって各地で講演されているようなかたの論文を探し

て読もうと思ったのですが、驚いたことに論文データベースの、どこをどう探しても、

その人の論文らしきものが全く出てこないということが、けっこうありました 10。つま

り、グリーフケアは、それを学問的に研究したことがない一般の人たちによって広げら

れている通俗科学になってしまっているのではないでしょうか。ひどい人になると擬似

科学みたいなことを書いているように思います。これは非常に危ないことだと思います。 
 

 遺族が主体 
 
さて、最後は「主体」という点です。これは遺族支援ということを考えるとき、生活を

していくのは遺族なのだから、主体としての遺族を考えて支援を行って下さいというこ

とです。つまり遺族支援を行うのであれば、まずは生活の主体である遺族の声を聞いて

いただくということです。こんな当たり前のことを言うのは、遺族のかたがたは、グリ

ーフケアの専門家から「話を聞いてもらえなかった」という悔しいというか、もっと言

えば、屈辱的な体験を何度もされているからなんです。 
 
どうして支援にかかわる人たちが、自分たちが、いまから支援しようとする遺族の声を

聞かない、聞こうとしないということがありうるのか、私は長い間よくわからなかった

 
10 学術的な日本語論文の無料のオンライン・データベースとしては、国立情報学研究所の

CiNii があります(https://cir.nii.ac.jp)。英語では信頼できる無料のデータベースはありま

せんが、Google.Scholar である程度、調べられます(https://scholar.google.com)。 

https://cir.nii.ac.jp/
https://scholar.google.com/
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のですが、あるとき、「ああ、こういう理由なのかな」と思ったのは、私、精神障害者の

自助グループの人からこういう話を聞いたのですね。 
 
あるとき主治医に対して精神医療について熱く語ったそうなんです。「医療のこういう

ところが問題だ、病院は、こういう改善をすべきだ。自分は自助グループを作っていき

たい。そして医療を変えていきたい」とかね。一生懸命、熱く語った。お医者さんは「ふ

ん、ふん」と黙って頷いていた。しかし、お医者さんが、じっと黙って聞いているだけ

なので、「先生は、どう思われますか？」と聞いたら、そのお医者さん、何と答えたと思

いますか。「君、薬の量を、ちょっと増やそうか？」と答えたそうです。つまり、あれだ

け一生懸命語ったのに、ひとつの病気の症状だと思われてしまったのですね。 
  
遺族もそういう対応をされてしまったんじゃないかなと思うのですよ。怒って、何か言

っても、「ああ、これはグリーフの症状だ」という感じでね。会話が成り立たないわけで

す。何が言いたいのかというと、要するに「生活の主体は遺族なんだから、遺族が主体

だ」ということを考えて、グリーフケアを考え直すということも必要なのではないかと

いうことなのですね。 
 

 グリーフケアに代わるもの 
 
そろそろ私の講演も終わりに近づきました。最後に少しだけグリーフケアに代わる、自

死遺族の会の考え方を紹介しておきます。 
 
ここでいう「グリーフケア」とは、「通俗科学としてのグリーフケア」といったほうが正

確でしょうが、そこでは悲しみというものを、どうしてもマイナスのものととらえてい

るのですね。ない方が良いもの、克服すべきもの、乗り越えていくべきもの、という考

え方です。 
 
でも、私は、田中さんや明さんと対話していくうちに、「いや、そうじゃないんじゃない

か」と感じるようになりました。田中さんは、私との対話のなかで「悲しさは、私の身

体の一部なんです」と。「だから、身体の一部を切り捨てることが出来ないように悲し

みも切り捨てることなんてできないんです」と、おっしゃっていました。また明さんは

「回復なんて、ありえない。ケアなんてされようがない」と、おっしゃっていました。 
 
それで、だんだんわかってきたことは、「遺族にとっては、悲しさとは、愛しさそのもの

なんだ」ということですね。愛しいから悲しいわけですよ。愛しさと悲しさは、ひとつ

のものなんですね。 
  
私は、遺族の人たちを前に、お話しするときには、こんなスライドをよくお見せするの

ですね。これはブックオフで 105 円で買った高校生が使うような普通の古語辞典です

よ。そこに、こんなことが書いてあったんですね 11。 
 

 
11 鈴木一雄他編(1995)『全訳読解古語辞典』三省堂. 
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「愛しい」と書いて、「かなし」と読むんです。

「かなし」の意味は、読みますと、あるものに

対する思いが強く、胸に迫るさまを表す。自然

に対しては深く心を打たれる美的感動の心を表

し、人間に対しては、肉親や男女間の愛情、死

や別離に伴う悲哀の情などを表す。. . . 「愛し

い（＝いとおしい）」から「悲し」という変遷を

たどるのではなく、「愛情」と「悲しみ」の心は

根っこのところではつながっている。 
 

深いなあ、と思ったのですね。古代の日本人というのは、こういう素晴らしい感性をも

っていたということですね。そして自死遺族の会に集う遺族のかたも、まさにこういう

深い感性をもったかたたちではないかと、私は思うのです。 
 
今日は、このあと後半に、お二人の遺族のかたにお話ししていただきますけれども、み

なさまには、やはり悲しさは愛しさなんだという思いをもって聞いていただきたいなあ

と思います。そうすると、きっと、お二人のお話が、いっそうみなさまの心の奥まで伝

わってくるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。 



自死遺族支援研修会（主催：札幌市精神保健福祉センター） 
2012 年 11 月 9 日（金） 

札幌市・WEST19  5 階講堂 

グリーフケアを再考する 
～ 通俗科学、文化、スピリチュアリティ、そして主体 ～ 

上智大学・社会福祉学科 
岡 知史 

問１ 
Holman らは、喪失への対処に関連した典型的な「神話（間違い）」を、精神

科看護学の教科書から 7 つ見つけています。以下は、その例です。 
神話１：「悲嘆には、その後にたどる段階または予想されるコースがある。」 
事実：人によって悲しみ方は違う。 
他に、どんな神話があったと思いますか。 

 
問 2 
典型的なグリーフケアには、ユダヤ＝キリスト教の一つの世界観（亡き人と

の関係を切ることが神との関係で必要であるという世界観）に現れているよう

です。とすれば、日本の文化のなかでは、遺族への支援はどのように行うと良

いでしょうか。 
 

問３ 
心理的反応または症状にすぎない「グリーフ」が、人生論的な課題（たとえ

ば「私はどう生きるべきか」「遺された私の人生に何の意味があるのか」）を解

くキーワードであると誤解されている現状が日本にあるとすれば、その誤解は、

どこからくるのでしょうか。 
 
 


